
疾患名
３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度

肺炎 55 56 62 76

尿路感染症 35 18 34 39

帯状疱疹 0 0 0 1

蜂窩織炎 6

算定件数合計 90 74 96 122

※具体的な実施状況
【検査】生化学検査・尿検査・血液検査
【投薬・注射・処置の実施】抗生剤の点滴等

介護老人保健施設サン
令和４年４月

60 60 50

0 0 0

90 87 82

所定疾患施設療養費の算定状況について

当施設では、次のいずれかに該当する入所者の方について、１月に１回、連続する１０日を限度として、投薬、検
査、注射、処置等を行った場合、所定疾患施設療養費を算定させていただいております。過去の実績は下記のと
おりです。

※該当する入所者の方　①肺炎の方　②尿路感染の方　③帯状疱疹の方（抗ウイルス剤の点滴が必要な者に限る）　④蜂窩織炎の方
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和３年４月より）

２７年度 ２８年度 ２９年度

30 27 32



令和３年度の実施状況【詳細】

令和３年４月
所定疾患名 治療日数

肺炎 10
尿路感染症 10
肺炎 5
肺炎 5

尿路感染症 10
肺炎 2

令和３年５月
所定疾患名 治療日数

肺炎 10
肺炎 10
肺炎 10
肺炎 10
肺炎 10

尿路感染症 4
肺炎 7

令和３年６月
所定疾患名 治療日数
尿路感染症 10
尿路感染症 10
尿路感染症 10
肺炎 8

尿路感染症 10
尿路感染症 10
尿路感染症 10
肺炎 10

尿路感染症 6

生化学検査・尿検査・血液検査フロモックス・シプロフロキサシン・ミノサイクリン・ラクテックG500+ビタメジン1V・ビーフリード500・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2・生食100+スルバシリン1.5×2・膀胱内留置バルーン
生化学検査・尿検査・血液検査シプロフロキサシン・ミノサイクリン・ラクテックG500+ビタメジン1V・ビーフリード500・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2・生食100+スルバシリン1.5×2
生化学検査・尿検査・血液検査シプロフロキサシン・ミノサイクリン・フロモックス・ラクテックG500+ビタメジン1V+・ビーフリード500・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2・生食100+スルバシリン1.5×2・O2マスク
生化学検査・尿検査・血液検査シプロフロキサシン・ミノサイクリン・フロモックス・ラクテックG500・ソリタT3　500・ビーフリード500・生食100+スルバシリン1.5×2・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2・膀胱内留置バルーン

生化学検査・尿検査・血液検査シプロフロキサシン・フロモックス・ラクテックG500+ビタメジン1V・ビーフリード500・生食100+セフトリアキソンNa1.5×2
生化学検査・尿検査・血液検査フロモックス・シプロフロキサシン・ミノサイクリン・ソリタT3　500+ビタメジン1V・ビーフリード500・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2･生食100+スルバシリン1.5×2
生化学検査・尿検査・血液検査シプロフロキサシン・ミノサイクリン・フロモックス・ラクテックG500+ビタメジン1V・ビーフリード500・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2･生食100+スルバシリン1.5×2
生化学検査・尿検査・血液検査ラクテックG500+ビタメジン1V・ビーフリード500・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2
生化学検査・尿検査・血液検査シプロフロキサシン・ミノサイクリン・ラクテックG500+ビタメジン1V・ビーフリード500・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2

生化学検査・尿検査・血液検査フロモックス・シプロフロキサシン・ミノサイクリン・ソリタT3　500・ラクテックG500・ビーフリード500・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2・生食100+スルバシリン1.5×2・生食100+タゾピペ4.5×2・O2マスク
生化学検査・尿検査・血液検査シプロフロキサシン・ミノサイクリン・ソリタT3　500+ビタメジン1V・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2・生食100+スルバシリン1.5×2・生食100+タゾピペ4.5×2・生食100+メロペネム0.5・O2マスク
生化学検査・尿検査・血液検査シプロフロキサシン・ミノサイクリン・ラクテックG500+ビタメジン1V・ビーフリード500・生食100+スルバシリン1.5×2・膀胱内留置バルーン
生化学検査・尿検査・血液検査シプロフロキサシン・ミノサイクリン・ラクテックG500+ビタメジン1V・ビーフリード500・生食100+スルバシリン1.5×2・生食100+タゾピペ4.5×2

