
初診の追加について 

１ 農業保険法に基づき、令和２年１月１日以後に共済掛金期間が始まる共済

関係から、これまで全額自己負担であった初診料が補償の対象となる（合わ

せて、診療費の１割が自己負担となる）。 

２ このため、〔第１診察料〕の種別に「初診」を追加し、備考に以下の内容を

規定する。 

① 第１診に行う診察をいう。

② 繁殖できない家畜の診療継続（○週以上継続）中に他の病傷が発生して

診察を行った場合にも適用する。 

③ ただし、①又は②の場合であっても、令和２年１月１日前に共済掛金期

間が始まる共済関係に係る家畜には適用しない。 

④ 予後不良と診断した場合は、B 種に○点を加える。

（参考）家畜共済診療点数表（抜粋） 

番号 種 別 
点 数 

備 考 
B 種 A 種 

〔第１診察料〕 

１ 再 診 55 7 

 診察とは、病傷の識別を行うために獣医師のとる

稟告、望診、触診、打診、聴診、骨硬度検査及び一

般的検査をいい、理化学的検査及び顕微鏡的検査を

含まない。 

１ 第２診以後予後判定又は治癒判定のために単に

診察するのみで、薬治、検査、注射、処置、指導

及び手術を行わない場合に限る。 

２ 予後不良と診断した場合は、Ｂ種に 15 点を加え

る。 
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初診料に関する調査結果

①初診料の料金設定分布

＜全対象施設合計＞
回答施設数
（箇所）

187

500円＞
　500円≦
　1000円＞

　1000円≦
　1500円＞

1500円≦

牛 35 60 69 23

馬 94 37 38 18

種豚 99 36 38 14

＜家畜診療所の回答＞
回答施設数
（箇所）

98

500円＞
　500円≦
　＞1000円

　1000円≦
　1500円＞

1500円≦

牛 11 28 40 19

馬 26 24 31 17

種豚 25 27 32 14

＜開業等診療施設の回答＞
回答施設数
（箇所）

89

500円＞
　500円≦
　＞1000円

　1000円≦
　1500円＞

1500円≦

牛 24 32 29 4

馬 68 13 7 1

種豚 74 9 6 0

　家畜診療所及び開業等診療施設における畜種別の初診料について、設定状況は以
下のとおり。（平成31年1月1日現在）
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② 初診料の適用に係るその他の条件について

その他の条件

・繁殖障害治療時は、数頭を同時に治療した場合、初診料は1頭のみに適用する
・集団的に発症した肺炎においても、同上とする。

夜間・深夜については、初診料とは別に時間外診察料という名目で一診目ごと請求をしている。

夜間、深夜の診療の上乗せについては、初診にかかわらず時間外の往診依頼について時間外負担金を
請求している。

３ヶ月以内に、同一個体の診療があった場合は徴収しない。

・繁殖障害治療時は、数頭を同時に治療した場合、初診料は１頭のみに適用する。
・集団的に発症した肺炎においても同上となる。

・牛および馬は同診で同病名の場合、１頭目のみに初診料（1,620円）を適用し、２頭目以降は1,080
円とする。また、繁殖障害はすべて同病名とする。
・同一牛においても一般疾病と繁殖障害ではそれぞれについて初診料を徴収している。
・夜間、深夜、休日について初診料にのみ上乗せは行っていないが、それぞれ１往診について3,240
円、4,320円、1,080円の負担金を徴収している。たとえば、夜間往診を依頼された場合、初診でな
かった場合は、3,240円の負担金のみを徴収する。初診であった場合は、初診料1,620円と夜間負担金
3240円を徴収している。

・勤務時間内に求診した診療には適用しない。それに伴う別個体の診療があっても適用しない。
例：17：00肺炎求診　診療後、連続して18：30現地で別個体の腸炎診療　初診料は500円

・再診には適用しない。但し、それに伴う別個体の診療には適用する。
例：18：30肺炎求診(再診)　診療後、19：30に連続して現地で別個体の腸炎診療　初診料は1,000

