
寄生虫検査の検査キットによる検査に関する調査結果

（注意）

寄生虫検査の検査キットによる検査に関する意見は、検査キットによる寄生虫検

査の新設について要望があることをふまえ、以下の【改定の考え方】を前提として、

本年度、２２６か所の診療施設に意見を聞き（家畜診療所９９か所、開業等診療施

設１２７か所に対し「病傷給付適正化のための家畜診療実態調査」を実施）、まと

めたものです。

【改定の考え方】

寄生虫検査について検査キットによる検査を新設する。



６　寄生虫検査の検査キットによる検査に関する調査結果

　

＜考え方＞

　　寄生虫検査について検査キットによる検査を新設する。

　　Ｂ種点数：１３５点、Ａ種点数：９６点

＜全対象施設合計＞

回答施設数
（複数回答含む）

賛成 112

反対 7

その他 37

合計 156

＜家畜診療所の回答＞

回答施設数
（複数回答含む）

賛成 66

反対 4

その他 13

合計 83

＜開業等診療施設の回答＞

回答施設数
（複数回答含む）

賛成 46

反対 3

その他 24

合計 73

（１）寄生虫検査について、以下の考え方により家畜共済診療点数表を改定すること
についての賛否の割合

賛成
72%

反対
4%

その他
24%

全対象施設合計

賛成
79%

反対
5%

その他
16%

家畜診療所の回答

賛成
63%反対

4%

その他
33%

開業等診療施設の回答
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（２）検査キット使用頻度調査

病名 クリプトスポリジウム病 使用割合 41.7%

平均 最低 最高

BOX
クリプトスポリジウ
ムパルバム

4*5 TEST 5 15,966 15,000 17,280

BOX

ロタウイルス、コロ
ナウイルス 、クリ
プトスポリジウムパ
ルバム、大腸菌

10 TEST 17 9,516 8,000 11,340

和光純薬 不明 10 TEST 2 9,225 8,950 9,500

コスモ・バイオ 不明 5 TEST 1 27,000 27,000 27,000

Veterianardiag
nostik und
Umweltabalysen
mbH

不明 5 TEST 1 1,000 1,000 1,000

商品名
購入価格

会社名 包装単位
使用
施設数

検査内容

注１）種別番号２３ 寄生虫検査について、平成２７年度中の病傷事故件数のうち検査キットを使用した割合及び使用した検査キッ
トの詳細である。

注２）コクシジウム病及び肝蛭症について各１件報告があったが、キットの使用割合が０％であること、またキットの詳細が不明
であるため記載していない。

注３）ロタウイルス病について３件報告があったが、寄生虫検査に該当しないため記載していない。

Tetrastrips (Rota, Corona, E.coli
F5 (K99), Crypto)

Cryptosporidium parvum Rapid test
kit

クリプトスポリジウム検査キット

レインボーカーフスコア５

Fassisi BoDia
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（３）寄生虫検査について検査キットによる検査を創設することへの意見等

①賛成の理由

顕微鏡的検査に比べ、簡易、衛生的である（以前、テトラトリプスを使用してみて）。

診療所で顕微鏡下で寄生虫検査をするよりも、素早く特定できる。

現時点では、当施設では検査キットの使用はないが、安価で使いやすいキットがあれば検査の迅速簡便のために今後選択
することが予想されるため。

現場確定診断のための必要検査費用。

簡易キットによる検査が可能となれば、業務の効率化が図れる。

当管内で、現在のところクリプトスポリジウム症と思われる症例がほとんど見受けられないため、検査を行っていない。
しかしながら、今後は認められるようになる可能性があるため、簡易で迅速な診断が可能なキットでの検査を創設するこ
とには賛成である。

