
●所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況について

2019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：2019年3月1日～3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・バイタル・ＥＣＧ
帯状疱疹 1 治療内容 投薬・点滴
尿路感染症 2 レボフロキサシン（500）1Ｔ　1×（2）　3/18・19

レボフロキサシン（500）1/2Ｔ　1×（4）
（3/20～3/23）

点滴内容 フィジオ140　500
検査内容 検尿（一般）・ＣＢＣ・ＣＲＰ・ＥＣＧ
治療内容 投薬・点滴・注射・処置
投薬内容 レボフロキサシン（500）1/2Ｔ　1×（4）
点滴内容 フィジオ140　500　3/28・29
注射内容 生食20+メロペネム0.5ｇ　朝・夕　3/29～3/31
処置内容 メプチンエア　2Ｐ　朝・夕
検査内容 検尿・発熱・症状
治療内容 投薬
投薬内容 レボフロキサシン（500）1/2T　1×（6）
検査内容 回診・視診・皮膚状態
治療内容 点滴・処置
点滴内容 アシクロビル（250）2Ａ+生食100ｍｌ　朝・夕
処置内容 ビダラビン軟膏処置

2019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：2019年2月1日～2月28日

病名 人数 病名 項目 内容
誤嚥性肺炎 2 検査内容 聴診・症状・検尿（一般）・バイタル測定
尿路感染症 1 治療内容 投薬

投薬内容 レボフロキサシン（500）1T　1×（5）M

検査内容
診察・症状・検尿（一般・沈査）・CBC（アルテン
も）

治療内容 注射
注射内容 生食20+メロペネム0.5ｇ（朝・夕）

検査内容
診察・症状・検尿（一般）・バイタル測定
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　1×（9）M
検査内容 聴診・症状・バイタル測定
治療内容 投薬
投薬内容 レボフロキサシン（500）1T　1×（7）M

2019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：2019年1月1日～1月31日

病名 人数 病名 項目 内容
誤嚥性肺炎 2 検査内容 回診・聴診・バイタル測定・症状
帯状疱疹 1 治療内容 点滴
尿路感染症 1 点滴内容 フィジオ（140）500ｍｌ

その他 絶食

検査内容 視診・回診・皮膚症状
治療内容 投薬・点滴・処置
投薬内容 カロナール（200）2Ｔ　2×ＭＡ
点滴内容 生食100+アシクロビル（250）　朝・夕
処置内容 ビダラビン軟膏塗布

検査内容 回診・聴診・バイタル測定・症状
治療内容 点滴
点滴内容 ゾルデム3Ａ　500ｍｌ
その他 絶食
検査内容 検尿・回診・症状
治療内容 投薬・点滴

投薬内容
レボクロキサシン（500）1Ｔ
フロセミド（20）1Ｔ

点滴内容 ゾルデム3Ａ　500ｍｌ

その他 水分摂取を十分に
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2018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：2018年12月1日～12月31日