円
・１戸に複数の患畜がある場合はそれぞれに適用する。但し、最初の求診時間により適用する。
・家畜共済未加入者は上記金額にそれぞれ500円上乗せした額となる。（休日診療の上乗せは０円）

・繁殖障害関係の初診料については、分娩後初めての診療につき初診料を徴収。その後、分娩までの
間は徴収しない。
・繁殖障害以外の同一個体の診療については、病名等が変更になっても、最終診療日から概ね１か月
間は再度の初診料を徴収しない。
・初診時に、例えば呼吸器病と皮膚病を併発している場合には、片方のカルテにのみ初診料を付加す
る。

１回の往診で多数診ても、すべて1,500円を徴収。

１頭ごとに適用している。

加入家畜については初診料を800円としているが、非加入家畜については1,040円としている。

現在は消費税を内税としているが、税率10％になったら外税とする予定である。
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その他の条件

初診料に上乗せしている金額は、１頭目の初診料のみに適用している。２頭目以降には上乗せ金額を
適用していない。

同時診の時は、１頭目だけに初診料を適用する。

同時診は、２頭目以降も適用している。

土曜日は休日に準ずる。ただし、繁殖検診等以前より日程を予定していた場合は基本料金としてい
る。休日も同様。

家畜共済未加入農家の場合は金額を2.0倍、家畜共済加入農家の共済未加入非加入家畜の場合は金額
を1.5倍。

基本料金　1,080円
・共済加入家畜
・共済加入農家の加入資格の無い家畜
・公共団体等で飼養されている家畜

基本料金以外の料金
・上記（基本料金が設定される家畜）のうち、伝染性の同一疾病が集団的に発生し、群飼を中心に多
頭治療となった場合　324円

・上記以外の家畜　2,160円

休日・時間外は上記の100分の200を上限として徴収することができる。

休祭日診療費（年末年始含む）：１度に５頭以上の場合は倍額

休日において診療を行った場合の料金「休日診療料」を、１加入者１日につき2,500円徴収する旨診
療所運営規則に定めている。

休日等に夜間診療等を行った場合の負担金は加算となる。ただし、１頭増毎の負担金は500円を加算
する。

月を跨いで診療をした場合で、診断書が２枚になった場合でも１か月以内の再発については初診料は
もらっていない。

一病傷期間中、一頭ごと適用。生殖器病とその他の疾病では病傷期間が重複していても各々で初診料
を適用する。
初診に限らず時間外に診療があれば「時間外診察料」を適用する。

最終診療日からおおよそ１か月以内で治癒転帰後に再診があれば初診料は頂いていない。

受付時間（８時30分から９時30分）以外の診療受付に対して基本料金の100分の200を徴収。

初診の場合、同時診でも、すべての頭数に初診料をもらっている。

初診料、初診全頭数に適用。
夜間・深夜・休日、５頭以上倍額。
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その他の条件

初診料としてはいただいていないが、
特診料として、夜間に１件当たり、3,240円

深夜に１件当たり、4,320円
休日に１件当たり、1,080円

初診料に上乗せしていただいています。

初診料は設定していない。

初診料は同一家畜であっても、繁殖障害とそれ以外の疾病では別々に適用徴収している。

診療対象農場は牛群管理を行なっており、毎月の管理料を支払ってもらっているので初診料は請求し
ていません。

同一個体・同月内の最終診療より2週間経過した場合、再度初診料を適用する。

同時診でも１頭毎に初診料を適用している。

同時診においては１頭ごとに初診料を適用しています。

同時診のときは、１頭目のみに初診料（1,500円）を適用し、２頭目以降は1,000円としている。（Ｎ
ＯＳＡＩ兵庫の基準に準ずる）

同時診のときは、１頭目のみに初診料を適用し、２頭目以降は不適用としている。

同診療の時間外については１頭目には1,000円を上乗せしていますが、２頭目からは1,000円の上乗せ
はしていません。

特診料（割増料金）上乗せ金額は、１件（頭数ではありません）についてです。

日中に往診を受付したが獣医師都合により夜間時間帯の往診となった場合は、初診料は基本料金のみ
を請求する。

繁殖障害と一般病傷（繁殖障害以外）は別病傷として、それぞれ初診料を徴収する。
掛金期間満了による事務中止分に係る新掛金期間の継続カルテについては、初診料を徴収しない。

