
説明資料３－５

ギプス装着・除去増点の適用範囲拡大に関する調査

結果

（説明）

ギプス装着・除去については、平成28年度の家畜共済小委員会において、「蹄病

処置」、「骨折整復」、「ナックル整復」、「脱臼整復」、「蹄病手術」以外の種別の適

用について調査することとされました。本説明資料は、平成29年度に、143か所の

診療施設に状況及び意見を聞き（家畜診療所57か所、開業等診療施設86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）、その結果をまとめたもの

です。



ギプス装着・除去増点の適用範囲拡大に関する調査

（１）ギプス装着・除去の増点の適用を現行の５種別（66 蹄病処置、99 骨折整復、

100 ナックル整復、101 脱臼整復、103 蹄病手術）以外の種別に拡大すること

についての賛否の割合

＜全対象施設合計＞

回答施設数
（複数回答含む）

賛成 32

反対 21

その他 25

合計 78

＜家畜診療所の回答＞

回答施設数
（複数回答含む）

賛成 15

反対 14

その他 11

合計 40

＜開業等診療施設の回答＞

回答施設数
（複数回答含む）

賛成 17

反対 7

その他 14

合計 38

賛成
41.0%

反対
26.9%

その他
32.1%

全対象施設合計

賛成
37.5%

反対
35.0%

その他
27.5%

家畜診療所の回答

賛成
44.7%

反対
18.4%

その他
36.8%

開業等診療施設の回答
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（２）ギプス装着・除去増点の適用希望種別

100 ナックル整復

101 脱臼整復

100
ナックル整復
(ギプス包帯
使用増点分）

100 ナックル整復

100 ナックル整復

99
骨折整復（外
傷の程度にも
よる）

66 蹄病処置

104 切開手術 1 66 蹄病処置

腱・靭帯
縫合

1 101 脱臼整復

腱断裂手
術

1 99 骨折整復

腱断裂、腱炎等時に処置後にギプス装着を行う場合が
ある。（例：アキレス腱断裂）

靱帯が切れたとき、縫合後にギプスで固定する。

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、該当種別にギプス装着及び除去の増点が規定
されていない。

伸筋腱に達する創などで関節を不動化するためにグラ
スファイバー製ギプスを使用したスプリントを作成し
適用する事があるため。その際使用するギプス数量は
３巻以上必要となる。キャストライトα３号（￥572）
×３≒\1,700

番号 種別 理由
ギプス使用量が
類似する種別

希望
施設数

64 外傷治療 8

小委員会において馬の切開に対する切開手術には、ギ
プス固定が必要であるとのことであるので、但し書き
として伸縮包帯、ギプス増点を加えることが適当であ
る。

腱の癒合が完了するまで、患肢の不動化が必要。

外傷他により腱・靭帯を切った場合、縫合のみでは癒
合が期待できない。

外傷が腱に達して固定が必要な場合がある。

関節部の外傷に対するラップ処置時に不動化のためギ
プスを使用することがあるため。

疼痛管理。衛生管理。物理的刺激の排除（舐める等の
行為、姿勢による圧迫）。

伸縮包帯の増点がある種別についてはギプスを使用す
る可能性があると思われる。
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（３）ギプス装着・除去増点実施頻度調査

　５種別（66 蹄病処置、99 骨折整復、100 ナックル整復、101 脱臼整復、103 蹄

病手術）以外の種別でギプス装着・除去の増点が必要とした種別について、平成29

年５月～７月期の病傷事故（平成29年５月１日から同年７月31日までにギプスを装

着したもの。）における種別の実施回数とその際にギプス装着を行った回数を調査

したものである。

種別：64　外傷治療

うちギプス
装着・除去
実施回数

割合

4 66 5 7.6%

種別：104　切開手術

うちギプス
装着・除去
実施回数

割合

1 0 0 0.0%

腱断裂手術

うちギプス
装着・除去
実施回数

割合

1 1 0 0.0%

施設数 実施回数

施設数 実施回数

施設数 実施回数
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①賛成の理由

　　ついて、賛成・反対の意見等

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
般的であるので、外傷治療等５種別以外の種別に拡大することには賛成します。

