
すべてのもの協定法101

協定の
概要



協定法とは何ですか？

ベトナム 湾岸戦争時代 9/11 後のアフガニスタンとイラク

一等軍曹ヒース・ロビンソン
2022年の包括的毒性（協定）法に対処することを約束

火傷やその他の毒素にさらされた退役軍人のためのVAヘルスケアと利益を拡大する新しい法律です
物質。この法律は、何世代にもわたる退役軍人とその生存者に提供するのに役立ちます。

彼らが受けるに値するケアと利益とともに。

The PACT Act:
• Expands and extends eligibility for VA health care for Veterans with toxic exposures

and Veterans of the Vietnam era, Gulf War era, and Post-9/11 era.

• Expands eligibility for benefits for Veterans exposed to toxic substances.



PACT Act Key Components

この法律は、有毒物質にさらされた退役軍人、
およびベトナム時代、湾岸戦争時代、および9/11
後の時代の退役軍人に対する VA ヘルスケアの適
格性を拡大します。

VAは意思決定プロセスを強化し、どのような病状
が推定ステータスとして考慮されるかを決定し
ます。

登録された各退役軍人は、最初の毒性スクリーニ
ングとフォローアップスクリーニングを5年ごと
に受けます。登録されていないが、登録する資格
がある退役軍人は、登録してスクリーニングを受
ける機会があります

VA の医療従事者と請求の処理者は、毒物暴露に
関する教育と訓練を受けます。

法律は、湾岸戦争中に南西アジアで従軍した退
役軍人の死亡率に関する調査研究を義務付けて
います。 9/11 後の退役軍人の健康傾向。そして
退役軍人のがん率。

福利厚生やサービスに対する需要の高まりに対
応するために、より強力で熟練した労働力を構
築するのに役立ちます。

法律により、全国で31 の新しい施設が認可さ
れ、退役軍人医療へのアクセスが向上します。



湾岸戦争時代とポスト 9/11 権限

退役軍人がこれらの場所と期間のいずれかに勤務した場合、彼らは新しい湾岸戦争関連の容疑の対
象となります。これには、これらの各場所の空域が含まれます。

1990 年 8 月 2 日以降:
• バーレーン
• イラク
• クウェート
• オマーン
• カタール
• サウジアラビア
• ソマリア
• アラブ首長国連邦 (UAE)

2001 年 9 月 11 日以降:
• アフガニスタン
• ジブチ
• エジプト
• ヨルダン
• レバノン
• シリア
• ウズベキスタン
• イエメン



新たな放射線被疑サイト

以下にリストされているクリーンアップおよび対応ミッションのい
ずれかに呼び出された場合、 協定法に基づく放射線被ばくの資格
がある可能性があります。

対応努力 イベント

エニウェトク環礁の 1977年1月1日～1980年12月31日

スペインのパロマレス沖で核兵
器を搭載した空軍 B-52 爆撃機の
清掃

1966年1月17日～1967年3月31日

グリーンランドのチューレ空軍
基地近くで、核兵器を搭載した
空軍 B-52 爆撃機に搭載された火災
への対応

1968 年 1 月 21 日 - 1968 年 9 月 25 日



本サービスに関連すると思われる用語

による新しい状態の長いリストが、サービスに関連していると考えられています。 VA.gov/PACT で今すぐ申
請して、資格と特典を迅速に取得してください。

• 喘息（サービス後に診断）
• 脳腫瘍
• 慢性気管支炎
• 慢性閉塞性肺疾患 (COPD)。
• 慢性鼻炎
• 慢性副鼻腔炎
• 収縮性細気管支炎または閉塞性細気管支炎
• 肺気腫
• あらゆる種類の消化器がん
• 膠芽腫
• 肉芽腫性疾患
• あらゆる種類の頭部がん
• 高血圧（高血圧）
• 間質性肺疾患（ILD）

• 腎臓がん
• あらゆるタイプのリンパガン。
• あらゆる種類のリンパ腫
• 黒色腫
• 意義不明の単クローン性免疫グロ
ブリン血症 (MGUS)

