
家畜共済診療点数表中の種別及び備考の見直

しに関する検討表

① 種別及び備考の追加

② 種別及び備考の削除

③ 種別及び備考の変更

（注意）

当該検討表は、平成２６～２８年度に実施した「病傷給付適正化のための家畜診

療実態調査」の結果をまとめたものです。



〔第１診察料〕

第２診以後については「再診」を用いられるが、初診時
については治療行為がないと技術料を請求できない。

２～３頭初診し、投薬指示や白血病など治療困難な場合
など、１頭は往診費が取れるが他は取れる種別がないの
で、それに相当する診察などの種別が欲しい。

股関節脱臼など、診察の結果予後不良であり即時廃用の
診断をした場合、まったく点数が取れない場合があるた
め。

同一農場で複数頭数を初診した場合、第１頭目には往診
が給付されるが第２頭目以降の家畜に対しては診断のた
めの診察料は給付されない。獣医師は診察をしないで処
置をしていると解釈される。初診時に２頭目以降の家畜
に対して、診察の給付が必要と考えます。初診時以降の
「診察」の給付については今後、検討を要する。

個体診療に於いて診察という行為は基本行為であり必須
です。診察により治療方針決定・原因究明が出来ること
になりますが診察料の扱いがあいまいになっているため
診療点数の矛盾が生じていると思います。具体的には同
時診療時に往診料を採れなかった時に診察料はどうする
のか。（確か以前は、診察料は往診費に含まれるとの見
解でした）繁殖検診時の直腸検査技術料が他の検査点数
に比較して異常に高かったり薬治の技術料が薬を手渡す
だけの行為なのに高いのは、もしかして診察料という部
分を含んでいるのでしょうか？
診察料の種別を初診時に60点、二診以降は30点位で新た
に新設し、その代わりに往診料や直腸検査料・薬治料等
の技術料をもっと下げるべきです。

毎診療時に必ず行う行為であるので診察料として追加を
要望する。

同一農場で複数頭数を初診した場合、第１頭目には往診
が給付されるが、第２頭目以降の家畜に対して診断のた
めの診察料はない。初診時に診察料の給付が必要と考え
ます。獣医師は診察をしないで、処置をしていると解釈
される。

診察料の中の診察が現行では０点なので、点数化(有
料)。

２～３頭初診し、投薬指示や白血病など治療困難な場合
など、１頭は往診費が取れるが他は取れる種別がないの
で、それに相当する診察などの種別が欲しい。

診察に際し稟告、検温、聴診等の記載がされているが、
獣医師の知識を必要とし基本なのに設定がない。技術料
に含まれるものではないし、他の医療関係者には設定あ
り。

特に内科疾患では毎回診察をしているので、他の医療行
為を行うと再診料がもらえないのはおかしい。（初診料
すら点数にないから仕方ないのでしょうか。）

すべての技術料に診察の行為が含まれているという考え
方では診察がどの程度の料金かはっきりしないため。

１　家畜共済診療点数表中の種別及び備考の見直しに関する検討表

追 加 種 別
点数設定の
参考種別

追加理由

　①  種別及び備考の追加

農林水産省の考え方

診察料
（初診料）

追加しない。
濫受診・濃厚診療に対する措置とし
て、初診料は組合員等負担とされて
います。

診察料
（再診料の分離）

追加しない。
第２診以降の種別に含まれるものと
解されます。なお、診察料の分離に
ついては、本小委員会における調査
審議結果を踏まえ、必要に応じ対応
します。
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追 加 種 別
点数設定の
参考種別

追加理由 農林水産省の考え方

診察料
（再診料の分離）
（つづき）

１農家あたりの飼養頭数が増加する中、肺炎治療等で同
日に複数の患畜を診察します。個体ごとにTPR測定、触
診、視診を繰り返す上で、治療対象の注射料のみしか給
付されないのは、いかがなものでしょうか。
その他、農家からの診療依頼で、診察したが、獣医学的
に現時点での治療は不要、もしくは経過観察とした診察
行為、加えて、外傷不慮に属す症状なれど、薬品等を使
用せず、完結できた行為に対しての対価に該当するもの
が必要と思われます。
事故外診療とは異なる、診察料の新設と、さらに基本的
に一日１回給付の往診点数とは分離して、考慮していた
だきたいと思います。

追加しない。
第２診以降の種別に含まれるものと
解されます。なお、診察料の分離に
ついては、本小委員会における調査
審議結果を踏まえ、必要に応じ対応
します。

指示
時間的、悪天候など翌日の注射を農家へ指示し依頼する
ことがありえる。現在は依頼した技術料を取っている。

追加しない。
注射は獣医師の技術をもってしなけ
れば、家畜に危害を及ぼす行為であ
ることから、これを獣医師以外の者
へ行わせることは適当ではないと考
えます。

農家不在または保定の必要があるにも関わらず、診療に
協力しないときに適用。

畜主不在で獣医師が診療することは望ましくないが、現
実として有り得る。獣医師が単独で牛の確保、保定およ
び処置を実施することは時間的に効率が悪く、また危険
性が高くなる場合もあり、対応してくれる農家と同様に
はならず、「不在時診療」等新設を検討できないでしょ
うか。

〔第３文書料〕

診療回毎に「診療種別等通知書」の作成・組合員等への
交付が義務づけられ、実施している。今回の改正でもこ
の事に対しての点数が規定されなかったのは極めて遺憾
です。診療の都度、診療簿を作成するのは共済制度上の
義務ではなく、診療獣医師として当然ですが、「診療種
別等通知書」の作成・組合員等への交付は共済制度上の
義務として行っている。このまま「診療種別等通知書」
の作成・交付を継続するのであれば新種別として追加す
べきです。診療回毎の点数を設定し、診療費に反映され
なければならない。Ｂ２点、Ａ０点　今後、診療回毎の
再診料（解釈変更が）適用できるようになればその中に
「診療種別等通知書」加算分として組み込むのも方法
か。

診療を行った際の診療種別等通知書の農家交付に係る経
費を考慮願いたい。

家畜共済事務取り扱い要領改正にて診療種別等通知の交
付が明記され、交付に係る作業は診療業務として捉えら
れると思う。よって交付に係る経費を算定頂き給付対象
として点数化して頂きたい。

〔第４検査料〕

簡易検査キット
ケトージスのBHBAの簡易型キット(プレシジョン)を検査
項目に入れてほしい。

追加しない。
「21 血液生化学的検査」の備考の１
において、簡易測定器による血液成
分の測定に適用できることとされて
います。

遺伝子（PCR、リ
アルタイムPCR）
検査

民間・家保等で普及が進み、メインの病原体同定検査と
なりつつあるPCR検査を、その料金レベルに応じて点数化
が必要と考えます。

追加しない。
「22 血清学的検査」の適用細則に
て、ＰＣＲ法にもこの点数を適用す
るとされています。

理学的検査
前十字靭帯断裂の診断等でドロワーズテストを行ったと
きなど。

追加しない。
診察に含まれると解されます。

採乳 生乳微生物検査の為の採材行為に対する項目がない為。
追加しない。
採乳は乳汁の検査に含まれると解さ
れます。

獣医師が行う事務の負担軽減につい
ては、別途検討します。

追加しない。
獣医師が行う診療行為ではないと考
えます。

不在診療

診療種別等通知書
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追 加 種 別
点数設定の
参考種別

追加理由 農林水産省の考え方

乳汁アルコール検
査

母牛発情に伴うアルコール不安定乳の哺乳による子牛下
痢の発病原因検索に現場ではほぼ60～70％で実施してい
るため。また、その検査に際しては和牛母牛の採乳が必
要で、和牛の採乳は踏まれたり蹴られたりの危険を伴う
ため、点数を追加して欲しいと考える。

追加しない。
採乳は乳汁の検査に含まれると解さ
れます。

血液生化学的検査
（血中β－ヒドロ
キシ酪酸）

血液検査主体のため、尿検査などの手技が省ける。

追加しない。
前回の診療点数表改定時に「21 血液
生化学的検査(3)」に追加されていま
す。

血液生化学的検査
（血清銅）

子牛の銅欠乏を疑うケースがあるので。
本小委員会における調査審議結果を
踏まえ、必要に応じ対応します。

寄生虫検査
遠心機を使用

23 寄生虫検査
ウイスコンシン変法は遠心機を使い、時間も手間もコス
トもかかる。

追加しない。
現行の適用で問題ないと考えます。

分娩前異常（悪露の排出、子宮捻転の疑い他）で直接行
うことも多い。直検とは独立して認めてほしい。また直
検に引き続き行う場合も陰部洗浄消毒、直検手袋交換を
するのだし増点するべきでは。

直腸検査と同時実施は直腸検査に含むとし、腟検査のみ
の実施は「診察」の一般的検査に含まれるとして給付対
象になっていない。そもそも第２診以後、一般検査を含
む「診察」に対応する診療点数の規定（再診料）はない
のだから、説得力がない。また、蹄病処置と蹄病手術に
は蹄病検査が含まれるが、独立して蹄病検査の種別も新
設された。この理屈と同様に腟検査も新設されなければ
ならない。

現行では直腸検査に含まれており、腟検査のみでは給付
の対象とはならない。産科では内診として腟検査が位置
づけられており、一般的な検査として考えられている。

子宮頸管・腟・外尿道口の炎症や腫瘍など限局性疾病の
検査として給付が必要です。

分娩前の診療にて必ず行わなければならないため労力が
必要となる。

診断に獣医学的知識を要すると思われるが、点数表に適
当なものがない。

胎盤停滞の有無の確認、産道損傷の確認で頻繁に行う検
査です。

繁殖障害の診断において腟検査は直腸検査とは異なり、
これによる外子宮口やその周囲の所見、腟内貯留粘液性
状などは繁殖障害の診断をする上で重要な所見であり、
また周産期における産道損傷の存在や腟粘膜下血腫・浮
腫など難産に起因する所見も合わせ、繁殖障害牛・ダウ
ナー牛などの予後に大きく関係する検査であること。
腟検査は直腸検査と異なり外陰部の消毒処置を行わなけ
ればならず、また腟鏡・照明装置を必要とし、また直腸
検査と同様に独自の保定をする必要があり、診療業務の
中で一定の労力・診断技術を要すること。

腟検査。子宮外口の状態の把握のため。

難産の判断をするため腟内及び子宮外口の検査のため。

本小委員会における調査審議結果を
踏まえ、必要に応じ対応します。

腟検査
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追 加 種 別
点数設定の
参考種別

追加理由 農林水産省の考え方

悪露停滞の確認の
ための腟検査

悪露確認のための腟検査はカッパを着て、消毒薬を作成
し、腟に手を挿入する過程があり胎盤処置にほぼ該当す
る。

本小委員会における調査審議結果を
踏まえ、必要に応じ対応します。

悪露排液

少量の悪露貯留の場合はPG製剤等で排出可能であるが、
大量に貯留の場合は薬剤投与だけでは排出困難。産褥期
の悪露貯留はケトーシス・変位等へ移行する要因となる
ため、積極的に排液をすべきである。悪露は悪臭を有
し、カテーテルでの排出にも技術を要す。

本小委員会における調査審議結果を
踏まえ、必要に応じ対応します。

子宮検査
本検査にて良・不良の判断後、薬注等の決定を行うため
（子宮内薬剤注入に直腸検査が含まれるのはおかし
い）。

追加しない。
直腸検査による子宮検査は、子宮内
薬剤注入を行う際に併せて行う検査
であることから、現時点で別途新設
する理由はないと考えます。

細菌分離培養検査
（簡易培地検査）

市販の選択培地で簡易的に菌種同定が可能なため、新た
に新設してはどうか。

追加しない。
適用細則にて、選択培地を使用し、
コロニーの性状等から簡易的な菌種
同定を行った場合は、菌の有無のみ
検査した場合を適用するとされてい
ます。

正確な診断による診療回数および農家の損失の軽減、さ
らに超音波診断装置の普及につながる。

一般的になってきているが現行の検査との差別化は必
要。

エコーによる直腸検査の追加。１回に限定せずに。

眼底検査 内視鏡検査と眼底検査は全く別物である。
本小委員会における調査審議結果を
踏まえ、必要に応じ対応します。

対光反射検査 本検査の種別がない。

追加しない。
診察の中で実施されるものであり、
検査種別を新設する必要はないと考
えます。

子牛における中耳炎が増加しているが、熱発の原因を探
るのに中耳炎の有無を確認する症例は意外と多い。しか
し今では適用される点数がなく耳道内検査をして中耳炎
が否定されたときは無報酬となっている。必要とする機
械も高価で、時間もかかる作業なので、ぜひ追加してほ
しい。

耳鏡を使って中耳炎や外耳炎の検査をしたときに該当す
る点数がない。時間と手間はかかってます。

検案時の血液検査 37 検案

検案の際、採材しうる血液や糞便等を検査することで死
因を究明する機会があるが、検案に加えて増点の項目が
設けられていない。通常の血液検査や寄生虫検査の点数
と同点分を設定していただきたい。

追加しない。
検案に含まれると解されます。

〔第５注射料〕

子牛において静脈内投与のための血管確保が不可能の場
合、腹腔内投与がしばしば行われるため。

脱水患畜に静脈確保困難な場合。

静脈内注射の備考欄に、腹腔内注射にも適用することを
記載してほしい。

腹膜炎の治療のため補液管を使用し腹腔内に500～
1,000mlの生食と抗生剤を投与することがあるが、腹腔内
投与の種別があったほうがわかりやすいのではないか。

腹腔内注射

耳道内検査

追加しない。
耳洗浄にあわせて行う検査であり、
種別を新設する必要はないと考えま
す。

追加しない。
濫診療、医療費の抑制のために検査
回数の制限は必要と考えます。ま
た、現行の間接費についても、難易
度から適当と考えます。

超音波診断装置を
用いた直腸検査の
増点

追加しない。
「40 静脈内注射」の適用細則で、体
腔内注射を行った場合にも、この点
数を適用するとされています。
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追 加 種 別
点数設定の
参考種別

追加理由 農林水産省の考え方

母子関係にある母から子への輸血のみを対象として新設
してほしい。

外傷性出血による失血性貧血、低栄養や鉄欠乏性による
貧血等に対する対症療法として。

(血液バッ
グ使用)

輸血は貧血がひどい場合効果は絶大であるが点数表にな
い。せめて、採血+点滴の点数が欲しい。

(ポンプ+エ
クステン
ション
チューブ+
留置針)

輸血は貧血がひどい場合効果は絶大であるが点数表にな
い。せめて、採血+点滴の点数が欲しい。

子牛共済が始まってから、新生子の診療が増えていま
す。白血病の問題もありますが、治療の際、親から輸血
をする機会が多いので、親子に限り診療点数に組み入れ
て欲しい。

現行の診療点数表になく、新設が必要である。

輸血を行うことが少なくない。通常の補液と比べて手間
がかかるが、技術料を請求することができない。

子牛虚弱症候群の子牛や腸炎等で低体温等の症状の際、
輸血を行う事で症状の改善がみられるため、輸血量に応
じて技術料を設定して頂きたい。

臨床現場においては、救命のために輸血は必要な技術で
あり、準備や経過観察に要する時間および技術を考慮す
ると、種別にないのは理解しがたい。

輸血の場合の点数の変更（患畜以外からの採血及び血液
凝固防止剤の使用による付加）。

重度の貧血や低γグロブリン血症の子牛・子馬に行う事
がある。血液を介した感染症の伝搬に注意しながら行う
事を条件に給付してほしい。

子牛の貧血事例が多く、母牛を供血牛として輸血を実施
し（血液500ml)、回復例も多い（昨年10例）ため。
「41」の点滴注射の中に追加してもらいたい。輸血に必
要な消耗品は点滴注射に準じるが、抗凝固剤、免疫抑制
剤、抗ヒスタミン剤の使用が必要。

〔第６処置料〕

マイコプラズマ他の細菌性中耳炎の耳内投与。

耳洗浄には点耳を含む。もしくは点耳の点数の追加。

パーネット投与 創傷性第二胃炎の治療のため。
追加しない。
主に予防として使用されるものであ
り、共済事故に該当しません。

注腸 現在、経口で使用。

追加しない。
「47 投薬」の適用細則で、直腸内に
医薬品を注挿入した場合にも、この
点数を適用するとあります。

輸血

点耳

追加しない。
現場での輸血による牛白血病等の感
染を現時点では防止することができ
ず、むしろ損害を拡大する可能性が
あります。

追加しない。
耳内投与できる動物用医薬品は販売
されていません。
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追 加 種 別
点数設定の
参考種別

