
診療科 CP名称
緩和ケア科          医療用麻薬(内服・オキシコドン)
眼科                PDT（３日入院・右）
眼科                PDT（３日入院・左）
眼科                ステロイドパルス
眼科                角膜移植（局麻 右)
眼科                角膜移植（局麻 左)
眼科                角膜移植（全麻 右)
眼科                角膜移植（全麻 左)
眼科                角膜移植・白内障手術（局麻 右)
眼科                角膜移植・白内障手術（局麻 左)
眼科                角膜移植・白内障手術（全麻 右)
眼科                角膜移植・白内障手術（全麻 左)
眼科                角膜潰瘍
眼科                緊急入院（クラビットのみ・右・生食ロック同日）
眼科                緊急入院（クラビットのみ・左・生食ロック同日）
眼科                斜視局麻(右眼：成人)
眼科                斜視局麻(左眼：成人)
眼科                斜視局麻(両眼：成人)
眼科                斜視全麻(右眼：15～25kg)
眼科                斜視全麻(右眼：25～35kg)
眼科                斜視全麻(右眼：8～15kg)
眼科                斜視全麻(右眼：成人)
眼科                斜視全麻(左眼：15～25kg)
眼科                斜視全麻(左眼：25～35kg)
眼科                斜視全麻(左眼：8～15kg)
眼科                斜視全麻(左眼：成人)
眼科                斜視全麻(両眼：15～25kg)
眼科                斜視全麻(両眼：25～35kg)
眼科                斜視全麻(両眼：8～15kg)
眼科                斜視全麻(両眼：成人)
眼科                硝子体・白内障手術（右眼・術前1日・局麻)
眼科                硝子体・白内障手術（左眼・術前1日・局麻)
眼科                硝子体・網膜剥離緊急手術（右眼・同日・全麻)
眼科                硝子体・網膜剥離緊急手術（左眼・同日・全麻)
眼科                硝子体・網膜剥離手術（右眼・生食ロック同日・局麻）
眼科                硝子体・網膜剥離手術（左眼・生食ロック同日・局麻）
眼科                硝子体手術（右眼・術前1日・局麻)
眼科                硝子体手術（左眼・術前1日・局麻)
眼科                硝子体注射手術（２日入院・右)
眼科                硝子体注射手術（２日入院・左)
眼科                硝子体注射手術（３日入院・右)
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眼科                硝子体注射手術（３日入院・左)
眼科                白内障・緑内障手術（術前2日・右眼)
眼科                白内障・緑内障手術（術前2日・左眼)
眼科                白内障手術（２日入院・右)
眼科                白内障手術（２日入院・左)
眼科                白内障手術（３日入院・右)
眼科                白内障手術（３日入院・左)
眼科                網膜剥離（右眼・生食ロック前日・局麻）
眼科                網膜剥離（左眼・生食ロック前日・局麻)
眼科                緑内障手術（術前1日・右眼)
眼科                緑内障手術（術前1日・左眼)
眼科                涙道内視鏡（右眼）
眼科                涙道内視鏡（左眼）
健康診断科          テスト
呼吸器センター(外科) VATS肺生検(IP以外・フルマリン)
呼吸器センター(外科) VATS肺生検(IP以外・ユナシン)
呼吸器センター(外科) VATS肺生検(IP用・フルマリン)
呼吸器センター(外科) VATS肺葉切除
呼吸器センター(外科) VATS肺葉切除(フルマリン)
呼吸器センター(外科) VATS肺葉切除(ユナシン)
呼吸器センター(外科) 気管・気管支ステント
呼吸器センター(外科) 気胸パス(フルマリン)
