
説明資料３－６

伸縮性接着包帯を用いた場合の増点の適用範囲拡大

に関する調査結果

（説明）

伸縮性接着包帯の使用については、平成28年度の家畜共済小委員会において、「

外傷治療」、「蹄病処置」、「その他の外科的処置」、「骨折整復」、「ナックル整復」、

「脱臼整復」、「蹄病手術」以外の種別で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。



伸縮性接着包帯を用いた場合の増点の適用範囲拡大に関する調査

（１）伸縮性接着包帯を用いた場合の増点の適用を現行の７種別（64 外傷治療、

66 蹄病処置、67 その他の外科的処置、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 30

反対 22

その他 23

合計 75

＜家畜診療所の回答＞

回答施設数
（複数回答含む）

賛成 12

反対 15

その他 10

合計 37

＜開業等診療施設の回答＞

回答施設数
（複数回答含む）

賛成 18

反対 7

その他 13

合計 38

賛成
40.0%

反対
29.3%

その他
30.7%

全対象施設合計

賛成
32.4%

反対
40.5%

その他
27.0%

家畜診療所の回答

賛成
47.4%

反対
18.4%

その他
34.2%

開業等診療施設の回答
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（２）伸縮性接着包帯を用いた場合の増点の適用希望種別

67
その他外科
的処置

100
ナックル整
復

64 外傷治療

67
その他外科
的処置

64 外傷治療

64 外傷治療

66 蹄病処置

66 蹄病処置

64 外傷治療

64 外傷治療

関節炎治療 1 66 蹄病処置

番号 種別
希望
施設数

理由

8104 切開手術

86 ヘルニア整復 2

四肢の膿瘍等の切開手術後、切開部に汚染防止の
ため使用する。

関節腔内の汚染防止のため。

関節切開をした場合、圧迫包帯として使用するこ
とにより患部の保護と再感染の予防になる。

伸縮包帯を使用するケースがある。

関節炎の治療としてオムツ等を使用した保護包帯
に伸縮性接着包帯を使用。

生後４ヶ月までの子牛には治癒率が高いため。

伸縮性包帯を１頭あたり３包使用した場合、64
外傷治療の126点では全然足りない。

飛節腫脹・膿瘍の切開後は出血も多く、また伸縮
性包帯を巻いた方が治癒が早い。

大きな膿瘍等（例えば飛節）の切開排膿後、伸縮
包帯で圧迫被服しないと、膿の再貯留や肉芽が増
殖してしまうため。

伸縮性接着包帯
の使用量が類似

する種別

飛節外腫等、切開後圧迫包帯で使用する。

全てに適用できないが、部位によっては切開後包
帯等で被覆後、伸縮性接着包帯で固定することが
有効な場合が多い。
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（３）伸縮性接着包帯を用いた場合の実施頻度数調査

　７種別（64 外傷治療、66 蹄病処置、67 その他の外科的処置、99 骨折整復、100 

ナックル整復、101 脱臼整復、103 蹄病手術）以外の伸縮性接着包帯を用いた場合の

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日までに伸縮性接着包帯を用いたもの。）における種別の実施回数

とその際に伸縮性接着包帯を用いた回数を調査したものである。

種別：86　ヘルニア整復

うち伸縮性
接着包帯を
用いた回数

割合

1 4 4 100.0%

種別：104　切開手術

うち伸縮性
接着包帯を
用いた回数

割合

5 6 5 83.3%

関節炎治療

うち伸縮性
接着包帯を
用いた回数

割合

1 3 3 100.0%

施設数 実施回数

施設数 実施回数

施設数 実施回数

－3－



①賛成の理由

（４）伸縮性接着包帯を用いた場合の増点の適用を現行の７種別以外の種別に拡大す

理由

 ることについて、賛成・反対の意見

飛節外腫、手根関節関節炎の治療にオムツを用いた患部保護処置をする。これらの処置には伸縮性接
着包帯は必須。また保護包帯処置の種別の増設も合わせて希望する。

新しい診療技術が生まれれば、それに応じて適用される種別が増えていくのは当然だと思うから。

伸縮性接着包帯は、そのものによる被覆あるいは固定目的以外に、包帯等による被覆のずれや汚染防
止に応用することが多い。また、いろいろな種類が販売されていることから応用範囲が極めて広く、
外科関係の治療主体に、種別拡大が望ましい。

子牛のヘルニア整復には非常に有効で、安価な方法であると考えるし、今後も利用領域が広がる可能
性がある医材だと考える。

関節炎が多発している。褥創部分の処置後の保護をすべきと考える。腱炎、筋炎など初期に湿布を施
すと治癒率が良いと思う。

工夫次第で適用範囲が広がる可能性があるため賛成。

外科的処置はこれから増加すると思われるため、選択の幅は多いほうが良い。

使用した症例に対しては増点すべき。

切開手術にも適用希望。四肢の膿瘍等切開の場合、切開術の後、汚染防止のため伸縮性接着包帯によ
る被覆が必要なときがあるため。

伸縮性包帯は使い勝手がよく、他の種別でも今後使うことがあるため賛成。

現在当所の診療では既存７種別以外にはないが、有効な治療法があれば随時拡大すればよい。

伸縮性接着包帯の増点の選択肢を７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
きだと考える。

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。

現行７種別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。

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、伸縮包帯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。

