
説明資料６

家畜共済診療点数表に関する意見

（その他）

（説明）

当該意見は、平成29～31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。



番号 種別 意　　　　　　　　　　見

1 再診 初診時、聴診、望診を行い処置必要なしと判断した場合の再診を給付としてほしい。

夜間診療、深夜診療においては、往診料金と同様に技術点数を時間外の割り増しを適用してもらいたい。
往診料の部分において、距離と時間帯における料金が一目で分かるような表を添付してください。50kmくらいま
での距離で一覧表があると良い。

往診料について、妥当な点数なのか疑問。タクシー代より安いような気がする。

{第一診察料}に関して、2往診に「診察に係る一般検査も含まれる」と考えるが「１戸に２頭以上の患畜がある
場合でも往診１回とする」とある。農場が大型化している昨今、１戸で数十頭の患畜がいる場合もあるが頭数に
応じて増点規定を設定することはできないか。

現在往診料は基本的に１件目は診療所からの距離、２件目以降は前の農家からの距離となっており、診断書にも
往診起点を記入することに成っている。しかし、この方法だと、農家が診療所からかなり離れた地域にまとまっ
て点在している場合、往診距離が、１件目までは５０ｋｍ、２件目は５ｋｍ、３件目は４ｋｍ・・・というよう
に、同じ地域の酪農家の往診料が１件目の農家とそれ以降の農家でかなり差が出てきてしまい非常に不公平と
なってしまう。私はそのため、以前は、診療による１日の走行距離を半分にし、それを診療した農家の件数で
割った値を各農家の往診距離とし診断書を作成していた。具体的には、１日の診療での走行距離が１２０ｋｍで
診療件数が５件だった場合は、各農家の往診距離は１２０割る２割る５で１２ｋｍと計算し診断書に記入してい
た。しかしその方法だと、同じ農家に対する往診距離が日によって違ってきてしまうため、今では認められなく
なってしまった。実際の診療においては、獣医師は、緊急の診療依頼がない場合は本能的に一番効率の良い順番
で診療するものである。そのため、同じ獣医師がある一定の地域の農家を回る順番はほぼ同じになってしまい、
その農家には何の落ち度もないのに、常に同じ農家がとびぬけて高い往診料を負担することに成ってしまう。先
に述べた通りこれは非常に不公平であり、放置すると、農家が共済制度に対して不信感を持つことに成る。早急
な対策が必要と考える。（以上、前回と同じ意見の繰り返しですが・・・）

往診料の部分において距離と時間帯における料金が一目で分かるような表を添付して下さい。50ｋmくらいまで
の距離で一覧表があると良い。

加入者の偏在化が進んでいること、あるいは診療所の統廃合により、往診点数は加入者間に公平性を欠くことと
なっており、往診点数の給付方法について変更する必要がある。（たとえば、前年の往診距離総点数を往診農家
数で除すなど。）

愛媛県において現在統廃合が行われており、診療所から遠隔地ができています。農家の意見ではなく診療所の都
合により統廃合が行われるため、診療所からの距離が100ｋｍ近くになってしまう農家がある一方、500ｍ未満の
農家もあります。規定通りの請求では、同じ掛金で保険加入しているにも関わらず往診点数におけるサービスに
著しい格差が生じててくるため問題と考えます。

原材料、医薬品の値上がりに合わせて診療点数に反映していただきたい。往診距離の点数についても近年値上が
りしている燃料代を考慮していただきたい。

経済の動向でガソリン代・薬品代の急騰等が考えられますので、その都度適正に対応されるよう望みます。

往診に関して、２診以降、農家から農家に変更してもらいたい。

往診点数表で夜間と深夜のＢ点加点分の増点を希望する。産業動物獣医師の不足、高齢化もあり畜産農家の要望
に応えるために日中の診療で疲労した状態で車を運転、急病や難病も多く精神的にも肉体的にも負担が大きいた
め。

距離によって点数が変わる現行の方法は、平等性に欠けます。現在、県一本化等の合理化が進む中で診療所の統
廃合が行われており、より一層往診費の格差が大きくなっています。往診の点数は距離によらず一定とすべきで
す。

往診料について、現在往診料は基本的に１件目は診療所からの距離、２件目以降は前の農家からの距離となって
おり、診断書にも往診起点を記入することになっている。しかし、この方法だと、農家が診療所からかなり離れ
た地域にまとまって点在している場合、往診距離が、１件目までは50㎞、２件目は５㎞、３件目は４㎞・・・と
いうように、同じ地域の酪農家の往診料が１件目の農家とそれ以降の農家でかなり差が出てきてしまい非常に不
公平となってしまう。
私はそのため、以前は、診療による１日の走行距離を半分にし、それを診療した農家の件数で割った値を各農家
の往診距離とし診断書を作成していた。具体的には、１日の診療での走行距離が120kmで診療件数が５件だった
場合は、各農家の往診距離は120割る２割る５で12kmと計算し、診断書に記入していた。しかしその方法だと、
同じ農家に対する往診距離が日によって違ってきてしまうため、今では認められなくなってしまった。
実際の診療においては、獣医師は、緊急の診療依頼がない場合は、本能的に一番効率の良い順番で診療するもの
である。そのため、同じ獣医師がある一定の地域の農家を回る順番はほぼ同じになってしまい、その農家には何
の落ち度もないのに、常に同じ農家がとびぬけて高い往診料を負担することに成ってしまう。先に述べた通りこ
れは非常に不公平であり、放置すると、農家が共済制度に対して不信感を持つことになる。早急な対策が必要と
考える。