呼吸器センター(外科) 気胸パス(ユナシン)
呼吸器センター(外科) 縦隔鏡
呼吸器センター(外科) 縱隔腫瘍(フルマリン)
呼吸器センター(外科) 縱隔腫瘍(ユナシン)
呼吸器センター(内科) CT下肺生検
呼吸器センター(内科) HOT（在宅酸素）
呼吸器センター(内科) NAC吸入療法（導入）
呼吸器センター(内科) 化学療法（CBDCA／CPT-11）
呼吸器センター(内科) 化学療法（CBDCA／DOC）
呼吸器センター(内科) 化学療法（CBDCA／PAC）
呼吸器センター(内科) 化学療法（CBDCA／PAC／BV）
呼吸器センター(内科) 化学療法（CBDCA／PEM／BV）
呼吸器センター(内科) 化学療法（CBDCA／VP-16）
呼吸器センター(内科) 化学療法（CDDP／CPT-11）
呼吸器センター(内科) 化学療法（CDDP／VP-16）
呼吸器センター(内科) 化学療法（CDDP+GEM）
呼吸器センター(内科) 化学療法(GEM／CPT-11)
呼吸器センター(内科) 化学療法(アリムタ単剤)
呼吸器センター(内科) 化学療法（イレッサ）
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呼吸器センター(内科) 化学療法（カルセド）
呼吸器センター(内科) 化学療法(ジェムザール)
呼吸器センター(内科) 化学療法（タルセバ）
呼吸器センター(内科) 化学療法(ドセタキセル(3週間隔))
呼吸器センター(内科) 化学療法(ナベルビン単剤)
呼吸器センター(内科) 化学療法（ノギテカン）
呼吸器センター(内科) 間質性肺炎評価
呼吸器センター(内科) 気管支鏡検査
呼吸器センター(内科) 気管支鏡検査（2泊3日）
呼吸器センター(内科) 局所麻酔下胸腔鏡検査
呼吸器センター(内科) 終夜睡眠ポリグラフ検査
産婦人科            悪性婦人科腫瘍　広汎全摘以外
産婦人科            悪性婦人科腫瘍(リンパ節郭清)(広汎全摘)
産婦人科            円錐切除術
産婦人科            化学療法(アクプラ･カンプト)
産婦人科            化学療法ＴＣ（2泊3日）
産婦人科            緊急帝王切開術クリニカルパス
産婦人科            産褥クリニカルパス
産婦人科            子宮鏡
産婦人科            子宮筋腫核出術
産婦人科            子宮全摘術
産婦人科            新生児クリニカルパス(4日目退院用)
産婦人科            新生児クリニカルパス(7日目退院用)
産婦人科            胎児鏡（緊急）
産婦人科            胎児鏡（前日入院）
産婦人科            胎児治療
産婦人科            帝王切開術クリニカルパス（オンコール）
産婦人科            帝王切開術クリニカルパス（定時）
産婦人科            内膜掻爬クリニカルパス(ソセゴン・ホリゾン用)
産婦人科            内膜掻爬クリニカルパス(ラボナール用)
産婦人科            付属器摘出術
産婦人科            婦人科ラパロ
産婦人科            婦人科ラパロ(緊急)
産婦人科            羊水穿刺クリニカルパス
産婦人科            卵巣腫瘍核出術
産婦人科            流産クリニカルパス(ソセゴン・ホリゾン用)
産婦人科            流産クリニカルパス(ラボナール用)
耳鼻咽喉科          ESS(１例目)
耳鼻咽喉科          ESS(１例目)（喘息あり）
耳鼻咽喉科          ESS(２例目)
耳鼻咽喉科          ESS(２例目)（喘息あり）
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耳鼻咽喉科          TOVS(1例目)
耳鼻咽喉科          TOVS(2例目)
耳鼻咽喉科          ラリンゴマイクロ(1例目)
耳鼻咽喉科          ラリンゴマイクロ(2例目)
耳鼻咽喉科          リンパ節生検
耳鼻咽喉科          顔面神経麻痺(ベル麻痺)ST3
耳鼻咽喉科          顔面神経麻痺(ベル麻痺)生食(DM用)
耳鼻咽喉科          顔面神経麻痺(ラムゼイハント症候群)
耳鼻咽喉科          顔面神経麻痺(ラムゼイハント症候群)生食(DM用)
耳鼻咽喉科          局所麻酔鼓膜形成術
耳鼻咽喉科          頚部腫瘤摘出手術(1例目)
耳鼻咽喉科          頚部腫瘤摘出手術(2例目)
耳鼻咽喉科          鼓室形成術(右・成人・１例目)
耳鼻咽喉科          鼓室形成術(右・成人・２例目)
