
 

（２日目）８月１日９時 48分 開会 

○片本座長 

  おはようございます。昨日は、長時間にわたり御議論いただきありがとうございまし

た。本日、新井委員がお見えになりましたので、簡単に御挨拶をお願いします。 

○新井委員 

  麻布大学の新井です。初めての参加ですが、どうぞよろしくお願いします。 

○片本座長 

  ありがとうございます。それでは本日の審議に入る前に、事務局において昨日の検討結

果を整理してもらいましたので、説明をお願いします。 

○森垣監理官補佐 

  本日から新井委員に御出席いただいておりますので、簡単に昨日の検討結果を説明い

たします。 

  まず、家畜共済診療点数表につきまして、諮問にあります改定の考え方に基づいて見直

しを行うこと、改定後の診療点数表を令和２年１月１日から適用することについては適

当となりました。 

その上で、種別と備考の見直しに関する検討に入り、資料２において、事務局が黄色で

ハイライトした箇所を中心に御審議いただきました。まず、種別の追加についてですが、

「初診」については、農業保険法に基づいて、初診料が来年１月１日から補償の対象とな

るため、第１診察料の種別として追加することで御了解いただいております。さらに、説

明資料３－１をもって備考の内容を検討し、点数についても御意見をいただいたところ

です。次に、第６処置料の種別に「関節洗浄」を追加することで御了解いただいておりま

す。続いて、黄色でハイライトした箇所ではありませんが、「静脈内灌流法」について御

審議いただき、第６処置料の種別に追加することで御了解いただいております。次の「包

皮洗浄」については、第６処置料の「眼洗浄・涙管洗浄・鼻腔洗浄及び膣洗浄」に並べる

形で追加することで御了解いただいております。次の「鼻腔内薬剤噴霧」については、種

別としては追加せず、「気管内薬剤噴霧」の適用細則に規定するということで御意見をい

ただいております。次の「膣内薬剤挿入」については、今回は追加せずに継続審議となっ

ております。次の「点耳」及び「点眼」については、それぞれ第６処置料の種別に新たに

追加することで御了解いただいております。次の「膀胱穿刺」は、第８手術料の種別に追

加することで御了解いただいております。ここで事務局から１点確認したいのですが、昨

日は、適用細則にある「膀胱穿刺」と診療点数の種別にある「穿腸」を入れ替えることに

なっていたのですが、その後、点数については「穿腸」より高い点数とすることで御意見

をいただいたので、この場合、「穿腸」はそのまま種別として残すことでよろしいでしょ

うか。 

○一同 

異議なし。 

○森垣監理官補佐 



 

それでは次ですが、「腕神経叢ブロック麻酔」については、「神経ブロック麻酔」とし

て、すでに診療点数表にある「外傷治療」や「蹄病処置」等の適用細則に規定するという

ことで御意見をいただいております。そして「関節鏡手術」については、「骨折整復」の

適用細則に規定するということで御意見をいただいております。 

次に、種別の削除について御審議いただきました。まず、「指導」及び「指導書」につ

いて、削除することで御了解いただいております。そして「瀉血」も削除することで御了

解いただいております。 

続きまして、種別の変更について御審議いただきました。まず、「往診」については、

１戸であっても異なる場所を往診した場合、往診距離として計算できるようにすること

で御了解いただいております。さらに、資料２にありますとおり、「往診」については、

実態をきちんと調査して、次回の見直しに向けた準備を行うことを考えている旨説明さ

せていただき、皆様から「往診」の実態等について色々と御発言をいただいたところです。

次に「薬治」については、注射薬の「薬治」を認めるかどうかについて、この場で良いか

悪いかを判断して良いのかとの御意見をいただきました。事務局としては、この件を一旦

預からせていただき、この小委が終わった後に対応を行った上、後日改めて、委員の皆様

にメール等で説明し、次の部会が開催される前に、小委として結論が出せるかどうか調整

させていただきたいと思います。続いて「細菌分離培養検査」については、３年前の継続

案件ということで、事務局において調査した結果をまとめた説明資料３－２を確認しな

がら、臨床型乳房炎に対して選択培地を用いた場合の増点を規定することで御了解いた

だいております。ここでも事務局から確認したいのですが、選択培地を用いた場合だけで

なく、増菌培地を使った場合についても増点することになったと思いますが、それで間違

いないでしょうか。 

○後藤委員 

  選択培地のことは、普通寒天培地を用いて検査するだけでなく、分離培養も行うので、

さらに経費がかかるということで増点してほしいとの意図だと思います。これは、増菌培

地も同じだと思いますので、是非よろしくお願いします。 

○森垣監理官補佐 

  皆様も同じ考えということでよろしいですか。 

○一同 

異議なし。 

○森垣監理官補佐 

ありがとうございます。それでは最後ですが、「血液生化学検査」については、これも

前回の小委からの継続案件ということで、最初にポータブル測定器を用いた場合につい

て御審議いただき、このことを備考に規定することで御了解いただいております。さら

に、チミジンキナーゼ活性及び血清亜鉛については今回追加しないこと、イオン化カルシ

ウムについては、血清カルシウムを調べた時の点数を適用することを適用細則に規定す

ることで御意見をいただいております。昨日はここまで進んでおります。 



 

○片本座長 

  ありがとうございました。ただ今の事務局の説明につきまして、御質問、御意見があり

ましたらお願いします。ないようでしたら、昨日の審議の中で、診察料について追加の御

意見があるとお伺いしておりますので、この場で御発言をお願いします。 

○畠中委員 

点数表全般の話なのですが、昨日、後藤委員からお話があったように、今までのように

掛金乙が診療所収入に入らなくなったので、家畜診療所の人件費をどこから捻出するの

かとの話になったら、点数表のＢマイナスＡのところしかないのです。そもそも、診療点

数表に家畜診療所の人件費は加味されていない建て付けだったのに、この度同じような

形で診療点数表が改定されると、人件費の不足分はどこから補えば良いのかということ

が大きな問題になってきます。実際、獣医師の人件費はどれが正しいのかということがは

っきりしていない中で決めるのは難しいと思うのですが、待遇の改善がなされなければ、

いつまでたっても産業動物獣医師が不足する状況は変わらないと思うので、診療点数表

を一から見直すことも考えなくてはいけないのではないかと思います。昨日も申し上げ

たとおり、「初診」の点数を、今までいただいている分をベースに設定するのは、やはり

無理があるのかなと考えます。 

○森垣監理官補佐 

御意見ありがとうございます。この件は、本日、何か結論を得るのは非常に難しい問題

だと思います。本日、薬価のところまで予定どおり御審議いただいた後、時間の許す限り、

次回以降の診療点数の見直しについて、家畜の診療を取り巻く背景を踏まえつつ、皆様か

ら自由に御意見をいただきたいと考えていますので、今のお話以外にも、普段考えている

ことについて、是非、畠中委員以外の委員からも御意見をいただきたいと思います。 

○片本座長 

他にも昨日の審議事項について御意見等ありますでしょうか。 

○後藤委員 

確認ですが、種別の見直しにおける「神経ブロック麻酔」の取り扱いがどうなっている

のか、曖昧になっていると思っています。もう１つですが、昨日、畠中委員から何回か意

見があったので、もう１度きちんと確認したいのですが、給付外の薬を使用した場合でも

診療行為として適当とされる治療を行っていれば、種別に関しては給付可能という認識

でよろしいですか。 

○森垣監理官補佐 

  ２つ目の質問については、そのとおりです。「神経ブロック麻酔」については、先ほど

申し上げたとおり、種別として新たに追加するのではなく、「外傷治療」や「蹄病処置」

等の適用細則に規定するものと理解しております。もし間違いがありましたら、御指摘下

さい。 

○後藤委員 

わかりました。ありがとうございます。 



 

○畠中委員 

「切開手術」や「摘出手術」とかもろもろの外科処置に係る種別にも適用にできるよう

になるのでしょうか。 

○森垣監理官補佐 

自分が記憶している限りですと、具体的な種別として出てきたのは、「外傷治療」と「蹄

病処置」であったと思いますが、適用細則の話ですので、改めて皆様に御意見を伺いなが

ら、どの種別に適用するのかを決めたいと思います。 

○片本座長 

他にないようでしたら、引き続き審議をお願いしたいと思いますので、事務局から説明

をお願いします。 

○森垣監理官補佐 

それでは昨日の続きですが、タブの「２」を押していただき、27 ページに進んでいた

だくと、20 の「血液生化学的検査」の中で、御審議いただきたい事項があと２つ残って

おります。まず１つ目ですが、血液ガス分析は、酸素分圧・炭酸ガス分圧・pHの三種の成

分分析で成り立っており、簡易キットの中には、三種の成分を分析しないものもある。し

たがって、簡易分析と本式での分析したものとで当然技術料が変わると考える。全て同じ

点数はおかしい。また、乱用を避けるため血液検査といえども１～２回の請求に制限すべ

きという御意見です。 

前半部分については、昨日、すでに御審議いただいたかと思いますが、回数制限につい

ては、局長通知の病傷事故給付基準の範囲内のことと思いますので、もし御意見がござい

ましたら、基準を見直す際の参考にさせていただきますので、お願いいたします。 

○片本座長 

血液ガスの検査を保険の範囲で何回まで認めるかということですが、ただ今の事務局

の説明につきまして、御質問、御意見がありましたらお願いします。 

○後藤委員 

i-STAT を使っている先生はいらっしゃいますか。 

○森垣監理官補佐 

タブの「３」を押していただき、説明資料３－３に進んでいただくと、調査した 143か

所の診療施設のうち、14か所で使用していることがわかります。 

○後藤委員 

i-STAT を使って「血液生化学的検査」を行った場合、現在、どの種別で請求されてい

るのか調査されていますか。 

○森垣監理官補佐 

そこは調査しておりません。現在の「血液生化学的検査」の点数を適用されているもの

と思います。 

○伊藤委員 

後藤委員が気にされているのは、i-STAT は検査項目がセットになっているから、いら



 

ない項目も一緒に検査されてしまうことに対する疑問ですよね。確か、４項目か５項目が

一度に測れるので、本当に病傷の診療のために必要があるのか疑問ですよね。私は、i-

STAT を使用する場合、１回では判定するにあたって少ないと思いますので、２回は必要

と思います。 

○溝本委員 

うちも i-STATを持っていたのですが、１つのカートリッジで３～４項目測れるので、

１回行うと結構点数を取ってしまいます。なので、今はほとんど使っていません。検査回

数については、初診ないしは２診目に１回、経過が長くなったらもう１回は最低でも行う

ので、２回ないし３回は必要と思います。 

○畠中委員 

現在、検査は３回までという制限がありますね。１～２回の請求に制限すべきというの

は、この３回を減らすべきだとのお考えなのでしょうか。 

○森垣監理官補佐 

いただいた意見はここに書いてあるだけなので、今の限度をさらに減らすべきと考え

ているのかは分かりません。 

○後藤委員 

あくまでも個人的な意見なのですが、血液ガス分析は、おそらく循環器・呼吸器の病態

把握の評価が目的だと思います。これは動脈血で行うのが基本なので、動脈血の採血を行

わなければいけないことを、血液ガス分析の条件につけるのが良いかと考えます。また、

カルシウムを見るために i-STAT を結構使っていると聞きますので、これに対して、血液

ガス分析を適用するのはいかがなものかと考えます。ちなみに回数は、動脈血に限定する

のであれば３回で十分なので、減らす必要はないと思います。 

○森垣監理官補佐 

i-STAT を使って血液ガス分析を行う場合、動脈血を採るのですか。 

○後藤委員 

血液ガス分析を行う場合には、それが基本だと認識しております。静脈血では酸素分圧

が低く出るのは当たり前ですので、循環器・呼吸器の病態把握の正確な評価はできませ

ん。 

○伊藤委員 

採血はどこから行うのですか。 

○後藤委員 

牛の場合ですと色々あるのですが、耳動脈や脚の外側の脈です。耳動脈が最もメジャー

ではないでしょうか。 

○片本座長 

そうしましたら、回数についてはこれまでと同様に３回まで認めるという御意見でよ

ろしいでしょうか。 

○一同 



 

異議なし。 

○片本座長 

回数制限以外にもありますか。 

○森垣監理官補佐 

回数制限についてはこれで良いかと思いますが、カートリッジによっては、同時に調べ

ることのできる項目のうち、本当に調べたいのはそのうちの１つか２つという問題が上

がっていると思います。 

○片本座長 

一般的に血液ガス分析は、ここに書かれているように、酸素分圧・炭酸ガス分圧・pHの

３つが基本なのですよね。事務局が心配しているのは、これらの項目以外のものが一緒に

測定されてしまうので、そうした場合は、血液ガス分析だけの料金の請求で良いのかとい

うことですか。 

○森垣監理官補佐 

ポータブル測定器の使用について規定しても、本来調べたい項目以外のものが一緒に

測定されるならば、これを使うことによって、どんどん赤字が増えることを心配しており

ます。例えば、１項目しか調べる必要がないならば、この１項目分しか共済金の支払対象

になりませんので、ポータブル測定器を使えば使うほど、赤字が膨らむことになると思い

ます。 

○片本座長 

カートリッジにどれだけの検査可能項目があるのか、種類によっても違うと思います

が、この場に資料はありますか。 

○森垣監理官補佐 

事務局で確認したところ、現在市販されているカートリッジはいずれも、複数の項目を

調べることができます。おそらく、現場で必要とされる検査項目は、カートリッジの検査

可能項目全てではなく、一部だと思います。 

○片本座長 

酸素分圧・炭酸ガス分圧・pH の３つだけというのはなさそうですね。グルコースです

とか、ヘマトクリットとか沢山ありますね。血液ガスを調べられるポータブル測定器は i-

STATだけですか。 

○森垣監理官補佐 

我々の調査結果によると、i-STATを用いるのがほとんどです。 

○片本座長 

カートリッジ G3+ですと、酸素分圧・炭酸ガス分圧・pHの３つだけですね。ポータブル

測定器を使って血液ガスを調べた場合の点数は、これの料金で良いかと思います。確か

に、グルコース等のその他項目を多く含むカートリッジの場合は、血液ガス分析だけの料

金を取ると赤字になりますね。 

○新井委員 



 