追加理由 農林水産省の考え方

腐骨除去
骨枢の形成される場合がほとんどで、それを除去するた
めに骨鑿を使用、時間と高度な技術が必要。
※ギプス増点も必要。

本小委員会における調査審議結果を
踏まえ、必要に応じ対応します。

乳静脈損傷
追加しない。
「65 外傷治療」の適用で問題ないと
考えます。

馬減胎処置 馬の双胎の減胎処置に対する種別は何を用いるべきか。
本小委員会における調査審議結果を
踏まえ、必要に応じ対応します。

投薬時の「胃内ガス除去」は増点として記載されている
のにもかかわらず、投薬した場合は適応されないという
解釈は理解できない。

投薬を伴わないガス除去のみの治療時は、現在投薬（胃
カテーテルによる投薬）を適用しているが、解りずらい
表現になってるので新設もしくは表記を変更願いたい。

48 洗浄

肺炎時等で気管内分泌物を洗浄・除去することにより、
呼吸困難を軽減する。
同時に洗浄液の性状を検査できるとともに、回収液より
原因菌を分離できる。

馬で頻度が高い。

感染性呼吸器疾患の原因菌の診断時、気管洗浄液を用
い、細菌検査を実施し、その結果から抗菌製薬剤の選択
することは有用である。気管洗浄時、気管内滲出液（喀
痰等）を除去することで、症状が改善される。

有効であるため。

大腸菌性乳房炎に対する乳房洗浄は効果が高いとの研究
報告もあり、近年この技術が多様されている。

急性乳房炎、甚急性乳房炎において乳房洗浄がかなり有
効であるといわれているが、現在乳房洗浄の項目がな
く、乳房洗浄が認められていないため是非追加していた
だき、乳房炎による死廃事故の低減に役立てたいため。

乳房洗浄療法は甚急性乳房炎の症例に効果があると学会
などで発表されているので追加希望する。あわせて甚急
性乳房炎時はオキシトシン投与も希望する。

大腸菌性乳房炎に有効と思われるため。

急性乳房炎で乳汁の異常が著しく、当該乳房に腫脹・熱
感が認められる場合に有効な治療法であり、かつ、静脈
内注射と比較して簡便であるため。

急性及び慢性乳房炎に対し１～２回の乳房内洗浄により
細菌の減少が期待でき、抗生剤の効果を上げると思われ
る。

現在乳房炎の治療においては、補液、抗生物質の投与等
が行われており、全身、動脈内、乳房内投与が認められ
ているが、出荷制限の問題やコストの問題が大きな課題
と考え、昨年より、乳房洗浄を治療に加えたところ治療
日数、乳房回復に良好と感じられるため是非追加を考慮
願いたい。

急性乳房炎の治療においては、早期（初診）に乳房局所
(乳槽内）の細菌及びサイトカインを排出させ、炎症反応
を軽減させることが重要と考えられている。

胃内ガス除去
本小委員会における調査審議結果を
踏まえ、必要に応じ対応します。

乳房内洗浄
本小委員会における調査審議結果を
踏まえ、必要に応じて対応します。

気管洗浄
追加しない。
原因菌の特定に有用ですが、診療に
おける有用性、実用性が不明です。
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追 加 種 別
点数設定の
参考種別

追加理由 農林水産省の考え方

乳房洗浄は、有効性を疑問視され削除された経緯がある
が、実施されている実態がある。近年、根拠も明らかに
なってきており追加を希望する。動薬研究
（2015.6.No71,P37）また、追加を判断するために検討事
項として全国的に調査を実施するよう希望する。

近年、根拠も明らかになり、特に大腸菌を起因菌とする
甚急性乳房炎に対する処置として実施されている。
文献：「急性大腸菌性乳房炎と診断された乳牛に対する
乳房内洗浄療法の治療効果」篠塚康典ら　日本獣会学会
誌、J.Vet.Med.Sci 71（3）：269-273、2009

甚急性乳房炎に有効であるとする報告や、乳汁凝固物の
排泄促進に効果が認められるため。

現行の診療点数表に無く、新設が必要である。

甚急性乳房炎に罹患した乳房に対して乳房洗浄を実施す
ることは、①大腸菌及び毒素の排出、②乳房の熱感、腫
脹等の症状緩和に対して有効であると考えられる。

大腸菌等原因の甚急性乳房炎において、乳房内洗浄によ
り起因菌及び毒素を排泄し治療効果を促進する。

大腸菌群等による急性乳房炎の場合、乳房洗浄が効果的
な治療とされているが、現状では（以前はあった）処置
として給付できないため、再度追加して欲しい。また、
同時に洗浄に関しては頻回が必要とされ、搾乳後の洗浄
が効果的なため畜主に実行してもらうため、薬剤（生
食）について薬冶が給付できるようにして欲しい。洗浄
のため使用した医薬品については、増点することができ
るようにしてほしい（状態によって使用量が異なるた
め）。

臨床的に治療効果が高いから。

乳房洗浄は、甚急性乳房炎における菌や毒素の排出のた
め重要である。

急性乳房炎で乳房内で増殖した細菌を減少させる原因療
法と考えるため。抗生剤の使用を少なくする効果があ
る。

甚急性乳房炎の発症直後や難治性乳房炎などの時、搾乳
後に乳房内に生理食塩液を注入し、その後再度搾乳する
ことで乳房内の菌数の減少、または乳房内の膿汁様物の
除去に効果があり、診療時に行ったり薬治同様に指示す
ることがあるが、該当する点数がないため請求できず。
また、薬治として生理食塩液を出すこともできないので
検討していただきたい。

乳房洗浄は大腸菌性、急性の乳房炎には効果的であるた
め。

大腸菌性乳房炎に有効で早期に実施すれば乳房回復も良
好と感じられるため。

乳房内への１L以上の薬剤注入（いわゆる乳房洗浄）に関
して増点項目を追加してほしいです。
絶対的な菌数を減らすことは細菌治療上必要と考えま
す。

感染初期の乳房洗浄は、乳房内の細菌数を減らし治療効
果が高いと報告があり、実際効果があったため。

近年、乳房洗浄を行う機会が増えている。

乳房内洗浄
（つづき）

本小委員会における調査審議結果を
踏まえ、必要に応じて対応します。
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追 加 種 別
点数設定の
参考種別

追加理由 農林水産省の考え方

甚急性乳房炎に対して有効なため、追加してほしい。

論文等でその効果は実証されている。

以前より検討されているが、乳房炎の治療方法として有
効と思われるため。Ｂ－Ａ種点数は乳房内薬剤注入の２
倍程度の点数を希望する。

化膿性乳房炎などに有用。

大腸菌群等による急性および甚急性乳房炎に対し乳房洗
浄が乳房内毒素（エンドトキシン）の排泄、起因菌の排
泄を速やかに行う上で有効かつ効果的な治療法と考え
る。

甚急性乳房炎初期の処置として、エンドトキシンショッ
クを緩和する。死廃低減に繋がるため、必要。

学会等で発表が多数あり、治療効果も認められている。

乳房炎のときに行うと治療経過が良くなる。

大腸菌性乳房炎では、ルーチンとして実施しており、有
用性も報告されているため。

甚急性・急性大腸菌性乳房炎を発症した牛に対し、乳房
内のエンドトキシン排出促進のため乳房内洗浄は有効で
ある。

大腸菌等による乳房炎が重篤化しているため、すみやか
にエンドトキシンの排出をはかり、乳腺組織の損傷を最
小限に抑える効果がある。洗浄後、医薬品を注入した場
合、薬品基準に基づいて増点。

農家からの要望の増加。

乳房内洗浄は、有効性を疑問視された経緯があるが、実
施されている実態がある。近年、根拠も明らかになって
きており＊）追加を希望する。
＊）動薬研究（2016.6.No.72，P11-19，2016）、JVMS誌
（71（3），269-273，2009）
また、追加を判断するために検討事項として全国的に調
査するように希望する。

乳房が腫脹硬結した乳房炎では、粘稠な膿汁、毒素の排
泄に有効である。

乳房炎、特に甚急性乳房炎に有効。

甚急性期の乳房炎に対して学会等で有効との報告が多数
あり、積極的に臨床現場で応用することが望まれる。

甚急性乳房炎治療のため。

甚急性乳房炎における菌や毒素の排出に重要である。

乳房内洗浄
（つづき）

本小委員会における調査審議結果を
踏まえ、必要に応じて対応します。
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追 加 種 別
点数設定の
参考種別

追加理由 農林水産省の考え方

甚急性乳房炎の治療時にエンドトキシンの排泄と乳房内
冷却を目的。妊娠及び乳房の炎症が明瞭の際に使用。

大腸菌群の乳房炎の初期治療としては有効だから

大腸菌性乳房炎と思われる乳房炎の治療機会が増えた。

乳頭内異物除去
（用手のみ）

乳頭の先は敏感であり、治療中に四肢で蹴られるので
しっかりとした保定が必要となる。鎮静が必要な場合は
鎮静術を適用するが、鎮静していても乳頭の先は敏感で
無意識で蹴ることが多く、局所麻酔の施術も時には必要
となる。また、器具を使用して乳頭口を拡張すると乳房
炎のリスクが高まるのでなるべく最初は用手で施術した
い。

本小委員会における調査審議結果を
踏まえ、必要に応じ対応します。

繁殖障害に対して他のホルモン剤と同等の治療効果があ
るから。

衛生的かつ確実に薬剤を挿入するには、獣医学的技術お
よび知識を必要とするため。

シダーやプリッドが、これだけ広く使用されているにも
関わらず、加入農家に、給付外として、大きな負担を強
いている。認められなければ、他のホルモン剤に書き換
えられて、共済請求される可能性がある。

シダーは繁殖障害の治療に要望が多く、適応症例も多
い。

繁殖障害に効果的治療法であるため。

シダーを繁殖障害の治癒に使用する。

最近飼養者の高齢化に伴い舎飼が増加し、発情発見が困
難な為。

卵胞嚢腫、卵巣静止に効果的な治療で他のホルモン剤よ
りも治療効果が高いと感じるため。

鈍性発情、卵胞嚢腫等の治療での使用頻度が多い。私感
だが治療効果も高い。リピートブリーダーでの治療効果
も高いとの発表もある。現場でのリピートブリーダーの
求診も多く、共済事故として治療対象になればと常々
思っている。

CIDRの繁殖障害での使用は、広く一般に認められてい
る。１診療経過中に１回という制限を付けて認めてほし
い。

不妊牛に対する治療効果が大きく認められるため。（乱
用を防ぐために使用前の治療回数の指定など）

繁殖障害治療に用いるイージーブリードを腟内挿入時使
用。直腸検査を含む。

プロゲステロン腟内挿入剤を挿入する。

繁殖障害治療において薬剤の腟内留置が一般的になって
きている。

乳房内洗浄
（つづき）

本小委員会における調査審議結果を
踏まえ、必要に応じて対応します。

腟内薬剤挿入
オブシンク

追加しない。
①腟内挿入・留置型の黄体ホルモン
製剤の使用は繁殖管理の省力化を図
る一つの方法として広く普及してお
り、必ずしも治療に使用されるもの
ではないこと
②治療と区別することが困難である
ことから、適正な病傷給付が確保で
きない可能性があることから腟内挿
入・留置型の黄体ホルモン製剤の使
用を前提とした「腟内挿入」は追加
すべきでないと考えます。
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追 加 種 別
点数設定の
参考種別

追加理由 農林水産省の考え方

留置型プロジェストロン製剤の使用が一般化し、診療費
の低減にも寄与している。

卵巣静止、鈍性発情にPG GnRH剤単味使用に比べて治療効
果あり。

繁殖障害、長期不受胎の改善。

現在の繁殖治療はシダー抜きには考えられない。これを
いつまでも事故外扱いするのはどうかと思う。農家も納
得できないのではないか。

繁殖障害、無発情の治療でホルモン製剤注射治療が無効
の場合、プロゲステロン薬剤腟内留置の治療が有効な場
合が多い。

学術誌等酪農雑誌等オブシンクの症例記載あり。畜主よ
り依頼が多い。イージーブリードは現在も使用している
が、薬品の買担は畜主の為、保険適用にして頂きたい。
ＧｎＲＨ、ＰＧＦ２α使用時の治療間隔の適用。

定時人工授精のためでなく、卵胞嚢腫、卵巣静止の治療
として使用することが多いため、保険対象としてもらい
たい。

腟裂創
最近腟裂創の初産牛が多く、明確な点数がなく診断書作
成の際いつも悩まされている。

追加しない。
「65 外傷治療」が適用可能です。

胎盤停滞処置 61
胎盤停滞
処置

エストラジオール使用は胎盤停滞用手除去不可の場合以
外適用されないと思うが実際には胎盤停滞処置の一環と
して使用することが多い。

追加しない。
適応外使用は、有効性、安全性が担
保されていないことから、給付対象
とすることは適当ではないと考えま
す。

胎盤除去 腐敗した胎盤は除去すべきであるため。

追加しない。
「61 胎盤停滞処置」において、胎盤
を子宮小丘から剥離し除去した場合
について適用可能となっています。

現在、乳房炎治療法の一つとして、薬剤の乳房内拡散及
び組織浸透性向上を目的として、生理食塩水等の基材に
抗生物質などの薬剤を混合し、補液管等を用いて乳房内
に注入する方法が広く用いられ、一定の効果を上げてい
ます。このことから、同療法を認定していただき、実施
した場合の増点を検討していただきたい。（例えば、Ａ
点は、静脈内注射の補液管使用と同じ25点、Ｂ点は、通
常１回に使用する基材の量が500ml又は1,000mlであるこ
とから、基材量が1,000ml以上（端数を増しても同じ）の
場合はＢ種に32点、1,000ml未満の場合はＢ種に16点をそ
れぞれ加える、など）

乳房内に薬剤注入する場合、生理食塩水に抗生剤等の薬
剤を調剤して大量に注入して治療するケースが非常に多
くなっております。コストも単に乳房炎軟膏等を注入す
る場合と比較して高く今までの乳房薬剤注入よりワンラ
ンクアップした乳房薬剤注入点数を考慮願いたい。

乳房内薬剤注入時に生理食塩液等の製剤の注入につい
て、給付の対象として検討していただきたい。

感染性関節炎に著効である。（家畜診療　2015年10月
号）

関節内に膿が貯留している場合などは有効な治療法だか
ら。

関節腔内洗浄

乳房内薬剤注入

追加しない。
「104 切開手術」の備考において、
関節切開には、切開手術（大）の点
数を適用するとされています。

追加しない。
適応外使用は、有効性、安全性が担
保されていないことから、給付対象
とすることは適当ではないと考えま
す。

腟内薬剤挿入
オブシンク
（つづき）

追加しない。
①腟内挿入・留置型の黄体ホルモン
製剤の使用は繁殖管理の省力化を図
る一つの方法として広く普及してお
り、必ずしも治療に使用されるもの
ではないこと
②治療と区別することが困難である
ことから、適正な病傷給付が確保で
きない可能性があることから腟内挿
入・留置型の黄体ホルモン製剤の使
用を前提とした「腟内挿入」は追加
すべきでないと考えます。
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追 加 種 別
点数設定の
参考種別

追加理由 農林水産省の考え方

包皮洗浄 包皮炎、包皮内尿石除去に有用。

追加しない。
「48 洗浄」の適用細則で包皮洗浄は
腟洗浄の点数を適用するとされてい
ます。

多くの獣医師が水に強く強度もある軽いキャストをギプ
スとして使用していますが、除去の際に時間もかかり経
験と体力を要し10万円程度と高価な専用の電動ギプス
カッターが必要ですが、現在は処置に含まれて認められ
ていない。

ギプスを巻くのと同等の時間を要する。ギプス除去後の
予後の診断も高度な技術が必要。

固定に含まれるのは納得できない。明らかに1つの手技で
ある。

ギプス除去には技術が必要であり、ギプスカッター等の
器具も用いる。鎮静も必要であるので、その他の外科的
処置と同程度の給付が妥当。

その労力は並大抵ではない。

時間・労力・器具を要する。

前回の改正でギプス除去が事実上請求できなくなったの
は納得できない、ギプス除去は同時に鎮静術を伴う事が
多く、種別として確立されるべきである。

起立不能、繁殖障害、食欲不振等に他の処置と併用して
実施することが多くなっているので追加すべきではない
か。

起立不能他多くの症状改善に効果が認められるのではな
いか。適応症を限定してでも種別としても認めて欲し
い。

運動器病に限って認めてほしい。研究論文、総説などの
発表も多数あるから。

お灸、針などを理学的治療など他の種別に入れてほし
い。

腰痿、神経麻痺等の治療に有効だと思う。対象疾病を限
定しても追加してほしい。

理学的治療で使用。

灸に該当する種別がない。

起立不能牛の治療で寝返りさせ、マッサージをすること
は必須の治療（介護）であり、獣医師が実施の要領を提
示しながら畜主の補助のもとに行っている。時には吊起
用具を利用しながら実施することもあり、獣医技術を必
要とする「通常必要とされる診療行為」に該当します。
一診療回に一回を限度に給付対象にすべきと考える。

