
○所定疾患施設療養費加算について 

 

介護老人保健施設において、入居の方の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路

感染症などの疾病を発症した場合での施設内対処について、以下のような条件を満たした

場合に評価されることとなりました。（令和 3年度改正） 

 

（所定疾患施設療養費Ⅰ） 

・入居者に対し、投薬・検査・注射・処置等を行った場合（肺炎の方または尿路感染症の方

については検査を実施した場合に限る）に算定する。 

・1月に 1回、連続する 7日を限度として算定する。 

・緊急時施設療養費（緊急時治療管理、特定治療）を算定した日は算定しない。 

 

●診断、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置等の内容等を診療録に記載して

いること。 

●所定疾患施設療養費の算定開始年度の翌年度以降において、当該施設の前年度における

当該入所者に対する投薬、検査、注射、処置等の実施状況を公表していること。 

● 対象の入所者は次のいずれかに該当する者であること。 

・肺炎の者 ・尿路感染症の者 ・帯状疱疹の者 ・蜂窩織炎 

 

（所定疾患施設療養費Ⅱ） 

・入居者に対し、投薬・検査・注射・処置等を行った場合（肺炎の方または尿路感染症の方

については検査を実施した場合に限る）に算定する。 

・1月に 1回、連続する 10日を限度として算定する。 

・緊急時施設療養費（緊急時治療管理、特定治療）を算定した日は算定しない。 

 

●診断及び診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置等の内容

等（近隣の医療機関と連携し実施した検査等を含む）を診療録に記載していること。 

●所定疾患施設療養費の算定開始年度の翌年度以降において、当該施設の前年度における

当該入所者に対する投薬、検査、注射、処置等の実施状況を公表していること。 

●当該介護保健施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する研修を

受講していること。 

● 対象の入所者は次のいずれかに該当する者であること。 

・肺炎の者 ・尿路感染症の者 ・帯状疱疹の者 ・蜂窩織炎 

 

ラポール吉井では上記のⅠ、Ⅱいずれかの加算につきまして算定することとしています。 

  



2021年 4月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況 

 

病名 人数 日数 病名 人数 日数 病名 人数 日数 

肺炎 4 11 尿路感染 0 0 帯状疱疹 0 0 

病名 人数 日数       

蜂窩織炎 2 13       

 

病名 項目 内容 

肺炎 検査内容 診察 
 

治療内容 投薬・注射・検査 
 

投薬内容 採血セット 

点滴①生食 100ｍL+ロセフィン 1ｇ2Ｖ    ②生食 500ｍＬ 

点滴①生食 100ml+ロセフィン 1ｇ2Ｖ②ビーフリード 500ｍＬ 

採血セット①「CRP:6.61WBC:10900」酸素 3～2.5L 

酸素 1.5～3L 

等 

蜂窩織炎 検査内容 診察 
 

治療内容 注射・検査 
 

投薬内容 採血セット①「CRP：2.4WBC:15500」 

点滴①生食 100ml+ハイドロコートン（100）1Ｖ側管より強力ミノフ

ァーゲンＣ1Ａ②生食 100ｍＬ+メロペネム 0.5ｇ2Ｖ 坐薬カロナー

ル（200）1個 

点滴①生食 100ｍＬ+メロペネム 0.5ｇ2Ｖ②ビーフリード 500ｍL③

生食 500ｍL 

等 

治療期間：2021年 4月 1日～30日 

 

  



2021年 5月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況 

 

病名 人数 日数 病名 人数 日数 病名 人数 日数 

肺炎 7 31 尿路感染 0 0 帯状疱疹 0 0 

病名 人数 日数       

蜂窩織炎 1 10       

 

