
説明資料２

家畜共済診療点数表中の種別及び備考の見直

しに関する検討表

① 種別及び備考の追加

② 種別及び備考の削除

③ 種別及び備考の変更

（説明）

当該検討表は、最近における獣医学の進歩等により、種別及び備考の追加、変更

及び削除を必要とするものについて見直しを行うため、平成29～31年度に「病傷給

付適正化のための家畜診療実態調査」を実施し、その結果をまとめたものです。



〔第１診察料〕

診療中の動物の容態は日々変化する。日々その変化に応
じた治療内容を決定しなければならないので診察する。
その診察時間は診療全体の時間割の中で少なくないと思
われるため。

一般検査を実施したにも拘らず同時診療の場合診断書上
は検査処置等実施点数のみ記入に止まっており一般検査
項目がない一般検査はすべての診療に亘って実施される
ものであるので種別項目として往診種別以外に設けるべ
きである。

診察料を現行では請求できないため

一般診療
(T.P.R、聴診等)

基本的で一番大切な立派な技術、特に聴診は技能必要。
体温計も聴診器もタダではない。また最近は衛生的に使
い捨ての手袋等の消耗品も使用。

同時診
同時診（繁殖障害は除く）に100点位を希望します。獣医
は診療行為が基本です。
直腸検査も同じなので100点位でよいのでは。

診断料
（廃用）

骨折、脱臼等の治療せず廃用となる場合、診療点数が発
生しないが、診断し予後を決定することは獣医師にのみ
できることあるので新設してほしい。

追加しない。
「１ 再診」で、予後不良と診断し
た場合は、B種に15点を加えるとされ
ています。

〔第２薬治料〕
意見なし。

〔第３文書料〕

平成26年度の本調査でこの事を提言しましたが、今回の
改正でも点数が規定されなかったのは極めて残念です。
診療の都度、診療簿を作成するのは診療獣医師として当
然ですが、診療種別等通知書の作成・交付することは共
済金支払の為の共済制度上の義務です。このまま診療種
別等通知書の作成・交付を継続するのであれば新種別と
して追加すべきである。診療回ごとの点数を設定し、損
害額に反映されなければならないと考える。
今後、診療回毎の再診料が適用（解釈変更）されれば、
人医のように、その中に診療種別等通知書加算分として
組み込むのも方法か。

現在、診療時にカルテと別に現場で診療通知書を記入し
農家に置いてきますが、時間と労力がかかりますがその
費用はなく無料です。診療情報提供書料金を設定された
い。

発行には時間を費やす。タイムイズマネーである。追加
できないのであれば、過去に問題のあった都道府県に発
行を課すべきである。当初かなり反発があった。私はそ
の会議に出席していましたが、農水の担当者は聞こえな
いふりをしていた。うやむやのまま続けさせてはいけな
い。

〔第４検査料〕

特殊血液検査
法定伝染病、牛白血病など家畜保健衛生所の検査証明が
必要なもの。

特殊検査
法定伝染病、届出伝染病のため家畜保健衛生所への搬送
点数化

診察料

家畜共済診療点数表中の種別及び備考の見直しに関する検討表

追加しない。
薬治、検査、注射、処置及び手術に
係る種別に含まれると解されます。

追加理由 方針案

　①　追加

初診料

診療種別等通知書

追加しない。
診療種別等通知書は、家畜診療所、
嘱託獣医師及び指定獣医師が行った
業務内容を点検するための書類であ
るので、これに病傷共済金を支払う
ことは不適当と考えます。

追加しない。
現行の検査に係る種別の適用で問題
ないと考えます。

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ため、「初診」を追加します（説明資料
○）。
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追加理由 方針案

直腸検査と同時実施は直腸検査に含むとし、一応その実
施意味を認めておきながら、その適用細則の3で腟検査の
みの実施は給付の対象としないとあり、明らかに整合性
が取れていない。
腟検査だけの実施はありますし、獣医技術・知識を必要
とする重要な検査です。それを給付の対象にしないなど
という事は愚の骨頂です。蹄病処置と蹄病手術には蹄病
検査が含まれるが、独立して蹄病検査の種別も準備され
ている。この理屈と同様に腟検査も新設されなければな
らない。

膣・産道異常は直検での把握しきれず、直接確認必須

現状では当検査に対する種別がなく給付されていない。
しかし、生殖器病、妊娠･分娩及び産後の疾患において、
子宮腟部、頚管、産道、腟粘膜等の所見は診断上きわめ
て重要であり、実際にルーチンに実施されている検査で
ある。以上から新設が必要と考える。

直腸検査に含まれるとされているが、別途器具消毒等が
必要である。

子宮捻転の有無、胎子の失位、産道損傷の有無を確認す
るため。

長期在胎、難産の予測、子宮捻転の有無、胎盤停滞、膣
や子宮外口の検査は産前産後において必須かつ重要な手
技であるので直腸検査とは別にして、点数化を希望しま
す。

陰門からの悪露等で膣鏡を使用しての検査であったり長
期在胎で子宮頸管の状況を検査する場合。

分娩前後に必要とする検査のため

子宮捻転や難産、分娩遅延等の確認のため腟検査の新設

分娩前の診療にて必ず行わなければならないため労力が
必要となる

膣検査のみの給付がないため

分娩後の食欲不振等での往診の際、膣壁の損傷や、外子
宮口の状態、胎盤停滞の有無等、膣検査として取るべき
種別がないため

難産時、長期在胎時に膣内診を行っても請求できる種別
が無いため。
例、難産時膣内診を行い産道が哆開不十分なため、オキ
シトシンの注射をして様子を見るよう指示した場合な
ど。

腟検査
（腟鏡検査、腟内
診検査）
（続き）

直腸検査時の膣検査（膣鏡検査、膣内診検査）は検査料
に含まれるが、繁殖障害の検査で重要と思われる膣検査
のみを行った場合の検査料が取れない。膣炎なのか、子
宮内膜炎かの判断には、子宮経管外口部の検査所見も重
要と考える。また、繁殖障害以外でも膣検査が必要な場
合がある。さらに、膣洗浄の根拠としても重要と考えら
れる。膣検査のみの追加を検討ください。

追加しない（平成28年の家畜共済小
委員会で議論）。

膣内検査または内
診

分娩兆候を現した牛おいて、胎子や産道の状態を診てほ
しいとの依頼があるが、該当する検査がないため。

追加しない。
病傷事故に該当しません。

検査キットによる
ウイルス検査

検査キットによるウイルス検査は検査キット（ウイルス
検査）に変更してほしい。ロタウイルス等の検査キット
による検査は寄生虫検査とは異なる検査のため。

追加しない。
現行（「22 寄生虫検査」の適用細
則で、検査キットによりウイルスの
検査を行った場合にも、「寄生虫検
査」の備考の２を適用するとされて
いる。）の適用で問題ないと考えま
す。

直腸検査
(子牛)

仔牛の下痢時、床に便が診られない場合がある。直腸検
査にて便の性状を診るのに指を挿入し採便、通常の直腸
検査の点数にしては高いと思うので、別に設けた方がい
い。

追加しない。
左記の行為のみであれば、一般的検
査に含まれると考えます。
（直腸検査は、直腸内に手を挿入し
て消化器系、泌尿器系又は生殖器系
の諸臓器について内部触診を行った
場合に適用するとされています。）

腟検査
（腟鏡検査、腟内
診検査）

追加しない（平成28年の家畜共済小
委員会で議論）。
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追加理由 方針案

サーモグラフィ画
像検査

サーモグラフィで発熱以外でも応用が進んでいる。価格
が高いので利用時の点数が必要。

追加しない。
診療その他の行為ではなく、飼養管
理上の行為と考えます。

開口検査 開口器を用いた口腔内検査の場合、危険を伴うから。
追加しない。
診察に含まれると解されます。

卵巣穿刺
卵巣直接注射はあるが卵巣穿刺で適応できる種別がな
い。

追加しない。
「25 生体組織学的検査」の適用に
なると思われます。

採乳 採血種別はあるが微生物学的検査時の採乳種別がない。

鼻腔内粘液採取
検査材料の採取も検査に含むとなっているが、技術的に
容易ではないため。

診断料
画像、数値化された検査結果等に対する「診断料」の新
設をお願いしたい（項目数による増点方式）。

追加しない。
検査に係る種別に含まれると解され
ます。

解読料
血液検査・レントゲン検査・心電図・超音波結果説明の
ため。

追加しない。
検査に係る種別に含まれると解され
ます。

〔第５注射料〕

指・趾静脈注射

前・後肢の球節の腫脹（関節炎）に対して大三指（趾）
総背側指（趾）静脈に直接薬剤を注入することで腫脹・
疼痛・跛行の消失等、効果が認められる。局所への治療
として新設を望む。

追加しない。
「39　静脈内注射」の適用で問題な
いと考えます。

子牛等の脱水患畜に静脈確保が困難な場合に有効。

以前は項目があったが、現在はなし。創傷性胃炎、術後
感染等腹膜炎は割と発生があり全身投与では効果が得ら
れないことも多いため。

第四胃変位手術後に適用したい場合あり。第四胃捻転で
切開した場合や第四胃潰瘍、第四胃部分を縫合した時
（年に１～２度しかありませんが）、術後翌日から発熱
した時など応用したい場合あり。

現在は静注で請求していますが、術後管理行う機会が多
く、牛に蹴られるリスクが静注より高いため

静脈注射より技術を要し、術者の危険度も高い。新たに
種別コードを追加しB及びA点の増点を望む。

感染伝搬の問題はあるが、失血時や初乳吸収不全時など
で頻繁に行われている。他に有効な薬剤が存在しないの
で必要不可欠な治療行為である。

診療点数表になく新設が必要である。

臨床現場においては、ピロプラズマ症での重度の貧血状
態の対応や子牛の消耗性疾患時における救命のために輸
血は必要な技術であり、給付を希望します。

新生子牛の虚弱・衰弱に有効（主に親牛からの採血100ml
～300ml程度）。

輸血の際の技術料の種別が無い

輸血を必要とする時があり、採血及び輸血に時間と労力
を必要とする

重度貧血や重度脱水、血液成分の機能不全等で点滴注射
では補えない症状時に、感染症等のリスクを上回る効果
が輸血には期待できる。

代替治療法がないが、実施することがあるため

検討してほしい。

動脈内注射
静脈注射に含まれているが、分離してほしい。外腸骨動
脈、腎動脈等で難度が違う。

追加しない。
現行（「39 静脈内注射」で、動脈
内注射にも適用し、B種を218点とす
る。）の適用で問題ないと考えま
す。

〔第６処置料〕

一般的な静脈内注射と違い四肢末端等を駆血し投与し場
合によっては鎮静も要する。

高容量の抗菌剤を局所（四肢）に送り込み、薬剤の効果
を高める方法。近年多く用いられる治療法である。処置
時間は前処置、投薬時間等で約1時間前後は必要となる。
技術点数は留置針・補液管を使用する静脈内注射より高
い点数が必要である。第6処置料に含めて欲しい。

静脈内灌流法
(limb perfusion)

腹腔内注射

追加しない。
診療における有用性、実用性が不明
です。

輸血

追加しない。
現場での輸血による牛白血病の感染
を防止することができず、むしろ拡
大させる可能性があります。

追加しない。
現行（「39 静脈内注射」の適用細
則で、体腔内注射を行った場合に
も、この点数を適用するとされてい
る。）の適用で問題ないと考えま
す。

腹腔内投与

追加しない。
検査に係る種別に含まれると解され
ます。
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追加理由 方針案

錠剤投薬 錠剤の投薬に関する技術料の種別が無い

経口投薬
大量のゼリー(ポリアクリル酸）の投薬をカテーテルでな
く経口で行うことが前胃食帯で著効であるが、その種別
が無い

胃内ガス除去
（単純性・泡沫
性）

投薬と胃内ガス除去は異なる行為であり、胃内ガス除去
は単純性と泡沫性では難易度が異なる為、別々の点数を
設定すべきである。

追加しない。
現行（「46 投薬」の適用細則で、
胃カテーテルによる胃内ガス除去の
みを行った場合にも（胃カテーテル
による投薬の点数を）適用するとさ
れている。）の適用で問題ないと考
えます。

カウサッカーによ
る金属異物除去

更なる異物により損傷を防ぐために治療的に本処置が行
われるため。

金属異物反応陽性の際、治療行為としての磁石投与の技
術料がないため

胃内存置用磁石投
与

胃内金属異物除去器により金属異物を摘出するためには
胃内存置用磁石を投与した牛に実施するため、単独で胃
内存置用磁石を治療として用いた場合の種別も追加して
欲しい。

磁石（パーネッ
ト）投与

追加しない。
「46 投薬」の適用で問題ないと考
えます。

追加しない。
主として予防として使用されるもの
であり、病傷事故に該当しません。
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追加理由 方針案

現在、「41 関節腔内注射」を適用することになっている
が、「68 鎮静術」給付の関係からも「第6処置料」の区
分に新設すべきと考えます。一般的には補液管や留置針
を使用するため、「41 関節腔内注射」のＢ種点数及びＡ
種点数に52点（25点（補液管増点分）＋27点（留置増点
分））を加え、薬剤については薬価基準表に基づく増点
が望ましい。

「41 関節腔内注射」で対応しているが、灌流を必要とし
た手技は技術を要するため。

「41 関節腔内注射」と比較して洗浄における時間、手
間、器具が必要である。

穿刺、灌流に技術および時間が必要である。治療効果は
高い。

関節洗浄の種別は無く、関節注射として給付されてい
る。関節注射より技術を要すため処置区分に増設された
い。

現在、関節洗浄実施の際は「注射」区分の「関節腔内注
射」を適用することになっているが、「鎮静術」適用な
どの整合性の面からも「処置」区分での新設を希望しま
す。関節腔内へのアプローチは家畜の不動化または鎮静
そして滅菌等の作業もより慎重に行わなければならない
ため、点数も「関節腔内注射210点」では見合いません。
時間や作業の難易度からも増点を希望します。少なくと
も「子宮洗浄」程度の点数は必要かと思われます。

感染性関節炎の治療として関節洗浄を行うが、適当な種
別がない。

重度および多発性関節炎の際に関節洗浄を施す場合があ
るが、現在は「関節腔内注射」を適用している。しか
し、洗浄作業となると労力・時間も必要となることか
ら、別途「関節洗浄」の種別新設を希望します。

現状では関節洗浄実施時、関節腔内注射の種別で請求し
ている。通常、関節腔に2か所の穿刺し洗浄を行ってお
り、注射の種別では不足している。また処置の際に必要
な鎮静や、薬剤費の請求ができないため、種別追加をお
願いしたい。

種別に無いため

化膿性関節炎では関節洗浄を行うことが望ましく、高度
な医療行為。処置種別がないために鎮静術が適応外

現在、関節洗浄実施の際は「注射」区分の「関節腔内注
射」を適用することになっているが、「鎮静術」適用な
どの整合性の面からも「処置」区分での新設を希望しま
す。関節腔内へのアプローチは家畜の不動化または鎮静
そして滅菌等の作業もより慎重に行わなければならない
ため、点数も「関節腔内注射210点」では見合いません。
時間や作業の難易度からも増点を希望します。少なくと
も「子宮洗浄」程度の点数は必要かと思われます。

感染性関節炎の場合、関節腔内に抗菌剤等を投与するだ
けでは治療効果は十分に得られないことが多い。洗浄を
行い、関節腔内の炎症産物を除去することで症状の改善
が得られる。第6処置料に含めて欲しい。

気管洗浄

肺炎等で気管洗浄を行い、気管内分泌物を取り除くこと
で呼吸器症状が軽減できる。気管洗浄液を材料に細菌培
養を行い、原因菌の同定ができ、抗菌剤の適正な投与が
行える。第6処置料に含めて欲しい。

追加しない。
有用性、実用性が不明です。

包皮洗浄の機会が多く危険も多い。

尿石症や包皮炎で包皮（内）洗浄を行う事が増えてきて
いる。適用細則に「腟洗浄」の点数を適用するとある
が、せめて備考に記載すべきだ。いっそのこと、種別欄
の種類に包皮（内）洗浄も列記してはどうか。（これま
で複数回、指摘してきたことです。）

包皮洗浄
本委員会における調査審議結果を踏
まえ、必要に応じ対応します。

本委員会における調査審議結果を踏
まえ、必要に応じ対応します。

関節洗浄
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追加理由 方針案

臍洗浄
臍帯炎の重度の場合は、内腔まで管を入れて洗浄するた
め。

追加しない。
「84 その他の開腹」等の洗浄を含
む種別が適用されると考えます。

鼻腔内薬液噴霧投与のため。

ネブライザーによる薬剤投与は機材が必要なので分け、
追加すべき

不妊治療時における留置剤の設置における技術。

プロゲストロン腟挿入剤での繁殖障害治療効果は、有効
であり治療手技として有用である。

繁殖障害の治療でCIDRを使用する機会が多い。

繁殖障害におけるCIDR(給付外薬）使用は、広く一般的に
認められている。１診療経過中に１回の制限を設け追加
種別としてほしい。

CIDRの需要が高まっている。

卵巣静止や卵胞嚢腫治療に使用しているため（CIDR）

繁殖領域でCIDRを使用し腟内に挿入した際、給付されな
い状況です。しかしながら繁殖障害での、CIDRの使用は
一般的治療になっております。CIDRの効能・効果には鈍
性発情・卵巣静止が認められております。そこで、CIDR
の薬価新設及び種別の腟内挿入を新設し追加して頂きた
いです。