ギプス装着・除去の選択肢を５種別に限定するのではなく、症例に応じて臨機応変に対応するべき。

現行５種以外にもギプスを装着する外傷があるときに、現行の給付基準にて対応（準用）可能となる
ものがないため、新設の必要がある。（筋断裂、腱断裂など）

現に外傷治療の際、用いた前例があるが適用種別がないため、治療費に見合った請求ができていない
（H29/5～H29/7/31までの期間で当事業センターではこのような治療をしたカルテは存在しなかった
が過去に個人的に施し、治癒に至ったケースはある。）。ギプス固定により跛行の改善や起立が容易
になり、病畜の回復が早まると思う。

現在当所の診療では既存５種以外にはないが、有効な治療法があれば随時拡大すれば良い。

普段ギプス装着をすることは少ないが、装着・除去には、時間と労力を必要とするので、５種別以外
に、種別の適用拡大の意見があるなら賛成します。

靱帯が切れたとき、縫合後にギプスで固定することで治癒が見込める。

腱断裂手術を行った際、腱の癒合が完了するまで患肢の不動化が必要であるため、賛成。

腱損傷の原因はほとんどが外傷と考えられ、「腱損傷整復」の種別を作らずとも、外傷治療の範囲で
対応が可能かと思われる。また、一般的に、外傷治療の際、創の保護のため、あるいは負重を軽減し
治癒促進を図るため、ギプスを用いることも考えられ、様々な応用が可能となろう。

ギプス装着が治療に有効であれば種別増に賛成であり、伸縮性接着包帯の増点の種別に類似性がある
と考えます。

適用事例はないが、ギプス装着することでより良好な結果が得られる事例が他県であるなら拡大する
ことに賛成する。

（４）ギプス装着・除去の増点の適用を現行の５種別以外の種別に拡大することに

理由

関節や腱組織にかかる創傷は常に可動する部位なので治癒促進には固定が必要。

学術的に認められた使用方法があれば拡大するべき。

外傷により腱を切断する症例に遭遇するが、腱縫合のみでは癒合させる事は難しく必ずギプスによる
固定が必要。また、外傷治療の点数のみでは不足。

５種別以外にどうしてもギプス装着が必要な場合が出てくる（腱断裂、腱炎等）。獣医師がどうして
も必要だと認めるときには認めてもらいたい。
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理由

母牛、子牛、胎子により副木、ギプス量が明らかに違うため。

ギプス装着・除去の増点を必要とする種別が多くの獣医師によって指摘されるならば、その種別につ
いて拡大されるべきと考える。

使用すべき症例があるなら拡大すべき。

備考に、増点規定を増やすことは煩雑になることから基本的には反対だが、最近の点数表改定の傾向
からすると、ギプス装着・除去について増点を加えるほうが全体のバランスがとれると思う。

当診療所の診療対象やこれまでの経験から、５種別以外の種別を思いつかなかった。しかし、ギプス
装着・除去を必要とする種別が多くの獣医師によって指摘されるならば、その種別について拡大され
るべきと考える。

ギプス使用が現行の５種別以外に考えられないのですが、他に必要があれば認めてもらいたい。

本件に関して種別の拡大が必要と感じた症例はなかったが、他診療施設においてそうした症例が存在
するのであれば、妥当性を考慮したうえで種別を拡大するべきと考える。

現在、追加適用が思い当りませんが、「治癒の見込みがある場合、積極的に適用するべき」と思いま
す。

現行の５種別以外でも、ギプスの使用によって治癒の見込みがある家畜がいるならば、ギプスを使用
すべきであり、それに伴い増点も必要。

特に反対する意見がないため。

現時点で当診療所としては拡大する種別は思いつかないが、状況によってはありうるから。

今まで、ギプスを５種別以外で使用したことがないため、特に意見はありません。

牛の値段の高騰のため。

当診療所では今まで５種別以外での使用はないが、もしそれ以外で使用することがあれば購入価格も
ありますし、装着、除去の技術を要するものなので請求できるようすべきである。

ギプスを使用する新しい治療法が現行の５種別以外に生まれる可能性があるから。

新たな技術が開発された場合に対応できる。

ギプス装着、除去の増点の５種別以外に現状では必要ではある場合はないが、現場の獣医師の適切な
判断の上で施された処置であるならば、施された技術や労力の対価として適用されるべきと考えるた
め、種別の拡大には賛成です。
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②反対（現行どおりが適当）の理由

