乳がんの手術を受けられる患者様へ
様
月日

/

項目

外来

治療
処置

日時を決め主治医より御
家族も交えて手術の説明
があります。

検査

手術に必要な検査(血液検
査、心電図、肺機能、レ
ントゲン)をします。

お薬
点滴

常用薬があればお持ちく
ださい。主治医・薬剤師
と相談して続けるか決め
ましょう。また、薬につ
いて薬剤師より説明があ
ります。

制限ありません。

活動

制限ありません。

清潔

制限ありません。

手術前日

(前)

手術日

(後)

脇の毛を剃ってください。
T字帯を準備しておいてくだ
さい。
手術開始15分前に歩いて4階
麻酔科医の診察があります。 の手術室に行きます。
弾力ストッキングのサイズを
測ります。

/

１～２病日

～退院

退院診療計画書をお渡しし
ます。

・痛み・吐き気・息苦しさなどの苦痛をとるための処置を行います。

当日の内服は麻酔科の指示に
従ってください。
午後からの手術は朝点滴を入れ
ます。

点滴が24時間あります。抗生
食事がしっかり食べられたら点滴が抜けま
物質の点滴もあります。
す。
内服は主治医の指示があれば再
開します。

手術室に行く前に測定します。

血圧、脈拍、呼吸を適宜測定す
るモニターを付けます。

麻酔科医の指示に従ってくだ
さい。

適宜測定します。

翌日から食事がでます。
エアマッサージャーがついてい
ます。足は痛くない範囲で動か
しましょう。寝返りもできま
す。

どんどん歩きましょう。患肢のリハビリをしましょう

体を拭いて着替えます。
うがいや歯磨きは、毎日しましょう。

シャワー・洗髪をしておいて
ください。
手術室に向かう前に尿をすませ
ておいてください。

術衣に着替えます。
禁煙しましょう。
入れ歯・時計・ヘアピン・眼
入院までの経過等うかが 手術の承諾書・麻酔の同意書 鏡・コンタクトなどはあらかじ
います。
の記入を確認いたします。
めはずしておいて下さい。
指輪ははずし、マニキュアは ご家族の方は手術の１時間前ま
手術前の準備・流れにつ 落としてください。
でには病棟にお越しください。
いて説明します。
手術後必要な物品が揃ってい 手術中、御家族の方は4階の家
るか確認いたします。
族待合室でお待ちください。手
術後、主治医がご家族に説明し
ます。
自分でチェックしてみましょう。
◇必要物品：T字帯1枚
◇手術について気になる
ことはありませんか？

/

適宜血液検査をします。

排泄

説明

/

/

観察

食事

<<DYTODAY>>

医師の許可でシャワーができます。

動けたら尿の管が抜けます。

手術後は病棟へ帰ります。

痛みや、吐き気、息苦
しさなど我慢せず伝え
てください。
状況に合わせて薬を使
います。

退院後気をつける
事や外来通院の説
明をします。
診断書は必要な方
は文書窓口へお越
しください。

◇退院後の食事や日常生活
についてわからいことはあ
りませんか？
◇次回の外来予約券はもら
いましたか？

◇入れ歯・時計・指輪・ヘアピ ◇痛みや吐き気はないですか？ ◇傷の痛みはコント
◇ご本人もご家族も手術に納
ン・メガネ・コンタクトなどは ◇手術後の主治医からの説明の ロールできてますか？
◇38度以上の熱はでていませんか？
得されてますか？
外せましたか？
中で、わからないことはありま ◇患肢のしびれはあり
せんか？
ませんか？

この用紙は手術当日に必ず持参してください。
ご心配なことがありましたらいつでもお声をかけてください。

入院日数には個人差があり
ますので主治医に確認して
ください。
退院日は10時頃に精算書
をお部屋へお持ちします。
外来受診日は予約してあり
ます。

連絡先

病院代表：078-302-4321
デイサージャリー(8：00～17：30)

乳がんの手術を受けられる患者様へ
様
月日

/

項目

外来

治療
処置

/

/
手術前日

(前)

手術日

脇の毛を剃ってください。
T字帯を準備しておいてくださ
日時を決め主治医より御家族
い。
手術開始15分前に歩いて4階の
も交えて手術の説明がありま
麻酔科医の診察があります。
手術室に行きます。
す。
弾力ストッキングのサイズを測
ります。