ホルモン製剤治療無効の場合、腟内留置の治療が有効の
場合が多い。

繁殖障害治療の負担軽減のため。

備考の３＝薬剤注入を行った場合、Ｂ種に64点、Ａ種に3
点を加える、となっている。
子宮内膜炎の治療法としてポピドンヨード剤を子宮内に
注入するが、その注入場所の殆どが子宮体内であり、注
入後の子宮マッサージは含まない。
受精卵移植技術が普及した昨今の診療現場では、炎症部
位の子宮角内をターゲットに薬剤を注入し、子宮角と子
宮体をマッサージしている。
両子宮角が内膜炎となり双方の子宮角に薬剤をそれぞれ
注入し且つマッサージを行った場合は、さらにＢ種・Ａ
種点数を加算すべきと考える。
また、薬剤注入を行った場合のＡ種点数の加算は3点では
低く、15点程度加算すべきである。このことでＢ種点数
も15点加算となる。

牛の繁殖障害で注射にかわる方法が黄体ホルモン剤を含
んだ器材を膣内挿入することが近年多いが、膣内挿入と
いう処置料の項目がない。

膣内留置型プロゲステロン徐放剤の薬価新設とそれに伴
う膣内薬剤挿入の種別を追加してほしい。

繁殖障害での需要が非常に多い。

膣内留置型プロゲステロン徐放剤の薬価新設とそれに伴
う膣内薬剤挿入の種別を追加してほしい。

繁殖障害の治療に有効なため

繁殖障害の有効な治療にもかかわらず種別が認められて
いない    同期化等には給付しない

繁殖治療のため。

繁殖障害の治療の主流な治療法となってきている

使用頻度が多い。

使用する獣医師が増えてきており、一般的になりつつあ
るため。

有効性が顕著にある

鼻腔内薬剤噴霧
本委員会における調査審議結果を踏
まえ、必要に応じ対応します。

腟内薬剤挿入
（子宮内薬剤挿
入、オブシンク）

本委員会における調査審議結果を踏
まえ、必要に応じ対応します。

－6－



追加理由 方針案

針治療した時は、理学的治療が認められる。同じ東洋医
学的治療法だと思うので、それに合った点数を追加して
ほしい。神経麻痺や繁殖に一定の効果が期待され、それ
なりの時間を要するため。

牛に対する施灸は、繁殖障害、消化器疾患及び起立不能
等で応用されており、特に繁殖成績が向上する報告が多
数あり、副作用等もない安全な治療法であるため。

腰痿、神経麻痺、繁殖障害の補助的な治療効果もあるの
で、対象疾病を限定しても追加希望します。

鍼灸処置及び通電処置の点数が欲しいです。

牛の消化器疾患、特に前胃疾患（鼓脹症）に対する効果
が知られており、応用価値があるため。

民間療法であるが、研究論文もあり、治療効果もあるの
で希望します。

罨法だけでなく、施灸も臨床現場では活用される処置
で、効果も期待できるため追加して欲しい。

理学療法の範疇になく繁殖障害・非感染性筋炎等に有効
である

停滞胎盤除去

胎盤停滞処置から分離新設する。適用範囲は、分娩後24
時間を経過しても停滞している胎盤を用手法で除去（胎
盤を子宮小丘から剥離）した場合。さらに、除去直後に
子宮洗浄を行った場合は増点できる規定を設ける。

追加しない。
「60　胎盤停滞処置」の適用で問題
ないと考えます。

胎盤は溶解等で存在しないが大量の悪露貯留を除去する
際に、取ることのできる種別が必要

胎盤除却に引き続き実施した場合、単独で実施した場
合、一病傷経過中複数回実施した場合。

乳頭内異物除去
本処置の種別コードが設定されていないため。手技も煩
雑であり時間のかかる行為である。

追加しない（平成28年の家畜共済小
委員会で議論）。

カテーテルによる
悪露排除

追加しない。
現行（「60 胎盤停滞処置」の適用
細則で、カテーテルにより悪露排液
を行った場合にも、適用するとされ
ている。）の適用で問題ないと考え
ます。

鍼灸療法
（順気針療法、施
灸、外治法）

追加しない。
科学的根拠が明らかではありませ
ん。
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追加理由 方針案

多頭飼育の増加によりフリー牛舎が増え、また核家族経
営や従業員不足等により農家が牛舎に不在のことが多
く、獣医師が牛を捕まえなければ診療が出来ない場合が
増えている。労力と時間を要し危険も伴うため。

農場の大規模化に伴い、獣医師が捕獲・保定を行う機会
が増えているため。これらを獣医師自ら行う場合、手間
や拘束時間も異なるため差別化が必要。

治療するために、獣医師が牛を捕獲しなければならない
場合に生じる時間と危険度

農家の高齢化や人手不足等により、静脈注射や手術時の
保定を行う機会が増えており、労力と時間を要するた
め。

農家の高齢化に伴い患畜の捕獲保定を行うことが多い。

牛舎設備、畜主の対応による。怪我をする可能性。

静脈注射（点滴含）を行う時、患畜頭部の適切な保定が
必要である。本来、実施すべき畜主の不在や要求を満た
さないおざなりな保定などで、獣医師自身が保定を行っ
たり、やり直しを行う事が多い。種別の設定を望む。

事務取扱要領では、受信時及び組合等が行う死廃事故の
確認は原則立ち会うこととされている。しかしながら加
入者が所要のため立会できない場合及び高齢化や女性の
畜主並びにフリー形式牛舎において獣医師自ら捕縛・保
定する必要がある。この場合の保定料の料金設定が必要
であるため。

畜主の高齢化や畜主不在時獣医自ら保定するため、それ
に見合った料金設定をしてほしい。

畜主が不在等で、患畜の保定に労力や時間を費やすこと
があるが、診療費として請求できない

フリーストールやフリーバーンで牛を捕獲し保定するの
に技術と時間を要するため

畜主が事情により診療に立会えず、獣医師自ら患畜を探
し保定作業を行い、単独で診療業務を行う場合。診療に
対する時間、労力、危険度も増すことから追加が必要と
思われる。

フリーストールやフリーバーンで牛を捕獲し保定するの
に技術と時間を要するため

畜主不在あるいは高齢などの理由で、診察および治療の
ために獣医が自ら動物を保定しなければならない場合が
少なくない（時に運動場の動物をつかまえる場合もあ
る）。獣医が自ら保定する場合身体上および時間上の負
担を要するため。

高齢や、負傷など何らかの理由で畜主が家畜の保定をで
きない場合、獣医師が代わって保定した時、それにかか
る時間相応の点数が必用であると思う。

保定術
（捕獲）

追加しない。
診療その他の行為に該当しないと考
えます。
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追加理由 方針案

起立不能牛に寝返りをさせ、マッサージすることは必須
の治療（介護）であり、獣医師が実施の要領を提示しな
がら畜主の補助のもとに行っている。時には吊起器具を
利用しながら実施する事もあり、獣医師の知識技術を必
要とする「通常必要とされる診療行為」に該当すると考
えます。
１診療回に１回を限度に給付対象にすべきと考える。

起立不能畜の血行障害防止のために行うことで、廃用を
防げたり、廃棄肉の減少が見込まれるが、時間と労力を
必要とするため。

起立不能牛で畜主の高齢化、人手不足のために患畜寝返
りさせるだけに、往診が必要な場合がある。

起立不能牛における看護（牛体回転）は、原因療法に次
ぐ必要な処置であり（二次的筋肉損傷防止）また、反転
方法についても専門的技術が必要であるため。

農家も高齢化しており、獣医師が寝返りを行なっている
が、全く点数もなく、かなりの重労働となっている。せ
めて点数化できないか。Ｂ－Ａ種320点を希望。

起立不能時の神経麻痺を和らげるための処置。吊起まで
は行なわない。

起立不能の牛を治療する際、牛床圧迫による神経や筋肉
の２次的な損傷の進行を防止する上で牛の寝返しは最重
要であり、牽引する牛の部位・方向等経験的なテクニッ
クを要する。また、飼育農家の高齢化が進んでいる中、
獣医学的な看護も含めた重要な技術と思います。牛の寝
返しには市販の２連滑車が最低必要（３万円前後）と思
います。（家畜診療2017年　８月号　457参照）

起立不能牛を正常な伏臥姿勢に整復、または牛体の反転
等は、筋肉変性の防止・血行改善に必要な診療行為であ
る。獣医師法第20条（保健衛生の指導）により、1診療時
に限り認めて欲しい。

現在、畜産農家が減少し散在しているため、患畜の横臥
時や四肢の体勢整復を必要とした場合仲間の協力を得ら
れず獣医師の負担が増している。よって体力的・時間的
補填が必要と考える。

自力反転不可の起立不能牛において、必要に応じてロー
プ等を用いて牛体を反転させる際、費やす労力や時間に
対する技術料がなく、ただ働きになっているから

起立不能牛の看護処置として寝返り等を実施しており時
間と労力を要するため

枠場運搬使用 農家が枠場を所有していない場合、枠場を運ぶため。
追加しない。
診療その他の行為に該当しないと考
えます。

腸注
子牛の粘膜が剥がれるような下痢の時カテーテルで直接
腸内に抗生物質等投与するが点数がない。

追加しない。
有用性、実用性が不明です。

母牛の初乳搾乳

新生子牛には生後６～12時間以内に初乳を給与する必要
があると考えられている。自力で初乳摂取不可能な子牛
に胃カテーテルなどを用いて母牛の初乳を投与せざるを
得ない場合もある。その初乳を獲得するために、乳用牛
以外の品種の牛では相当な危険を伴うので沈静処置など
を適切に行う必要がある。また搾乳作業自体を獣医がし
なければならない場合もある。その作業全体の負担は小
さくないと思われるため。

追加しない。
診療その他の行為ではなく、飼養管
理上の行為と考えます。

起立不能牛の体位
変換
（寝返り）

追加しない。
診療その他の行為に該当しないと考
えます。
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追加理由 方針案

耳介下垂に有効なため。

中耳炎の発生は多く、長期にわたる治療となることもし
ばしばであるが、耳洗浄を行わずとも、簡単な点耳で治
癒する症例もあるため、点耳を行う頻度は高い。簡単な
手技で危険（牛が倒れこんでくる）も無く、耳洗浄より
安く、水剤塗布より高い技術料設定が可能と考えます。

点眼
（削除希望理由）
備考欄：「眼洗浄には点眼を含む。」を削除。給付とな
る点眼薬が無いため。

新生子牛胎便除却 浣腸を適用しているが、明記してほしい。

排便補助 子牛の胎便停滞時、行うもの。

尿石症、尿道結石
切開、尿石外部よ
り破砕

尿道切開の前に外部より圧迫にて破砕可能。反復実施も
減点にて追加。点数はＢ種に600点、Ａ種に100点。

尿道結石破砕手術
尿石症において最近は尿道切開は行わず、切皮後尿道内
結石を尿道外部からペンチ等で破砕する方法が行われて
いる。

乳静脈裂創止血

現行の診療種別において乳静脈裂創の治療は、外傷治
療、或いはその他の外科処置となるが、一般的な外傷に
比べその処置難度には差があるため、別種別として追加
すべきと考える。

追加しない。
「64 外傷治療」の適用で問題ない
と考えます。

酸素吸入 蘇生時の酸素吸入には酸素ボンベや流量計が必要
追加しない。
「69 蘇生術」に含まれていると解
されます。

〔第７指導料〕

飼養設計指導

保険制度に指導料給付があること事態が、前提として重
要ですが、内容を分け、根拠の種類を添付させ、充実す
べきです。前回同様の紙コピーを避け、改善点・理由明
記へ。全乳期だけでなく、乾乳期特化の指導も労力・実
行ハードルを下げやすい。予防の為実施促進へ。

追加しない。
病傷事故に該当しません。

飼養設計指導
（乾乳）

保険制度に指導料給付があること事態が、前提として重
要ですが、内容を分け、根拠の種類を添付させ、充実す
べきです。前回同様の紙コピーを避け、改善点・理由明
記へ。全乳期だけでなく、乾乳期特化の指導も労力・実
行ハードルを下げやすい。予防の為実施促進へ。

追加しない。
病傷事故に該当しません。

牛床・給水・飼槽
改善指導

つなぎとフリーストール、フリーバーン含め、空間・飼
槽・給水管理設計書。

追加しない。
病傷事故に該当しません。

換気・体感温度改
善指導

換気・断熱・輻射熱などによる予測体感温度の安定性確
保の設計は重要視されます。

追加しない。
病傷事故に該当しません。

移行期症候群予防
管理プログラム指
導

群管理・施設管理・予防薬・モニタリング法と応急処置
技法など。

追加しない。
病傷事故に該当しません。

農場HACCP/
ASIAN-GAP等
支援指導

総合的なシステム予防対策として、今後重要性が認識さ
れると予測されます。

追加しない。
病傷事故に該当しません。

〔第８手術料〕

膀胱穿刺（直腸経
由）による尿排除

尿石症などによる尿閉で直腸よりの膀胱穿刺で貯留尿を
排除し、破裂の防止や尿毒症を悪化させず延命させるこ
と、また、その後の対症療法により治癒することがある
ので、応急処置法として追加が望まれる。

尿道結石で尿閉になった時、400cmの套管針を使って膀胱
に刺入し、中芯をぬいてカテーテルを挿入し、排尿を確
認して套管針を抜き、カテーテルは固定し留置する。穿
腸Ｂ種255点-Ａ種39点を適用となっているが、Ｂ種300点
-Ａ種39点はほしい。

尿石症での完全閉塞時、肛門脇から長い套管針用いて排
尿させ、カテーテルを留置することで、尿毒症の治療な
らびに回避ができる。

点耳

追加しない。
診療その他の行為ではなく、飼養管
理上の行為と考えます。

本委員会における調査審議結果を踏
まえ、必要に応じ対応します。

膀胱穿刺並びにカ
テーテル留置

本委員会における調査審議結果を踏
まえ、必要に応じ対応します。追加
しない。

追加しない。
有用性、実用性が不明です。
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追加理由 方針案

造婁術 育成牛を対象

追加しない。
現行（「98 尿道切開手術」で、尿
道婁形成手術を行った場合は、B種に
738点を加える）の適用で問題ないと
考えます。

臨床現場で実際にOPEをする機会があるが、適応種別がな
い。

以前にアキレス腱や後肢の屈腱等の切断による縫合を
行った事がありますが技術点数がないのでご検討お願い
します。

スプリント法

（第６処置料での追加に対する意見）
・腱断裂等に対する患部の固定保護
・肢軸異常等に対する矯正等を目的に各症例に適したス
プリントを作製、装着する場合があるがその技術に対応
する種別が現状無い。

局所静脈麻酔
（蹄病手術等）

通常の蹄病手術、処置においては局所静脈麻酔せずに行
われているが、重度の疼痛を要する患畜の疼痛緩和及び
危険回避（暴れ防止）のため必要手技に技術を要する。

追加しない。
手術料に係る種別、外傷治療等に含
まれると解されます。

局所麻酔術
鎮静では痛みが無くなる訳ではない。立位での外科処置
では局所の沈痛のみの場合がいいこともある。アニマル
ウェルフェアの観点からも今後必要でないか。

趾の静脈内局所麻
酔

趾の手術に効果的な為。局所浸潤麻酔や神経麻酔より有
効。

腕神経叢ブロック
麻酔

腕神経叢ブロックは第６-８頚椎および第1胸椎神経を遮
断することにより、肘とそれより遠位の前肢の鎮痛・不
動化が得られる。中手骨・撓骨・尺骨の骨折整復の際に
牽引し骨折面をできるだけ定位置に整復するする必要が
ある。しかしキシラジンの鎮痛だけでは深い鎮痛が得ら
れず整復に難渋する場合がある。そうした場合にこのブ
ロック麻酔を用いればスムーズな整復が可能と考えるの
で、種別としての新設を希望します。

本委員会における調査審議結果を踏
まえ、必要に応じ対応します。

陰睾手術 全身麻酔含む手術農家負担が大きい。
追加しない。
去勢（病傷事故に該当しない）を目
的として行うものと解されます。

潜在精巣は病的精巣に当てはまる（奇形の肛門形成術等
と同じ）。

種雄牛以外の雄は価値が著しく低下する。異所性精巣な
ら比較的簡単に処置できるが、潜在精巣は開腹手術を要
する。

病的睾丸に潜在性睾丸も適用としてほしい。理由は病的
であること。

陰門縫合
陰門縫合を気膣の治療にも保険適用にしてほしい。気膣
の繁殖成績に及ぼす悪い影響はおおきく陰門縫合は気膣
の治療法として有効である。

追加しない。
有用性、実用性が不明です。

現在、「67 その他外科処置」で対応しているが、牛が嫌
がるため作業が煩雑となり、危険を伴う。また巨大なも
のや多数発生しているものもある。

多数、広面積の乳嘴腫の除去は、時間・労力・資材等多
くの経費を要するものであり現状の点数「67その他の外
科的処置」で賄うことに無理がある。

現在は「67 その他の外科的処置」で対応しているが数十
個に及ぶ場合30分～１時間を要することがあるため。

現在その他外科処置で対応しているが、牛が嫌がるため
作業が煩雑となり、危険を伴う。また巨大なものや多数
発生しているものもある。

陰茎損傷整復手術
雄牛の陰茎損傷手術は特に麻酔法が難しく、技術を要す
る。

追加しない。
「64 外傷治療」の適用で問題ない
と考えます。

新生子牛先天性突
球

ナックル整復を適用と判断しているが、病名もなく、明
記してほしい。

追加しない。
「100 ナックル整復」の適用で問題
ないと考えます。

腱縫合手術

追加しない（平成28年の家畜共済小
委員会で議論）。
「104　切開手術」の適用で問題ない
と考えます。

乳頭腫切除

追加しない。
現行（「67 その他の外科的処置」
の適用細則で、乳頭腫（乳嘴腫）で
あって治療を要する場合、これを切
除したときは、この点数を適用す
る）の適用で問題ないと考えます。