往診料について、実際の経費・診断や注射時の保定(飼養者高齢のため獣医師が一人でパドックでの捕獲・保定
を行うことが多い）等に係る獣医師の技術に比較して点数が低すぎるため、点数を高くすることを希望する。

家畜共済診療点数表に関する意見（その他）

往診2
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番号 種別 意　　　　　　　　　　見

診療点数においては往診料において、診療所起点の往診距離の規定はある程度仕方ないとしても、診療所から遠
い農家ほど往診距離でいつも診療費が高くなるのは不公平である。

積雪期の往診ですが、大雪の日に積雪地域から積雪地域でない農家に往診した時に増点できない。何とかならな
いですか。

夜間または深夜診療の技術点数について、Ｂ種各種技術すべての点数を各々現行の150％、200％以上とすべきで
ある。理由は、開業獣医師にとっては不時の呼び出しであり健康管理上強いストレスを伴うものだからである。

4 立会診
立会診の文言が分かりにくい⇒『Ａなる主治医にＢが立会った場合、Ｂについては「往診料」及び「立会料」を
適用し、その往診料及び立会料はＡから請求する。』⇒誰がどの様に請求するのか？ また、同一施設でも給付
するのか？

「5 薬治」において子牛腸炎変症例では基本的に２日分が妥当と思われます。初期に連日の補液加療を要し、症
状回復とともに診療が連日より１日おき、そして２日おきと間隔が広がりつつ治癒に至ります。よって、症状に
より、薬治を伴う診療では２～３日分として臨機応変に対応可にしていただきたいと思います。

「5 薬治」において薬液（生食＋マイシリン等）を用いて患部洗浄を畜主にしてもらうために保険適用としても
らいたい。

関節炎、膀胱炎、慢性肺炎などの症状の安定している患畜に対し、注射薬の薬治及び薬価を給付対象として欲し
い。

5
薬治
（続き）

ナナオマイシンは、１週間に１度の塗布のため、薬治期間が他の薬と別扱いとし、２回分にしていただきたい。

死亡・廃用転帰以外では、ほとんどを中止転帰にならざるを得ない現状の乳房炎治療では、例えば、同一引受期
間内において、分娩直後に乳房炎に罹患し治療、その後、乳出荷にこぎ着けて中止転帰とした場合、新たな乳房
炎罹患が中止転帰翌日であろうと、10ヶ月後であろうと、病傷事故診断書の文書料は認められない。
引受期間をまたげば、「引受期間満了につき中止」の翌日に継続治療しても、文書料が認められる。納得しがた
い。実質的治癒している中止転帰では、転帰を取った翌日からの新たな病傷事故診断書にも文書料を認めるべき
である。

文書料の増点を希望する。

― 検査料 細菌検査に係る種別が複雑すぎます。平均的な数値（金額）を用いて項目を減らし単純化してほしい。

10 乳汁簡易検査

現行では、１診療経過中に３回までしか、認められていないが、検査毎の給付が当然である。
牛には、４つの乳頭、分房があり、それぞれが独立して、乳房炎罹患の危険性がある。常に時を同じくして、乳
房炎を罹患するわけでなく、また、治癒するわけでもない。ゆえに、検査が３回以上となる事が普通に起こり得
る。

14 微生物簡易検査 検査を実施した数量請求できるようにしてほしい。検査分房数に係らず、検査用消耗品は使用しているため。

25 生体組織学的検査
体表の血腫・膿瘍の穿刺で「検査のため」だけでなく内容を除去する目的で穿刺することもあるので、検査のた
めにというフレーズを削除する。

30 超音波検査
１診療に１回限りの制限を外して欲しい。治癒判定、長期間治療牛において数回になる場合がある（Ｂ種点数が
下がってもよい）。

現在、農業共済団体の家畜診療所が検案を行った場合は、事故確認事務の一環として疾病傷害共済に係る共済金
が給付されていないが、検案は注射等と同様に獣医師の行う技術であり、給付対象とすべき。

検案は家畜衛生上重要な獣医療行為であり、家畜共済の事故確認とは異なるため、[第4検査料]36検案は、家畜
診療所獣医師職員が行った場合においても、適用して頂きたい。

直営診療所の獣医師が検案を行った際も給付できるようにしてほしい 検案は事故確認だけに留まらず、事故原
因を突き止めることで今後の予防策に結び付けることができるため

直営診療所の獣医師が検案した場合、検案又は検案（解剖）を給付してほしい。
細則２の「農業共済組合等又は農業共済組合連合会が事故確認の目的で行った場合には適用しない。」を削除

