多根介護老人保健施設てんぽーざん
2015年5月分

2016年2月分

5月1日〜5月31日

病名と治療人数

肺炎…1人

治療内容

Ａ 5/19--22

所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況

生食１００ｍｌ注＋メロペネム０．
２５ｇ 1回×１日

2月1日〜2月29日

病名と治療人数

肺炎…３人、
尿路感染症…１人

治療内容

A

生食１００ｍｌ＋ピペラシリン２ｇ×３日

点滴：
（ソルラクト輸液５００ｍｌ＋ビタメジン静注用１瓶

ソルデム３AG

＋ビタミンＣ注１０％ＰＢ５００ｍｌ＋ソルデム３ＡＧ輸液５００ｍｌ）
×１回×７日

500mℓ×1回×２日

（イセパシン注射液２００ｍｇ２ｍｌ＋生理食塩液１００ｍｌ）
×１回×１日

ソルラクト500ｍℓ＋ビーシー500ｍℓ＋ビタメジン×1回×３日
病名と治療人数

尿路感染症

治療内容

Ｂ 5/18-24

2/23〜29

（イセパシン注射液２００ｍｇ２ｍｌ＋生理食塩液１００ｍｌ）
×2回×６日

1人
B

セフポドキシムプロキセチル錠１００mg２錠X７日

2/26〜26
点滴：
（ソルラクト輸液５００ｍｌ＋生理食塩液１００ｍｌ）
×１回×１日

2015年6月分

C

6月1日〜6月30日

病名と治療人数

尿路感染症…１人

治療内容

C ６/18-24 セフポドキシムプロキセチル錠１００mg２錠X７日
６/19-24

D

病名と治療人数

尿路感染症…１人

治療内容

D

8/29-31 セフポドキシムプロキセチル錠１００mg２錠X3日
8月29日

ソルラクト500ｍℓ×1日

2/28〜29
（ソルラクト輸液５００ｍｌ＋ビタメジン静注用１瓶

ソルラクト500ｍℓ＋ビーシー500ｍℓ＋ビタメジン×1回×６日

8月1日〜8月30日

分２×３日

点滴：ソルデム３ＡＧ輸液５００ｍｌ
×１回×1日
＋ビタミンＣ注１０％ＰＢ５００ｍｇ＋ソルデム３ＡＧ輸液５００ｍｌ）
×１回×１日

生食１００ｍｌ注＋メロペネム０．
２５ｇ ２回×６日

2015年8月分

2/27〜29
投薬：セフポドキシムプロキセチル錠１００ｍｇ ２錠

（イセパシン注射液２００ｍｇ２ｍｌ＋生理食塩液１００ｍｌ）
×２回×１日

2016年3月分

3月1日〜3月31日

病名と治療人数

肺炎…３人、
尿路感染症…１人

治療内容

A

3/1〜2
点滴：
（ソルラクト輸液５００ｍｌ＋ビタメジン静注用１瓶
＋ビタミンＣ注１０％ＰＢ５００ｍｇ＋ソルデム３ＡＧ輸液５００ｍｌ）
×１回×２日

2015年9月分

9月1日〜9月30日

（イセパシン注射液２００ｍｇ２ｍｌ＋生理食塩液１００ｍｌ）
×２回×２日
B

3/1〜3/7

病名と治療人数

尿路感染症…１人

点滴：
（ソルラクト輸液５００ｍｌ＋ビタメジン静注用１瓶

治療内容

A 9/1−5 セフポドキシムプロキセチル錠 ２錠×分２×５日

＋ビタミンＣ注１０％ＰＢ５００ｍｇ）
×１回×７日
ソルデム３ＡＧ輸液５００ｍｌ
×１回×６日

2016年1月分

平成28年1月1日〜1月31日

病名と治療人数

肺炎…1人

治療内容

A

1/25〜25
点滴：
（ソルラクト輸液５００ＭＬ＋ビタメジン静注用＋ビタミンＣ注
＋ソルデム３Ａ輸液２００ＭＬ）
×１回×１日
（生理食塩液１００ＭＬ＋ピペラシリン注射用１ｇ）
×２回×１日

C

3/9〜15
投薬：セフポドキシムプロキセチル錠１００ｍｇ ２錠

分２×7日

2016年4月分
病名と治療人数
治療内容

2016年8月分

4月1日〜4月30日
急性肺炎…１人、
帯状疱疹…１人
点滴：
（ソルラクト輸液５００ｍｌ＋ビタメジン静注用１瓶＋アスコル
A 4/6〜12

8月1日〜8月31日

病名と治療人数

肺炎…1人

治療内容

A

8/1〜1

点滴：
（ソルラクト輸液５００ｍｌ＋ビタメジン静注用１瓶＋アスコル
ビン酸注５００ｍｇ１管）
×１回［８／１］

ビン酸注５００ｍｇ １管）
×１回 ［４／６〜１１］
（イセパシン注射液２００ｍｇ ２ｍｌ＋生理食塩水１００ｍｌ）
×１回
［４／６］
（イセパシン注射液２００ｍｇ ２ｍｌ＋生理食塩水１００ｍｌ）
×２回
［４／７〜１１］
ソルデム３ＡＧ輸液５００ｍｌ
×１回
［４／７〜１２］
B