• 頸部がん
• 膵臓癌
• 胸膜炎
• 肺線維症
• あらゆる種類の生殖がん
• あらゆる種類の呼吸器（呼吸
関連）がん

• サルコイドーシス

https://www.va.gov/resources/the-pact-act-and-your-va-benefits/


医療資格

次の場所と期間に勤務した退役軍人は、現在 VA ヘルスケアに登録できます。
• ベトナム共和国 (1962 年 1 月 9 日から 1975 年 5 月 7 日まで)

• 米国またはロイヤル タイのいずれかの基地にあるタイ (1962 年 1 月 9 日から 1976 年 6 月 30 日まで)

• ラオス (1965 年 12 月 1 日から 1969 年 9 月 30 日まで)

• カンボジアの特定の州 (1969 年 4 月 16 日から 1969 年 4 月 30 日まで)

• グアム、アメリカ領サモア、またはそれらの領海 (1962 年 1 月 9 日から 1980 年 7 月 31 日まで)

• ジョンストン環礁またはそこに寄港した船 (1972 年 1 月 1 日から 1977 年 9 月 30 日まで)

ベトナム時代の退役軍人は、エージェント オレンジの 2 つの新しい推定条件を申請できるようになりました。
• 意義不明の単クローン性免疫グロブリン血症 (MGUS)

• 高血圧（高血圧）

特別登録期間：2022年10月1日～2023年10月1日
2001 年 9 月 11 日の間に別居または除隊した 9/11後の退役軍人向け

登録は無料、年会費は無料、サポートも無料です。



医療資格

誰: VA ヘルスケアに登録しているすべての退役軍人
内容:  兵役中の毒素への曝露の可能性を特定し、記録す
るための短い (5 ～ 10 分) 一連の質問

時期: 少なくとも 5 年ごと
場所: VA 医療センターおよび診療所
理由: 長期にわたる退役軍人の健康計画と、十分な情報に基
づいた総合的なヘルスケアをサポートします
どのように: 退役軍人は、次の VA の予約時にスクリー
ニングについて尋ねることができます



利益を得るためにクレームを提出する

退役軍人は、新しい推定条件を主張できます。
• 新しい請求—退役軍人は申し立てられた状態について請求したことはありません
• 補足請求—主張された状態は以前は拒否されましたが、現在は主張されていると見なされます

•退役軍人が過去に申し立てられた新たな条件を否定したが、退役軍人が利益を受ける資格がある場合、退役
軍人は彼らに連絡を取ろうとします。追加請求の提出を待つ必要はありません。

• VA は、退役軍人が必要なケアとサービスにタイムリーにアクセスできるように、がんの退役軍人からの申請を優先します。

•保留中の請求: 請求が提出された後に退役軍人の状態が推定状態*リストに追加された場合、VA は推定ベース
でそれを確認します。

*推定される病状は、兵役が病状を引き起こしたという証拠を必要としません.退役軍人は、サービス要件を
満たし、疑わしい状態の最近の診断を受けるだけで済みます。退役軍人は、主張を裏付けるすべての裏付け
文書を提出する必要があります。



その他の影響を受けた退役軍人と生存者

他の退役軍人とその扶養家族への追加の福利厚生とケア
についてはどうですか?

PACT 法の下では、生存者は扶養手当、補償金、葬
儀サービスを含む退役軍人給付金を受けることが
できます。
• 扶養費と補償金の支払い
• 葬儀サービス

あなたにふさわしいケアとメリットを手に入れましょう。
VA.gov/PACT で今すぐ申請してください。

https://www.va.gov/disability/dependency-indemnity-compensation/
https://www.va.gov/burials-memorials/veterans-burial-allowance/
https://www.va.gov/resources/the-pact-act-and-your-va-benefits/


いつ、どのように請求すればよいですか？

今すぐ申し込む！

以前に拒否された場合
はどうなりますか?

以前に有毒物質への暴露に関連する主張を拒否された退役
軍人は、補足的な主張を提出することをお勧めします。補
足請求が受領されると、VA は新しい法律に基づいて請求を

審査します。

詳細については、VA.gov/PACT にアクセスするか、1-800-MyVA41 に電話してください。

https://www.va.gov/resources/the-pact-act-and-your-va-benefits/
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