追加しない。
手術料に係る種別、外傷治療等に含
まれると解されます。

潜在精巣摘出手術
追加しない。
潜在精巣は、病傷事故に該当しませ
ん。
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追加理由 方針案

鼓室胞切開手術
内科的治療や耳洗浄でも治癒し得ない難治性中耳炎で治
癒する事例があり、重症例には応用価値があるため。

追加しない。
現行（「48 洗浄」の耳洗浄の適用
細則で、耳洗浄に先立ち鼓膜切開を
行った場合は、併せて「切開手術
小（20センチメートルまで） 第１
回」を適用とされている。）の適用
で問題ないと考えます。

肛門設置術
鎖肛、直腸閉鎖で出生した子牛でも、生後2日以内に肛門
設置術を施すことで生存させ、出荷させることが十分可
能である。

追加しない。
現行（「91 直腸脱整復」の適用細
則で、子牛の肛門形成術を行った場
合には、観血法の点数を適用する）
の適用で問題ないと考えます。

産道損傷手術

現行は産道損傷が腹腔に達するものに限られているが、
膣内の損傷でも縫合が必要な場合は多々あり、狭い場所
の縫合であるので、それなりの技術と時間が必要であ
る。その為、産道の損傷で縫合が必要な場合で、腹腔に
達するか、達しないで分けて適応してもらいたい。

追加しない。
現行（「92 難産介助」の適用細則
で、同時に行う産道の損傷に対する
処置を含むとされている。）の適用
で問題ないと考えます。

関節鏡手術

関節鏡手術は、「35 内視鏡検査」、「104 切開手術」の
点数で対応することになっているが、切開手術は牛の膿
瘍や血腫の切開を想定した点数であり、関節鏡機器を設
備しての手術とは根本的に異なっている。
また、関節鏡手術によってのみ治癒させられる病傷もあ
り、普及のためにも「99 骨折整復（観血整復術）」点数
を適用すべき。

本委員会における調査審議結果を踏
まえ、必要に応じ対応します。

乳頭切断手術

乳頭切断手術は乳頭狭窄あるいは乳頭踏傷において狭窄
が完治しなかったり、縫合不可である症例に実施するこ
ととなるので、別番号で乳頭切断手術を設け、「67 その
他の外科的処置」の点数で適当であると考える。

追加しない。
現行（「94 乳房切開手術」で、乳
房切除手術の場合は、B点に1,042点
を加えるとされている。）の適用で
問題ないと考えます。

〔その他〕

滞在料

例えば和牛子牛の点滴には時間が掛かり、治療終了まで
付いていて今の点数設定では採算など合うわけがありま
せん。ＮＯＳＡＩ獣医師の時給にあった点数を他の種別
とは別に滞在料として設定していただきたい。

追加しない。
（左記の例であれば、獣医師の滞在
を必要とするものではないと考えま
す。）

－12－



１　家畜共済診療点数表中の種別及び備考の見直しに関する検討表

　①  種別及び備考の追加（医療用器具機械等）

品      名 数量 単価(円) 品      名 数量 単価(円) 品      名 数量 単価(円)

〔第１診察料〕

聴診器 1 519 使い捨て手袋 1対 17

体温計 1 21,432

〔第３文書料〕

〔第４検査料〕

血液生化学的検査
（イオン化カルシウ
ム）

iSTAT

特殊血液検査料 採血用品 3 50

腟鏡 1 46,000
クリアキル
（消毒剤）

10mL 6 直腸検査用手袋 1 7

膣鏡 1 46,000 パンパックス 10mL 5

なし 消毒薬（パコマ） 5mL 9 直検用手袋 1枚 1

直腸検査用手袋 1 10

膣鏡 1 直腸検査用手袋 1 20

膣鏡 直検用手袋

直検用手袋

クリアキル 5mL 8

クリアキル 10mL 14

直腸検査手袋 1 17

直腸検査
（子牛)

使い捨て手袋 1対 17

アグロスキャン 1 150万

超音波画像診断
機

1

サーモグラフィ画像
検査

サーモグラフィ 1 数十万円

開口検査 開口器(黒沢式) 1 ？

10ccポンプ 1

注射針 1

採乳 消毒用アルコール スピッツ管 1本 20

鼻腔内粘液採取 カルポーター 1 43 アル綿 1 1

生食1,000mL 3 268
トロッカーカテーテル
2,200円/1本

1

シリンジ

メス刃

エタノール

イソジン

〔第５注射料〕

翼状針 1 29

20mLシリンジ 1 9

18G1・1/2針 1 2

輸液セット7号（駆血帯と
して）

1 175

生理食塩液
2L～

3L適量
200 輸液セット 1 270

動物用生食1L 2
402

（201×
2）

補液管 1 410

セファゾリン3g 1 537

補液管 1 220

腹腔内投与 動物用輸液セット 1 260

輸血
（採取）

　 　 　血液採取バック（400mL） 　 400

ヘパリン 2mL 補液セット 1 216

へパリンNa　5,000単
位

1 100 バイアルインジェクター 1 380

輸液セット 1 270

輸血用クエン酸ナト
リウム注射液

5mL×50 4,400

輸液セット 1 410

動脈注射 動注針 1 1,200

点滴追加 連結管 4 40

尾椎注射
注射筒(5mL）・
針

1 塩酸プロカイン 5mL 26

連結管の使用増点 テルモ連結管

〔第６処置料〕

腹腔内注射

輸血

胸腔穿刺

2,500
（両側
なら×

2）

指・趾静脈注射

腟検査
（膣鏡検査、膣内診
検査）

超音波直腸検査

卵巣穿刺

医 療 用 器 具 機 械 医    薬    品 医 療 用 消 耗 品

一般診療
(T.P.R、聴診等)
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品      名 数量 単価(円) 品      名 数量 単価(円) 品      名 数量 単価(円)

医 療 用 器 具 機 械 医    薬    品 医 療 用 消 耗 品

留置針
注射器

1 104

駆血帯（ゴム
チューブ）

1 1,000
抗生物質（全身投与
で用いる1/3量）

サーフロ留置針 1 81

三方活栓TS-WR1725L 1 144

注射ポンプ20～50mL 2 60

カウサッカーによる
金属異物除去

カウサッカー 1
99,750

(2011年時
点）

パーネット8 1 735

塩ビ管 1 100

胃内存置用磁石投与 パーネット8 1 1,000

補液管 1 236

生理食塩水1L 1 186 留置針14G 2 70

エルタシン1.5mL 1 インジェクター 1 93

生理食塩水 1L 201 補液管 1本 40

抗生物質
（状況に応じて）

留置針 2～4本 90～520

生理食塩水 2 201 留置針 1 107

輸液管 1 93

生食 1 201 輸液ｾｯﾄISA-300D00Z 1 40

伸縮包帯 1 222 サーフロー留置 2 90

脱脂綿 1 90

エコー 1 80万 生理食塩水　500mL 1 149 留置針 2 300

PCG 10mL 90 延長チューブ 2 200

ポンプ　50mL 2 60

生理食塩液500mL 2 298.000 サーフロ留置針 2 162

動物用補液セット 1 220

生理食塩水 201 補液管 1本 40

抗生物質
（状況に応じて）

留置針 2～4本
208～
416

生理食塩水 1,000mL 201 14G留置針 1本 90

（抗生物質） 輸液管 1管 37

シリンジ、針 生食

針 抗生物質

消炎剤等

生理食塩水 1L 185 包帯(4列) 1巻 83

抗生物質（セファゾ
リン）

1g 238 獣医針(50先) 3本 162

動物用輸液セット 1式 236

ペンローズド
レーン

1 420 生理食塩水1Ｌ 5 252 伸縮包帯 2 282

輸液セット 1 410 セファゾリン注4ｇ 1 648 エラストプラスト 2 878

セラクタール 5mL 116

アチパメ 1mL 519

生理食塩液500mL 30mL 92.00 胃管カテーテル 1 102

注射ポンプ50mL 1 30

臍洗浄 生食・抗生剤 1 300 カテーテル 1 300

5mLポンプ 1 10

18G針 1 1.3
鼻腔内薬液噴霧

気管洗浄

処置部位の毛
刈・清浄・消毒
に必要なもの
（バリカン、消
毒用ブラシ等）

磁石（パーネット）
投与

関節洗浄

静脈内灌流法
(limb perfusion) 処置部位の毛

刈・清浄・消毒
に必要なもの
（バリカン、消
毒用ブラシ等）
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品      名 数量 単価(円) 品      名 数量 単価(円) 品      名 数量 単価(円)

医 療 用 器 具 機 械 医    薬    品 医 療 用 消 耗 品

アプリケーター 1 イージーブリード 1 ガーゼ

アルコール

ゼリー

CIDRアプリケー
ター

1 2,732 アルコール綿

挿入器具 1 シダー1900 1 1,933

消毒剤

産道粘滑剤

挿入器 1 シダー1900 1

イソジンゲル

アプリケーター 1 エコーゼリー 20ｇ

アプリケーター 1 2,387 イージーブリード

塩化ベンザルコニウ
ム

5mL 4

アプリケーター 1 エコーゼリー 20ｇ

アプリケ-タ- 1 ィ－ジ-ブリ-ド 1

挿入器具（アプ
リケーター）

1 1,800 イージーブリード 1 1,900
直検手袋（直検用ビニー
ル手袋　ポリテックス100
枚）

1枚 9

逆性石鹸（塩化ベンザル
コニウム500mL）

10mL 7

カット綿500ｇ 10g 16

CIDR 1 1,944

イージーブリード 1 1,900

イージーブリード 10 1,998

子宮内注入器 1
1,080

～
5,000

シース管
1～2 22

シース管カバー 1～2 19

直検用手袋 1～2 15

50mLシリンジ 1～2 92

イージーブリード 1 2,052

オバプロンV 1 1,620

シダー1900 1 1,750

シダ― 1 1,750

アプリケーター 1 2,000 シダー 1 1,700

コンサルタン 2 1,078 針 3 9

レジプロン 1 745 シリンジ 3 24

イソジンゲル 90ｇ 488 もぐさ 45ｇ 311

もぐさ 60ｇ 100

温灸もぐさ 1 1,000

味噌
もぐさ

100ｇ
9ｇ

50
60

竹串 2本 20

もぐさ 1
1,000～

2,000

停滞胎盤除去 逆性石鹸液 直腸検査手袋 4

胎盤停滞処置
（双胎増点）

直腸検査用手袋 1 10

乳房内異物除去
アリゲーター鉗
子

1 8,400

保定料 鼻保定器 1 4,700

寝返り処置 ロープ

腸注 尿道カテーテル

2.5mLシリンジ 1 8
各種抗生剤
エンゲマイシン

1～3mL 11.98 アルコール 少量
189

(500mL)

10%バイトリル 1～3mL 93.96 綿花 少量
972

(500g)

バイトリル 1mL 97 注射器 5mL 1 13

50mLシリンジ
延長チューブ

1 71
各種抗生剤
生理食塩水等

1～3mL
適量

0.298 アルコール 少量
189

(500mL)

エンゲマイシン
1～3mL
適量

11.98 綿花 少量
972

（500g)

10%バイトリル
1～3mL
適量

93.96 毛刈鋏 1 3,234

涙管洗浄 カラクタール2％注 2.5mL 192

点耳

耳洗浄

鍼灸療法
（順気針療法、施
灸、外治法）

腟内薬剤挿入
（子宮内薬剤挿入、
オブシンク）
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品      名 数量 単価(円) 品      名 数量 単価(円) 品      名 数量 単価(円)

医 療 用 器 具 機 械 医    薬    品 医 療 用 消 耗 品

ギブス包帯 3 598

オルテックス（下巻
包帯）

2 104

伸縮包帯 2 222

尿石用套管針 カテーテル 1 200

縫合針 絹糸 30cm 直検手袋 2 1

第四胃便秘 流動パラフィン 2L 1,860

伸縮性接着包帯除去 外科鋏

ヘルニア整復
（簡易）

粘着伸縮包帯 1～2巻 1,000

乳静脈裂創止血
持針器、縫合針
等一般外科道具

ナイロン糸、バイクリル
等縫合糸

長期在胎における分
娩誘起処置

デキサメサゾン 10mL 420

〔第７指導料〕

〔第８手術料〕

膀胱穿刺（直腸経
由）による尿排除

輸液用チューブなど 1 150

メス柄 プロカイン 10mL メス刃 1

縫合針 5mLシリンジ 1

持針器 絹糸 少々

鋏 ガーゼ 少々

腹膜鉗子

キャスティングテープ 1 720

オルテック（綿包帯） 1 126

キシロカイン注射液 30mL 488 20mLシリンジ 1 10

21G翼状針 1 17.28

リドカイン 10 130 注射ポンプ（20mL） 1 13

翼状針 1 13

塩酸リドカイン 1mL 20 10mLシリンジ 1 9

20Gカテラン針 1 10

電気メス 1 840,000 イソフル 125mL 3,600 吸収糸 4 3,620

麻酔器 1 570,000 セボフルラン 200mL 7,480 気管チューブ 1 7,000

手術台 1 340,000 アトロピン 1mL 100

手術器具 1 56,000 キシラジン 0.5mL 68

一般開腹手術器
具

外科手術一式

鉗子 1 4,000 メス刃 1 40

鋏 1 4,000

メス柄 1 700

鉗子 1 3,170 ヨーチン 10mL 7

鋏 1 3,900

タオル鉗子 4 ネオヨジンスクラブ メス刃

ドレープ 1 希ヨーチン 縫合針

毛刈り鋏 1 キシラジン 縫合糸

外科鋏 4
塩酸プロカイン（抗
生剤）

鉗子
（把針器）

1

メス柄 1

焼烙器 1

陰茎損傷整復手術
キシロカイン注2％
100mL

2 1,640 合成吸収糸 1 1,000

鼓室胞切開手術
創外ｽﾃｯﾌﾟﾋﾟﾝ
電動ドリル

4本
1個

1本　1,500
10,000

ｷｼﾗｼﾞﾝ
塩酸ﾌﾟﾛｶｲﾝ
生理食塩水

3mL
20mL

1,000mL

405
117
201

ﾄﾞﾚｰﾝﾁｭｰﾌﾞ
縫合糸

1本
適量

500
適量

ヘルニア整復
（非観血整復術）

テンソプラスト 1 1,133

ヘルニア整復 手術用器具一式 麻酔薬 ドレープ、手術着他

開腹 オペポリックス 1 693

手術に準じる 手術に準じる 手術に準じる

動物用塩プロ注 60mL 368/10mL

把針器 縫合針

絹糸

直腸検査用手袋 1対 44

使い捨て手袋 1対 17

外科剪刃 1 3,661
滅菌生理食塩水
(1,000mL)

1 201
吸収性縫合糸
非吸収性縫合糸

1 1,103

解放性脱臼整復増点

開腹
（開腹検査）

子宮脱整復
（陰部縫合増点）

横臥状態での子宮脱
整復

趾の静脈内局所麻酔

腕神経叢ブロック麻
酔

尿膜管遺残摘出

乳頭腫切除

スプリント法

局所静脈麻酔
（蹄病手術等）

膀胱穿刺

造婁術

外傷治療
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品      名 数量 単価(円) 品      名 数量 単価(円) 品      名 数量 単価(円)

医 療 用 器 具 機 械 医    薬    品 医 療 用 消 耗 品

止血鉗子 1 4,410

持針器 1 9,936

縫合針 1 119

メス 1 972

生理食塩液500mL 4 596.00 縫合針

縫合糸

術衣

手術用手袋

整形外科器具
（骨ノミ（大・
中・小）、ハン
マー1、スク
リュードライ
バー1、鈍鈎1、
パワードリル1、
破損スクリュー
摘出セット、
他）

ドレープ

解放性脱臼整復増点

骨折接合板除去

処置部位の毛
刈・清浄・消毒
に必要なもの
（バリカン、消
毒用ブラシ等）

一般外科器具
（メス1、鉗子
4、ピンセット
1、持針器1他）

－17－



番号 削 除 種 別 削除希望理由 方針案

4 立会診
近年臨床研究会等各所で開催・活動し話し合い現地集合の機会が多
く、保険適用の必要性を感じない。

削除しない。
有用性、必要性があると考えます。

往診・診療時、患畜オーナーと必ず症状、今後の管理等説明し、そ
の場で指導するので書にする必要性を感じない。

指導と指導書発行が前提であるため、指導に統合し点数を増加すれ
ばよいのでは

（変更希望理由及び内容）
(適用の拡大）近年の畜産特に酪農経営の大規模化により、多様でよ
り深く専門化した知識が疾病や予防対策に求められている。よって
現場指導においても日々より広く深い知識を習得し、時間を有効に
使いながら指導にあたるため。また、適用事例が特損しか認められ
ていなので、一般診療から派生した疾病の予防指導にも適用できる
ようにしてほしい。