耳鼻咽喉科          鼓室形成術(左・成人・１例目)
耳鼻咽喉科          鼓室形成術(左・成人・２例目)
耳鼻咽喉科          鼓膜チューブ挿入術(小児15kg)
耳鼻咽喉科          鼓膜チューブ挿入術(小児20kg)
耳鼻咽喉科          鼓膜チューブ挿入術(小児25kg)
耳鼻咽喉科          鼓膜チューブ挿入術(小児30kg)
耳鼻咽喉科          喉頭形成手術(1例目)
耳鼻咽喉科          喉頭形成手術(2例目)
耳鼻咽喉科          喉頭摘出術(1例目)
耳鼻咽喉科          喉頭摘出術(2例目)
耳鼻咽喉科          喉頭摘出術＋再建術(1例目)
耳鼻咽喉科          喉頭摘出術＋再建術(2例目)
耳鼻咽喉科          突発性難聴（ソリタT3）
耳鼻咽喉科          突発性難聴（ソリタT3・PG併用）
耳鼻咽喉科          突発性難聴（生理食塩水）（DM用）
耳鼻咽喉科          突発性難聴（生理食塩水・PG併用）（DM用）
耳鼻咽喉科          両側口蓋扁桃摘出・アデノイド切除(小児15kg)
耳鼻咽喉科          両側口蓋扁桃摘出・アデノイド切除(小児20kg)
耳鼻咽喉科          両側口蓋扁桃摘出・アデノイド切除(小児25kg)
耳鼻咽喉科          両側口蓋扁桃摘出・アデノイド切除(小児30kg)
耳鼻咽喉科          両側口蓋扁桃摘出術(成人・１例目)
耳鼻咽喉科          両側口蓋扁桃摘出術(成人・２例目)
周産期センター      高ビリルビン血症(通常入院)
周産期センター      高ビリルビン血症(土曜午後入院)
周産期センター      高ビリルビン血症(夜・休入院)
周産期センター      低出生体重児(在胎35週以降,体重2000g以上,呼吸障害なし)
循環器センター(外科) AAAステントグラフト(月曜日)
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循環器センター(外科) AAAステントグラフト(水曜日)
循環器センター(外科) TAAステントグラフト(月曜日)
循環器センター(外科) TAAステントグラフト(水曜日)
循環器センター(外科) VVI・VDDペースメーカー植え込み術
循環器センター(外科) 下肢静脈瘤
循環器センター(外科) 小児循環器疾患術前パス
循環器センター(外科) 心室中隔欠損閉鎖術 （肺高血圧なし 8kg以上)
循環器センター(外科) 心房中隔欠損閉鎖術 （8kg以上)
循環器センター(外科) 閉塞性動脈硬化症(ステント挿入術)
循環器センター(小児) 心臓カテーテル １例目（学童用）
循環器センター(小児) 心臓カテーテル オンコール（PAH小児病棟）
循環器センター(小児) 心臓カテーテル オンコール（PAH成人病棟）
循環器センター(小児) 心臓カテーテル オンコール（学童用）
循環器センター(小児) 心臓カテーテル オンコール（成人用）
循環器センター(小児) 心臓カテーテル オンコール（乳児室用）
循環器センター(小児) 心臓カテーテル１例目（ASDデバイス閉鎖 成人病棟）
循環器センター(小児) 心臓カテーテル１例目（PAH小児病棟）
循環器センター(小児) 心臓カテーテル１例目（PAH成人病棟）
循環器センター(小児) 心臓カテーテル１例目（乳児室用）
循環器センター(小児) 心臓カテーテルオンコール（ASDデバイス閉鎖 成人病棟）
循環器センター(内科) AF(AM午前)(1日前入院)
循環器センター(内科) AF(AM午前)(2日前入院)
循環器センター(内科) AF(PM午後)(1日前入院)
循環器センター(内科) AF(PM午後)(2日前入院)
循環器センター(内科) CRT-D or P(手術前日入院)
循環器センター(内科) Head Up Tilt試験：頭位挙上試験
循環器センター(内科) ICD(手術前日入院)
循環器センター(内科) ILR(植込型心電図記録計)植込(パス開始日手術当日)
循環器センター(内科) ILR(植込型心電図記録計)抜去(パス開始日手術当日)
循環器センター(内科) PCI(三泊四日・ヘパリンあり)
循環器センター(内科) PCI(三泊四日・ヘパリンなし)
循環器センター(内科) PCI(四泊五日・ヘパリンあり)
循環器センター(内科) PCI(四泊五日・ヘパリンなし)
循環器センター(内科) PCI(当日入院・ヘパリンあり)
循環器センター(内科) PCI(当日入院・ヘパリンなし)
循環器センター(内科) PM(手術前日入院)
循環器センター(内科) PTA前日入院(三泊四日)
循環器センター(内科) PTA当日入院(二泊三日)
循環器センター(内科) SVT・PVC(午後)
循環器センター(内科) SVT・PVC(午前)