子牛下痢の治療の際、現場で直ちに判定できる利点がある。

本県では、寄生虫検査における検査キットの導入は現在ありませんが、寄生虫検査が検査キットにより簡便かつ検査時間
の短縮が可能であれば、創設に賛成します。

当診療所では寄生虫検査キットによる検査は現状では行っていない。簡易の集卵法による検査を行っているのみであり、
様々考えられる発病要因に対して十分な検査とは言えない。簡易で信頼性の高い検査キットがあれば労力・診療の効率
化、治癒率向上につながると考えられるので創設に賛成である。

少し訓練も必要だが、顕微鏡的検査はできると思う。しかしながら、飽和ショ糖液の作成など手間のかかる作業も多いた
め、簡潔かつ簡易に検査ができるのであれば、必要と考える。

検査キットは操作が簡便で、今後も使用する機会が増えると考えられるため。

検査キットは、現場で診断できる意味は大きい。このことは、病気へのアプローチの時間と的確な診断が迅速にできる。
そのため､無駄な診療が減るので管内では数年前から使用している。診療費も縮小できると思います。

現在、当診療所では家畜診療センター（２次診療施設）で検査を行っている。検査キットでの検査が実施できれば、ロタ
ウィルス検査と同様、各診療所で簡便かつ迅速に検査ができ、有用と考えられる。

当診療所では、現在では家畜保健衛生所へ依頼している状態です。簡易的にできる検査キットでできれば効率的だと思い
ます。

現行では顕微鏡的検査を実施しているが、検査キットによる点数が設定されれば、検査がし易くなると考える。

当診療所においては寄生虫検査は家畜保健衛生所に検査依頼しておりこの点数を使用していないが、将来的に検査が手軽
になれば、すぐに検査結果がでて治療に役立つので積極的に取り組みたい。

個人で短時間で容易に検査できる。

家畜保健衛生所への材料送付に係る日数と検査結果が出るまでの日数および検査費用などを比較すると、自分の診療所で
検査を行うことが安価であり、また早急な判定が可能であるため。

迅速に正確な検査ができるため。カウサイドで検査が可能なため。

検査キットを使用することにより、正確に早く確定診断を行うことができる。

キット使用により、正確かつ安易となるため（Ａ種点数はキット代を下まわらないように）。現在は、検査対象が少ない
ため、家畜保健衛生所に検査依頼している。

私の様に熟年の個人診療者にとっては、現検査法で十分ではあるが、現場で短時間に判断でき客観性があるので適用すべ
きである。懸念は、個人診療者に入る購入価格である。

キットを利用すると個人の技術に関係なく確実・迅速に検査の結果を得られる。

理由

簡便かつ的確であると考えるため。

クリプトスポリジウムの簡易検査キットに関しては、非常に検査が簡便であり、臨床応用価値が高いので、検査点数が創
設されれば、導入したい。

妥当な点数である。検査キットにより、各寄生虫検査の対応が簡易となり、時間の縮少となる。
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理由

子牛の下痢症は抗生物質の乱用が続いているのが現状だ。正しく診断し、適切な薬品の使用を目指すよう努力すべきだと
思う。

正しい診断による的確な治療は、家畜の健康維持に必須であり、畜産経営の安定に寄与すると思う。また、公衆衛生の観
点からも必要だと思う。

検査技術の進歩は予防と的確な治療につながる。

的確な診断、診療が可能になり治療回数の減と治療費の削減になり、生産性の向上に繋がる。

寄生虫疾患の治療する根拠になるので良いと思う。

臨床現場では感染性腸炎の病原微生物を特定しないで治療する例が多いため、検査キットによる診断でより的確な治療が
可能となり、防除対策の参考にもなるため。

クリプトスポリジウム病、ロタウイルス、コロナウイルス、E.coliを診断することは、治療方針を決定するために必要で
あり、その後の予防衛生対策に重要である。検査キットの使用は、今後増加すると予想されるため、独自の点数を創設す
ることに賛成である。Ｂ種点数：１３５点、Ａ種点数：９６点は検査キットの価格からみて妥当だと考える。