ただ今の話ですが、この調査結果の実施施設数を見ると、カートリッジ EC8+を使って

いるところが 14 施設と１番多く、G3+は１施設だけです。そうすると、ニーズがあるから

EC8+を使っているのだと思います。実際、これらの施設がどのような目的で使っているか

分かりませんが、重要だと考えて使っているのではないでしょうか。 

○森垣監理官補佐 

カートリッジ EC8+を使うことによって、グルコース、尿素窒素、ナトリウム、カリウ

ム、クロール、pH、二酸化炭素分圧及びヘマトクリットの測定が行えるとのことです。た

だし、これらの項目を全部調べる必要があって使っているのか、一部の項目を調べる必要

があって使っているのかは分かりません。おそらく、両方含まれているのではないかと思

います。 

○新井委員 

グルコースは静脈血で十分だと思うので、わざわざ動脈血で調べる必要はないと思う

のですが、完全に循環器病・呼吸器病の診断を主として使用しているのか、ついでにグル

コース、ナトリウム、カリウム等を測定するために使用しているのか、どうでしょうか。

私は、循環器病・呼吸器病の診断に使うものと認識していました。 

○後藤委員 

血液ガス分析とそれ以外を完全に分ければ良いと思います。おそらく、ポータブル測定

器を使って検査するのは、ほとんどが電解質を見るためだと思います。全てをひとまとめ

にすると、i-STAT を使用したからこの点数を使うとなってしまうので、ここの意見にあ

るとおり、酸素分圧・炭酸ガス分圧・pH を動脈血で測定した場合は血液ガス分析の点数

を適用して、それ以外の場合は、それ以外の点数を適用することで良いのかなと思いま

す。 

○森垣監理官補佐 

昨日、事務局からは、「血液生化学的検査」の備考にポータブル測定器を使った場合の

規定を設けてはどうかと話しましたが、ただ今の御意見ですと、血液ガスに限ってポータ

ブル測定器を使った場合の規定を設けたほうが良いと捉えたのですが、よろしいでしょ

うか。 

○後藤委員 

それでも良いと思います。血液ガスを本気で測定するならば、専用のシリンジ等を使用

する必要もありますので。意見がまとまらなくて申し訳ありません。 

○片本座長 

今の話を聞いていて、私も十分理解できなかったので確認しますが、昨日の時点では、

βヒドロキシ酪酸と血液ガスについて、ポータブル測定器を使った場合の規定を新たに

設けるということでしたが、ただ今の意見を聞いていると、血液ガス以外にも測定できる

ものがあるから、ポータブル測定器で測定できる全ての項目について規定を設けたほう

が良いということであって、事務局は、そのことについて設けるべきでないと言われたの

でしょうか。 



 

○森垣監理官補佐 

昨日の話では、ポータブル測定器で血液ガス以外も調べることができるとのことだっ

たので、「血液生化学的検査」の備考に新たな規定を設けて、どのような項目でもポータ

ブル測定器を使った場合の点数を一律に適用する必要があると捉えていました。しかし、

本日の話を伺うと、必要ない項目も同時に調べることで、使うたびに赤字になってしまう

ことに気付いたので、それであれば、現在市販されているものの中に、血液ガスだけを調

べるカートリッジもあるので、血液ガスに限ってポータブル測定器を使った場合の規定

を設けてはどうかと考えた次第です。血液ガスだけを調べるカートリッジを使用すれば、

新たに設定する点数と、実際の経費との差がほとんどないことになるので、現場で実際に

使うことができると思っております。 

○片本座長 

それでは、多くの項目を測定できるカートリッジを使った場合、血液ガスだけはポータ

ブル測定器を使った場合の点数を適用して、残りは従来の点数を請求することでよろし

いでしょうか。後藤委員からは、ポータブル測定器で測定できる全ての項目について規定

を設けてはどうかとの御意見でしたが、これでよろしいですか。 

○後藤委員 

はい。 

○片本座長 

そうしましたら、回数についても、他の項目と同じ３回まで認めて良いという御意見で

したので、この議論はこれでよろしいでしょうか。 

○森垣監理官補佐 

念のための確認ですが、βヒドロキシ酪酸についても、調査結果に出てくるポータブル

測定器はβヒドロキシ酪酸だけを調べるものなので、同じ考え方でよろしいでしょうか。 

○一同 

異議なし。 

○片本座長 

それでは、次の説明をお願いします。 

○森垣監理官補佐 

「血液生化学的検査」について最後になりますが、血球数自動計数装置により血色素量

は測定されるので、血液一般検査に含まれる、ということで、血色素量を項目から削除す

るか、血球数自動計数装置により血色素量を測定した場合は、「血液生化学的検査」の点

数は適用しないとただし書きを入れるべきとの御意見です。皆様より御意見を伺った上

で、必要な修正をしたいと考えております。 

○片本座長 

ただ今の事務局の説明につきまして、御質問、御意見はありますか。 

○溝本委員 

適用細則には、血球数自動計数装置により、ヘマトクリット値、血色素量を測定した場



 

合には、「血液一般検査」の点数を適用すると書いてあります。 

○森垣監理官補佐 

そのとおりです。ただし、現場では、現在の規定を見間違って、「血液一般検査」と「血

液生化学的検査」を同時に請求することがあり、よくよく調べると、血球数自動計数装置

により血色素量を調べていたことがあったので、「血液生化学的検査」から外してほしい

との話を聞いています。そうすると、この御意見はもっともと思った次第です。 

○溝本委員 

そのとおりだと思います。 

○片本座長 

これについては、皆様よろしいですね。 

○森垣監理官補佐 

この御意見には２つの選択肢がありますが、ただし書きを入れるほうでよろしいでし

ょうか。 

○一同 

異議なし。 

○片本座長 

それでは、ただし書きを入れるほうにしたいと思います。 

○森垣監理官補佐 

ありがとうございます。それでは、「血清学的検査」の見直しについて御審議いただき

たいと思います。「３」のタブを押して、説明資料３－４に進んで下さい。こちらも３年

前の小委において継続審議とされた案件で、現在の適用細則にあります ELISA 法、PCR法

等について、実態を調査の上、改めて審議するとされております。そこで事務局において

調査したところ、次のページにありますとおり、「ELISA 法」、「PCR法」、「ラテック

ス凝集反応検査」、「血球凝集反応」、そして「沈降反応」について、主に外注ですが、

１回に要する費用がまちまちであることが分かりました。事務局としては、これら５つの

検査について、それぞれ独立した点数を設定してはどうかと考えます。また、３年前にも

御指摘いただいたのですが、PCR法は「血清学的検査」ではないので、独立した種別とし

て追加することで御審議いただきたいと思います。 

○片本座長 

特に御意見はないと思いますが、事務局の説明のとおりでよろしいでしょうか。 

○一同 

異議なし。 

○片本座長 

それでは、次の説明をお願いします。 

○後藤委員 

その前に、白血球の左方移動等を見ることについてですが、以前認められていたもの

が、３年前に、血球数自動計数装置を用いた場合しか点数が取れなくなったと思います。



 

血球数自動計数装置ですと、好中球・リンパ球比は測定できますが、左方移動とか詳しい

情報は分からないので、これを戻していただけないでしょうか。 

○溝本委員 

それは「血液顕微鏡的検査」を適用できませんか。血液像の検査ということで、うちで

はこれを適用しています。 

○後藤委員 

ありがとうございます。これで解決しました。 

○片本座長 

では、次の説明をお願いします。 

○森垣監理官補佐 

次に御審議いただきたい項目は、資料２の 32ページの 1番下にあります「外傷治療」

の中で、ギプス使用した場合に増点できるようにして欲しいという要望です。これも３年

前に、伸縮性接着包帯の使用と一緒に適用範囲を広げて欲しいという要望があり、実態を

調査した上で改めて審議することになっております。タブの「３」を押して、説明資料３

－５及び３－６を御覧いただきながら、御議論いただきたいと思います。 

まず３－５ですが、ギプス装着・除去の適用範囲拡大について、143か所の診療施設に

状況及び意見を聞き、その結果をここにまとめております。賛成及び反対の意見がありま

すが、事務局としては、すでに認められている種別と同じく、「外傷治療」や「切開手術」

等の可動部に対する処置を行った場合においても、ギプス装着によって治療効果が高ま

ると思いますので、適用範囲を拡大してはどうかと考えています。 

○片本座長 

ただ今の事務局の説明につきまして、御質問、御意見はありますか。 

○後藤委員 

賛成です。かなりの治療効果を実感しております。意見にもあるように、腱断裂にも必

須の処置ですので、むしろ、これまで何故なかったのかという感じです。被覆材としても

かなり優秀でして、次回の会報に症例報告を出そうと思っていたところです。関節の解放

を伴う深部の感染で、着地もままならない状態で搬入された家畜が、これで治って戻った

こともあるので、かなり優秀な被覆材です。是非加えていただきたいと思います。 

○森垣監理官補佐 

昨日の別の議論においても、廃用となる家畜を治療できたとの話がありましたが、これ

も同じようなことが考えられるのでしょうか。 

○後藤委員 

同じです。会報に載せようと思っている症例も、もうだめだと思っていた家畜が治って

戻ったものです。 

○片本座長 

適用範囲を拡大することなので、大きな反対はないと思いますが、事務局としてはどこ

まで拡大したいと考えていますか。 



 

○森垣監理官補佐 

事務局としては、「外傷治療」、「切開手術」及び「その他の外科的処置」の３つまで

拡大しても良いと考えております。 

○片本座長 

その３つの種別に適用範囲を拡大することでよろしいでしょうか。 

○一同 

異議なし。 

○森垣監理官補佐 

続きまして伸縮性接着包帯の話ですが、３－６を御覧下さい。伸縮性接着包帯の適用範

囲の拡大についても、賛成、反対の意見をいただいておりますが、賛成の意見を御覧いた

だくと、「ヘルニア整復」と「切開手術」にも適用して欲しいとなっております。事務局

としては、ギプス装着と同じように、可動域の処置に対して伸縮性接着包帯を用いること

で治療の効果が高まるケースが考えられるので、「切開手術」については適用して良いと

思いますが、「ヘルニア整復」については疑問を感じております。 

○片本座長 

ただ今の事務局の説明につきまして、御質問、御意見はありますか。 

○畠中委員 

「へルニア整復」に伸縮性接着包帯を使ったことはありません。どなたか使われたこと

はありますか。 

○後藤委員 

そもそもヘルニアの整復は給付対象になるのでしょうか。 

○畠中委員 

例えば、ヘルニアネットを使った場合には「その他の外科的処置」の点数を適用すると

いう具合です。 

○後藤委員 

それは、手術を必要とするほどひどい状態ですか。 

○畠中委員 

逆です。巻くだけで整復できるものです。 

○森垣監理官補佐 

現在の適用細則の中で、67 の「その他の外科的処置」のところに、臍ヘルニア簡易固

定を行った場合はこの点数を適用するとあります。先ほどの畠中委員の発言は、このこと

だと理解しています。 

○溝本委員 

この意見は、86 の「ヘルニア整復」とあるので、手術をしたものに対してということ

でしょうか。 

○伊藤委員 

うちも昔はやっていましたが、おそらく、子牛が産まれた時に行う軽度なものです。 



 

○溝本委員 

では、手術ではないのですね。 

○伊藤委員 

手術しないものですね。 

○溝本委員 

そうすると、86 の「ヘルニア整復」としているのはおかしいですね。 

○片本座長 

おそらく、「その他の外科的処置」の適用細則に臍ヘルニア簡易固定があることを知ら

ないため、86の「ヘルニア整復」として意見を出されたのではないでしょうか。 

○森垣監理官補佐 

この調査結果の１番上に「その他の外科的措置」とあるので、少なくとも一つは臍ヘル

ニア簡易固定を行った場合に伸縮性接着包帯を使用しているものと理解しています。こ

の簡易的方法であっても、手術した場合であっても、伸縮性接着包帯を巻いて治療効果が

上がるのかどうか、疑問を感じております。 

○溝本委員 

実際、農家さんの中には、自分で荷物を梱包するテープを巻いて治す方もいらっしゃい

ます。本当に軽いヘルニアでしたら、それで治ることもあると思いますが、獣医はあまり

やりません。 

○後藤委員 

あまり詳しくないので教えて欲しいのですが、給付対象となるのは、例えば消化管が陥

入して消化管閉塞を起こした場合や、病的ヘルニアの場合のみという認識でしたが、何で

もないただのヘルニアでも対象になるのですか。ちなみに、北海道では何でもない普通の

ヘルニアは事故外で対応しています。 

○森垣監理官補佐 

何か処置をした場合もですか。 

○後藤委員 

手術をしたとしても、確か事故外にしていると思います。 

○畠中委員及び溝本委員 

  対象になります。 

○後藤委員 

我々の認識が間違っていました。 

○伊藤委員 

そこは間違っているわけではなくて、県によって決まりがあると思います。 

○森垣監理官補佐 

あくまで獣医学的に治療が必要だと判断した上で、その結果、簡易的方法で済む場合と

手術を行わなくてはいけない場合があるものだと思っています。 

○伊藤委員 



 