起立不能の患畜を筋肉変性、血行障害防止のため診療の
つど寝返りをさせるが、時間と労力を要するため追加を
要望する。

起立不能牛に対しての寝返りを行うことが多々あるが、
かなりの労力を要するが技術料がないため。

追加しない。
獣医師の診療行為に該当しないと考
えます。

鍼灸療法

ギプス除去

追加しない。
科学的根拠が明らかではありませ
ん。

追加しない。
獣医師の診療行為に該当しないと考
えます。牛体寝返り

寝返り介助
牛体回転
体位変更

本小委員会における調査審議結果を
踏まえ、必要に応じ対応します。
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追 加 種 別
点数設定の
参考種別

追加理由 農林水産省の考え方

獣医学的技術は必要としないが、昔と比べて近隣に酪農
家が少なくなり、起立不能等の看護に介助が必要となっ
ている。

起立不能牛など同じ姿勢により筋損傷が発現または進行
する場合や尿溝等にはまった牛の介助には技術的なもの
がある。

乳熱、ダウナー症候群で起立不能の場合、畜主に看護の
ため１日２回の介助寝返りをしてもらうが、畜主不在の
時獣医師自らこれを実施する。しなければ、四肢麻痺等
により予後不良となることが多い。

起立不能の牛において、寝返りできない状態が続くと血
行障害が起こり褥創、筋肉損傷が誘発され、この二次的
要因により廃用になる場合がある。人医療において、体
位変換による褥創の発生予防が認められており、専門的
な技術を要している。獣医療においても、牛体反転させ
る場合、高度な技術、経験、知識を要し、また、成牛を
人介にて牛体反転させる場合、多大な労力と時間を要す
るため、技術料の追加を求める。

起立不能牛の看護（二次的筋肉損傷防止）などには必要
不可欠な処置であり、反転方法についても専門的技術が
必要であるため。

起立不能牛の体位変更は本来畜主の仕事ですが、大動物
獣医師の場合、高齢者の畜主を相手とした際、牛体の筋
変性の予防のために獣医師自ら行う必要があります。追
加希望します。

（頸静脈注射）
（開腹手術の準備）近年飼養管理者の高齢化等により、
保定を実施する機会が増加している。労力と時間を要す
るものなので追加してほしい。

農家の高齢化により、すべての作業を獣医がする場合が
ある。そのため、保定料の料金設定が必要。

一度全国で、獣医師が診療時にどの程度自分で治療対象
牛の保定を行っているかの調査をしてほしいと思いま
す。自分の診療所では半数近くが畜主不在のことが多
く、獣医師で保定をしております。この話は大動物獣医
仲間で聞くと全国的な傾向の様に思います。若手の獣医
の中ではこの点が嫌で大動物の臨床もやめる子もいると
聞きます。うちでは来年度より看護士を募集して保定す
ることにしましたが、人件費がかかるため苦労すると思
います。「保定は畜主の仕事だ」という意見もわかりま
すが、畜種側は治療代に入っているのだろうという意見
もあります。たぶんどこにもどちらの仕事であるか明記
はされていないと思います。大規模農場であれば従業員
の人件費の問題にもなるので、できるだけ獣医側に保定
せたいという思惑も見えます。そのくらい保定には時間
もかかります。

農家の老齢化や女性の畜主などの場合、獣医師が牛を探
し、保定までするため。

畜主で保定することができないとき（高齢等）や不在の
とき。

安楽殺

廃用事故で、と畜場へ搬入できない場合（敗血症、白血
病など）、やむなく安楽殺を依頼されることがある。廃
用認定後とはいえ診療行為の連続と捉え、給付対象にす
べきと考える。

追加しない。
通常必要とされる獣医師の診療行為
には該当しないと考えます。

〔第７指導料〕

指導 70 指導 備考に乳房炎病傷の追加。
本小委員会における調査審議結果を
踏まえ、必要に応じ対応します。

保定料 追加しない。獣医師の診療行為に該
当しないと考えます。

牛体寝返り
寝返り介助
牛体回転
体位変更
（つづき）

追加しない。
獣医師の診療行為に該当しないと考
えます。
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追 加 種 別
点数設定の
参考種別

追加理由 農林水産省の考え方

指導
（予防接種）

70 指導

今後の産業動物診療の中心は、海外伝染病も含めて予防
衛生と考えます。畜主の意識を変えるためには、すでに
予防接種を実践している農家を高く評価する必要があり
ます。共済診療で予防接種が実施できないことは理解で
きますが、農家が減少し山間部に偏在化した状況では、
予防接種の同一単価での少数の個体予防が難しくなって
おります。そこで、指導（予防衛生）では、注射の技術
点やワクチンの薬価は支給でき無いけれども、個々農家
への往診を共済点数で給付できないでしょうか。今現在
すでに予防接種を実践している農家は、診療事故低減に
最も貢献している人々で、これからの共済事業にもっと
も重要な農家です。このような農家を優遇し増やすこと
が、共済事業の存続に大切と考えます。

追加しない。
予防として使用されるものであり、
共済事故に該当しません。

飼料設計

現在の畜産経営は輸入飼料等の高騰により、経営技術が
より高度になってきている。従って畜産経営の一助に上
記の技術は、ますます必要性及び要望も高まっており、
家畜共済の対象になることによってより良いものになる
と考えられる為。

追加しない。
共済事故に該当しません。

〔第８手術料〕

気管切開
チューブ設置術

76 気管切開

気管切開チューブ設置術は緊急処置としての意味あいが
強いため鎮静、局所麻酔が主に行われると思われる。
鎮静術　Ｂ種：92点　 Ａ種：12点、
麻酔術　Ｂ種：64点　 Ａ種：12点、
切開術　Ｂ種：582点　Ａ種：97点
計Ｂ種：782点　Ａ種：121点。ただし、使用した医薬
品、機械等は別途請求する。

追加しない。
気管切開に含まれると解されます。

穿胃（第四胃） 81 穿胃
早期離乳の為か、子牛の第四胃変位が多くなったと思わ
れる。この為、第四胃に動脈針を刺しポンプにて吸引、
ガスを排出する。子牛の為、手術まで必要としない為。

追加しない。
「81 穿胃」の適用が可能です。

開腹
帝王切開
双胎捻転（子宮）

84 開腹
双胎子宮捻転。開腹しても著しく整復又は胎子摘出困難
な場合の加点。

本小委員会における調査審議結果を
踏まえ、必要に応じ対応します。

開腹
第四胃右方捻転
（難）

84 開腹 第四胃右方変位著しく整復困難な場合の点数加点。
追加しない。
現行の右方変位の適用で問題ないと
考えます。

開腹
（第四胃変位整復
手術に伴う四胃切
開料）

84 開腹 現行の診療点数表に無く、新設が必要である。
本小委員会における調査審議結果を
踏まえ、必要に応じ対応します。

第四胃切開手術 84 開腹
第四胃変位とは別に第四胃食滞があり、切開手術を必要
とする。

追加しない。
「84 開腹（腸管手術）」の備考に、
第４胃手術に適用するとされていま
す。

牛への負担が少なく実施できる。

84 開腹
内視鏡を用いた手術の際の種別がないため、農家にとっ
て有益な手術であると考えるため、普及するためには取
り入れてもらいたい。

82
第四胃変位
簡易整復手
術

腹腔鏡下の手術は、患畜のダメージを最小化し、生産性
の最大化に貢献します。また、動物福祉にも寄与できる
と考えます。

使用器具が専用のものであり、術式に熟練が必要である
ため。

第四胃変位整復手術などの開腹手術と同等の技術、時間
を要するため。

子牛共済加入畜は先天性であっても共済事故の扱いとな
るため。

ヘルニア整復
（メッシュ法）

86
ヘルニア整
復

臍ヘルニア整復手術にはメイヨウ法とメッシュ法があ
り、後者は増点すべき。

本小委員会における調査審議結果を
踏まえ、必要に応じ対応します。

第四胃変位内視鏡
手術

追加しない。
実用性が不明です。

臍ヘルニア整復術
追加しない。
「86 ヘルニア整復]の適用で問題な
いと考えます。
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追 加 種 別
点数設定の
参考種別

追加理由 農林水産省の考え方

ヘルニア簡易手術
（きんちゃく法）

現行の診療点数表に無く、新設が必要である。
本小委員会における調査審議結果を
踏まえ、必要に応じ対応します。

86
ヘルニア整
復

ヘルニア輪が小さく軽度の臍ヘルニアの場合、粘着テー
プによる簡易整復で治癒するが、種別がないため給付外
治療となる。ヘルニアを確認したのちヘルニアを完納し
テーピングを実施するため腟脱整復くらいに該当すると
思われる。

簡易整復の点数がないため、追加してほしい。

臍帯膿瘍摘出手術
第四胃変位整復手術などの開腹手術と同等の技術、時間
を要するため。

追加しない。
「104 切開手術]の適用で問題ないと
考えます。

陰睾は病気です。給付対象にするべきです。

病傷手術ではないが、農家生産者には被害（経済的損
失）があるため、摘出手術の571点では不備があると思わ
れる。

腹腔内精巣は先天異常と考えられ、共済診療として対応
すべきと考える。B種2,000点程度、A種400点程度。

腟脱整復
（Buhner法）

88 腟脱整復
Buhner法による腟脱整復術は、牛にとっても負担が少な
く、再発ないと考える。

追加しない。
「88 腟脱整復」の備考の2に定める
陰門縫合を行った場合の適用で問題
ないと考えます。

難産介助
（失位整復を行っ
た場合）

92 難産介助
難易度の高い失位整復は30分以内に産ませても増点でき
るようにしてほしい。

追加しない。
難産介助による労力は、胎子失位の
有無によらず、介助時間で評価する
のが適当と考えます。

難産介助
（会陰切開を行っ
た場合

92 難産介助
会陰切開により胎子を娩出させる場合相当な労力と技術
を要するため。

追加しない。
会陰切開による労力は、介助時間で
評価するのが適当と考えます。

停滞胎盤除去

胎盤停滞処置から分離し新設する。分娩後24時間を経過
しても停滞している胎盤を用手法（胎盤を子宮小丘から
剥離）除去した場合に適用する。備考に、除去直後に子
宮洗浄を行った場合は増点できる規定を設ける。
【牛の場合】
Ａ点：20点　　Ｂ：615点（胎盤停滞処置（剥離除去）の
Ｂ－Ａ点＋左記Ａ点）

【馬の場合】
Ａ点：20点　　Ｂ：769点（胎盤停滞処置のＢ－Ａ点＋左
記Ａ点）

【種豚の場合】
Ａ点：20点　　Ｂ：252点（胎盤停滞処置のＢ－Ａ点＋左
記Ａ点）

子宮洗浄の増点（各畜種共通）：　Ａ点：120点　　Ｂ
点：500点（子宮洗浄のために使用した洗浄液について
は、リンゲル液等の医薬品を用いても増点することはで
きない。）

追加しない。
「61 胎盤停滞処置」において、胎盤
を子宮小丘から剥離し除去した場合
について適用可能となっています。

子宮洗浄に使用した洗浄液について
は、種別に含むと解されます。

膀胱破裂カテーテ
ル挿入

現行の診療点数表に無く、新設が必要である。
追加しない。
カテーテルは、種別に含まれると解
されます。

尿道切開手術 98
尿道切開手
術

尿石による尿閉で肥育後半牛の尾根部からのバイパス排
尿について追加願いたい。

追加しない。
「98 尿道切開手術」の備考に定める
尿道瘻形成手術を行った場合の適用
で問題ないと考えます。

尿腟整復手術
尿腟は泌尿器、生殖器疾患の原因になるが、簡便で効果
的な整復手術方が報告されている。
（家畜診療、59（2）、77-80（2012））

本小委員会における調査審議結果を
踏まえ、必要に応じ対応します。

追加しない。
「68 その他の外科的処置」の適用細
則の3に定める臍ヘルニア簡易固定を
行った場合の適用で問題ないと考え
ます。

子牛ヘルニアの簡
易整復

陰睾摘出手術
腹腔内精巣摘出術

追加しない。
去勢を目的として行うものと解され
ます。
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追 加 種 別
点数設定の
参考種別

追加理由 農林水産省の考え方

尿道結石粉砕手術
尿道結石を尿道を切開することなく破砕する方法は有効
である。

追加しない。
有用性、実用性が不明です。

本手術の種別がない。

膀胱まで病変がおよぶ例もあり膀胱手術に類似し、膀胱
手術（開腹）が相当と思われるため。

第四胃変位整復手術などの開腹手術と同等の技術、時間
を要するため。

試験開腹手術を項目として追加できないでしょうか。腹
膜炎等を疑い手術を行っても異常が認められない場合の
差が大きすぎると思います。

追加しない。
現行の適用にあっても、備考で腹膜
癒着の診断を行った場合、その他の
開腹として適用できます。

乳牛において腸重積や、JHS（HBS）などの血餅による腸
閉塞の様な閉塞性消化器疾患は散発的に発生がみられ、
その外科的手術は緊急性が求められるものと思われる。
しかし臨床現場においてこれらの疾患を疑い開腹手術を
行ったものの、結果として麻痺性イレウスなどの病態で
あるものもあり、この場合多くの労力と経費を消費して
いるにもかかわらず該当する診療点数がない。

現行の開腹術では、何らかの目的を持って、例えば盲腸
捻転、腹膜炎等疑うも異常なく閉腹した場合は給付対象
外であるが、原因を探求するために開腹した場合の診断
的開腹術の新設もしくは、その他開腹術の適用範囲の拡
大。

第四胃変位整復手術で、開腹後に牛白血病などの治らな
い病気があったとき、中断して、廃用する。このとき、
当県の扱いは、大手術の706点を適用するが、材料も時間
もかけているので、その他の開腹手術の3,636点を適用し
てほしい。

難易度の高い手術で有るが摘要が無い。是非増設して頂
きたい。その際のギプス固定、あるいは接着包帯使用に
関する増点処置も考慮願いたい。

本手術の種別がない。

圧迫包帯処置
飛節が腫れて起立困難の場合、上記消耗品等を使用して
圧迫しながら包帯処置を行う。包帯法の難易度と危険性
は比較的高い。　Ｂ種点数：300　Ａ種点数：150

本小委員会における調査審議結果を
踏まえ、必要に応じ対応します。

神経ブロック麻酔 馬で頻度が高い。
本小委員会における調査審議結果を
踏まえ、必要に応じ対応します。

現在、「難産介助」には同時に行う「腹腔に達するよう
な産道損傷」に対する処置も含まれているが、陰部から
のアプローチで腟の裂傷を縫合する作業は非常に困難
で、最低でも1時間程度を要する。また、難産介助なしで
産道の損傷を治療する場合は、「外傷治療」が適用にな
ると思われるが、20cm以下の裂傷で277点、20cmを超える
場合の529点は点数が低過ぎる。手技の難しさと必要な時
間から考えて少なくとも「蹄病手術」程度の点数が必
要。

「難産介助」には同時に行う「腹腔内に達するような産
道損傷」に対する処置も含まれているが、陰部からのア
プローチで腟の裂傷を縫合する作業は非常に困難で、最
低でも１時間程度を要する。また、難産介助なしで産道
の損傷を治療する場合は、「外傷治療」が適用になると
思われるが、20cm以下の裂傷で227点、20cmを超える場合
の529点は点数が低過ぎる。手技の難しさと必要な時間か
ら考えて少なくとも「蹄病手術」程度の点数が必要。

尿膜管遺残摘出
手術

本小委員会における調査審議結果を
踏まえ、必要に応じ対応します。

腱縫合術
腱断裂整復手術

開腹
（試験開腹術）

超音波画像診断等による検査では診
断が難しい疾病があることから、こ
れらを診断できるようその他の開腹
が設定されました。
なお、試験的開腹が無制限に実施さ
れることを防ぐため疾病を限定して
います。

