
乳房再建（二期再建）術を受けられる方の入院治療計画書です

入院や治療に対する不安をできるだけ少なくし、最良の状態で療養生活を送ることができるようお手伝いいたします。

※この表はあくまでも目安となります。状態によって多少の変更点が出る場合もありますので、その際はお知らせいたします。

手術は   

ご理解・ご納得いただければ、ご署名をお願いします。

 

日時 

達成目標 

検査・処置

安静度 

食事 

清潔 

点滴 

内服薬 

排泄 

合併症予防
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   ：   

ご理解・ご納得いただければ、ご署名をお願いします。

入院日（手術前日）

   

 □心身ともに手術を受ける準備ができる

検査・処置 必要時検査が追加されます

制限なし

普通食夕食まで可

経口補水療法対象者

21

経口補水療法非対象者

透明水のみ

入浴可

マニキュア・ペディキュアは手術

日までに外してください

現在内服している薬を確認しま

す 

 

手術当日朝の内服に関しては

にお知らせします

寝る前に下剤の内服があります

合併症予防  
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   ～になります。

ご理解・ご納得いただければ、ご署名をお願いします。

入院日（手術前日）

   月   

□心身ともに手術を受ける準備ができる

必要時検査が追加されます

制限なし 

普通食夕食まで可

経口補水療法対象者

21 時以降 OS-

経口補水療法非対象者

透明水のみ /  

入浴可 

マニキュア・ペディキュアは手術

日までに外してください

現在内服している薬を確認しま

手術当日朝の内服に関しては

にお知らせします

寝る前に下剤の内服があります
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～になります。

ご理解・ご納得いただければ、ご署名をお願いします。

入院日（手術前日） 

   日 

□心身ともに手術を受ける準備ができる

必要時検査が追加されます

普通食夕食まで可 21 時～絶食

経口補水療法対象者 

-1 のみ可 

経口補水療法非対象者 

  ：  

マニキュア・ペディキュアは手術

日までに外してください 

現在内服している薬を確認しま

手術当日朝の内服に関しては

にお知らせします 

寝る前に下剤の内服があります

乳房再建（二期再建）術を受けられる方の入院治療計画書です

入院や治療に対する不安をできるだけ少なくし、最良の状態で療養生活を送ることができるようお手伝いいたします。

※この表はあくまでも目安となります。状態によって多少の変更点が出る場合もありますので、その際はお知らせいたします。

～になります。  所要時間は

ご理解・ご納得いただければ、ご署名をお願いします。

□心身ともに手術を受ける準備ができる

必要時検査が追加されます 

時～絶食 

 

  まで可 

マニキュア・ペディキュアは手術

 

現在内服している薬を確認しま

手術当日朝の内服に関しては別

寝る前に下剤の内服があります 

乳房再建（二期再建）術を受けられる方の入院治療計画書です

入院や治療に対する不安をできるだけ少なくし、最良の状態で療養生活を送ることができるようお手伝いいたします。

※この表はあくまでも目安となります。状態によって多少の変更点が出る場合もありますので、その際はお知らせいたします。

所要時間は   

ご理解・ご納得いただければ、ご署名をお願いします。

手術当日（術前）

   月   

□心身ともに手術を受ける準備ができる 

外来で乳房デザインのマーキン

グがあります。

 ：  まで外来にお願いしま

す 

安静にお待ちください

経口補水療法対象者…絶

AM の場合：

PM の場合：

経口補水療法非対象者

絶飲食 

洗面・歯磨きを済ませ、化粧は

せずにお待ち下さい

義歯・装飾品も外して下さい

手術着に着替えます

経口補水療法対象者

手術室へ行ってから

をします

経口補水非対象者

 朝から点滴を始めます

手術室へ行く前にお手洗いを済

ませお待ち下さい
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   ：   

ご理解・ご納得いただければ、ご署名をお願いします。   患者様ご署名

手術当日（術前） 

   日 

外来で乳房デザインのマーキン

グがあります。 

まで外来にお願いしま

安静にお待ちください

経口補水療法対象者…絶

の場合：7時まで

の場合：10 時まで

経口補水療法非対象者

 

洗面・歯磨きを済ませ、化粧は

せずにお待ち下さい

義歯・装飾品も外して下さい

手術着に着替えます

経口補水療法対象者

手術室へ行ってから

をします 

経口補水非対象者 

朝から点滴を始めます

手術室へ行く前にお手洗いを済

ませお待ち下さい 
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   程度です。

患者様ご署名

外来で乳房デザインのマーキン

まで外来にお願いしま

安静にお待ちください 

経口補水療法対象者…絶食 

時まで OS-1 可

時まで OS-1 可

経口補水療法非対象者 

洗面・歯磨きを済ませ、化粧は

せずにお待ち下さい 

義歯・装飾品も外して下さい 

手術着に着替えます 

経口補水療法対象者 

手術室へ行ってから点滴 

朝から点滴を始めます 

手術室へ行く前にお手洗いを済

入院や治療に対する不安をできるだけ少なくし、最良の状態で療養生活を送ることができるようお手伝いいたします。

※この表はあくまでも目安となります。状態によって多少の変更点が出る場合もありますので、その際はお知らせいたします。

程度です。              

患者様ご署名               

手術当日（術後）

□痛みのコントロールができる

□清潔の保持ができ感染を起こさない

外来で乳房デザインのマーキン

まで外来にお願いしま

手術中、傷にから管が入ってき

ます 

ベッド上安静です

(医師の許可が

後歩行も可能ですが基本的には

安静に過ごしていただきます

可 

可 

帰室 4

（看護師が状態をみて許可をだ

します）

洗面・歯磨きを済ませ、化粧は

 