ヘルニア整復にまで適用を拡大する必要はないと思います。 

○片本座長 

それでは、伸縮性接着包帯については、「切開手術」のみに適用範囲を拡大することで

よろしいでしょうか。 

○一同 

異議なし。 

○森垣監理官補佐 

  次に御議論いただきたい項目は「開腹」についてです。これも３年前に、「開腹」のう

ち「その他の開腹」の適用範囲が限定されているものを、例えば、試験的開腹によって内

容を確認しなくてはいけない場合や、予後診断のために開腹しなくてはいけない場合に

まで拡大すべきではないかとの御意見をいただきまして、実態を調査した上で改めて審

議することになっております。調査結果は説明資料３－７になります。143か所の診療施

設に意見を伺ったところ、一部の施設より試験的開腹や予後診断を筆頭に、適用を拡大し

てほしいという意見をいただきました。事務局としては、「その他の開腹」の備考を見直

して、すでに規定されている「帝王切開」等を除いた開腹はすべて適用できるものとして

はどうかと考えています。まずはこのことについて、御審議いただきたいと思います。 

○片本座長 

  ただ今の事務局の説明につきまして、御質問、御意見はありますか。 

○後藤委員 

  是非そうして下さい。 

○溝本委員 

  様々な理由で開腹を行うことがあるものの、今の点数表ではどれも適用できないこと

があるので、是非そうしていただきたいと思います。 

○片本座長 

  ここではどの疾病を適用範囲に含めるのか決めないといけませんか。 

○森垣監理官補佐 

  疾病を追加するというよりは、現在の備考にあります、脂肪壊死症、中皮腫、腹膜癒着

及び肝円さく遺残の診断を行った場合に限り適用する、をそっくり外してはどうかと思

います。 

○片本座長 

  他に御意見がなければ、この備考を削除するということでよろしいですか。 

○一同 

  異議なし。 

○森垣監理官補佐 

  ありがとうございます。なお、この種別については、後ほどＡ種点数の見直しとＢ種点

数とＡ種点数との差の見直しについても御議論いただきたいと思いますので、よろしく



 

お願いします。それでは、資料２のページを進めていただくと、「ヘルニア整復」に印が

ありますが、これは先ほど御議論いただいた伸縮性接着包帯の話なので、39ページの「子

宮捻転整復」まで進んで下さい。備考３の内容では、胎児回転法なのか母体回転法なのか

加点する種別が判断しにくいと思われる、という御意見ですが、どういうことかと言いま

すと、参考資料２の 22ページにあります 93の「子宮捻転整復」を御覧いただくと、備考

３にありますとおり、開腹により子宮捻転を整復した場合はＢ種に 2,551点、Ａ種に 433

点を加える、とあります。このすぐ後に、「胎児の回転法」と「母体の回転法」それぞれ

の点数が規定されており、開腹により増点する場合は、どちらに増点すればいいのかとい

う御意見です。これは「胎児の回転法」に増点するのが明らかなのですが、このことを明

記して、こうした混乱が起こらないようにすべきだと考えております。問題ないと思いま

すが、念のため、御意見がありましたらよろしくお願いします。 

○畠中委員 

開腹により子宮捻転を整復した場合は、この 2,551 点を「胎児の回転法」の点数に加算

するということですね。 

○森垣監理官補佐 

  そうです。通常ならば、種別のすぐ横に点数が規定されていて、それに増点すればいい

となるのですが、この「子宮捻転整復」は２通りの点数があるため、どちらに 2,551点と

433 点を加えて適用するのかを明らかにしたいということです。誰もが「胎児の回転法」

に加えるものと思うのですが、今の規定では判断しにくいとの意見をいただいた限りに

おいては、明確にしたほうが良いと考えた次第です。 

○片本座長 

  分かり易く書き変えていただくことでよろしいですね。 

○一同 

  異議なし。 

○森垣監理官補佐 

  ありがとうございます。種別の変更についてはこれで以上になりますが、先ほどの「開

腹」に絡んで、１つお願いがございます。参考資料２の 20～21ページにあります「ヘル

ニア整復」を御覧いただくと、感染を伴う臍帯遺残構造物の摘出を行った場合は、Ｂ種に

713 点、Ａ種に 142 点を加えるとあります。この感染を伴う臍帯遺残構造物の摘出は、必

ず開腹を伴うため、「その他の開腹」の適用範囲を拡大するのであれば、この規定を外し

て、見直した「その他の開腹」を適用することにしてはどうかと考えます。このことにつ

いて御意見をお願いします。 

○片本座長 

  「その他の開腹」の備考には、感染を伴う臍帯遺残構造物の摘出を行った場合もこの点

数を適用することは書かない考えですか。 

○森垣監理官補佐 



 

  書かない考えです。 

○伊藤委員 

  現在適用している点数が変わりませんか。 

○森垣監理官補佐 

  後ほど「その他の開腹」の点数の見直しについて御審議いただく際に、合わせて御検討

いただきたいと考えております。 

○伊藤委員 

  臍帯遺残構造物という言葉自体がなくなってしまうのは大丈夫ですかね。 

○片本座長 

  摘出ですから、当然開腹することだと思うのですが、よろしいですか。 

○溝本委員 

  「尿膜管遺残摘出」を種別として追加してほしいという意見があったと思いますが、膀

胱まで達しているとかなり難度の高い手術になるので、「その他の開腹」に一括りして良

いのでしょうか。 

○畠中委員 

  尿膜管遺残に係る手術は簡単なものから難しいものまで色々とありますが、前回の改

定において、「ヘルニア整復」のところに臍帯遺残構造物の摘出を追加した際、重症なも

のと軽傷なものをひっくるめて、一律の点数にしたと記憶しています。 

○片本座長 

  今の点数表ですと、Ｂ種が 2,400 点くらいなので、「その他の開腹」を適用するとなれ

ば、今より高いＢ種点数になりますね。 

○森垣監理官補佐 

  後ほど「その他の開腹」のＡ種点数とＢ種点数とＡ種点数との差の見直しについて御審

議いただく際、今の話も併せて御審議いただきたいと思います。ここではひとまず、「ヘ

ルニア整復」の備考の見直しについて御意見をお願いします。 

○片本座長 

  それでは、この「ヘルニア整復」の備考の３については、削除するということでよろし

いでしょうか。 

○一同 

異議なし。 

○後藤委員 

  議論を戻して申し訳ありませんが、いくつかの種別の変更について、この場で協議でき

ればと思います。まず「検案」ですが、獣医学上非常に重要な行為だと思っています。法

定伝染病等が発生している中、防疫上の観点からも、「検案」は確実に行わなくてはなり

ません。これは我々獣医師の責務なので、団体が行った場合も適用を認めていただきたい

と思います。死亡の確認だけであれば、一般の職員でも出来ますが、実際には獣医師にし



 

か出来ない仕事なので、給付出来るようにしていただきたいと思います。団体が行った場

合は認められない理由があるのでしょうか。 

○森垣監理官補佐 

  ただ今の「検案」の適用については、診療点数表ではなく適用細則に定めている話なの

で、意見交換として聞いて下さい。このことは、過去の小委でも何度か出てきたことです

が、事務局としては、家畜診療所が事故確認の目的で行った場合には給付の対象に出来な

いと説明してきたところです。今もその考えを変えていません。ただし、このことについ

ては見直しを検討してほしいとの要望をいただいており、正にこの場でも御意見をいた

だいたので、引き続き、団体の皆様と意見交換をさせていただきながら、どうすべきかを

検討したいと思います。 

○後藤委員 

  現段階では、このことについて今後も協議して、その結果次第という認識でよろしいで

すか。 

○森垣監理官補佐 

  はい。団体から強く要望されていることなので、それについて意見交換を続けることは

吝かではありません。 

○後藤委員 

  了解しました。よろしくお願いします。次に「鎮静術」について、前回、「レントゲン

検査」まで適用範囲を拡げていただいて非常にありがたいのですが、同じ画像検査である

「超音波検査」にも拡げていただくことはできないでしょうか。特に腹腔を見る場合、プ

ローブをしっかり押し当てないと見えないのですが、どうしても家畜に動かれたり暴れ

られたりしてそれができないことがあるので、正確に検査するためには、最低限必要だと

考えています。 

○森垣監理官補佐 

このことについて、他の委員からも何か御意見ありますか。 

○畠中委員 

  基本的に賛成なのですが、「直腸検査」には超音波画像診断装置を用いて検査した場合

が含まれているので、「超音波検査」と併せて行った場合も「鎮静術」を適用できるとす

るならば、腹腔内臓器の検査を行った場合と直腸検査を行った場合を明確に区別する必

要があると思います。 

○後藤委員 

  「直腸検査」にも拡げていただきたいと思っています。馬の場合、危なくて「直腸検査」

が出来ないことが結構あります。例えば、疝痛を診断するために「直腸検査」を行おうと

しても、痛みのため暴れていると、鎮静しなくては全くできません。牛はほとんどの場合、

鎮静をせずに「直腸検査」が出来てしまう現実もあるので、その場合は「鎮静術」を適用

しないと思います。 



 

○伊藤委員 

  30 番の「超音波検査」の備考に「鎮静術」を行った場合について規定を加えれば問題

ないと思いましたが、どうでしょうか。そこに、「鎮静術」を併せて行った場合は○点と

する、としてはどうかと思います。 

○片本座長 

  私は、68 の「鎮静術」の備考にレントゲン検査、第６処置料及び第８手術の各種別と

併せて行った場合に限り適用する、とあるので、この「レントゲン検査」の後ろに「超音

波検査」を入れてはどうかと思います。併せて行った場合に限り、とあるので、このとお

り理解すれば必ず使うことにはなりません。 

○伊藤委員 

  「超音波検査」の備考において、繁殖障害の検査には適用しない、とあるので、それで

あれば、「直腸検査」も入れてはどうかと思います。 

○片本座長 

  「超音波検査」を加える意見が大半ですが、問題になっているのは、「直腸検査」をす

る場合に鎮静をするかどうか、ということでしょうか。 

○伊藤委員 

  馬の検査ではどのくらいの割合で鎮静を行っているのですか。牛の検査では、暴れるも

のには行いますが、ほとんどありません。 

○後藤委員 

  疝痛を起こした馬にはほとんど行います。基本的に正気な馬にエコーを押し当てるの

は危険なので、鎮静をかけています。牛でも、呼吸器や循環器を見る場合、特に心臓の場

合は、肘の裏のところにプローブを押し入れて無理矢理当てるような感じになりますの

で、嫌がって暴れてしまい、上手く見られません。鎮静をかけないとしっかり検査できな

いので、行う率は高いです。 

○伊藤委員 

兵庫、千葉では、鎮静をかけてから「超音波検査」を行っていますか。 

○溝本委員 

  千葉ではほとんど牛しか診ていませんが、暴れる牛の心臓を見る場合には、鎮静をかけ

ることもあります。「直腸検査」にしろ、何にしろ、獣医師の判断で適用を認めることは

できないのでしょうか。 

○伊藤委員 

  畠中委員はいかがですか。 

○畠中委員 

  必要な場合があれば鎮静をかけます。馬の場合では、妊娠鑑定の「超音波検査」でも鎮

静をかけるのですか。 

○後藤委員 



 

  個体によります。発情期ですと、大人しく「直腸検査」をさせてもらえますが、受胎し

ていると、臀部を触っただけで飛び跳ねるものもいますので、そうした場合は鎮静をかけ

て行います。あと、双子破砕の時も鎮静をかけることが多いです。軽種はそのような感じ

で、重種の場合はそこまでではないです。 

○片本座長 

  それでは「鎮静術」の適用範囲に「超音波検査」と「直腸検査」を加えることでよろし

いでしょうか。 

○溝本委員 

  「直腸検査」はあえて加えなくてもよろしいのではないでしょうか。「超音波検査」を

加えれば、超音波画像診断装置を用いて「直腸検査」を行った場合も認めるという解釈に

なりませんか。 

○森垣監理官補佐 

  「超音波検査」の種別を見ますと、１ 超音波画像診断装置を用いて画像検査を行った

場合とする、２ 高分解能プローブを用いた検査又はドプラ法による検査を行った場合

は、Ｂ種を○点、Ａ種を○点とする。ただし、腹腔内臓器及び馬の関節の検査に適用し、

繁殖障害の検査には適応しない、と規定されています。これを踏まえた上で、「超音波検

査」と「直腸検査」を加えるとの御意見だと理解していましたが、大丈夫でしょうか。 

○溝本委員 

  プローブを直腸内に挿入して「超音波検査」を行う場合だけでなく、単なる「直腸検査」

の場合にも「鎮静術」を使うということですか。 

○片本座長 

  そうですよね。馬の場合は、「超音波検査」と関係なしで「直腸検査」を行う場合にも

適用して欲しいということだと思います。 

○溝本委員 

  わかりました。 

○伊藤委員 

  「超音波検査」と「直腸検査」について、危険と判断した場合に「鎮静術」を適用でき

るようにするとのことですが、「直腸検査」という形で加えると、拡大し過ぎている感じ

がします。 

○片本座長 

馬以外の先生が拡大解釈しますか。 

○伊藤委員 

明らかに危険を伴うものに関しては必要だとは思いますので、何らかの形で「鎮静術」

の備考に追加する形をとれば良いと思うのですが、どうでしょうか。例えば、危険と伴う

各種検査と併せて行った場合、という文言でしょうか。 

○新井委員 



 