簡単に迅速にできれば確定診断、治療に役立つ。

検査結果より早期に治療計画が立てられ、畜主に対して治療内容の説明に説得力を持たせることができる。また予防方
法、補助療法等への適正な指示ができる。これらの点で検査キット使用には賛成します。共済で対応となれば畜主の了解
も得やすく、より早期に検査を行うことができると思われます。

検査キットを用いた的確な診断は、疾病の早期治療並びに不要な薬剤の使用がなくなるという点で重要となると考えられ
るため。

当所では、家畜保健衛生所にほとんど依頼しているが、そのような機関のないところで、より確かな診断をするために
は、必要だと考えるため。

実用的であり、客観性が高い。

下痢などの原因は様々であるため、診断した上での治療が効果的であるから。

早期に検査を行う決断がしやすくなる。

寄生虫が関与すると考えられる腸炎は多数見受けられ、検査キットにより迅速な診断を下せることで、的確な治療を行え
ると考えられるため。

検査キットを使用することで、迅速的に生産者により確実な情報を提供でき、疾病診断精度の向上も示唆される。それら
のことはひいては病傷事故、死廃事故の低減にもなると勘案されることから、検査キットによる検査の創設に賛成であ
る。

簡易に検査ができるキットは正確な診断のためには必要であり、積極的に活用すべき。当然、検査キットに係る経費を賄
えるような点数がなければ、正確な診断が難しい。

適切な診断と獣医師の負担軽減につながる。

経験と勘に頼った診療行為から的確に診断しての治療のため。

キットを使用して気軽に検査できるようになれば、適切な治療、事故の減少にもつながる。

確定診断することにより適切な治療ができるから。

より詳しく診断することにより、治療法確立に役立つと思われる。

クリプトスポリジウムの顕微鏡的検査において確定診断が困難な場合、検査キットを用いて診断を行っているが、価格が
高く補助的に行っている。検査キットの積極的な活用によってより正確かつ迅速な診断が可能となると思われる。

原因が確定でき、治療や予防の参考になる。

無駄な治療が減り、予防にも役立つ。

繁殖経営の多頭化が進む中、寄生虫の感染状況を把握するのは診療上重要である。現在、限られた組合員の農場で試験的
に検査キットを使用しているが、病傷給付により、広く組合員に応用でき、寄生虫感染の傾向が把握され対策をとりやす
くなるため。

生産者にも視覚的に説明できる。

治療現場で早く診断できるため、治療方針がたてやすい。使用薬剤の選択が適切にできる。畜主への説明もその場ででき
る。等の理由により賛成します。顕微鏡的検査とは違い、試薬材料費が必要となるので点数も変わると思います。

的確な治療ができる。
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理由

診療に際して検査キットを使用することが広く普及していくためには、実費負担でない方が良いと考えられるため。

検査キットを使用した診断が普及してきていることから創設するべきと考える。

例えば子牛の下痢症等の場合、糞便性状の見た目、目視での病原体の推測ではわかりにくい場合がある。この薬でダメな
ら次はこの薬を等、薬の種別も多くなりがちなのを減らしたいし、治療期間の短縮にもなるから。

キット使用時の技術料、消耗品代等の費用がかかるから。

子牛の下痢発症が多く、原因究明のために必要である。寄生虫検査（顕微鏡的検査）を行っても、クリプトスポリジウム
はなかなか検出することができず、検査キットを使用することにより誰でも簡便に検査が可能である。

クリプトの浸潤状況を知る上で、後の防疫措置の参考にもなるため必要と思われる。Ａ種点数については、検査キットの
価格を調査した上で慎重に決定してほしい。

クリプトスポリジウムオーシストの顕微鏡的検査による検出には、熟練が必要なため積極的な原因追究を渋ることが懸念
されるが、検査キットにより簡易・迅速に診断できればクリプトスポリジウム感染の早期診断が可能となる。