する。
１．獣医師は検案により、事故原因の究明を行い、同様の原因による事故が発生しないよう様々な防止策を検討
している。近年は種々の伝染病が散発しており、伝染病の発生予防及び拡大防止の観点からもその重要性や社会
的な要求は大きい。
２．以上のように、獣医師が行う検案という診療行為は、共済金請求に係る事故確認とは、その目的や重要性に
おいて全く異なるものである。
３．ついては、直営診療所の獣医師職員が検案を行った場合、検案又は検案（解剖）を給付するよう要望する。

薬治5

文書料―

往診
（続き）

2

検案36
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特定事故か否かなど死因の究明は加入農家にとっても重要であることから、組合または連合会が事故確認の目的
で行った場合も適用してほしい。

自ら診療を行った場合、行わなかった場合にかかわらず、農業共済組合に対しても解剖した場合の点数を認めて
もらいたい。

― 注射料
注射料について、実際の経費・診断や注射時の保定(飼養者高齢のため獣医師が一人でパドックでの捕獲・保定
を行うことが多い）等に係る獣医師の技術に比較して点数が低すぎるため、点数を高くすることを希望する。

38 筋肉内注射 のう胞・血腫の内容確認のための試験的穿刺を追加してほしい。

平成26年度～平成28年度の調査の農林水産省の考え方の欄にある「保定は獣医師の診療行為には該当しないと考
えます。」は高齢化社会の現実を無視した回答ではないでしょうか。農家の高齢化は恐ろしい勢いで進んでおり
ます。牛を捕まえ保定するまで全てをやらなければ、診療行為に入れないのが現実です。

静脈内注射と点滴注射を種別で分けるのではなく、静脈内注射の増点として、持続点滴を加点するほうが、明確
ではないでしょうか。点滴と静注のＢ-Ａが開きすぎです。

「39 静脈内注射」の技術料を上げてほしい（針、シリンジ代金と感染性廃棄物の処理代金がかかるため。）。

40 点滴注射

最近、子牛の重度下痢に伴う循環障害によるショック状態の症例に遭遇します。点滴注射を実施しますが、共済
の見解として、点滴注射が終了するまで現場に滞在していないと（概ね３時間）、「39 静脈内注射」点数の適
用になるとの指摘を受けます。現場獣医師としては、現実的に対応できる話ではありません。折衷案等あればお
願いしたいのですが。

46 投薬 錠剤の投薬が何も点数が取れない。

47
洗浄
（耳洗浄）

耳洗浄において、処置をする場合痛みを伴うため、かなり暴れ、危険度が高いので増点を希望する。

適用細則の１で「停滞予防のために使用したホルモン剤については増点することはできない」とあるが、予防の
ための診療行為は病傷給付の対象ではないので全く不要だと思う。それとも何か他の意味があるというのだろう
か。これまで複数回、指摘してきたことです。

胎盤停滞処置で胎盤停滞除去を試みるも、除去しきれない時は種別で「23 直腸検査」を適応しているが、直腸
検査を適応することは合理的なのか。

適用細則の２で大きさを創面の長径としているが、切開手術と同様に患部の長径とすべきである。

外傷治療の抜糸は「67 その他の外科的処置」か。それとも２回以降の治療か。創面の大と小で違いが出来る。
また、手術等の２回目以降の点数がないものの処置はどれを適用すべきか。

65 第四胃変位簡易整復
適用細則で１診療期間中１回に限り適用できるようになっているが、手術を希望せず再度(複数回)の簡易整復を
希望する畜主もおられ、それで治癒する症例もある。実施回数の制限を設けるべきではない。（これまで複数
回、指摘してきたことです。）

72 眼科手術
適用細則の１で「１眼についての点数とする。」とあるが、「71 円鋸術」は備考に「１個についての点数とす
る。」とあり、「74 抜歯」も備考に「１歯についての点数とする。」とある。これらに合わせて、適用細則か
ら備考に移動した方が良い。

― 四肢手術 伸縮性接着包帯使用の増点でなぜ差が生じるのか？また、ギブス除去も同様。

骨折整復
（観血整復術）

非観血的骨折整復術において、ギブス包帯増点の回数制限がない一方で、ギブス除去については１診療経過中１
回と制限があるのは不合理であり、当種別の回数制限はなくすべきである。

「99 骨折整復」の際の骨折ギプス除去回数について、現在は診療経過中１肢につき１回に限るとなっています
が、ギプスの巻き替え時は除去し、再度巻きなおす処置は毎回変わらずその作業には一定の時間を要す。した
がって、ギプス除去の回数制限を「66 蹄病処置」及び「101 脱臼整復」と同様に制限なしにして頂きたい。

種別欄で観血整復術、非観血整復術及び創外固定術に分類し、備考欄には各種の固定法、固定材料が記載され
各々に点数が決められています。しかし、適用細則では「1 骨折部位の固定のため要した材料の種類及び数量
のいかんにかかわらず、この点数を適用する。」とあり整合性がとれていません。検討して下さい。

101 脱臼整復
備考には伸縮性接着包帯とギプス包帯によるの固定法(固定材料)か記載され、それぞれ増点ができる規定があり
ます。しかし、適用細則では「脱臼整復のため要した材料の種類及び数量のいかんにかかわらず、この点数を適
用する。」とあり整合性がとれていません。検討して下さい。