検査 投薬・注射・処置の実施状況

生化学検査・尿検査・血液検査シプロフロキサシン・ミノサイクリン・ラクテックG500・ビーフリード500･生食100+セフトリアキソンNa1.0×2

検査 投薬・注射・処置の実施状況
生化学検査・尿検査・血液検査フロモックス・ラクテックG500・ビーフリード500・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2・生食100+スルバシリン1.5×2
生化学検査・尿検査・血液検査ラクテックG500+ビタメジン1V・ビーフリード500+ラシックス1/2A×2・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2・O2マスク・留置バルーン
生化学検査・尿検査・血液検査シプロフロキサシン・ミノサイクリン・フロモックス・ソリタT3　500+ビタメジン1V・ビーフリード500・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2・生食100+スルバシリン1.5・パニマイシン1A・O2マスク

生化学検査・尿検査・血液検査シプロフロキサシン・ミノサイクリン・ラクテックG500+ビタメジン1V・ビーフリード500・ネオフィリン30+メイロン30・生食100+スルバシリン1.5×2・生食100+タゾピペ4.5×2・O2マスク・口腔内吸引
生化学検査・尿検査・血液検査シプロフロキサシン・ミノサイクリン・ソリタT3　500・ビーフリード500・生食100+スルバシリン1.5×2
生化学検査・尿検査・血液検査シプロフロキサシン・ミノサイクリン・ラクテックG500+ビタメジン1V・ビーフリード500・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2
生化学検査・尿検査・血液検査シプロフロキサシン・ミノサイクリン・ソリタT3　500+ビタメジン1V・ビーフリード500・生食100+スルバシリン1.5
生化学検査・尿検査・血液検査シプロフロキサシン・ミノサイクリン・ソリタT3　500+ビタメジン1V・ビーフリード500・生食100+スルバシリン1.5×2

検査 投薬・注射・処置の実施状況



令和３年７月
所定疾患名 治療日数

肺炎 10
尿路感染症 10
肺炎 3
肺炎 10

尿路感染症 10
肺炎 9
肺炎 10
肺炎 10

尿路感染症 10
肺炎 3

蜂窩織炎 4

令和３年８月
所定疾患名 治療日数
尿路感染症 10
尿路感染症 10
尿路感染症 10
蜂窩織炎 10
肺炎 10

尿路感染症 9
帯状疱疹 10
肺炎 6

尿路感染症 8
尿路感染症 10
肺炎 8
肺炎 6

蜂窩織炎 6
肺炎 2

生化学検査・尿検査・血液検査シプロフロキサシン・ミノサイクリン・ラクテックG500+ビタメジン1V・ビーフリード500・生食100+スルバシリン1.5×2・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2
生化学検査・尿検査・血液検査ラクテックG500+ビタメジン1V・ビーフリード500・ソリタT3　500・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2・生食100+スルバシリン1.5×2・O2マスク
生化学検査・尿検査・血液検査ソリタT3　500+ビタメジン1V・ビーフリード500・ネオフィリン50・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2・生食100+スルバシリン1.5×2・パニマイシン1A・O2マスク・膀胱内留置バルーン
生化学検査・尿検査・血液検査シプロフロキサシン・ミノサイクリン・ロキソプロフェン・ラクテックG500+ビタメジン1V・ビーフリード500・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2
生化学検査・尿検査・血液検査ラクテックG500+ビタメジン1V・ビーフリード500・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2・パニマイシン1A・O2マスク