診療所では、現在寄生虫検査にキットは用いていないが、キットを使用する場合、他の検査方法に比べ経費がかかると思
われるため、創設しても良いと思う。

現在のＡ種点数（24点）では医療用消耗品費を超過してしまうため。

濃厚感染時のコクシジウム症での直接顕微鏡的検査を除けば、多くの寄生虫・原虫検査に作業手間（浮遊法等）と検査時
間（外注）がかかり、また診療車内も困難となるため、現場獣医師の検査実施率を抑制してきた現実があると思われま
す。それ故、精度が良く、簡便な検査キット普及は重要ですが、今後のより良い商品と正しい検査法の普及が望まれ、創
設には賛成です。

寄生虫検査については浮遊法や沈殿法などにより虫卵、オーシスト等を形態的に判定することが多い。診療のケースにも
よるが、検査キットを使えば、より精密で簡便に同定できるので必要と考えます。

クリプトスポリジウムの顕微鏡的検査での検出は難しいため、診断を付けるために必要。

検査キットによる検査料金の設定で農家負担を軽減できる。

混合感染の有無や、クリプトの浸潤の程度を知ることは日々の診療の中で重要だと思います。汚染農家だとわかれば、予
防として石灰の塗布等、消毒の指導が行えます。

腸炎の原因がクリプトスポリジウムなのか、ロタウイルスなのか正確に特定することは予防をしていく上で重要である。
クリプトであれば環境対策をロタウイルスであれば初乳給与対策をするといったような予防対策のポイントが違ってく
る。以上により各種原因検査キットの使用が必要となるので検査キットによる検査の創設に賛成。

クリプトスポリジウム病は難治性の子牛下痢症のため、検査は大いにするべきであり簡易検査キットの普及も進めるべき
だと思われる。Ｂ種点数は、もう少し高くてもいいかもしれない。

クリプトスポリジウムの浮遊法については操作が煩雑かつ顕微鏡的検査についてはかなりの熟練を要する。キットを使え
ば定性ではあるが、疾病の性格上定量の必要性はない。また顕微鏡的検査で検出できない検体がキットで陽性判定が出る
など検査精度が鋭敏かつ簡易であるため。

クリプトスポリジウムが原因と思われる腸炎の発生は多いが、従来法での検査は判定に熟練を要するため、容易に判定で
きる検査キットの必要性は高い。

私は、ほとんど使用しませんが、検査を創設しないと誰も検査をしません。放っておくと大きな被害をもたらすので当然
検査キットによる検査を創設すべきです。

集卵検査のみで、クリプトスポリジウムの同定は難しい。数や他の不純物混入にもよるが、顕微鏡的検査で陰性の中には
キットでは陽性になることもしばしばあるため。

現在検査は家畜保健衛生所に依頼しているが、点数化されれば検査意欲の弾みとなり生産者に衛生面でもっと貢献できる
と思われるから。

クリプトスポリジウムの検出には顕微鏡的検査を実施するが、手技は簡便ではなく、時間と労力を費やす。検査キットに
よる診断率が満足いくものであれば、早期診断に役立ち、治療に有効活用できる。

寄生虫検査に時間を要することから簡略化できる。

クリプトスポリジウムは小さく、通常の顕微鏡的検査には熟練が必要。蛍光染色による検査であれば検出が簡単と思われ
るので、賛成。

他の寄生虫やコクシジウムと違って、検査に手間がかかり、検出も難しいので、キットを使った方が手間もかからず、正
確だから。
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理由