病名 人数 病名 項目 内容
誤嚥性肺炎 3 検査内容 診察・聴診・症状・バイタル
帯状疱疹 治療内容 点滴
尿路感染症 点滴内容 ラクテックＧ1000

その他 絶食（経口摂取不可能）

検査内容 診察・聴診・症状・バイタル
治療内容 点滴

点滴内容
ゾルテム3Ａ1000ｍｌ
生食100+スルバシリン3ｇ　朝・夕

その他 絶食

検査内容 診察・聴診・症状・バイタル
治療内容 点滴

点滴内容
フィジオ140　500
生食100+スルバシリン3ｇ　朝・夕（5日間）12/22～
生食100+セファゾリンＮａ　朝・夕（2日間）12/27～

2018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：2018年11月1日～11月30日

病名 人数 病名 項目 内容
誤嚥性肺炎 3 検査内容 症状・診察・聴診
帯状疱疹 治療内容 点滴
尿路感染症 4 点滴内容 生食20+メロペン0.5ｇ　朝・夕

検査内容 症状・検尿・尿性状
治療内容 投薬
投薬内容 レボフロキサン（500）1/2Ｔ

検査内容 検尿（一般・沈査）・症状・尿性状
治療内容 投薬
投薬内容 レボフロキサン（500）1/2Ｔ

検査内容 ＣＢＣ・ＣＲＰ・症状・尿性状
治療内容 投薬
投薬内容 レボフロキサン（500）1Ｔ

検査内容 ＣＢＣ（分類）・ＣＲＰ・ＡＬＢ・診察・聴診・症状
治療内容 点滴

点滴内容
ラクテックＧ　1000
生食100+セファゾリンＮａ　1ｇ　朝・夕

検査内容 症状・尿性状
治療内容 投薬・点滴
投薬内容 レボフロキサン（500）1Ｔ
点滴内容 フィジオ140　500

検査内容 症状・診察・聴診
治療内容 投薬・点滴
投薬内容 セファクロルカプセル（250）3Ｃ

点滴内容
フィジオ140　500
ラクテックＧ　1000

その他 絶食

2018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：2018年10月1日～10月31日

病名 人数 病名 項目 内容
誤嚥性肺炎 3 検査内容 ＣＢＣ・ＣＲＰ・診察・聴診
帯状疱疹 治療内容 点滴・処置

尿路感染症 2 点滴内容
ラクテックＧ1000ｍｌ
生食100+スルバシリン3ｇ　朝・夕

処置内容 喀痰吸引

検査内容 CBC・ＣＲＰ・聴診・診察・バイタルサイン
治療内容 投薬・点滴・処置
投薬内容 レボフロキサン（500）1Ｔ

点滴内容
ラクテックＧ1000
生食100+スルバシリン3ｇ　朝・夕
→　生食20+メロペネム0.5ｇ　朝・夕

処置内容
ツロブテロールテープ　貼用
メプチンエア2Ｐ　2回/日　喀痰・吸引

検査内容 検尿・症状
治療内容 投薬
投薬内容 レボフロキサン（500）1Ｔ
検査内容 検尿・症状
治療内容 投薬・点滴
投薬内容 レボフロキサン（500）1Ｔ
点滴内容 フィジオゾール（140）500
検査内容 診察・聴診・バイタルサイン
治療内容 投薬・点滴
投薬内容 カルボシステイン（250）3Ｔ

点滴内容
生食100+スルバシリン3ｇ　朝・夕
フィジオゾール140　500
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2018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：2018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 検査内容 検尿・一般
帯状疱疹 治療内容 投薬
尿路感染症 1 投薬内容 レボフロキサン（500）1/2Ｔ

病名 項目 内容
検査内容 血液一般・ＣＲＰ・聴診
治療内容 投薬
投薬内容 レボフロキサン（500）1/2Ｔ

その他

2018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：2018年8月1日～8月31日

病名 人数 病名 項目 内容
誤嚥性肺炎 5 検査内容 ＣＢＣ・ＣＲＰ・聴診・バイタル・症状
帯状疱疹 治療内容 点滴
尿路感染症 1 点滴内容 生食100ｍｌ+スルバシリン3ｇ　朝・夕