試験的開腹の対象拡大については、
本小委員会の調査審議結果を踏ま
え、必要に応じ対応します。

本小委員会における調査審議結果を
踏まえ、必要に応じ対応します。

産道損傷手術
本小委員会における調査審議結果を
踏まえ、必要に応じ対応します。
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追 加 種 別
点数設定の
参考種別

追加理由 農林水産省の考え方

産道損傷手術
（つづき）

産道損傷は獣医師による難産介助時以外にも発生し、著
しく操作性の悪い部位の縫合で一時間以上を要すること
も多いため。

本小委員会における調査審議結果を
踏まえ、必要に応じ対応します。

深部蹄底潰瘍時の駆血帯による肢静脈内麻酔。

蹄病処置や関節洗浄などの処置による激痛を局所麻酔に
より緩和する。

脊椎硬膜外麻酔
広範な部位に使用でき、安全に処置ならびに手術を行え
るようにする。例として蹄病手術、乳頭手術、後肢の外
科手術など。

追加しない。
現行の腰椎注射の適用で問題ないと
考えます。

－
現行の種別で対応が可能と思われるので、新設の必要は
ないと思います。

－

静脈内麻酔
追加しない。
種別（手術、処置）に含まれると解
されます。

16



品      名 数量 単価(円) 品      名 数量 単価(円) 品      名 数量 単価(円)

〔第１診察料〕

聴診器 1 9,000 体温計 1 700

聴診器 1 30,000

体温計 1 820

聴診器 1 消毒用アルコール 少量 綿 少量

体温計 1

聴診器 1 12,000 アルコール綿 少量 5

体温計 1 800

聴診器 1 時価 白衣 1 時価

体温計 1 時価 長靴等 1 時価

〔第３文書料〕

〔第４検査料〕

採乳 滅菌スピック管 1 23

乳汁アルコール検査
PLテスター
シャーレ

1 919 消毒用エタノール 500ml 756

ドライスポット 1 219

滅菌スピッツ管 1 22

17
細菌分離培養検査
（簡易培地検査）

イージーメディア4 1 670 滅菌綿棒 1 40

21
血液生化学的検査
（血清銅）

21
血液生化学的検査
（血中β－ヒドロキ
シ酪酸）

プレシジョンエ
クシード

1 12,312 β－ケトン測定電極Ⅲ 10 4,644

23
寄生虫検査
遠心機を使用

遠心機 1 250,000

24
超音波診断装置を用
いた直腸検査の増点

超音波診断装置 1
1,000,000

～

腟鏡 1 逆性石鹸 直腸検査用手袋 1

直腸検査用手袋 1 12

腟鏡 1 55,000
塩化ベンザルコニウ
ム液

5ml 3 直腸検査用ポリ手袋 1枚 9

消毒用アルコール 5ml 6 脱脂綿 5g 11

診療衣 1 6,696

腟鏡 1 オスバン液 少量 5 直腸検査用手袋 1 10

子宮頸管鉗子 1

ペンライト 1

腟鏡 1 直腸検査用手袋

腟鏡 1 パコマ 10ml 20

細菌簡易同定検査

腟検査
腟鏡検査又は腟内検
査した場合

医 療 用 消 耗 品

診察料

１　家畜共済診療点数表中の種別及び備考の見直しに関する検討表

　①  種別及び備考の追加（医療用器具機械等）

追 加 種 別
医 療 用 器 具 機 械 医    薬    品
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品      名 数量 単価(円) 品      名 数量 単価(円) 品      名 数量 単価(円)

医 療 用 消 耗 品
追 加 種 別

医 療 用 器 具 機 械 医    薬    品

腟鏡 パコマ 綿花

ライト 消毒用エタノール

悪露停滞の確認のた
めの腟検査

パコマ 1ml 2 直腸検査手袋 １枚 10

クリアビュウ 1 1,000,000 散瞳剤 1 50

パソコン 1 200,000

対光反射検査 アイリスベット 1 200,000

耳道内検査 耳鏡 1 90,000

耳検査 耳鏡 1 100,000

遺伝子（PCR、リアル
タイムPCR）検査

外注料金の平均

理学的検査 プラスチック手袋 1 10

分娩時検査 パコマ 10ml 20 直腸検査用手袋 1 20

〔第５注射料〕

40 静脈内注射（100ml） 100mlシリンジ 1 238

生理食塩液 500ml 149 バイアルインジェクター 1 254

ペニシリン600万単位 20ml 171

留置針 1 93

輸液セット 1 200

輸液管・留置針 1

10％クエン酸ナトリ
ウム

40ｍｌ 1,144 輸血バック 2 2,700

インジェクター（レシピ
エント用）

インジェクター（ドナー
用）

チトラミン注 1 100 100ccシリンジ 1 159

チトラミン輸血用10% 25ml 88 サーフロー留置針 1 88

動物用補液セット 1 230

チトケール １本 97

動物用輸液セットKMK-2 1 260

サーフロフラッシュ留置
針16G×2

1 97

テルモ輸血セット 1 111

テルモ血液バック 1 405

ヘパリンNa 5000IU
点滴装置
（供血母牛、子牛分）

2

デキサメサゾン 10ml 留置針 2

ラドン
体重に
応じる

輸血バッグ 1

静脈内注射
（腹腔内注射をした
場合）

40

輸血

眼底検査

腟検査
腟鏡検査又は腟内検
査した場合
（つづき）
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品      名 数量 単価(円) 品      名 数量 単価(円) 品      名 数量 単価(円)

医 療 用 消 耗 品
追 加 種 別

医 療 用 器 具 機 械 医    薬    品

(採血)血液バッグ400ml 1 830

(輸血)補液管＋留置針 各1 380

チトラミン5ml 4 480
(採血)留置針＋エクステ
ンションチューブ＋50ml
ポンプ

ポンプ
8他各1

550

(輸血)補液管＋留置針 各1 380

〔第６処置料〕

パーネット投与 投与パイプ 1 パーネット 1 1,000

点耳
抗生剤（マクロライ
ド系）

注射用ポンプ 1 12

鎮静剤
　キシラジン
　メデトミジン
　ブトルファノール

カテーテル

生理食塩液 シリンジ50ml

ゼリー

生理食塩液 30ml 90 胃管カテーテル等 1 100

53 気管内薬物噴霧 ネブライザ

包皮洗浄 インジェクター 1

関節腔内洗浄
生理食塩水
500ml

2 200 留置針18G 2

生理食塩水 1 203 留置針 129

点滴チューブ 1,2 142

生理食塩水 １L 203 バイアルインジェクター 1 400

オキシトシン 5ml 192 ミルクカニューラ 1 120

バイアルイン
ジェクター

1 注射用抗生剤 適量

フルニキシン 10ml

生理食塩水 500ml

導乳管 1 生理食塩液 １L バイアルインジェクター 1

乳房炎治療管 1 2,800 生理食塩液 1 203 輸液管 1 450

補液管 1 生理食塩水 1 脱脂綿 1g

乳房洗浄管 1 消毒用アルコール 2

生食 1 203 補液管・留置針 1

生食 1 203 インジェクター 1

抗生剤

生理食塩水 1 補液チューブ 1

ミルクカニューラ 1

乳房炎治療管
（太）

1 3,250 生食Ｖ注射液 1L 203
バイアルインジェクター
14Ｇ50先

1 432

関節洗浄

輸血
（つづき）

48 乳房内洗浄

気管洗浄
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品      名 数量 単価(円) 品      名 数量 単価(円) 品      名 数量 単価(円)

医 療 用 消 耗 品
追 加 種 別

医 療 用 器 具 機 械 医    薬    品

生食　1,000ml 1,000ml 203 ペニシリン針 1 680

エタノール 10ml 18 インジェクター 1 520

脱脂綿 5g 8

乳房炎治療管 1 850 生理食塩水 1L 233 輸液セット 1 300

生理食塩液 1L 233 ペニシリン針 1 850

消毒用エタノール 4ml バイアルインジェクター 1 350

脱脂綿 4ｇ

生理食塩液 1L 195 サーフローF＆F14G 1 130

輸液セット20滴 1 55

治療用導入管 1 3,250 消毒用エタノール 3ml 3 脱脂綿 5ｇ 10

生理食塩水 2L 406 輸液管 1 453

バケツ 1 200 生理食塩水 1L 195 動物用補液セット 1 260

消毒具 1 水性デキサメサゾン 10ml 438 留置針16G 1 105

保定具 1 消毒用エタノール 5ml 10 脱脂綿 5g 10

生理食塩液 1 203 補液セット 1 300

カニューレ 1

乳房炎治療管 1 2,873 生理食塩液 1L 233 輸液セット 1 54

デキサメサゾン注 5ml 60 脱脂綿 2.0g

消毒用エタノール 2ml 3

生食 1L 180 輸液管 1 54

ミルクカニューラ 1 130

生理食塩水 1 11 ミルクカニューラ 1 220

輸液セット 1 168

生理食塩水 1L 203 補液チューブ 1

生食 1 233 補液管 1 200

ディスポ導乳管 1 80

生理食塩液
(500ml)

1 137 補液管 1 250

ミルクカニューラ 1 108

導乳管 1 生理食塩水 1L 233 補液管 1 230

生理食塩水 1 203 点滴チューブ 1 142

消炎剤（デキサ等） 1 440 カニューラ 1 117

乳房内洗浄
（つづき）

48
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品      名 数量 単価(円) 品      名 数量 単価(円) 品      名 数量 単価(円)

医 療 用 消 耗 品
追 加 種 別

医 療 用 器 具 機 械 医    薬    品

生理食塩水 1L 203 ペニシリン針 1 800

インジェクター 1 250

ミルクカニューラ 1

インジェクター 1

ペニシリン針 1 950

補液用インジェクター 1 290

生理食塩液 1 203 補液管 1 230

生理食塩注射液 1 200 輸液セット 1 400

水性デキサメサゾン 5ml 240

フルニキシン10% 2.5ml 450

乳房炎治療管 1 2,800 生理食塩液 1L 203
バイアルインジェクター
14G 50先

1 460

生理食塩水 1L 200
輸液セット
留置針(外套）

1 300

生理食塩液 1L 233 バイアルインジェクター 1 254

乳房炎治療管大 1 2,800 生理食塩液 1L 203
バイアルインジェクター
14G 50先

1 460

乳房炎治療管 1 2,873 生理食塩液 1L 233 脱脂綿 2g 3

デキサメサゾン注 5ml 60 輸液セット 1 54

消毒用エタノール 2ml 3

生理食塩水 1L 200 輸液セット 1

ミルクカニューラ 1

生理食塩水 1 ペニシリン針 1

バイアルインジェクター 1

動物用生理食塩水 1 203 ミルクカニューラ 1 110

輸液用ポンプ 1 250

生理食塩液 1L 203 ミルクカニューラ 1 110

輸液用ポンプ 1 250

エタノール 10ml 16 綿花 少量 10

補液管 1 250

ミルクカニューラ 1 130

生理食塩水 1L 203 輸液セット 1 250

生理食塩水 1L 輸液管 1

消毒用7.5％
イソジン

20mL 60 手術用手袋 1組 150

消毒用アルコール 20mL 30

乳頭内異物除去
（用手のみ）

乳房内洗浄
（つづき）

48
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品      名 数量 単価(円) 品      名 数量 単価(円) 品      名 数量 単価(円)

医 療 用 消 耗 品
追 加 種 別

医 療 用 器 具 機 械 医    薬    品

イージーブリード 10 16,500

シダーアプリ
ケーター

1
税抜
2,200

アプリケーター 1 40 消毒薬 10cc 10

アプリケーター 1 シダー 1 2,000

シダー1900 1 1,800

シダーアプリケ
ター

1 2,400 シダー 1 1,900

挿入用ホルダー 1 15,000 イージーブリード 1 17,000 イージーブリード 1 17,000

アプリケーター 1 2,400 イージーブリード 10 17,000

アプリケーター 1 1,500 イージーブリード 1 1,550

アプリケーター 1 0 エタノール 10ml 16 綿花 少量 10

イージーブリード 1 1,890

プロゲステロン腟内
挿入剤

1 1,500

アプリケーター 1 2,000 シダー 1 1,690

アプリケーター 1 シダー 1 1,900

消毒液

アプリケータ 1 シダー 1 1,800

アプリケーター 1 2,500 イージーブリード 1 2,000

挿入用器具 1 1,500
イージーブリード
（プロゲステロン腟
挿入剤）

1 2,000

産道粘滑剤

外陰部消毒薬

シダー 1 1,836

アプリケーター 1 シダー 1 2,000 アルコール綿 1 10

直腸検査用手袋 2 13

オバプロンV挿入
器

1 オバプロンV 1

イージーブリード 1 2,500

ＧｎＲＨ 2ml 690

レジプロン 2ml 972

ダルマジン等 2ml 1,018

オバホルモン 2cc 106 ５ccシリンジ 1 8

悪露排液 胃カテーテル 1 直腸検査用手袋 1

生理食塩水 １L 203 動物輸液セット 1 367

生理食塩水 １L 203 動物輸液セット 1 300

61 胎盤停滞処置

63 乳房内薬剤注入

オブシンク

腟内薬剤挿入
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品      名 数量 単価(円) 品      名 数量 単価(円) 品      名 数量 単価(円)

医 療 用 消 耗 品
追 加 種 別

医 療 用 器 具 機 械 医    薬    品

牛の分娩誘起 デキサメサゾンＡ 10ml 530

注腸 尿道カテーテル 1 アクリノール 適宜

もぐさ 数g

マッチ 5 5

もぐさ 50g 250

もぐさ 20g 80

もぐさ 20g 135

針

もぐさ
375g/
袋

1,026

もぐさ 適宜

補液管 1 220

安楽殺 シリンジ 1

鎮静術
（拮抗薬の増点）

アンチセダン 10ml

馬減胎処置 超音波診断装置 直腸検査用手袋

〔第７指導料〕

飼料設計 パソコン 1 100,000

〔第８手術料〕

動脈針 1

50mlポンプ 1 65

腹腔鏡セット 1 1,014,000

イソ式第四胃整
復固定システム

1 400,000

一般手術器具 1
骨折整復（観血術）
と同じ

骨鑿 1

鋭匙 1

金槌 1

84
開腹
（第四胃切開手術）

手術器具一式

84
開腹
（試験開腹術）

その他の開腹に
準ずる

その他の開腹に準ず
る

その他の開腹に準ずる

86
ヘルニア整復手術
（メッシュ法）

手術器具一式 ナイロンメッシュ

生食
抗生剤

2～3L
適量

メス、縫合糸、手術着、
消毒薬など

ヘルニア整復と
同じ

86
子牛ヘルニアの簡易
整復

テンソプラスト 2 1,233

82
第四胃簡易整復手術
（腹腔鏡下手術）

腐骨除去

牛体寝返

81 穿胃（第四胃）

臍ヘルニア整復手術

灸療法
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品      名 数量 単価(円) 品      名 数量 単価(円) 品      名 数量 単価(円)

医 療 用 消 耗 品
追 加 種 別

医 療 用 器 具 機 械 医    薬    品

メス 1 セラクタール等

針 1

剪刃 1

鉗子 2～3

糸 1

Buhner針 1 塩酸プロカイン 5ml 縫合針 1

メス 1 セラクタール 2ml 3,700 ナイロンテープ

メス 生理食塩液
2L～3L
適量

縫合糸

抗生剤 手術着

消毒薬

90
子宮脱整復
（吊起法）

カウハンガー 1

停滞胎盤除去 逆性石鹸 直腸検査用手袋 4

尿腟整復手術
外科手術の
セット

1 縫合糸 1

手術器具一式

外科手術一式

メス 生理食塩液
2L～3L
適量

縫合糸

抗生剤 手術着

消毒薬

キシラジン
塩酸プロカイン

メス 1 800 マイシリン 20ml 9

ペアン鉗子 3 3,500

持針器 1 8,800

外科ハサミ 1 4,000

腱断裂整復手術 手術器具一式

鉗子 1 4,500 ヨーチン 縫合用吸収糸

塩酸プロカイン注射
液

ギプス除去 ギプスカッター

蹄病軟膏 1 1,000 エラテックス５号 2 530

オルテックス 1 200

ベトラップ 1 350

乳頭腫切除手術

圧迫包帯処置

88
腟脱整復
（Buhner法）

臍帯膿瘍摘出手術

尿膜管遺残手術

尿道結石粉砕手術

陰睾
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品      名 数量 単価(円) 品      名 数量 単価(円) 品      名 数量 単価(円)