循環器センター(内科) SVT・カテーテルアブレーション
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循環器センター(内科) TAVI(TF,金曜日)
循環器センター(内科) VPC・カテーテルアブレーション
循環器センター(内科) ジェネレーター交換（パス開始日手術当日）
循環器センター(内科) リードレスペースメーカー植え込み(手術前日入院)
循環器センター(内科) 急性心筋梗塞
循環器センター(内科) 左心耳閉鎖術（3泊4日）
循環器センター(内科) 左心耳閉鎖術（4泊5日）
循環器センター(内科) 心臓カテーテル検査(一泊二日外来適用)
循環器センター(内科) 心臓カテーテル検査(一泊二日入院適用)
循環器センター(内科) 心臓カテーテル検査(二泊三日外来適用)
循環器センター(内科) 心臓カテーテル検査(二泊三日入院適用)
循環器センター(内科) 心臓電気生理学検査
循環器センター(内科) 電気的除細動（当日入院）
小児科              インスリンポンプ導入
小児科              胃腸炎
小児科              気管支喘息（酸素あり・吸入6回）～10kg
小児科              気管支喘息（酸素あり・吸入6回）10～20kg
小児科              気管支喘息（酸素あり・吸入6回）20kg～
小児科              気管支喘息（酸素なし・吸入4回）10～20kg
小児科              気管支喘息（酸素なし・吸入4回）20kg～
小児科              骨髄採取
小児科              細気管支炎
小児科              食物負荷試験
小児科              川崎病(トリクロあり)
小児科              川崎病(トリクロなし)
小児科              中枢神経予防相
小児科              腸重積
小児科              尿路感染症
小児科              肺炎・気管支炎（０～４歳・細菌性）
小児外科            陰嚢水腫
小児外科            急性虫垂炎
小児外科            鼠径ヘルニア
小児外科            虫垂炎切除（腹腔鏡手術）
小児外科            停留精巣
小児外科            皮膚・皮下腫瘤
小児外科            包茎(体重8～15kg：1例目)
小児外科            包茎(体重8～15kg：2例目)
小児外科            臍ヘルニア
消化器センター(外科) ＣＶポート挿入
消化器センター(外科) ストーマ閉鎖
消化器センター(外科) 胃切除術（2016腸瘻あり）
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消化器センター(外科) 胃切除術（2016腸瘻なし）
消化器センター(外科) 胃切除術Ａ
消化器センター(外科) 胃切除術Ｂ(飲水２日目)
消化器センター(外科) 胃切除術Ｃ(経管栄養24時間)
消化器センター(外科) 肝切除術
消化器センター(外科) 経会陰的直腸脱
消化器センター(外科) 経皮内視鏡的胃瘻造設術
消化器センター(外科) 結腸切除術
消化器センター(外科) 痔瘻根治術
消化器センター(外科) 食道亜全摘出術
消化器センター(外科) 直腸切除術
消化器センター(外科) 内痔核＆裂肛根治術
消化器センター(外科) 腹腔鏡下胆嚢摘出手術（IVPCA：赤枠麻酔科）
消化器センター(外科) 腹腔鏡下直腸固定術
消化器センター(外科) 脾臓摘出術
消化器センター(外科) 膵体尾部切除術
消化器センター(外科) 膵頭十二指腸切除術
消化器センター(内科) ERCP(内視鏡下逆行性胆膵管造影検査)
消化器センター(内科) RFA
消化器センター(内科) RFA2セッション(火曜→金曜)
消化器センター(内科) RFA2セッション(金曜→火曜)
消化器センター(内科) TACE(抗がん剤動注塞栓療法)
消化器センター(内科) 肝生検
消化器センター(内科) 上部消化管粘膜切除EMR
消化器センター(内科) 大腸ポリペクトミー／粘膜切除
消化器センター(内科) 大腸内視鏡(1泊2日)
消化器センター(内科) 大腸粘膜下層剥離術(ESD)
消化器センター(内科) 内視鏡的静脈瘤結紮術
消化器センター(内科) 内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)
腎センター          IgA腎症ステロイドパルス
腎センター          PTA　1泊2日　血液透析あり
腎センター          ドナー腎摘出術
腎センター          ドナー腎摘出術　金曜日入院
腎センター          ドナー腎摘出術（2日前入院）