（B種点数とA種点数との差の見直しの希望理由）
事故外の文書を消費税込み1,080円にしているため、共済の文書料と
差違が生じている。

（B種点数とA種点数との差の見直しの希望理由）
前回改正時は消費税が８％になった時と同時の改正だったわけです
が、３％分上乗せされずに同点でした。今回も上乗せされることな
く同点でした。これは正に「便乗値下げ」と言っても過言ではない
と思います。

疾病予防や経営改善に直接関連する事案であるが、現在のような点
数で行うのは不自然で割に合わない。現実的ではない。

予防的な行為なので、共済技術の点数に含まれることは「不要」と
思われる。畜産農家の実費負担が正しいと思われる。

（変更希望理由及び内容）
養豚場、大規模肥育農場など２時間以上～半日巡回する場合があ
る。難しいとは思うが。

（変更希望理由及び内容）
本来であれば指導を特別損害防止事業において実施すべきと考える
が、特別損害防止事業を実施していない本県のような地域での飼
養・搾乳管理指導等実施を考えＢ-Ａ共に増点してほしい。

（変更希望理由及び内容）
[第7指導料]70指導は指導書を交付していない場合でも適用して頂き
たい。指導書を交付した場合は現行通り[第7指導料]70指導と[第3文
書料]8指導書を適用するようにして頂きたい。

（B種点数とA種点数との差の見直しの希望理由）
飼料計算には、飼料分析、給与方法等多方面の知識・時間・経費を
必要とする。また、指導は群単位の指導も兼ねている。

（B種点数とA種点数との差の見直しの希望理由）
指導するには飼料計算するためのソフトをはじめ様々な知識やノウ
ハウが必要であり、作成に多大な時間を要するため。

31 体腔内異物検査
創傷を起こしていなくても感知され、かつ金属探知機の精度も悪
い。予防の磁石と付着した金属に反応しては診断意義矛盾あり。

削除しない。
有用性、必要性があると考えます。

現在実施している獣医師がいるのでしょうか。この項目の必要性を
感じません。

現在まで実施したことがなく、必要性を感じない。

罹患頻度に不明な点が多い。以前は、廃用認定のための検査の意味
合いが強かったが、卵管が閉鎖していても受精卵移植を実施するこ
とで受胎する可能性も高いと考えられる。

41 関節腔内注射
用法に関節腔内注射とある薬剤は極端に少ないと思います。また、
広く一般に認知される使用法といっても、具体的にどのようなもの
が対象となりうるのかが不明瞭で、保険請求し辛いです。

削除しない。
有用性、必要性があると考えます。

42 脊髄腔内注射 同上。
削除しない。
有用性、必要性があると考えます。

43 腰椎注射 同上。開腹時の硬膜外麻酔のみで良いのではないかと思います。
削除しない。
有用性、必要性があると考えます。

44 尾椎注射 同上。
削除しない。
有用性、必要性があると考えます。

45 卵巣直接注射 効果的な筋肉内投与のホルモン剤が多数あり、必要性を感じない。
削除しない。
有用性、必要性があると考えます。

畜主が行うべき行為で、獣医師の治療行為としてはほとんど行われ
ていない。

すでに獣医師が行う診療処置ではなくなっている

卵管疎通検査
削除しない。
有用性、必要性があると考えます。

33

罨法

家畜共済診療点数表中の種別及び備考の見直しに関する検討表
　②　削除

49
削除しない。
有用性、必要性があると考えます。

8 指導書

70 指導

本委員会における調査審議結果を踏まえ、
必要に応じ対応します。
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番号 削 除 種 別 削除希望理由 方針案

牛における外用薬の塗布等は畜主でも対応可能。

畜主が行うべき行為であり、獣医師は薬の処方のみでよいと考え
る。

気管内に噴霧すべき認可された薬剤がない。

使用に適した医薬品がない。

備考欄に、使用した医薬品の増点規定があるが、薬価基準表にはそ
れに該当する医薬品は収載されていません。一時期、専用の医薬品
が存在し一部の獣医師が好んで行っていましたが、医薬品が存在し
ない現状ではこの手技を行うことは不可能だと考える。

使用できる薬剤がない（用法から見て）

気管内薬剤噴霧する器具がない。

専用の動物用噴霧薬が存在しない中、ネブライザーを用いたいわゆ
る吸入療法を行うしか方法がない。気管内薬剤噴霧の存在意義を疑
う。仮に吸入療法に対して気管内薬剤噴霧が給付可能であっても、
吸入療法に要する手間、所用時間、経費を勘案して点数を上げるべ
きではないか。

瀉血の治療的意義がわからない。必要であるなら、採血（量的増点
を加味したもの）で代替できると思われる。

治療効果について甚だ疑問である。獣医師になって25年見たことが
ない。

古典的手技であり、現在行っている獣医師はいないように考える。
血液を飛散させるので、牛白血病ウイルスの感染源となる可能性が
高い。

このような治療方法を、実施することはない。

実施した事が無い

59 子宮内薬剤挿入 現在、子宮内に挿入する薬剤がないため。
削除しない。
有用性、必要性があると考えます。

60 胎盤停滞処置

備考欄に分娩後の時間経過や手技の内容及び実施可能頻度等の適用
範囲等の記載されていないので、どのような行為を想定しているか
不明です。
仮に陰門外に下垂している胎盤を牽引することを想定しているので
あれば、この種別は削除すべきです。停滞している胎盤の牽引は獣
医技術を必要とせず、畜主が自ら行い通常管理に含まれると理解す
るからです。また、用手法で除去（胎盤を子宮小丘から剥離）する
場合のため、〔第８手術料〕に「停滞胎盤除去」を新設する。

削除しない。
有用性、必要性があると考えます。

61 理学的療法 認可の取れている医療器具が存在するのか疑問である。
削除しない。
有用性、必要性があると考えます。

62 乳房内薬剤注入 農家自身による実施が主たるため。
削除しない。
有用性、必要性があると考えます。

63 吊起
過去数回行った試験から吊起によって回復した例が少なく、吊起に
よって骨折を助長した経験あり。

削除しない。
有用性、必要性があると考えます。

73 整歯 実施なし。
削除しない。
有用性、必要性があると考えます。

実施なし。

ほとんど行わない。特に難抜歯。エレベータ等使用して行う抜歯は
ほとんどない。

79 齰癖矯正術 ほとんど行わない。
削除しない。
有用性、必要性があると考えます。

82
第四胃変異簡易整復
手術

簡便ではあるが、開腹手術と比較して効果や予後に疑問点が多い。
確実な回復と生産復帰を目指すのであれば、開腹手術を推奨すべき
である。

削除しない。
有用性、必要性があると考えます。

適用がない。

産業動物において開胸手術の適応があるとは思えない。設備から現
実的ではない。

経済動物である家畜に共済診療として開胸手術が実際に行われてい
るのか疑問です。病傷事故給付基準でいう「通常必要とされる診
療」には程遠く、一般に普及していない、そんな特殊な手技を共済
給付の対象にする必要はないと考えます。

臨床現場でできる手術ではないと思われる。

92
難産介助
（備考１）

技術レベルの違いにより難産介助に係る時間が違うので、単純に時
間での増点では技術レベルの高い獣医師を評価していない。

削除しない。
有用性、必要性があると考えます。

92 難産介助
難産介助は農家等によって頻度に差があるし、ほとんどが分娩のお
手伝いなので奇形などの特別な場合を除き共済事故外で良い。

削除しない。
有用性、必要性があると考えます。

93
子宮捻転整復
（母体の回転法）

母体回転する前に胎子回転。困難なら帝王切開のため。
削除しない。
有用性、必要性があると考えます。

瀉血
本委員会における調査審議結果を踏まえ、
必要に応じ対応します。

83

57

抜歯

開胸
削除しない。
有用性、必要性があると考えます。

削除しない。
有用性、必要性があると考えます。

74

52 気管内薬剤噴霧
削除しない。
有用性、必要性があると考えます。

50
削除しない。
有用性、必要性があると考えます。

塗布又は塗擦
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番号 削 除 種 別 削除希望理由 方針案

105
麻酔術
（吸入麻酔の増点）

今回、備考３に吸入麻酔の場合の増点規定が設けられたが、使用薬
品についての記載がない。備考２に使用医薬品について増点規定が
あるので、当然吸入麻酔についてもこの規定が適用されると思いま
すが、薬価基準表には使用できる動物用医薬品は収載されていない
ので増点はかなわない。共済給付対象外医薬品として農家負担を求
めなさいという事でしょうか。そもそも薬事法上で牛、馬及び豚に
使用できる吸入麻酔薬は存在していません。なぜ犬用吸入麻酔薬あ
るいは人用吸入麻酔薬を使用することを前提に、吸入麻酔を共済給
付対象としたのか強い疑念を感じます。休薬期間の設定はどのよう
にお考えでしょうか。このような拘束がある中で吸入麻酔を共済給
付の対象にすべきではないと思います。

削除しない。
有用性、必要性があると考えます。

107 入院
入院させる場所が無い診療所が多く、入院治療の必要性を感じる症
例が少ない。

削除しない。
有用性、必要性があると考えます。
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番号 変 更 種 別 変更希望理由及び内容 方針案

農林水産省では再診を診療回毎(初診時除く)に対し適用することとし
た場合、「今の各種別ごとに診察料を含んでいることを踏まえ、ま
た、農家負担の増加を軽減するため、往診を除く他の種別の点数を全
般的に引き下げる」との考え方があるようだが、その様な説明を今ま
で聞いたことはない。また、初診料は畜主が全額負担しており、さら
に初診時と第２診以後の各診療種別の点数に差がないことからも判る
ように、各種別ごとに診察料を含んでいるという説明は農林水産省の
こじつけであり、全く説得力がないと指摘しておきます。また、病傷
事故における農家負担は、給付基準内診療であれば初診料だけですか
ら、農家負担に増加はあり得ません。支払共済金が増えることによる
掛金率の上昇という意味なら別ですが。

２診以降の診察においても診察している。

第２診以後の診察・診療に対する再診の適用（追加）

第２診以後の問診、検温、望（視）診、触診、打診、聴診に時間をか
けることで適切な治療を行い、又は治療を行わない場合も多いので、
毎回の診察料として点数化すべき。

初診時と異なる診察料への変更を可能にすべき。

人の健康保険と同様に、第2診以降で診察の度に再診料を適用できるも
のとし、他の治療費と併せて算定できるものとする。点数は現行と同
程度で良いが、再診のみの診療は回数等の給付制限を設ける。人の診
療報酬制度に比べて家畜共済の診療給付基準では、獣医師の診察や指
導に係る評価が少ないため。

①現行の再診は、第２診以後予後判定又は治癒判定のため単に診察す
るのみで、注射・処置等を行わない時に適用。また、現行の初診料
は、自己負担である。新たなNOSAI制度の見直しで人間の健康保険に準
じた事故低減インセンティブ対策を取り入れ、初診料を含めた診療費
に一定の自己負担を設けることとなる。見直し後は、家畜の診療現場
では往診毎に診察（稟告・望診・触診・打診・聴診）を行っているた
め、再診料は健康保険に準じ診察毎に適用すべきである。
②初診料＝健康保険に準じ初めて受診したときの診察料とし、人間の
健康保険に準じる。（参考：健康保険は282点）また、健康保険では最
終診療から１月以上経過した場合は初診として取り扱うことになって
いるので、家畜共済点数もこれに準ずるべきと考える。
③再診料＝健康保険に準じ第２診以後受診したときの診察料とし、薬
治・検査・注射・処置等を行った場合も適用。（参考：健康保険は72
点、NOSAIは55点）

　再診の適用範囲を拡大する。
　第２診以後の診療回毎の診察に対する基本点数と捉え、更に夜間、
深夜、休日(日曜、祝日)には相応の加算をすることで診療点数に差を
つける。（その場合は往診料の夜間、深夜加算は廃止する。）
　妥当と考えるＢ種点数及びＡ種点数:
　　平日時間内　　Ｂ種点数：７０　　Ａ種点数：７
　　更に夜間、深夜、休日(日曜、祝日)にはＢ種点数に相応の加算を
する。
理由：診察は治療への必須の行為であることに一点の曇りはない。し
かし、今に至るまでその事に対して農林水産省は診療費(損害額)の算
定に加えてこなかった。この数年間この事が検討議論されていたよう
だが未だに実現していない。骨折の創外固定術は短期間に新設されま
したが、再診の適用範囲拡大の方が先だったと思います。
　家畜共済病傷事故では「初診料を除く診療費＝点数表及び薬価によ
る損害額」の建前があり、初診料は農家に負担していただいている
が、再診料（２回目以降の診察料）を農家から別途に徴収できる制度
になっていない。人の健康保険制度では「初診料、再診料」を診療回
毎の基本点数と捉えている。家畜共済でも第２診以後の診療回毎に
「再診料」を適用できるようにすべきである。
（つづく）

家畜共済診療点数表中の種別及び備考の見直しに関する検討表
　③　変更

再診
（適用範囲の拡大）

1
変更しない（平成28年の家畜共済小委員会
で議論）。
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番号 変 更 種 別 変更希望理由及び内容 方針案

　現状では治療はせず診察だけの場合のみ再診が適応されており、点
数はＢ種点数：55点(Ｂ－Ａ種点数：48点)だ。例えば診察し、更に薬
治(調剤を必要としないもの)をした場合は、薬治のＢ種点数：55点(Ｂ
－Ａ種点数：50点)で同点数であり不合理だ。また夜間、深夜診療と昼
間診療での診療費の差は、往診料に加算規定を設けることで行われて
いる。一頭だけの診療ならば不充分ではあるが説明できる。しかし２
頭目からは当然往診料はなく、診療点数のままであり不合理である。
全部の種別について、往診料のように夜間、深夜の増点をすれば済む
ことであるが、極めて煩雑となる。
　そこで今回の提案である。先にも述べたとおり再診を第２診以後の
診療回毎の基本点数と捉え、初診料で時間外、休日の場合に差をつけ
ている診療施設が多い現状から考えて、夜間、深夜、休日(日曜、祝
日)には相応の加算をすることで診療点数に差をつければ、これらの事
が改善されると思う。
　次回改正時には第２診以後の診療回毎の再診料の給付が実現してい
る事を強く希望します。

変更しない（平成28年の家畜共済小委員会
で議論）。

診療中の家畜が、往診にいったところすでに死亡していた場合は再診
とし、死亡家畜の状態をカルテに記入すべき。

変更しない。
病傷事故に該当しません。

2診目以降の夜間・深夜・日祝日の時間外往診について、再診料の増点
を設定してほしい。往診点数に時間外加算があるが、往診点数は車両
による移動に対する費用であり、診察料は含まれていない。獣医師に
は時間外診療に係る人件費を支払うが、それに見合う収入が必要であ
る。このため、再診料に増点規定を設け給付することを要望する。

２診目以降の時間外往診（夜間、深夜、日祝日）について、再診料の
増点を設定し給付してほしい。
１．２診目以降の時間外往診について、現在診察料を別途事故外請求
している。
２．往診点数に時間外加算があるが、往診点数は車輛による移動に係
る費用であり、診察料は含まれていない。
３．獣医師には時間外診療に係る人件費を支払うが、それに見合う収
入が必要である。
４．このため、再診料に増点規定を設け給付することを要望する。

夜間労働に対しては、125/100で賃金を支払うように労働基準法で定め
られていますが、往診点数しか増点されない現行では、獣医師の時間
外賃金を家畜診療所が支払えません。夜間診療については、おこなっ
た診療行為すべてが増点されるべきだと考えます。

夜間・深夜に診療を行った際の増点（往診に増点があるが、ほかの種
別に増点がない）

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
の割増を適用してもらいたい。

夜間診療は昼間の診療と比べ、労力がかかる。また人件費としても割
り増しであり、見合った増点規定が必要。現在往診料に時間外加算は
あるが、種別に指数をかける等の対応を希望する。

時間外に診察した際に、現在時間外診察料を事故外請求している。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。再診料に増点規程を設け給付とすることを要望します。

休日の診察は増点が必要。

診察料を現行では請求できないため

労働基準法で定められている通り、休日、夜間の業務は人件費が増加
するため

獣医師だからといって休日も平日と同じとする理由なし。一般社会人
と同等とすべきである。

日曜、祝祭日と平日と同じ診療点数はおかしい。

土曜、日曜、祝日の割り増し。

土曜日、日曜日、祝祭日に対する往診料金の加点を望む。加点料金に
ついては通常往診料金の1から2割増しがよいと思う。

国民の休日や土日、正月３が日に再診した場合の再診料（新設又は現
金徴収）。休日における再診は必要と診断したので往診しているが、
初診料（現金）の増額はあるものの、再診については平日を全く同じ
料金体系。

1

再診
（適用範囲の拡大）
（続き）

変更しない。
現行の適用で問題ないと考えます。

再診
（土日・祝祭日の増
点）

変更しない。
祝祭日、休日の診察に対する費用の上乗せ
は組合員等が負担すべきと考えます。

再診
（時間外の増点）
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多頭同時診療した場合、１頭目は往診料が取れるが、他は取れないた
め設定してほしい。