4/25〜29

2016年9月分

9月1日〜9月30日

病名と治療人数

嚥下性肺炎…1人、
肺炎…１人

治療内容

A

9/10〜16

点滴：
（ソルラクト輸液５００ｍｌ＋ビタメジン静注用１瓶＋アスコルビン酸
注５００ｍｇ １管）
×１回［９／１０〜１６］

内服：バラシクロビル粒状錠５００ｍｇ １包分１×１日［４／２５］

（ソルデム３ＡＧ輸液５００ｍｌ）
×１回［９／１１〜１６］

内服：バラシクロビル粒状錠５００ｍｇ ２包分２×４日［４／２６〜２９］

（ピペラシリン注射用２ｇ １瓶＋生理食塩液１００ｍｌ）
×１回［９／１４］
（ピペラシリン注射用２ｇ １瓶＋生理食塩液１００ｍｌ）
×２回［９／１５〜１６］

2016年6月分

Ｂ 9/13〜18

6月1日〜6月30日

病名と治療人数

帯状疱疹…１人

治療内容

A

6/9〜15

ルビン酸注５００ｍｇ ２管）
×１回［９／１３〜１８］
（メロペネム点滴静注用０．
２５ｍｇ １瓶＋生理食塩液１００ｍｌ）
×１回
［９／１３，
１５］

点滴：ソルデム３ＡＧ輸液５００ｍｌ＋ビタメジン静注用＋アスコルビ

（メロペネム点滴静注用０．
２５ｍｇ １瓶＋生理食塩液１００ｍｌ）
×２回［９／１４］

ン酸注５００ｍｇ×１回［６／９〜６／１５］

（ソルデム３ＡＧ輸液５００ｍｌ ２袋）
×１回［９／１４〜１８］

生理食塩液１００ｍｌ＋アシクロビン点滴静注２５０ｍｇ×１回［６／９］

（ピペラシリン注射用２ｇ １瓶＋生理食塩液１００ｍｌ）
×１回［９／１５，
１８］

点滴：生理食塩液１００ｍｌ＋アシクロビン点滴静注２５０ｍｇ×３回

（ピペラシリン注射用２ｇ １瓶＋生理食塩液１００ｍｌ）
×２回［９／１６〜１７］

［６／１０〜６／１５］

2016年7月分

2016年10月分

7月1日〜7月31日

病名と治療人数

肺炎…2人

治療内容

A

7/14〜20

点滴：
（ソルラクト輸液５００ｍｌ＋ビタメジン静注用１瓶＋アスコルビン酸

10月1日〜10月31日

病名と治療人数

肺炎…3人

治療内容

A

10/13〜19

（ピペラシリン注射用１ｇ １瓶＋生理食塩１００ｍｌ）
×2回［１０／１３〜１０／１４］

（ソルデム３ＡＧ輸液５００ｍｌ）
×１回［７／１５〜２０］

（ソルラクト輸液５００ｍｌ）
×1回［１０／１４〜１０／１５］

（メロペネム点滴静注用０．
２５ｍｇ １瓶＋生理食塩液１００ｍｌ）
×１回［７／１４］

（メロペネム点滴静注用０．
２５ｍｇ １瓶＋生理食塩液１００ｍｌ）
×2回

（メロペネム点滴静注用０．
２５ｍｇ １瓶＋生理食塩液１００ｍｌ）
×２回［７／１５］

［１０／１５〜１０／１９］

（イセパシン注射液２００ｍｇ ２ｍｌ＋生理食塩液１００ｍｌ）
×２回［７／１６〜１９］

（ピペラシリン注射用１ｇ １瓶＋生理食塩液１００ｍｌ）
×２回［７／２０］
点滴：
（ソルラクト輸液５００ｍｌ＋ビタメジン静注用１瓶＋アスコルビン酸

（ソルデム３ＡＧ輸液５００ｍｌ）
×1回
［１０／１６〜１０／１９］

Ｂ 10/13〜19

点滴：
（ソルラクト輸液５００ｍｌ＋ビタメジン静注用１瓶＋アスコルビン酸
注５００ｍｇ １管＋ソルデム３ＡＧ輸液５００ｍｌ）
×1回［１０／１３〜１０／１９］

注５００ｍｇ１管）
×１回［７／１６〜２１］

（ピペラシリン注射用１ｇ １瓶＋生理食塩液１００ｍｌ）
×2回
［１０／１３〜１０／１５］

（ソルデム３ＡＧ輸液５００ｍｌ）
×１回［７／１６〜２０］
（ピペラシリン注射用１ｇ１瓶＋生理食塩液１００ｍｌ）
×２回［７／２０］
（ピペラシリン注射用１ｇ１瓶＋生理食塩液１００ｍｌ）
×１回［７／２１］
投薬：セフポドキシムプロキセチル錠１００ｍｇ ２錠

点滴：
（ソルラクト輸液５００ｍｌ＋ビタメジン静注用１瓶＋アスコルビン酸
注５００ｍｇ １管）
×1回［１０／１３〜１０／１９］

注５００ｍｇ １管） ×１回［７／１４〜２０］

Ｂ 7/16〜21

点滴：
（ソルラクト輸液５００ｍｌ ２袋＋ビタメジン静注用 ２瓶＋アスコ

分２
［７／１７〜１９］

Ｃ 10/23〜27

点滴：
（ソルデム３ＡＧ輸液５００ｍｌ）
×2回［１０／２３〜１０／２４］
（ソルデム３ＡＧ輸液５００ｍｌ）
×1回
［１０／２５〜１０／２７］
（ピペラシリン注射用２ｇ １瓶＋生理食塩液１００ｍｌ）
×2回
［１０／２３〜１０／２７］