現在まで使用したことはないが賛成である。ただし、診療が少ないので包装単位が多いと使用できないと思う。

妥当と考えます。

妥当である。

適切と思われる。

妥当と考えます。

賛成します。

検査キットを診療に使用できるとありがたい。

虫卵検査は家畜保健衛生所に依頼するため。

採材・検査・判定の一連の作業に要する時間等から、妥当な点数と考える。

キットの単価からすれば妥当な点数である。Cryptosporidium　Parvum　Rapid　Test　Kitが１検体当たり900円程度。

現状の検査に対し適正な設定と考えるため。

特に異論はない。創設されれば、使用してみたい。

今は使用してないが、今後使用も考えられるので。

検査キットを使用する頻度が増え、より良い診療が行えるようになると考えるから。

あれば積極的に利用したい。

現在当診療所では検査キットは使用していないが、同時に他の寄生虫の顕微鏡的検査も実施するので、この診療点数は妥
当と思います。

検査キットを使用した検査を実施するのであれば、当然創設すべきである。（点数が妥当かはわからない）

創設は賛成。点数は安すぎるから反対。

検査キット利用実績がないが、有用であれば活用したい。

今後、検査が必要になった場合は家畜保健衛生所等に検査依頼をすることになると考えています。その時に必要経費とし
て適切な料金を支払う目安となります。

顕微鏡的検査以外の寄生虫検査が多くなっているようなので、検査キットを用いての検査には費用と時間を要するため新
設に賛成する。

検査キットによる検査の点数ができると現実の検査状況により近づくと思われる。

検査キットには経費が掛かるので。

検査キットを有効活用している診療施設があるのであれば、創設すべきと考える。

種別が創設されると、検査キットを使用した検査が実施しやすくなる。

特に子牛の下痢症については検査するものもありますので、共済でみていただけるとありがたいです。２点質問ですが、
検査キットはどのようなものが対象になりますか。また、点数の根拠を可能であれば教えてください。

どちらかといえば賛成です。しかしながら、駆虫薬およびその投与技術料の給付がないため、寄生虫検査をきちんと実施
していないのが現状です。

基本的には賛成です。ただし、クリプトスポリジウム以外の検査も同時に行うことが多いので増点にして欲しい。また
は、増点基準も創設して欲しい。検査キットのみで検査した場合はこの点数で良い。

現在フィールドにおいて、クリプトスポリジウム病は一般的に蔓延しており、仔牛の下痢症の際のルーチン検査になって
いる。創設には賛成だが、もう少しＡ種点数を増やさないと検査キット代にも不足する。

臨床現場に必要な検査キットであるのでぜひ創設していただきたい。検査回数についても、プレパテントピリオドを考慮
して複数回認めていただきたい。

当診療地域でもクリプトスポリジウムによる病傷事故が散見されており、検査キットによる早期診断の必要性を感じる。

必要とする人や地域もあると思われる。

6



②反対（現行どおりが適当）の理由

顕微鏡による虫卵検査が主体なので、むしろウイスコンシン変法による集卵をした場合の増点を加えるよう希望、
キットを使用した場合でも増点で対応できる。※すべての虫卵（線虫卵・コクシジウム原虫・クリプトスポリジウ
ム等）が検出できる。

創設による種別誤りの可能性があるため。

簡易キットを使用してもＢ種点数が同じでは不自然。キット使用のＢ種点数を下げるか従来の検査のＢ種点数をあ
げるべき。

クリプトスポリジウム検査のキットにはグレーゾーンが広く、真のクリプトスポリジウム症の判定には若干の疑問
が有る。顕微鏡的検査で陽性、陰性の判別は十分に行える。またオーシストの多少を観察し、真のクリプトスポリ
ジウム発症例か、またはキャリア牛かの判別を実施しなければならず、検査キットの点数は不要と考える。

特別なキットがなくとも、食塩、ショ糖、乳鉢、網、顕微鏡等揃っていれば検査可能なため。

検査するには、それぞれキッドを購入しなければいけないし、そして、それに見合う点数が必要と考える。診断的
価値を上げるにはよいと思う。点数が低ければ、１個単位ではないので購入してまではやらないと思う。

顕微鏡でできるので、検査キットを使用する必要はない。検査キットではルーチン検査として利用され、事故点数
が増してしまう。また、常在化している農場が多く、クリプトスポリジウム単体感染は環境汚染で、清掃に心がけ
ない農家が多く、また下痢症の付随的に検出されることが多いので、創設には反対する。