  「穿刺検査」や「内視鏡検査」でも、暴れる個体の場合は、獣医師が危険に曝されては

いけないので、「鎮静術」が必要だと思います。獣医師が危険だと判断した場合は、「鎮静

術」を併せて適用できるようにしたほうが良いと思います。 

○片本座長 

  複数の委員から御意見がありましたが、このことは事務局として反映できる、というこ

とで良いのでしょうか。 

○森垣監理官補佐 

  前回の小委では、調査の結果１番希望の多かった「レントゲン検査」を認めて、その他

の検査については今後検討するとされていますので、このまま皆様から御意見をいただ

きたいと思うのですが、今の流れですと、どこまで拡げたら良いのかわかりにくくなって

いるので、それを整理していただけると大変助かります。 

○片本座長 

  「鎮静術」の備考において、「レントゲン検査」の次に「超音波検査」を入れるところ

まではよろしいですよね。もう１つ問題になっているは、最初は「直腸検査」だけでした

が、それ以外の検査でも動物が暴れて危険な場合があるので、適用範囲を拡げるべきでは

ないかという意見が複数の委員から出ています。さきほどの案では、限定されていないと

取られてしまいますか。 

○森垣監理官補佐 

  危険を伴う場合について適用することをルール化するのは、個人によって危険と感じ

るかどうかがまちまちなので、制度の運用には馴染まないです。この検査には適用できる、

この検査には適用できないとしないと、これは良いのか悪いのかという問い合わせが全

国的に出てきて、収拾つかなくなってしまうと思います。３年前は、１番希望が多かった

だけでなく、通常行わなければいけないということで、「レントゲン検査」を「鎮静術」

の適用範囲に加えたと思います。できましたら、この種別を適用範囲に新たに加えるべき

という形で御意見をまとめていただけると大変助かります。 

○後藤委員 

  拡げすぎだとは思うのですが、「第４検査料」まで拡げていただきたいと思います。最

初は「超音波検査」と思っていましたが、その後の意見を聞いて、「直腸検査」も確かに

危険を伴いますし、他に「穿刺検査」や「内視鏡検査」もあったと改めて思い直しました。 

○森垣監理官補佐 

  何度も同じことを繰り返して恐縮なのですが、９割の方は必要としなくても、１割の方

が危険だと思うので、この「鎮静術」を適用できるとしてしまうと、収拾つかなくなって

しまうことを心配しています。 

○伊藤委員 

  前回の小委にいたので、だんだん思い出してきました。家畜共済の袋が決まっているの

で、優先順位を付けて話を進めたほうが良いと思います。現場としては、あれも欲しいこ



 

れも欲しいがあるのでしょうが、優先するものを選んだほうが事務局も対応しやすいと

思います。 

○畠中委員 

  危険を伴うということで入れてしまうと、結局すべてが当てはまることになりますし、

確か前回は、検査の精度を上げるために「鎮静術」の適用範囲を拡げたのであって、人へ

の危険の観点で選んでいなかったと思います。個人によってまちまちでは、診断書が上が

ってきたときに精査出来ないですよね。危険だったと言われれば危険だったのですねと

しか言えないですから。 

○後藤委員 

  検査の精度を上げるということで、今回は「超音波検査」だけを加えることでどうかと

思います。 

○片本座長 

  「レントゲン検査」と「第６処置料」と「第８手術料」のところに、「超音波検査」の

みを加えることで、今回はよろしいですか。 

○一同 

  異議なし。 

○後藤委員 

  次に「開腹」についてですが、疝痛を起こした馬の開腹手術で一番多いのは、結腸捻転

の整復です。具体的には、全身麻酔を行って、仰臥位で正中切開を行い、結腸を取り出し

て骨盤曲を切開し、内容物を排出してから整復します。海外では腹腔内で行っているよう

ですが、おそらく日本人には、体格や力の問題で無理だと思います。備考に腸捻転、腸重

積等の手術をいうとあるので「腸管手術」を適用していますが、最低でも、第四胃の捻転

整復と切開を同時に行った場合の「第四胃変位整復手術」と同じ点数があっても良いと考

えています。 

○森垣監理官補佐 

  これは馬に限った話ということでしょうか。 

○後藤委員 

  そうです。牛に第四胃の手術があるように、馬特有の種別があっても良いと考えていま

すが、この話は、「腸管手術」の備考か適用細則に規定していただければ良いと思います。

結腸の切開及び捻転整復を行った場合は何点加えるとかいう規定を設けることが妥当と

考えています。 

○片本座長 

  現在は腸管吻合を行った場合だけですから、それ以外に結腸切開及び捻転整復した場

合の増点規定を加えて欲しいということですね。 

○森垣監理官補佐 

  増点の話ですと、適用細則の範疇には収められないので、備考に規定する前提で御検討



 

いただきたいと思います。今の点数表にある点数そのものを適用するだけであれば、適用

細則の改正で対応できますが、新たな点数を適用するのであれば、備考を見直す必要があ

ります。 

○片本座長 

  後藤委員はどうですか。 

○後藤委員 

  私としてはどちらでも構いません。第四胃の捻転整復と切開を同時に行った場合の「第

四胃変位整復手術」のＢ種点数を計算すると 6,185点となりますので、「腸管手術」の備

考に、馬の結腸の切開及び捻転整復を行った場合はＢ種に○点加えるとして、同じくらい

の点数になるようにすれば良いと思います。もちろん、種別を新設していただいても良い

と思っています。同じような負担を伴うことを行ったのに、牛では増点されて馬では増点

されないという点で違和感を感じます。結腸の切開及び捻転整復を同時に行わないと治

療できないからそうしているのに、馬で増点規定がないのは不公平と考え意見させてい

ただきました。 

○片本座長 

  それでは、新しい種別を設けることではなくて、「第四胃変位整復手術」と同じように

備考に設けることでよろしいですね。 

○一同 

  異議なし。 

○片本座長 

  それでは次に進んでよろしいですか。 

○後藤委員 

  もう１つお願いします。「骨折整復」の内固定を行ったとき、プレートを抜く手術も含

まれると言われています。これはどうかと思うのですけど、何か根拠があってのことなの

でしょうか。 

○森垣監理官補佐 

診療点数表にある「骨折整復」を見ながらもう一度お伺いしたいと思います。具体的に

は、「骨折整復」のどの部分になりますでしょうか。皆様に説明しますと、参考資料２の

23 ページの下に 99の「骨折整復」が出てまいります。 

○後藤委員 

「観血整復術」の骨接合板を用いて整復した場合とする、のところです。 

○森垣監理官補佐 

どの場所かはわかりました。これを見ながら、もう一度御意見をお伺い出来ればと思い

ます。 

○後藤委員 

基本的には、「骨折整復」を行ってから６週目から８週目でプレートを抜く手術をもう



 

一度するのですけど、この抜去する手術まで点数に含まれていると言われています。確か

にどっちが大変かと言ったら入れる方なのですが、プレートを抜くのも、麻酔をしっかり

かけてやらなければならない手術です。それを含まれるとされてしまうと、この点数でど

うなのかなと。その他には何も取れないことになる。例えば、２枚のプレートを入れるこ

とがありますが、そのときにはプレートを抜く手術を２回行うことになります。一気に抜

いてしまうと、スクリューを入れていたところの骨が脆くなって、再骨折を起こすリスク

があるためです。２週間くらいの間隔を開けて１枚ずつ抜くことになるので、合計３回、

全身麻酔かけて手術を行うことになるのです。それを、この点数でというのはどうかと思

います。骨接合板について何か加えていただいても結構ですが、プレートを抜くための種

別を新設していただいたほうが妥当と思います。 

○森垣監理官補佐 

「骨折整復」の観血整復術について、同じような考えをお持ちなのか、それとも別の考

えがあるのか、他の委員からも意見をお聞きできればと思います。 

○畠中委員 

本当に稀な手術なのであまり深く考えたことはなかったのですけれど、元々の点数に

その除去の分も含まれているように思いますが、２回に分けて除去しないといけないと

なると、到底この点数では足りないと思います。 

○森垣監理官補佐 

ありがとうございます。そうしますと、ここの部分に関しては、Ａ種点数やＢ種点数と

Ａ種点数との差の見直しのところで改めて議論していただいた方が良いと思いますので、

そちらの方でお願い出来ればと思います。 

○片本座長 

「切開手術」の大の第１回に、骨鑿を用いて骨柩等を掻爬し、骨柩内の腐骨を除去した

場合には、この点数を適用する、とありますが、それに相当するようなものも含むという

記載ではだめで、この点数では話にならないということですか。 

○後藤委員 

とりあえずは、何かの種別を適用出来るとしていただけるだけでもありがたいです。現

段階では、結構大変な手術で時間がかかるにもかかわらず、何も取れないと言われている

のでどうかと思います。 

○片本座長 

そうですね。何も取れないことはおかしいと思うので、何か他の種別に含めてはどうか

と思います。 

○後藤委員 

「摘出手術」が妥当だと思います。プレート除去した場合には、「摘出手術」の点数を

増点することで良いのかなと思います。 

○伊藤委員 



 

後藤委員に聞きたいのですが、現状はプレートを外したときに何も取ることが出来な

いということで、おかしいということを言われているのですよね。うちの場合は、「その

他の外科的処置」を適用しています。何かの手術を終えた後に処置を行ったときは、これ

を適用しています。 

○森垣監理官補佐 

確認ですが、そのようにプレートを抜くということを含めて「骨折整復」の観血整復術

を行うのは通常であって、これは今も昔も変わらないということでよろしいでしょうか。 

○後藤委員 

その手術を一般的に行っているかということでしょうか。 

○森垣監理官補佐 

そうです。 

○後藤委員 

実施出来る施設に限りはありますが、少なくとも北海道では、道具を揃えている NOSAI

が多いです。十勝、オホーツク、ひがし、みなみ。あと大学では、酪農大と帯畜大。北海

道 NOSAI 研修所でも、依頼があればいつでも出来る体制をとっていますし、実際に行って

います。 

○森垣監理官補佐 

分かりました。診療点数は、通常の行為を念頭に置いて規定するものなので、先ほど申

し上げたとおり、本件については、Ａ種点数やＢ種点数とＡ種点数との差の見直しのとこ

ろで改めて議論していただくのが良いと思います。 

○片本座長 

  これでよろしいですか。 

○後藤委員 

  はい。 

○片本座長 

  では、ここで休憩に入りたいと思います。 

 

【休憩（12：00～13：00）】 

 

○片本座長 

  それでは時間になりましたので、午後の審議を始めたいと思います。家畜共済診療点数

表中のＡ種点数及びＢ種点数とＡ種点数との差の見直しについて、説明をお願いします。 

○森垣監理官補佐 

  Ａ種点数については、最近における経済事情の変化、獣医学、医療機器等の進歩等によ

り、種別ごとに実態との格差が生じている等必要なものについて見直しを行うというこ

と、そして、Ｂ種点数とＡ種点数との差については、最近における獣医技術の進歩等によ



 

り、種別ごとに実態との格差が生じている等必要なものについて見直しを行うことで、昨

日、適当と御判断いただいたところです。こうした考え方に基づいて、これからＡ種点数、

Ｂ種点数とＡ種点数との差の見直しについて御審議いただきたいと思います。 

こちらも、今回の小委で特に御検討いただきたい事項を絞り込んでいます。「４」のタ

ブを押して、資料４を御覧下さい。黄色でハイライトしたところが、事務局として御検討

いただきたい事項です。ただし「往診」につきましては、昨日の種別の見直しですでに議

論していますので、５ページの下から２番目の「膣脱整復」まで進んで下さい。「膣脱整

復」で陰門縫合を行った場合は、器具代がかかるためＡ種点数を増加すべきとあります。

どういうことかといいますと、参考資料２の 21ページにあります 88の「膣脱整復」の備

考にありますとおり、陰門縫合により膣脱整復を行った場合は、Ｂ種点数に 53点を加え

るとなっております。これについて、Ｂ種点数だけではなくてＡ種点数も増点すべきとの

御意見です。このことについて御審議をお願いします。 

○片本座長 

  具体的な希望点数はありませんが、Ａ種点数も増点して欲しいということですね。それ

では御意見があればお願いします。 

○溝本委員 

  うちではインジェクターを使用していますが、それほど器具代がかかるようなものは

使用していません。一人は陰門プレートという金属のプレートを使っていますが、何度も

使用できるものです。皆様はどういう物を使っていますか。ここでいう器具は何なのかな

と思いました。 

○伊藤委員 

  うちの診療所では、套管針で刺して、インジェクターのビニールホースに針金を入れて

紐を作って縫う方法が、一番膿が出ずに予後が良いので、そうしています。私も同感で、

何が要るのかなと正直思いました。 

○畠中委員 

  うちもインジェクターのチューブを使っています。インジェクターのチューブ代を増

点しても良いかと思います。 

○片本座長 

  Ａ種点数にインジェクター分を増点するということですね。おそらく、この意見はＡ種

点数の増点がないので、これを設けてほしいということだと思います。反対意見はないと

思うので、よろしいですね。点数についての議論も必要ですか。 

○森垣監理官補佐 

  インジェクターのチューブが通常１回あたりどのぐらいかかるのか、大まかな数字で

も結構ですので、参考までに教えていただけると幸いです。 

○伊藤委員 

  200～300円ぐらいだと思います。 



 

○片本座長 

  20～30 点ということですね。他にありますか。 

○畠中委員 

  「静脈内注射」において、補液管を使用した場合は、Ｂ種及びＡ種に 25点を加えると

ありますので、これと同じようにしてはどうですか。 

○片本座長 

  ただ今畠中委員から、「静脈内注射」の備考の２に、補液管を使用した場合にはＢ種及

びＡ種に 25 点を加えるとあるので、「膣脱整復」でも陰門縫合を行った場合に 25点を加

えることで良いのではとの御意見がありましたが、よろしいですか。 

○一同 

異議なし。 

○森垣監理官補佐 

  ありがとうございました。大変参考になります。それではここで、先ほど御議論いただ

いた「その他の開腹」について、Ａ種点数の見直しとＢ種点数とＡ種点数との差の見直し

を併せて御議論いただきたいと思います。そこで参考にしていただきたいものがござい

ます。現在の診療点数表には、開腹を行った場合の増点規定が２か所ありまして、１つ目

は、参考資料２の 22 ページの頭にあります「難産介助の備考です。ここで、開腹により

胎子の失位等を整復した場合は、Ｂ種に 2,551 点、Ａ種に 433 点を加えると規定されて

います。２つ目は、すぐ下の「子宮捻転整復」の備考です。ここでも、開腹により子宮捻

転を整復した場合は、Ｂ種に 2,551点、Ａ種に 433点を加えると規定されています。３年

前にもこの話が出たのですが、「その他の開腹」のＡ種点数及びＢ種点数とＡ種点数との

差については、適用範囲を拡大することで非常に簡便なケースも含まれることを踏まえ、

ただ今申しあげた点数を参考に見直していただきたいと思います。 

○片本座長 

  ただ今の事務局の説明につきまして、御質問、御意見はありますか。 

○畠中委員 

  つまり、「その他の開腹」のＢ種点数を 2,551点、Ａ種点数を 433点にしてはどうかと

いうことですね。 

○森垣監理官補佐 

  はい、そうです。 

○畠中委員 

  開腹して何かを診断する場合はそれで良いと思いますが、先ほど話に出てきた臍帯遺

残構造物の摘出の場合ですと、それでは少し低いので、増点の規定を設けていただきたい

です。 

○片本座長 

  他の委員からも御意見ございますか。 



 

