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海外医療プログラム(FMP) - 外来医療提供者
およびオフィスマネーシャー向けの情報
CHAMPUS(チャンパス)/TRICARE(トライケア)とFMPはどのよう
な関係がありますかFMPとCHAMPUS/TRICAREの間には関係はあ
りません。

海外医療プログラム(FMP) - 外来医療提供者および
オフィスマネーシャー向けの情報 CHAMPUS(チャン
パス)/TRICARE(トライケア)とFMPはどのような関
係がありますか?
FMPとCHAMPUS/TRICAREの間には関係はあり 
ません。

FMPを受け入れるまたは加入するために署名しなけ
ればならない契約あるいは承認書はありますか？
いいえ、FMPには契約提供者はいません。

どのようにすれば、誰がFMPの受給資格者かどうか
分かりますか？
退役軍人にはFMP給付認可書が供与され、その中に
適用となる医療上の障害が概説されています。

専門医や診断テストのための紹介に対する承認を必
要としますか？
軍務に関連した障害の治療に関する紹介または診断テ
ストに対しては承認は必要ありません。

どのような種類のケース管理及び治療適正審査が実
施されますか？
請求を受けると実施された医療が軍務に関連した障害
に関係があるかどうかが決定されます。臨床審査には
身体、職業または言語療法、在宅介護、メンタルヘル
ス/薬物乱用、耐久医療機器、入院高度看護サービス
やリハビリテーションも含まれます。

FMPはどのような種類の医薬品に適用されますか？
軍務に関連した障害、あるいは軍務に関連し尚且つそ
れを悪化させるすべての障害の治療に対して適切なも
のである場合、処方箋と市販されている医薬品が適用
の対象となり、それに対して処方されます。すべての
医薬品はアメリカ食品医薬品局(FDA)の承認を受ける
必要があります。

もし医薬品がFDAで承認されているか不確かな場合は
FDAのWebサイト(https://www.fda.gov/drugs)で確認
するか、FMPに連絡を取って説明を求めてください。
医薬品が適用対象になるかどうかをFMPが決定するた
めには、医薬品の名称、それが処方されている障害名
および用量と用法をお知らせしていただく必要があり
ます。　

米国で購入され外国に郵送または輸送された医薬品は
適用対象にはなりません。

請求に対する支払いはどのように受けられますか？
請求を提出する際は、下記にリストされた住所に次の
情報および書類を送付してください：

VA 書式10-7959f-2, FMP 請求書表紙

• 患者の姓名、郵便配達先住所、米国社会保障番号お
よびVA請求番号

• 医療提供者の姓名、医療役職名、事務所住所及び電
話番号、事務所住所が異なる場合は請求書送付先住
所

• 治療を受けた傷病

• 受けた医療サービスの体験的記述

• 各医療サービスに対する請求額とサービスがなされ
た日付
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詳細情報を入手するにはどうすればよいですか
郵便先住所: Veterans Health Administration 

Foreign Medical Program 
P.O. Box 469061 
Denver, CO 80246-9061

電話番号:    303-331-7590, Monday-Friday 
8:05 a.m. to 6:00 p.m., Eastern Time

ファックス: 303-331-7807

電子メール: HAC.FMP@va.gov 

ウェブサイト: Foreign Medical Program

mailto:HAC.FMP%40va.gov?subject=
https://www.va.gov/COMMUNITYCARE/programs/veterans/fmp/index.asp
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