生化学検査・尿検査・血液検査ラクテックG500+ビタメジン1V・ビーフリード500・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2・生食100+スルバシリン1.5×2・生食100+メロペネム0.5ｇ×2
生化学検査・尿検査・血液検査シプロフロキサシン・ミノサイクリン・ソリタT3　500+ビタメジン1V・ビーフリード500・生食100+セフトリアキソンNa1.0・生食100+スルバシリン1.5×2
生化学検査・尿検査・血液検査バラシクロビル・ベポタスチンベシル・ビダラビン2.0
生化学検査・尿検査・血液検査ソリタT3　500+ビタメジン1V+Nacl　2A+ノルアドレナリン1A・ビーフリード500・ネオフィリン50+メイロン250・生食100+メロペネム0.5×2・生食100+セフメタゾン1.0×2・パニマイシン1A・O2マスク
生化学検査・尿検査・血液検査シプロフロキサシン・ミノサイクリン・ラクテックG500+ビタメジン1V・ビーフリード500・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2・生食100+スルバシリン1.5

検査 投薬・注射・処置の実施状況
生化学検査・尿検査・血液検査シプロフロキサシン・ミノサイクリン・ラクテックG500+ビタメジン1V・ビーフリード500・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2・生食100+スルバシリン1.5×2
生化学検査・尿検査・血液検査フロセミド・スピロノラクトン・ラクテックG500+ビタメジン1V・ビーフリード500・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2
生化学検査・尿検査・血液検査シプロフロキサシン・ラクテックG500+ビタメジン1V・ビーフリード500・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2・生食100+スルバシリン1.5×2
生化学検査・尿検査・血液検査シプロフロキサシン・ミノサイクリン・ロキソニン・ラクテックG500+ビタメジン1V・ソリタT3　500・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2・生食100+スルバシリン1.5×2・パニマイシン1A

生化学検査・尿検査・血液検査フロモックス・シプロフロキサシン・ラクテックG500+ビタメジン1V・ビーフリード500・ソリタT3　500・イントラリポス200・生食100+スルバシリン1.5×2・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2・パニマイシン1A

生化学検査・尿検査・血液検査ラクテックG500+ビタメジン1V・ビーフリード500・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2・O2マスク
生化学検査・尿検査・血液検査シプロフロキサシン・ミノサイクリン・ロキソプロフェン・ラクテックG500+ビタメジン1V・ビーフリード500・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2

生化学検査・尿検査・血液検査シプロフロキサシン・ミノサイクリン・ラクテックG500+ビタメジン1V・ビーフリード500・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2
生化学検査・尿検査・血液検査フロモックス・シプロフロキサシン・ソリタT3　500+ビタメジン1V+アスパラK1A・キドミン･生食100+スルバシリン1.5×2・メロペネム0.5×2・O2マスク
生化学検査・尿検査・血液検査ソリタT3　500+ビタメジン1V・ビーフリード500・パニマイシン1A・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2・生食100+スルバシリン1.5×2・生食100+メロペネム0.5×2・バンコマイシン0.5・O2マスク・PCR検査
生化学検査・尿検査・血液検査ラクテックG500+ビタメジン1V・ビーフリード500・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2・生食100+スルバシリン1.5×2・PCR検査
生化学検査・尿検査・血液検査ラクテックG500+ビタメジン1V・ビーフリード500・ソリタT3　500・生食100+セフトリアキソンNa1.0・パニマイシン1A・陰圧室・PCR検査

生化学検査・尿検査・血液検査シプロフロキサシン・ミノサイクリン・ラクテックG500+ビタメジン1V・ビーフリード500・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2・生食100+スルバシリン1.5×2・パニマイシン1A
生化学検査・尿検査・血液検査シプロフロキサシン・ラクテックG500+ビタメジン1V・ビーフリード500・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2・生食100+メロペネム0.5×2

検査 投薬・注射・処置の実施状況
生化学検査・尿検査・血液検査シプロフロキサシン・ラクテックG500+ビタメジン1V・ビーフリード500・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2・生食100+スルバシリン1.5×2・パニマイシン1A・O2マスク



