
平成２９年度　所定疾患療養費に係る治療の実施状況について（平成２９年４月～平成３０年３月）　

時期 疾患名 治療日数 検査内容 治　　療 投薬内容

1 肺炎 ７日 採血 投薬・点滴 投薬：クラリス　点滴：ハルトマン+ダイビタ+生食+セフォチアム

2 誤嚥性肺炎 １日 採血 点滴・酸素 点滴：ハルトマン+ブドウ糖+ダイビタ+生食+セフォチアム

3 肺炎 ７日 採血・胸写 投薬・点滴 投薬：クラリス　点滴：ハルトマン+ダイビタ+生食+セフォチアム

4 肺炎 ６日 採血 投薬・点滴 投薬：クラリス　点滴：ハルトマン+ダイビタ+生食+セフォチアム

5 誤嚥性肺炎 １日 投薬 投薬：クラリス

6 肺炎 ６日 採血 投薬・点滴 投薬：クラリス　点滴：ハルトマン+生食+セフォチアム

7 肺炎 ４日 採血 点滴 点滴：ハルトマン+生食+セフォチアム

8 尿路感染症 ４日 採血・腹単 投薬・点滴・膀胱カテーテル
投薬：カロナール+ボルサポ
点滴：ハルトマン+ブドウ糖+ダイビタ+生食+セフォチアム

9 肺炎 ７日 採血・胸写 投薬・点滴 投薬：クラリス　点滴：ハルトマン+ダイビタ+生食+セフトリアキソン

10 肺炎 ４日 採血・胸写 点滴・酸素 点滴：生食+セフォチアム+ラシックス

11 誤嚥性肺炎 ３日 採血・胸写 点滴 点滴：生食+セフォチアム

1 肺炎 ７日 採血 投薬・点滴 投薬：クラリス　点滴：ハルトマン+生食+セフォチアム

2 肺炎 ５日 採血 点滴 点滴：ハルトマン+生食+セフォチアム

3 肺炎 ７日 採血・胸写 投薬・点滴 投薬：クラリス　点滴：ハルトマン+生食+セフォチアム

4 肺炎 ５日 採血・胸写 投薬・点滴 投薬：クラリス　点滴：ハルトマン+生食+セフォチアム+ユーシオン

5 誤嚥性肺炎 ４日 採血 点滴・酸素 点滴：ハルトマン+ダイビタ+ブドウ糖+生食+セフォチアム

6 誤嚥性肺炎 ４日 採血 投薬・点滴 投薬：クラリス　点滴：生食+セフォチアム

7 肺炎 ６日 採血 点滴 点滴：ハルトマン+生食+セフォチアム

8 肺炎 ４日 採血 点滴 点滴：ハルトマン+生食+セフォチアム

9 肺炎 ２日 採血・胸写 投薬・点滴・酸素 投薬：カロナール　点滴：ハルトマン+生食+セフォチアム

10 尿路感染症 ５日 採血 投薬・点滴・バルーン留置 投薬：ボルサポ　点滴：ハルトマン+生食+セフォチアム

11 肺炎 １日 採血 点滴・酸素 点滴：ハルトマン+生食+セフォチアム

1 肺炎 ７日 採血 点滴 点滴：生食+セフォチアム+ユーシオン

2 尿路感染症 ４日 採血 点滴・バルーン留置 点滴：ハルトマン+生食+セフォチアム

3 誤嚥性肺炎 ５日 採血 点滴・酸素・吸引 点滴：ハルトマン+生食+セフォチアム+ビソルボン

4 誤嚥性肺炎 ６日 採血 投薬・点滴・吸引 投薬：ボルサポ　点滴：ハルトマン+ダイビタ+ブドウ糖+生食+セフォチアム

5 肺炎 １日 採血 点滴 点滴：生食+セフォチアム

6 肺炎 ４日 採血 点滴 点滴：ハルトマン+生食+セフォチアム

7 尿路感染症 ２日 採血 点滴 点滴：ハルトマン+生食+セフォチアム

8 肺炎 ５日 採血 投薬・点滴 投薬：ボルサポ　点滴：ハルトマン+ブドウ糖+ダイビタ+生食+セフォチアム

1 尿路感染症 ７日 採血 点滴・バルーン留置 点滴：ハルトマン+ブドウ糖+ダイビタ+生食+セフォチアム

2 肺炎 ６日 採血 投薬・点滴 投薬：クラリス　点滴：ハルトマン+生食+セフトリアキソン

3 肺炎 ４日 採血 投薬・点滴・酸素 投薬：ボルサポ　点滴：ハルトマン+ブドウ糖+ダイビタ+生食+セフォチアム