検査や処置、手術による項目はあるが、検温、聴診など診察に係る種
別がないため。多頭化で１軒で数十頭治療する場合、診察に時間がか
かる割に点数が低く、薬品消耗率も上昇する。

全体的に点数が低めだと思っていますが、とくに同時診の場合無料に
なっているところを改善していただきたいです。１回の往診料で１頭
診察しても、100頭診察しても同じというのはおかしい。２頭目以降も
問診し触診し聴診し検温もするため、時間も余計にかかっているのに
無料になっています。31年度以降、治療費の１割が畜主の負担になる
とのことですが、人でも負担しているのだから牛も負担するのは当た
り前と考えるのならば、人と同じく診察料の追加をお願いします。

農場の大規模化で数10頭単位で診療をするので往診料では、収入にな
らないので、1頭ごとに診察料を設けてほしい。

近年、多頭化が進んでおり、１戸の診療が１頭のみの場合は少なくな
り、10頭以上診察することも増えている。2頭目以降の診察料（聴診、
検温、触診等の一般検査の技術料）の設定がない。

多頭診療する場合の診察料は必要

多頭飼育により一回の往診時に複数頭数を診察する機会が多くなり、
繫殖障害は直腸検査の点数があるがその他の治療には聴診検温等の診
察診断料が無い。

1頭ごとに再診料を往診のつどにとれるようにしてほしい。

１戸に２頭以上の患畜は往診は給付しないとしているが、２頭目以降
に診察料を給付して欲しい。

診察しているのに診察料が無料なのはおかしい。

現在500ｍ以内は84点、500ｍ超の基本は170点となっている。ある程度
立地条件による差を小さくすべきと考えるので、近距離の点数を上げ
て、例えば20㎞以上などは少し押さえていく等の措置が必要。

診療施設を起点とした往診距離であると組合員間に種別点数の利得の
差が発生する。また２戸以上連続して往診した場合、それぞれ次の患
畜に至るまでの距離となるが、それだと日々ほぼ決まった順番で往診
すると組合員間に種別点数の不均衡が発生する。よって、往診距離は
一律「12㎞を超えるもの」の種別点数を適用する。

診療所の統廃合が進み組合員の意思によらず診療所から遠距離となる
組合員が発生していること、開業獣医師が効率の良い地域を診療する
傾向があり、直営診療所が診療する組合員は点在化しており効率が悪
いくなっていることなどから、距離による往診点数の差を現状より圧
縮してほしい。

距離による往診点数の差を圧縮してほしい。具体的には0.5ｋｍ以内を
300点（基本点数）とし、最大距離（北海道では60ｋｍ）との差が２倍
以内とするように距離による加算を設定してほしい。
【理由】
１．開業獣医師が効率の良い地域を診療する傾向があり、直営診療所
が診療する組合員は点在化しており、診療効率が悪くなっている。
２．離農が進み、点在化に拍車をかけている。
３．特定組合化による診療所統廃合が進み、組合員の意思によらず診
療所から遠距離となる組合員が発生している。
４．上記の理由から、疾病の発生率や診療費と関係のない事由による
組合員の被害率が増加するが、往診点数の抜本的な解決が図られない
限り共同診療所としての公平が保てない。
５．組合員の距離によらず、一定数の獣医師を配置する必要があり、
一定額の車輛経費等が発生することから、それを基本点数とする。往
診点数の設計は基本点数+距離加算とし、距離による加算分を圧縮し、
距離による格差をできるだけ解消したい。

1

往診2

再診
（１頭増すごとに増
点）

再診は、１頭増すごとに増点できます。

往診に係る実態を調査する等、次回の見直
しに向けた準備を行う。
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現在、往診距離に係る点数は、その距離に対応した点数となってい
る。家畜診療所から離れた組合員は距離点数が、その近い組合員に比
べると高い傾向にある。このことについて不公平感を感じている組合
員が存在する。
国の方針による特定組合化、特定組合同士の合併に向けて家畜診療所
の統廃合が進みつつある。それに伴い、家畜診療所からの距離の長距
離化が生じる可能性があり、組合員間でこの往診距離に係る点数に差
が広まる可能性がある。
よって、この往診距離の点数を（全国または特定組合で）一律化する
ことにより組合員間の不公平感を無くすことができるのではないか。

距離による往診点数の差をより均一なものとして欲しい。農場と診療
所の位置関係は努力でどうにもならない。近年診療所のセンター化
で、小さな診療所が廃止されたりすることで否応なしに遠距離となる
こともある。診療所・診療体制の維持のために往診料は必要である
が、その農家間の負担格差を小さくするために、近距離の往診料を現
行よりも上げて、遠距離のものを下げる必要があると考える。

距離による往診点数の差を圧縮してほしい。具体的には0.5ｋｍ以内を
300点（基本点数）とし、最大距離（北海道では60ｋｍ）との差が２倍
以内とするように距離による加算を設定してほしい。
１．開業獣医師が効率の良い地域を診療する傾向があり、直営診療所
が診療する組合員は点在化しており、診療効率が悪くなっている。
２．離農が進み、点在化に拍車をかけている。
３．特定組合化による診療所統廃合が進み、組合員の意思によらず診
療所から遠距離となる組合員が発生している。
４．上記の理由から、疾病の発生率や診療費と関係のない事由による
組合員の被害率が増加するが、往診点数の抜本的な解決が図られない
限り共同診療所としての公平が保てない。
５．組合員の距離によらず、一定数の獣医師を配置する必要があり、
一定額の車輛経費等が発生することから、それを基本点数とする。往
診点数の設計は基本点数+距離加算とし、距離による加算分を圧縮し、
距離による格差をできるだけ解消したい。

500メートル以内の削除。例えば、診療車を移動することが手間であ
り、燃料消費から言えば効率が悪いので、４km以下で統一してもいい
のではないか。（500mも１～２kmも田舎ではあまり変わりがない。）

５００ｍ以内は不要。農村地帯ではあまり道路事情で変わりない。４
㎞で良いのではないか。

往診距離料金を１km単位に変更してもらいたい（往診距離が30kmある
も、診療所から0.3kmの場合がある。）。

往診点数は、距離に応じた時間に対応する人件費を加算し、算出すべ
き。

往診増点の上限の距離数の設定（緊急性を要しない繁殖障害等の往診
で100ｋｍを越える事例がある。農家の選択で往診距離が長くなる場
合、制限が必要と思う。）。

使用基準が曖昧。警報が出ていても実際は違っていたりして今まで
使ったことがない。鹿児島県で雪が10cm降れば悪天候だが、雪国で
10cmはたいした事ない。

環境省が熱中症予防情報で危険レベルを出している中で往診している
のは、悪天候同様増点があって然るべきではないか。

変更しない。
現行の適用で問題無いと考えます。

敷地面積の広い農家では、移動にも診療車を使うため、同一農家でも
往診料を２回以上取りたい。

本小委員会における調査審議結果を踏ま
え、必要に応じ対応します。

継続治療の患畜が死亡した場合、死亡診断書等の書類が必要となる。
その場合の距離が往診料としてとれないのはおかしい。

難産介助に行って到着したら「今出たよ。」と言われて何もしなかっ
たら何も出ない。往診料だけでも出てほしい。

往診
（続き）

変更しない。
病傷事故に該当しません。

2

往診に係る実態を調査する等、次回の見直
しに向けた準備を行う。
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夜間の時間帯を午後５時からにしてほしい。

勤務獣医師は17：00以降は勤務時間外となるため、夜間を17：00から
にしてほしい。

現行の「午後10:00から翌日午前5:00までの間」から「午後9:00から翌
日6:00までの間」に変更してして欲しい。

積雪地域の見直し。温暖化に伴い降雪量が減少している。

昨今の気象状況を鑑みて、積雪地域以外であっても異常な降雪となる
可能性があることから、地域での往診割り増しにおいて細則を変更す
べき。

幹線道路は除雪されていても、市道や町道は除雪されていない農場へ
も往診しなくてはならず、冬用タイヤやチェーンを装備して行ってい
る。別表の積雪地域以外でも雪が深い場所があるので、加点が必要。

往診
（高速道路利用の増
点）

往診にあたり高速道路を利用した場合の増点規定を追加してほしい。
【理由】
１．診療所から遠距離の組合員への往診手段として、時間短縮の観点
から高速道路を利用せざるを得ない実情がある。現在、経費は組合が
負担しているが、診療所経営改善を考慮し給付することを希望する。
2 現状では 冬期間道路事情を鑑み利用したい状況が生じる。或いは
連休等の行楽時期等、一般道での渋滞対応に高速道路利用が望まれる
が、料金負担となるので、利用していない。

変更しない。
現行の適用で問題無いと考えます。

往診
（フェリー利用の増
点）

離島に診療区域を抱えていると往診時にフェリーを使用するので、交
通費負担が余分に発生し、診療所収支に影響を与えてしまう。それを
補うために「離島割り増し」等の増点が必要と思われる。
但し過度な増点は組合員への負担が大きいので、離島に限らず不採算
診療区域を抱える診療所においては、「一般損害防止事業」のような
特別積立金の取り崩しによる交通費等の穴埋めができる仕組みが必要
と考えている。
≪参考≫奥尻島での年間の経費：104万円程度[内訳：フェリー代24万
円程度※「人のみ」の料金(片道2,370円) ・旅館宿泊代80万円程度（1
泊6,500円）]

変更しない。
現行の適用で問題無いと考えます。

日曜日及び祝祭日の往診について、点数化を希望する。

診療毎の再診料(当然、夜間、深夜、休日の増点を行う)を希望しま
すが、叶わないのであれば、休日(日曜、祝日)にも増点できるように
すべきだ(当然Ｂ種点数のみ)。

現在、往診料には夜間、深夜については増点が行われていますが、
休日(日曜、祝日)には増点できるようになっていません。これは休日
における獣医師の診療行為に対して不当な差別的待遇をしているか、
あるいは平日と休日を区別せず、一律に点数を設定しているとの事な
のでしょうか。この事を地元の共済組合（特定組合）に問いかけたと
ころ、組合の休暇日（土曜、日曜、祝日）に診療することは特別な事
であり、給付基準外の診療行為に当たるから、その対価として事故外
診療費を農家から徴収しており、他県においても同様の対応をしてい
るとの事で驚きました。その不当性について、文書での質疑応答を１
年以上続けているところです。また、農林水産省もこの事を良しとし
ているとの回答も受け取っております。

本当にこれは正しい判断なのでしょうか。共済制度の不備、不当性
はあるにしても現行の制度では、共済事故において給付基準内診療を
行った場合には、組合等の診療所の診療費は損害額（B種総点数×10
円）と同額ですから、初診料以外に農家負担を求めることはできない
筈です。農林水産省の判断も間違っていると思います。よく再考さ
れ、組合等に対して適切な指導をしていただきますようお願いしま
す。

3 滞在診
多頭化に伴い一戸の農家で、治療に要する時間が長く、時間による滞
在診を認めてほしい。

変更しない。
現行の適用で問題無いと考えます。

4 立会診
立会診の適用において、[第８手術料]の種別での助手を認めて頂きた
い。

変更しない。
現行の適用で問題無いと考えます。

5
薬治
(注射薬の追加)

備考１の内服薬、洗浄薬・・・・に注射薬を追加されたい。
大規模農場の加入が増え、なおかつ気管支炎などの感染症が多発する
現在、１頭１頭獣医師自らが注射するという従来の考え方のみでは、
獣医師は注射という作業に追われ群全体の事故低減対策にまで時間を
割けない現実がある。注射薬についても飼養者が自らの飼養畜に獣医
師の指示のもと注射を行うことは法的に認められている。特に内服薬
のない呼吸器病で薬治に注射薬が追加されれば、獣医療の現場は大き
く改善し、給付額の抑制も図られる。

本小委員会における調査審議結果を踏ま
え、必要に応じ対応します。

往診
（積雪に係る適用）

往診
（夜間・深夜時間の
変更）

往診
（土日・祝祭日の増
点）

変更しない。
現行の適用で問題無いと考えます。

2

変更しない。
休日の診療に対する費用の上乗せは組合員
等が負担すべきであると考えます。
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番号 変 更 種 別 変更希望理由及び内容 方針案

抗生剤に限った注射薬（獣医師が必要量を注射器に充填）の薬治を認
めて欲しい。
膀胱炎、腎炎、関節炎、膿瘍（処置後）や呼吸器疾患等容体が大きく
変化しないが、連続した抗生剤投与を必要とする疾患において、薬治
が認められれば、往診料・技術料の軽減につながる。診療範囲がます
ます広域化する傾向にある現況においては、必要なことと思われる。

膀胱炎等の抗生剤の注射薬に対して薬治を認めて欲しい（膀胱炎、蹄
病、関節炎、肺炎など）。

「５ 薬治」で、抗生剤の薬治を認めてほしい。往診料及び注射料を取
らないことによる農家負担の軽減、十分な期間抗生剤を続けることに
よる耐性菌発現の防止、休日や獣医師不足による獣医師負担の軽減の
ため。

「子牛の多発性関節炎」、「臍帯炎」、「関節炎」、「関節周囲
炎」、「趾間フレグモーネ」及び「肺炎」などでは抗生物質の全身投
与が必要と診断した場合、状態が急変しない限り最低３日間の投与を
継続している現状にある。ほぼ往診し、注射してくるだけの行為であ
り、稀に状態が急変した場合でも畜主からその旨連絡があるので、そ
の場合の対応は可能であると考える。病名、状況を限定したうえで、
抗生物質注射薬の３日間程度の薬治行為を行うことを認め、種別「薬
治」に注射薬を病傷給付対象として加えることを希望する。

現行では、内服薬、洗浄薬、罨法薬、塗布薬、散布薬、点眼薬、注入
挿入薬に限定して、薬治を給付しているが、注射薬を薬治した場合に
ついても給付してほしい。
１．従来は、注射のために連日往診していたものが、薬治に代わるた
め、国庫負担の減少が見込まれる。
２．注射を生産者が自己の所有する家畜に行うことは、獣医師法に抵
触しない。
３．組合員は、獣医師の往診を待たずに済み、作業体系の中で効率的
に注射処置（作業）を行うことができる。
４．薬剤の血中濃度維持を目的に１頭注射するために往復２時間の診
療を強いられるなど、獣医師の負担が大きく収入が少ない診療行為が
軽減できる。
５．なお、要指示薬など食品への残留が生じないよう、管理が徹底さ
れた組合を対象とする等一定の条件は必要と考える。

注射薬について、使用法を畜主に指示して交付した場合も[第2薬治
料]5薬治を適用して頂きたい。

注射薬を薬治したときも給付してほしい：1日複数回投与が必要な時に
そのためだけに往診をしていては時間がロスする。農家が自分の就業
時間に合わせて投与できる

抗生物質の薬治につき、種別・薬価とも給付としていただきたい（診
療効率化、畜主の金銭的負担軽減のため）。

注射薬の薬治を給付してほしい。症状が安定しているが3日間血中濃度
を維持すべき症例に対し、連日往診するのではなく、管理下で注射薬
の薬治・投与指示とした方が獣医師・農家・保険としても理にかなっ
ている。

状態が落ち着いているが、抗生物質を続けなくてはならない症例に対
し、薬治種別を認めていただきたい。農家が自分の牛に対して行う筋
注は獣医師法に抵触しない。また、薬治をすることで農場は獣医師の
往診を待つ時間が有効に使え、また獣医師自身が往診するのにかかる
時間と経費の節減となる。もちろん、抗生物質の管理と獣医師の指示
の徹底は図られるべきであるが、他の乳房炎軟膏や抗性物質入り経口
剤も指示薬治されており、大きな差はないと考える。

注射薬の薬治を認めて欲しい。人医療では、糖尿病患者のインシュリ
ン投与を認めている。特に、離島において、往診距離の節減となると
考える。獣医師法第17条、獣医師でなければ、飼育動物の診療を業務
としてはならないとあるが、獣医師が診察した患畜に継続的な注射を
必要と判断する患畜に対し、十分な教育を行った上で、適切な指導及
び管理のもと農家に指示（獣医師法第20条：保健衛生の指導）して、
注射を行っても違法性とならないと考える。

一般に広く行われている行為であり、獣医師の指導のもと行えば薬品
によっては薬治許可対象としてほしい。

「47 洗浄（乳房内洗浄）」では、獣医師が洗浄した場合のみ適用され
るが、獣医師は洗浄のために１日に２回以上診療に行くことは難し
く、農家が乳房内洗浄を行う場合がある。そのために、生食を薬治で
きるようにして欲しい。

洗浄薬は薬治交付が可能です。

14 微生物簡易検査
グラム染色をした場合、複数分房の検査でも１頭なら１回の点数しか
請求できない。分房数分の増点をするように変更。

変更しない。
現行の適用で問題ないと考えます。

薬治

薬治
（注射薬の追加）
（続き）

5

本小委員会における調査審議結果を踏ま
え、必要に応じ対応します。
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検査を実施した数量請求できるようにしてほしい。検査分房数に関わ
らず、検査用消耗品は使用しているため。

薬剤感受性検査の増点は１分房増すごとに認められているが、分離さ
れる菌ごとには認められてはいない。１分房から複数の菌が分離され
ることは珍しくないが、それぞれの菌に対し薬剤感受性検査を実施し
ても１分房として扱われるため点数の増点がない。作業の時間や直接
費を考慮しても菌ごとに増点を検討してはどうか。