理由

５種別以外にギプス装着・除去の実施は現在のところない。

現行のままで対応ができると思われ、これ以上細分化する必要性を感じない。

５種別以外に必要ない。

現行通りで対応可能と思われる。

ギプスの装着は、現行の５種別以外で十分である。

現行で問題なし。

これ以上の拡大は煩雑化するため、５種別で良い。

家畜診療におけるギプスの応用は、ほぼ運動器疾患に限定される。大きな体重負荷を減弱し、固定す
ることによる治癒促進が使用目的で、今のところ他の種別での応用はないのではないかと思われる。

現行の５種類の種別以外に適用する症例がないため、拡大する必要はないと思います。

現行の５種以外にギプス装着を必要とする場面が思い浮かばないから、使う必要のないものはあえて
給付にするべきではない。

現在、５種別以外にギプス装着する種別が思いあたらない。

適応症以外に使用実績がない。

ギプス除去の点数が新たに加算されたことで、現行の５種別で現在の疾病に対して充分に対応できる
と思われる。

５種別以外にギプス装着の必要がないと思われます。

関節炎等の疼痛緩和等に使用していると聞いたが、逆効果と思う。拡大する必要は感じない。

上記５種別以外に使用したことがない。

特に５種別以外に必要性を感じない。
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理由

必要なし。

現状のままで良いと考えます。

現行に不満はありません。

拡大する必要なし。
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③その他の理由

骨折整復でギプス装着した場合は通常２～３回程度まき直しを行い治癒判定を行うので、その都度
ギプス除去の点数を適用したい。

様々な状況があるので、その時々で適用を考えたら良いのでは。

私はそうした経験はないが、他の先生方の意見を聞いてみないと判断できません。

骨折などでギプスを装着するのは可であるが、除去の可否の時期の判断で悩む。（除去後のリハビ
リ状態の方法や再発する危惧など）

自分の場合、ギプス装着頻度が低く５種別以外で使用したことがないため、賛成でも反対でもな
い。

当該症例が年１頭以下であるので特に意見はありません。ただし、ギプス装着の準備はいつでもし
ているが、２～３年経過したギプスが硬化してしまい、使用できなくなり、破棄、更新することが
ある。

普段の診療で実施していない項目のため、ギプス処置の適用を拡大することに関しての適正を判断
しかねます。

ギプス装着・除去の実施回数が少ないため、多くの事例で実施している診療所の意見を重視してく
ださい。

ギプス包帯の高価。

現行の５種別だけでよいと考えるが、その他の種別でギプス装着・除去を行う方がおられるのであ
れば、拡大したほうが良いと考える。

現時点で特に必要を感じていないが、必要とされる獣医師がいるのであれば、特に反対する理由が
ない。自分たちが気付いていない使用法があるのかもしれない。

現行の種別以外の症例を見ていないので、特にどちらの意見もない。

理由

現在で間に合っているという人もいれば、追加したいと考える人もいる。ギプスが必要と施術者が
考え、処置するので病態で給付の区別をするのではなく、ギプスを使用したときはどの種別でも増
点できるようにしたらどうか。

ナックル整復に関して、親牛と子牛では使うギプスの量が違うので別の種別（もしくは親牛は増
点）にするべき。

ギプス除去は、患畜に鎮静処置をした後にギプスカッターで取り外します。ギプスを装着するより
も時間と労力がかかる場合があります。現行のギプス除去の点数はＢ種点数112点～154点ですが、
ギプスカッターの経費、鎮静処置の経費、患肢を傷つけないように細心の注意を払ったギプス除去
の技術等を考え、ギプス除去という種別を新たにつくり、ギプスを巻いた長さ等で点数を設定でき
ないのでしょうか。トーマススプリントを装着したものを外すときなど、大変です。
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理由

特になし。

賛成でも反対でも無い。５種別以外に使用する種別が思い当たらない。

今のところギプス装着に意見はありません。

他に有効な手段がないため。

特に意見なし。

今のところ、特になし。

ギプスを使用した実績がないため意見なし。

ギプス装着・除去の増点は現行の５種別のみ使用している。

特にありません。

殆ど使用がありません。
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