（ソルラクト輸液５００ｍｌ＋ビタメジン静注用１瓶＋アスコルビン酸注５０
０ｍｇ １管）
×1回［１０／２５〜１０／２７］

2017年3月分

3月1日〜3月31日

病名と治療人数

肺炎…１人

治療内容

Ａ 3/30〜31

2017年10月分
病名と治療人数

肺炎…2人
尿路感染症・・・１人

点滴：
（ソルラクト輸液５００ｍｌ）
×１回［３／３０］
（ＹＤソリタ―Ｔ３号輸液５００ｍｌ）
×１回［３／３０〜３１］

10月1日〜10月31日

治療内容

A

10/1〜10/7

（チェナム筋注用０．
５ｇ）
×１回［３／３０〜３１］

筋肉内注射：チエナム筋注用０．
５ｇ１Ｖ

（ＹＤソリタ―Ｔ３号輸液５００ｍｌ＋ビーシー注５００ｍｇ
B

＋ビタメジン静注用）
×１回［３／３１］
（フロセミド注２０ｍｇ）
×１回［３／３１］

2017年4月分

（１０／１〜１０／６）
10/24〜10/27 夕１回
点滴：ソルラクト輸液５００ｍＬ×１袋＋メロペネム点滴静注用０．
２５ｇ×１Ｖ
（１０／２４）
ソルラクト輸液５００ｍＬ×１袋
（１０／２５〜１０／２７）

4月1日〜4月30日

病名と治療人数

肺炎…１人

治療内容

A

4/1〜3

ソルラクト輸液５００ｍＬ×１袋＋セフトリアキソンナトリウム
静注用０．
５ｇ×１Ｖ
（１０／２５〜１０／２７）
フロセミド注２０ｍｇ×０．
５Ａ
（１０／２７）

筋注：
（チエナム筋注用０．
５ｇ １瓶）
×１回〔４／１〜４／３〕

C

点滴：
（ＹＤソリターＴ３ 号輸液５００ｍｌ１瓶

10/2〜10/3

点滴：ソルラクト輸液５００ｍｌ
×１回 １０／２〜１０／３

〔４／１〜４／３〕

点滴：生理食塩液「マイラン」
１００ｍＬ＋メロペネム点滴

点滴：
（ＹＤソリターＴ３ 号輸液５００ｍｌ１瓶）
×１回〔４／１〜４／２〕

5月1日〜5月31日

病名と治療人数

肺炎…１人

治療内容

A

5/6〜5/12

点滴：ソルラクト輸液５００ｍｌ
×２回
（５／６）
筋注：チエナム筋注用０．
５ｇ×１回
（５／６〜５／１２）
点滴：YDソリタ−T３号輸液５００ｍｌ
×３回
（５／７〜１２）
ビタメジン静注用＋アスコルビン酸注５００ｍｌ
×１回
（５／７〜１２）

2017年9月分

9月1日〜9月30日

病名と治療人数

肺炎…１人

治療内容

A

点滴：テルモ糖注５％５００ｍｌ＋ビタメジン静注用１瓶
＋アスコルン酸注５００ｍｇＰＢ１管×１回 １０／２〜１０／３

＋ ビーシー注５００ｍｇ１管 +ビタメジン静注用 １瓶）
×１回

2017年5月分

投薬：セフポドキシムプロキセチル錠１００ｍｇ
２錠分２朝夕食後
（１０／１〜１０／７）

静注用０．
２５ｇ
「ＮＰ」
１本×２回 １０／２〜１０／３

2017年11月分

11月1日〜11月30日

病名と治療人数

肺炎…１人

治療内容

A

11/8〜11/14 点滴：末梢ソルラクト輸液＜５００ｍＬ／袋＞ １袋×１回
実施日：
１１／８〜１１／１４
点滴：末梢生理食塩液「マイラン」
＜１００ｍＬ／本＞ １本
メロペネム点滴静注用０．
２５ｇ
「ＮＰ」 １Ｖ
夕１回 実施日：
１１／８〜１１／１３
点滴：末梢生理食塩液「マイラン」
＜１００ｍＬ／本＞ １本
メロペネム点滴静注用０．
２５ｇ
「ＮＰ」 １Ｖ

ＹＤソリタ−Ｔ３号輸液５００ｍｌ
１袋×１回
（９／２９）
9/29〜9/30 点滴：
筋肉内注射：チエナム筋注用０．
５ｇ１Ｖ 夕１回
（９／２９〜９／３０）
投薬：セフポドキシムプロキセチル錠１００ｍｇ
１錠分１夕食後（９／２９）
点滴：ソルラクト輸液５００ｍｌ
１袋×１回
（９／２９）
投薬：セフポドキシムプロキセチル錠１００ｍｇ
２錠分２朝夕食後
（９／３０）
点滴：
ＹＤソリタ−Ｔ３号輸液５００ｍｌ
１袋×１回
アスコルビン酸注５００ｍｇ ＰＢ １Ａ×１回
ビタメジン静注用 １Ｖ×１回
（９／３０）

朝１回 実施日：
１１／９〜１１／１３
点滴：アスコルビン酸注５００ｍｇＰＢ １Ａ×１回
ビタメジン静注用 １Ｖ×１回
実施日：
１１／９〜１１／１４
点滴：ソルデム３ＡＧ輸液＜５００ｍＬ／袋＞ １袋×１回
実施日：
１１／９〜１１／１４

2017年12月分

12月1日〜12月31日

病名と治療人数

肺炎…１人

治療内容

１袋×１回（１２／１８）
Ａ 12/18〜12/24 点滴：ソルラクト輸液５００ｍｌ

2018年4月分

4月1日〜4月30日
肺炎・
・
・3名
A 4/2〜7

病名と治療人数
治療内容

点滴：テルモ糖注５％２５０ｍｌ
１袋×１回

点滴：ビーフリード輸液＜５００ｍｌ／袋＞１袋ビタメジン静注用１ｖ
アスコルビン酸注５００ｍｇＰＢ １Ａ「４月２日」
点滴：ビーフリード輸液＜５００ｍｌ／袋＞ １袋「４月２日」