現行の７種別以外で、伸縮性包帯を用いるケースはないが、適切な判断により行われた処置であるな
らば、その技術が労力の対価として適用されるべきだと考えます。拡大賛成。

－4－



理由

現行の７種別だけでよいと考えるが、その他の種別で伸縮性接着包帯を用いる方がおられるのであれ
ば、拡大したほうが良いと考える。

現在、追加適用が思い当りませんが、「効果が有る場合、積極的に適用するべき」と思います。

特に反対する意見がないため。

適用事例はないが、伸縮性包帯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。

当診療所の診療対象やこれまでの経験から、７種別以外の種別を思いつかなかった。しかし、伸縮性
接着包帯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。

使用が７種別以外に考えられませんが、必要であれば認めてほしい。

簡易だから。

牛の価格の高騰のため。

７種別以外の種別を思いつかなかったが、伸縮性接着包帯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。

当診療所では伸縮性接着包帯を７種別以外で用いることは今までないが、もしあるならば、無料で購
入できるわけではないので使用した部分は点数として請求できるようにすべきだと思う。

伸縮性接着包帯は高価なイメージが強いが、増点の適用が拡大すれば、より使用しやすくなると思わ
れるため。

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。

治療上有効性があればよい。

現行の７種別以外の種別に当てはまる症例がどのような症例かは提示できませんが、臨床現場におい
ては、現実に遭遇し伸縮性接着包帯を処置した方が治癒転帰が早くなり、効果があるのであれば拡大
してほしい。
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②反対（現行どおりが適当）の理由

理由

現行通りで対応可能と思われる。

現行で問題なし。

これ以上の拡大は煩雑化するため、これで良い。

包帯等の消耗品の増点は少ないほうが良い。処置の点数を再検討し、消耗品を含めた技術点としたほ
うが良いと思う。

適応症以外に使用実績がない。

現行の７種別以外は伸縮性接着包帯を保険給付により使用することは稀で、その他の疾病での使用に
関しては事故外で対応すれば良いと考える。

現在７種別以外に必要性を感じる種別がない。

伸縮性接着包帯を７種別以外に適用した事例は現在のところない。

現行のままで十分だと思うが、伸縮接着包帯の価格が高いので40点にあげてほしい。

７種別以外で過去に使用なし。

７種別以外での適用症例が見当たらない。

７種別以外に伸縮性接着包帯を使用する必要がないと思われます。

７種別で間に合っていると思う。

上記７種別以外に使用したことがない。

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。

前述の７種別以外で、伸縮性接着包帯を使用することは、ほぼないと考えるので拡大する必要はない
のではないかと考えます。

必要なし。
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理由

拡大する必要なし。

現行に不満はありません。

７種別以外に思いつかない。

現在、７種別以外での使用がなく、特に適用拡大の希望はない。

７種別で問題ないと思います。
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③その他の理由

現在の適用以外に、伸縮性包帯を使用していないので、どちらでもない。

殆ど使用がありません。

自分には経験ないが、他の先生方の意見を聞いてみないと判断できません。

症例数がないので、意見ができません。

普段の診療で実施していない項目のため、伸縮性接着包帯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。

現行の７種別以外での診療事例がないため、事例の多い診療所の意見を重視して下さい。

理由

伸縮性包帯については応用範囲が広いので、他の使用方法のアイデアがあれば紹介してほしい。

伸縮性接着包帯は、現行の７種別のみ使用している。

包帯等の消耗品は、使用した数量に応じた増点として欲しい。

成牛の関節炎・関節周囲炎の治療時、局所の保護資材を固定するのに使用するが、１巻で用が足り
ず、複数巻使用することが多い。伸縮性接着包帯の使用は、実際の使用量に応じて、給付して欲し
い。

賛成でも反対でも無い。７種別以外に使用する種別が思い当たらない。しいていえば、留置針の固
定に使用する位か。

７種別で問題ありませんが、伸縮性接着包帯の使用量において、もう少し選択可能な点数が規定さ
れていればと思います。

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。

この包帯の使用が効果的であれば良い。

現行の７種別以外の種別で伸縮性接着包帯を使用した実績がないため意見なし。

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。
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理由

わからない。

特にありません。

特になし。

特になし。

特段反対する理由はない。しかし、伸縮包帯も高額であり、適正な薬品価格で対応していただきた
い。私の調べたところでは、大動物使用包帯は、7.5cm幅4.5m長が多いが、これらは販売価格が489
円から617円（税込み）で、薬価で定められているような税込み320円で売っているところがあった
ら、是非公開して教えていただきたい。こんなに赤字になる治療なら、使いたくもないし、使うメ
リットはないと思われる。とにかく税込みの適正価格をお願いしたい。

今のところ、特になし。
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