医 療 用 消 耗 品
追 加 種 別

医 療 用 器 具 機 械 医    薬    品

外科鋏 1
ベンジルペニシリン
プロカイン注射液

600万
単位

注射器(20ml) 1 13

コッヘル鉗子 1 注射針 1 3

持針器 1 縫合針 1 238

シンセソーブカセット6号
（25m）

0.1 17,280

手術用ゴム手袋 1 247

直腸検査用ポリエチレン
手袋

2 12

持針器 1 13,600 ペニシリン 10ml 79 縫合針 1 161

鉗子 1 3,200
縫合糸
（USP6,1,5m）

1 1,029

鋏 1 3,900

駆血帯 1
キシロカイン注射液
２％

20ml 注射針18G 1

ディスポ注射器20mL 1

蹄病麻酔
キシロカイン注射液
１％

10ml 131 注射用ポンプ 1 12

キシロカイン注射液
１％

5ml 66 脊椎硬膜外針 1 1,070

キシラジン 0.5ml 79 注射用ポンプ 1 12

注射針18G 1 3

ディスポーサブルシリン
ジ(5ml)

1 10

覚醒術

静脈内麻酔

脊椎硬膜外麻酔

産道損傷治療

産道手術

25
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番号 削 除 種 別 削除希望理由 農林水産省の考え方

12 乳汁顕微鏡的検査
ブリード法は旧式で、現状ではすべてミルコスキャンで行ってい
るため不要である。

削除しない。
有用性、必要性があると考えま
す。

37 検案 文書料（1,000円）＋距離点数で十分でないか。

削除しない。
検案は、診療中でない家畜の死体
について、獣医学的断定を証明す
るものであり、削除することは適
当ではないと考えます。

静脈内注射
（補液管を使用する
場合）

補液管なしで１L以上の静脈内注射はできないと思うので、１L以
上の点数は削除しても良いと思う。

削除しない。
１L以上の静脈内注射は補液管を使
用するが、症例に応じて注射量は
異なることから、注射量による増
点は必要と考えます。

他の子牛や母牛や肥育牛、乳牛と比べ技術的な難易度があるとは
思えない。

極度に衰弱した子牛を除けば、容易に静脈内注射ができるため、
増点は必要ない。

静脈内注射の備考のうち、生後60日以内の牛に静脈注射を行った
場合は、Ｂ種に13点を加えることとなっているが、必ずしも子牛
静脈注射が成牛に比べ労力と時間がかかるわけではない。更に生
後60日以内かどうかの区別をしなければならないので、事務処理
上煩雑である。以上の理由で、子牛静脈注射におけるＢ種13点加
算を廃止すべきと考えます。

46 卵巣直接注射 卵巣直接注射は様々な理由で行わないほうが良いため。
削除しない。
有用性、必要性があると考えま
す。

47
投薬
（胃カテーテルによ
らない投薬）

本県では薬治が推奨されており、請求しても給付されないため。
削除しない。
有用性、必要性があると考えま
す。

52 散布 散布で請求したことがない。これからも使わないと思う。
削除しない。
有用性、必要性があると考えま
す。

57 導尿（雄） 技術的に不可能に近い。
削除しない。
有用性、必要性があると考えま
す。

病傷審査で認めてもらえるでしょうか？理解できるＮＯＳＡＩ審
査獣医がいないです。技術的にはかなり有効な処置だとは思いま
す。

現行診療において実施なし。

医学的根拠に乏しく、現在実際に使われているのか疑問。

タブレット製品がなくなったため。

該当医薬品が無いため。

61 胎盤停滞処置

新しい種別なのに、備考に分娩後の時間経過や手技の内容等の適
用範囲が規定されていない。陰門外に下垂している胎盤を牽引す
ることを想定しているのであれば、この種別は削除すべきです。
停滞している胎盤の牽引は獣医技術を必要とせず、畜主が自ら行
う通常管理に含まれると理解するからです。また、用手法（胎盤
を子宮小丘から剥離）除去する場合のため、〔第８手術料〕に
「停滞胎盤除去」を新設する。

削除しない。
有用性、必要性があると考えま
す。

58 瀉血
本小委員会における調査審議結果
を踏まえ、必要に応じ対応しま
す。

削除しない。
子宮内へ挿入する動物用医薬品は
ないが、子宮内へ注入する動物用
医薬品は薬価基準表に収載されて
います。

子宮内薬剤挿入60

１　家畜共済診療点数表中の種別及び備考の見直しに関する検討表

　②　種別及び備考の削除

40

削除しない。
子牛の静脈内注射は要する時間等
から増点規定が設定されていま
す。

静脈内注射
（生後60日以内）
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番号 削 除 種 別 削除希望理由 農林水産省の考え方

牛において胎盤停滞処置が必要か疑問である。個人的にここ何年
も胎盤停滞処置を行っていないが、問題となるような牛は出てい
ないと思う。

前回の改正で胎盤停滞処置＋剥離除去増点という形に変わった
が、現在剥離除去はほとんど行われておらず、また剥離除去を行
うことで子宮内膜炎発症のリスクが増大するため、剥離除去その
ものを認めない方向が望ましいと思われる。

現代において、処置をしないことが定説になっており、削除が望
ましい。

胎盤の剥離が、後の良好な経過につながるとは思えない。完全な
剥離が可能なら自然に脱落するのも時間の問題ではないかと考え
る。部分的な剥離ならなおさら必要性を感じない。

66 第四胃変位簡易整復
牛体回転により、一時的に症状の改善を示すが、再発率が高く、
治療効果が乏しい。獣医師の基本的な治療法として外科的整復手
術が普及し、技術レベルが高くなったため。

削除しない。
有用性、必要性があると考えま
す。

70 指導
治療を行った場合、必ず管理法についての指導をするので、あえ
て別の項目にせず、診療行為の一部として再診に含めて、診察の
たびに再診が出るようにしてほしい。

削除しない。
「70 指導」は、飼養法（飼料計算
に基づく飼料の給与指導）及び管
理法の指導を行い、指導書を交付
するものであることから、通常の
診察行為とは異なるものです。

82
第四胃変位簡易整復
手術

基本的な治療法として外科的開腹手術が普及し、技術レベルが高
くなり、治癒率の向上と手術時間の短縮が認められる。

削除しない。
治療の結果、予後をみて廃用とす
る場合において試行する治療方法
として必要性があると考えます。

吸入麻酔下での実施だとは思うが、点数表に吸入麻酔の規定は無
く、使用薬品も薬価基準表に収載されていない現状において、ま
た経済動物である家畜に、共済診療として開胸手術が実際に行わ
れているか疑問です。病傷事故給付基準でいう「通常必要とされ
る診療」には程遠く、一般に普及していない、そんな特殊な手技
を共済給付の対象にする必要はないと考えます。

現在この技術を使える獣医が現場ではいない。また要望もない。

99
骨折整復
（創外固定術）

今回の点数表改定で創外固定術が新設された。しかしこの術式は
ごく一部の人が行って、研究発表している段階ですから、点数表
に新設したのは時期尚早だったと思います。「家畜共済の病傷事
故給付基準」でいう「通常必要とされる診療」には程遠く、研究
発表するほどですから、一般に普及していない訳で、そんな特殊
な手技を共済給付の対象にする必要はなかったと考えます。経済
動物に対して、このような獣医療を望む農家がどれだけいるで
しょうか。この手技を行えるのは国内に何か所あるでしょうか。
術後の管理も小動物と違い、極めて大変だと思われ、共済診療と
して行う必要はないと考えます。共済対象外の治療法として、実
施例数が増え、成果が確認され、一般的な手技として確立してか
ら共済対象にすればよかったと思います。

削除しない。
有用性、必要性があると考えま
す。

103 蹄病手術

67「蹄病処置」との適用範囲が少し曖昧なように感じられ、混乱
を生じているかも。103「蹄病手術」が蹄冠部又は蹄角質部の病
巣を切開又は摘出に限定しているのなら、67「蹄病処置」の増点
に加えてもいいのではないかと思う。

削除しない。
有用性、必要性があると考えま
す。

106 焼烙 68その他の外科的処置内に包含。
削除しない。
有用性、必要性があると考えま
す。

83 開胸
本小委員会における調査審議結果
を踏まえ、必要に応じ対応しま
す。

61
胎盤停滞処置
（つづき）

削除しない。
有用性、必要性があると考えま
す。
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番号 変 更 種 別 変更希望理由及び内容 農林水産省の考え方

再診を２回目以降の診察全てに適用するべきである。理由として、
チェックリストへの記載協力が中央酪農会議より依頼されたから。

「診察」は治療への必須の行為であり、今に至るまでそのことに対し
て農林水産省は損害額の算定に加えてこなかった。この数年間この事
が検討議論されてはいるが未だに実現していない。骨折の創外固定術
は短期間に新設されましたが、再診の適用範囲の拡大の方が先だった
と思います。農業共済行政担当者（食料・農業・農村政策審議会農業
共済部会家畜共済小委員会の委員を含む）の無為無策としか言いよう
がない。
家畜共済病傷事故では「初診料を除く診療費＝点数表及び共済薬価に
よる損害額」の建前があり、初診料は農家に負担していただいている
が、再診料（２回目以降の診察料）を農家から別途に徴収できる制度
になっていない。人の健康保険制度では、「初診料、再診料」を診療
回毎の基本点数と捉えている。家畜共済でも第２診以後の診療回毎に
「再診料」を適用できるようにすべきである。

現状では治療はせず診察だけの場合のみ再診が適用されており、点数
はＢ：70点（Ｂ－Ａ：63点）。例えば診察し、さらに薬治（調剤を必
要としないもの）をした場合は、薬治のＢ：55点（Ｂ－Ａ点：50点）
だけとなり、点数が下がってしまうのは不合理である。また、夜間、
深夜診療と昼間診療での診療費の差は、往診料に加算規定を設けるこ
とで行われている。１頭だけの診療ならば不十分であるが説明でき
る。しかし２頭目からは当然往診料はなく、診療点数のままであり不
合理である。全部の種別について、往診料のように夜間、深夜の増点
をすれば済むことであるが、極めて煩雑となる。

　そこで提案であるが、初診料で時間外、休日の場合に差を付けてい
る診療施設が多い現状から考えて、先にも述べたとおり再診を第２診
以後の診療回毎の基本点数と捉え、さらに夜間、深夜、休日（日曜、
祝日）には相応の加算をすることで診療点数に差を付ければ、これら
の事が改善されると思う。その場合は、往診料の夜間、深夜加算は廃
止することとなる。

次回改正時には第２診以後の診療回毎の再診料の給付が実現している
ことを強く希望します。
　妥当と考える再診のＢ種点数及びＡ種点数：平日時間内は現行通り
のＢ種点数：70　　Ａ種点数：７　（更に夜間、深夜、休日（日曜、
祝日）にはＢ種点数に相応の加算をする）
　農林水産省では再診を全診療（初診時除く。）に対し適用すること
とした場合、「今の各種別ごとに診察料を含んでいることを踏まえ、
また、農家負担の増加を軽減するため、往診を除く他の種別の点数を
全般的に引き下げる」との考え方があるようだが、その様な説明を今
まで聞いたことはない。又、初診料は畜主が「全額負担」、さらに
「初診時と第２診以後の診療点数に差がない｣ことからも判るよう
に、各種別ごとに診察料を含んでいるという説明は農林水産省のこじ
つけであり、全く説得力がない。又、病傷事故における農家負担は、
給付基準内診療であれば初診料だけですから農家負担に増加はありえ
ません。支払共済金が増えることによる掛金率の上昇という意味なら
別ですが。つまり「再診を全診療（初診時除く。）に対し適用した場
合、各種別ごと診察料を含んでいることを踏まえ、また、農家負担の
増加を軽減するため、往診を除く他の種別の点数を全般的に引き下げ
る。」という考え方は全くナンセンスです。

第２診以降、常に診察を行っているので、無条件、回数無制限で適用
されるようにお願いします。
また、治療を行った場合、指導をすることは日常的なため、再診に含
めて毎回適用できるようにしてほしい。

治療のある場合　Ｂ種点数：50　Ａ種点数：7
治療のない場合　Ｂ種点数：70　Ａ種点数：7
人医では、診察料があり共済でもあるべき、多額化しているので住診
料の対応は無理。

再診料という項目があってもよいのではないか。往診料を伴わない再
診（他と同時、授精等と同時に診療）においても、検温、聴診、触診
等を行って施療するが、その部分が評価されないように感じる。再診
料が新設されれば、往診料は切り下げてもよいと思う。

１　家畜共済診療点数表中の種別及び備考の見直しに関する検討表
　③　種別及び備考の変更

1 再診
再診料の分離については、本小委員会
における調査審議結果を踏まえ、必要
に応じ対応します。
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番号 変 更 種 別 変更希望理由及び内容 農林水産省の考え方

現在の「往診」は往診・診察・移動距離・往診距離という言葉がすべ
て包含されたように感じられ、曖昧な解釈をせざるをえない場合があ
ります。このため、「往診」は給付に係る移動距離「往診距離」と、
診断に係る「診察（新設希望）」の２項目に変更し、分かりやすい解
釈とする。
獣医師は往診して処置をする。➡獣医師は往診して診察をして処置を
する。

人の治療の場合、第２診以後も再診となっているので同等とする。

往診点数の距離数は、起点より農家までの距離とされている。診療施
設の統廃合、移転等が生じた場合、農家によっては距離数が延長する
こととなり不公平が生じる。よって今後、往診料は農家間の公平性を
保つため県単位、あるいは診療所単位で一律の往診点数となるよう検
討頂きたい。

往診料は、距離のみで点数が規定されていますが渋滞や信号の少ない
農村部とそうでない都市部では車両の消耗や燃費等で、違いがありす
ぎると思います。往診にかかる時間の規定も考えてください。

大動物診療獣医師が少なくなって往診範囲が広範囲になっている。遠
距離（例えば50㎞以上）であれば、割増料金にというようなことがで
きないか。

飼養農家の減少に伴い、遠隔地で単独で飼養を営む農家の往診距離が
長くなっている。往診距離は農家の責任に帰するものではないので、
一律にしてはどうか。

往診料の算定方法が、現在起点と終点の距離で算定されるのではな
く、診療所と終点の距離か又は起点と終点の距離の短い方を往診距離
にしているのは、実情に合っていないので、実距離で算定してほし
い。

現在離農農家が急増しており、畜産農家の所在地が点在してきてい
る。そのため、我々獣医の業務も移動時間の比率が高くなってきてい
る。また燃料高によりその経費が高くなっている。移動距離によって
往診点数が違うのは、畜産農家からしてみると公平ではない。以上の
事情を考慮して往診点数を再考する必要があるのではないだろうか。

往診点数について、現行では同条件で加入しているにも関わらず、遠
方と近場で不公平が生じている。また、近隣の生産者間でもどちらを
先に往診するかで不公平が生じている。往診点数は全加入者平均一律
にすべきではないか。（各NOSＡI診療所ごとに）もしくは500ｍ、４
kmの区分をもっと簡素化し、２戸以上の往診についても平均化すべき
ではないか。

特定組合化や組織の合理化により、拠点となる診療施設が統合され、
拠点から遠距離となる農家と近隣農家との不公平感が増している。現
行の基準を圧縮し、近距離の点数を上げ、遠距離の点数を下げるよう
な変更を望む。

現在の基準が適正か否かはなんとも言えないが、往診がすべての診療
であり、小動物の診療に比べて少ない。（特に山間部僻地での診療は
コストの割に非常に難しいのが現状である。）

往診距離に上限を定める。

往診距離４kmごとを細分化できないものでしょうか。２kmごととか？

距離について、～500ｍ、～４ｋｍ、～８ｋｍ・・・、～52ｋｍに分
類し、一覧表にしてほしい。

往診点数を１km単位に変えてもらいたい。

変更しない。
往診距離については、現行どおり診療
施設を起点とした組合員等までの距離
数を限度とした上で、組合員等間の実
走距離で算定する方法が、組合員等間
の公平性の観点から最も適当と考えま
す。

往診

変更しない。
往診時間等も考慮すると、現行の点数
が適当と考えます。

1
再診
（つづき）

2

再診料の分離については、本小委員会
における調査審議結果を踏まえ、必要
に応じ対応します。
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番号 変 更 種 別 変更希望理由及び内容 農林水産省の考え方