病名 項目 内容 

肺炎 検査内容 診察 
 

治療内容 投薬・注射・検査 
 

投薬内容 採血セット①（CRP5.94、WBC7100） 

注射：硫酸アミカシン（200）1A筋注 

内服：レボフロキサシン（500）1J1×朝/5TD 

採血セット①（CRP6.35、WBC8300） 

点滴：生食 100ml＋ロセフィン 1g2Ⅴ 

点滴 生食 100ml＋ロセフィン 2ｇ 生食 100ｍｌ＋ラシックス 1A 

点滴 生食 100ml＋ロセフィン 2ｇ、生食 500ml、ビーフリード 500

ml 

点滴 生食 100ml＋メロペネム 0.5ｇ2Ｖ×1 

点滴 生食 100ml＋ゾシン 4.5g×2 

等 

蜂窩織炎 検査内容 診察 
 

治療内容 注射・検査 
 

投薬内容 採血セット②（CRP3.24、WBC6200） 

点滴 生食 100ml＋ロセフィン 2g 

点滴 生食 100ml＋メロペネム 0.5ｇ2V 

点滴 生食 100ml＋ゾシン 4.5g×2朝、夕 

治療期間：2021年 5月 1日～31日 

 

 

  



2021年 6月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況 

 

病名 人数 日数 病名 人数 日数 病名 人数 日数 

肺炎 7 38 尿路感染 0 0 帯状疱疹 0 0 

病名 人数 日数       

蜂窩織炎 2 9       

 

病名 項目 内容 

肺炎 検査内容 診察 
 

治療内容 投薬・注射・検査 
 

投薬内容 生食 100ｍL+ロセフィン 1g×2v 

採血セット 「CRP：4.5、WBC：7400」 

点滴 生食 100ｍｌ＋メロペネム 0.5 2Ⅴ 

点滴 ビーフリード 500ml  

点滴①生食 100ml＋ゾシン 4.5g1V×2 

②生食 500ml 

③ビーフリード 500ml 

内服：レボフロキサシン（500）1J1×朝/3TD（6/3～5） 

等 

蜂窩織炎 検査内容 診察 
 

治療内容 注射・検査 
 

投薬内容 採血セット①「CRP：6.26、WBC7900」 

点滴 生食 100ｍL+メロペネム 0.5ｇ×2v    

等 

治療期間：2021年 6月 1日～30日 

  



2021年 7月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況 

 

病名 人数 日数 病名 人数 日数 病名 人数 日数 

肺炎 3 16 尿路感染 0 0 帯状疱疹 0 0 

病名 人数 日数       

蜂窩織炎 1 7       

 

病名 項目 内容 

肺炎 検査内容 診察 
 

治療内容 投薬・注射・検査 
 

投薬内容 点滴 生食 100ml＋ロセフィン 2g 

点滴 生食 100ml＋メロペネム 0.5×2 ビーフリード 500ml 

等 

蜂窩織炎 検査内容 診察 
 

治療内容 注射・検査 
 

投薬内容 採血セット①「CRP14.93、WBC16400」カロナール 200 坐薬 1 個 

点滴 生食 100ml＋ファーストシン 1g××2 

等 

治療期間：2021年 7月 1日～31日 

  



2021年 8月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況 

 

病名 人数 日数 病名 人数 日数 病名 人数 日数 

肺炎 0 0 尿路感染 0 0 帯状疱疹 0 0 

病名 人数 日数       

蜂窩織炎 2 13       

 

病名 項目 内容 

蜂窩織炎 検査内容 診察 
 

治療内容 投薬・注射・検査（採血） 
 

投薬内容 採血セット①（WBC12600、CRP6.01） 

点滴 生食 100ml＋ロセフィン 2g ②ビーフリード 500ml カロナ

ール坐（200） 

点滴 生食 100ml＋ファーストシン 1g×2 朝夕 

採血セット 1 （WBC20000、CRP0.15）カロナール（200）坐薬 

点滴 ①生食 100ml＋ファーストシン 1g×2A  ②生食 500ml  

等 

治療期間：2021年 8月 1日～31日 

  