 

翌朝まで点滴があります

 

痛みが強い時は鎮痛剤（坐

薬・注射等）を使用します

手術室へ行く前にお手洗いを済 手術中に尿を出すための管を入

れてきます

下肢のマッサージの器械をつけ

ます 

酸素吸入をします

入院や治療に対する不安をできるだけ少なくし、最良の状態で療養生活を送ることができるようお手伝いいたします。

※この表はあくまでも目安となります。状態によって多少の変更点が出る場合もありますので、その際はお知らせいたします。

              

               

手術当日（術後）

□痛みのコントロールができる

□清潔の保持ができ感染を起こさない

手術中、傷にから管が入ってき

 

ベッド上安静です

医師の許可が

後歩行も可能ですが基本的には

安静に過ごしていただきます

4時間後から

（看護師が状態をみて許可をだ

します） 

翌朝まで点滴があります

 

痛みが強い時は鎮痛剤（坐

薬・注射等）を使用します

手術中に尿を出すための管を入

れてきます 

下肢のマッサージの器械をつけ

 

酸素吸入をします
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手術当日（術後） 

□痛みのコントロールができる

□清潔の保持ができ感染を起こさない

手術中、傷にから管が入ってき

ベッド上安静です 

医師の許可がある場合は手術

後歩行も可能ですが基本的には

安静に過ごしていただきます

時間後から飲水可 

（看護師が状態をみて許可をだ

翌朝まで点滴があります

痛みが強い時は鎮痛剤（坐

薬・注射等）を使用します

手術中に尿を出すための管を入

下肢のマッサージの器械をつけ

酸素吸入をします 

入院や治療に対する不安をできるだけ少なくし、最良の状態で療養生活を送ることができるようお手伝いいたします。 

※この表はあくまでも目安となります。状態によって多少の変更点が出る場合もありますので、その際はお知らせいたします。

              

                

術後１日目～

□痛みのコントロールができる 

□清潔の保持ができ感染を起こさない

手術中、傷にから管が入ってき 管は数日間留置します

傷の状態をみて管を外します

退院前に再建外来の受診があります。

ある場合は手術

後歩行も可能ですが基本的には

安静に過ごしていただきます) 

制限なし

痛みの程度に合わせて少しずつ

生活に戻していきましょう

 

（看護師が状態をみて許可をだ

朝からお食事が出ます

タオルで体をふきます

シャワーは

っている間、心配な方は下半身のみでも

大丈夫です。管は袋で保護します。

翌朝まで点滴があります 

痛みが強い時は鎮痛剤（坐

薬・注射等）を使用します 

朝から鎮痛剤と抗生剤の内服が始まり

ます

持参薬も再開になります。

手術中に尿を出すための管を入 尿の管を抜きます

下肢のマッサージの器械をつけ 手術翌日からは安静解除となります。

前中には看護師と一緒に歩行

ます

 

※この表はあくまでも目安となります。状態によって多少の変更点が出る場合もありますので、その際はお知らせいたします。 

              担当医師

 担当看護師

術後１日目～

月   

□清潔の保持ができ感染を起こさない 

管は数日間留置します

傷の状態をみて管を外します

退院前に再建外来の受診があります。

制限なし 

痛みの程度に合わせて少しずつ

生活に戻していきましょう

朝からお食事が出ます

タオルで体をふきます

シャワーは術後

っている間、心配な方は下半身のみでも

大丈夫です。管は袋で保護します。

朝から鎮痛剤と抗生剤の内服が始まり

ます。(５日間

持参薬も再開になります。

尿の管を抜きます

手術翌日からは安静解除となります。

前中には看護師と一緒に歩行

ます。マッサージの機械を外します。

担当医師          

担当看護師 

術後１日目～ 

   日 

管は数日間留置します

傷の状態をみて管を外します

退院前に再建外来の受診があります。

痛みの程度に合わせて少しずつ

生活に戻していきましょう

朝からお食事が出ます

タオルで体をふきます

シャワーは術後 2日目～可です。管が入

っている間、心配な方は下半身のみでも

大丈夫です。管は袋で保護します。

朝から鎮痛剤と抗生剤の内服が始まり

５日間) 

持参薬も再開になります。

尿の管を抜きます 

手術翌日からは安静解除となります。

前中には看護師と一緒に歩行

マッサージの機械を外します。

          