ピペラシリンナトリウム注射用１ｇ１Ｖ×夕１回（１２／１８）

点滴：ピペラシリンナトリウム注射用１ｇ「日医工」１ｖ
生理食塩液「マイラン」＜１００ｍｌ／本＞ １本 ×２回「４月２日」

点滴：ＹＤソリタ−Ｔ３号輸液５００ｍＬ１袋×１回

点滴：ソルラクト輸液＜５００ｍｌ／袋＞ １袋「４月３日〜４月７日」

アスコルビン酸注５００ｍｇＰＢ１Ａ×１回

点滴：生理食塩液「マイラン」＜１００ｍｌ／本＞１本

ビタメジン静注用１Ｖ×１回（１２／１９）

メロペネム点滴静注用０．２５ｇ「ＮＰ」１ｖ ×２回「４月３日〜４月７日」

点滴：生理食塩液「マイラン」
１００ｍＬ１本×１回

点滴：フロセミド注２０ｍｇ「テバ」 ０．５Ａ本体に混入「４月５日〜７日」

ピペラシリンナトリウム注射用１ｇ
「日医工」
１Ｖ×朝１回

投薬：クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「ＮＰ」２錠分２ 朝夕食後「４月３日
〜５日」

（１２／１９）

B

筋肉内注射：チエナム筋注用０．
５ｇ
（溶解液２ｍＬ付）

4/12〜18 点滴：ソルラクト輸液＜５００ｍｌ／袋＞１袋「４月１２日〜１８日」
点滴：生理食塩液「マイラン」＜１００ｍｌ／本＞ １本

１Ｖ×１回（１２／１９〜２４）

ピペラシリンナトリウム注射用１ｇ「日医工」１ｖ「４月１２日〜１８日・夕１回

筋肉内注射：アミカシン硫酸塩注射液１００ｍｇ
「サワイ」

」

１Ａ×１回（１２／２０〜２４）

点滴：ＹＤソリタ−Ｔ３号輸液 ５００ｍＬ１袋
アスコルビン酸注５００ｍｇＰＢ １Ａ ビタメジン静注用１ｖ「４月１３日」

2018年1月分

点滴：生理食塩液「マイラン」＜１００ｍｌ／本＞ 1本

1月25日

ピペラシリンナトリウム注射用１ｇ「日医工」１ｖ「４月１３日〜４月１８日・朝
1回」

病名と治療人数

尿路感染症…１人

治療内容

２０１８／０１／２５〜３１
Ａ 12/18〜12/24 投薬：

点滴：ソルラクト輸液＜５００ｍｌ／袋＞１袋「４月１４日〜１８日」

C

4/6

点滴：ソルラクト輸液＜５００ｍｌ／袋＞１袋「４月１２日」

レボフロキサシン粒状錠２５０ｍｇ１包分１ 夕食後 ７日分

2018年5月分
2018年3月分
病名と治療人数
治療内容

3月1日〜3月31日
肺炎・
・
・1人 誤嚥性肺炎・
・
・1人
A 3/2〜3/6
注射：筋内注射チエナム筋注用0.5ｇ（溶解液２ｍL付）１V

B

3/9〜3/15

１日１回（３／２〜３／６）
画像：［XP］胸部正面、
［単純CT］胸部（３／２）
点滴：末梢テルモ糖注５％＜２５０ｍL／袋＞
１袋（３／５〜３／６）
点滴：YDソリターT３号輸液５００ｍL ２袋 朝夕
アスコルビン酸注５００ｍｇPB １A
ビタメジン静注用 １V １日１回（３／９〜３／１２）
点滴：末梢大塚生食注＜５０ｍL／本＞１本
ピペラシリンナトリウム注射用１ｇ「日医工」１V
朝１回（３／９〜３／１５）
点滴：末梢大塚生食注＜５０ｍL／本＞１本
ピペラシリンナトリウム注射用１ｇ「日医工」１V
夕１回（３／９〜３／１５）
画像：［XP］胸部正面・病棟ポータブル（３／９）
点滴：YDソリターT３号輸液５００ｍL １袋
アスコルビン酸注５００ｍｇPB １A
ビタメジン静注用 １V（３／１３〜３／１５）

5月1日〜5月31日

・
・2名
病名と治療人数 肺炎・
A 5/22〜5/28 点滴：末梢側管セフトリアキソンナトリウム静注用０．５ｇ「日医工」 ２Ｖ
治療内容
生理食塩液「マイラン」＜１００ｍＬ／本＞ ［５／２２］
点滴：末梢生理食塩液「マイラン」＜１００ｍＬ／本＞１本
ピペラシリンナトリウム注射用１ｇ「日医工」
１Ｖ・夕１回［５／２２〜２３］ ・朝１回 ［５／２３〜２４］
画像：胸部正面ＸＰ ・病棟ポータブル
点滴：ＹＤソリタ−Ｔ３号輸液 ５００ｍＬ ２袋
アスコルビン酸注５００ｍｇＰＢ １Ａ
ビタメジン静注用 １Ｖ ［５／２３〜２５］
筋肉内注射：チエナム筋注用０．５ｇ（溶解液２ｍＬ付）１Ｖ
夕１回 ［５／２４］・朝１回 ［５／２５〜２８］
筋肉内注射：イセパマイシン硫酸塩注射液２００ｍｇ「日医工」１Ａ
夕１回 ［５／２５〜２８］
点滴：末梢ソルデム３ＡＧ輸液＜５００ｍＬ／袋＞２袋
アスコルビン酸注５００ｍｇＰＢ １Ａ
ビタメジン静注用 １Ｖ ［５／２６〜２８］

