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注意事項
この裁決集は、すでに頒布しました平成19年版その他の旧年版と同様、担当行政
庁より適法に入手した行政文書です。
担当行政庁が、内部用参考資料として個人情報等に配慮して編集し、１冊にまと
めた行政文書です。
担当行政庁は当版では、従来の１年ごとの編集をやめて、平成20年、21年、22年
の３年分の主要裁決を１冊に編みました。従って、３年間の全裁決を掲載しているわけ
ではありません。
平成18年版まで掲載していた「裁決要旨」や「管轄都道府県社会保険事務局
名」、「当事者」の記載を取りやめ、さらに「審査資料」や「事実認定」の詳細を省略し
た点は平成19年版と同じです。
これらのことから、平成18年版より各裁決の判断過程の透明性が低下し、活用しに
くくなっているかもしれません。さらに個別裁決事案の詳細を知りたい場合にはそれぞれ
の裁決書を入手する必要があるかもしれません。あらかじめご承知ください。
当事務所では、表紙ページまたは左側しおりから裁決書本文各項目とびらへのリンク
を設定して利用の便を図りました。
◆
ご利用に当たって、次の点に同意頂いたものとして頒布します。よろしくお願い致しま
す。
① 当資料は、担当行政庁が編集・作成した行政文書です。ご利用は購入者ご自
身の責任でお願いします。当所では当資料を利用したことによる個々の問題について
の責任を負いません。
② 当資料はPDF形式ファイルであり、文書内容の抽出等一部制限をかけてあります
が、印刷は可能です。PDFファイルの取扱いに関する疑問は、関係アプリケーションソフ
トのマニュアルをご参照頂くなど、ご自身にてご対応ください。当所からのサポートは致し
ません。
なお、一般に、PDF関係アプリケーションソフトと、パソコンのOSまたはプリンタドライバと
の関係で、ごくまれに多数ページの一括印刷ができない場合があるようです。その際に
は、ページ指定印刷で、数枚ずつ印刷してください。

③ 当資料PDFファイルのご利用は、購入されたご本人に限らせて頂きます。従って、
当資料PDFファイルの第三者への無断コピー配布等はなさらないでください（個別パス
ワードによる管理等を進めております）。
◆
厚生労働省の「社会保険審査会」のホームページについて。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syakai/index.html
上記アドレスから「社会保険審査会」のホームページが閲覧できます。組織概要、審
査制度解説に加え、取扱状況と主な裁決例も掲載されています。
長年公開を要求してきた方々の努力のたまものでしょう。関係職員みなさんのご尽力
を評価しつつ、今後の更なる充実と、裁決の全件公開を求めます。
◆
最後に、社会保険審査会裁決のみならず、労働保険審査会裁決など行政不服
審査の判断は、行政運営の公正の確保と透明性の向上を図り国民の権利利益の保
護に資するため、積極的に公表されるべきと考えます。賛同して頂ける方は、関係行
政庁に対し、さらなる積極的な公表を進めるよう要請するなど、できる範囲でのご協力
をお願いします。
以上
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平成１９年（健）第２８１号
平成２０年１月３１日裁決
主文
本件再審査請求を棄却する。
理由
第１ 再審査請求の趣旨
再審査請求人（以下「請求人」という。
）
の再審査請求の趣旨は、健康保険法による
傷病手当金の支給を求めるということであ
る。
第２ 再審査請求の経過
１ 請求人は、平成○年○月○日から同月
○日までの期間（以下「本件請求期間」
という。
）
、躁うつ病の療養のため、労務
に服することができなかったとして、平
成○年○月○日（受付）
、○○社会保険
事務所長に対し、健康保険法（以下「法」
という。
）の規定による傷病手当金（以下、
単に「傷病手当金」という。
）の支給を
請求した。
２ ○○社会保険事務所長は、平成○年○
月○日付で、請求人が「任意継続被保険
者となる前の被保険者期間が継続して１
年以上ないため」との理由で、本件請求
期間について傷病手当金を支給しない旨
の処分（以下「原処分」という。
）をした。
３ 請求人は、原処分を不服とし、○○社
会保険事務局社会保険審査官（以下「審
査官」という。
）に対する審査請求を経て、
当審査会に対し、再審査請求をした。
第３ 問題点
１ 法第１０４条は、
「被保険者の資格を
喪失した日（任意継続被保険者の資格を
喪失した者にあっては、その資格を取得
した日）の前日まで引き続き１年以上被
保険者（任意継続被保険者又は共済組合
の組合員である被保険者を除く。
）であっ
た者（略）であって、その資格を喪失し
た際に傷病手当金 ･･･ の支給を受けてい
るものは、被保険者として受けることが
できるはずであった期間、継続して同一
の保険者からその給付を受けることがで