乳房炎に関する表記となっているが関節液や、その他外傷等の膿瘍に
利用できる表現にしてほしい。

薬剤感受性検査は、他の種別にあるような
「○○場合に限る」、「○○した場合とす
る」とはしておりません。

（説明資料○について）
本委員会における調査審議結果を踏まえ、
必要に応じ対応します。

この種別は分離されることを条件として給付するようになっている
が、たとえ分離できなくても検査に係る費用が発生しているため。

乳房炎に関する表記となっているが関節液や、その他外傷等の膿瘍に
利用できる表現にしてほしい。

（説明資料○について）

（チミジンキナーゼ活性追加）牛白血病の病態を判断する上で、その
指標となるため。

（チミジンキナーゼ活性追加）腫瘍の検査のため

（イオン化カルシウム追加）携帯型血液生化学分析装置で測定可能に
なってきたため。

（血清亜鉛）微量ミネラルとして注目されているが項目がないため。

血液ガス分析は、酸素分圧・炭酸ガス分圧・ＰＨの三種の成分分析で
成立するものである。簡易キットの中には、三種の成分を分析しない
ものもある。したがって、簡易分析（キットにより差はある）と本式
での分析したものとで当然技術料が変わると考える。全て同じ点数は
おかしい。また乱用を避けるため血液検査といえども１～２回の請求
に制限すべきである。

血球数自動計数装置により血色素量は測定されるので、血液一般検査
（75-21）に含まれる。外部発注では特にそうである。したがって血液
生化学的検査（54-24）で点数が取れるのはおかしい。この項目を削除
するか、血球数自動計数装置により血色素量を測定した場合は、この
点数は適用しないとただし書きを入れるべきと考えます。

5種までの分しか請求できないと、予想される病症以外で隠れている症
状を見逃す危険性がある。

５種以上行った場合も増点されるように
なっています。

（説明資料○について）

「血清学的検査」はB種点数は242点だが、北海道家畜保健衛生所の検
査料金は牛白血病ELISAが3,050円、BVDMDのPCRが2,820円で赤字にな
る。せめて、公共機関の検査料に見合った額にするか、それに合わせ
た種別を作ってほしい。

21

17 細菌分離培養検査

血清学的検査
本委員会における調査審議結果を踏まえ、
必要に応じ対応します。

20 血液生化学的検査

16

変更しない。
現行の適用で問題ないと考えます。

薬剤感受性検査

細菌分離培養検査は、他の種別にあるよう
な「○○場合に限る」、「○○した場合と
する」とはしておりません。

本委員会における調査審議結果を踏まえ、
必要に応じ対応します。
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寄生虫、虫卵、子虫の検査のみ（Ｂ種点数135点、Ａ種点数24点）、検
査キットのみ（Ｂ種点数135点、Ａ種点数94点）、寄生虫検査後に検査
キットを使用して検査した場合の３パターンの点数に変更して欲し
い。両方の検査をした場合は、Ｂ種点数169点、Ａ種点数94点程度か、
検査キットの検査の技術料を尿、乳汁ケトン体検査と同じ程度としＢ
－Ａ種点数34点。

寄生虫検査（検査キット使用）で複数の病原体の検査を行った場合に
は、それに見合った数量を請求するべきで、ロタ、コロナ、クリプト
スポリジウムの検査キットの購入に、それぞれ10検体分で8,370円（税
別）かかっており、診療所の持ち出しが大きすぎる。

寄生虫検査をキットで行い、虫卵検査も行った場合増点規定を作成し
てほしい。（現状ではキットの検査のみ給付で虫卵検査を請求できな
い。）

ロタ、クリプトは全く別の原因検査であるので、両方の検査を行った
場合は数量を２、または増点を可能にしてほしい（現状では１回分の
給付のみ）。

備考２の検査キットによりウイルスの検査を行った場合に、検査を２
種以上行った場合の増点を設ける。検査キットでは、ロタ・コロナウ
イルス、E-coli、クリプトスポリジウムの検出が可能であるので、症
状に応じて複数の検査を実施した場合の増点規定が必要と考える。

原因究明の為、同一日に「ロタウイルス」と「クリプトスポリジウ
ム」および「コクシジウム」について、順次検査を進めた場合、寄生
虫検査（キット使用）と寄生虫検査を複数回給付としていただきた
い。例として、ロタ（-）⇒クリプト（-）⇒コクシ（+）であれば、３
回の検査が必要となる。（逆もあり）

23 直腸検査
（馬の場合、）牛の直腸検査と比較して、保定・安全確保に要する時
間が必要。それでも大いに危険が伴うため。

変更しない。
現行の適用で問題ないと考えます。

28 レントゲン検査
撮影枚数により増点規定を設置願いたいです（例えば、４枚まで基本
点数で５枚以上では増点など）。

変更しない。
現行の適用で問題ないと考えます。

繁殖障害での超音波検査の点数追加。家畜共済の給付基準「最も経済
的な診療方法」に鑑みて点数が低い直腸検査が優先されるが、現実的
には超音波検査の使用頻度は高い。

早期胚死滅はエコーでしか鑑別ができない。排出させるためにプロス
タグランジン等の処置が必要であるため、適応が必要である。

エコー購入費（140万円）を回収するため、「繁殖障害の検査には適用
しない」→「繁殖障害の検査にも適用する」への変更を希望する。

現在はまだ蹄病検査において、携帯型超音波画像診断装置の利用は普
及していないが、今後はその利用が進むと考える。現在、馬の関節の
検査には超音波検査の点数が認められているが、牛においても、関節
を含め蹄病の検査において超音波検査を認め、特に蹄病検査では蹄病
検査の点数に超音波検査の点数を追加できるようにする必要が出てく
ると考える。

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、直腸検査は毎回、超音波機で行う。

蹄病検査は２肢以上行っても１肢分しか適用にならないが、２肢以上
検査をすることも多い。蹄病手術や蹄病処置には２肢以上行った場合
の追加点数が設定されている。蹄病検査でも同様に、２肢以上行った
場合はその手間に応じて追加点数を設定するべきだと考える。

１肢増点分を作成してほしい。

2肢以上挙肢する場合、作業は1肢検査と同様にするので、備考を2肢以
上増点に変更する方が良い。

蹄病検査

寄生虫検査

変更しない。
現行の適用で問題ないと考えます。

超音波検査
変更しない。
現行の適用で問題ないと考えます。

34

変更しない。
現行の適用で問題ないと考えます。

30

22
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検案解剖は現地では不可のため家保等に依頼しているが、立会を求め
られるので現地から家保等までの相当する車馬賃の点数を希望する。

診療を行った家畜が死亡した場合、病因究明のための剖検が必要に
なった場合の点数がないので、「自ら診療を行った病傷によって死亡
した家畜について死体を検査した場合も含む」を付して頂きたい。

稟告で死因がわかるもの（急性鼓腸症、縊死、子宮脱、難産、胎児死
等）は「1 再診」の点数に準じてよいのではないか。また、死因が不
明でも望診、触診等なので現状の点数では多いのではないか。

今、現場では解剖をしないし、たいした技術ではないので、往診料お
よび検案書料だけでよい。

現場、診療所では焼却施設がないこと、病原菌を拡散する等の観点か
ら不適切であり、家畜保健衛生所への搬入、解剖が適当と考える。

広域化の診療体制によりひとつの農家での滞在時間が制限されるよう
になった。留置針とは別に使った本数により設定してほしい

左右の乳房への動脈内注射を行った場合でも１回の適用であるが、目
的とする乳房へのそれぞれの動脈へ改めて注射を行うので右左それぞ
れに技術料を給付を希望する。

生後60日齢以内の仔牛の点滴は仔牛の血圧が低い症例が多く、熟練を
必要とする手技となるため、増点を希望する。

静脈内注射の備考のうち、生後60日以内の牛に静脈注射を行った場合
は、B種に13点を加えることとなっているが、必ずしも成牛に比べ労力
がと時間がかかるわけではなく、逆に容易である場合もある。更に、
生後60日かどうかの区別をしなければならないので、事務処理上煩雑
である。以上の理由から生後60日以内子牛に限ってB種点数を増点する
必要性はないと考える。

留置針の使用に日齢制限がありますが、必要と思われる場面（暴れる
肥育牛や子牛など様々）で使用するのですから、日齢で区切ることは
おかしい。

生後60日以内の静脈注射が増点される意味がわからない。むしろ鼻環
なしの肥育牛に静脈注射をするほうが危険度、難易度ははるか上で
す。

技術的な難度は症状によるため、60日齢以内と以上で区分する必要性
がないと思われる。

生後60日齢以内の子牛の静脈注射を行った場合のＢ種13点を加える保
定に要する時間等を考慮しての増点は特に必要ないと思います（増点
するほど保定に時間かからない。）。

36 検案

静脈内注射
（生後60日齢以内の
牛）

変更しない。
現行の適用で問題ないと考えます。

39

静脈内注射

変更しない。
現行の適用で問題ないと考えます。

変更しない。
現行の適用で問題ないと考えます。
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広域化の診療体制によりひとつの農家での滞在時間が制限されるよう
になった。留置針とは別に使った本数により設定してほしい

生後60日齢以内の牛に行った場合は、Ｂ種に32点加えるとしてほし
い。

生後60日齢以内の牛の場合、静脈注射では増点する規定があるにもか
かわらず、静脈注射より実施頻度が多く、時間を要する点滴注射に増
点する規定がないのは遺憾である。

点滴注射において、脱水の激しい子牛では技術的な困難を伴う症例も
多く、場合によっては耳静脈からのアプローチもある。生後60日齢以
内の増点規定を設けてほしい。

子牛の輸液速度は40～80ml/kg/時が推奨されている。８％脱水に陥っ
ている50kgの子牛に輸液しようとすると４Ｌの輸液を行うために１時
間～２時間の投与時間を確保しなければならない。１日の活動時間の
中でこの時間を確保するのは簡単ではないため。

静脈内注射等は生後60日齢以内の牛の増点があるが、点滴注射等にも
必要である。

静脈内注射と同様に生後60日以内の牛に点滴注射を行った場合は、Ｂ
種に13点を加える。

点滴注射（0392）ですが、子牛の衰弱時、複数日にわたり点滴注射を
続行することがあり、点滴注射治療実施した翌回にも輸液剤を追加す
ることがあります。現行では初診（点滴開始日）の種別・薬品コード
に追加することとなっていますが、その日（輸液剤追加した日）の輸
液内容が、現症欄に記入する以外、はっきりしないので、点滴追加等
の種別コードが新設されれば、治療日（回）にそのコードとその日
（回）に追加した輸液剤を記載できる。

持続点滴中、１日の投与量と種数が分からなくなると、CA剤等１日量
を超えてしまうため。

留置針を用いた大量の補液（輸液）の場合、連結管を使用するが、留
置針使用増点分で賄うことに無理がある。増点の設定を望む。

1,000ミリリットルを超えた場合の増点が、静脈内注射と点滴注射で同
点数なのは不合理である。所要時間が明らかに異なるので、それに見
合う点数でなければならない。
この事を地元の共済組合（特定組合）に問いかけたところ、静脈内注
射と点滴注射の増点数を替えると間違えやすいからと、診療獣医師に
対していささか失礼な回答であったり、注射中の管理を畜主に委ねる
こともあるから妥当である旨の回答であったりと、本当にそのような
理由で静脈内注射と点滴注射の増点数が同点数なのか強い疑念を感じ
ております。

留置針にて加療する場合、留置針がずれない（抜けない）様にセット
し、点滴薬の順番を指示して最後まで現場にいない獣医師も多いと聞
く。量的増点の必要性はあるのか。

44 尾椎注射
種別はあるが、給付になる事例が不明。例えば、子宮脱等で、怒責の
強い場合に使用できるように要望する。

変更しない。
現行の適用で問題ないと考えます。

投薬
ｷｬﾄﾙﾎﾟﾝﾌﾟ（高価だが 投薬が簡便 牛も人も安全）の使用を別途点数
化して欲しい。

変更しない。
現行の適用で問題ないと考えます。

自力哺乳できない程衰弱した子牛等に対する経口補液剤の投与は、獣
医医療行為と言えるのではないか。

生後数日の下痢に対する補液剤の大量（２L）投与にも給付（初乳投与
だけでなく）すべきである。

46 投薬
（胃カテーテルによ
る投薬）

40

共済金の支払対象となる事故であり、適用
できると考えられます。

点滴注射
変更しない。
現行の適用で問題ないと考えます。
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洗浄 使用医薬品について、上限付きで増点可能とするべきである。
変更しない。
現行の適用で問題ないと考えます。

耳洗浄は両側を行う場合があり、時間も器材も２倍必要なので増点を
設けてほしい。

両側の場合は増点してほしい

両耳の洗浄を行った場合片耳とは倍時間と労力がかかるため。

耳洗浄の定義が不明瞭である。①耳介の毛刈りを行い、清拭し、点耳
した場合。②清拭した後薬液を加圧し、外耳から耳管を経て鼻腔まで
開通させ洗浄した場合と、二つの技術料設定が適当と考えます。もち
ろん②は牛が倒れこんできますので、危険を伴います。

中耳、鼓室洗浄と、耳道(外耳）洗浄を分けてはどうか。

便宜的に「切開手術・小の適応」となっているが、鼓室洗浄は鼓膜を
切開しなければ出来ないので、別料金を設定すべき。

洗浄液（生理食塩水）消炎鎮痛剤（NSAID）など使用薬剤の増点請求を
可能にしてほしい（耳洗浄では洗浄に使用した薬品の増点が可能）。

乳房洗浄に関して、洗浄する際に少ない場合は生食等の洗浄液は１
リットル程度であるが、５リットルなど多い場合に点滴のように増点
があってもいいのではないかと思います。

群馬県の場合、乳房洗浄に用いる生理食塩水は増点してもらえない
が、この生理食塩水が診療点数に含まれていると考えると、乳房洗浄
をする際の手間や技術料を勘案すれば、現行の点数では低すぎること
に加え、症状の程度により洗浄に使用する生理食塩水の量も変わって
くるため、使用した薬剤に関しては別途増点すべく備考、細則に加え
るべきと考える。

乳房洗浄に関しては、渡した生理食塩水は請求外であるが、給付でき
ないものか。また、乳房洗浄を甚急性乳房炎だけでなく急性乳房炎に
適用できないか。

耳洗浄以外は使用した医薬品を増点できないが、乳房内洗浄等かなり
の医薬品を使用するので増点を認めてほしい。

適応症を「甚急性乳房炎」だけでなく「急性」にも拡大を希望。急性
においても乳房内洗浄により、原因菌排除と炎症を抑えることで早期
治癒につながり、抗生剤使用数減少と出荷乳量増加が見込まれるた
め。

甚急性乳房炎に対する処置に限り適用となっているが、急性乳房炎に
おいても効果があるため、急性乳房炎にも適用してほしい。

乳房洗浄の給付条件が甚急性乳房炎に限定されているが、急性乳房炎
等にも必要なケースがあるため条件を緩和していただきたい。

甚急性乳房炎のみならず、亜急性、急性乳房炎でも、臨床症状に応じ
て、給付対象にするべきである。

乳房洗浄については甚急性乳房炎のみでなく、化膿性の急性乳房炎に
も有効であるため、給付対象にしていただきたい。

52 気管内薬剤噴霧
「52 気管内薬剤噴霧」について、気管内に投与する医薬品は現在販売
されていないが、ネブライザー等を使った薬剤投与を認めてもらいた
い。

変更しない。
現行の適用で問題ないと考えます。

53～57
第一胃内容液投与～
瀉血

意見なし。

58 子宮洗浄

備考の「洗浄液及び直腸検査を含む」を以下のように変更する。これ
に合わせ、適用細則を整理する。
１ 薬液による洗浄をいい、洗浄液としてリンゲル液等を用いても、
その医薬品については、増点することはできない。
２　直腸検査を含む。
３　腟洗浄を含む。

変更しない。
現行の適用で問題ないと考えます。

耳洗浄

47

乳房内洗浄

変更しない。
現行の記載で問題ないと考えます。

耳洗浄は、眼洗浄等のように「１回の点数
を適用する」とはしておりません。

変更しない。
現行の適用で問題ないと考えます。
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薬価基準表に子宮挿入剤が収載されていないので、種別を子宮内薬剤
挿入から子宮内薬剤注入に変更すべきである。変更後は、備考欄に子
宮内薬剤注入としての適用範囲等をきちっと規定し、点数を設定すれ
ばよい。

現在挿入する薬剤はなく注入を増点することのみなので、種別を薬剤
挿入ではなく注入としてはどうか。

直腸検査を含むとなっているが、子宮内薬剤挿入・注入療法を診断す
るには、直腸検査・腟検査後に行うので診断的直腸検査を別にして下
さい。現状のままであれば、点数の増点を検討ください。

以前あったと思うが、直腸検査を別に加点できるようにしてほしい。
やはり、卵巣及び子宮を触診してから実施する行為だから。

胎盤停滞処置後に子宮内薬剤注入を実施した場合、胎盤停滞処置は請
求外となる。胎盤停滞と診断、または胎盤除去後薬剤の注入が必要と
判断した場合には、再度陰部洗浄や新しい直検手袋の装着をするため
両種別を給付されるようにしてほしい。