B

5/30〜6/2
（5月分）

筋肉内注射：上腕チエナム筋注用０．５ｇ（溶解液２ｍＬ付）１Ｖ
夕 ［５／３０〜３１］
筋肉内注射：上腕チエナム筋注用０．５ｇ（溶解液２ｍＬ付）１Ｖ
朝 ［５／３１］
［ＸＰ］胸部 正面 病棟ポータブル

2018年6月分

6月1日〜6月30日
肺炎・
・
・4名
A 6/25〜6/29

病名と治療人数
治療内容

アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「ＪＧ」 １錠
発熱時 1回分・３８度以上発熱時。１日３回まで（６月２６日）

2018年8月分
病名と治療人数
治療内容

8月1日〜8月31日
肺炎・
・
・4名
A 8/14〜8/17

注射：チエナム筋注用０．５ｇ（溶解液２ｍｌ付）１ｖ・１日１回

B

点滴：ソルラクト輸液＜５００ｍｌ／袋＞ １袋【６月２５日】×１回

8/6〜8/12

6/15〜6/21

6/1〜6/2

から８月１０日
筋肉内注射：チエナム筋注用０．５ｇ（溶解液２mL付）１ｖ・朝1回 ８月７日

アスコルビン酸注５００ｍｇＰＢ １Ａ ビタメジン静注用１ｖ【６月２６日】

から８月１２日

×１回

点滴：ソルラクト輸液＜５００ミリリットル／袋＞ １袋 ×１回 ８月６日
点滴：ソルラクト輸液＜５００ミリリットル／袋＞ １袋 ×２回 ８月７日

C

点滴：メロペネム点滴静注用０．２５ｇ「ＮＰ」１ｖ
生理食塩液「マイラン」＜１００ｍｌ／本＞ １本【６月２５日〜６月３０日】×

8/16〜8/22

投薬：クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「ＮＰ」２錠分２
昼食後と眠前 １日分 ８月１６〜１７日

２回 朝・夕

点滴：ソルラクト輸液＜５００ミリリットル／袋＞ １袋 ８月１６日

点滴：ＹＤソリタ−Ｔ３号輸液 ５００ｍＬ１袋

点滴：生理食塩液「マイラン」＜１００ミリリットル／本＞ １本

アスコルビン酸注５００ｍｇＰＢ１Ａ

メロペネム点滴静注用０．２５ｇ「ＮＰ」１ｖ・夕1回 ８月１６日

ビタメジン静注用１ｖ【６月２５日〜６月３０日】×１回

点滴：生理食塩液「マイラン」＜１００ミリリットル／本＞ １本

点滴：ソルラクト輸液＜５００ｍｌ／袋＞ １袋【６月２８日】×１回

メロペネム点滴静注用０．２５ｇ「ＮＰ」１ｖ・夕1回、朝１回 ８月１７日〜８

注射：チエナム筋注用０．５ｇ溶解液２mL付１ｖ【６月１５日】×1回

月２２日

注射：チエナム筋注用０．５ｇ溶解液２mL付１ｖ【６月１６〜２１日】×２回

点滴：ＹＤソリタ−Ｔ３号輸液 ５００ｍＬ１袋 ビタメジン静注用１ｖ

朝・夕

アスコルビン酸注５００ｍｇＰＢ１Ａ ８月１７日〜８月２２日

点滴：ソルラクト輸液＜５００ｍｌ／袋＞ １袋【６月１５日、６月１７日〜２１

点滴：ＹＤソリタ−Ｔ３号輸液 ５００ｍＬ１袋

日】×１回

D

筋肉内注射：チエナム筋注用０．５ｇ（溶解液２mL付）１ｖ・夕1回 ８月６日

点滴：ソルデム３ＡＧ輸液＜５００ｍｌ／袋＞ １袋

点滴：ソルデム３ＡＧ輸液＜５００ｍｌ／袋＞ １袋【６月２６日】×１回

C

８月１４日〜８月１７日

胸部レントゲン ８月１４日

×１回

6/25〜6/30

キサシンとして＞
１包分１夕食後

点滴：末梢ソルラクト輸液＜５００ｍｌ／袋＞１袋【６月２５日〜６月２９日】

B

投薬：レボフロキサシン粒状錠２５０Ｍｇ＜２５０ミリグラム／包レボフロ

８月１７日〜８月２２日

D

注射：チエナム筋注用０．５ｇ（溶解液２ｍｌ付）１ｖ【６月１日】×２回朝・夕
注射：チエナム筋注用０．５ｇ（溶解液２ｍｌ付）１ｖ【６月２日】×１回朝

8/1

クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「ＮＰ」 ２錠分２
朝夕食後１日分 ８/1
注射：上腕 チエナム筋注用０．５ｇ（溶解液２ｍＬ付）１Ｖ・朝1回 8/1

2018年7月分

7月1日〜7月31日

・
・3名
病名と治療人数 肺炎・
A 7/12〜7/17
治療内容

点滴：投薬：ダラシンカプセル１５０ｍｇ １ｃａｐ分１ 夕食後［７／１２］
ＸＰ：胸部正面［７／１２］
投薬：ダラシンカプセル１５０ｍｇ １ｃａｐ分１朝食後［７／１３〜７／１７］