きる」と規定している。
２ なお、健康保険法等の一部を改正する
法律（平成１８年法律第８３号。
以下「平１８改正法」という。
）によ
る改正前の法第９９条第１項は、傷病手
当金の支給対象者に任意継続被保険者も
含むとしていたが、平１８改正法による
改正後の法第９９条第 1 項は、その対象
者を任意継続被保険者を除く被保険者に
限定した。そうして、上記改正規定は、
平成１９年４月１日（以下「施行日」と
いう。
）に施行されたが、
経過措置として、
施行日の前日において傷病手当金の支給
を受けていた者又は受けるべき者（支
給事由が生じた後に任意継続被保険者と
なった者に限る。
）については、上記改
正後、任意継続被保険者を改正によって
その対象が限定された被保険者とみなす
こととされた（平１８改正法附則第９条
第２項）
。
３ 以上のことから、前記１及び２に該当
する者が施行日後に任意継続被保険者と
なり、傷病手当金の支給申請をした場合、
その受給権が法定給付期間の満了（法
第９９条第２項）又は時効消滅（法第
１９３条第１項）等で失われていない限
り、その日において、傷病の療養のため、
労務に服することができないとき（法第
９９条第１項）は、その者に、法第９９
条の傷病手当金が支給されることとな
る。
４ 本件の問題点は、前記１ないし３の関
係規定等から、請求人に傷病手当金の受
給権を認めることができるかどうかであ
る。
第４ 審査資料
「
（略）
」
第５ 事実の認定及び判断
１ 「略」
２ 本件の問題点を検討し、判断する。
(1) 請求人は、平成○年○月○日に健
康保険の被保険者の資格を喪失した
が、その前日までの１年間の任意継続
被保険者としての被保険者期間を除く
被保険者期間は、○月に過ぎず、前記

－3－

第３の１に記す法第１０４条の規定に
よる、いわゆる傷病手当金の継続給付
を受けることができる者に該当しない
ことは明らかである。
(2) 一方、請求人は、施行日の前日に
おいて、健康保険の適用事業所に使用
される被保険者として傷病手当金の支
給を受けており、施行日後に任意継続
被保険者となったのであるから、一見
すると、平１８改正法附則第９条第２
項の規定により、同人が傷病手当金の
受給権を取得する可能性があるように
みえる。しかし、上記改正法附則の規
定は、平１８改正法によってあらゆる
任意継続被保険者が傷病手当金の支給
を受けることができなくなることに対
する経過措置として定められたもので
あるので、請求人のように、平１８改
正法施行前から傷病手当金の受給権を
認められていなかった者をも対象とし
ていると解することはできない。
(3) なお請求人は、○○社会保険事務
所を傷病手当金の受給に係る相談で訪
れた際に、その職員から任意継続被保
険者になっても受給できるとの教示を
受け退職したので、納得できない旨申
し立てているが（審査請求書の記載）
、
保険者は請求人に上記教示をした者の
存在を確認することができない旨申し
立てており（平成○年○月○日付、○
○社会保険事務所長作成の審査官宛意
見書の記載）
、原処分の当否を検討す
るに当たって、請求人の上記申立てを
採用することはできない。
(4) 以上のことから、請求人に傷病手
当金を支給しないとした原処分は適正
かつ妥当であって、これを取り消すこ
とはできない。
以上の理由によって、主文のとおり裁決す
る。