令和３年９月
所定疾患名 治療日数

肺炎 10
肺炎 10
肺炎 10

尿路感染症 8
肺炎 10

蜂窩織炎 4
肺炎 3

尿路感染症 10
肺炎 4

尿路感染症 10
肺炎 10
肺炎 2

尿路感染症 10
尿路感染症 10
肺炎 10

尿路感染症 1
肺炎 2

令和３年１０月
所定疾患名 治療日数
尿路感染症 10
尿路感染症 10
肺炎 10
肺炎 10
肺炎 10

蜂窩織炎 6
肺炎 7
肺炎 3
肺炎 6
肺炎 6
肺炎 8

検査 投薬・注射・処置の実施状況
生化学検査・尿検査・血液検査シプロフロキサシン・ミノサイクリン・ビソルボン・ソリタT3　500+ビタメジン1V・ビーフリード500・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2・生食100+メロペネム0.5×2・生食100+スルバシリン1.5×2・口腔内吸引
生化学検査・尿検査・血液検査シプロフロキサシン・ラクテックG500+ビタメジン1V・ビーフリード500+ラシックス1/2A×2・生食100+スルバシリン1.5×2・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2・口腔内吸引
生化学検査・尿検査・血液検査ソリタT3　500+ビタメジン1V・ビーフリード500・生食100+メロペネム0.5×2・パニマイシン1A・生食100+スルバシリン1.5×2・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2・口腔内吸引
生化学検査・尿検査・血液検査シプロフロキサシン・ミノサイクリン・ラクテックG500+ビタメジン1V・ビーフリード500・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2
生化学検査・尿検査・血液検査シプロフロキサシン・ミノサイクリン・ソリタT3　500+ビタメジン1V・ビーフリード500・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2・生食100+スルバシリン1.5×2・生食100+メロペネム0.5ｇ×2・口腔内吸引・留置バルーン
生化学検査・尿検査・血液検査シプロフロキサシン・ミノサイクリン・ラクテックG500+ビタメジン1V・生食100+メロペネム0.5×2・パニマイシン1A
生化学検査・尿検査・血液検査シプロフロキサシン・ミノサイクリン・ラクテックG500+ビタメジン1V・ビーフリード500・生食100+メロペネム0.5×2・O2マスク
生化学検査・尿検査・血液検査シプロフロキサシン・ミノサイクリン・ソリタT3　500+ビタメジン1V・ビーフリード500・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2
生化学検査・尿検査・血液検査シプロフロキサシン・ミノサイクリン・ラクテックG500+ビタメジン1V・生食100+スルバシリン1.5×2・口腔内吸引

生化学検査・尿検査・血液検査ソリタT3　500+ビタメジン1V・ビーフリード500・生食100+スルバシリン1.5×2・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2・O2マスク・口腔内吸引
生化学検査・尿検査・血液検査シプロフロキサシン・ミノサイクリン・ソリタT3　500+ビタメジン1V・ビーフリード500・生食100+セフトリアキソンNa1.0・生食100+スルバシリン1.5×2
生化学検査・尿検査・血液検査ラクテックG500+ビタメジン1V・ビーフリード500・ソリタT3　500・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2・生食100+スルバシリン1.5×2・O2マスク

生化学検査・尿検査・血液検査シプロフロキサシン・ミノサイクリン・ラクテックG500+ビタメジン1V・ビーフリード500・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2・留置バルーン
生化学検査・尿検査・血液検査シプロフロキサシン・ミノサイクリン・ソリタT3　500+ビタメジン1V・ビーフリード500+ネオフィリン50・生食100+スルバシリン1.5×2・O2マスク
生化学検査・尿検査・血液検査ソリタT3　500+ビタメジン1V・ラクテックG500+ビタメジン1V・ビーフリード500・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2・生食100+メロペネム0.5×2・O2マスク
生化学検査・尿検査・血液検査シプロフロキサシン・ミノサイクリン・ラクテックG500+ビタメジン1V・ソリタT3　500+ビタメジン1V・ビーフリード500・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2・生食100+メロペネム0.5×2・生食100+スルバシリン1.5×2
生化学検査・尿検査・血液検査ソリタT3　500+ビタメジン1V・ビーフリード500・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2・生食100+スルバシリン1.5×2・留置バルーン