胎盤停滞処置は、「子宮内薬剤挿入を実施
した場合には適用しない」とはしておりま
せん。

前回改正時に追加された本種別に対し、平成26年度の本調査で、備
考に分娩後の時間経過による規定や手技の内容等の適用範囲が規定さ
れていないのは不完全であると指摘しましたが、今回改正でも適用範
囲は記載されませんでした。不作為に憤りを感じます。種別名だけを
示し、適用範囲を示さないのでは不完全で、共通の理解が得られない
のは自明の理です。

地元の共済組合（特定組合）に問いかけたところ、陰門外に下垂し
ている胎盤を牽引する事を想定しており、完全除去できる場合、一部
しか除去できない場合のいずれでも適用できるのか明確ではないが常
識の範囲でと、あいまいな回答しか返ってきませんでした。点数表が
不完全だからこのようなことになるのです。次回改正時にはきちっと
体裁を整えていただくことを再度要望します。

一方で、そもそも、下垂している胎盤の牽引は獣医技術を必要とせ
ず、畜主が自ら行う通常管理に含まれると理解するのが適当で、それ
を獣医師が行ったからといって点数化して給付の対象にするのは間
違っていると思います。削除すべきだ。残すにしても、胎盤を牽引し
完全除去した場合に限定し、種別名を「停滞胎盤牽引除去」にした方
が良い。
　　　Ｂ：112点　　Ａ：10点

更に、用手法（胎盤を子宮小丘から剥離）除去した場合を分離し、
〔第８手術料〕に「停滞胎盤除去」を新設する。

双子の場合、胎盤が２つあり、双子は胎盤が停滞する傾向にあり、数
日経てから残った胎盤が除去できたりするため。

適用細則の２で「同時に行う産道の損傷に対する処置を含む」とある
が、Ａ種点数があまりにも低すぎる。別途、増点規定を設けるべき
だ。

現状では、１診療時に２回以上行ってもよいと理解できます。そうで
ないのなら、備考欄か適用細則に「１診療時に２回以上行っても、１
回の点数を適用する。」と追加記載した方が良い。

回数制限が無くなったと聞いていたのですが、新潟県は農家がする行
為ということで3回の制限を受けております。高齢化のためハンガーを
着けてチェーンブロックで吊り上げる行為は、高齢の農家には不可能
です。牛を廃用にしない為には毎日通わなければなりません。回数制
限は困ります。

備考の変更。伸縮性接着包帯の使用量は症例ごとに異なるので、現在
のような一定の増点点数ではなく、使用量に応じた増点点数が望まし
いと考えます。

変更しない。
現行の適用で問題ないと考えます。

ギブス使用した場合には増点できるようにして欲しい。腱まで損傷し
た場合、処置後にギブス固定を実施する事があるが、外傷治療ではギ
ブス増点の規定がない為。

本委員会における調査審議結果を踏まえ、
必要に応じ対応します。

63 吊起

64

59

変更しない。
現行の適用で問題ないと考えます。

吊起は、他の種別にあるような「１診療経
過中○回に限り適用する」とはしておりま
せん。

胎盤停滞処置60

変更しない。
現行の適用で問題ないと考えます。

子宮内薬剤挿入

外傷治療
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蹄に限らず、四肢疾患全肢に適用できるように変更して欲しい。

備考の変更。伸縮性接着包帯及びギプス包帯の使用量は症例ごとに異
なるので、現在のような一定の増点点数ではなく、使用量に応じた増
点点数が望ましいと考えます。

蹄病処置等において伸縮性包帯を使用した場合の除去もギブス除去と
同様に考慮願いたい。

蹄骨骨折又は同症を疑う場合、正常蹄側に蹄ブロックを装着すること
がある。（蹄検査後、角質の削切等を行いブロックを装着する）

蹄処置後、蹄病は治癒するがブロックが装着されていて、除去する必
要がある。

ブロックの除去のため、枠場にて該牛の足を上げ、保定が必要であ
る。また、除去の際に病変部の評価も行うため。

蹄病処置で装着したギプスの除去には技術点数があるが、ブロックの
除去には点数がない。最近のブロックを装着する接着剤の強度も向上
し、ギプス包帯と同様にグラインダーを用いて除去しなければなら
ず、ギプス除去と同様にしていただきたい。

蹄処置後、蹄病は治癒するがブロックが装着されていて、除去する必
要がある。

ブロックの除去のため、枠場にて該牛の足を上げ、保定が必要であ
る。また、除去の際に病変部の評価も行うため。

適用細則の乳頭腫を除き、「87 摘出手術」を細分化して別の点数をつ
くる。

備考欄にテーピングによる圧定を記入していただけると分かり易い
（ヘルニアの整復）。

臍ヘルニア簡易固定を行う場合、通常の伸縮性接着包帯より強力なテ
ンソプラスト等の包帯を使用したいが、原価が約1,000円ほど高い。伸
縮性包帯使用の増点分だけではまかなえないため、テンソプラスト等
使用時の増点を加えてほしい。

備考の変更。伸縮性接着包帯の使用量は症例ごとに異なるので、現在
のような一定の増点点数ではなく、使用量に応じた増点点数が望まし
いと考えます。

伸縮性包帯の使用の加点32点では２本以上の使用で材料費が高額とな
り、技術料の目減りが多く、使用本数での加点が望まれる。

Ｘ線検査への適用が可能になったが、全ての検査・注射に対して適用
可能にして欲しい。特に穿刺検査時は、鎮痛を伴い不動化させなけれ
ば検査時に正常組織に損傷を生じる恐れがある。エコー検査やPLT検査
時、点滴治療時に、凶暴牛などの場合に危険を伴うことがあるため。
特に胸部・腹部のエコー検査では、平穏な牛でも鎮静時でないと検査
ができない。

興奮する牛が多いため、検査時にも適用にしてほしい。

レントゲン検査、超音波検査等の検査種別においても鎮静術を必要と
した場合に適用してほしい。

「28 レントゲン検査」、[第６処置料]及び[第８手術料]の各種別と併
せて行った場合に限られているが、「41 関節腔内注射」等鎮静が必要
な場合があり、少なくとも[第４検査料]の他の種別とも適用を広げて
欲しい。

「第5注射料の一部の種別と併せて適用することができる。」を備考に
追加。 第5注射料の一部 → 関節腔内注射（関節洗浄）、静脈内注射
（眼球結膜下注射、Limb perfusion）理由：多くの場合、鎮静下でな
いと安全に行えない。

関節注射では鎮静術が適用されないため備考に関節注射において鎮静
した場合を含むとされたい。

関節穿刺などは安全かつ無菌的に行うために不動化が必要な検査であ
り、鎮静術の適用を認めていただきたい。また、細菌検査や血球数測
定、塗抹染色等の必要な検査を行うと、技術料の不均衡が生じてしま
うので穿刺検査において増点できるように検討していただきたい。

子牛の臍部のエコー検査時など、X線時の他エコー検査時も適応対象と
認めて欲しい。

牛・豚で分娩直後ほ乳を嫌ったり子牛に危害を加える母牛がいるの
で、その場合の鎮静が必要である。

変更しない。
現行の適用で問題ないと考えます。

67

蹄病処置66

鎮静術68

変更しない。
現行の適用で問題ないと考えます。

変更しない。
現行の適用で問題ないと考えます。

その他の外科的処置
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69 蘇生術

無呼吸胎児の蘇生が確認できるまでの所用時間は個体差が大きい。呼
吸促進剤の利用および胸腹部圧迫による人工呼吸が功を奏することが
多いが技術には熟練を要する。蘇生の成功に限定しても技術に要した
所用時間による点数(Ｂ種)の増加を検討願いたい。また、一連の心肺
蘇生術に要する方法、器具機材等を問わないこととされたい。

変更しない。
現行の適用で問題ないと考えます。

手術種別と補液の分離。
症例により手術時の補液量は大きく異なるため、手術の点数に補液剤
の薬価を含むのには無理がある。また、種別「開腹」「開胸」では補
液２Lを超えた補液剤の増点可能である一方、それ以外の手術で補液し
た場合は一切の増点ができない（子宮捻転整復で開腹した場合）。そ
こで補液剤の使用を想定できる手術(子宮捻転整復、難産介助、ヘルニ
ア整復で臍帯遺残構造物摘出を行った場合、膀胱手術で開腹した場合)
に限り補液の点数を除外し、補液剤は別途使用した場合に給付対象と
するのが妥当であると考える。この時、開腹術を基に現場で最も頻繁
に使用されている生理食塩液（薬価233円/Ｌ)２L分の点数(A種46.6点)
を除するものとする。

手術時の抗生物質投与を増点。術後管理において、入院が一般的では
なく、牛舎に戻すのがほとんどで、どんなに清潔にしようが感染を十
分に予防できない。人でも、小動物でも術後管理に抗生物質を投与す
るのが一般的である。増点できなければ、一律でA点の増加を。

難産介助や手術時に２人以上の獣医が対応する場合があるので、それ
に見合った料金設定をしてほしい。

77 食道異物除去
馬の食道異物除去は牛よりも時間がかかるため、点数を分けることを
希望。馬の場合のＢ－Ａ種点数は、500点。

変更しない。
現行の適用で問題ないと考えます。

80 穿胸
胸水排除のための穿胸術に加えて、腹水除去にも適応対象と認めて欲
しい。

「81 穿胃」と同じ点数が適用できます
（適用細則を参照）。

穿胃はガスを抜いたり薬注するが、第四胃経皮的簡易整復手術時に胃
液を大量に抜く（捻転の疑い時）ことや、幼獣の胃腸カタル時、多量
に胃液発酵乳を抜く事例があり、その部分の点数がＢ種175点-Ａ種32
点に対して増点するよう加えて欲しい。

適用細則で腹水除去にもこの点数を適用するようになっているが、尿
石症による膀胱破裂で多量の腹水(尿)を排出することがあり当然長時
間を要する。所要時間あるいは排出量による増点規定を設けるべき
だ。

套管針を使用した場合と獣医針や留置針を使用した場合は分けていい
のでは。獣医針なら静脈注射なみでいいのでは。

成牛の泡沫性鼓脹症などで全身症状が悪い場合、大量の補液点滴が必
要なのですが、穿胃が手術種別のため補液等を増点出来ない。種別点
数を上げるか、補液点滴の増点を認めるか検討して頂きたい。

第四胃変胃整復手術に、第四胃便秘の治療をした増点を加えてほし
い。第四胃に便秘があった場合、四胃を揉み解し、経口で流動パラ
フィンの投与を実施している。

成牛（現行点数でよい）と子牛に分ける。白痢を繰り返す哺乳子牛で
第四胃変位、特に左方変位を併発している症例を認める場合がある。
簡易整復でほとんど治癒するが、低点数でよいと思われる。

83 開胸
開胸でも気管挿管、吸入麻酔が必要とならない場合もあるため（肋骨
骨折による気管狭窄症の整復術の場合。）。

変更しない。
現行の適用で問題ないと考えます。

84 開腹 後日処置する抜糸を、手術の点数に含めてほしい。
変更しない。
「67 その他の外科的処置」に含まれてい
ると解されます。

特に帝王切開等の大きく開腹しなければならない手術は、腹膜炎等の
術後感染予防のため抗生剤投与は必要である。抗生剤は別途加点する
方がよいと考える（抗生剤を使用しない開腹手術もあるため）。

難産介助の後、帝王切開に切り替えるのが普通である。「92 難産介
助」に費やした時価をＢ種に加点できないか。例30分…2000円

帝王切開時に第四胃がガスで弛緩した状態は異常であり、固定を行っ
た場合手術時間も延長し、消耗品もそれなりに使用する事より増点を
希望します。

84

第四胃変位簡易整復
手術

〔第８手術料〕71～106

穿胃

開腹
（帝王切開）

82

81

変更しない。
現行の適用で問題ないと考えます。

変更しない。
現行の適用で問題ないと考えます。

変更しない。
現行の適用で問題ないと考えます。

変更しない。
現行の適用で問題ないと考えます。
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番号 変 更 種 別 変更希望理由及び内容 方針案

子牛の第４胃疾患（第４胃食滞等）に対する手術の技術を明記願う。
理由は、成牛では高すぎる。

「開腹 第一胃切開」の適用細則におい
て、「第四胃の食滞の温湯噴流による治療
処置を含む」とされています。

「第四胃変位整復手術を除く」とあるが、見直しを検討されたい。
変更しない。
現行の適用で問題ないと考えます。

開腹
（腸管手術）

他の開腹手術の点数との比較、難易度を考慮すると腸管手術の点数が
低すぎる。
（開腹により直腸膣瘻整復手術を行った場合・・・とあるが、直腸膣
瘻は開腹手術では修復できない。）馬の病的卵巣摘出手術は危険で難
易度が高く、腸管手術の点数が適応されるべきと考える。

変更しない。
現行の適用で問題ないと考えます。

水様性内容物が多量に貯留している場合は、除去しないと第四胃が収
縮せず、完全整復できない症例がある（特に捻転）。立位では穿刺に
より胃内容物を除去するが、ガスの除去と異なり、処置に手間がかか
ること、また、横臥位では切開排除など、捻転整復とは別に加点が必
要と考える。

（再手術時の増点）癒着部位剥離等の手技が加わり、係る時間が延長
する

適用細則に「潜在精巣」も加えて欲しい。病的状態であると考えられ
るため。肥育時、精巣機能が完全に消滅していなかった場合、非常に
危険であるため、子牛の時期に摘出する必要があるから。

変更しない。
潜在精巣は、病傷事故に該当しません。

（説明資料○について）

「その他の開腹」では、特定疾病のみが対象となっているが、開腹し
ないと診断出来ない症例、例えば嘔吐の症状で幽門部腫瘍を疑う場合
等に対しても、適用の拡大を望む。

適用に試験的開腹を加えてほしい。理由は、腸閉塞、出血性腸症候群
などと類似した症状を呈する麻痺性腸炎、イレウスなどが散発してい
るが、類症鑑別に時間がかかる一方、緊急的に開腹手術する必要もあ
るため。

その他の開腹を適応出来るものが限定されている。広く第四胃変位・
腸捻転等開腹手術を必要とする疾患を疑い、開腹手術を実施し異常が
無かった場合と、開腹種別の小分類に該当する項目がない開腹手術を
行った場合に適用出来る開腹の小分類として欲しい。

現行では特定疾病（脂肪壊死症、中皮腫、腹膜癒着、肝円さく遺残）
以外、例えば盲腸捻転等等疑うも異常なく閉腹した場合は対象外であ
るが、原因を追究するために開腹した場合の診断的開腹術などに対し
ても「その他の開腹術」の適用範囲の拡大を希望する。

「試験的開腹（腸管等の異常を疑い開腹するも異常を確認できず閉
腹）の場合も適用する。」を備考に追加。理由：開腹するも異常なく
閉腹した場合に適用する種別点数がない。

聴診等にて腹腔内の診断を完璧にすることは困難であり、腹膜癒着等
に限定せず試験的開腹による給付が必要である。

適用に（試験的開腹）を加えてほしい。理由は、腸閉塞、出血性腸症
候群などと類似した症状を呈する麻痺性腸炎、イレウスなどが散発し
ているが、類症鑑別に時間がかかる一方、緊急的に開腹手術する必要
もあるため。

現在4種類(死亡壊死症、中皮腫、腹膜癒着、肝円さく遺残)の疾病に限
り適用が認められているが、その他の疾病や診断的治療で開腹する場
合も多いので制限をなくしてほしい。

・開腹手術時に予後不良と診断した時も請求できるように、備考条件
を追加願いたい。
・開腹手術を実施時、開腹後予後不良と診断し目的とする手術を完遂
せず無処置にて閉腹した場合に、目的の手術種別やその他開腹手術の
備考の条件いずれにも該当しないため。
具体的には、出血性腸炎や腸捻転などを目的に手術を実施したとこ
ろ、腸管が広範囲に壊死かつ一部破裂等を認め腸内容の腹腔内漏出が
あり、開腹のみで無処置にて死期切迫予後不良廃用と診断した際に、
当該種別の備考の条件にすら当てはまらないことがある。早期に予後
不良と判断することで回復不能な手術を無理に実施してしまう様な無
駄な手術料やその後の治療の請求をせずに済むと考える。

本小委員会における調査審議結果を踏ま
え、必要に応じ対応します。

開腹
（第一胃切開）

開腹
（第四胃変位整復手
術）

84
開腹
（その他の開腹）

84

変更しない。
現行の適用で問題ないと考えます。
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番号 変 更 種 別 変更希望理由及び内容 方針案

第三胃、第四胃食滞おいて、開腹により用手マッサージを行った場合
を備考に追加して頂きたい。

備考欄：第四胃壁の腫瘍性病変、胆のう疾患の診断を行った場合を追
加。

「その他の開腹」で、診断のみならず、摘出も行った場合の増点規定
が欲しい。

レントゲンや超音波にて診断が不可能な腹腔内深部の探索検査に適応
できる種別がないため。

開腹したものの診断に至らなかった場合、試験開腹。

その他の開腹の適用項目が少ないため。

開腹の結果特に異常なく閉腹する場合、適用する種別がない。当該種
別の適応範囲を拡大し、診断的開腹も含むことを追加して欲しい。

（尿膜管遺残摘出の追加としての意見）尿膜管が遺残していると、臍
から感染が広がり腹腔内に膿瘍を形成し、その病変部に膀胱、大網、
腹膜さらに胃、腸管が癒着している場合が多く、それぞれを結紮、縫
合、除去し手術が終了までに４～５時間前後かかる。

