
厚生労働省 G-MIS V20210610

■基本情報

1 記入日 [yyyy/mm/dd]

2 医療機関名

3 医療機関コード

■診療実績　＜非公開＞

65 　　　　　　　　　　 　件 66 　　　　　　　　　　 　件

67 　　　　　　　　　　 　件 68 　　　　　　　　　　 　件

■医療資材状況　<非公開>

①サージカルマスク

4 　　　　　　　　　　 　枚

5

6 　　　　　　　　　　 　枚 7 　　　　　　　　　　 　枚

8 　　　　　　　　　　 　枚 9 主要取引(卸売業者名)

②N95マスク(DS2含む)

10 　　　　　　　　　　 　枚

11

12 　　　　　　　　　　 　枚 13 　　　　　　　　　　 　枚

14 　　　　　　　　　　 　枚 15 主要取引(卸売業者名)

③フェイスシールド

16 　　　　　　　　　　 　枚

17

18 　　　　　　　　　　 　枚 19 　　　　　　　　　　 　枚

20 　　　　　　　　　　 　枚 21 主要取引(卸売業者名)

④サージカルガウン

22 　　　　　　　　　　 　枚

23

24 　　　　　　　　　　 　枚 25 　　　　　　　　　　 　枚

26 　　　　　　　　　　 　枚 27 主要取引(卸売業者名)

⑤アイソレーションガウン

28 　　　　　　　　　　 　枚

29

30 　　　　　　　　　　 　枚 31 　　　　　　　　　　 　枚

32 　　　　　　　　　　 　枚 33 主要取引(卸売業者名)

⑥非滅菌手袋　※双ではなく枚で記載してください

34 　　　　　　　　　　 　枚

35

36 　　　　　　　　　　 　枚 37 　　　　　　　　　　 　枚

38 　　　　　　　　　　 　枚 39 主要取引(卸売業者名)

⑦滅菌手袋　※２枚を１双として記載してください

40 　　　　　　　　　　 　双

41

42 　　　　　　　　　　 　双 43 　　　　　　　　　　 　双

44 　　　　　　　　　　 　双 45 主要取引(卸売業者名)

⑧指先消毒用アルコール

46 　　　　　　　　　　 　ℓ

47

48 　　　　　　　　　　 　ℓ 49 　　　　　　　　　　 　ℓ

50 　　　　　　　　　　 　ℓ 51 主要取引(卸売業者名)

⑨スワブ(検体検査用)

52 　　　　　　　　　　 　個

53

54 　　　　　　　　　　 　個 55 　　　　　　　　　　 　個

56 　　　　　　　　　　 　個 57 主要取引(卸売業者名)

⑩その他資材

58 資材名 59 　　　　　　　　　　 　個

60

61 　　　　　　　　　　 　個 62 　　　　　　　　　　 　個

63 　　　　　　　　　　 　個 64 主要取引(卸売業者名)

外来化学療法（抗悪性腫瘍剤）の投与件数 分娩数

全身麻酔下での手術件数 心臓・血管カテーテル術の実施件数

☐ 1週間以内      ☐ 2～3週間      ☐ 1ヶ月以上

☐ 1週間以内      ☐ 2～3週間      ☐ 1ヶ月以上

今後1週間あたりの想定消費量 先週1週間の物資の購入量

今後1週間に購入できる見込量                               

週次調査シート【病院】　　※別紙「記載時の注意点」を合わせてご確認ください。

       /    /     

前日時点の在庫量

現在の在庫の備蓄見通し 　[チェック☑]

現在の在庫の備蓄見通し 　[チェック☑]

今後1週間あたりの想定消費量 先週1週間の物資の購入量

今後1週間に購入できる見込量 

☐ 1週間以内      ☐ 2～3週間      ☐ 1ヶ月以上

                              

前日時点の在庫量

☐ 1週間以内      ☐ 2～3週間      ☐ 1ヶ月以上

先週1週間の物資の購入量

今後1週間に購入できる見込量 

前日時点の在庫量

現在の在庫の備蓄見通し 　[チェック☑]

今後1週間あたりの想定消費量 先週1週間の物資の購入量

☐ 1週間以内      ☐ 2～3週間      ☐ 1ヶ月以上

                              

現在の在庫の備蓄見通し 　[チェック☑] ☐ 1週間以内      ☐ 2～3週間      ☐ 1ヶ月以上

今後1週間に購入できる見込量 

今後1週間あたりの想定消費量 先週1週間の物資の購入量

今後1週間に購入できる見込量                               

前日時点の在庫量

今後1週間あたりの想定消費量 先週1週間の物資の購入量

今後1週間に購入できる見込量 

現在の在庫の備蓄見通し 　[チェック☑] ☐ 1週間以内      ☐ 2～3週間      ☐ 1ヶ月以上

前日時点の在庫量

現在の在庫の備蓄見通し 　[チェック☑]

                              

前日時点の在庫量

現在の在庫の備蓄見通し 　[チェック☑]

今後1週間あたりの想定消費量 先週1週間の物資の購入量

                              今後1週間に購入できる見込量 

先週1週間の物資の購入量

                              

現在の在庫の備蓄見通し 　[チェック☑] ☐ 1週間以内      ☐ 2～3週間      ☐ 1ヶ月以上

                              

☐ 1週間以内      ☐ 2～3週間      ☐ 1ヶ月以上

今後1週間に購入できる見込量 

前日時点の在庫量

今後1週間あたりの想定消費量 先週1週間の物資の購入量

今後1週間に購入できる見込量 

                              

前日時点の在庫量

現在の在庫の備蓄見通し 　[チェック☑] ☐ 1週間以内      ☐ 2～3週間      ☐ 1ヶ月以上

                              

今後1週間に購入できる見込量 

現在の在庫の備蓄見通し 　[チェック☑]

今後1週間あたりの想定消費量

今後1週間あたりの想定消費量 先週1週間の物資の購入量

前日時点の在庫量

今後1週間あたりの想定消費量

前日時点の在庫量