検査 投薬・注射・処置の実施状況
生化学検査・尿検査・血液検査シプロフロキサシン・ミノサイクリン・ソリタT3　500+ビタメジン1V・ビーフリード500・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2・生食100+メロペネム0.5×2・生食100+スルバシリン1.5×2
生化学検査・尿検査・血液検査シプロフロキサシン・ミノサイクリン・ラクテックG500+ビタメジン1V・ビーフリード500・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2・パニマイシン1A
生化学検査・尿検査・血液検査シプロフロキサシン・ミノサイクリン・ラクテックG500+ビタメジン1V・ビーフリード500・生食100+スルバシリン1.5×2・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2・口腔内吸引
生化学検査・尿検査・血液検査ソリタT3　500+ビタメジン1V・ビーフリード500・生食100+メロペネム0.5×2・生食100+スルバシリン1.5×2・パニマイシン1A・O2マスク・口腔内吸引

生化学検査・尿検査・血液検査ラクテックG500+ビタメジン1V・ビーフリード500・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2・胃カメラ検査・O2マスク・口腔内吸引
生化学検査・尿検査・血液検査ラクテックG500+ビタメジン1V・ビーフリード500・ソリタT3　500・ラシックス1/2A×2・生食100+メロペネム0.5×2・スルバシリン1.5×2・タゾピペ4.5×2・パニマイシン1A・O2マスク・口腔内吸引

生化学検査・尿検査・血液検査ソリタT3　500+ビタメジン1V・ビーフリード500・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2・生食100+スルバシリン1.5×2・生食100+セフトリアキソンNa1.0×1・O2マスク・口腔内吸引
生化学検査・尿検査・血液検査シプロフロキサシン・ミノサイクリン・ラクテックG500+ビタメジン1V・生食100+メロペネム0.5×2・パニマイシン1A
生化学検査・尿検査・血液検査ラクテックG500+ビタメジン1V・ビーフリード500・ラシックス1/2A×2・生食100+スルバシリン1.5×2・生食100+メロペネム0.5×2・バンコマイシン0.5×2・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2・パニマイシン1A・O2マスク
生化学検査・尿検査・血液検査ラクテックG500+ビタメジン1V+アスパラK2A・ラクテックG500+アスパラK1A・ラシックス1/2A×2・生食100+スルバシリン1.5×2・パニマイシン1A・生食100+メロペネム0.5×2・O2マスク・気管内挿管・人工呼吸
生化学検査・尿検査・血液検査シプロフロキサシン・ミノサイクリン・ラクテックG500+ビタメジン1V・生食100+スルバシリン1.5×2・生食100+メロペネム0.5×2・口腔内吸引



肺炎 8

令和３年１１月
所定疾患名 治療日数
尿路感染症 10
肺炎 10
肺炎 10
肺炎 10

尿路感染症 10
肺炎 4
肺炎 10

尿路感染症 10
肺炎 10
肺炎 10
肺炎 4
肺炎 10
肺炎 10

令和３年１２月
所定疾患名 治療日数

肺炎 10
肺炎 10
肺炎 10

尿路感染症 10
肺炎 5
肺炎 10
肺炎 10

令和４年１月
所定疾患名 治療日数
尿路感染症 10
肺炎 1
肺炎 10

検査 投薬・注射・処置の実施状況
生化学検査・尿検査・血液検査ミノサイクリン・ソリタT3　500+ビタメジン1V・ビーフリード500・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2・生食100+スルバシリン1.5×2・膀胱内留置バルーン
生化学検査・尿検査・血液検査バクター配合錠・ソリタT3　500+ビタメジン1V・アスパラK1A・ビーフリード500・ラシックス1/2A×2・フェジン1A+メチコバール500・生食100+スルバシリン1.5×2・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2・O2マスク・気管内挿管・口腔内吸引
生化学検査・尿検査・血液検査シプロフロキサシン・ミノサイクリン・ラクテックG500+ビタメジン1V・ビーフリード500・生食100+スルバシリン1.5×2・生食100+メロペネム0.5ｇ×2・O2マスク