腎センター          ドナー腎摘出術(前日)
腎センター          小児腎生検（移植腎）
腎センター          腎生検（移植腎）
腎センター          腎生検（移植腎・手術室）
腎センター          腎生検(固有腎・午後)
腎センター          腎生検(固有腎・午前)
腎センター          造影剤腎症予防パス



診療科 CP名称
整形外科            ミエロ＋ルートブロック（腰椎）
整形外科            ミエログラフィー検査（腰椎）
整形外科            関節鏡手術
整形外科            頚椎除圧術・頚椎固定術
整形外科            抗癌剤治療(イホマイド・アドリアシン併用)
整形外科            腰椎除圧術・腰椎固定術
整形外科            腰椎低侵襲手術
整形外科            骨内異物除去術
整形外科            人工股関節置換術
整形外科            人工膝関節置換術（両側）
整形外科            人工膝関節置換術・左右（腰麻）
整形外科            脊髄腔造影（3日間）
整形外科            脊髄腔造影＋神経根ブロック(4日間)
整形外科            抜釘術(上腕骨顆上骨折)
精神神経科          クロザリル退院準備期
精神神経科          クロザリル調整期
精神神経科          クロザリル導入期
精神神経科          無痙攣性電気療法（2泊3日コース）
精神神経科          無痙攣性電気療法（水曜日から10回コース）
精神神経科          無痙攣性電気療法（入院中1回のみ）
総合急病ｾﾝﾀｰ(外科） 鼠径ヘルニア
総合急病ｾﾝﾀｰ(救命)  急性ストレス値による重症度評価
総合急病ｾﾝﾀｰ(救命)  大量服薬クリニカルパス（挿管）
総合急病ｾﾝﾀｰ(救命)  大量服薬クリニカルパス（非挿管）
糖内分泌センター    副腎静脈サンプリング検査
乳腺・内分泌外科    ハーセプチン初回導入
乳腺・内分泌外科    ハーセプチン初回導入(2泊3日)
乳腺・内分泌外科    胸筋温存乳房切除術(1日前入院)
乳腺・内分泌外科    甲状腺全摘術
乳腺・内分泌外科    甲状腺全摘術（甲状腺機能亢進症）
乳腺・内分泌外科    甲状腺葉切除術
乳腺・内分泌外科    乳房温存術(1日前入院)
乳腺・内分泌外科    副甲状腺摘出術
脳神経外科          悪性神経膠腫(金曜開始：術後補助療法)
脳神経外科          悪性神経膠腫(月曜開始：術後補助療法)
脳神経外科          悪性神経膠腫(水曜開始：術後補助療法)
脳神経外科          定位脳放射線治療
脳神経外科          脳血管造影検査（右大腿動脈アプローチ）
脳神経外科          脳血管造影検査（右橈骨動脈アプローチ）
脳神経外科          脳血管造影検査（両大腿動脈アプローチ）
脳神経外科          慢性硬膜下血腫



診療科 CP名称
脳神経内科          ジレニアクリニカルパス
泌尿器リプロ        陰茎形成術
泌尿器リプロ        精索静脈瘤手術
泌尿器科            ロボット補助下腎部分切除術
泌尿器科            ロボット補助下前立腺全摘出術（RARP）
泌尿器科            経会陰式前立腺生検
泌尿器科            経尿道的結石砕石術
泌尿器科            経尿道的前立腺レーザー切除術
泌尿器科            経尿道的前立腺切除術
泌尿器科            経尿道的膀胱腫瘍切除術
泌尿器科            経腹的腎摘出術
泌尿器科            結石破砕術(ESWL)
泌尿器科            前立腺生検
泌尿器科            尿失禁手術(局麻)
泌尿器科            尿失禁手術(全麻)
泌尿器科            腹腔鏡下腎臓摘出術
泌尿器科            腹腔鏡下腎尿管摘出術
泌尿器科            膀胱脱手術(TVM)
皮膚科              アレルギー検査
皮膚科              帯状疱疹(500mg)
皮膚科              帯状疱疹(750mg)
皮膚科              帯状疱疹(腎障害患者用)(250mg)
皮膚科              皮膚腫瘍摘出術・非露出部（外来）
皮膚科              皮膚腫瘍摘出術・露出部（外来）
皮膚科              皮膚生検（外来）
膠原病科            エンドキサンパルス療法
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