
●所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況について

2018年3月分　所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況

治療実施期間：2018年3月1日～3月31日

病名 人数 病名 項目 内容
誤嚥性肺炎 2 検査内容 診察、聴診
帯状疱疹 治療内容 点滴、注射
尿路感染症 ソルデム3Ａ500

生食20ＭＬ＋メロペネム0.5/朝夕

検査内容 ＣＢＣ、ＣＲＰ、聴診、診察、症状
治療内容 投薬
投薬内容 レボフロキサシン（500）1Ｔ　１×Ｍ
その他 2/19～夜間発熱

2018年2月分　所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況

治療実施期間：2018年2月1日～2月28日

病名 人数 病名 項目 内容
誤嚥性肺炎 4 検査内容 聴診、診察、症状
尿路感染症 1 治療内容 点滴

処置内容 絶食

その他 2/3嘔吐、発熱

検査内容 聴診、診察、症状
治療内容 点滴

処置内容 PEGより栄養中止、白湯のみ1500/日注入

その他 2/9発熱、喘鳴

検査内容 ECG(心電図)、血液検査(CBC、CRP）
治療内容 点滴

その他 2/20より発熱
検査内容 血液検査(CBC、CRP）、聴診、診察、症状
治療内容 投薬
投薬内容 レボフロキサシン(500)1T　1×M
その他 2/19発熱

検査内容 検尿(尿一般、尿沈渣)、診察、症状
治療内容 投薬
投薬内容 レボフロキサシン(500)1T　1×M
その他 2/22発熱

誤嚥性肺炎

誤嚥性肺炎

点滴内容

誤嚥性肺炎

ラクテックG1000/日 生食100ml+セファゾリン
Na1g/朝夕（2/6～12）

尿路感染症

点滴内容
ラクテックG1000/日 生食20ml+メロペネム0.5ｇ
/朝夕(2/10～16)

点滴内容 生食100ml+セファゾリンNa1g/朝夕(2/22～28)

誤嚥性肺炎 点滴内容

誤嚥性肺炎

誤嚥性肺炎



2018年1月分　所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況

治療実施期間：2018年1月1日～1月31日

病名 人数 病名 項目 内容
誤嚥性肺炎 1 検査内容 聴診、症状（嘔吐、喘鳴）
帯状疱疹 1 治療内容 点滴
尿路感染症 1 点滴内容 ソルデム3A500ml

その他 嘔吐、喘鳴悪化。経口（PEG注入）を減量。

検査内容 視診、症状（左臀部、陰部に水疱、疼痛）
治療内容 点滴、投薬
点滴内容 アシクロビル（250）１A、生食100ml　2回/日

投薬内容 ビダラビン軟膏塗布2回/日

検査内容 検尿、症状（血尿、頻尿）
治療内容 投薬
点滴内容 レボフロキサシン（500）1/3T

2017年12月分　所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況

治療実施期間：2017年12月1日～12月31日

病名 人数 病名 項目 内容
誤嚥性肺炎 2 検査内容 ＥＫＧ、聴診、発熱症状
尿路感染症 2 治療内容 点滴、投薬

フィジオ140 500ｍｌ(12/19～21)
生食100ｍｌ、セファゾリンＮａ1ｇ　2回/日（12/21～25）

投薬内容 ツロブテロールテープ(1Ｐ)

検査内容 発熱、診察、検尿一般、インフルエンザ抗原（-）

治療内容 投薬

投薬内容 レボフロキサシン(500)1T(12/16)

検査内容 発熱、聴診、症状

治療内容 点滴、投薬
点滴内容 ソルデム3Ａ　500ｍｌ
投薬内容 セフカペンピボキシル(100)3T(12/21～24)
その他 ＰＥＧより栄養中止

検査内容 診察、症状(頻尿、残尿感、排尿時痛）
治療内容 投薬

投薬内容 レボフロキサシン(500)0.5T(12/25～31)

2017年11月分　所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況
治療実施期間：2017年11月1日～11月30日