生化学検査・尿検査・血液検査ソリタT3　500+ビタメジン1V・ラクテックG500+ビタメジン1V・ビーフリード500・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2・生食100+メロペネム0.5×2・O2マスク

検査 投薬・注射・処置の実施状況
生化学検査・尿検査・血液検査ソリタT3　500+ビタメジン1V+ヘパリン5000・キドミン200・ビーフリード500・ラクテックG500・ラシックス1/2A×4・生食100+メロペネム0.5×2・生食100+タゾピペ4.5×2・生食100+スルバシリン1.5×2・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2・膀胱内留置バルーン・O2マスク
生化学検査・尿検査・血液検査シプロフロキサシン・ミノサイクリン・ラクテックG500+ビタメジン1V+ヘパリン5000・ビーフリード500・ラクテックG500+アスパラK2A・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2・生食100+メロペネム0.5×2・生食100+タゾピペ4.5×2・生食100+バンコマイシン0.5×2・生食100+スルバシリン1.5×2・O2マスク・口腔内吸引
生化学検査・尿検査・血液検査フロモックス・シプロフロキサシン・ミノサイクリン・ラクテックG500+ビタメジン1V・ビーフリード500・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2・生食100+スルバシリン1.5×2・生食100+メロペネム0.5×2
生化学検査・尿検査・血液検査フロモックス・ミノサイクリン・シプロフロキサシン・ラクテックG500・+ビタメジン1V・ビーフリード500・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2・生食100+スルバシリン1.5×2

生化学検査・尿検査・血液検査シプロフロキサシン・ミノサイクリン・ソリタT3　500+ビタメジン1V・ビーフリード500・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2・生食100+スルバシリン1.5×2・パニマイシン1A・口腔内吸引
生化学検査・尿検査・血液検査ラクテックG500+ビタメジン1V・ビーフリード500・生食100+スルバシリン1.5×2・胃カメラ検査・O2マスク・口腔内吸引
生化学検査・尿検査・血液検査シプロフロキサシン・ミノサイクリン・ラクテックG500+ビタメジン1V・ビーフリード500・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2・生食100+スルバシリン1.5×2・生食100+メロペネム0.5×2
生化学検査・尿検査・血液検査ソリタT3　500+ビタメジン1V・ビーフリード500・ソリタT3　500・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2・生食100+メロペネム0.5×2・O2マスク

生化学検査・尿検査・血液検査フロモックス・ミノサイクリン・ラクテックG500+ビタメジン1V・ビーフリード500・ソリタT3　500・生食100+スルバシリン1.5×2・生食100+セフトリアキソンNa1.0×1・生食100+メロペネム0.5×2・パニマイシン1A
生化学検査・尿検査・血液検査シプロフロキサシン・ラクテックG500+ビタメジン1V・ビーフリード500・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2
生化学検査・尿検査・血液検査シプロフロキサシン・ミノサイクリン・ソリタT3　500+ビタメジン1V・ビーフリード500・ラクテックG500・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2・生食100+メロペネム0.5×2・口腔内吸引
生化学検査・尿検査・血液検査シプロフロキサシン・ミノサイクリン・ラクテックG500+ビタメジン1V+アスパラK2A・ビーフリード500・ラクテックG500・生食100+スルバシリン1.5×2・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2・インスリン注射
生化学検査・尿検査・血液検査ラクテックG500+ビタメジン1V・ビーフリード500・ソリタT3　500・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2・生食100+スルバシリン1.5×2・生食100+メロペネム0.5×2・生食100+タゾピペ4.5×2・O2マスク・O2カニューレ・口腔内吸引