B

7/27〜8/1（7月分） 投薬：パセトシン錠２５０ ３錠分３ 毎食後［７／２７〜７／３０］

ファモチジンＤ錠２０ｍｇ「サワイ」２錠分２朝夕食後［７／２７〜７／３０］
筋肉内注射：チエナム筋注用０．５ｇ（溶解液２ｍＬ付）１Ｖ・夕１回
［７／２７〜７／３０］
筋肉内注射：チエナム筋注用０．５ｇ（溶解液２ｍＬ付）１Ｖ・朝１回
［７／２８〜７／３１］

C:7/11〜7/17

筋肉内注射：チエナム筋注用０．５ｇ（溶解液２ｍＬ付）１Ｖ １日１回
［７／１１〜７／１７］
単純ＣＴ： 胸部〜全腹部［７／１７］

2018年9月分
病名と治療人数
治療内容

9月1日〜9月30日
肺炎・
・
・2名
A ９/３〜9/６
肺炎
B 9/21〜9/25
誤嚥性肺炎

点滴：末梢生理食塩液「マイラン」＜１００ｍＬ／本＞ １本
メロペネム点滴静注用０．２５ｇ「ＮＰ」１Ｖ・朝夕１回ずつ
【９／３〜９／６】
点滴：末梢生理食塩液「マイラン」＜１００ｍＬ／本＞ １本
ピペラシリンナトリウム注射用１ｇ「日医工」１Ｖ・夕１回
［９／２１〜９／２５］
ＸＰ：胸部正面 ［９／２１］
点滴：末梢生理食塩液「マイラン」＜１００ｍＬ／本＞１本
ピペラシリンナトリウム注射用１ｇ「日医工」１Ｖ・朝１回
［９／２２〜９／２５］

2018年10月分

10月1日〜10月31日

肺炎・
・
・1名

病名と治療人数
治療内容

点滴:ソルラクト輸液＜500mL/袋＞1袋 ［10月15日］
点滴：生理食塩液「マイラン」＜100mL/本＞１本

2019年3月分
病名と治療人数
治療内容

3月1日〜3月31日
肺炎・
・
・3名
A 3/19〜25
肺炎

メロペネム点滴静注用０．２５ｇ「ＮＰ」1V朝［10月１５日］

B 3/6〜12

XP胸部 ［１０月１５日］

肺炎

バナン錠１００ｍｇ ２錠分２ 昼食後と眠前 １日分 【３／１９】
［ＸＰ］ 胸部正面・病棟ポータブル 【３／１９】
バナン錠１００ｍｇ ２錠分２ 朝夕食後 ７日分【３／２０〜３／２６】
投薬：レボフロキサシン粒状錠２５０ｍｇ

クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「ＮＰ」

＜２５０㎎／包レボフロキサシンとして＞１包分１ 昼食後

2錠分2 朝夕食後 ［１０月１５日から１７日］

５日分【３／６〜３／１０】

レボフロキサシン粒状錠250mg

アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「ＪＧ」 １錠発熱時 １回分【３／６】

＜250㎎/包レボフロキサシンとして＞2包分1 昼食後

注射：イセパマイシン硫酸塩注射液２００ｍｇ「日医工」 １Ａ【３／６】

［１０月１６日から２０日］

［ＸＰ］ 胸部正面・病棟ポータブル 【３／６】
投薬：カルボシステイン錠２５０ｍｇ「テバ」 ４錠分２

2018年11月分

帯状疱疹・
・
・1名

病名と治療人数
治療内容

昼夕食後 【３／８〜１０】

11月1日〜11月30日

A 11/26〜12/2
帯状疱疹

投薬：レボフロキサシン粒状錠２５０ｍｇ
＜２５０㎎／包レボフロキサシンとして＞１包分１ 昼食後
５日分【３／１１〜３／１２】

投薬：ビダラビン軟膏３％「タイヨー」＜５ｇ／本＞

［ＸＰ］ 胸部正面・病棟ポータブル 【３／１１】

１日１回・左上肢【１１／２６、２９】
C 3/8〜14

投薬：バラシクロビル粒状錠５００ｍｇ「モチダ」＜５００㎎／包＞

肺炎

３包分３ 昼夕食後と眠前【１１／２６】

［ＸＰ］ 胸部正面・病棟ポータブル 【３／８】

３包分３ 毎食後【１１／２７〜】

投薬：バナン錠１００ｍｇ ２錠分２ 朝夕食後 ４日分【３／９〜３／１２】
投薬：バナン錠１００ｍｇ ２錠分２ 朝夕食後 ７日分【３／１３〜３／１９】

12月1日〜12月31日

・
・1名 帯状疱疹・
・
・1名
病名と治療人数 肺炎・
投薬：バナン錠１００ｍｇ2錠 分2 朝夕食後【12/28〜12/31】
A 12/28〜31
治療内容
点滴：ソルラクト輸液＜500mL/袋＞ 1袋 【12/28】