4 肺炎 ７日 採血 点滴 点滴：ハルトマン+ブドウ糖+ダイビタ+生食+セフォチアム+ユーシオン

5 肺炎 ３日 採血 点滴 点滴：生食+セフォチアム

6 肺炎 ４日 採血 点滴 点滴：ハルトマン+ブドウ糖+ダイビタ+生食+セフォチアム

7 肺炎 ６日 採血 投薬・点滴 投薬：クラリス　点滴：ハルトマン+生食+セフォチアム

8 肺炎 ３日 採血 点滴 点滴：ハルトマン+生食+セフォチアム

9 肺炎 ６日 採血・胸写 点滴・酸素・吸引 点滴：ハルトマン+ブドウ糖+ダイビタ+生食+セフォチアム

10 誤嚥性肺炎 ５日 採血・胸写 投薬・点滴・酸素・吸引
投薬：ボルサポ
点滴：ハルトマン+ブドウ糖+ダイビタ+生食+セフォチアム+ユーシオン

1 肺炎 ７日 採血・胸写 点滴・酸素 点滴：ハルトマン+生食+セフォチアム

2 肺炎 ７日 採血・胸写・ECG 点滴・酸素・吸引 点滴：ハルトマン+ブドウ糖+ダイビタ+生食+セフォチアム+ビソルボン

3 肺炎 ７日 採血 投薬・点滴 投薬：クラリス　点滴：生食+セフォチアム

4 誤嚥性肺炎 ７日 採血 点滴 点滴：生食+セフォチアム+ユーシオン

5 誤嚥性肺炎 ７日 採血・胸写 投薬・点滴 投薬：クラリス　点滴：ハルトマン+生食+セフォチアム+ユーシオン

6 肺炎 ６日 採血 投薬・点滴 投薬：ボルサポ　点滴：ハルトマン+ブドウ糖+ダイビタ+生食+セフォチアム

7 尿路感染症 ７日 採血・尿検査 投薬・点滴 投薬：ボルサポ　点滴：ハルトマン+ブドウ糖+ダイビタ+生食+セフォチアム

8 肺炎 ７日 採血 投薬・点滴 投薬；クラリス　点滴：生食+セフォチアム

9 誤嚥性肺炎 ７日 採血・胸写 投薬・点滴 投薬：ボルサポ　点滴：ハルトマン+ブドウ糖+ダイビタ+生食+セフォチアム

10 誤嚥性肺炎 ２日 点滴・酸素・吸引吸引 点滴：ハルトマン+ブドウ糖+ダイビタ+生食+ユーシオン

1 尿路感染症 ５日 採血・腹単
投薬・点滴・酸素・

膀胱洗浄・バルーン留置
投薬：ボルサポ　点滴：ハルトマン+ブドウ糖+ダイビタ+生食+セフォチアム

2 誤嚥性肺炎 ７日 採血 投薬・点滴 投薬：クラリス　点滴：ハルトマン+生食+セフォチアム

3 肺炎 ４日 採血 点滴 点滴：ハルトマン+ブドウ糖+ダイビタ+生食+セフォチアム

4 肺炎 ３日 点滴 点滴：ハルトマン+生食+セフォチアム

5 肺炎 ２日 採血・胸写 点滴・酸素・吸引 点滴：ハルトマン+ブドウ糖+ダイビタ+生食+ユーシオン

6 尿路感染症 ５日 採血 投薬・点滴 投薬：ボルサポ　点滴：ハルトマン+ブドウ糖+ダイビタ+生食+セフォチアム

４月

５月

６月

７月

８月

９月



時期 疾患名 治療日数 検査内容 治　　療 投薬内容

1 尿路感染症 ６日 採血 投薬・点滴 投薬：クラリス　点滴：ハルトマン+ブドウ糖+ダイビタ

2 肺炎 ７日 採血 投薬・点滴 投薬：クラリス　点滴：ハルトマン+生食+セフォチアム

3 誤嚥性肺炎 ５日 採血 投薬・点滴 投薬：クラリス　点滴：ハルトマン+ラクテック+生食+ユーシオン

4 誤嚥性肺炎 ７日 採血 点滴・酸素 点滴：ハルトマン+ブドウ糖+ダイビタ+生食+セフォチアム

5 尿路感染症 ７日 採血 投薬・点滴・バルーン留置 点滴：クラリス　注射：ハルトマン+ブドウ糖+ダイビタ+生食+セフォチアム

6 尿路感染症 ２日 採血 点滴 点滴+ハルトマン+ブドウ糖+ダイビタ+生食+セフォチアム

7 尿路感染症 ５日 点滴 点滴：ハルトマン+ラクテック+ブドウ糖+ダイビタ