－4－

平成１９年（健）第４２５号
平成２０年３月３１日裁決
主文
○○社会保険事務所長が、平成○年○月○
日付で、再審査請求人に対し、平成○年○月
○日から同年○月○日までの期間につき、健
康保険法による傷病手当金を支給しないとし
た処分を取り消す。
理由
第１ 再審査請求の趣旨
再審査請求人（以下「請求人」という。
）
の再審査請求の趣旨は、主文と同旨の裁決
を求めるということである。
第２ 再審査請求の経過
１ 請求人は、気分障害（以下「既決傷病」
という。
）の療養のため、平成○年○月
○日から同○年○月○日までの期間（以
下「既決支給期間」という。
）労務に服
することができなかったとして、健康保
険法（以下「法」という。
）による傷病
手当金（以下、単に「傷病手当金」とい
う。
）の支給を受けた。
２ 請求人は、
気分障害（以下「本件傷病Ａ」
という。
）の療養のため労務に服するこ
とができなかったとして、①平成○年○
月○日から同年○月○日までの期間（以
下「①の期間」という。
）
、また、気分障
害 ( うつ状態 ) （以下「本件傷病Ｂ」と
いい、本件傷病Ａを併せて、以下「本件
傷病」という。
）の療養のため労務に服
することができなかったとして、②同年
○月○日から同月○日までの期間（以下
「②の期間」といい、①の期間を併せて、
以下「本件請求期間」という。
）のそれ
ぞれにつき、①の期間については平成○
年○月○日（受付）
、②の期間について
は同月○日（受付）
、○○社会保険事務
所長（以下「○所長」という。
）に対し、
傷病手当金の支給を請求した。
３ ○所長は、平成○年○月○日付で、請
求人に対し、本件請求期間における本件
傷病は既決傷病と同一疾病であり、法定