○溝本委員 

  ただ試験的に開腹するだけならばＢ種点数 2,551 点、Ａ種点数 433 点で良いと思いま

すが、同時に何らかの処置を行った場合は増点して、尿膜管遺残摘出を新たな種別として

設けることはできないのでしょうか。 

○森垣監理官補佐 

  新たな種別を設けることは否定しません。事務局としては、「その他の開腹」に一まと

めすることができれば、それが最も分かりやすいと思った次第です。新たな種別を設ける

ほうが良いのであれば、その方向で意見をまとめていただけると幸いです。 

○片本座長 

  質問ですが、同じ開腹なので、出来れば共通の種別及び点数にしたいという意向ですよ

ね。「難産介助」の備考にある点数を持ってくると、今より点数が下がりますが、それで

もこれに揃えたいということですか。 

○森垣監理官補佐 

  すでに、開腹により○○を行った場合は、Ｂ種に 2,551点、Ａ種に 433点を加えるとの

規定があるので、これと整合性を取ったほうが良いと考えます。 

○後藤委員 

  私としては、「その他の開腹」の点数はＢ種点数 3,636 点、Ａ種点数 560点のままで良

いと思います。「難産介助」の開腹は、すでにやることが決まっていて、あくまで「難産

介助」の延長ですので、2,551点には開腹の労力しか入っていないものと思います。しか

し、「その他の開腹」の場合は、腹腔内の探索をかなり時間かけて、慎重に行わなければ

なりません。腹腔内全体を触診する手間や難しさを考えると、この点数が妥当だと考えま

す。 

○片本座長 

  開腹を伴う「難産介助」や「子宮捻転整復」は 3,200～3,400 点位で、今の「その他の

開腹」の 3,636点よりも低いのですね。 

○後藤委員 

  そうですね。「難産介助」や「子宮捻転整復」での開腹というのは、腹壁を切開して縫

合する手間だけなので、腹腔内の探索を行うことを考慮すると、Ｂ種点数 2,551点、Ａ種

点数 433点では絶対足りないと思います。「その他の開腹」には、臍帯遺残構造物の摘出

や卵巣顆粒膜細胞腫の摘出、これはバスケットボールぐらいになるので、摘出が非常に大

変なのですが、そうした手術も含まれるので、これらを考慮すると、2,551点はどうかと

思います。ただ、こうした大変な手術を選び出して増点規定を設けるのも大変と思います

ので、3,636 点が妥当だと考えます。 

○溝本委員 

  私は、剥離、切除等の処置を伴う場合と、病的卵巣を摘出する場合について、それぞれ

増点する形が良いと思います。基本は 2,551点として、それに剥離、切除等の処置、病的



 

卵巣摘出を伴う場合に増点したほうが良いのでは。 

○後藤委員 

  細分化するのが理想と思いますが、そうすると、先ほどもありましたように、この場合

どうするのか、あの場合どうするのかという疑問が次々出てくることが危惧されます。基

本点数だけで考えますと、先ほど申し上げた通り、2,551点は低いと思います。これは切

開と縫合だけの点数で、探索は入っていないと認識しています。 

○溝本委員 

  試験的開腹でも、探索を行う場合もありますし、開腹した瞬間に予後不良と判断できる

場合もありますよね。それを基本として考えて、増点規定を設定するイメージでいます。 

○後藤委員 

  どちらの場合が多いですか。私の経験上、開腹してすぐ予後不良と判断するケースのほ

うが圧倒的に少ないです。 

○溝本委員 

  結果として、診療点数表にある病気であることが分かって、何らかの処置をするケース

のほうが多いと思いますが、予後不良のため、何も処置せずに閉じることもあります。 

○森垣監理官補佐 

  これまでの御意見を伺っていると、まず基本点数を決めて、今の適用細則にあります剥

離、切除等の処置等を備考に移動して、増点規定を設けるのはありだと思います。 

○片本座長 

  どのようにまとめればよいのかと思いますが、開腹して閉じるだけの場合は、事務局の

提案と同じように、「難産介助」と「子宮捻転整復」の備考にありますＢ種点数 2,551 点、

Ａ種点数 433 点として、それに増点していくことでよろしいでしょうか。 

○後藤委員 

  剥離、切除等の処置の前に、腹腔内を探索して、その上で剥離、切除等の処置が必要か

どうかを判断して、必要ないと判断すればそのまま閉じるので、2,551 点ですと探索の労

力に対する点数が入っていないということになりませんか。 

○溝本委員 

  そうすると、3,636点として増点は考えないほうが良いですか。 

○後藤委員 

  増点はあって良いと思います。ただ、基本点数を 2,551 点とするのは低すぎるので、反

対です。 

○畠中委員 

  どれぐらいにしたら良いと思いますか。 

○後藤委員 

  最低 3,000点は必要です。癒着の場合、剥離はすごく気を遣いますし、慎重に行わなけ

ればいけないですよね。 



 

○畠中委員 

  いえ、剥離、切除等の処置を除いた探索だけの処置について、2,551 点にどのぐらい増

点したら良いですか。 

○後藤委員 

  最低 500 点位です。例えば、剥離や切除はすごく気を遣うデリケートな行為で、少し間

違えれば、重度の腹膜炎を起こして死に至るおそれのある手術です。これに似ているのが、

「腸管手術」で腸管吻合を伴うものだと思います。これはＢ種点数が 6,000点以上ありま

す。一方で、剥離、切除等の処置を伴う「その他の開腹」が 3,636点なので、個人的には

安すぎると思っています。腹腔内の探索を十分行うだけでも最低 3,000 点必要で、剥離、

切除等の処置を伴う場合は 3,636 点が最低ラインだと思います。おそらく、腸間吻合を伴

う「腸管手術」と同等との手術を行う場合もあるし、臍ヘルニア整復、臍帯炎の尿膜管膿

瘍の手術、臍静脈膿瘍の造帯術等、色々と非常に難しい手術が含まれるからです。 

○溝本委員 

  それぞれへの増点を考えないで、ということですよね。 

○後藤委員 

  増点すると考えても、3,000 点も増やすことはあり得ないですよね。腸管吻合を行った

場合で 1,706 点の増点はありますが、この位が限度だと思っています。基本点数を 2,551

点にしますと、増点しても 4,000 点位にしかなりません。難易度を考えると、やはり安す

ぎると思います。 

○片本座長 

  後藤委員は疝痛を起こした馬を試験的開腹で原因を明らかにすることをイメージして

いて、他の委員は開腹して閉腹するだけのことをイメージされているようなので、何かギ

ャップが生じているように思うのですが。 

○後藤委員 

  これまでも牛のことを話していました。馬ですと試験的開腹はほとんど使いません。一

番困るのは、先ほども話しました卵巣顆粒膜細胞腫の摘出で、よくよく考えると安いよね

との話はしばしば出ています。 

○片本座長 

  安いというのは、今の「その他の開腹」の点数が、開腹して腹腔内を探索すること等を

含めて 3,636 点なので、これでは低いということですか。 

○後藤委員 

  総合的に見ると、壊死した脂肪を切除する等、簡単に済む手術もあることを加味してい

るので、これで妥当とは思うのですが、2,551 点では安いと思います。 

○片本座長 

  「難産介助」と「子宮捻転整復」で開腹した場合の点数はこれで良いですか。これは安

くないという事で良いですか。 



 

○後藤委員 

  はい。 

○片本座長 

  つまり、「その他の開腹」にＢ種点数 2,551点、Ａ種点数 433点を持ってくると、これ

では安すぎるということですね。 

○後藤委員 

  はい。現段階の点数に増点する形とするのが無難だと思います。 

○片本座長 

  本日の午前中の議論で、尿膜管遺残摘出について、これも増点すべきという意見が出て

いましたか。 

○森垣監理官補佐 

  ありました。これについては、「帝王切開」のように独立した種別として点数を定めて

も良いと思います。 

○片本座長 

  後藤委員からは、「難産介助」等にある点数には揃えないという意見がありましたが、

いかがでしょうか。 

○畠中委員 

  開腹して閉じるだけの場合は 2,551点として、同時に探索した場合の増点、剥離、切除

等の処置を行った場合の増点を規定するはどうですか。例えば、同時に探索した場合には

3,000点くらいにするのはどうですか。 

○後藤委員 

  そのぐらいが最低ラインだと思います。臍帯遺残構造物の摘出を行った場合について

は、今の点数に合わせるところまで増点するということでしょうか。 

○溝本委員 

臍帯遺残構造物の摘出は、3,636点では安いと思います。先ほどは、すでにあるものと

大きく乖離するのはまずいので、基本点数は 2,551点と意見したのですが、細かく増点で

きるのであれば、もちろん、探索した場合の増点規定を設けても良いですし、剥離、切除

等の処置の中でも、卵巣顆粒膜細胞腫の摘出ですとか、臍帯遺残構造物の摘出については、

もう少し点数を上げていただかないと、実態に合わないと思います。 

○片本座長 

  開腹して閉じるだけの場合は、今の「難産介助」と「子宮捻転整復」の備考にあります

Ｂ種点数 2,551 点、Ａ種点数 433 点で良いのではありませんか。これまで意見があった

ことは、増点するとすれば対応できると思うのですが。 

○畠中委員 

  探索の分も足したものを基礎点数とする意見だったと思います。2,551点は開腹閉腹と

いう作業だけなので、探索の点数をプラスしたものを「その他の開腹」の基礎点数として、



 

同時に何かの処置を行った場合については、増点規定を設けるという考え方です。 

○片本座長 

  それでは、最初の事務局案にありますＢ種点数 2,551 点、Ａ種点数 433点とはせず、開

腹閉腹に探索を加えた分として、Ｂ種点数を今より少し下がった 3,000 点位とすること

でよろしいでしょうか。 

○森垣監理官補佐 

  たくさん御意見をいただいたので、私の理解が皆様と一致しているのか少し不安があ

ります。まず、基礎点数については、Ｂ種点数は現在より少し引き下げて、Ａ種点数は 433

点とする。剥離、切除等の処置を同時に行った場合は、現在の点数まで増点することでよ

ろしいでしょうか。一部のケースについては、現在の 3,636点よりも必要との意見もあり

ましたが、基本点数を適用する場合と、剥離、切除等の処置を同時に行った場合の２パタ

ーンを設けることで、意見が集約されつつあると理解しております。 

○片本座長 

  ２パターンとはどういうことですか。 

○森垣監理官補佐 

  １つ目のパターンは、開腹、閉腹と探索を行う場合とし、この時はＢ種点数を 3,000点

程度とすること。２つ目は、同時に剥離、切除等の処置を行った場合とし、現行の点数と

なるまで増点するということです。 

○片本座長 

  理解できました。それでは、事務局でまとめた案でよろしいですか。 

○後藤委員 

質問ですが、適用細則において、病的卵巣を摘出した場合にも、この点数を適用すると

いう規定はそのまま残して、増点はしないということですか。 

○森垣監理官補佐 

  御意見がなければ、このまま現行の点数を適用することになります。 

○後藤委員 

  了解しました。 

○片本座長 

  よろしければ、事務局より次の説明をお願いします。 

○森垣監理官補佐 

  「その他の開腹」の見直しに合わせて、御議論いただきたいことがもう１つあります。

参考資料２の 23 ページにあります「膀胱手術」の備考において、開腹手術を行った場合

は、Ｂ種に 4,489 点、Ａ種に 380点を加えるとあります。先ほどの議論にありましたとお

り、開腹して閉腹する行為に対する点数としては高すぎると思うので、このことについて

御議論いただきたいと思います。 

○片本座長 



 

  この増点分が高すぎる、という意味ですね。 

○森垣監理官補佐 

  そういうことです。このままでは、明らかにバランスが取れていないと思います。もし、

「膀胱手術」特有の事情があれば、是非お聞きしたいと思います。 

○後藤委員 

  開腹を伴う「膀胱手術」は、膀胱破裂によって腹腔内の洗浄を行うので、結構大変です。

むしろこれが妥当だと思います。逆に、開腹を伴う「難産介助」をこちらに合わせるのは

どうなのでしょうか。この点数は手技的にも妥当だと思いますが、高すぎるということで

あれば、間を取って、「難産介助」の点数を上げてこちらを下げてはどうでしょうか。 

○片本座長 

  他の委員からも御意見はございますか。後藤委員からの提案どおり、ここの点数を少し

引き下げて、「難産介助」の点数を引き上げるということでよろしいですか。 

○畠中委員 

  確認したいのですが、臍帯遺残構造物の摘出において、膀胱まで炎症が波及していた場

合、膀胱も一部切除しなければいけない事例があるのですが、その場合、「ヘルニア整復」

と「膀胱手術」の両方を適用してよろしいのでしょうか。 

○森垣監理官補佐 

  両方の手技を行っているわけですから、それぞれの点数を適用して問題ないと思いま

す。 

○溝本委員 

  しかし、「膀胱手術」の備考に開腹手術を行った場合の増点規定があるので、こちらを

適用するのではないですか。 

○森垣監理官補佐 

  ただ今の御指摘で、新たな問題に気付きました。今の診療点数表であれば、「ヘルニア

整復」の基礎点数と臍帯遺残構造物の摘出を行った場合の増点分を適用し、さらに「膀胱

手術」の基礎点数と開腹手術を行った場合の増点分を適用するわけですが、「その他の開

腹」を見直して、「ヘルニア整復」の臍帯遺残構造物の摘出に関する規定を削除すると、

今度は「その他の開腹」と開腹手術を伴う「膀胱手術」を適用することとなり、これでは

開腹の部分を二重に取ってしまうことになります。それは是正しないといけないので、や

はり「膀胱手術」における開腹の増点を、「難産介助」や「子宮捻転整復」の場合と同じ

位に変えたほうが良いと思いました。すみません、こう言いながら完全に整理できていま

せんので、引き続き御議論いただきたいと思います。 

○溝本委員 

  そうすると、やはり、感染を伴う臍帯遺残構造物の摘出を新たな種別として設定し、こ

れと同時に「膀胱手術」を行った場合は○点を加える、としたほうがすっきりすると思い

ます。 



 