肺炎

筋肉内注射：アミカシン硫酸塩注射液１００ｍｇ「サワイ」1A・昼1回
【12/28〜12/31】
B 12/1〜2
帯状疱疹

１錠発熱時

２０回分 ３８℃以上。１日４回まで使用可。
【３／８】
投薬：バナン錠１００ｍｇ ２錠分２ 昼食後と眠前 １日分【３／８】

投薬：バラシクロビル粒状錠５００ｍｇ「モチダ」＜５００㎎／包＞

2018年12月分

投薬：アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「ＪＧ」

令和元年5月分
病名と治療人数
治療内容

5月1日〜5月31日
肺炎・
・
・8名
A 5/21〜27
肺炎

投薬：レボフロキサシン粒状錠２５０ｍｇ
＜２５０㎎／包レボフロキサシンとして＞ １包分１ 昼食後
５日分【５／２１〜５／２５】

投薬：バラシクロビル粒状錠５００ｍｇ「モチダ」

［ＸＰ］：胸部正面 【５／２１】

＜５００㎎／包＞ ３包分３ 昼夕食後と眠前【12/1〜12/2】

投薬：カルボシステイン錠２５０ｍｇ「テバ」 ４錠分２ 昼夕食後
１日分 【５／２２】

2019年1月分

1月1日〜1月31日

・
・3名
病名と治療人数 肺炎・
A 1/1〜3
治療内容
肺炎
B 1/11〜14
誤嚥性肺炎
C 1/16〜22
誤嚥性肺炎

筋肉内注射：アミカシン硫酸塩注射液１００ｍｇ「サワイ」１Ａ・昼１回
（１／１〜１／３）

投薬：カルボシステイン錠２５０ｍｇ「テバ」 ４錠分２ 朝夕食後
６日分 【５／２３〜５／２８】
B 5/13〜17
肺炎

夕１回 【５／１３〜１６】

投薬：バナン錠１００ｍｇ ２錠分２ 朝夕食後 （１／１１〜１／１４）
（１／１６）
ＸＰ：胸部正面 （１／１６）
投薬：カルボシステイン錠２５０ｍｇ「テバ」 ４錠 分２ 朝夕食後 ７日
分 （１／１７〜１／２３）
投薬：レボフロキサシン粒状錠２５０ｍｇ＜２５０ｍｇ／包レボフロキサシン
として＞ １包 分１夕食後 １日分 （１／１８）

朝１回 【５／１３〜１７】
筋肉内注射：チエナム筋注用０．５ｇ（溶解液２ｍＬ付）１Ｖ

ＸＰ：胸部正面 （１／１１）
投薬：カルボシステイン錠２５０ｍｇ「テバ」２錠分１ 夕食後 １日分

筋肉内注射：チエナム筋注用０．５ｇ（溶解液２ｍＬ付） １Ｖ

［ＸＰ］：胸部正面・病棟ポータブル 【５／１３】
C 5/27〜6/2
肺炎

アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「ＪＧ」 １錠発熱時 １回分
・３８．０以上・１日３回まで。８時間以上開ける【０５／２７】
［単純ＣＴ］：胸部 【０５／２７】
クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「ＮＰ」 ２錠分２ 朝夕食後
２日分 【５／２８〜５／２９】
クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「ＮＰ」 ２錠分２ 朝夕食後
７日分 【５／３０〜６／５】

令和元年5月分
病名と治療人数
治療内容

5月1日〜5月31日
肺炎・
・
・8名
D 5/15〜20
肺炎

令和元年6月分

投薬：バナン錠１００ｍｇ １錠 アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「ＪＧ」 １錠
分１ 夕食後１日分 【５／１５】

病名と治療人数
治療内容

6月1日〜6月30日
肺炎・
・
・1名

クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「ＮＰ」2錠

A 6/1〜2

分2 朝夕食後2日(6/1〜6/2)

肺炎

［ＸＰ］：胸部正面・病棟ポータブル
投薬：バナン錠１００ｍｇ ２錠
アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「ＪＧ」 ２錠分２ 朝夕食後
２日分 【５／１６〜５／１７】
投薬：バナン錠１００ｍｇ ２錠分２ 朝夕食後 ３日分

令和元年7月〜8月
病名と治療人数

0名

【５／１８〜５／２０】
E 5/1〜6
肺炎

投薬：バナン錠１００ｍｇ ２錠分２ 朝夕食後 ６日分【５／１〜５／６】
筋肉内注射：チエナム筋注用０．５ｇ（溶解液２ｍＬ付）
１Ｖ・朝１回 【５／２〜５／６】
筋肉内注射：チエナム筋注用０．５ｇ（溶解液２ｍＬ付）

令和元年9月分
病名と治療人数
治療内容

9月1日〜9月30日
肺炎・
・
・1名
A 9/9〜15

筋肉内注射：ダラシンＳ注射液６００ｍｇ１Ａ 朝１回×６（９／１０〜１５）

肺炎

筋肉内注射：ダラシンＳ注射液６００ｍｇ１Ａ 夕１回×６（９／１０〜１５）

１Ｖ・夕１回 【５／２〜５／６】
F 5/31〜6/3
肺炎

点滴：生理食塩液「マイラン」＜１００ｍＬ／本＞ １本【５／３１】
ピペラシリンナトリウム注射用１ｇ「日医工」 １Ｖ・昼１回【５／３１】
点滴：末梢生理食塩液「マイラン」＜１００ｍＬ／本＞ １本
ピペラシリンナトリウム注射用１ｇ「日医工」１Ｖ・夕１回【５／３１】
［ＸＰ］：胸部正面・病棟ポータブル【５／３１】