給付期間（１年６月）を超えた請求であ
るとして、傷病手当金の支給をしない旨
の処分（以下「原処分」という。
）をした。
４ 請求人は、原処分を不服とし、○○社
会保険事務局社会保険審査官（以下「審
査官」という。
）に対する審査請求を経て、
当審査会に対し、再審査請求をした。
第３ 問題点
１ 傷病手当金の支給に関し、法第９９条
第１項は、
「被保険者が療養のため労務
に服することができないときは、その労
務に服することができなくなった日から
起算して３日を経過した日から労務に服
することができない期間、傷病手当金
……を支給する」と規定し、同条第２項
は、
「傷病手当金の支給期間は、同一の
疾病又は負傷及びこれにより発した疾病
に関しては、その支給を始めた日から起
算して１年６月を超えないものとする」
と規定している。
２ 本件の場合、保険者は、既決支給期間
につき本件傷病と同一の傷病を対象とし
て傷病手当金を支給済であるとの前提の
下に、本件請求期間については法定給付
期間を超えた請求であるとして傷病手当
金を支給しないとしたものであり、請求
人はこれを不服としているのであるか
ら、本件の問題点は、本件傷病が既決傷
病と同一傷病又はこれにより発した疾病
でないと認められるかどうかということ
である。
第４ 審査資料
「
（略）
」
第５ 事実の認定及び判断
１ 「略」
２ 本件の問題点を検討し、判断する。
(1) 請求人は、本件傷病Ｂは適応障害
であり、既決傷病及び本件傷病Ａとは
別の傷病と解される旨を主張している
が ( 審査請求書の記載 )、請求人のう
つ病の発症及び診療経過等に照らせ
ば、既決支給期間中の対象傷病である
既決傷病並びに本件請求期間中の対象
傷病である本件傷病Ａ及び本件傷病Ｂ
は、いずれも請求人のうつ病を基盤と
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して発現する種々の病態に対して、適
宜診断が付されたものと解するのが相
当であり、これらが別個の原因に基づ
いて発症した独立の疾病であると解す
るのは相当でない。
(2) ところで、社会保険の運用上、医
学的には当初の傷病が治癒していない
場合であっても、社会的治癒と認めら
れる状況が認められるときは、再度発
病したものとして取り扱われる。この
社会的治癒があったといい得るために
は、その傷病につき医療（予防的医療
等を除く）を行う必要がなくなり、相
当期間、通常の勤務に服していること
が必要とされている。
本件の場合、請求人は、当該期間中、
ａ病院を月○～○回受診して、抗うつ
剤等の継続投与を受けているが、投薬
内容は、使用薬剤及びその投薬用量に
特段の変化のない維持的投与というべ
きものであり、また、当該期間の始期
である平成○年○月○日に、ａ病院の
○○医師によって、特段の勤務制限を
指示されることなく就労可能と証明さ
れて社会復帰したものであって、請求
人は、同○年○月○日に一過性のパ
ニック様症状が認められたものの、点
滴注射により速やかに回復し、その余
の期間については、うつ病の病相等を
窺わせる特段の精神症状を発現するこ
となく安定的に経過していることが認
められる。
しかも、当該期間は約○年○か月で
あって、この間、事実認定したところ
から、請求人の勤務状況に特段の問題
点はなく、一般の健康保険の被保険者
と同様な職業生活を送っていたと認め
ることができる。そうであるから、こ
のような場合、社会的治癒があるとす
るのが相当である。
(3) そうすると、原処分は妥当ではな
く、取り消さなければならない。
以上の理由によって、主文のとおり裁決す
る。
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平成１９年（健）第５１９号
平成２０年５月３０日裁決
主文
○○健康保険組合が、再審査請求人に対し、
同人が平成○年○月○日（受付）にした延長
傷病手当付加金の請求に関して、同年○月○
日付で、請求期間のうち同年○月○日から同
月○日までの期間についてはこれを認めない
とした処分、及び、同人が同年○月○日（受
付）にした延長傷病手当付加金の請求に関し
て、同月○日付で、請求期間の全部について
これを認めないとした処分は、いずれもこれ
を取り消す。
理由
第１ 再審査請求の趣旨
再審査請求人（以下「請求人」という。
）
の再審査請求の趣旨は、主文と同旨の裁決
を求めるということである。
第２ 再審査請求の経過
１ 請求人は、肥大型心筋症の療養のため
労務に服することができなかったとし
て、○○健康保険組合（本件における保
険者。以下、
「保険者」ないし「新組合」
という。
）に対し、平成○年○月○日（受
付）
、同年○月○日から同月○日までの
期間（以下「本請求期間Ａ」という。
）
について、同年○月○日（受付）
、同年
○月○日から同月○日までの期間（以下
「本請求期間Ｂ」という。
）について、後
記の新規約附則第２条及び旧規約第５９
条の規定に基づき、延長傷病手当付加金
（以下「延長傷手」という。
）の支給を請
求した。
２ 保険者は、延長傷手の支給期間は６か
月であり、請求人の場合、平成○年○月
○日で支給期間が終了しているとして、
同年○月○日付で、本請求期間Ａのう
ち、同年○月○日以後の延長傷手を支給
しない旨の処分（以下「処分Ａ」という。
）
をし、また、同年○月○日付で、本請求
期間Ｂの全期間について延長傷手を支給
しない旨の処分（以下「処分Ｂ」という。