○片本座長 

  整理させて下さい。現行ですと、臍帯遺残構造物を取り除く開腹手術を行った場合は、

「ヘルニア整復」の備考の３を適用しますが、今回、それを「その他の開腹」にまとめる

のですよね。そこに、膀胱の炎症があって、化膿箇所を切除するような手術も同時に行う

のであれば、「膀胱手術」の基礎点数を加える考え方でよいのではないですか。 

○後藤委員 

  「膀胱手術」のＢ種 522点とＡ種 97点を加えるということですか。 

○片本座長 

  そうです。「その他の開腹」で開腹分をみているわけですから、残りの膀胱に対する手

技をみるために、その点数を加えれば良いと思います。 

○森垣監理官補佐 

  「膀胱手術」を行う場合、開腹を伴うケースがあるので、今の備考はそのまま必要だと

思いますが、今回、「その他の開腹」を見直すことで、「その他の開腹」と「膀胱手術」の

両方を適用する場合には、開腹に伴う点数を二重に取らないよう、適用細則にこの増点規

定を適用しないことを明記すれば良いと思います。 

○畠中委員 

  私はしたことないのですが、膣から膀胱を反転して手術するというのは聞かれたこと

ありますか。 

○後藤委員 

  馬で行います。牛でもと行おうと思えばできます。 

○畠中委員 

  そうしますと、全ての「膀胱手術」が開腹を同時に行うわけではないので、この 522点

は必要ですね。 

○後藤委員 

  そうですね。開腹を同時に行うのは子馬くらいです。成馬の場合、立位の膁部切開から

膀胱へアプローチするのは非常に難しいので、膣底切開か尿道切開から膀胱を反転させ

るか、そこで引っ張ってきて縫合する方法のどちらかで行っています。なので、これは残

していただきたいです。 

○森垣監理官補佐 

  それでは、最初の議論に立ち返っていただきたいのですか、膀胱破裂や膀胱腫瘍の治療

の場合、必ず開腹を伴う手術となるので、この増点規定も必要と思います。この膀胱破裂

や膀胱腫瘍のための手術を念頭に置くと、今の増点で妥当なのかどうかがポイントにな

ると思います。先ほど御意見があったように、今の点数のままが適当なのか、こちらの点

数を引き下げて、「難産介助」や「子宮捻転整復」で適用している点数を引き上げるのが

適当なのか、御議論をお願いします。 

○片本座長 



 

  後藤委員からは、「膀胱手術」の時の点数を少し引き下げて、「難産介助」や「子宮捻転

整復」の時の点数を引き上げるという提案でしたが、どうでしょうか。 

○新井委員 

  これまでの意見の中で、現場の方が最も上げてほしいと思う種別はどれですか。 

○片本座長 

  「難産介助」や「子宮捻転整復」と思いますが、後藤委員、違いますか。 

○後藤委員 

  おそらく臍帯遺残構造物の摘出だと思います。数も多いですし、大変であることは皆分

かっていますので、そこがどうにかならないかと思います。 

○新井委員 

  「難産介助」や「子宮捻転整復」の部分も上げてほしいのですか。 

○後藤委員 

  開腹を行うので、この点数では安すぎると個人的に思います。「膀胱手術」の増点が高

すぎるというのであれば、それを引き下げる分、「難産介助」や「子宮捻転整復」の増点

を引き上げていただきたいと思います。ただ、開腹を伴う「難産介助」や「子宮捻転整復」

は結構行われているのでしょうか。おそらく「帝王切開」に移るので、それほど数はない

と思うのですが。 

○溝本委員 

  開腹して子宮捻転を整復したものの、子宮頸管が開かないため、結局、帝王切開を行う

のはあると思います。 

○後藤委員 

  「子宮捻転整復」の場合は特にそうですよね。 

○片本座長 

  それは、「難産介助」や「子宮捻転整復」の増点を引き上げなくても良いということで

すか。 

○後藤委員 

  こちらは引き上げなくても良いと思いますが、「膀胱手術」の増点を引き下げるならば、

「その他の開腹」の点数を引き上げて欲しいです。個人的には、「その他の開腹」の基本

点数をこのＢ種 4,489 点、Ａ種 380点とすべきだと思います。開腹を伴う「膀胱手術」を

他のものとバランス取ろうとするならば、例えばですが、基礎点数の 522点に増点して、

現段階の「その他の開腹」と同じ 3,636 点とするならば、それはそれで良いかと思います

がどうでしょうか。そして、臍帯遺残構造物の摘出について、膀胱手術を併せて行った場

合も含めて増点規定を設けてはどうでしょう。 

○片本座長 

  つまり、開腹を伴う「膀胱手術」の場合は、現在の「その他の開腹」と同じ点数になる

ようにするので、現在の 4,489点の増点を引き下げることになりますね。それはいかがで



 

しょうか。 

○溝本委員 

  そこまで引き下げて良いのでしょうか。 

○後藤委員 

  引き下げずに済むのならばそうしたくないのですが、やはり、これが１つだけ突出して

いるとは私も思うので、その辺が妥当なのかなと思います。 

○溝本委員 

  「膀胱手術」も行うので、「その他の開腹」と同じにしなくても良いと思います。 

○後藤委員 

  「膀胱手術」の基礎点数を「その他の開腹」と同じ点数になるまで増点するのが妥当か

と思いましたが、「膀胱手術」の基礎点数に「その他の開腹」の点数を加えたほうが点数

も上がるので、そちらのほうが妥当ということですよね。その方がすっきりするかもしれ

ません。 

○伊藤委員 

  根本的には上げて欲しいと思うのですが、これまでの議論全体において、高いとか低い

ことを感覚的に言っているので、少し危ない方向に行っている感じがします。１番最初に

診療点数を定めた時はきちんとした基準があったと思うのですが、３年に１回の会議を

何度も行って、その時々で、自分達が高いとか低いとか思っていることで議論してきたの

で、基準からだんだん離れているものと思います。これまでの議論を聞いていると、基準

を作らないといけない気がしました。 

○森垣監理官補佐 

事務局としては、これまでの診療点数表の見直しにおいて、見直した部分とこの「膀胱

手術」の増点部分との整合性を取ることが抜けてしまい、一見すると矛盾する点数になっ

たものと思っていました。このため、開腹を伴う「膀胱手術」が他の場合よりも難しく、

大変困難な手技であるならば、是非教えていただきたいと思います。そうすれば、今の点

数が妥当であることが皆様も納得されるものと思います。もし明確にならないのであれ

ば、事務局から提案したとおりにするのも１つの案だと考えておりますが、これまでの御

意見ですと、「膀胱手術」の場合は他の場合と比べて、多くの点数を必要とするのが普通

だと捉えています。大分時間もせまってまいりましたので、その点を詰めていただいて、

最終的な意見をまとめていただけると幸いです。 

○片本座長 

  大分意見も絞られたと思いますが、このまま 4,489点とするのが適当なのか、いかがで

しょうか。後藤委員としては、開腹を伴う「膀胱手術」を行う場合は、膀胱が破裂して腹

腔内を洗浄する等の技術的な手間がかかるということですよね。 

○後藤委員 

  そうです。あとは、膀胱がアプローチしにくい部分にあるので、縫合するのも結構大変



 

です。また、人件費が１人１時間当たり１万円位だと思いますが、麻酔管理する人、術者、

保定者の３人は必要で、２時間かかると考えると、それだけで６万円かかります。そうい

うことを考えると、これでも安いと思います。 

○片本座長 

  他に御意見ございますか。もしないようでしたら、現在の点数をこのまま残すとしてよ

ろしいですか。 

○一同 

  異議なし。 

○森垣監理官補佐 

  ありがとうございます。事務局より御議論をお願いしたい事項は以上になりますが、Ａ

種点数やＢ種点数とＡ種点数との差の見直しについて、先ほど御意見のありました「骨折

整復」や、他にも議論すべき事項がございましたら、御意見をお願いします。 

○畠中委員 

  先ほどの「骨折整復」なのですけれども、プレートの除去について増点を認めて下さい

という話だったのですが、創外固定術のピンの除去も同じレベルだと思いますので、同時

に、除去時の増点というか設定をお願いしたいと思います。 

○森垣監理官補佐 

  「骨折整復」に関して、現在の点数に対してさらに増点すべきという御意見だと思いま

すが、どのような場合にどの程度必要とされるのか、獣医学的な見地から、より具体的な

意見をいただけると大変助かります。 

○後藤委員 

  何回か似たようなことを申し上げていますが、やはり行ったことに対する対価という

のは支払われるべきであって、今、創外固定に関してもお話が出ましたけれども、初めか

ら含まれるではなく、ギプス除去のように、骨接合板除去とか創外固定術に係る固定具除

去というのを新設するのはいかがでしょうか。 

○森垣監理官補佐 

  現在、「骨折整復」の観血整復術においては、ギプス包帯を用いた場合はＢ種及びＡ種

に○点を加える、トーマススプリントを用いた場合はＢ種及びＡ種に○点を加える等の

規定があります。ただ今の御意見を踏まえると、さらに、骨接合板を除去した場合は～と

いう規定を加えることかと思います。その代わり、それが今の点数に含まれているので、

点数も見直さなくてはいけないし、逆に、骨接合板と骨髄ピンを用いた場合に関しても、

これを用いた場合にはＢ種及びＡ種に○点を加える、と表現を合わせないといけないの

ではと思いますが、いかがでしょうか。 

○片本座長 

  新たに種別を設けるというのも良いかと思いますが、例えば、67 の「その他の外科的

処置」は処置、手術の後治療とされているので、ここに含める形でも良いのではないかと



 

思います。 

○後藤委員 

  それだと処置に寄るのではないかと思います。トーマススプリントを外すのと、プレー

トを抜くのが同じというのはおかしいのかなと思います。 

○片本座長 

  そうではなく、内部固定の材料を除去する処置を行った場合の増点規定をここに新た

に書き加えるということです。 

○後藤委員 

  点数は「その他の外科的処置」を使うということですよね。 

○片本座長 

  その備考のところに、骨接合板の除去を行った場合の増点について書き加え、新たな種

別は増やさないということです。 

○後藤委員 

  そうですね。 

○片本座長 

  創外固定術のピンを抜く場合についても、現在の備考には外固定で装着したものを除

去する処置のみしか書かれていないので、ここに内固定や創外固定を行った場合のピン

の除去を行った場合の増点について加えることでいかがでしょうか。事務局としてはど

うでしょうか。 

○森垣監理官補佐 

  具体的な点数については、告示に規定する前に、事務局において必要なことを調べ、皆

様からの御意見をいただきながら決めたいと思いますが、本小委として、「骨折整復」に

骨接合板除去を追加すること、それに伴い、本種別のＡ種点数及びＢ種点数とＡ種点数と

の差を引き下げるというところまで、御意見をまとめていただきたいと思います。 

○後藤委員 

  質問なのですけれども、やはり１度の診療で全てを完結させるということになるので

しょうか。例えば、今日はプレートを入れました、２か月後にそれを抜きました、という

場合、２か月後のカルテを新たに作成することになるのですが、それも含めて、初診の時

の増点で対処することなのか、そうではなくて、プレートを抜いたときに、「その他の外

科的処置」なりを適用するのでしょうか。１種別のみしか適用できないのであれば、我々

現場からすると、行っているのに何も取れないという認識になってしまうのです。ですの

で、新たな種別を設定するか、「その他の外科的処置」の備考に新たな規定を追加して、

それで、抜いた時に抜いた点数が取れるように明瞭化していただいた方が分かりやすい

と思います。 

○森垣監理官補佐 

  「蹄病処置」のように、第１回と第２回以降のそれぞれの点数を規定することをイメー



 

ジしたのですが、いかがでしょうか。 

○後藤委員 

  そうですね。そうした形にするか、ギプス除去のようにプレート除去について追加する

ことで良いと思います。 

○森垣監理官補佐 

  ありがとうございます。事務局としましては、プレート除去の追加について御異論はな

いと思いますので、あとは、どの程度の点数が必要なのか、参考までに御意見をいただき

たいと思います。 

○後藤委員 

  質問ですが、ギプス除去を追加したときに、「骨折整復」の非観血整復術のキャストで

外固定を行った場合の点数は引き下げたのですか。 

○森垣監理官補佐 

  今すぐ確認します。 

○後藤委員 

  おそらく何かの根拠があって、「骨折整復」の点数が今のようになっていると思うので

すが、その根拠は分かりますか。 

○森垣監理官補佐 

  かなり前に設定された点数ですので、どのようにして今の点数になったのか、今すぐに

はわかりません。申し訳ございませんが、今ある点数をもって、御議論いただければと思

います。 

○後藤委員 

  個人的な見解なのですけれども、プレート１枚が大体１万円で、スクリューが１本

1,500円から 2,000円くらい、骨鉗子やプレートベンダー、スクリュードライバー、ドリ

ルビットなど、色んな器具を使うので、Ａ種点数はこれで妥当というか、ぎりぎりだと思

います。なので、今の点数をこれ以上下げるのはいかがなものかと考えます。Ｂ種点数と

Ａ種点数との差に関しては、場所にもよりますが、３時間とか４時間もかかる手術ですの

で、先ほど申し上げた獣医の時給等を考慮すると、プレートを入れるだけでも妥当か、む

しろ足りないくらいだと思います。プレートを外すことについては、消耗品とかはそれほ

どかからず、スクリュードライバー、メス、糸、キルシュナー、ドリルは使ったり使わな

かったりするので、ギプス除去した場合のＢ種 154点とＡ種 29点や、プラス縫合とかも

しますので、「外傷治療」の縫合の増点とか、「切開手術」の点数を参考にして設定すれば

良いと思います。プレートを抜かない場合もありますので、そうした場合は現在の点数で

完結すると思います。 

○森垣監理官補佐 

  さきほどの質問ですが、前回の小委において、ギプス除去を追加することに伴い、種別

の点数を引き下げることとしています。 



 