8 肺炎 ６日 採血・胸写 投薬・点滴・酸素・吸引 投薬：クラリス+グレースビット+カルボステイン　点滴：生食+セフォチアム

9 肺炎 ７日 採血 投薬・点滴 投薬：クラリス　点滴：ハルトマン+ブドウ糖+ダイビタ+生食+セフォチアム

10 尿路感染症 ６日 採血 投薬・点滴・バルーン留置 投薬：ボルサポ　点滴：ハルトマン+生食+セフォチアム

11 肺炎 ５日 採血・胸写 点滴・酸素 点滴：ラシックス+生食+セフォチアム

1 肺炎 ６日 採血・胸写 投薬・点滴・酸素
投薬：クラリス：ＰＬ：カルボシステイン
点滴：ハルトマン+ブドウ糖+ダイビタ+生食　+セフォチアム+ラシックス

2 誤嚥性肺炎 ２日 採血 投薬・点滴・酸素 投薬：ボルサポ　点滴：ハルトマン+ブドウ糖+ダイビタ+生食+セフォチアム

3 肺炎 １日 点滴 点滴：ハルトマン+ブドウ糖+ダイビタ

4 肺炎 ３日 採血 点滴・酸素 点滴：生食+セフォチアム

5 尿路感染症 ４日 採血 投薬・点滴・バルーン留置 投薬：ボルサポ　点滴：ハルトマン+ブドウ糖+ダイビタ+生食+セフォチアム

6 肺炎 ７日 採血・胸写 投薬・点滴
投薬：ボルサポ+クラリス+ツロブテロールテープ
点滴+ハルトマン+生食+セフォチアム

1 肺炎 ７日 採血・胸写 投薬・点滴
投薬：ツロブテロールテープ
点滴：ハルトマン+ブドウ糖+ダイビタ+生食+セフォチアム+ユーシオン+ビソルボン

2 肺炎 ７日 採血 点滴 点滴：ハルトマン+ブドウ糖+ダイビタ+生食+セフォチアム

3 肺炎 ７日 採血・胸写 投薬・点滴 投薬：クラリス　点滴：ハルトマン+生食+セフォチアム+ユーシオン

4 尿路感染症 ６日 採血 投薬・点滴・バルーン留置 投薬：ボルサポ　点滴：ハルトマン+生食+セフォチアム

5 肺炎 ７日 採血 投薬・点滴 投薬：ボルサポ+クラリス　点滴：ハルトマン+生食+セフォチアム+ユーシオン

6 肺炎 ３日 投薬 投薬：グレースビット

1 肺炎 ４日 採血 点滴 点滴：ハルトマン+ダイビタ+ブドウ糖+生食+セフォチアム

2 尿路感染症 ３日 採血 点滴・導尿カテーテル・膀胱洗浄 点滴：生食+ユーシオン

3 肺炎 ４日 採血・胸写 投薬・点滴・酸素 投薬：ボルサポ　点滴：ハルトマン+生食+セフォチアム+ラシックス

4 尿路感染症 ６日 採血 投薬・点滴・バルーン留置 投薬：ボルサポ　点滴：ハルトマン+ブドウ糖+ダイビタ+生食+セフォチアム

1 尿路感染症 ６日 採血
投薬・点滴・

バルーン留置・膀胱洗浄
投薬：ボルサポ
点滴：ハルトマン+ブドウ糖+ダイビタ+生食+セフォチアム+ユーシオン

2 誤嚥性肺炎 ６日 採血 点滴・吸引 点滴：ハルトマン+ブドウ糖+ダイビタ+生食+セフォチアム

3 尿路感染症 ７日 採血 点滴・バルーン留置 点滴：ハルトマン+ブドウ糖+ダイビタ+生食+セフォチアム

4 尿路感染症 ６日 採血 投薬・点滴・バルーン留置 投薬：ボルサボ　点滴：ハルトマン+ブドウ糖+ダイビタ+生食+セフォチアム

5 肺炎 ４日 採血 点滴 点滴：ハルトマン+ブドウ糖+ダイビタ+生食+セフォチアム

6 誤嚥性肺炎 ４日 採血 点滴 点滴：ハルトマン+ブドウ糖+ダイビタ+生食+セフォチアム

1 尿路感染症 ６日 採血
投薬・点滴・

バルーン留置・膀胱洗浄
投薬：ボルサポ　点滴：ハルトマン+生食+セフォチアム

2 尿路感染症 ７日 採血 投薬・点滴・バルーン留置
投薬：クラリス+ボルサポ
点滴：ハルトマン+ブドウ糖+ダイビタ+生食+セフォチアム

１２月

１月

３月

２月

１０月

１１月