理由
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③その他の理由

家畜保健衛生所等での検査依頼で対応しているが、特に新設には反対ではありません。

寄生虫検査は、以前削除された経験から、カルテには、記入して請求したことがありません。検査キットによる検
査ができるのであれば、的確な判断診断ができるようになると思います。

現在、検査を家畜保健衛生所等の公的機関に依頼しており、費用等が把握できないことから、的確な意見・理由を
記入することができません。

キットを購入しても、期限切れを起こすので使用していない。

今現在、寄生虫検査キットを当院では使用していないため、キットにかかる金額などが具体的に把握できていない
ため判断しかねます。しかし、実際子牛の価格が高値で推移している現在、子牛の治療に関しては今まで以上に確
実性が求められているように感じますので、検査キットでの創設が始まりましたら当院でも使用を検討させて頂き
たいと考えております。

検査キットが高いのでＡ種点数を差損が出ない程度まで上げて欲しい。

特に反対ではない。検査回数は少ないためキットの期限切れありロスも大きい。

例えば糞便における線虫・コクシジウムの検査、吸虫の検査、皮膚の寄生虫検査、これらは全く別物の検査であ
り、それぞれの点数設定が望ましい。

我々の診療所では、基本的に寄生虫検査を実施していません。故に検査キットについて、共済の点数の必要性が無
いのですが、確実に実施している診療所では経費もありますので創設が必要と感じます。但し、実施しているとす
る申告制でありますので、カルテの点数稼ぎにもなりかねないので注意も必要と感じます。

現在検査キットによる検査を実施していないため、内容等の把握ができていない。

キットを用いての寄生虫検査を行っていないので、分からない。

検査キットの使用がないので分からない。

クリプトスポリジウムと分かっていて検査していることになると、現状の検査室の安全基準レベルではクリプトス
ポリジウムのバイオセーフティーレベルをクリアしていないため検査ができなくなるのでは。またそういう機関が
増えるのでは。

現在Ｂ－Ａ種点数が111点であるので同等とする。

検査機関に外注した場合の設定もあるとよい。

理由

糞便検査については、家畜保健衛生所に依頼しているため、当該検査の頻度が高いようなら改定が適当と思われ
る。

現状では、必要性がなくキットを使用しての判別の精度が不明なので、賛成はできないが、検査キットの価格を鑑
みて必要であれば、創設に反対するものではない。

簡便な検査であるが故、必要範囲をを超えて検査が行われないか心配する。農場ごとに傾向はさほど変わらないと
思うので、一定期間内に数回の検査を認めるなどの限度を設てみてはと思います。

当診療所では、寄生虫検査は検査センターへ外注しています。そのため、検査方法についてのコメントは特にあり
ません。

当県では使用実績がない。
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理由

検査件数が少ないので、どちらともいえない。

使用していないのでわからない。

設問の「以下の考え方により」の考え方が具体的に示されていないため、賛否の回答が不可能です。
「検査キットにより検査を創設する。」の提案は、その背景や根拠を知らぬ私には、この情報のみで賛否を勘考す
ることはできません。検査キットによる検査をめぐる現状を知らぬ者は口をつぐめということであれば、その意図
に従います。

地域性もあると思うが現状では家畜保健衛生所で検査をしてもらっていて、料金は発生していない。検査キットの
購入価格や手間がどの程度なのかわかりません。

寄生虫検査キットが有ること自体勉強不足で使用したことがございません。今までの、検査点数も残るのであれば
良いのではないでしょうか。

検査キットを使っていないので点数が適正かどうか不明。

特に賛否の意見はない。

殆ど実施していないので何とも言えません。

寄生虫検査を実施していない。

検査キットを使って寄生虫検査は現在行っておりません。

キットを使用していないので分からない。

管内での発生が少ないため。

検査キット購入費が不明、使用頻度が不明のため、賛否の判断ができません。

検査キットを使用したことないのでわからない。

どちらでも。

現在、検査キットを使用していないので、どちらでもいいです。

現在使用していない。
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