検査

手術に必要な検査(血液検査、
心電図、肺機能、レントゲン)
をします。

お薬
点滴

常用薬があればお持ちくださ
い。主治医・薬剤師と相談し
て続けるか決めましょう。ま
た、薬について薬剤師より説
明があります。

制限ありません。

活動

制限ありません。

清潔

制限ありません。

(後)

/

/

/

/

2病日～

1病日

退院

退院診療計画書をお渡しし
ます。

・痛み・吐き気・息苦しさなどの苦痛をとるための処置を行います。

当日の内服は麻酔科の指示に
従ってください。
午後からの手術は朝点滴を入れ
ます。

点滴が24時間あります。抗生物
食事がしっかり食べられたら点滴が抜け
質の点滴もあります。
内服は主治医の指示があれば再 ます。
開します。

手術室に行く前に測定します。

血圧、脈拍、呼吸を適宜測定す
るモニターを付けます

麻酔科医の指示に従ってくださ
い。

適宜測定します

翌日から食事がでます
エアマッサージャーがついてい
ます。足は痛くない範囲で動か
しましょう。寝返りもできま
す。

手術室に向かう前に尿をすませ
ておいてください。

説明

術衣に着替えます。
入れ歯・時計・ヘアピン・眼
手術の承諾書・麻酔の同意書の
禁煙しましょう。
鏡・コンタクトなどはあらかじ
記入を確認いたします。
入院までの経過等うかがいま
めはずしておいて下さい。
指輪ははずし、マニキュアは落
す。
ご家族の方は手術の１時間前ま
としてください。
でには病棟にお越しください。
手術後必要な物品が揃っている
手術前の準備・流れについて
手術中、御家族の方は4階の家
か確認いたします。
説明します。
族待合室でお待ちください。手
術後、主治医がご家族に説明し
ます。
自分でチェックしてみましょう。
◇入れ歯・時計・指輪・ヘアピ
◇ご本人もご家族も手術に納得
ン・メガネ・コンタクトなどは
されてますか？
外せましたか？

この用紙は手術当日に必ず持参してください。
ご心配なことがありましたらいつでもお声をかけてください。

どんどん歩きましょう。患肢のリハビリをしましょう

体を拭いて着替えます。
うがいや歯磨きは、毎日しましょう。

シャワー・洗髪をしておいてく
ださい。

排泄

◇必要物品：T字帯1枚
◇手術について気になること
はありませんか？

/

適宜血液検査をします。

観察

食事

<<DYTODAY>>

傷のところの管が抜けたらシャワーができます。

動けたら尿の管が抜けます。

手術後は病棟へ帰ります。

痛みや、吐き気、息
苦しさなど
我慢せず伝えてくだ
さい。
状況に合わせて薬を
使います。

◇痛みや吐き気はないですか？
◇手術後の主治医からの説明の
中で、わからないことはありま
せんか？

◇傷の痛みはコント
ロールできてます
か？
◇患肢のしびれはあ
りませんか？

退院後気をつけ
る事や外来通院
の説明をしま
す。診断書は必
要な方は文書窓
口へお越しくだ
さい。

◇38度以上の熱はでていませんか？

連絡先

入院日数には個人差があり
ますので主治医に確認して
ください。
退
院日は10時頃に精算書を
お部屋へお持ちします。外
来受診日は予約してありま
す。

◇退院後の食事や日常生活
についてわからいことはあ
りませんか？
◇
次回の外来予約券はもらい
ましたか？
病院代表：078-302-4321
デイサージャリー(8：00～17：30)

乳房切除術（全摘）を受けられる患者様へ
様
月日
項目

/

<<DYTODAY>>
/

外来・デイサージャリーセンター

手術前日

/

時
(前)

分にデイサージャリーへお越しください
手術日

(後)