繁殖障害診療は、分娩後初診時のみ適用としています。また、個人開業して一年未満のため夜間往診
依頼がきわめて少ない状況のため、追加いたしておりません。

非加入畜の診療に上乗せしている金額は牛1,020円、馬1,020円、豚1,020円。

非加入農家は、５割増しとする。
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その他の条件

病傷カルテにおいて　繁殖疾患とそれ以外の病名において別々にカルテを起こし、その都度初診料を
適用している。理由は、繁殖疾患は治療間隔や転帰の取り方など、それ以外の疾病との違いがあり、
別々の診療簿として管理することが合理的なため。また、事故外診療においては治療・処置が発生す
るものについて、病名ごとに初診料を適用している。

平成31年１月１日現在において、加入農家の牛、馬、豚の初診料は1,000円とし、未加入農家の牛、
馬、豚の初診料は2,000円としている。

夜間、深夜、休日の上乗せは、同時診時、１頭目のみに適用し、２頭目以降は適用しない。
初診料については、全頭に適応する。

夜間は午後５時から翌日８時30分（深夜を除く）とする。未加入農家はそれぞれの料金の２倍とす
る。

有資格未加入者は1.5倍、未加入者は２倍で請求している。

初診料について、酪農組合員にあっては基本料1,000円、夜間＋1,500円、深夜＋4,000円とし、酪農
組合員以外（員外）にあっては、基本料2,000円、夜間＋2,000円、深夜＋5,000円としている。

料金区分が若干違ったので、記載します。
　基本料金　午前８時30分～午後５時
　夜間料金　午後５時～午後10時、午前５時～午前８時30分
　深夜料金　午後10時～午前５時
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③ 初診料に関する要望

意見

○ 繁殖障害と一般診療に診療簿を分け、それぞれで初診料を給付してほしい。
１．現在も繁殖障害と一般診療では、同一個体であっても、それぞれで初診料を徴収している。
２．繁殖障害とその他の一般診療は診察する内容、検査器具が異なり、一般診療と区別すべき診療で
ある。
３．繁殖障害と他の一般診療では診療間隔が異なり、治癒転帰のとり方も異なるため、診療簿を分け
て管理するのが合理的である。

○休日に診療した場合の増点規定を設定してほしい。
現行では、設定していないが、休日診療体制を維持するために一定数の獣医師が必要があり、診療所
収入を確保する必要があるため。

時間外に診療した際に、現在「時間外診察料」を事故外請求しているが、獣医師に時間外診療に係る
人件費を支払う以上、それに見合う収入が必要となる。初診料に増点規程を設け給付として欲しい。

通知書は全く無意味。農家に治療の詳しい内容を教えることになり、自家治療を促すことにもなりか
ねない。人間の医療でも点滴の詳しい内容までは通知しない。内容は口頭で示せばよい。
カルテさえしっかり書けておれば、通知書は不要。実際カルテと全く同じ内容。カルテは個人情報保
護の観点から安易に開示されない。しかし、通知書は農家の手元に置かれるわけだから、第三者に安
易に見られる可能性もある。もともと診療したかどうかを疑うこと自体大変失礼である。一部の心無
い獣医師の為になぜこんな無意味な書類を作成せねばならないのか？

今までどおりがよい。現金にて請求でよいのではないでしょうか。同じ病傷等も本人（農家）責任で
よいのではないでしょうか。

初診料について、「人の健康保険を参考に・・・」と説明されました。人の健康保険を参考にする必
要はないと思います。
初診料が診療費に含まれその１割というのは、診療費が高ければ初診料も高くなり、診療費が安けれ
ば初診料も安くなる事になります。
診療費の１割負担ならわかりますが、初診料は診療費に含まれず、別途とするのが望ましいと考えま
す。
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