検査内容 症状・回診・検尿・バイタル
治療内容 投薬
投薬内容 レボフロキサシン（500）1Ｔ

検査内容 ＣＢＣ・ＣＲＰ・回診・聴診・症状・バイタル
治療内容 投薬・注射
投薬内容 セフカペンピボキシル（100）3Ｔ

注射内容 生食20ｍｌ+メロペネム0.5ｇ　朝・夕
検査内容 回診・聴診・症状・バイタル
治療内容 投薬
投薬内容 レボフロキサン（500）1Ｔ

検査内容 回診・聴診・症状・バイタル
治療内容 投薬・点滴
投薬内容 レボフロキサン（500）1/2Ｔ

点滴内容 フィジオ140　500ｍｌ
検査内容 回診・聴診・症状・バイタル
治療内容 点滴

点滴内容
ラクテックＧ　1000ｍｌ/日
生食100ｍｌ+スルバシリン3ｇ　朝・夕

その他 絶食

2018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：2018年7月1日～7月31日

病名 人数 病名 項目 内容
誤嚥性肺炎 4 検査内容 聴診・症状より（回診）・発熱・肺雑音
帯状疱疹 0 治療内容 点滴

尿路感染症 0 点滴
ラクテックＧ1000
生食100ｌ+セファゾリンＮａ1ｇ

検査内容 聴診・症状より（回診）・発熱・肺雑音
治療内容 点滴

点滴内容
ラクテックＧ　1000
生食20ｍｌ+メロペネム0.5ｇ　朝・夕

その他 食事形態変更から絶食
検査内容 聴診・症状より（回診）・発熱・咽頭発赤・う音
治療内容 投薬

投薬内容
セフカペンピボキシル（100）3Ｔ　3×Ｎ（2日間）
レボフロキサン（100）1Ｔ　1×Ｍ（5日間）

検査内容 聴診・症状より（回診）・発疹・肺雑音・尿量低下
治療内容 投薬・点滴
投薬内容 レボフロキサシン（500）1Ｔ　1×Ｍ

点滴内容
フィジオ140　500ｍｌ（7日間）
生食100+フロセミド（20）1Ａ（3日間）

その他 絶食

2018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：2018年6月1日～6月30日

病名 人数 病名 項目 内容
誤嚥性肺炎 2 検査内容 検尿・症状・回診
帯状疱疹 1 治療内容 投薬
尿路感染症 4 投薬内容 レボフロキサシン（500）1Ｔ

検査内容 ＣＢＣ・尿所見・回診
治療内容 注射・処置
注射内容 生食20ＭＬ＋メロペネム0.5/朝夕

処置内容 バルーンカテーテル留置中

検査内容 尿所見・検尿
治療内容 投薬
投薬内容 レボフロキサン（500）1Ｔ

検査内容 症状・診察
治療内容 投薬・点滴
投薬内容 レボフロキサシン（500）1Ｔ

点滴内容 フィジオ140　500ｍｌ　6/20、6/21（全身倦怠あり）

検査内容 診察・聴診・症状（嘔吐・発熱）
治療内容 投薬・注射
投薬内容 セファクロルカプセル（250）3Ｃ

注射内容 生食20ｍｌ+メロペネム0.5ｇ　朝・夕

検査内容 診察・聴診・症状（嘔吐・発熱）・ＣＢＣ×2・ＣＲＰ×2

治療内容 注射
注射内容 生食20ｍｌ+メロペネム0.5ｇ　朝・夕

検査内容 回診・症状視診

治療内容 注射・処置
注射内容 アシクロビル（250）1Ａ+生食100ｍｌ（朝・夕）

処置内容 ビダラビン軟膏　2回/日　塗布
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2018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：2018年5月1日～5月31日

病名 人数 病名 項目 内容
誤嚥性肺炎 2 検査内容 聴診・回診・症状
帯状疱疹 治療内容 点滴・注射・処置
尿路感染症 2 点滴内容 フィジオ140　500

注射内容 生食20ｍｌ+メロペネム0.5ｇ　朝・夕

処置内容 吸痰

その他 絶食

検査内容 検尿・回診・症状
治療内容 投薬
投薬内容 レボフロキサン（500）1Ｔ

検査内容 検尿・回診・症状
治療内容 投薬
投薬内容 レボフロキサン（500）1Ｔ

検査内容 聴診・回診・症状
治療内容 投薬
投薬内容 レボフロキサン（500）1Ｔ

2018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：2018年4月1日～4月30日

病名 人数 病名 項目 内容
誤嚥性肺炎 検査内容 血液検査（ＣＢＣ・ＣＲＰ）・検尿（一般）・症状
帯状疱疹 治療内容 注射
尿路感染症 1 点滴内容 生食20ＭＬ＋メロペネム0.5/朝夕　2回/日
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