管は数日間留置します 

傷の状態をみて管を外します 

退院前に再建外来の受診があります。

痛みの程度に合わせて少しずつ

生活に戻していきましょう 

朝からお食事が出ます 

タオルで体をふきます 

日目～可です。管が入

っている間、心配な方は下半身のみでも

大丈夫です。管は袋で保護します。

朝から鎮痛剤と抗生剤の内服が始まり

持参薬も再開になります。 

手術翌日からは安静解除となります。

前中には看護師と一緒に歩行練習をし

マッサージの機械を外します。

退院後の生活（下着や傷のこと、治療のスケ

ジュールなど）についてご質問等ありました

ら、気兼ねなく看護師にお声がけ下さい。

                                   

退院前に再建外来の受診があります。 

痛みの程度に合わせて少しずつ普段の

日目～可です。管が入

っている間、心配な方は下半身のみでも

大丈夫です。管は袋で保護します。 

朝から鎮痛剤と抗生剤の内服が始まり

手術翌日からは安静解除となります。午

練習をし

マッサージの機械を外します。 

退院後の生活（下着や傷のこと、治療のスケ

ジュールなど）についてご質問等ありました

ら、気兼ねなく看護師にお声がけ下さい。

                         

退院日 

 

退院おめでとうござ

入院中のご意見や要望などお聞かせ

下さい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

患者様サイン

 

 

看護師サイン

 

 

次回受診日

 

    月

 

      

退院後の生活（下着や傷のこと、治療のスケ

ジュールなど）についてご質問等ありました

ら、気兼ねなく看護師にお声がけ下さい。

                         

退院おめでとうござ

入院中のご意見や要望などお聞かせ

サイン 

サイン 

次回受診日 

 月    

      ：     

退院後の生活（下着や傷のこと、治療のスケ

ジュールなど）についてご質問等ありました

ら、気兼ねなく看護師にお声がけ下さい。

                         

退院おめでとうございます 

入院中のご意見や要望などお聞かせ

    日（   

     ～

退院後の生活（下着や傷のこと、治療のスケ

ジュールなど）についてご質問等ありました

ら、気兼ねなく看護師にお声がけ下さい。 

                         

入院中のご意見や要望などお聞かせ

   ） 

～ 

                                                  



患者様およ

びご家族の

方への説明

 

患者様およ

びご家族の

方への説明 

看護師から手術前後の経過につ

いて説明があります。

麻酔科医から麻酔の

説明があります。

 

看護師から手術前後の経過につ

いて説明があります。

麻酔科医から麻酔の

説明があります。

看護師から手術前後の経過につ

いて説明があります。 

麻酔科医から麻酔の 

説明があります。 

看護師から手術前後の経過につ ご家族の方は手術前（

まで、PM→

しください

手術中は病棟内で

お待ちいただきます

ご家族の方は手術前（

→12 時頃まで）にお越

しください 

手術中は病棟内で 

お待ちいただきます

ご家族の方は手術前（AM→8 時頃

時頃まで）にお越

お待ちいただきます 

＜準備物品＞

バスタオル１枚

Ｔ字帯１枚

時頃

時頃まで）にお越

手術終了後、医師から

経過説明があります

 
＜準備物品＞ 

バスタオル１枚

Ｔ字帯１枚   

手術終了後、医師から

経過説明があります

バスタオル１枚  ストロー１本

   前開のパジャマ

手術終了後、医師から手術中の

経過説明があります 

ストロー１本 

前開のパジャマ

手術中の 診断書が必要な場合は

中だけでなく退院後

退院が決定したら入院費の概算を病棟クラークがお知らせします。

退院当日

前開のパジャマ 

診断書が必要な場合は

中だけでなく退院後

退院が決定したら入院費の概算を病棟クラークがお知らせします。

退院当日9～

診断書が必要な場合は

中だけでなく退院後も受け付けています。）

退院が決定したら入院費の概算を病棟クラークがお知らせします。

～10時頃、入院費の請求書をクラークがお部屋までお持ちします。

診断書が必要な場合は前もって

も受け付けています。）

退院が決定したら入院費の概算を病棟クラークがお知らせします。

時頃、入院費の請求書をクラークがお部屋までお持ちします。

前もって 1 階の文書受付まで提出して下さい。（入院

も受け付けています。）

退院が決定したら入院費の概算を病棟クラークがお知らせします。

時頃、入院費の請求書をクラークがお部屋までお持ちします。

階の文書受付まで提出して下さい。（入院

も受け付けています。） 

退院が決定したら入院費の概算を病棟クラークがお知らせします。

時頃、入院費の請求書をクラークがお部屋までお持ちします。

2020 年

階の文書受付まで提出して下さい。（入院

退院が決定したら入院費の概算を病棟クラークがお知らせします。

時頃、入院費の請求書をクラークがお部屋までお持ちします。

年 5 月改定 

階の文書受付まで提出して下さい。（入院

退院が決定したら入院費の概算を病棟クラークがお知らせします。 

時頃、入院費の請求書をクラークがお部屋までお持ちします。

 5 西病棟 

階の文書受付まで提出して下さい。（入院

時頃、入院費の請求書をクラークがお部屋までお持ちします。 

 