外傷治療64

胎盤停滞処置60

静脈内注射39

36
検案
（続き）

骨折整復

99
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103 蹄病手術

これまで何度も指摘していることですが、後治療の点数について診療点数表に記載はなく、適用細則の１に解か
りにくいが記載されている。これでは点数表だけを見た人には解からない、せめて文言を見直した上で点数表の
備考に記述すべきだ。
実例として、共済組合診療所の獣医師が後治療の点数として、「67 その他の外科的処置」の点数を使用してい
た人がいて指摘したことがあった。

105 麻酔術

例えば馬の外傷において、鎮静術では深い鎮痛･不動化が得られず、麻酔術を施して処置しなければいけない場
面がある。しかし、現在の麻酔術の適用細則は「手術で全身麻酔を必要とした場合に限る」とされているため、
麻酔術と外傷治療の同時請求は不可能となっている。牛はキシラジンである程度の深い鎮痛が得られるが、馬で
はほぼ得られない。獣医師の安全を守り、労災防止の観点からも馬における麻酔術の適用範囲を[第６処置料]ま
で拡大することを希望する。

106 焼烙
焼烙ではないが、乳頭腫の切除、角損傷等において止血や消毒を目的として患部を焼きごて等を使用した場合も
この点数が必要と思われる。

現状として、我々ＮＯＳＡＩ獣医師は一生懸命働いているのに赤字になるというのは、そもそも種別点数（診療
報酬）が低すぎると思われます。例えば、子宮捻転整復の胎児回転方が842点、少なくとも1時間はかかり、また
その後介助娩出させるのが常です。獣医師1名が1時間以上（農家への往復を含めると約2時間）働いて1万円以下
など他の職業では考えられず、ありえない金額設定です。どの種別がというよりも、全体的に倍近くの点数設定
にしていただきたい。

人体薬の使用時でも技術点数があってほしい。

全体的に、診療点数の引き上げをお願いしたい。そうしないと、産業動物診療獣医師の減少傾向に歯止めがかか
らないのではと思う。

休日加算・深夜加算の導入を検討して下さい。現在、休日加算はなし、軽い症状でも安易に依頼されます。深夜
加算は、往診料と初診料の加算では安いと考えます。

私の認識が間違っているかもしれないが、個人開業では仕入、消耗品費および減価償却費の問題と思われＡ点に
関しては意識していない。

診療点数の技術料が平均して安いと思っている。本来診察には多くの技術や知識経験等が必要であり、それに基
づいて処置を行っている訳で、診察の点数が無いというのは、技術料の中に診察料を含まれていなければならな
いが、その分さえ入っていない。ほとんどの大動物獣医師が現場で対応していると思うが、その分、時間や労力
が掛かっているので、そこは加味して上げて頂きたい。人の医療点数と比べるのが適当かわからないが、病院へ
行けば、再診料さえ取られている。来年より農家の1割負担が始まるのも、賛成できない。TPPやFTAに関係して
十分に日本の農業を守るというのに、この農家負担は反対の事をやっていると思う。これで、農家の競争力が上
がるとは思えないし、今回の農家負担を足掛かりに2割、3割と増えて行くのが目に見える。初診料も固定ではな
く診断書の一割では殆どの治療において、現行に対してマイナスである。大動物獣医師が不足している昨今、休
みも十分ではなく、尚且つ獣医師への対価が上がらなければ、大動物獣医師の人出不足は解消には程遠いものに
なる。

潜在精巣は遺伝的要因が示唆され、精子形成がほとんど行われず、腫瘍化の恐れもあり、雄として扱われ商品価
値が著しく低く、これが病症に該当しない理由はおかしい。

「66 蹄病処置」及び「103 蹄病手術」のＢ点を現状以上に変更することは、実施者の早期実施意欲、技術向上
意欲の低下に繋がり、結果として運動器病による廃用率の上昇に繋がる可能性が高まるため、現状または上乗せ
することを意見する。

現在往診を行う際に、ディスポキャップ（１枚8.64円）、手袋（２枚で8.64円）、聴診器に傘袋（１枚2.4円）
（診察）、ブーツカバー（１足分87.48円）、つなぎ毎回洗濯したもの（タイベックスで行うと800円くらい）洗
濯の費用１枚100円として210.16円は毎回かかります。この費用は点数に追加できないでしょうか。

家畜共済診療点数表には、診察料や診断料が全く規定されていない（往診料に含まれるとの意見もあるようだ
が、同診の場合は全くない。）。
また、診断料についても同様と考える。人医の診療報酬規定との差はあまりにも大きい。このような環境下で
は、家畜診療所の人員確保に支障をきたすと考える。

往診距離30km・筋肉内注射１回・往診に費やした時間１時間40分・Ｂ-Ａ点3320。
極端な事例ですが、これが大動物臨床獣医師の報酬なのでしょうか。

現場の獣医師の仕事やその労力に対してその診療点数が低く見積もられることは産業動物分野において臨床獣医
師が十分な収入を得られないことを意味し、それは現場の獣医師の離職率の増加、またこれから現場に出てくる
はずの学生たちが産業動物臨床を志さないことの原因になるのではないか。産業動物臨床獣医師の不足が叫ばれ
る中、獣医学部を新設するよりもまずは現場の待遇を向上させることが産業動物臨床現場での人員不足を解消す
る最も効果的な手段であると提案したい。