「処分Ａ」と「処分Ｂ」を併せて、
以下「原
処分」という。
）をした。
３ 請求人は、原処分を不服とし、○○社
会保険事務局社会保険審査官に対する審
査請求を経て、当審査会に対し、再審査
請求を行った。
不服の理由の要旨は、以下のとおりで
ある。
平成○年○月○日から適用された○
○健康保険組合規約（以下「新規約」と
いう。
）附則第２条、及び○○健康保険
組合規約（以下「旧規約」という。
）第
５９条の規定により、旧○○健康保険組
合（以下「旧組合」という。
）の被保険
者については、同年○月○日前に生じた
傷病に因る延長傷手の支給は最長１年６
か月であり、請求人は最長１年６か月の
延長傷手の支給を受ける資格がある。健
康保険組合の事業運営はすべて法令に基
づくのが原則である。にもかかわらず、
平成○年○月○日開催の旧組合の会議録
（以下「会議録」という。
）を根拠に請求
人の延長傷手の支給を認めないとする原
処分には納得がいかない、ということで
ある。
第３ 問題点
１ 健康保険法（以下「健保法」という。
）
第１８９条第１項は「被保険者の資格、
標準報酬又は保険給付に関する処分に不
服がある者は、社会保険審査官に対して
審査請求をし、その決定に不服がある者
は、社会保険審査会に対して再審査請求
をすることができる。
」と定めていると
ころ、本件における延長傷手は、健保法
に定める給付ではなく、旧組合及び新組
合の独自の給付であるので、延長傷手に
関する原処分は、同条項に定める保険給
付に関する処分には該当しないとの解釈
も考えられないではないが、旧組合及び
新組合では、健保法第９９条に定める傷
病手当金（以下「傷手」という。
）の支
給を受ける被保険者が同条第２項の期間
を経過したことにより傷手の支給を受け
なくなった場合で、同一の疾病又は負傷
による療養のため労務に服することがで
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きないときに延長傷手を支給することと
していることが認められ、延長傷手が傷
手と時間的に連続する一体的な給付とし
て設計されていることが明らかであると
ともに、保険者においても、原処分の請
求人宛通知書に「この処分に不服がある
場合には、社会保険審査官に審査請求を
することができ、その決定に不服がある
ときは社会保険審査会に再審査請求をす
ることができる」旨を記載するなど、本
件のような延長傷手に関する処分につい
ても、当然に健保法第１８９条第１項の
規定による審査請求及び再審査請求をす
ることができるものとしていることなど
に鑑みると、原処分に関しては同条項に
基づく再審査請求ができると解するのが
相当である。
２ そうすると、本件における問題点は、
旧規約第５９条、新規約附則第２条（以
下「附則第２条」という。
）及び会議録
等を総合して、請求人の求めた延長傷手
の支給を認めなかった原処分が相当かど
うか、ということである。
第４ 審査資料
「
（略）
」
第５ 事実の認定及び判断
１ 「略」
２ 本件の問題点について検討し、判断す
る。
(1) 新規約第５７条第５項により、新組
合が支給する延長傷手は６か月が限度
となり、旧組合が支給していた延長傷
手の支給限度１年６か月を短縮したの
で、旧組合の被保険者にとって、この
点では不利な変更となることから、旧
組合の被保険者を対象として附則第２
条の経過措置が設けられた。
(2) 附則第２条は「
（前略）平成○年○
月○日前に生じた傷病に因る延長傷
病手当付加金の支給について（後略）
」
とあるとおり、延長傷手の原因となる
傷病が平成○年○月○日前であれば旧
規約第５９条が適用されると解釈する
のが相当であるところ、保険者は、会
議録に記載されている議決を根拠に当

該解釈を否定しているが、旧組合は、
被保険者からのこうした不利益変更及
び附則第２条についての事前同意を取
り付けていないばかりか、組合会開催
後の被保険者への周知も事業主経由で
あって、直接周知徹底することを行っ
ておらず、また、２回にわたる新規約
の当局宛提出という機会があったにも
かかわらず、附則第２条を上記の議決
に合致した内容に変更しなかったのは
保険者の怠慢以外の何ものでもない。
附則第２条が現に有効に存続している
以上は、請求人の本件請求についてそ
の適用があると解すべきことは当然の
ことであるから、同請求をもって、延
長傷手の支給期間が６か月を超えるも
のであるとし、それのみを理由にこれ
を認めず、不支給とすることは許され
ないものというべきである。したがっ
て、原処分は不当であり、取消しを免
れない。
なお、保険者の代理人は、本件審理
期日において、請求人と同様の立場に
ある者の延長傷手の請求についても、
請求人に対する原処分と同様に、その
支給期間は１年６か月ではなく６か月
として取り扱うこととしているとこ
ろ、それに対して請求人のように不服
を申し立てる者は全く存しないとし、
これを原処分が相当であるとする論拠
の一つとして主張したいかのようであ
るが、そのような事情が直ちに上記の
認定・判断に影響を及ぼすものとはい
えないことはいうまでもない。
以上の理由によって、主文のとおり裁決す
る。
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