夜間を17：00からにしてほしい。診療所の勤務時間が8：30～17：00
なので、17：00～18：00までグレーゾーンが発生する。

夜間の時間帯を午後５時からにして欲しい。

たまにあるケースですが、難産介助の往診依頼で、現場に着いてみる
とすでに生まれていて、治療不要の場合がありますが、生まれた場
合、畜主が治療依頼獣医師に連絡すれば引き返すことができるが、特
に夜間は負担となるので、往診料だけでも給付されたい。

夜間診療（特に冬期間）の点数の増加分をもっと増やしてほしい。

冬タイヤの用意や雪道・日照時間の短縮による運転の危険性等を考
え、積雪時の増点を増やしてほしい。

積雪地帯の往診点数の割り増しが４点では安すぎる。スタッドレスタ
イヤ購入や運転の困難さをもっと考慮すべき。

往診点数で積雪地域での冬季の増点が適用されているが、同一地域で
あっても、もう少し細かく分けても良いと思う。

往診
（祝祭日の増
点）

今検討されている診療回毎の再診料（当然、時間外、休日の増点を行
う）が新設されないのであれば、休日（日曜、祝日）にも増点できる
ようにすべきだ。（当然Ｂ種点数のみ）

変更しない。
休日診療に対する費用の上乗せは組合
員等が負担すべきと考えます。

4 立会診
備考に適用範囲等を規定すべき。適用細則の記載を整理して備考欄に
移すべきだ。

備考に記載することを検討します。

膀胱炎等の抗生剤の注射薬に対し、薬治を認めて欲しい。また、休日
等についても認めてもらいたい。

注射薬の薬治を抗生物質にかぎり認める。抗生物質を複数回投与する
ことは、１．治療効果を高める、２．菌の薬剤耐性を防止する、こと
から望ましい。
したがって、連日往診することになるが、注射薬の薬治が可能となれ
ば往診を削減することができる。薬治は2日分を限度とし初診は除
く。初診は、患畜へ確実に投与するために薬治は認めない。治癒判定
のために薬治期間後に必ず診察することとする。

注射薬の薬治を認めてほしい。農家負担の軽減のため。獣医師の指示
で使用するので、問題ないと思います。

薬治の適用範囲に注射薬も加えていただきたい。連用することが明ら
かに有効と判断した場合に限り、２日分を上限に認めてはもらえない
か。（２回分の往診料の負担が抑えられるのは良いことでは）

病気により症状が安定しているが、抗生剤の注射が必要な場合抗生剤
の注射の薬治を認めてもらいたい。

膀胱炎等の抗生剤（注射薬）の薬治を認めてほしい。（膀胱炎、蹄
病、急性期ではない肺炎、関節炎等）

薬の中には連日投与を用法として指示しているものがある。獣医師職
員が不足している現状で診療が休日にまたがる場合等、限定して注射
薬の薬治も給付の対象にしてもらいたい。

治療経過において、抗生剤等の注射薬を連続投与したい場合に、その
都度往診・注射料が発生し診療費が高くなる。診療費を抑えるために
も、注射薬の薬治を適用できるように検討してほしい。

往診
（積雪地域の
増点）

往診
（夜間の増
点）

冬タイヤ等、消耗品に係る経費に係る
調査結果を踏まえ、必要があれば適正
に見直します。

変更しない。
人の保険診療においては、診療所の初
診・再診料に係る夜間増点は、午後６
時から午後８時までとされていること
を踏まえれば、現行の時間は妥当と考
えます。

2

変更しない。
注射は、獣医師の技術をもってしなけ
らば、家畜に危害を及ぼすおそれがあ
る行為等であると考えます。

薬治
（注射薬）

5
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7 検案書 備考に適用範囲等を規定すべき。 備考に記載することを検討します。

備考に適用範囲等を規定すべき。 備考に記載することを検討します。

コンサル的な役割が重要となる中で対価が低すぎる。指導書の発行内
容による点数の細分化が必要。（ワクチネーション、飼料給与、環境
管理等）

変更しない。
現行の点数が適当と考えます。

9 採血
Ｂ種、Ａ種点数ともに静脈内注射より低く設定されているのは不合理
だ。

変更しない。
静脈内注射と異なり、医薬品を注入す
る行為はなく、現行の点数が適当と考
えます。

HＢ量は血球数自動検査で測定可能であるが、血液生化学検査項目に
もHＢ量の点数が記載されており、どちらの点数を用いるべきか不明
確である。

本小委員会における調査審議結果を踏
まえ、必要に応じ対応します。

血液生化学的検査で５～７種はＢ種270点及びＡ種120点となってます
が、６～９種は１種増加するごとに何点かの増加にして貰いたい。

変更しない。
（１）の検査項目については、生化学
自動分析装置において、複数の検査項
目が一度に測定されることを踏まえ設
定されています。

動脈血による血液ガス分析のため。（動脈血採血を増点）
40　静脈内注射の備考で、動脈内注射
にも適用し、Ｂ種を218点とするとあ
ります。

22 血清学的検査
家畜保健衛生所にＢＬＶ抗体検査依頼の際、血清学的検査(Ｂ種242
点、Ａ種26点)請求しているが、逆ざや(家畜保健衛生所検査料 3,050
円)になっているので改善を希望する。

本小委員会における調査審議結果を踏
まえ、必要に応じ対応します。

23 寄生虫検査
鏡検による寄生虫検査（例えば、クリプトスポリジウムの場合）と
キット等による免疫学的検査に分ける。

本小委員会における検査キットによる
寄生虫検査の新設に関する調査審議結
果を踏まえ、必要に応じ対応します。

25 穿刺検査
検査の中に細菌検査や細胞学的検査などが含まれているとされるが、
複数の検査を行った場合や場所により筋肉内注射と検査を別途請求す
るなど複雑で誤謬が発生しやすいので、整理されたい。

変更しない。
現行の種別で問題ないと考えます。

28 胃内容液検査

胃カテーテルによる投薬、胃内容液検査、第一胃内溶液投与を行う際
の手技に違いが少ないのに点差が大きい（特に胃液採取が大変なので
28胃内容液検査、54第一胃内溶液投与については加点を希望す
る。）。

変更しない。
現行の適用で問題ないと考えます。

近年ＣＲ方式が導入されつつあるが、維持費が高く従来の点数では低
いため、ＣＲ撮影の場合、増点をつけてはどうか。

Ｘ線撮影に関して、近年ＣＲ方式が導入されつつあるが、維持費が高
く従来の点数では低いため、ＣＲ撮影の場合、フィルム撮影に増点を
つけてはどうか。

小型（ポータブルタイプ等）の装置を用いた場合としてあるが、小動
物用Ｘ線装置で撮影し、デジタル映像化処理もこれに含まれるので
しょうか。何回まで適用可能か分かりません。

変更しない。
小型（ポータブルタイプ等）の装置を
用いた場合の点数を適用することで問
題ないと考えます。この場合、デジタ
ル映像化処理を含みます。

レントゲン撮影時、動かないように鎮静術の増点がほしい。
本小委員会における鎮静術の適用範囲
拡大に関する調査審議の結果を踏ま
え、必要に応じ対応します。

指導書

血液生化学的
検査

レントゲン検
査
（撮影）

変更しない。
現行の適用で問題ないと考えます。

8

21

29
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繁殖障害の検査及び妊娠診断におけるエコー診断はかなり普及し、欠
かせないものになっている。検査や診断の精度を上げる事にも寄与し
ている。治療牛の授精後３６日以内の妊娠診断と子宮蓄膿症や胎子浸
漬等の診断に増点を要望します。Ｂ－Ａで100点程度。

繁殖障害への適用　超音波画像診断による妊娠鑑定はルーティン化し
ており、付帯した繁殖障害の診断治療が恒常化している。

超音波検査による卵巣検査、妊娠鑑定等の繁殖障害と腎臓、膀胱、子
宮等の内腔臓器検査に区分するのがよいと思われる。

繁殖障害への回数制限のない適用。当県では回数制限があるが、超音
波画像診断による妊娠鑑定はルーティン化しており、付帯した繁殖障
害の診断治療が恒常化している。

繁殖障害の検査にも適用してほしい。

超音波検査
（産褥期生殖
器超音波検査
（FUS））

牛の泌乳能力改良のスピード化や移行期の疾病予防管理進展に伴い、
最後まで経営ネックとなる最大疾病候補に、産後子宮の回復遅延症が
あると予想されます。幸い、この診断法が近年進化し、分娩後３週目
以降からの早期診断と処理が重要と判断されています。
あくまで疾病認定と治療を原則としたい保険制度であったとしても、
最も重要な国内畜産業界に貢献する目的を優先するならば、「子宮回
復遅延症（産後21～40日間限定)」としての疾病定義と認定に努力
し、その最善の科学的な対策に現場労力を集中させる『柔軟性眼力』
を持つことが、NOSＡIの目的に適う道と考えます。定義詳細は畳・大
澤先生等にお問い合わせを。特損では実施範囲狭いので普及困難と考
えます。

変更しない。
予防を目的として行う行為について
は、共済事故に該当しません。

蹄病検査
蹄病を検査するのではなく、蹄及びその周囲を検査するのだから「蹄
検査」にした方が良い。

変更しない。
現行の種別名で問題ないと考えます。

２肢以上行った場合増点できるようにしてほしい。

労力を要するので、２肢以上行った場合の増点を規定してほしい。

備考に適用範囲等を規定すべき。 備考に記載することを検討します。

「解剖」に変更し、種別欄で「局所解剖」と「全身解剖」に細分化す
る。更に一般死亡事故にも適用できるようにする。解剖をしない検案
は、検査をするにしても診察程度なので〔第１診察料〕の項に移す。
検案として解剖した場合は、新しい〔第１診察料〕の「検案」と新し
い〔第４検査料〕の「解剖」を適用する。

変更しない。
局所解剖と全身解剖を区分することは
困難です。

38 皮下注射
混和できない注射液を注射するとき２回注射しなければならず、その
ときを増点規定とすることはできないか。

39 筋肉内注射
混和できない注射液を注射するとき２回注射しなければならず、その
ときを増点規定とすることはできないか。

備考欄の文章で細分化しているが判りにくいので、種別欄で分別記載
し整理し直す。

静脈内注射の場合、補液管と点滴の区分をはっきりとしてほしい。

40静脈内注射において生後60日齢以内の牛は増点があるように、肥育
の仕上げ（出荷前）の大型牛にも増点を希望。

本小委員会における調査審議結果を踏
まえ、必要に応じ対応します。

41 点滴注射
生後60日齢以内の牛に下痢等の治療に輸液セットにての静脈内注射を
点滴注射とする。

追加しない。
現行の点滴注射の適用で問題ないと考
えます。

各々別に注射を行う必要がある医薬品
を用いた場合は、皮下注射を２回適用
することが可能です。

蹄病検査
（２肢増点）

変更しない。
は行検査等により異常肢を診断するも
のであり、濫用防止の観点からも、現
行の種別は適当と考えます。

37 検案

31

超音波検査

35

変更しない。
現行の運用で問題ないと考えます。

40 静脈内注射

変更しない。
繁殖障害の診断においては、直腸検査
が主体で実施されている実態を踏ま
え、現行種別は適当と考えます。
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（生後30日以内の増点）
重度の脱水を呈するものが多く時間・労力を要するため。

変更しない。
現行の適用で問題ないと考えます。

生後60日齢以内の牛の場合、静脈内注射では増点する規定があるにも
かかわらず、静脈内注射より実施頻度が多く、時間を要する点滴注射
に増点する規定がないのは遺憾である。又、1,000ミリリットルを超
えた場合の増点が、静脈内注射と点滴注射で同点数なのは明らかに不
合理である。

本小委員会における調査審議結果を踏
まえ、必要に応じ対応します。

45 尾椎注射
尾椎注射の種別は、主に尾椎麻酔で使用されると考えられ、実際には
腟脱整復や子宮脱整復後の陰部縫合等で実施するが、どのような場合
に適用になるか備考欄に明記してほしい。

本小委員会における調査審議結果を踏
まえ、必要に応じ対応します。

47投薬の胃カテーテルによる投薬の備考欄に、「２　カテーテルによ
り初乳を経鼻投薬した場合」とあるが、「経鼻」の語を削除したほう
がよい。カテーテルを口から挿入することもあり得るから。

カテーテルによる初乳投与が経鼻投与に限られているが、経口投与も
給付対象にすべきだ。

備考２について、初乳に人工初乳を含むことを明記してほしい。また
生後何日までかと回数も明記してほしい。

本小委員会における調査審議結果を踏
まえ、必要に応じ対応します。

馬に対する胃カテーテル投与が牛と同じであるのは疑問。馬の方が技
術的にも作業的にも負担が大きい。

本小委員会における調査審議結果を踏
まえ、必要に応じ対応します。

備考の２として、泡性（泡沫性）鼓脹症の場合は、Ｂ種に１１４点を
加える。泡沫性の場合、除去するのに長時間（２～３倍）を要する。

本小委員会における調査審議結果を踏
まえ、必要に応じ対応します。

胃カテーテルによる投薬、胃内容液検査、第一胃内溶液投与を行う際
の手技に違いが少ないのに点差が大きい（特に胃液採取が大変なので
28胃内容液検査、54第一胃内溶液投与については加点を希望す
る。）。

変更しない。
現行の点数が適当と考えます。

投薬
（胃カテーテ
ルによらない
投薬）

種別47　投薬　胃カテーテルによらない投薬　にて、請求できないの
に種別になぜ未だにのっているかが不明である。種別にのっているの
であれば、経口投薬で請求してよいのではないだろうか。

胃カテーテルを使わずに投薬を行った
場合は、「47 投薬（胃カテーテルに
よらない投薬）」を適用することがで
きます。

マイコプラズマの洗浄は、１～３回で治癒しない症例が多く、65外傷
治療等と同様に、第１回と第２回以降の点数差をつけてはどうか。

現行では治療の回数に制限が無いので、ある程度の回数を上限に決め
たほうが良いのではないか。

備考１に「耳洗浄には鼓室洗浄を含む」とあるが、耳洗浄の備考なの
で「鼓室洗浄を含む」でよい。

ご指摘を踏まえ、修正します。

洗浄
皮膚病治療時に洗浄が必要な事例もあるので、洗浄を適用できるよう
お願いします。

変更しない。
皮膚病治療に含まれるものと解されま
す。

52 散布 備考に適用範囲等を規定すべき。
変更しない。
適用範囲等は明確であり、備考に追加
する必要はないと考えます。

ネブライザー等の吸入治療の点数化。

ネブライザー等の吸入治療の点数化。

肺炎・気管支炎等の治療にネブライザを用いた吸入治療がとても有効
であるためネブライザを追加。また、臨床現場では一般的な処置療法
となっている。

53
気管内薬剤噴
霧

変更しない。
適応外使用は、有効性、安全性が担保
されていないことから、給付対象とす
ることは適当ではないと考えます。

本小委員会における調査審議結果を踏
まえ、必要に応じ対応します。

本小委員会における調査審議結果を踏
まえ、必要に応じ対応します。

投薬
（胃カテーテ
ルによる投
薬）

47

洗浄
（耳洗浄）

48

41
点滴注射
（つづき）
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番号 変 更 種 別 変更希望理由及び内容 農林水産省の考え方

胃カテーテルによる投薬、胃内容液検査、第一胃内溶液投与を行う際
の手技に違いが少ないのに点差が大きい（特に胃液採取が大変なので
28胃内容液検査、54第一胃内溶液投与については加点を希望する）

変更しない。
現行の適用で問題ないと考えます。

第一胃内容液投与の治療内容が採取した第一胃内容液を採取した牛以
外の牛に投与するものであるなら、十分に滅菌・消毒されていないも
のを他の牛に投与すべきではないと思います。第一胃内容液投与を削
除し、胃内金属異物除去だけにした方が良いと思います。