その他
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Ａ点について。Ａ点数は30～40年前と大変わりしていない。広く実態調査を行うなどで時代に見合った点数にな
るよう求めます。その理由は以下のとおり。
①以前は医療用消耗品を消毒し２～３回使用することもあったが、現在は１回のみの使い捨て。
②伝染病防除のため高額なタイベックス等の保護服の使用が多くなった。
③以前と比較しシリンジ等の価格が上昇した。
④その時代の物価にも左右されるが、消費税のない時よりＡ点数が8％アップしているべき。
⑤Ａ点数が上がると当然Ｂ点数も上がる。

Ｂ点について。消費税アップ率と技術料部分（Ｂ-Ａ）アップ率は当然同率であるべきだが、文書料などの一部
で改正されていない。これは内税方式の算出方法により生じた現象と思われるが、末端の診療獣医師にもわかり
やすく説明して欲しい。
技術料のアップは当然畜産農家の経営に影響するため、今まで産業動物診療獣医師は止む無く技術料アップを我
慢してきたのが現状。一方、昨今の畜産情勢を見ると飼料費は高止まりながら乳価や和子牛価格などの販売価格
は上昇している。また、公務員給与は人事院勧告で3年連続上昇し、公務員獣医師の待遇面も地域差はあるが
徐々に改善されている。しかしながら産業動物診療獣医師の診療技術料は変わらず、このままでは大動物を診療
する獣医師の減少が危惧される。産業動物診療獣医師の待遇改善は、共済点数の技術料アップが大きく関与し、
これに関わっている農水省の責務でもある。とくに大動物診療は労力と危険が伴うことから、まずは基本的な治
療法である注射料や処置料を中心に、早急且つ適正な技術料アップを求めます。

今までは技術料を引き上げることがなかなか難しかったが、事故低減インセンティブ対策を取り入れた大幅な
NOSAI制度の見直しを実施する今こそ、大幅な技術料引き上げの最後の機会です。日本獣医師会「家畜共済・産
業動物部会」とも協議を重ねられ、産業動物獣医師の待遇改善に努めていただきたい。

診療点数表はインターネットを介してPDF形式での入手ができるのでとても良いと思います。簡単に検索できる
ようにエクセル形式やCSVでの配布にも対応していただきたいです。

近年、処置料や手術料の点数が改正の度に低くなるのが疑問である。処置や手術料に含まれる薬品の薬価が下
がっているためなのか。それにしては低下割合が大きいと思われる。以前と変わらぬ技術と労力、いやそれ以上
の技術を提供しているつもりである。

診療点、薬価点ともに年々下げて、結果的に下げ過ぎな感が否めない。

診療点数、薬価とも改定の度に下げられるので意欲を失うことが多い。

現在往診料のみの加算があるが、近年の働き方改革により、すべての技術料において夜間(1.25）深夜(1.35)の
加算が妥当である。就業規則第19条時間外労働を目安。

休日、祝日における往診料、診療全般の増点を考慮していただきたい。

NOSAI家畜診療所経営が不安定な原因の１つはＢ種点数が低いためと考える。現在、診療点数表は公的基準とし
て認識されている。したがって、保険内で農業者が 安心してサービスを受け続けられるようにするためにも適
正な診療費の水準がどうあるべきか、技術料等について他業種との比較等の視点も踏まえ分析し、増点を要望す
る。

家畜共済診療点数表の点数及び薬価は、あくまでも家畜共済加入農家に適用されるものです。現状では、大規模
農場と小規模農場の乖離がはなはだしく、大規模農場にとても有利に思える。

種別を細分化し、現場の状況に合わせたいという考えはわかるが、細分化すればするほどカルテ入力事務が煩雑
になりかねない。もう少し簡便な方法はないのでしょうか。

毎年のように種別の変更が発生する近年、同様にカルテの入力事務作業に大きな負担となる。

病傷名を追加・検討し、診療給付基準、診療点数などを細かく入れて貰いたい。例えば、産後の母牛の脳炎等。

種別から薬価点数を含むことを除外してほしい。

（家畜診療点数表の種別全般について）備考欄に適用範囲等を規定すべきだ。適用細則の記載を整理して、備考
欄に移すべきだ。

適応細則に創傷性心外膜炎等の病名を明確に記載すべき。

分娩直前に診療がある際、分娩の経過把握に膣検査のみを行う場合もある。細則３の膣検査のみを行った場合は
給付対象としないというフレーズを削除する。

診療点数表と診療点数表適用細則は一体の物であり、診療点数表だけで判断できないことは自明の理である。又
点数表の備考に適用範囲等が規定していないのに適用細則に記載があるものもある。いっそのこと診療点数表適
用細則を見直し、その内容を診療点数表の備考に移し整理し直したほうが良いと考える。

その他
（続き）
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適用細則の内容について問い合わせ等あった場合、翌年に事務連絡のみでなく、必要性が認められれば改正して
いただきたい。