○後藤委員 

  そのとき引き下げた点数は、この 154点と 29点ですか。 

○森垣監理官補佐 

  おそらく同じ点数だと思います。 

○後藤委員 

  出来れば引き下げないでいただきたいのですが、プレート除去を追加するならば、「切

開手術」の大にある、骨鑿を用いて骨柩等を掻爬し、腐骨を除去した場合に準ずると思い

ますので、Ｂ種を 706 点、Ａ種を 135点と設定していただいて、その分を引き下げていた

だければと思います。ただ、先ほども言いましたように、必ずプレートを抜くわけでもな

く、また、プレート除去は１回で済む場合もあれば、２回の場合もあることを考慮してい

ただければと思います。調べてみないと分からないのですが、平均すると１回だと思いま

すので、１回分を引き下げることで調整していただくのが良いと思います。 

○片本座長 

  後藤委員に確認ですが、参考資料２の 25ページにある「切開手術」の大の第１回のと

ころで、骨鑿を用いて骨柩等を掻爬し、骨柩内の腐骨を除去した場合には、この点数を適

用するとありますが、このＢ種 706 点、Ａ種 135 点をプレート除去の点数として使えば

良いということでしょうか。 

○後藤委員 

  はい、行為も似ていますので、それが１番妥当と思います。 

○片本座長 

  診療点数について、他に御意見ございますか。他になければ、事務局の方もよろしいで

すか。 

○森垣監理官補佐 

  大丈夫です。 

○片本座長 

  そうしましたら、一旦休憩を取ります。 

 

【休憩（15：00～15：10）】 

 

○片本座長 

それでは、今回、具体的に見直す必要があると判断した事項については、家畜共済診療

点数表の改定の考え方に基づいて診療点数表を改定し、令和２年１月１日から適用する

ことを適当と判断したことと併せて、座長より農業保険部会に報告することとしてよろ

しいでしょうか。 

○一同 

  異議なし。 



 

○片本座長 

ありがとうございます。事務局から何かありましたらお願いします。 

○森垣監理官補佐 

今回御議論いただいた内容については、これから御審議いただく薬価基準に関する事

項とともに、家畜共済小委員会の報告概要として取りまとめ、座長より部会へ報告いただ

きたいと思います。この報告概要の細部については、座長に一任いただきまして、事務局

と相談の上、決定させていただきたいと思いますがいかがでしょうか。 

○片本座長 

ただ今事務局から提案がありましたが、座長から農業保険部会に報告する審議結果に

ついては報告概要として取りまとめること、報告概要の細部につきましては、座長に一任

いただくことで御了承いただけますでしょうか。 

○一同 

  異議なし。 

○片本座長 

ありがとうございます。それでは、これで診療点数に係る調査審議を終了したいと思い

ます。 

続きまして、これより薬価基準に関する調査審議に入ります。薬価基準に関する諮問事

項は、収載できる医薬品の基準と医薬品の価格の算定方法の２つがありますので、それぞ

れ順に検討したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

○一同 

  異議なし。 

○片本座長 

ありがとうございます。それでは、収載できる医薬品の基準について、事務局から説明

をお願いいたします。 

○森垣監理官補佐 

それでは、タブの「７」を押していただき、説明資料７を御覧下さい。こちらも、昨日

説明しました診療点数表の改定の考え方に関する資料と同じ構成となっており、左側に

諮問、右側に解説がございます。今回の諮問にあります収載できる医薬品の基準及び価格

の算定方法につきましても、令和２年１月１日から適用するとしておりますが、これは、

今回の家畜共済診療点数表の改定に合わせるためです。 

次のページに進んでいただくと、収載できる医薬品の基準についての説明になります。

基本的には、３年前に諮問させていただいた内容とほとんど変わりません。まず、共済の

補償の対象とである牛、馬又は種豚に対する治療のために用いる医薬品であることとし

ており、次に、家畜共済診療点数表において、薬価基準表に基づいて増点することができ

る規定のある、①から⑱までの種別で使用される医薬品であることとしております。 

次のページに進んで下さい。我が国では、医薬品医療機器等法による製造販売の承認を



 

受けていない医薬品は販売が禁止されているため、同法の規定に基づく製造販売の承認

を受けた医薬品であることも、収載基準の１つとしております。 

さらに、次のページにありますとおり、①畜主が自ら応用するのを常態とするもの、②

疾病予防薬及び寄生虫駆除薬（疾病の治療の効能及び効果があるものを除く。）、③同一薬

効医薬品中著しく割高なもの、④主として小動物（犬、猫、鶏等）及び魚に対して用いる

医薬品、⑤主として人に対して用いる医薬品、⑥医薬品医療機器等法第 70条第１項の規

定に基づき、厚生労働大臣又は都道府県知事が行う廃棄、回収その他公衆衛生上の危険の

発生を防止するための措置命令の対象となる医薬品であって、収載することが不適当と

認められるもの、のいずれにも該当しないこととしております。この中で、前回諮問させ

ていただいた時と一か所異なっております。それは、②になります。ここで一旦、参考資

料のタブを押して、参考資料４に進んで下さい。前回、②については、疾病予防薬及び寄

生虫（原虫及び糸状虫を除く。）駆除薬となっておりましたが、この３年間で、治療の効

能効果を持つ寄生虫駆除薬が承認されて、すでに薬価基準表に収載されております。これ

を受けて、今回の諮問にありますとおり、疾病予防薬及び寄生虫駆除薬（疾病の治療の効

能及び効果があるものを除く。）とするのが適当と考えております。収載出来る医薬品の

基準については、以上になります。 

○片本座長 

ただ今の事務局の説明につきまして、御質問、御意見がありましたらお願いします。 

○伊藤委員 

収載される医薬品は、医薬品メーカーから申請が上がったものだけですか。 

○森垣監理官補佐 

そうです。これら基準に沿ったものとして、医薬品メーカーから申請があって初めて、

薬価基準表に収載されます。 

○片本座長 

他に御意見がなければ、収載できる医薬品の基準については、諮問内容のとおり了承し

て、報告概要に取りまとめの上、農業保険部会へ報告することとしてよろしいでしょうか。 

○一同 

  異議なし。 

○片本座長 

ありがとうございます。それでは、医薬品の価格の算定方法について、事務局から説明

をお願いします。 

○森垣監理官補佐 

それでは資料７にお戻り下さい。価格の算定方法については、前回の一般改定までに段

階的な見直しを行い、現在の形に至ったものと同じものを、今回諮問させていただいてお

ります。ポイントを絞って説明しますと、まず、既収載医薬品については、製造販売に要

する原価等が著しく上昇したと認められるものについて、原価計算方式によって算定さ



 

れる額を当該医薬品の価格とすることを、前回の見直しから始めております。７ページに

ありますとおり、平成 31年４月までに、この原価計算方式によっていくつかの製品を再

算定しています。資料には 13製品とありますが、実際には、もう少し多くの製品を再算

定しています。次に、新規収載医薬品ですが、前回の一般改定における御意見を受けて、

後発品の価格については、３年に一度の全面改定を待たずに、収載した年の翌年に医薬品

購入実態調査の結果を反映した価格とするようにしており、８ページにありますとおり、

今回の諮問にも入れております。これまでに、３製品を収載した年の翌年に行った調査結

果を反映した価格に改定しております。 

また、前回の議論において、現在の算定方法によって、現場で必要とされる医薬品の供

給に支障が生ずる不安があるとの御意見がありましたので、事務局において、医薬品メー

カー側の状況を確認してみました。タブの「８」を押して下さい。こちらにありますとお

り、算定方法の段階的な見直しを始めた平成 24年度以降、薬価基準表に収載されている

医薬品で供給停止となったものは 95品目あることが分かりました。年度別に見てみると、

最も多い年で 24 品目、最も少ない年で 10品目が供給停止となっており、平均すると、１

年当たり 13.6品目になります。参考ですが、現在収載されている医薬品は、33社 469品

目になります。また、製剤区分ごとに見ると、抗生物質製剤、代謝性用薬等と多岐に渡っ

ていること、製造販売業者別に見ると、17 社に渡ることがわかりました。詳しくは次の

ページの表１のとおりです。 

さらに、この供給停止の理由を調べてみたところ、95品目中 35品目が需要の減少によ

るもので、これが最も多い理由でした。次に多かったのが、製造委託先の操業停止等によ

り製造ができなくなったもので、27品目でした。その他には、他の規格に集約したもの、

他の製品へ集約若しくは切り替えしたものが 16品目、製造販売に要する原価の著しい上

昇によるものが７品目、基準の改正で食用動物に使用出来なくなったものが３品目、薬価

の下落によるものが１品目でした。これについては、表２及び３において、年度ごと、製

剤区分ごとに供給停止となった品目がどれくらいあるか示されております。 

薬価の下落により供給停止となった収載医薬品１品目については、代替品があって、需

要の減少も絡んでいたことを確認しております。また、製造販売に要する原価の著しい上

昇により供給停止となった収載医薬品７品目については、先ほど出てきた原価計算方式

を導入した平成 29年度以降に供給停止となったものは１品目のみであり、当該品目も需

要の減少が絡んでいることを確認しております。こうした状況を踏まえると、事務局とし

ては、現在の算定方法をこのまま続けさせていただきたいと考えております。価格の算定

方法については、以上になります。 

○片本座長 

ただ今の事務局の説明につきまして、御質問、御意見がありましたらお願いします。 

○溝本委員 

供給停止の理由で一番多かったのが需要の減少でしたが、これについては、需要はある



 

ものの、逆ザヤになってしまうので、購入を控えていることによって、需要が減少してい

る部分もかなりあるのではと思っています。 

○森垣監理官補佐 

事務局としては、今回の調査で回答があったものは、本当に需要がなくなったためと捉

えていますが、実際のところ、そうした話も絡んでいるものもあるかもしれません。 

○伊藤委員 

この結果を見ると、平成 29年度から新しくなった算定方式が、医薬品全体の供給に影

響がなかったと判断できるような感じがしますが、本当にそうなのかなと少し気になっ

ています。医薬品メーカーにおける開発のスピードがすごく落ちているのです。医薬品メ

ーカーには、開発するメーカーとパテントが切れてから製造する会社と大きく２つに分

かれているのですが、明らかに先発品を開発するメーカーの力がなくなっています。我々

がそれを助けるというレベルの話ではないのかもしれませんが、何か考えなければいけ

ないのかなと思います。また、逆ザヤの話ですが、かなり薬価のほうが低いものが増えて

いますよね。心配されるのは、マイナスで買うのは良いのですけれど、ディーラーにマイ

ナスになった分を負担させて逆ざやをなくしている所があると聞きます。そうすること

をしていると、次の調査で安い価格が結果として出てきて、新しい薬価に反映される形に

なり、結果として段々と自分の首を絞める状況になっていきます。 

○中上委員 

そもそも、薬価は診療点数を算出する基準とするものであって、医薬品の売買価格を決

めるものではなく、さらに平成 29年度からは、原価計算方式が導入されて、これまで原

価の上昇により逆ザヤで販売していたものが、逆ザヤにならずに済んだ事実があります。

逆ザヤの件は、医薬品メーカーが原価計算方式をしっかり利用するかどうかということ

が問題になってくると思います。ただ、皆で首を絞め合っているのも事実です。 

○伊藤委員 

なぜ首を絞め合っているのですか。 

○中上委員 

常に種類が少ない中、他の会社と競争しているので、薬価が下がり続けることになりま

す。そうした中で、逆ザヤになってしまうということです。 

○畠中委員 

現状として逆ザヤの商品が多いのは、医薬品メーカーが原価計算方式の申請をしてい

ないということなのですか。 

○森垣監理官補佐 

事務局としては、正直そこは分かりません。原価計算方式の導入後、我々に申請があっ

て、審査の上認められてきた商品もありますが、申請してされていないものもあるかもし

れません。 

○片本座長 



 