常法であり、問題ないと考えます。

55 胃洗浄 備考に適用範囲等を規定すべき。
変更しない。
適用範囲等は明確であり、備考に追加
する必要はないと考えます。

56 浣腸
新生子の胎便排出と馬の便秘疝時の浣腸は量と危険度に差があるので
目的に応じて細分してほしい。

本小委員会における調査審議結果を踏
まえ、必要に応じ対応します。

牛と馬・種豚でＡ点数に大きな開きがあるが、理解できない。
本小委員会における調査審議結果を踏
まえ、必要に応じ対応します。

洗浄液を含んでの点数になっているが、点数を下げて洗浄液（医薬
品）は増点できるようにした方が良い。

変更しない。
種別に含まれる洗浄液は、生食やリン
ゲル等であり、使用量も大差がないこ
とから、増点にする必要はないと考え
ます。

バルーンカテーテルを用いて左右の子宮角をそれぞれ洗浄した場合、
増点もしくは洗浄液の量の２Lという条件をなくしてほしい。

本小委員会における調査審議結果を踏
まえ、必要に応じ対応します。

直腸検査点数と洗浄点数に分割することを希望。診断と治療行為は、
分けて点数化すべきと考える。

変更しない。
子宮洗浄は、直腸検査を必ず併せて行
うことから、現行の種別が適当と考え
ます。

60
子宮内薬剤挿
入

処置を選択する上で直腸検査は必要です。直腸検査と点数を分けて子
宮内薬剤注入の技術点を設定をお願いします。

変更しない。
子宮内薬剤注入は、直腸検査を必ず併
せて行うことから、現行の種別が適当
と考えます。

処置後の産道の損傷に対する処置を含むにしては、Ａ点があまりにも
低すぎる。

胎盤停滞除去は、産道の損傷に対する
処置ではないと解されます。

不完全な新種別と言わざるを得ない。新しい種別なのに、備考に分娩
後の時間経過による規定や手技の内容等の適用範囲が規定されていな
い。仮に陰門外に下垂している胎盤を牽引することを想定していると
して、完全除去できる場合、一部しか除去できない場合のいずれでも
適用できるのか明確にされていない。そもそも胎盤の牽引は獣医技術
を必要とせず、畜主自ら行う通常管理に含まれると理解するのが適当
で、それを獣医師が行ったからといって点数化して給付の対象にする
のは間違っている。削除すべきだ。残すにしても、胎盤を牽引し完全
除去した場合に限定し、種別名を「停滞胎盤牽引除去」にした方が良
い。
　Ｂ点：112点　　Ａ点：10点
また、用手法（胎盤を子宮小丘から剥離）除去した場合を分離し、
〔第８手術料〕に「停滞胎盤除去｣を新設する。

変更しない。
胎盤を子宮小丘から剥離し除去した場
合は増点できることとされています。

牛・種豚の備考で、牛で剥離除去後の子宮洗浄は増点するようになっ
ている。適用細則には、処置直後の子宮洗浄は「子宮洗浄」を適用す
るとある。種豚及び剥離除去しなかった牛では子宮洗浄を適用すると
いう意味か。牽引して除去した行為に全く点数を認めていないことに
なりますよ。

ご指摘を踏まえ、修正します。

〔第６処置料〕の中で、「外傷治療」として種別が設けられている。
縫合をしない場合は処置としての「外傷治療」として現行点数を適用
し、縫合した場合は〔第８手術料〕のその他の手術の項に新種別とし
て「外傷手術　小　大　第１回」を設け、あわせて第２回以後の点数
も設定する。

本小委員会における調査審議結果を踏
まえ、必要に応じ対応します。

20㎝を境に大小の二段階に分けているが、更に40㎝を境に分け、大中
小の三段階に分けてはどうだろうか。

変更しない。
現行の区分を更に細分化することは困
難と考えます。

59 子宮洗浄

54
第一胃内容液
投与

胎盤停滞処置61

65 外傷治療
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番号 変 更 種 別 変更希望理由及び内容 農林水産省の考え方

大きさによる規定はあるが、箇所数による規定はないので、はっきり
と明記すべきである。

20cmを超える程の外傷は稀であり、深さなどにより20cm以下であって
も十分労力を要すことは多々ある。10cmで区切ってよいかと思われ
る。

創の状態により難易度が変わり、特に創面が大きい場合には、現在の
大の点数では技術料が不足する。特大（例：50cm以上）の設定を望
む。

外傷性筋腱断裂等運動器における重度な外傷に対する外傷治療にはギ
プス装着を併用することが一般的であるが、該当種別にギプス増点が
規定されていない。

本小委員会における調査審議結果を踏
まえ、必要に応じ対応します。

蹄病処置と同じ包帯を使用する場合が多い。
本小委員会における調査審議結果を踏
まえ、必要に応じ対応します。

66
第四胃簡易整
復

備考に適用範囲等を規定すべき。 備考に記載することを検討します。

外傷治療と同じ包帯を使用する場合が多い。

伸縮性接着包帯を用いた場合の増点について、65外傷治療他と67蹄病
処置他の区分がわかりづらく、間違えやすい。蹄病で１肢で１本使う
ことも多い。統合してもよいのではないか。

２肢以上の治療も１肢目と同程度の手間、資材がかかるので、１肢あ
たりの点数×患肢数で給付してほしい。また、１肢あたりの伸縮性接
着包帯の増点は32点となっているが、外傷治療が63点であり、同程度
量を使用するので同額にすべきだ。２回目以降の点数について備考欄
で規定しているが、外傷治療と同様に種別欄に明記した方がわかりや
すい。

備考５ 第２回以後の点数について、２肢以上行った場合の増点と伸
縮性接着包帯を用いた場合の増点が必要と考える。

第２回以後の点数について、２肢以上行った場合の増点と伸縮性接着
包帯を用いた場合の増点が必要と考える。

0608～伸縮包帯増点（蹄病）を患肢数に伴う増点を認めてほしい。
（数値２以上の入力）

「67 蹄病処置」の備考において、伸
縮性接着包帯を用いた場合、１肢につ
き増点が可能です。

蹄病処置の場合２肢以上診ることも多く、加えて処置内容が異なるこ
とが多い。現状の点数加算システムでは電子カルテの対応が難しいよ
うである。１肢　２肢　３肢　４肢の基礎点数に追加処置の伸縮包
帯、蹄病ブロック装着を加算した表記に変更してもらいたい。たとえ
ば両後肢で左後肢にブロック、右後肢に包帯した場合は　２肢＋ブ
ロック＋伸縮包帯、　両後肢にブロックを装着した場合には２肢＋ブ
ロック＋ブロック。３肢で１肢は削蹄のみ、他の２肢は伸縮包帯した
場合には３肢＋伸縮包帯＋伸縮包帯。
 ※当診療所使用の電子カルテが対応していないだけかもしれませ
ん。

現行種別で問題ないと考えます。

伸縮性接着包帯の増点は32点となっているが、外傷治療が63点であ
り、同程度量を使用するので同額にすべきだ。

本小委員会における調査審議結果を踏
まえ、必要に応じ対応します。

乳嘴腫（乳頭腫）の全身性、多数切除のときは外傷治療（大）を適
用。

現行種別で問題ないと考えます。

69 鎮静術

改正前は麻酔術の備考、適用細則で麻酔術との深度の境が定義され、
適用細則の記載に基づき給付の対象となっていた。改正後は「鎮静
術」として分離新設されたが、麻酔術との深度の境が定義されていな
いのは不十分だ。もしかして記載漏れか印刷漏れですか？

本小委員会における調査審議結果を踏
まえ、必要に応じ対応します。

65

68
その他の外科
的処置

67

本小委員会における調査審議結果を踏
まえ、必要に応じ対応します。

本小委員会における調査審議結果を踏
まえ、必要に応じ対応します。

変更しない。
現行の区分を更に細分化することは困
難と考えます。

蹄病処置

外傷治療
（つづき）
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番号 変 更 種 別 変更希望理由及び内容 農林水産省の考え方

鎮静術について：当県には手術室の設備はなく、農場の現場で牛体を
保定し、開腹手術や牛体の回転などで鎮静術を行っている。大動物臨
床の現場では過重な作業（保定、牽引など）に対して処置前の準備と
して鎮静術が必要な場合がある。また近年では臨床現場に女性獣医師
が増えている。それらを考慮して危険を伴う診療等の前処置として鎮
静術は必要であり、ひいてはそれが獣医師職員の労災の防止や安全の
確保につながると考えられる。

前回の診療点数表の改定により、鎮静
術は新設されています。

レントゲン検査等の検査において、患畜や獣医師、畜主が安全に作業
するために鎮静剤を施した場合は、処置・手術区分以外でも鎮静術を
給付としてほしい。

レントゲン検査時の鎮静が必要となる場合が多く認められる、現在、
鎮静術は「手術」および「処置」でしか給付されないので「検査」時
も必要に応じて給付できるようにして欲しい。

麻酔後の処置で拮抗薬を投与しなければならない場合があり、その薬
品代を追加してほしい。

覚醒術について：農家の高齢化、農場の大規模化による従業員等の作
業や時間的効率化、廃業が増えたことによる近隣農家の消滅による助
け合いができない、などから慢性的に人手不足である。従来は鎮静後
の管理も農家に任せることができたが、上記の理由から覚醒の管理を
農家に任せるには時間の短縮化が必要である。覚醒術による鎮静の短
時間化は鎮静術の後処置として必須であると考える。
小動物に用いる鎮静剤の拮抗薬は存在する。しかし現状では大動物に
対する薬剤はなく、これは薬品メーカーの対応を待つしかないが、そ
れに先立ち種別の追加を願いたい。

76 気管切開 備考に適用範囲等を規定すべき。
変更しない。
適用範囲等は明確であり、備考に追加
する必要はないと考えます。

〔第８手術料〕ではなく、〔第６処置料〕の項に移すべきだ。
本小委員会における調査審議結果を踏
まえ、必要に応じ対応します。

備考に適用範囲等を規定すべき。
適用範囲等は明確であり、備考に追加
する必要はないと考えます。

78 食道切開 備考に適用範囲等を規定すべき。
適用範囲等は明確であり、備考に追加
する必要はないと考えます。

79 齰癖矯正術 備考に適用範囲等を規定すべき。
適用範囲等は明確であり、備考に追加
する必要はないと考えます。

81 穿胃
適用細則で腹水除去にもこの点数を適用するようになっているが、尿
石症による膀胱破裂で多量の腹水（尿）を排出することがあり当然長
時間を要する。所要時間による増点規定を設けるべきだ。

本小委員会における調査審議結果を踏
まえ、必要に応じ対応します。

83 開胸
削除すべきと考えるが、残すのであれば、備考に適用範囲等を規定
し、動物種の分類だけでなく、手術名、該当臓器等を定義し体裁を整
えるべきだ。

本小委員会における調査審議結果を踏
まえ、必要に応じ対応します。

【帝王切開時に第四胃変位整復や腸管手術を同時に実施した場合の点
数】帝王切開時に併発する第四胃変位および腸捻転、腸重積等の手術
を同時に実施した場合には増点されたい。目的が異なる二つの手術を
同一創口で行った場合には増点または、それぞれの手術において給付
されたい。動物福祉の観点からも検討願いたい。

本小委員会における調査審議結果を踏
まえ、必要に応じ対応します。

若齢牛の開腹手術（例えば生後数か月齢子牛の腸管手術）の場合、成
牛の手術ほど大がかりでないため子牛用の点数規定があると良いと思
う。点数はＢ点2,000～3,000点程度でよいと思う。

本小委員会における調査審議結果を踏
まえ、必要に応じ対応します。

開腹

77 食道異物除去

本小委員会における鎮静術の適用範囲
拡大の可否に関する調査審議結果を踏
まえ、必要に応じ対応します。

変更しない。
適応外使用は、有効性、安全性が担保
されていないことから、給付対象とす
ることは適当ではないと考えます。

69
鎮静術
（つづき）

84
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番号 変 更 種 別 変更希望理由及び内容 農林水産省の考え方

開腹
（腸管手術）

腸管手術はその都度、難易、所要時間に差が大きい。この点数では請
求しづらい場合もあり、Ｂ点を低くして（第四胃右方変位程度）それ
以上は備考で加点してはどうか。

本小委員会における調査審議結果を踏
まえ、必要に応じ対応します。

帝王切開は難産介助を試みてから移行する場合が多いことから、増点
もしくは併記を認めて欲しいです。

難産介助後の帝王切開は、難産介助の点数も給付可にすべき。

胎児蘇生を増点してもらいたい。
本小委員会における調査審議結果を踏
まえ、必要に応じ対応します。

初回の第四胃左方変位整復手術は比較的安易な手術。Ｂ－Ａ種点数
は、開腹（その他の開腹）と同額の3,076点が妥当。備考に「初回の
左方変位で癒着等の激しいもの及び２回目以降の左方変位手術はＢ種
に1,200点を加える。」を付す。

開腹手術（特に第四胃変位整復手術）について、点数の細分化が必要
と思われるので検討願いたい。

第四胃変位整復手術の右方変位の中には捻転を伴わず、左方変位より
も整復が容易なものがある。よって右方変位整復手術は捻転整復を
行った場合と行わなかった場合に分けるべきである。

両膁部切開が必要な事例もあるので検討をお願いします。

右方変位ではＢ点に加点があるが、左方変位でも同様に加点した点を
Ｂ点としてほしい。手術の難易性は同じと思う。ゆ着等の加点もほし
い。

点数が高すぎる。もう少し低く望む。実際の労力とのかい離。

牛の第四胃変位整復手術に傍正中切開を増点するように追加して頂き
たい。けん部切開に比べて技術的に高度であるのと回転台が必要なた
め。

子牛の臍膿瘍が悪化すると臍動・静脈を通って膿瘍が上行、そのよう
な場合、肝臓、膀胱のすぐ近くまでの膿瘍の摘出が必要。このような
場合にその他の開腹術を適用させてほしい。

難産介助後および分娩後、子宮裂傷により開腹して子宮縫合が必要な
場合、この点数を適用できるようにして、さらに子宮縫合の増点（帝
王切開に近い点数が必要）を付けるようにしてほしい。現在は開腹し
ているにもかかわらず、適用できる点数がない。手技の困難さと必要
な時間から考えても妥当と思う。

診断的開腹や処置不能による閉腹のみの場合に適用することが多く、
現行の点数では高すぎると考えられるため、変更を望む。

84開腹（牛・馬　その他の開腹）は、脂肪壊死症、中皮種、腹膜癒着
及び肝円さく遺残の診断を行った場合に適用され、Ｂ点で3,636点と
なっている。しかしこれらの疾病は基本的に予後が悪く、畜産農家に
とって経済的ダメージが大きいことから、畜産農家の負担を軽減する
ためにも点数を下げることが妥当と考えられる。

子宮破裂を開腹にて縫合する場合適用となる手術がない。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
応するという文言を変更してほしい。

第四胃変位整復手術で、開腹後に牛白血病などの治らない病気があっ
たとき、中断して、廃用する。このとき、大分県の扱いは、104切開
手術（大）第１回のの、706点を適用するが、材料も時間もかけてい
るので、その他の開腹手術の3636点を適用してほしい。

開腹（第四胃
変位整復手
術）

開腹
（帝王切開）

本小委員会における調査審議結果を踏
まえ、必要に応じ対応します。

本小委員会における調査審議結果を踏
まえ、必要に応じ対応します。

84

開腹
（その他の開
腹）

本小委員会における調査審議結果を踏
まえ、必要に応じ対応します。
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番号 変 更 種 別 変更希望理由及び内容 農林水産省の考え方

適応症が限定的すぎる。開腹時に腹腔内腫瘤が多数判明する場合が非
常に増えている。例えば、牛白血病に伴う第四胃移行部の腫瘤などは
開腹時に初めてわかるものであり、近年非常に増加している。

第四胃変位整復手術を行い開腹したが、腹膜癒着が著しく何も処置は
せずに閉腹した場合は、現行の点数では少々高すぎると考える。この
ような場合の点数を加えて頂きたい。

創傷性疾患の診断も入れて欲しい(診断的開腹の新設)。

備考に適用範囲を規定すべき。何の、何処のヘルニアか不明。臍ヘル
ニア？鼠径ヘルニア？会陰ヘルニア？腹壁ヘルニア？どれでも？

尿膜管遺残摘出を行った場合の増点を設定して欲しい。

腹腔内膿瘍摘出、癒着臓器剥離など第四胃変位整復手術と同等もしく
はそれ以上の時間、消耗品、技術を要するため第四胃変位と同程度に
変更。

ヘルニア整復の診療点数を上げてほしい。

ネット整復の加点。手術の複雑化のため。非観血の腹部固定ネット対
応を点数化。

追加しない。
現行のその他の外科的処置の適用細則
の臍ヘルニア簡易固定を行った場合の
適用で問題ないと考えます。

88 腟脱整復
〔第８手術料〕ではなく、〔第６処置料〕の項に移すべきで、圧定法
による整復だけとする。陰門縫合法は、89　腟脱整復手術の縫合法に
含める。

本小委員会における調査審議結果を踏
まえ、必要に応じ対応します。

子宮脱で起立不能の牛を吊起して整復した場合増点して欲しい。

子宮脱・子宮捻転整復時に多用するため。

子宮脱整復に際し、牛が起立困難のため整復不能の場合がある。この
ような場合、吊起により牛体をつりあげることにより、容易に整復可
能となる。従い、吊起法を追加し、増点する。