生化学検査・尿検査・血液検査ソリタT3　500+ビタメジン1V・ビーフリード500・ソリタT3　500・生食100+メロペネム0.5×2・O2マスク
生化学検査・尿検査・血液検査ミノサイクリン・ソリタT3　500+ビタメジン1V+アスパラK1A・ビーフリード500・生食100+スルバシリン1.5×2・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2・生食100+メロペネム0.5×2・口腔内吸引
生化学検査・尿検査・血液検査ラクテックG500+ビタメジン1V・ビーフリード500・ソリタT3　500・生食100+メロペネム0.5×2・生食100+バンコマイシン0.5×2

検査 投薬・注射・処置の実施状況
生化学検査・尿検査・血液検査シプロフロキサシン・ミノサイクリン・ラクテックG500+ビタメジン1V・ビーフリード500・ソリタT3　500・生食100+スルバシリン1.5×2・生食100+バンコマイシン0.5×2・生食100+タゾピペ4.5×2・生食100+メロペネム0.5×2・口腔内吸引
生化学検査・尿検査・血液検査シプロフロキサシン・ミノサイクリン・ソリタT3　500+ビタメジン1V・ビーフリード500・生食100+セフトリアキソンNa1.0×1・生食100+セフメタゾン1.0×1・口腔内吸引
生化学検査・尿検査・血液検査ミノサイクリン・ラクテックG500+ビタメジン1V・ソリタT3　500+ビタメジン1V+ヘパリン2500・ビーフリード500・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2・生食100+スルバシリン1.5×2・生食100+タゾピペ4.5×2・パニマイシン1A・O2マスク
生化学検査・尿検査・血液検査シプロフロキサシン・ミノサイクリン・ラクテックG500・+ビタメジン1V・ビーフリード500・生食100+メロペネム0.5×2



尿路感染症 10
肺炎 10
肺炎 6
肺炎 10
肺炎 10
肺炎 10
肺炎 5

令和４年２月
所定疾患名 治療日数
尿路感染症 10
尿路感染症 10
尿路感染症 10
尿路感染症 10
肺炎 10
肺炎 10

蜂窩織炎 5
肺炎 10
肺炎 5

令和４年３月
所定疾患名 治療日数
尿路感染症 10
肺炎 10
肺炎 10

尿路感染症 10
肺炎 9
肺炎 3
肺炎 1

生化学検査・尿検査・血液検査ミノサイクリン・ラックG500+ビタメジン1V・ソリタT3　500+ビタメジン1V+アスパラＫ1Ａ・ビーフリード500・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2・生食100+メロペネム0.5×2
生化学検査・尿検査・血液検査ラックG500+ビタメジン1V+アスパラＫ1Ａ・ビーフリード500・生食100+スルバシリン1.5×2・パニマイシン1A・O2マスク
生化学検査・尿検査・血液検査フロモックス・ミノサイクリン・ラクテックG500+ビタメジン1V+アスパラＫ1Ａ・ビーフリード500・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2・O2マスク

検査 投薬・注射・処置の実施状況
生化学検査・尿検査・血液検査フロモックス・ミノサイクリン・パニマイシン1A
生化学検査・尿検査・血液検査フロモックス・ミノサイクリン・ラックG500+ビタメジン1V・ビーフリード500・ソリタT3　500+ビタメジン1V・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2・生食100+スルバシリン1.5×2・生食100+メロペネム0.5×2・パニマイシン1A・O2マスク
生化学検査・尿検査・血液検査ミノサイクリン・ソリタT3　500+ビタメジン1V・ビーフリード500・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2・生食100+スルバシリン1.5×2
生化学検査・尿検査・血液検査フロモックス・ミノサイクリン・ラックG500+ビタメジン1V・ソリタT3　500+ビタメジン1V・ビーフリード500・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2