2021年 9月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況 

 

病名 人数 日数 病名 人数 日数 病名 人数 日数 

肺炎 2 11 尿路感染 0 0 帯状疱疹 0 0 

病名 人数 日数       

蜂窩織炎 1 5       

 

病名 項目 内容 

肺炎 検査内容 診察 

 治療内容 投薬・注射・検査 

 投薬内容 点滴生食 100ｍL＋ファーストシン 2ｇ 

採血セット 1（CRP8.0、WBC6100） 

点滴 生食 100ml＋メロペネム 2V 

内服：レボフロキサシン（500）1J 1×/3ＴＤ 

等 

蜂窩織炎 検査内容 診察 
 

治療内容 投薬・注射・検査（採血） 
 

投薬内容 生食 100ml＋ファーストシ 2g 

採血セット①（CRP7.22、WBC21200） 

内服レボフロキサシン（500）1J×1/5日間 

等 

治療期間：2021年 9月 1日～30日 

  



2021年 10月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況 

 

病名 人数 日数 病名 人数 日数 病名 人数 日数 

肺炎 5 29 尿路感染 0 0 帯状疱疹 1 4 

病名 人数 日数       

蜂窩織炎 1 6       

 

病名 項目 内容 

肺炎 検査内容 診察 

 治療内容 投薬・注射・検査 

 投薬内容 採血①（CRP0.47、WBC12500）：カロナール坐薬（200） 

点滴 生食 100ml＋ファーストシン 1ｇ×2、ビーフリード 500ml 

点滴 ①ポタコール R500ml②生食 500ml③生食 100ｍｌ＋ファースト

シン 1g×2V 

点滴①生食 100ｍｌ＋ファーストシン 1g×2②生食 500ml 

内服 レボフロキサシン（500）1J 1×/3 日間（10/30～11/1） 

点滴生食 100ml＋メロペネム 0.5×2（朝、夕） 

等 

帯状疱疹 検査内容 診察 
 

治療内容 投薬・注射・検査（採血） 
 

投薬内容 採血セット 1（CRP2.53 WBC11900） 

①ビーフリード 500ｍl、②生食 500ml、抗生剤 3日間点滴後 10/

25採血セット 1（CRP0.99、WBC5200）抗生剤点滴中止、絶食に

て補液継続中 

③アシクロビル 250㎎＋生食 100ml×2 

採血セット 2（CRP1.59、WBC8700）①②do 

④生食 100ml＋メロペネム 0.5×1 

等 

蜂窩織炎 検査内容 診察 

 治療内容 投薬・注射・検査（採血） 

 投薬内容 点滴 生食 100ml＋ファーストシン 1ｇ×2Ｖ、カロナール坐薬（20

0） 

採血セット①（CRP7.46、WBC10700） 

治療期間：2021年 10月 1日～31日 

  



2021年 11月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況 

 

病名 人数 日数 病名 人数 日数 病名 人数 日数 

肺炎 6 30 尿路感染 0 0 帯状疱疹 0 0 

病名 人数 日数       

蜂窩織炎 0 0       

 

病名 項目 内容 

肺炎 検査内容 診察 

 治療内容 投薬・注射・検査 

 投薬内容 採血セット 1（CRP1.61、WBC11800）  

点滴 ①生食 100ml＋ファーストシン 1g1v ②生食 500ml③ビーフリ

ード 500ml 

採血セット 1（CRP0.69、WBC12200） 

注射アミカシン 1A筋注 内服レボフロキサシン（500）1J1×/3TD 

点滴②生食 500ml③ビーフリード 500ml④注射アミカシン 1A筋注 

筋注ベストコール 0.5g 1A 

点滴 ①生食 100ml＋メロペネム 0.5g2ｖ②ビーフリード 500ml 

等 

治療期間：2021年 11月 1日～30日 

  



2021年 12月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況 

 