母牛が既に起立不能となっていることが多く、整復が更に困難となる
ため、その場合に増点してほしい。

乳牛と和牛では整復に要する時間、労力が大きく異なるため、難易度
により点数を分けたほうがよい。

30分超過した場合の増点を適用してもらいたい。多大な労力を要する
ため。

後肢吊上げ整復時の増点。

30分を超えて娩出しない場合に１回のみ増点できるようになっている
が、１時間以上の時間を要す場合や産道損傷に対する処置に時間を要
する場合もある。全経過を通しての時間で判断し、30分毎の増点にす
べきである。

難産介助は、胎子の状況により時間がかかるため時間の別ではなく、
状況による区別、増点を望む。

90

86 ヘルニア整復

本小委員会における調査審議結果を踏
まえ、必要に応じ対応します。

子宮脱整復

小委員会における調査審議結果を踏ま
え、必要に応じ対応します。

92 難産介助

難産介助については、胎子の状態によ
り増点することは、道徳的危険がある
ということで時間増点に一本化されま
した。

本小委員会における難産介助の適用範
囲の見直しに関する調査審議の結果を
踏まえ、必要に応じ対応します。

本小委員会における調査審議結果を踏
まえ、必要に応じ対応します。

開腹
（その他の開
腹）
（つづき）

84
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番号 変 更 種 別 変更希望理由及び内容 農林水産省の考え方

胎膜水腫、気腫胎など帝王切開に適さない場合で非常に困難で長時間
を要する場合がある。備考で考慮して欲しい。

難産介助において難度の高い失位整復(例えば尾位上胎向両後肢失
位・・・かなり大変）について熟練者なら30分以内に処置できること
があるが現行の診療点数では個人の技量が評価されない。技量の低い
ものが時間をかけて処置したほうが診療点数が上がる。胎子の失位整
復の増点を復活してほしい。

難産の時は時計を確認して30分経過したかなどなかなか気にしていら
れないし、集中できない。時間による分け方はできればなくして一律
にしてほしい。

難産介助を行った場合において、30分を超えても娩出しない場合はＢ
種に509点を加えるとあるが、連合会は多胎児と奇形児のみ給付。30
分を超える危険度の高い初産牛の分娩について備考に是非加えてほし
い。

以前はあった、双子の場合の２胎子目の分娩の介助に対する増点。
胎子の失位の程度によっては、時間と労力に差が大きな差異があり、
要する時間により増点の必要があるのではと、考える。

介助時間の長さによる増点（段階的増点）。

備考３について、蘇生術（胎水の吸引及び酸素吸入）→内容と増点数
を変更すべき。
内容について、胎水の吸引or酸素吸入or胸壁や腹部の圧迫・牽引等に
よる呼吸誘導or薬剤による呼吸誘導や心拍促進なども考慮すべきであ
り、とりわけ「及び」の表現は不適切。
増点数について、たとえば頭位で牽引娩出され胸部圧迫により気道に
胎水貯留が認められない胎子のケースが多々あるが、呼吸浅薄（また
は停止）・酸欠・失神状態では、人為的に胸腔を拡張する作業（10～
30分程度）が必要（この物理的な作業が非常に重要であり熟練を要す
る、また体力が必要な作業）であり、難産介助点数と同程度に要求さ
れる難易度であると考える。

胎水の吸引のみで蘇生することもある
ことから、「及び」を「又は」へ修正
します。

蘇生術は吸引及び酸素吸入を行った場合とあるが、酸素吸入は現場で
はかなり困難であり、人工呼吸器を用いても仮死状態の胎子でも酸素
吸入しなくても蘇生するので、人工呼吸器により処置も蘇生術として
認めて欲しい。

本小委員会における調査審議結果を踏
まえ、必要に応じ対応します。

今回の改正で「種別の切胎」が削除され、難産介助の牛・馬だけ備考
欄４に規定された。難産介助の一手段との考え方だと思うが、改正後
は全く独自の点数というシステムになっており、削除→統合した意味
は無いように思う。増点規定にした方が良かったのでは。

変更しない。
現行の種別で問題ないと考えます。

現行、胎子が複数の場合で１頭目が分娩され２頭目の難産介助時に
行ったものに限り別途子宮内薬剤注入・挿入の種別を請求できる。
（※１頭目の娩出に伴って上記処置が必要な臨床症状を併発している
と判断される）単胎の場合は給付対象とならない。しかし、単胎で
あっても「気腫胎」などの進行により既に子宮が汚染され難産介助に
よる摘出と同時に子宮内への薬剤注入等が必要な場合もあるが現行は
給付にならず、難産介助に含まれてしまう。
以上の理由により、単胎であっても子宮内への処置が必要な場合はそ
の種別について別途給付できるようにお願いしたい。

変更しない。
手術料には、原則として手術のために
必要な医薬品等が含まれています。

難産介助に際して使用した薬剤は、Ｂ点も含め全て加算できるように
希望する。個体によっては子宮収縮剤が必要な場合や産道縫合後に抗
生物質投与が必要な場合があるため。

変更しない。
難産に使用できる子宮収縮剤が動物用
医薬品にはありません（要確認）。ま
た、術後の抗生物質投与は予防目的で
行うものであり、給付対象外となりま
す。

往診料のみの加算があるが、難産介助・帝王切開など過酷な労働であ
り通常時間とは異なるため技術料の上乗せを希望します。手術（夜間
時枠）など×1.25倍(就業規則第19条時間外労働45時間以下）を目安
とした。

夜間診療については、往診料に追加
し、すべての種別で適用する現行の方
法が適当と考えます。

92
難産介助
（つづき）

難産介助については、胎子の状態によ
り増点することは、道徳的危険がある
ということで時間増点に一本化されま
した。

本小委員会における難産介助の適用範
囲の見直しに関する調査審議の結果を
踏まえ、必要に応じ対応します。

40



番号 変 更 種 別 変更希望理由及び内容 農林水産省の考え方

牛の難産介助時にまれに母体産道内の動脈破裂を起こす症例があり、
大血管損傷の場合、直ちに止血縫合を実施しなければ出血多量で死亡
する。緊急性が高く、産道内での処置なので、難易度が高いのに、増
点規定が無いため、難産介助の備考に追加して欲しい。

「難産介助」には同時に行う「腹腔内に達するような産道損傷」に対
する処置も含まれているが、陰部からのアプローチで腟の裂傷を縫合
する作業は非常に困難で、最低でも１時間程度を要する。また、難産
介助なしで産道の損傷を治療する場合は、「外傷治療」が適用になる
と思われるが、20cm以下の裂傷で227点、20cmを超える場合の529点は
点数が低過ぎる。手技の難しさと必要な時間から考えて少なくとも
「蹄病手術」程度の点数が必要。

難産介助
（腹腔内より
整復）

難産介助整復時に開腹はするが、子宮を切開せずに腹腔内より整復す
る場合があるが、現在これに対応する種別点数がないので新設を希望
する。

本小委員会における調査審議結果を踏
まえ、必要に応じ対応します。

難産介助
（蘇生術に呼
吸促進剤追
加）

新生子牛の胎水吸引後。

変更しない。
適応外使用は、有効性、安全性が担保
されていないことから、給付対象とす
ることは適当ではないと考えます。

整復に時間を要したり、整復後、胎子の失位等で難産になった場合
に、難産介助のような「30分を超えて娩出しない場合に一回のみ増点
できる。」規定が無いのは不合理である。30分、１時間以上の時間を
要する場合や産道損傷に対する処置に時間を要する場合もある。全経
過を通しての時間で判断し、30分毎に増点できる様にすべきである。

整復に30分以上かかることが多い。難産介助の30分を超えた場合の増
点を、子宮捻転整復にも適用してほしい。

備考の追加：
○捻転整復後、胎子失位等により、娩出に長時間を要した場合、時間
超過の増点

○分娩後の新生子に対して蘇生術を行った場合の増点
特に胎子の回転法により整復後、娩出に長時間を要した場合、難産介
助（30分超）より手術点数が低いのはおかしいのでは。

子宮捻転整復した場合30分を超える場合が多く、牛の難産介助で30分
を超える場合の「Ｂ種509点を加える」を子宮捻転整復にも適用して
ほしい。

Ｂ種点数を1,700点。理由、難産介助と同じ、すぐ帝王切開に移行す
る。

胎子の娩出ができない場合に、それから移行した種別に増点する項目
を設ける。現在は子宮捻転にかかった時間、労力が胎子の娩出が出来
ない限り報われないため。

胎子の回転法を行った場合、どれだけ時間がかかっても842点で、30
分を超えて難産介助を行った場合より低い点数となります。子宮捻転
整復もかなり労力を必要とするので、難産介助のようにかかった時間
による増点をお願いしたいです。

胎子回転法は高い熟練度が要求される技術であり、母牛に対する侵襲
性も低い。改正後の点数はあまりにも低すぎるので変更を要求する。

子宮捻転整復後は産道が狭小である確率が極めて高いため、通常の難
産介助以上に時間と労力を要する。30分超過の509点を加えるべきで
ある。

子宮捻転整復において、母体回転法より、胎子回転法を高い点数にし
てほしい。明らかに胎子回転法の方が難易度が高く、体力も使う。

主に母体回転を行い胎子回転はほぼしないため、減点してもよい。ま
た開腹による捻転整復(経腟分娩)の場合の加点を希望する。

胎子の回転法に30分を超えるを追加、疲労度の面からみて点数は難産
介助（30分を超える）が適当。

本小委員会における調査審議結果を踏
まえ、必要に応じ対応します。

難産介助
（産道損傷治
療）

子宮捻転整復
（胎子の回転
法）

子宮捻転整復

本小委員会における調査審議結果を踏
まえ、必要に応じ対応します。

92

93

41



番号 変 更 種 別 変更希望理由及び内容 農林水産省の考え方

子宮捻転整復
（吊起増点）

子宮脱・子宮捻転整復時に多用するため。
本小委員会における調査審議結果を踏
まえ、必要に応じ対応します。

子宮捻転整復
(整復後対応)

子宮捻転整復の場合整復後すぐにけん引娩出させる時とまだ産道の開
きが遅い時は、一度その場を離れまた来る場合やその後自然分娩する
こともある。これらの場合を分けてほしい。

前回改正で、子宮捻転整復と難産介助
の間隔規定（６時間）は廃止されまし
た。

子宮捻転整復
（胎児蘇生）

増点に胎児蘇生を追加してもらいたい。30分超過増点を適用してもら
いたい。多大な労力を要するため。

本小委員会における調査審議結果を踏
まえ、必要に応じ対応します。

94 乳房切開手術
備考に適用範囲等を規定すべき。本来、何を想定した種別名なのかわ
からない。備考記載の２つの手術以外に何があるというのか。

変更しない。
現行の種別で問題ないと考えます。

96 乳頭手術
Ｂ－Ａが738点なのに、２分房目からの増点（Ｂ－Ａ）が254点なのは
あまりにも低すぎる。せめて500点程度にすべきだ。

本小委員会における調査審議結果を踏
まえ、必要に応じ対応します。

ギブス固定をする時の鎮静術は給付されるのに、ギブスを外す時の鎮
静術が適用にならないのはなぜ。骨折整復に外す時の技術（鎮静術）
まで含まれているのか不明です。ギブスの装着と脱着は点数を定めて
は。

本小委員会における調査審議結果を踏
まえ、必要に応じ対応します。

骨髄ピンによる整復（骨接合板を使わず骨髄ピンのみで固定）とエー
マースプリント等による固定法（ギプス包帯以外の固定法）の併用。

本小委員会における調査審議結果を踏
まえ、必要に応じ対応します。

骨折整復
（創外固定
術）

今回新設されたにもかかわらず、備考欄にも適用細則にも何ら適用範
囲等の規定がない。昨年度の本調査では開放骨折、関節内骨折又は粉
砕骨折を想定されたものでしたよね。相当の思い入れがあって新設し
たのでしょうから、しっかりその内容が理解できるようにしておかな
ければならなかったと思います。もしかして記載漏れか印刷漏れです
か？

本小委員会における調査審議結果を踏
まえ、必要に応じ対応します。

骨折整復
（ギブスとし
てキャストを
使用）

成牛の骨折整復時に４から８個以上使用、採算割れ。
本小委員会における調査審議結果を踏
まえ、必要に応じ対応します。

この度の改正で伸縮性接着包帯を用いた場合の増点が61点から32点に
減点（減額）されたのは理解できない。

本小委員会における調査審議結果を踏
まえ、必要に応じ対応します。

ナックル整復にはその処置に用いる副資材や牛の月齢によって費用や
労力に大きな差がある。子牛のナックル整復などは処置に対しての点
数が高すぎるため、基準の点数を下げて、処置内容に合わせた増点の
方法が望ましい。

現行の種別は適当と考えます。

腱切断術または腱延長術を実施した場合は、Ｂ種1,036点（104切開手
術（小）第１回に相当する325点を加える）が妥当である。

本小委員会における調査審議結果を踏
まえ、必要に応じ対応します。

備考に「蹄病検査を含む」とあるが、これまで蹄検査は診察に含まれ
ているとの解釈で点数が定められていた。今回の改正は蹄病検査を含
むことにしたことと消費税増税に対応したのだからＢ点が822点では
低すぎる。900点は下らないのではないか。

現行の種別は適当と考えます。

２肢以上の治療も１肢目と同程度の手間、資材がかかるので、１肢あ
たりの点数×患肢数で給付してほしい。また１肢当たりの伸縮性接着
包帯の増点は32点となっているが、外傷治療が63点であり同程度量を
使用するので同額にすべきだ。

本小委員会における調査審議結果を踏
まえ、必要に応じ対応します。

飛節、膿瘍の開腹手術の場合、飛節切開後は出血も多く又圧迫して包
帯を巻いた方が治癒が早い。一般的に術後、伸縮包帯を２～３本巻
く。伸縮性包帯の増点を加えてほしい。

飛節または前膝の関節炎、関節周囲炎のとき、綿花、伸縮包帯などを
用いて圧迫包帯処置をすることがあるが。現行ではその他外科処置し
か適用できない。経費が出ない。

本小委員会における調査審議結果を踏
まえ、必要に応じ対応します。

100 ナックル整復

103 蹄病手術

104 切開手術

93

骨折整復

99
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104
切開手術
（つづき）

切開するものが複数あるものの増点。
変更しない。
現行の区分を更に細分化することは困
難と考えます。

麻酔術は吸入麻酔と注射麻酔に分けるべきである。

改正前、備考には「全身麻酔であって中麻酔又は深麻酔に限る。」と
あり、適用細則には中麻酔又は深麻酔の定義として「倒臥して昏睡状
態に至る程度のもの」となっていたったが、改正後、備考は「全身麻
酔に限る。」と変更になり、麻酔深度の記載が削除され、適用細則に
も定義の記載が削除された。
新設された鎮静術と、麻酔術の深度の境が定義されるべきでした。も
しかして記載漏れか印刷漏れですか？

― 第4 検査料
血液検査において、保険請求点数が高い。（外部に検査依頼している
組合と、自前で検査している組合では、時間も経費も違う）

本小委員会における調査審議結果を踏
まえ、必要に応じ対応します。

― 第5 注射料
注射する場合、枠場に入った牛と群飼の牛を注射するのでは群飼の方
は保定までに時間を要すし、注射するにも危険度も増すので点数に差
を付けて欲しい。

変更しない。
保定は獣医師の診療行為に該当しない
と考えます。

― 第8 手術料

手術料の点数は、その際使用した薬価を含むとされていますが、併発
した病気の治療に使用する薬品投与の薬価、技術点は独立して適用で
きるようしてもらいたいです。手術を行った上、さらに処置をしなけ
ればならないためです。

本小委員会における調査審議結果を踏
まえ、必要に応じ対応します。

― ― 往診と各種検査と再診の定義が明確でありません。
第２診以降の再診は、往診を除く各種
別に含まれると解されます。

― ―
蹄趾の処置、乳房手術は危険度が高く、麻酔処置等を要するため増点
を望む。

現行の種別は適当と考えます。

― ―
すべての処置、手術等において使用薬剤の薬価をすべて請求できるよ
うにして欲しい。

変更しない。
処置、手術等では、通常、特定の薬剤
を一定量使うことから、種別の点数に
含めて給付するほうが合理的と考えま
す。

105 麻酔術
本小委員会における調査審議結果を踏
まえ、必要に応じ対応します。
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