（尿膜管遺残摘出の追加としての意見）遺残尿膜管を膀胱の一部を切
除縫合して摘出した場合の増点。ヘルニア輪とは別の部位の開腹が必
要であり、膀胱手術の開腹と同等の手技を伴うため。

（尿膜管遺残摘出の追加としての意見）尿膜管遺残摘出術は長い術創
又は切開部が２か所必要で、特に化膿巣や癒着を含む場合、相当な時
間と技術と人手(３名程)が必要となるため、「84 開腹」内で尿膜管遺
残摘出術としてほしい。

（尿膜管遺残摘出の追加としての意見）これは、尿膜管遺残症とは別
なのか。最近、遺残症が多発し、手術も多い。別に追加すべきではな
いか。

（尿膜管遺残摘出の追加としての意見）第四胃変位整復手術並みに時
間もかかり、難易度も高い。

（尿膜管遺残摘出の追加としての意見）子牛・育成牛の膀胱まで及ぶ
例もあり、開腹手術と同等の時間、技術を要する。

（尿膜管遺残摘出の追加としての意見）尿膜管手術を加えてもいいの
では、捻転に比べ時間がかかり、難しい技術等いる手術になるため

（臍膿瘍摘出術の追加としての意見）臍動脈まで進んでいる臍膿瘍は
手術も困難で感染のリスクも高いため

（臍手術の追加としての意見）本手術は、腹腔臓器との癒着が広範囲
に存在することが多く、手技が煩雑で、非常に時間を要するため、第
四胃変位整復手術以上の点数が妥当であると考えられる。

（肝円索遺残摘出術の追加としての意見）肝円索遺残摘出術は、現在
「その他の開腹」が適応されているが、長い術創又は切開部が２か所
必要で、特に化膿巣や癒着を含む場合、相当な時間と技術と人手(３名
程)が必要となるため、別途、肝円索遺残摘出術としてほしい。

開腹
（種豚）

種豚では、帝王切開のみが適用となっているが、牛・馬と同様に胃手
術、腸管手術も適用にすべきと考える。

変更しない。
現行の適用で問題ないと考えます。

本小委員会における調査審議結果を踏ま
え、必要に応じ対応します。

84

開腹
（その他の開腹）
（続き）
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番号 変 更 種 別 変更希望理由及び内容 方針案

何を想定した種別なのか不明である。備考欄には観血手術とだけ記載
があるが、適用範囲等を規定してないのが原因である。以前、臍ヘル
ニアや腹壁ヘルニアの整復手術でこの種別・点数で給付を受けたこと
がある。臍ヘルニア、鼠径ヘルニア、会陰ヘルニア、腹壁ヘルニア、
椎間板ヘルニア、他にも適用なのか、どれでも適用なのか。病傷事故
に該当する病名(症状名)を明記して、各々に点数を規定するべきだ。

牛に対して馬は術後のリスクと再発の可能性が多いため増点

圧定板、粘着伸縮包帯等で固定する際、「その他外科」を適用すると
のことだが、実際消耗品費がかかる。また場合によっては固定しなお
すこともある。

非観血的にヘルニア整復を実施する場合がある。
「67 その他の外科的処置」と同じ点数が
適用できます（適用細則を参照）。

（伸縮性接着包帯の増点）Ｂ種点数144点くらいの増点が相当と考え
る。

本委員会における調査審議結果を踏まえ、
必要に応じ対応します。

「87 摘出手術」の備考にある「放線菌症、ブドウ菌腫、病的睾丸等」
には、腫瘍や膿瘍等すべての摘出に適用してよいのか不明確。

牛のブドウ菌腫とはいかなる病気かが理解できない。膿瘍等が腹腔内
に存在し腫瘤化したものを摘出手術する場合の方がブドウ菌種よりは
るかに頻回であるため、ブドウ菌腫という文言を削除し病的腫瘤等に
変更すべき。

88 腟脱整復
〔第８手術料〕ではなく、〔第６処置料〕の項に移すべきで、圧定法
による整復だけとする。陰門縫合法は、「89 腟脱整復手術」の縫合法
に含める。

変更しない。
現行の記載で問題ないと考えます。

ホルスタイン種と和牛では、子宮脱の大きさ、重量が大きく違い、難
易度、整復に要する時間、術者の体力消耗度がまるで違う。点数をホ
ルスタインと和牛では、同一に扱うべきでない（ホルスタインを高
く、和牛を低く。）。

（陰部縫合増点）子宮脱において、再脱出防止のため比較的よく実施
する手技である。

（横臥状態での子宮脱整復）起立不能での子宮脱整復は、腹圧がかか
るため整復不可能と言われるので、それなりに難儀な処置。立位の子
宮脱整復が軽く見えるほど、時間も力も根気も倍以上かかる。吊起等
の環境にない場所(重機も使用できない等)もある。

備考に、「83 開胸」及び「84 開腹」の場合と同様に2000ミリリット
ル以上の補液剤について増点を認めるよう要望します。

「92 難産介助」と同様に子宮脱整復にも経過時間による増点があれば
よいと思う。

90

摘出手術87

ヘルニア整復86

子宮脱整復

変更しない。
現行の適用で問題ないと考えます。

変更しない。
現行の記載で問題ないと考えます。

変更しない。
現行の適用で問題ないと考えます。
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難産の病態は母体、胎子の状態により多岐にわたる。難産介助の際、
病態を判断し適切な投薬をすることは難産介助に必要な事である。
よって、難産介助において使用した子宮収縮薬等の医薬品については
全てにおいて薬価基準表に基づき増点する。またそれら医薬品の投与
に必要な種別も増点する。

（60分超過難産介助）母牛の衰弱や起立不能、産道粘滑剤注入、死亡
胎子の失位整復などで60分以上を要すこともあるのでＢ種に加点を希
望します。

失位整復としての技術料アップを見直し、時間（３０分以上経過）に
よる増点の廃止。獣医師の経験数により難産介助にかかる時間に差が
ある。

難産介助で、胎児失位整復で高度な技術を要するまたは１時間を超え
ても娩出しない場合は、開腹により胎児の失位等を整復した場合と同
じで、B種に2551、A種に433を加える。各獣医師の判断で構わない。

（胎児失位整復の増点）助産より難易度が違う。

時間でなく、適用細則に失位を規定して増点すべき。

難産については、帝王切開不適となる場合もあるので、30分以上だけ
でなく１時間以上など増点項目を増やしてほしい。

難産において、診療依頼を受けて現地に到着した時にはほとんど２次
破水が終わり、人工羊水を子宮内に注入する必要がある。よって、難
産時にも子宮内薬剤注入を認めてもらいたい。

失位整復を伴う複数胎仔整復に対する必要性。

（牛・馬 双胎(胎子２頭)ヒト医療において、「双子の場合は、帝王
切開術を除き１児ごとに所定点数を算定する。」 となっており、複数
胎の場合、豚の難産介助で30分以上経過の複数胎を参考にして加算す
べき。

（牛 品胎(胎子３頭)ヒト医療において、「双子の場合は、帝王切開
術を除き１児ごとに所定点数を算定する。」 となっており、複数胎の
場合、豚の難産介助で30分以上経過の複数胎を参考にして加算すべ
き。

（牛 要胎(胎子４頭)ヒト医療において、「双子の場合は、帝王切開
術を除き１児ごとに所定点数を算定する。」 となっており、複数胎の
場合、豚の難産介助で30分以上経過の複数胎を参考にして加算すべ
き。

（牛 周胎(胎子５頭)ヒト医療において、「双子の場合は、帝王切開
術を除き１児ごとに所定点数を算定する。」 となっており、複数胎の
場合、豚の難産介助で30分以上経過の複数胎を参考にして加算すべ
き。

「92 難産介助」の産道損傷手術の増点は外傷治療の縫合の増点のよう
に段階をつけてほしい。

切胎に水腫胎の処置を含めてほしい。

前回の改正で種別の「切胎」が削除され、難産介助の牛・馬だけの備
考４に規定された。難産介助の一手段との考え方だと思うが、改正後
は全く独自の点数というシステムになっており、「切胎」の削除→
「難産介助」へ統合した意味はないように思う。増点規定にした方が
良かったのではないか。この事は、平成26年度の本調査でも指摘した
ことです。

備考４の胎子胎内切胎は、高度な技術と体力と時間を要し、重度の場
合は、帝王切開以上であるが、予後は良好である。Ｂ点切胎を胎外切
胎と胎内切胎に分け、胎内切胎はＢ点5,000点にすべきである。加世木
式切胎器具、吊起道具、エアコンプレッサー、産道潤滑剤等が必要で
ある。

種豚において、分娩間隔が30分を超えた場合に増点する様になってお
り、複数産子である豚においてはその都度、増点できるわけですが、
牛・馬においては30分を超えて娩出しない場合に１回のみ増点するよ
うになっている。１時間以上の時間を要する場合や産道損傷に対する
処置に時間を要する場合もあるので、全経過を通しての時間で判断
し、30分毎の増点にすべきである。（これまで複数回、指摘してきた
ことです。）

難産介助と帝王切開に点数差がありすぎるため、努力すれば産道から
出生可能と思われる症例でも安易に帝王切開を選択している診療所が
ある。難しい症例は時間もかかり体力も消耗するが、産道から出生さ
せることができる例はそうすべきで、その技術と労苦に値する点数が
必要であると思う。

変更しない。
現行の適用で問題ないと考えます。

難産介助92
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現状でも稚拙な獣医師は娩出できないとすぐに帝王切開をしたがる。
そうするとかなり高度な技術を要して、しかも何時間もかかって娩出
しても、帝王切開の方が点数がはるかに高い。これだと稚拙な方が評
価が高いということになりかねないし、帝王切開推進派を後押ししか
ねない。現状でも帝王切開の判断は獣医師の技量に任せられているの
で、「高度な技術を要する」の判断も委ねてよいと考える。

変更しない。
現行の適用で問題ないと考えます。

起立不能の患畜の難産介助時に吊起を実施している。吊起にて失位の
整復が容易になる。

この場合、「22　吊起」も適用できると考
えます。

30分を超えた場合の増点が必要。

子宮捻転整復にも30分超過の増点を設けてほしい。

重度捻転でも技術により整復可能な場合もあるが、処置時間は長くな
る。

増点数は難産介助の30分増点に準ずる。胎子の回転には産科ワイヤー
や産科チェーンで胎子頭部の牽引回転が必要となる場合が多く、30分
以上要する場合が多いため増点が必要。

胎子の回転法でも30分を超える時があるので、難産介助で「30分を超
えても娩出しない場合はB種に509点を加える」を胎子の回転法にも適
用させて欲しい。

トラクターを用いた後肢吊り下げなど、時間を要することが多く、増
点が必要

整復に時間を要したり、整復後、胎子の失位等で難産になった場合
に、「92 難産介助」のような「30分を超えて娩出しない場合に１回の
み増点できる。」規定がないのは不合理である。30分、１時間以上の
時間を要する場合や産道損傷に対する処置に時間を要する場合もあ
る。全経過を通しての時間で判断し、30分毎に増点できる様にすべき
である。

産道より胎児が触診されれば、胎児の回転法を選択するが、５分もか
からないケースと長時間を要するケースがあり労力に差があるため。

子宮捻転を整復した場合の点数とし、その後の時間経過なく胎子を娩
出させた場合及び死亡胎子の摘出を行った場合には増点する仕組みに
すべきだ。

子宮捻転整復後の難産介助を分離して考えるべき。子宮捻転整復後、
介助をする場合の技術料の変更。

子宮捻転整復後に介助娩出した場合、増点できるようにできないか。

子宮捻転整復後に難産を併発することがある。６時間経過しなくて
も、難産介助も同時に適用するか、子宮捻転整復に難産の増点規定を
設けてほしい。

備考３の内容では、胎子回転法なのか母体回転法なのか加点する種別
が判断しにくいと思われる。開腹により子宮捻転を整復する場合、子
宮自体を回転するので胎子回転法にＢ種及びＡ種にそれぞれ加点する
に変更が良いと思われる。

本小委員会における調査審議結果を踏ま
え、必要に応じ対応します。

備考３について、開腹し捻転整復しても自然に分娩させられず帝王切
開へと移行する事がある。帝王切開Ｂ種6,752Ａ種881、子宮捻転開腹
整復Ｂ種+2551Ａ種+433では結果帝王切開となったとしても労力・時間
共にかかることから、帝王切開と開腹子宮捻転整復と開腹子宮捻転整
復帝王切開のＢ種点数ご検討をお願いしたい。

この場合は、「84開腹（帝王切開）」を適
用すると考えます。

起立不能の患畜の子宮捻転整復時に吊起を実施している。胎子回転法
を用いる場合、吊起にて整復が容易になる。

この場合、「22 吊起」も適用できると考
えます。

子宮捻転整復
（母体の回転法）

捻転中に母体を回転することで死亡のリスクも高まるので母体ローリ
ング法の優先順位は低い。ただし、後肢吊り上げ法は胎子の用手整復
と合わせて実施すると整復率が高まることから、後肢吊り上げ法を母
体の回転法の備考に加えるのではなく、別途設定が必要であると思わ
れる（Ｂ－Ａ種点数は500点以上）。また、後肢吊り上げ法自体は、農
家の助力とチェーンブロックやローダーを用いることで、獣医の労力
はそれほどではないため、点数の不均衡も感じられる。

変更しない。
現行の適用で問題ないと考えます。

94 乳房切開手術
種別名を「乳房手術」に変更し、備考欄の外陰部動脈結紮手術と乳房
切除手術のみを適用範囲とし、膿瘍、挫傷等の切開については、種別
「104 切開手術」を適用すればよいと考える。

変更しない。
現行の適用で問題ないと考えます。

95 乳頭狭窄手術
近年シリコンチューブ（Aチューブ、MMチューブ）の装置、溜置が主
流。明記がない。

変更しない。
現行の適用で問題ないと考えます。

98 尿道切開手術
尿道瘻形成に加え長期肥育を目的に陰唇形成を加えた場合、要時間か
ら考え「備考３ 陰唇形成術を行った場合は、Ｂ種に1,000点を加え
る。」を望みます。

変更しない。
現行の適用で問題ないと考えます。

変更しない。
現行の適用で問題ないと考えます。

子宮捻転整復

93

難産介助
（続き）

92

－39－



番号 変 更 種 別 変更希望理由及び内容 方針案

骨接合板等を用い骨折整復を行った場合、成獣の場合抜去しないこと
もあるが、幼獣の場合多くは骨成長に影響を与えることがあるため抜
釘術が行われる。現在の種別はあくまでも骨折整復の手技のもので
あって、抜釘術は別に設定する必要があると考える。
骨折接合板除去は上述の通り手技・時間が骨折整復時とほぼ変わらな
い。さらに「87摘出手術」の増点も要望する。

備考の変更。伸縮性接着包帯及びギプス包帯の使用量は症例ごとに異
なるので、現在のような一定の増点点数ではなく、使用量に応じた増
点点数が望ましいと考えます。

ナックル整復については装具（ナックルガード）使用、テーピング、
副木使用などがあって、途中治癒判定後に引き続き再装着等の場合、
装具の再利用時にはその他の外科的処置を請求すべきと考えている
が、ナックル整復２回目以降の点数を設定していただきたい。

備考の変更。伸縮性接着包帯及びギプス包帯の使用量は症例ごとに異
なるので、現在のような一定の増点点数ではなく、使用量に応じた増
点点数が望ましいと考えます。

解放性脱臼(脱臼した骨端が皮膚を突き破って脱出)に遭遇し、腱縫
合、皮膚縫合の処置を要したが、現種別では脱臼整復しか記載されて
おらず、手技煩雑分の増点が必要と考える。

この場合、「64外傷治療」も適用できると
考えます。

備考の変更。伸縮性接着包帯及びギプス包帯の使用量は症例ごとに異
なるので、現在のような一定の増点点数ではなく、使用量に応じた増
点点数が望ましいと考えます。

変更しない。
現行の適用で問題ないと考えます。

備考の変更。伸縮性接着包帯およびギプス包帯の使用量は症例ごとに
異なるので、現在のような一定の増点点数ではなく、使用量に応じた
増点点数が望ましいと考えます。

蹄病手術後の治療は全て蹄病処置を適用しているが、蹄病手術後に深
部感染症に成り新たに切開手術が必要になったり、蹄の角化が不十分
で腐爛組織や不良肉芽組織の切除が必要になる場合がある。その場合
は、通常の蹄病手術の後治療とは比べ物にならない手間がかかるの
で、蹄病手術と同程度の点数となる再蹄病手術を適用するべきだと考
える。

全身麻酔と局所麻酔に分ける。

全静脈内麻酔を実施した場合（現実的に対象は子牛・育成）、安全性
確保のため気管挿管し酸素吸入を行う場面が想定される。同様に気管
挿管を行う吸入麻酔のように増点規定を設けていただきたい。

変更しない。
現行の適用で問題ないと考えます。

麻酔術105

99 骨折整復

ナックル整復
変更しない。
現行の適用で問題ないと考えます。

脱臼整復

蹄病手術103

101

100

変更しない。
現行の適用で問題ないと考えます。

変更しない。
現行の適用で問題ないと考えます。
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