
１．往診出張料
（１）病傷事故対応の場合 （単位︓円）

項 目 病傷加入 死廃のみ
加入 非加入 項 目 病傷加入 死廃のみ

加入 非加入

平日の通常時間帯 休日の通常時間帯
1,100 1,650 4,950 3,300 4,950 11,000

平日の夜間時間帯 休日の夜間時間帯
5,500 8,250 16,500 7,700 11,550 23,100

平日の深夜時間帯 休日の深夜時間帯
7,700 11,550 23,100 11,000 16,500 33,000

通常時間帯…往診依頼先に到着したが診療（治療）の必要がなかった場合
夜間時間帯…緊急性を認める場合のみ対応
深夜時間帯…緊急性を認める場合のみ対応
＊夜間・深夜時間帯については獣医師到着前に依頼がキャンセルされた場合を含む

通常時間帯…往診依頼先に到着したが診療（治療）の必要がなかった場合
夜間時間帯…緊急性を認める場合のみ対応
深夜時間帯…緊急性を認める場合のみ対応
＊夜間・深夜時間帯については獣医師到着前に依頼がキャンセルされた場合を含む

（２）損害防止業務対応の場合 （単位︓円）

項 目 病傷加入 死廃のみ
加入 非加入 備考

平日 550 825 1,650

休日 2,200 3,300 6,600 緊急性を認める場合のみ対応

⼈⼯授精、受精卵移植若しくは病傷事故診療があった場合は、往診出張料は
請求しません。
⼈⼯授精、受精卵移植若しくは病傷事故診療があった場合は、往診出張料は
請求しません。

家畜診療所の料⾦の改正について

家畜診療所は、令和3年４⽉1日より診療費等を改正します。
（1）診療点数が改正され、初診料が給付対象になったことに伴い改正します。
（2）家畜の診療及び損害防止事業を今後も安定的に提供していくための収⽀改善を

図り、家畜診療所の働き⽅改⾰を進めます。

表中の語句説明について
病傷加入…疾病傷害共済加入農家
死廃のみ加入…疾病傷害共済に加入せず死亡廃用共済のみに加入している農家
非加入…疾病傷害共済及び死亡廃用共済のいずれにも加入していない農家

表中の語句説明について
病傷加入…疾病傷害共済加入農家
死廃のみ加入…疾病傷害共済に加入せず死亡廃用共済のみに加入している農家
非加入…疾病傷害共済及び死亡廃用共済のいずれにも加入していない農家

料⾦には消費税を含みます



２．損害防止事業

項 目 病傷加入 死廃のみ
加入 備考

妊娠鑑定料 3,300 4,950 超音波診断装置を用いた場合も同額とする。

発情鑑定料 2,200 3,300

去勢料 7,700 11,550 6ヶ⽉齢を標準とし、１ヶ⽉超毎に1,100円追
加する。鎮静及び覚醒を含む。

鎮静料 2,200 3,300
覚醒料 1,650 2,475

除角料

3,300 4,950 0〜満3か⽉齢までとし、鎮静・覚醒を含む。

5,500 8,250 満4か⽉齢〜満12か⽉齢とし、鎮静・覚醒を含
む。

9,900 14,850
満13か⽉齢以上の成牛とし、鎮静・覚醒を含む。
先端のみは満4か⽉齢〜満12か⽉齢の料⾦を適
用

16,500 24,750 種雄牛とし、鎮静・覚醒を含む

人工授精
技術料 6,600 9,900 精液代は実費とする。

移植料 11,000 16,500 尾椎硬膜外⿇酔料、鎮静料を含む。

分娩誘発料 5,500 8,250

シダー
シンク料

11,000 16,500
7,700 11,550 シダー挿入時のみ往診する場合。

シダー
脱着料 550 825 シダーシンクを⾏った場合を除く。

ルーメン
ファイブ
投与料

2,200 3,300 １個当たりの投与料⾦とする。

Aチューブ
挿入料 2,750 4,125 鎮静料と別々に請求する。

鼻環通 1,650 2,475
D3、ESE 2,420 3,630
流産予防 2,200 3,300
ズル予防 1,650 2,475

（1）共済事故外 （単位︓円）

以降は病傷加入・死廃のみ加入の場合です。非加入の場合は病傷加入
の3倍の料⾦となります。



項目 病傷加入 死廃のみ加入

呼吸器ワクチン

牛5種混合
ストックガード
キャトルバクト3

2,420 3,630

キャトルウィン6 2,750 4,125

下痢ワクチン

牛下痢5混 2,750 4,125

乳房炎ワクチン

スタートバック
2,420 3,630

項目 病傷加入 死廃のみ
加入

非加入 備考

病傷給付
限度超過・
給付外

Ｂ点×10円
＋薬価

Ｂ点×15円
＋薬価

Ｂ点×30
円

＋薬価

病傷事故給付外で、獣医学的に
必要と考えられる検査、処置等
を⾏った場合。

（2）ワクチン

3.病傷給付限度超過及び給付外診療費

ワクチンの仕入れ価格の変動により料⾦が変更される場合があります

（単位︓円）

乳汁検査、⾎液検査、⼦宮内薬液注入、乾乳期治療、陰睾⼿術などで病傷事故請求できな
いものについては原則家畜共済点数表を準用し、上記の計算式により総B点相当額で請求い
たします。



5.群を対象とした巡回検診等

項 目 病傷加入 死廃のみ
加入 非加入 備考

搾乳⽴会 2,200 3,300 6,600 左に加えて、⼈件費として3,000円
/⼈・回を加算する。

肥育代謝
プロファイル
テスト

3,300 4,950 9,900

乳牛代謝
プロファイル
テスト

3,300 4,950 9,900

超音波繁殖
検診

固定費
3,850
流動費
550

固定費
5,775
流動費
825

固定費
11,550
流動費
1,650

固定費︓繁殖管理台帳作成、飼養
管理指導など（1頭当の年額）
流動費︓検診を実施した1頭当料⾦

項 目 病傷加
入

死廃の
み
加入

非加入 備考

診断書
・検案書料 1,650 2,475 4,950

薬事法による
要指⽰書料 1,650 2,475 4,950

妊娠鑑定書料 1,650 2,475 4,950 妊娠鑑定料と別々に請求する。
授精証明書料 1,100 1,650 3,300 初回発⾏は請求しない。

4.⽂書料

表に示しきれないこともありますので、詳細は家畜診療センターにお問い合わせ
ください。

（単位︓円）

（単位︓円）

NOSAI宮城
県南家畜診療センター 0224-25-4565
中央家畜診療センター 0229-28-2581
県北家畜診療センター 0220-22-2790
家畜診療研修所（中央家畜診療センター⼤衡⽀所）

022-345-2241