生化学検査・尿検査・血液検査ランソプラゾール・モサプリドクエン酸錠・ナウゼリン・ラクテックG500+ビタメジン1V・ソリタT3　500・ビーフリード500・ソリタT3　200・生食100+スルバシリン1.5×2・パニマイシン1A・生食100+メロペネム0.5×2・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2・O2マスク・口腔内吸引
生化学検査・尿検査・血液検査フロモックス・ミノサイクリン・ラクテックG500+ビタメジン1V・ビーフリード500・ソリタT3　200・ラシックス1/2A×2・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2・パニマイシン1A・生食100+スルバシリン1.5×2・生食100+メロペネム0.5×2・生食100+タゾピペ4.5×2・O2マスク・口腔内吸引
生化学検査・尿検査・血液検査フロモックス・ミノサイクリン・ロキソニン・ラクテックG500+ビタメジン1V・ビーフリード500・生食100+スルバシリン1.5×2
生化学検査・尿検査・血液検査ラクテックG500+ビタメジン1V+アスパラK2A+10％Nacl20・ビーフリード500・イントラリポス250・ソリタT3　200・生食100+メロペネム0.5×2・生食100+スルバシリン1.5×2・パニマイシン1A・O2マスク・口腔内吸引
生化学検査・尿検査・血液検査バクタ－配合錠・ソリタT3　200+ビタメジン1V+アスパラK1A・ビーフリード500・ラシックス1/2A×2・生食100+メロペネム0.5×2・生食100+タゾピペ4.5×2・生食100+スルバシリン1.5×2・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2・O2マスク・O2カニューレ

検査 投薬・注射・処置の実施状況
生化学検査・尿検査・血液検査レボフロキサシン・フロモックス・ミノサイクリン・ラクテックG500+ビタメジン1V・ビーフリード500・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2・生食100+メロペネム0.5×2
生化学検査・尿検査・血液検査フロモックス・ミノサイクリン・ラクテックG500+ビタメジン1V+10％Nacl20・ビーフリード500・生食100+スルバシリン1.5×2・生食100+メロペネム0.5×2・生食100+セフトリアキソンNa1.0×1
生化学検査・尿検査・血液検査フロモックス・ミノサイクリン・ソリタT3　500+ビタメジン1V・ビーフリード500・生食100+セフトリアキソンNa1.0×1
生化学検査・尿検査・血液検査ミノマイシン・ソリタT3　500+ビタメジン1V・ビーフリード500・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2・生食100+スルバシリン1.5×2

生化学検査・尿検査・血液検査バクター配合錠・ラクテックG500+ビタメジン1V・ネオフィリン30・生食100+スルバシリン1.5×2・O2マスク

生化学検査・尿検査・血液検査ラクテックG500+ビタメジン1V・ビーフリード500・ソリタT3　500・ネオフィリン40・ラシックス1/2A×2・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2・生食100+スルバシリン1.5×2・O2マスク
生化学検査・尿検査・血液検査ラクテックG500+ビタメジン1V・ビーフリード500・ソリタT3　500・ネオフィリン・アドナ50+トランサミン・生食100+スルバシリン1.5×2・パニマイシン1A・O2マスク
生化学検査・尿検査・血液検査ソリタT3　500+ビタメジン1V・ビーフリード500・ケイツーN2A・ラシックス1/2A×2・ネオフィリン50+メイロン50・生食100+スルバシリン1.5×2・生食100+タゾピペ4.5×2・生食100+メロペネム0.5ｇ×2・O2マスク・口腔内吸引
生化学検査・尿検査・血液検査ソリタT3　500+ビタメジン1V+アスパラK1A・ビーフリード500・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2・パニマイシン1A・生食100+スルバシリン1.5×2
生化学検査・尿検査・血液検査ソリタT3　500+ビタメジン1V・ビーフリード500・ネオフィリン40・生食100+メロペネム0.5×2・パニマイシン1A・生食100+スルバシリン1.5×2・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2・口腔内吸引

生化学検査・尿検査・血液検査ソリタT3　500+ビタメジン1V・ビーフリード500・生食100+スルバシリン1.5×2・生食100+タゾピペ4.5×2・生食100+セフトリアキソンNa1.0×2・膀胱内留置バルーン