病名 人数 日数 病名 人数 日数 病名 人数 日数 

肺炎 4 23 尿路感染 0 0 帯状疱疹 0 0 

病名 人数 日数       

蜂窩織炎 0 0       

 

病名 項目 内容 

肺炎 検査内容 診察 

 治療内容 投薬・注射・検査 

 投薬内容 採血セット①（CRP5.56、WBC8100） 

点滴 生食 100ｍｌ＋ファーストシン 1g×2ｖ 

点滴 生食 100ｍｌ＋ゾシン（4.5ｇ）×2ｖ 

点滴①生食 100ml＋ファーストシン 1g×2v②ポタコール R500ml 

点滴①生食 100ml＋ファーストシン 1g×2V  ②ビーフリード 500ml

酸素カニューレ 3L 

点滴 生食 100ml＋ファーストシン 1g×2V カロナール坐薬 1 個 

等 

治療期間：2021年 12月 1日～31日 

  



2022年 1月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況 

 

病名 人数 日数 病名 人数 日数 病名 人数 日数 

肺炎 6 32 尿路感染 0 0 帯状疱疹 0 0 

病名 人数 日数       

蜂窩織炎 1 8       

 

病名 項目 内容 

肺炎 検査内容 診察 

 治療内容 投薬・注射・検査 

 投薬内容 点滴①生食 100ml＋ファーストシン 1ｇ、坐薬カロナール（200）1/2 個

採血セット①（CRP6.22、WBC8800）点滴①生食 100ml＋ファーストシ

ン 1ｇ 

点滴①生食 100ml＋ファーストシン 1ｇ 

等 

蜂窩織炎 検査内容 診察 

 治療内容 投薬・注射・検査（採血） 

 投薬内容 採血セット①（CRP4.19、WBC19400）、 

点滴：①生食 100ml＋ファーストシン 1g×2V、②ポタコール 500

ml③生食 500ml 

等 

治療期間：2022年 1月 1日～31日 

  



2022年 2月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況 

 

病名 人数 日数 病名 人数 日数 病名 人数 日数 

肺炎 5 20 尿路感染 0 0 帯状疱疹 0 0 

病名 人数 日数       

蜂窩織炎 0 0       

 

病名 項目 内容 

肺炎 検査内容 診察 

 治療内容 投薬・注射・検査 

 投薬内容 採血セット①（CRP2.02、WBC10600） 

筋注 ベストコール（0.5）1V  

カロナール坐薬（200ｍｇ）1 個 

点滴①生食 100ml＋ファーストシン 1×2V ②ポタコール 500ml 

点滴 抗生剤中止 ②ポタコール 500ml 

採血セット①（CRP2.57、WBC11100） 

等 

治療期間：2022年 2月 1日～28日 

  



2022年 3月分 所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況 

 

病名 人数 日数 病名 人数 日数 病名 人数 日数 

肺炎 2 7 尿路感染 1 3 帯状疱疹 0 0 

病名 人数 日数       

蜂窩織炎 1 6       

 

病名 項目 内容 

肺炎 検査内容 診察 

 治療内容 投薬・注射・検査 

 投薬内容 採血①（CRP1.78，WBC10800） 

点滴 ①生食 100ml＋ファーストシン 1g×2V、②生食 500ml   

等 

尿路感染

症 

検査内容 診察 

 治療内容 投薬・注射・検査 

 投薬内容 採血セット①（CRP9.48、WBC14600） 

筋注 ベストコール 1A 

カロナール坐薬 1 個 

点滴①生食 100ml＋ファーストシン 1ｇ×2②生食 500ｍｌ 

筋注 アミカシン 1A 

等 

蜂窩織炎 検査内容 診察 

 治療内容 投薬・注射・検査 

 投薬内容 採血セット①（CRP1.75、WBC4900）、 

点滴：生食１００ml＋ファーストシン 1g×2V 

等 

治療期間：2022年 3月 1日～31日 

 