家畜共済の病傷事故給付基準の長期在胎の定義が経産牛については295日とあるが、最近の牛は改良が進み大き
くなる傾向にあるので290日前後でよいのではないか。未経産もそれに伴い短縮する。

NSAIDの使用を肺炎のみ適用の場合、軽症である肺炎であっても、セリ後買い手よりカルテの開示要求があった
場合にそのカルテがあるだけで重度の肺炎とみなされるため、肺炎のカルテが作れず同時にNSAIDも使用不能と
なってしまう。症状記入により肺炎以外の病傷名でも使用できるようにしてほしい。

鎮静術の適用が拡大されない場合、キシラジンを使用可とするのと、併せて塩酸アチパメゾールを共済薬として
追加して欲しい。

ワクチン接種後の副反応、蕁麻疹に対する処置としてのデキサメサゾン投与を認めて欲しい。

１診療、１回投与のみ認められる薬剤（チルミコシン、フルニキシル）重症例もしくは慢性長期加療を要する症
例について２～３週間の期間をおいての再投与が認められるべき。

「黄体遺残」について。県によって、この病名を使わないとPGはじめ、支給認可が下りない仕組みがいまだに存
在し、現実にはめったにいない黄体遺残を膨らませ、世界的にも異常とすぐわかる病名統計を作っていると思わ
れます。最も現場で多いのは鈍性発情、黄体機能不全、潜在性子宮内膜炎ですが、使える薬剤や診療回数が制限
されているという、節約重視で共済制度の目的を軽視した、正直放置できない事態と思われます。諸外国の専門
家には不正常な実態が透けて見られます。

「第二次選択薬であるニューキノロン系抗生剤」について。世界的な薬剤制限傾向の中で規制される抗生剤です
が、人医療でもニューキノロンに関しては、耐性菌出現阻止濃度の概念が生まれるなど、最初からそれに達する
濃度で早めに使用することで、大腸菌群性乳房炎や子牛肺炎（マイコ関与）に効果がありつつ、耐性菌問題が出
現しづらいエビデンスがあります。国が拘る菌種確定は、将来大腸菌群乳房炎でも、肺胞奥（気管内とは合致し
ません）のマイコ洗浄診断は現実的に困難な可能性が高いです。

子牛の急性大腸菌性腸炎の場合、乳牛の甚急性大腸菌性乳房炎と同等の全身症状がみられることが多く、費用の
面などからエンドトキシン等の測定は行っていないが腸の炎症部位で同等の反応が起こっていると推察され、副
腎皮質ホルモンやNSAIDsを給付外で投与した際良好な結果が得られることが多い。子牛の急性腸炎に対し副腎皮
質ホルモンとNSAIDsの給付を認めていただきたい。

・ステロイド剤の適応範囲を広げてほしい。（産後の起立困難・肥育以外の肝炎・浮腫のある腸炎・肺炎等）
・薬品の使用できる日数を延長してほしい。（現在　ウルソ３日、エンドコール３日等）
・抗生物質の使用できる日数を伸ばしてほしい。

乳房炎の治癒判定まで、14日。その間に再発する罹患牛は多い。また、臨床病理検査（乳汁簡易検査）の給付限
度の３回を超えるものは、かなりいる。５、６回までの延長を希望する。

乳房炎等の場合、治癒の転帰が14日と長く、２か月、３か月に及ぶものもある。１診療中に使用が制限されてい
る薬品（フルニキシン注、バイトリル注など）は、最終投与からの日数で制限、規制に変更してほしい。

メロキシカム製剤、フルニキシン製剤等のNSAIDs製剤の使用回数の増加、効能の追加。添付書には１～３日間と
なっているが、現在1診療中に１回しか認められていないので使用回数を増加してほしい。また、薬効分類的に
は解熱鎮痛消炎剤なので、馬以外にも運動器疾患に伴う炎症および疼痛の緩和、疝痛時の鎮痛にも使用できるよ
うになってほしい。

繁殖障害では常に使用する為、臨床検査の３回制限が適用されると困る。４回目以降を直検のみで行う意味が無
い。

現在直検以外の検査は3回までと制限されているが、エコーも直検と同頻度で使用されている時代なので、超音
波検査も制限をなくしてほしい。

「１診療につき１回限り」をなくしていただきたい。現在１回だが治療と妊娠鑑定を分けて２回以上適用が現在
一般的になってきているため。

当県では繁殖障害の治癒歴がある場合、期間満了前に行った妊娠鑑定は治癒判定のための直腸検査として病傷事
故のカルテで処理される。極端に言えば約１年前に治療していても、妊娠鑑定は直腸検査のみの病傷事故カルテ
で処理できる。

抗生物質の連用の限度を５日間から６日間への延長を要望する。理由は「家畜共済の病傷事故給付基準」の医薬
品の給付基準では、同一の抗生物質の連用は「１日１回３日間を標準とし、症状に応じ原則として５日間を限度
として給付する」とある。一方、種別「５ 薬治」の適用細則においては「診療の際、薬剤を投与しない場合は
３日分を標準とする」とある。この２点を考慮すると、限度は５日間よりも６日間のほうが効果的かつ合理的な
治療法および給付ではないかと考えられるため。