病名 人数 病名 項目 内容
誤嚥性肺炎 2 誤嚥性肺炎 検査内容 聴診、視診(発熱）

尿路感染症 1 治療内容 点滴、投薬、処置

点滴内容 ラクテックＧ1000ｍｌ　（11/8～10）

ソルデム３Ａ500ｍｌ　（11/11～13）

投薬内容 レボフロキサシン(500)1T×7日間

処置内容 メプチンエア２Ｐ　２回/日

誤嚥性肺炎 検査内容 聴診、視診、発熱

治療内容 投薬
投薬内容 カルボシステイン２Ｔ

セフカペンピボキシル(100)3T
尿路感染症 検査内容 検尿

治療内容 投薬
投薬内容 レボフロキサシン(500)0.5T

誤嚥性肺炎

誤嚥性肺炎
点滴内容

尿路感染症

尿路感染症

誤嚥性肺炎

帯状疱疹

尿路感染症



2017年10月分　所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況
治療実施期間：2017年10月1日～10月31日

病名 人数 病名 項目 内容
誤嚥性肺炎 1 誤嚥性肺炎 検査内容 聴診、診察（発熱、咳嗽、喘鳴）

治療内容 点滴、投薬
点滴内容 ラクテックＧ1000ｍｌ、生食100ｍｌ

セファゾリンＮａ１ｇ　2回/日

投薬内容 ツロブテロールテープ　１Ｐ　
メプチンエア　１Ｐ　２回/日

カルボシステイン(250)3Ｔ　

2017年9月分　所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況
治療実施期間：2017年9月1日～9月30日

病名 人数 病名 項目 内容
誤嚥性肺炎 1 誤嚥性肺炎 検査内容 聴診

治療内容 点滴
生食20＋メロペン0.5ｇ　２回/日（9/7～13)

点滴内容 フィジオ140輸液500ｍｌ　(9/7,8,9)

2017年8月分　所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況
治療実施期間：2017年8月1日～8月31日

病名 人数 病名 項目 内容
誤嚥性肺炎 2 誤嚥性肺炎 検査内容 聴診、バイタル、ＣＢＣ，ＣＲＰ
尿路感染症 1 治療内容 点滴

ラクテックＧ1000:8/18-8/21
点滴内容 生食100ml＋セファゾリンNa1g 2回/日　8/18-8-21

生食100ml＋メロペネム0.5g 2回/日　8/22-8/24

誤嚥性肺炎 検査内容 診察、聴診、採血(CBC,CRP)
投薬内容 レボフロキサシン(500)１Ｔ
点滴内容 ラクテックＧ1000　8/25-8/29

生食100＋セファゾリンＮａ２回/日　8/25-8/29
尿路感染症 検査内容 診察、検尿

投薬内容 レボフロキサシン(500)1T
その他 水分摂取指導を実施



2017年7月分　所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況
治療実施期間：2017年7月1日～7月31日

病名 人数 病名 項目 内容
帯状疱疹 1 尿路感染症 検査内容 診察

治療内容 点滴・処置
点滴内容 アシクロビル（250）1V＋生食100×2
処置内容 ビダラビン軟膏塗布（1日2回）

2017年6月分　所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況
治療実施期間：2017年6月1日～6月30日

病名 人数 病名 項目 内容
尿路感染症 1 尿路感染症 検査内容 診察、検尿、採血

治療内容 投薬、点滴
投薬内容 レボフロキサシン（500）

セフカペンピボキシン（100）

点滴内容 ソルデム500ｍｌ

2017年5月分　所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況
治療実施期間：2017年5月1日～5月31日

病名 人数 病名 項目 内容
尿路感染症 2 尿路感染症 検査内容 診察、検尿

治療内容 投薬
投薬内容 レボフロキサシン（500）

2017年4月分　所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況
治療実施期間：2017年4月1日～4月30日

病名 人数 病名 項目 内容
肺炎 1 肺炎 検査内容 診察、聴診、血液検査
帯状疱疹 1 治療内容 投薬、点滴

投薬内容 カルボシステイン（250）
レボフロキサシン（500）

点滴内容 生食100ｍｌ＋スルバシリン1.5ｇ×2
ラクテックG1000

処置内容 クーリング
帯状疱疹 検査内容 診察

治療内容 点滴、処置
点滴内容 アシクロビル250mg＋生食20ｍｌ×3
処置内容 ビダラビン軟膏塗布