他に御意見、御質問がないようでしたら、医薬品の価格の算定方法についても、諮問内

容のとおり了承して、報告概要に取りまとめの上、農業保険部会へ報告することとしてよ

ろしいでしょうか。 

○一同 

  異議なし。 

○片本座長 

ありがとうございます。それでは、本小委員会において、このように決定したいと思い

ます。以上をもちまして、農林水産大臣の諮問事項である家畜共済診療点数表の改定の考

え方について、及び、家畜共済診療点数表付表薬価基準表に収載出来る基準及び価格の算

定方法についての調査審議が終了しました。この結果につきましては、皆様より御了承い

ただいたとおり、報告概要として取りまとめの上、10 月に開催が予定されております農

業保険部会において、私、座長が報告すること、報告概要の細部については座長に御一任

いただくことにさせていただきます。委員の皆様、長時間に渡り熱心に御審議いただき、

また、審議の円滑な進行に御協力いただき、誠にありがとうございました。それでは、こ

れからの進行を事務局にお返しいたします。 

○森垣監理官補佐 

それでは委員の皆様、２日間という長時間に渡って御審議をいただき、本当にありがと

うございました。今後のスケジュールにつきましては、ただ今座長から御説明のあったと

おり、10 月に開催を予定されている農業保険部会において、片本座長から調査審議の結

果を御報告の上、同部会において最終的な審議をしていただくことになっております。 

また、本日の終了予定である午後４時まで時間がありますので、本日午前に申し上げた

とおり、次回以降の診療点数や薬価基準の見直しについて、どのようにすれば良いのか、

皆様より御意見をいただきたいと思います。 

これまでの見直しは、見直しを行う都度、直近３年間の調査結果に基づいて御審議いた

だいていたところですが、今後は、家畜の診療を取り巻く状況を踏まえて、大きな方向性

を念頭に置いて御審議いただく必要があるのでは思っております。例えば、今後は事故の

発生動向を踏まえながら、診療点数や薬価基準の見直しについて御審議いただく必要が

あると思い、資料を用意いたしました。タブの「11」を押して下さい。こちらは、畜種ご

との発生件数が多い病傷事故について、各年度の発生件数を加入頭数で割って 100 を掛

けた数字になります。この中で、病傷事故の肉用牛等を御覧いただくと、一番左の肺炎の

数値が年々増えていることがわかります。この数値だけをもって、肉用牛の肺炎が問題に

なっているとみなすことはできないかもしれませんが、このように問題となっている原

因を分析し、こうした事故を減らすためには、どのように診療点数を見直すべきなのか議

論していくことが１つの案だと考えております。 

○伊藤委員 

全体の加入頭数は増えているのですか、減っているのですか。 



 

○森垣監理官補佐 

それほど大きく増えても減ってもいません。 

○伊藤委員 

農業共済団体の方にお聞きしますが、人件費は診療費でまかなっているのですか。 

○畠中委員 

病傷事故診療収入と病傷事故外診療収入でまかないます。 

○溝本委員 

今の話ですが、昨日の「往診」のところで話したとおり、診察料をきちんと認めていた

だきたいと思います。実際に時間と車を使って農家を訪問し、診察する行為に対して、あ

まりにも軽く思われているのではないかと感じています。今の「往診」の点数に診察料が

含まれているのか含まれていないのかはっきりしませんし、実際に往診して診察したも

のの、結果として病気でないから様子を見て下さいとなった場合には、どの点数も適用で

きないのはおかしいと思います。実際におこなったことに対して、何らかの点数を適用で

きるようにしていただきたいと思います。 

○森垣監理官補佐 

ただ今の御意見については、この２日間で度々いただいていたと思います。点数の適用

については、○○を含むとするのではなく、それぞれの行為ごとに点数を適用してほしい

との話にも共通していると思います。 

○伊藤委員 

私だけ開業医で、農業共済団体の方とはスタンスが違うと思うのですが、うちは正直、

診療費だけでは獣医師の人件費を払えません。人工授精やワクチネーション、コンサルタ

ントも行うことでなんとかなっています。人も少ないので、余裕がない状況で回していま

すが、そうしないと、これからも経営を続けることは難しいです。これはおそらく、家畜

診療所でも同じようになると思います。その時、本当に人件費を診療費だけでまかなうの

かどうか、大きな選択肢を迫られると思います。今後は大規模農家が増えて、コストを下

げるために、さまざまなアプローチを我々に行うと思います。だから、診療件数がそのま

までも、利益率は落ちてくるので、それをどうしていくのか、私自身も答えが出ていませ

んが、色んな仕事を探して対応しようとしています。しかし、農業共済団体の方達は、診

療費だけでまかなうことしていますし、今回、診療点数表から「指導」をはずして、完全

に治療だけに特化するので、かなり厳しいのではないかと思っています。怖いのは、日本

の獣医学を引っ張ってきたのは家畜診療所なので、家畜診療所が弱体化すると、日本の獣

医学全体も弱体化する可能性が十分にあります。私としては、なんらかの形で家畜診療所

の組織を守ってほしいと思います。 

○新井委員 

大学においては、産業動物の獣医師というと、やはり共済の獣医ということで、学生が

憧れて共済の実習に参加しています。今回の診療点数表の見直しとはかけ離れてしまう



 

かもしれませんが、家畜診療所が人件費を縮小化して、求人を行わないようになると、現

在大学では、大動物の獣医師をもっと増やそうとしていて、将来、日本の産業動物を守り

たいという学生も増えているので、我々の思いというか、モチベーションも下がってしま

うのが怖いと、ただ今の伊藤委員のお話を聞きながら思っていました。今回、初めてこの

委員会に参加したことで、診療点数の仕組みがわかって勉強になりましたし、農業共済団

体のフラストレーションについてもよく分かりました。話がまとまらず申し訳ありませ

んが、今後は、現場と診療点数との差が縮まってほしいと個人的に思っています。 

○伊藤委員 

私達としても、若い方達が楽しく希望を持って仕事ができる形を考えてきたつもりで

す。我が国の養豚においては、2010 年に口蹄疫、現在は豚コレラが発生し、そして将来

アフリカ豚コレラが侵入するおそれがあるとして、一生懸命対策を進めていますが、そう

した中、獣医師と生産者とのつながりが段々薄くなり、かけ離れてしまっています。我々

獣医師は、やはり食の安全をきちんと守らないといけないので、月に一度、必ず獣医師が

農家を訪問する制度にするよう訴えてきました。実際にデンマークでは、そうすることで

抗菌剤の使用を減らし、経営成績を向上させることができています。我々としても、これ

を公的な形にすることで、獣医師の仕事が増えて、生産者も成績が上がるようにしたいと

考えています。実は、今がチャンスということで、まずは我々が形を作って、それを肉牛

生産、酪農、養鶏にも広げていく取り組みを行っているところです。なかなか実現に至っ

ていませんが、農業共済団体の方達もそうした仕事ができるよう、何か制度を見直さなく

てはいけないようになってくると思います。 

○畠中委員 

現在の家畜診療所の状況ですが、おそらく、余裕を持って運営されているところは全国

的にないと思います。ぎりぎりの人員で運営費を確保するため、事故外診療、有料の検診

も行い、人工授精のシェアも広げる等して仕事を増やさなくてはいけない一方、働き方改

革によって超勤時間を削減しようという方針の中で、私のところも含め、どうすれば良い

のというジレンマに陥っている診療所がほとんどだと思います。もし、そうした中で誰か

が病気にかかり、もしくは妊娠・出産となって１人欠けたら、残った人員に負担がかかる

ようになります。そうして休みが取れなくなると、労働環境が悪化して、今度は中途退職

される方が出てくる、そうした悪循環が起きているのが今の家畜診療所の状況だと思い

ます。余裕を持って人員を採用すれば良いではないかと言われても、そういう労働環境で

はあまり人気がないのが事実です。また、人員が欲しくても、人件費がないので、いつま

で経っても人員不足は解消しません。人件費が捻出できないのは、根本的には診療点数の

低位平準化というか、もう何年も下がっている状況にあるので、このままでは獣医師の人

員補充ができないと思います。おそらく、すでに維持できない家畜診療所もあれば、あと

何年間かは維持できるものの、10年後、20年後も維持できるのか心配なところもあると

思います。今までは家畜診療所の人件費を共済掛金乙で補う指導だったのが、この度の制



 

度改正で、自分の稼いだ分で診療所を運営しなさいとなったので、極端な話、農水省は家

畜診療所を閉鎖しろと言っているのかなと考えたのも事実です。なので、家畜診療所の人

件費をカバーできるような点数とすることを強く望んでいます。その１つとして、診察料

を規定することも１つの考えではないかと思っています。 

○溝本委員 

ただ今畠中委員が話されたとおり、診療をしないと診療所運営がままならなくなるの

ですが、病気を減らすことを一生懸命に指導するよりも、手術するほうが収入を取れると

いうことを言う人もいて、おかしなことになりかねません。また、昨日の議論にありまし

た「薬治」ですが、実際には往診して注射したほうが収入になります。でも、そうすると

仕事がいっぱいいっぱいになるので、ジレンマに陥ります。家畜診療所は本当に余裕がな

い状態ですので、その辺をもう少し考えて、例えば、先ほどの診察料や検案料が取れるよ

うにしてほしいです。それから、土日祝祭日の日直は、数年前から所長も含めた全員が行

わないと回らないほど、苦しい状況です。夜間診療も含め、「往診」の増点を増やしてい

ただきたいと思います。 

○玉置保険課長 

これまで色々な意見がありましたが、大きく分けると３つあって、１つは農家の減少傾

向と大規模化が進んでいる中、獣医師と農家の関係性が今までと違う形になっていく可

能性があり、そこで、いかに仕事を効率化するということ。獣医師が全部抱えるのではな

く、自分の負担を軽減することを進めなくてはいけないと思います。人口が減少する中、

これからは IT 化や AI 化が進んで、人の代わりに処理を行う社会になろうとしているの

で、これが一般化した場合、どのように点数化するのか大事になると思います。将来に向

けての検討の礎として、自分達の今の仕事をどのように工夫できるのか、今後も御意見を

いただきたいと思います。 

次に、仕事に対する評価についてどう考えるかということだと思います。皆様の意見を

聞きながら検討したいと思う一方、農家の負担にも関わることなので、お互いが一緒に発

展するためには、どのような点数を設定していく必要があるのかを考えなくてはいけま

せん。医療の世界もそうですが、今後は何に重点を置いて点数を見直すのか、何をいらな

いものとしていくのか、国の補助もあるので、我々もメリハリをつけて考えてなくてはい

けないと思っています。 

あともう１つは、獣医師が、診療だけでなく、病気にならないような工夫の仕方をマネ

ジメントすること。現在、国は農業共済だけでなく損害防止事業も行っていますが、これ

からは、できる限り事故が起きないようにしていく方向にシフトするのも大事だと思っ

ています。人の医療でも、人間ドック等、病気にかからないように工夫することが進んで

いますが、これは家畜の世界でも一緒だと思います。今の家畜診療所の中には、診療で忙

しい中、損害防止になかなか取り組めないところがあるのは十分認識していますが、農家

の減少傾向と大規模化が進む中、獣医師と農家の関係性がどうなるのかを見据えながら、



 

今の損害防止事業で何か工夫ができないか等、事故を防止するための政策を考えること

も重要だと考えています。決して、家畜診療所をなくそうとは思っていませんし、逆に言

うと、家畜診療所は既にそうであるように、獣医療体制の核となるべきものと思っていま

す。さらに、若い獣医師の育成においても、引き続き家畜診療所が核となるものだと思っ

ております。３年後には診療点数の見直しを再び行い、４年後には昨年４月に施行された

農業保険法を４年後に向けた検討を行うことが予定されています。このように、将来の畜

産農家の状況と獣医師の取り組みを踏まえて、制度をどう変えていくべきなのか考えな

くてはいけないので、こうした皆様からの意見を我々の検討材料にプラスさせていただ

きたいと思っています。他にも御意見がございましたら、よろしくお願いします。 

○後藤委員 

将来的には人も減るので、それを踏まえた点数設定が必要になってくるとの話があり

ましたが、現在、女性獣医師の活躍が目立つようになり、獣医学部における女性の率が半

分を超える中、産業動物診療にも多くの女性が携わっています。そういった女性獣医師の

更なる活躍のために、先ほどの話にありました産休、育休体制の整備が必須であるにもか

かわらず産業動物獣医師の確保が困難と言われている時代背景のなかで、人員削減は当

面考えられないのではないかと思います。しかし、男性だけを採用するわけにもいかない

ので、その結果、人件費が大きな負担になっているところが多いと思います。また、地理

的な問題から診療効率が悪い地域も多いと思いますので、余裕を持った人員配置ができ

ず、ぎりぎりでやっているところがほとんどだと思います。繰り返しになってしまいます

が、共済掛金乙に代わって何で補うようにするのかが１番の問題だと思います。積立金を

切り崩してなんとか経営している家畜診療所はたくさんあると思いますが、いつまでも

続くわけではないので、そこの補充がいずれ必要になると思います。それがないと閉鎖す

るところも当然出てくるでしょうし、そうすると、獣医がいない地区が当然出てきます。

そうなると困るのは生産者です。多くの方達が診療点数を低いとおっしゃるのは、そうい

うところだと思います。初診料の設定次第では、次の３年後の見直しまで、経営を続けら

れない家畜診療所も出てくるかもしれません。実際にそうなるのか分かりませんが、備え

あれば患いなしということで、無獣医地区を作らないためにも、そうしたところへの補助

をもう少し考慮していただきたいと思います。 

○伊藤委員 

しかし、診療点数を上げると、大規模農家の中には、獣医師を雇用したほうが安いと考

えて、共済に加入しなくなると思いますので、そこのところも考えないと危ないです。皆

で何か考えなくてはいけないと思います。こういう意見交換ができる機会を増やしてい

ただければ、変わってくるかもしれません。ヒントは海外にあるかもしれません。こうい

う機会を作っていただいたことを感謝します。 

○畠中委員 

資料 11 を見ますと、牛の肺炎が増えている印象です。今年度、損害防止事業の対象に



 

呼吸器疾患が追加されましたが、検査や応急処置だけで対応するのは難しいです。予防す

るのであれば、ワクチネーションや農家が行う環境改善も必要ですが、それを事業の範囲

に加える考えはあるのでしょうか。 

○森垣監理官補佐 

ワクチン接種については、おそらく他の事業と被ってしまうのと、かなりの予算が求め

られるので、これを対象にするのは非常に難しいです。限られた予算ではありますが、農

業共済団体の中だけでなく、都道府県等の関係者との間で、より良い損害防止の方法につ

いて話し合っていただき、例えば、新しい検査方法が開発されたからこれを対象にしてほ

しいとか、そうした御意見をいただけると幸いです。ワクチンのことも、そうした話し合

いの中で出てきたことかもしれませんが、そうした御意見は大歓迎です。 

それでは、予定の時間も近づいて参りましたので、これをもちまして、本小委員会を閉

会とさせていただきます。改めまして、この２日間、熱心な御審議を賜りまして誠にあり

がとうございます。 

 

８月１日 16時 00分 閉会 

 