その他
（続き）
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フルニキシン製剤の投与は、続けることで効果があるため、せめて３回までの給付を希望する。

フルニキシン製剤の１回限りの給付でなく、効能の通り何度か給付されるよう願います。

フルニキシン製剤の複数回使用を認めて頂きたい。

大腸菌性乳房炎の治療においては、早急かつ適切な抗生剤の使用が重要であり、近年、ニューキノロン系抗生剤
投与の優位性が言われている。
２次選択薬として、大腸菌性乳房炎に限って、認められているところであるが、臨床症状、乳汁性状や疫学的な
観点から大腸菌性乳房炎を疑うに十分な場合、（培養検査で事後的に大腸菌証明されたときに限り）、第１診療
日からのニューキノロン系抗生剤の使用を認めてもいいのではないだろうか。

乳房炎の治癒判定基準の抹消を希望する。治療が終了し、休薬期間を経た後、乳汁出荷検査に合格次第、乳は出
荷される。治癒転帰をとるためだけに、出荷中の牛の乳汁検査を感染リスクを冒してまで行う意味があるのか。
２週間を経てから検査しなくてはならないことの意味も不明。
また、一診療経過中に３回しか乳汁簡易検査が認められていない現状において、治療が３回以上行われていた場
合、治癒判定時の検査は、給付外となり（検査をしていないことと同義）、治癒判定ができないこととなる。無
料で検査して判定しろという事か。

甚急性乳房炎で初診時にバイトリル10％注射液やヘパリンナトリウム５万単位などを認めてほしい。そうしない
と患牛は死亡する。

分娩後の悪露停滞時に使用したテラマイ発泡錠や子宮注入用タブレットが製造しなくなったので、ペニシリン
300万単位や600万単位の子宮挿入も認めてほしい。

乳房炎の治療で軟膏は１分房６本までとなっているが、朝晩注入３日間で治癒しないこともあるので、増やして
ほしい。

ピルスーは使用２回まで、ママトリチンの使用は１回ですが、回数を増やしてほしい。

セファメジンＺも１分房３本までですが、１分房６本以上にしてほしい。

シダーは繁殖障害に非常に有効であり、挿入料を取れるようにして欲しい。

腟内留置型プロジェステロン製剤の使用を認めてほしいです。

繁殖障害の治療において、定時人工授精プログラムの導入を可能な範囲で検討して頂きたい。

バイコックスが薬価基準表にあるのに、カルテを書いても通らない。通すべき。

消費増税に伴い、各種別のA種点数の増額を希望します。

2019年10月より消費税が増税される。増税された分は納税もしなくてはならないので、技術料、共済薬価におい
ても、きちんと10月より増加してして貰わないとおかしくなる。

消費税引き上げにともなう技術料引き上げをご検討いただきたい。

平成31年実施の10%消費税に対応した点数変更方針、元号改正に伴う西暦記入への変更を求めます。

消費税について。NOSAI家畜診療所は農業保険法に基づき事業を行っている側のため、共済事故診療費部分の消
費税は非課税。一方、指定獣医師を含む開業獣医師の病傷共済金は、消費税の課税対象である。消費税率の改正
毎に診療点数と薬価は農水省で見直されているが、その内容は内税方式であり見直し部分が明確にされていな
い。人間の健康保険では技術料部分（Ｂ-Ａ）のアップ率が消費税アップ率と整合性があり、明確に示されてい
る。このままでは消費税が引き上げられる度に大動物診療獣医師の収入が減少する事態が生じる。このことにつ
いて、農水省の見解と対応を求める。

診療点数表・薬価基準表ともに消費税の観点が欠落している。このためまず第一に消費税が上がった時（５％→
８％）全く両者ともに反映されていなかった。単純に計算しても、３％分は我々の負担になっている。絶対おか
しい。これに関しては、総務省に報告しておいたが、どのような動きがあったかなかったかは不明である。しか
し今後、消費税が10％に上がることを考慮し、何らかの対策を取っていただきたい。もう、診療獣医師に負担を
かける方法はやめていただきたい。ガソリン代・薬品代等々直接費だけでも馬鹿にならない増加金額である。消
費税の転嫁は悪質な業者のやっていることである。熟慮していただきたい。

その他
（続き）
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消費税の税率が８％に変更になりましたが、今回から外税方式を基準とするようになっています。家畜共済の損
害額算定法もＢ種総点数×10円という内税方式をやめ、薬価と診療点数を見直した上で本体価格を算定し、さら
に消費税を加算する外税方式に変更すべきです。つまり、本体価格（Ｂ種総点数×10円）＋消費税分（Ｂ種総点
数×0.8円）＝Ｂ種総点数×10.8円となります。次回の消費税の税率改定時には８%から10％に変更になるわけで
すが、その時を機会に、外税方式による損害額の算定方法を検討していただきたい。

