
肺炎 尿路感染 帯状疱疹

件数 治療内容 件数 治療内容 件数 治療内容

清雅苑 算定している 5件
投薬、点滴、レントゲン、血液・
尿検査

12件 投薬、点滴、血液・尿検査 0件

コスモピア熊本 算定している 8件 投薬、検査、点滴 0件 0件

桔梗苑 算定している 24件 投薬、点滴、レントゲン、CT 5件 投薬、点滴、尿検査、血液検査 0件

青翔苑 算定している 1件
血液検査、レントゲン、投薬、点
滴

7件 血液検査、検尿、投薬、点滴 0件

阿房宮 算定している 10件
投薬、点滴、血液検査、、レント
ゲン

7件
投薬、点滴、血液検査、尿検
査、CT

0件

杏の里 算定している 4件
投薬抗生剤処方、X-P検査（胸
部）、CT検査

0件 1件 点滴治療、採血

南楓苑 算定している 7件
投薬、点滴、血液検査、レントゲ
ン

7件
投薬、点滴、血液検査、レントゲ
ン

0件

光乃里 算定している 2件 点滴、酸素吸入、吸引 1件 検尿、投薬 0件

ぎんなんの里 算定している 2件
投薬、点滴、血液検査、レントゲ
ン

30件
投薬、点滴、血液検査、バルー
ン留置

0件

湧心苑 算定している 7件 投薬、点滴、血液検査 5件 投薬、点滴、血液検査、検尿 0件

ケアビレッジ箱根崎 算定している 4件 血液検査、点滴、投薬 2件 血液検査、点滴、投薬 0件

ぼたん園 算定している 22件 検尿、採血、投薬、レントゲン 51件 検尿、採血、投薬 0件

第二コスモピア熊本
算定していな
い

白藤苑 算定している 13件 レントゲン、点滴、投薬 26件 検尿、投薬、血液検査 0件

みつぐ苑 算定している 19件 投薬、点滴、血液検査、CT 10件 投薬、点滴、血液検査 0件

のぞみ 算定している 11件
血液検査、投薬、注射、レントゲ
ン

27件
血液検査、投薬、注射、レントゲ
ン

0件

シルバーピア水前寺 算定している 1件 注射、血液検査、レントゲン 21件 投薬、点滴、尿検査、血液検査 0件

メディエイト鶴翔苑 算定している 6件
投薬、点滴、血液検査、レントゲ
ン

14件
投薬、点滴、血液検査、検尿、
沈査、尿培養

0件

フォレスト熊本 算定している 12件
投薬、点滴、血液検査、酸素吸
入

6件 投薬、点滴、検尿 0件

なすび園 算定している 10件
血液検査、聴診、レントゲン、投
薬、点滴

35件 検尿、血液検査、投薬、点滴 0件

田迎ケアセンター 算定している 2件 投薬、点滴 6件 投薬、点滴 0件

なでしこ 算定している 4件 血液検査、レントゲン、投薬 9件 尿検査、投薬 1件 投薬

かなこぎ苑 算定している 7件
投薬、点滴、血液検査、CT、エ
コー、抗原検査

3件
投薬、血液検査、尿検査、点
滴、CT

0件

葵の森 算定している 0件 1件 尿検査、投薬 0件

青海苑
算定していな
い

あさひコート 算定している 1件 採血、胸部レントゲン、点滴 8件 採血、検尿、点滴、投薬 0件

景雅苑 算定している 0件 8件 投薬、点滴 0件

なごみの里 算定している 1件 点滴、血液検査、レントゲン 20件 投薬、血液検査、尿検査、点滴 0件

松幸 算定している 1件 投薬、点滴 3件 投薬、点滴 0件

慈恵苑 算定している 6件
CT、血液検査、尿検査、点滴、
投薬、レントゲン

7件
CT、血液検査、尿検査、点滴、
投薬

0件

本渡ケア・ホーム 算定している 1件
血液検査、喀痰検査、点滴、投
薬

8件
血液検査、尿一般検査、尿沈渣
顕微鏡検査、内服、点滴

0件

臥龍園 算定している 15件 レントゲン、投薬、点滴 10件 尿検査、投薬、点滴 0件

松朗園 算定している 0件 40件 投薬、点滴、血液検査 0件

ブルーマリン天草 算定している 0件 6件 投薬、尿検査 0件

きららの里 算定している 7件
投薬、点滴、血液検査、尿検
査、レントゲン

5件 投薬、点滴、血液検査、尿検査 0件

ほんごう苑
算定していな
い

ケーナ・ガーデン 算定している 2件
レントゲン、血液検査、内服投
与、点滴施行

夢織りの里天草 算定している 2件
投薬、レントゲン、採血、CT、
ECGエコー、採尿

6件 投薬、採尿、採血 0件

聖ルカ苑 算定している 6件
投薬、点滴、血液検査、レントゲ
ン

23件
投薬、点滴、血液検査、レントゲ
ン、検尿

0件

慈眼苑 算定している 2件
投薬、点滴、血液検査、レントゲ
ン

56件
投薬、点滴、血液検査、レントゲ
ン、検尿

0件

所定疾患施設
療養費につい

て
熊本市

宇城

天草

玉名

地区 施設名

※当協会所属会員施設で協会ホームページ上で公開を希望された施設のみの掲載となっております
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て
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樹心台 算定している 0件 3件
尿一般沈査、細菌培養、投薬
(アセトアミノフェン、レボフロキ
サシン）、点滴（ヴィーンD輸液）