G 5/8〜5/12
肺炎

投薬：バナン錠１００ｍｇ２錠

令和元年10月分
病名と治療人数
治療内容

10月1日〜10月31日

肺炎・
・
・2名

点滴：テルモ糖注５％＜２５０ｍＬ／袋＞ １袋

Ａ 10/4〜10

ピペラシリンナトリウム注射用１ｇ「日医工」 １Ｖ・夕１回（１０／４）

肺炎

アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「ＪＧ」２錠

点滴：末梢生理食塩液「マイラン」＜１００ｍＬ／本＞ １本

レバミピド錠１００ｍｇ「ＮＰ」 ２錠

ピペラシリンナトリウム注射用１ｇ「日医工」１Ｖ・朝１回（１０／５〜８）

各分２ 朝夕食後 ３日分【５／８〜５／１０】

点滴：生理食塩液「マイラン」＜１００ｍＬ／本＞１本

筋肉内注射：イセパマイシン硫酸塩注射液２００ｍｇ

ピペラシリンナトリウム注射用１ｇ「日医工」 １Ｖ・夕１回（１０／５〜７）

「日医工」 １Ａ 開始時間：０時４０分
［ＸＰ］：胸部 正面・病棟ポータブル

筋肉内注射：チエナム筋注用０．５ｇ（溶解液２ｍＬ付）１Ｖ・夕１回（１０／８〜１０）

【５／８】

Ｂ 10/11〜17

投薬：バナン錠１００ｍｇ２錠
アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「ＪＧ」２錠

筋肉内注射：ダラシンＳ注射液６００ｍｇ１Ａ
１日１回（１０/１１〜１７）

肺炎

レバミピド錠１００ｍｇ「ＮＰ」 ２錠
各分２ 朝夕食後 ２日分【５／１１〜５／１２】
F 5/1〜5/7
肺炎

筋肉内注射：チエナム筋注用０．５ｇ（溶解液２ｍＬ付）１Ｖ・朝１回
×７回（５／１〜７）
筋肉内注射：チエナム筋注用０．５ｇ（溶解液２ｍＬ付）１Ｖ・夕１回
×２回（５／１〜２）
筋肉内注射：アミカシン硫酸塩注射液１００ｍｇ「サワイ」１Ａ・昼１
×２回（５／１〜２）
筋肉内注射：アミカシン硫酸塩注射液１００ｍｇ「サワイ」１Ａ・夕１
×５回（５／３〜７）
点滴：テルモ糖注５％＜２５０ｍＬ／袋＞１袋
×１回（５／７）
点滴：末梢 生理食塩液「マイラン」＜１００ｍＬ／本＞１本
セフメタゾールＮａ静注用０．５ｇ「ＮＰ」１Ｖ・夕１回×１回（５／７）
胸部ＸＰ ５／７ 胸部単純ＣＴ ５／７

令和元年11月分
病名と治療人数
治療内容

11月1日〜11月30日

肺炎‥1名

尿路感染症‥１名

Ａ 11/8
肺炎
Ｂ 11/14〜18
尿路感染症

点滴：末梢テルモ糖注５％＜２５０ｍＬ／袋＞１袋
メロペネム点滴静注用０．２５ｇ「ＮＰ」１Ｖ・朝１回（１１／８）
投薬：レボフロキサシン粒状錠２５０ｍｇ １包
＜２５０㎎／包レボフロキサシンとして＞
レバミピド錠１００ｍｇ「ＮＰ」１錠
分１朝食後 ５日分 【１１／１４〜１１／１８】
投薬：アセトアミノフェン錠２００ｍｇ「マルイシ」 １錠
発熱時 １回分 【１１／１４】
検査：尿定性、尿沈渣 【１１／１４】

令和元年12月分
病名と治療人数
治療内容

12月1日〜12月31日

肺炎‥1名
Ａ 12/13〜19
肺炎

点滴：ＹＤソリタ−Ｔ３号輸液 ５００ｍＬ １袋【１２／１３〜１２／１７】
点滴：生理食塩液「マイラン」＜１００ｍＬ／本＞ １本、
ピペラシリンナトリウム注射用１ｇ「日医工」１Ｖ 朝・夕１回【１２／１３〜１２／
１５】
注射：セルシン注射液１０ｍｇ １Ａ 朝１回【１２／１３】
点滴：ＹＤソリタ−Ｔ３号輸液 ５００ｍＬ １袋、
ビタメジン静注用 １Ｖ、アスコルビン酸注５００ｍｇＰＢ １Ａ【１２／１３〜
１２／１６】
点滴：ソルラクト輸液＜５００ｍＬ／袋＞ １袋【１２／１６、１２／１８】
点滴：ソルラクト輸液＜５００ｍＬ／袋＞ ２袋【１２／１９】

令和2年2月分
病名と治療人数
治療内容

2月1日〜2月29日
肺炎‥2名
Ａ 2/19〜25
肺炎

投薬：クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「ＮＰ」分１ 夕食後１錠 【２／１９】
クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「ＮＰ」分２ 朝夕食後 ２錠 【２／２０〜２
／２５】

Ｂ 2/28〜29
肺炎

投薬：バナン錠１００ｍｇ ２錠分２ 朝夕食後【２／２８〜２／２９】
点滴：ソルラクト輸液＜５００ｍＬ／袋＞ １袋 【２／２８】
ＹＤソリタ−Ｔ３号輸液 ５００ｍＬ １袋、アスコルビン酸注５００ｍｇＰＢ
１Ａ、
ビタメジン静注用 １Ｖ 【２／２８〜２／２９】
大塚生食注＜５０ｍＬ／本＞ １本、セファゾリンＮａ注射用０．５ｇ「ＮＰ」
１Ｖ 夕１回【２／２８〜２／２９】
ＹＤソリタ−Ｔ３号輸液 ５００ｍＬ １袋 【２／２９】
大塚生食注＜５０ｍＬ／本＞ １本、セファゾリンＮａ注射用０．５ｇ「ＮＰ」
１Ｖ 朝１回【２／２９】