小動物・大動物の診療費の格差を小さくして頂きたい。

保定およびヘルパーに関する料金の設定、畜主の高齢化および兼業等の不在時に、往診した獣医師が自ら牛を保
定し治療しなければなりません。危険な状況もありますが不在時にも治療しなければならないのか？全国一律な
指針を提示して頂きたいです。市場でも畜主が不在、保定出来ない時は有料ヘルパーを頼みます、治療時も同様
に検討して頂きたいです。

産業動物臨床獣医師の収入は労働時間（事務も含む）、日数、交通事故の危険、家畜による危険等を考えても明
らかに低い。小動物臨床獣医師との格差は大きい、目安となる仕事量と基準収入を設定してから診療点数を考え
ることも必要かと思います。現行点数表の報酬が産業動物臨床獣医師の減少と高齢化を招いているのではないか
と思います。さらに多頭化した農場ではほとんどの治療を資格のない従業員が習慣的にしている現状です、二次
選択の要指示薬品も後追い指示書で自由に購入し使用している、家畜共済事業からは逸脱し関係ない事案ですが
産業動物臨床獣医師には死活問題になりそうです。

家畜共済で診療費を負担する必要があるのか、死廃事故だけにすれば経費もかからず、掛け金が大幅に安くなる
と思います。

今のところ内容変更の必要はないと思います。

現在、抗生物質等抗菌薬の使用については、病名により使用する順番が決められています。しかし、すでに耐性
が存在している薬剤を機械的に順番に使用することは、薬剤耐性への対策上ナンセンスであり、現在、国が指導
して広く行われている、薬剤耐性対策アクションプランの考え方に反するものです。薬剤感受性試験の結果に基
づいた治療プログラムが重要であり、機械的に抗菌薬の使用の順番を指導する今の共済の考え方は改めるべきだ
と考えます。耐性菌が多くなり、治療効果が低くなってしまっている抗菌薬を４年間使用休止したら、その抗菌
薬の耐性菌が減り、再び治療効果が増加したというフィールドでの実験結果もあります。繰り返しになります
が、機械的に抗菌薬の使用の順番を指導する今の共済の考え方は間違っています。
各獣医師が薬剤感受性試験を行い、その結果に基づき抗菌薬の使用の順番を決めることは共済で認められている
のかもしれませんが、その方法については個人開業獣医師には全く情報が入ってきていません。各症例ごとに感
受性試験をしなければならないのか。平時に、各農場の薬剤感受性試験をしそれに基づき第一選択薬を選べばよ
いのかなど。情報がありません。情報の提供と指導を強くお願いします。また、費用の面でも、鼻汁ぬぐい液に
よる感受性試験などはかなり高価とのことです。共済の事業で各農場の薬剤感受性試験を補助し、行ってくださ
ることを希望します。

開業獣医師の診療費（代理受領共済金他）は人の社会保険診療費と違って消費税課税対象取引であり、消費転嫁
されています。また、我が県では、病傷事故の診療において「初診料を除く診療費は損害額と同額にすべし」と
の指導を共済組合（特定組合）より受けております。つまり、診療費＝本体価格＋消費税＝損害額＝B種総点数
（B種点数合計＋薬価点数）×10円となり、内税方式だということです。よって損害額算定の基礎となる家畜共
済診療点数制度には消費税課税対象取引である消費税が反映されていなければなりませんし、そうなっていると
信じてきました。もちろん農家から徴収している初診料は消費税を上乗せしています。
近年の「家畜診療」誌における農林水産省経営局保険監理官付家畜指導班の担当者による資料「家畜共済診療点
数表及び同付表薬価基準表の改定」を見ると、動物用医薬品は購入調査により算定された価格との事、局方薬品
等の人医薬は人医の薬価と同額との事で、消費税課税対象取引としての消費税分が上乗せされていないことが判
り驚きました。診療点数には消費税が反映されているのでしょうか。Ｂ種点数は消費税課税対象取引としての消
費税率分が上乗せされているでしょうね。この事を本調査でも数度にわたり指摘してきていますが改善の気配は
ありませんでした。
そこで、消費税関連の事でいろいろと疑問点を地元の共済組合（特定組合）に問いかけたところ、文書での質疑
応答に約１年半かかってやっと引き出した回答は、1点10円の中には消費税課税対象取引としての消費税分が含
まれていない。Ｂ種点数には消費税課税対象取引としての消費税分が上乗せされている（一律ではない）。薬価
には消費税課税対象取引としての消費税分が上乗せされていないとのことでした。これでは、内税としての損害
額＝B種総点数（B点合計＋薬価点数）×10円という考え方が成立しない旨を伝えました。そして最後には、国税
が絡むことなので一共済組合のレベルでは回答できないとの投げやりな言い訳で逃げられてしまいました。消費
税が導入されて以後28年経過し運用されてきた家畜共済診療点数制度について、説明できないとの返答には極め
て強い憤りを覚えます。
共済組合等は、診療費に係る消費税課税対象取引としての消費税について、これまでの対応が間違っていたのな
ら速やかに陳謝し、訂正し、可能な限り遡って診療費（共済金）の差額を精算すべきです。国もこれまでの間違
いを陳謝し、診療費（共済金）の差額を精算するように共済組合等を指導し、速やかに制度改正を行うよう行動
すべきです。

その他
（続き）
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