0件

清風苑 算定している 0件 8件
投薬、点滴、血液検査、検尿、
注射

0件

平成ドリーム館 算定している 9件
投薬、点滴、採血、胸部レントゲ
ン、胸部CT

51件 投薬、点滴、検尿 2件 投薬、点滴

てんすい倶楽部 算定している 0件 5件 抗生剤、検尿、導尿 0件

幸
算定していな
い

山鹿リハビリセンター 算定している 24件
投薬、点滴、吸引、酸素投与、
血液検査、レントゲン

22件
投薬、点滴、バルーン留置、血
液検査、検尿

0件

太陽 算定している 2件
投薬、点滴、血液検査、レントゲ
ン

16件 投薬、点滴、尿検査、血液検査 0件

サンライズヒル 算定している 7件
投薬、点滴、採血、検尿、X-P、
CT

31件
投薬、点滴、採血、検尿、尿培
養

0件

おおつかの郷 算定している 11件
投薬、点滴、血液検査、レントゲ
ン

40件 投薬、点滴、血液検査、尿検査 0件

リハビリセンターきくちの里
算定していな
い

有隣 算定している 2件 投薬、点滴、血液検査、検尿 33件 投薬、点滴、血液検査、検尿 1件 検査、点滴

愛・ライフ内牧 算定している 1件
レントゲン、CT、血液検査、投
薬

17件 投薬、検査、注射 0件

おぐに老人保健施設 算定している 1件 レントゲン、血液検査、投薬 21件 検尿、投薬 1件 検査、点滴、投薬

リハセンターひばり
算定していな
い

彩雲苑 算定している 8件
投薬、点滴、血液検査、レントゲ
ン

7件 投薬、点滴、血液検査、尿検査 0件

ライフライト矢部 算定している 対象者なし 対象者なし 対象者なし

御船清流園 算定している 10件
レントゲン、血液検査、点滴、注
射、投薬、処置（口腔ケア）

13件
尿検査、血液検査、点滴、注
射、投薬、処置（陰部洗浄）

2件 血液検査、注射、処置（清拭）

平成唯仁館 算定している 4件
投薬、点滴、血液検査、レントゲ
ン

17件 投薬、点滴、血液検査、尿検査 0件

ナーシングケア緑風苑 算定している 2件
投薬、点滴、血液検査、レントゲ
ン

3件
投薬、点滴、血液検査、レントゲ
ン、検尿

0件

ケアポート益城 算定している 4件 投薬、点滴、レントゲン 4件 投薬、点滴、尿検査 1件 投薬

八祥苑 算定している 0件 10件 投薬、検尿検査、血液検査 0件

ハピネスケア日南 算定している 1件 血液検査、点滴、吸引、処置 61件
検尿、血液検査、投薬、点滴、
処置

0件

向春苑 算定している 26件
絶食、輸液、点滴静注、CTR×
2ｇ×○日間、痰吸引、酸素吸
入

12件
輸液、抗生剤点滴、CTR×2ｇ×
○日間

3件
アシクロビル250ｍｇ×2×7日間、点
滴静注ビダラビン、軟膏陰背部水泡
に塗布

アメニティゆうりん 算定している 10件 血液検査、点滴、投薬 2件 血液検査、点滴、投薬 0件

かがみ苑 算定している 3件
採血、理学所見、ペントシリン点
滴、酸素投与

0件 0件

とまと 算定している 2件 投薬、点滴 15件 投薬、点滴、尿検査、尿沈渣 0件

皇寿園
算定していな
い

やすらぎ苑 算定している 45件 点滴、投薬、血液検査、尿検査 7件 点滴、投薬、血液検査 2件 点滴、軟膏塗布

新清苑
算定していな
い

サンライフみのり 算定している 1件 投薬、点滴 6件 尿検査、採血、投薬 0件

リバーサイド御薬園 算定している 7件
投薬、点滴、血液検査、CT、レ
ントゲン

62件 投薬、点滴、血液検査、尿検査 0件

山江老人保健施設 算定している 3件
投薬、点滴、血液検査、レントゲ
ン、処置

31件 投薬、点滴、尿検査、処置 0件

シルバーエイト 算定している 5件 投薬、点滴、検尿、胸写 23件 投薬、点滴、検尿、胸写 0件

タンポポ 算定している 7件
投薬、点滴、血液検査、レントゲ
ン

42件
投薬、点滴、血液・尿検査、酸
素吸入

0件

愛生 算定している 7件
投薬、点滴、血液検査、レントゲ
ン

6件 投薬、点滴 0件

もみの木 算定している 2件
投薬、点滴、血液検査、レントゲ
ン

7件 投薬、点滴、血液検査、検尿 0件

芦北

球磨

鹿本

阿蘇

菊池

上益城

八代

※当協会所属会員施設で協会ホームページ上で公開を希望された施設のみの掲載となっております