/

/

/

1病日

2病日

退院（３病日）

治療
処置

外来医師の診察があります。
日時を決め主治医より御家族も交えて手
術の説明があります。
麻酔科の診察があります。

検査

手術に必要な検査(血液検査、心電図、肺
機能、レントゲン)をします。

適宜血液検査をします。

お薬
点滴

血をサラサラにする薬を飲んでいる方は
教えてください。
常用薬があればお持ちください。

点滴が24時間あります。抗
生物質の点滴もあります。 食事がしっかり食べられたら点滴
内服は主治医の指示があれ が抜けます。
ば再開します。

脇の毛を剃ってください。
T字帯を準備しておいてくださ
い。

内服は麻酔科の指示に従っ
てください。

血圧、脈拍、呼吸を適宜測
定するモニターを付けま
す。

観察
食事

制限ありません。

活動

制限ありません。

清潔

制限ありません。

麻酔科の指示に従ってくださ
い。

ベッドに寝ていてくださ
い。

説明

リストバンドをつけます。
更衣室で術衣に着替えま
す。
入れ歯・時計・指輪・ヘア
ピン・眼鏡・コンタクトな
どはあらかじめはずしてお
いて下さい。
デイサージャリーから手術の確
女性の方は化粧、マニキュ
認の電話をします。
アはしないでください。
髪の長い方はまとめるゴム
を持ってきてください。
手術中、御家族の方は4階
の家族待合室でお待ちくだ
さい。手術後、主治医がご
家族に説明します。

自分でチェックしてみましょう。
◇必要物品：T字帯1枚
◇手術について気になることはありませ
んか？

◇当日持ち物：・診察券
・保険証
・同意書のコ
・T字帯
◇ご本人もご家族も手術に納得 ピー
◇入れ歯・時計・指輪・ヘ
されてますか？
アピン・メガネ・コンタク
トなどは外せましたか？

この用紙は手術当日に必ず持参してください。
ご心配なことがありましたらいつでもお声をかけてください。

どんどん歩きましょう。患肢のリハビリをしましょ
う。

体を拭いて着替えます。
うがいや歯磨きは、毎日しましょう。

入浴・洗髪をしておいてくださ
い。
手術室に向かう前に排尿を
すませておいてください。

手術前の準備・流れについて説明しま
す。
手術の承諾書・麻酔の
同意書の記入を確認いたします。
手術後必要な物品が揃っているか確認い
たします。

適宜測定します。

翌日から食事がでます。

排泄

禁煙しましょう。
入院までの経過等うかがいます。

退院診療計画書をお渡しし
ます。

・痛み・吐き気・息苦しさなどの苦痛をとるための処置を行います。

傷のところの管が抜けたらシャワーができます。

動けたら尿の管が抜けます。

痛みや、吐き気、息苦しさ
など我慢せず伝えてくださ
手術後は病棟へ帰ります。 い。
状況に合わせて薬を使いま
す。

◇痛みや吐き気はないです
か？
◇手術後の主治医からの説
明の中で、わからないこと
はありませんか？

退院後気をつける事や
外来通院の説明をしま
す。
診断書は必要な方は文
書窓口へお越しくださ
い。

◇傷の痛みはコントロール
◇38度以上の熱はでていま
できてますか？
◇患肢のしびれはありませ せんか？
んか？

連絡先

入院日数は個人差がありま
すので主治医に確認してく
ださい。
退院日は10時頃に精算書
をお部屋へお持ちします。
外来受診日は予約してあり
ます。

◇退院後の食事や日常生活
についてわからいことはあ
りませんか？
◇次回の外来予約券はもら
いましたか？

病院代表：078-302-4321
デイサージャリー(8：00～17：30)

（デイ治療）乳房切除術（温存）を受けられる患者様へ
様
月日
項目

/

/

外来・入院前準備センター

治療
処置

外来医師の診察があります。
日時を決め主治医より御家族
も交えて手術の説明がありま
す。
麻酔
科の診察があります。

検査

手術に必要な検査(血液検査、
心電図、肺機能、レントゲン)
をします。

お薬
点滴

血をサラサラにする薬を飲ん
でいる方は教えてください。
常用薬があればお持ちくださ
い。

手術前日

<<DYTODAY>>
/

時
(前)

分にデイサージャリーへお越しください
手術日

脇の毛を剃ってください。
T字帯を準備しておいてくださ
い。

活動

制限ありません。

清潔

制限ありません。

退院診療計画書をお渡しします。

点滴が24時間あります。抗生物
内服は麻酔科の指示に従ってくだ 質の点滴もあります。
食事がしっかり食べられたら点滴が抜けます。
内服は主治医の指示があれば再開
さい。
します。

適宜測定します。

翌日から食事がでます。

麻酔科の指示に従ってください。

ベッドに寝ていてください。

どんどん歩きましょう。患肢のリハビリをしましょう。

体を拭いて着替えます。
うがいや歯磨きは、毎日しましょう。

入浴・洗髪をしておいてくださ
い。
手術室に向かう前に排尿をすませ
ておいてください。

手術前の準備・流れについて
説明します。
手術の承諾書・麻酔の同意書
の記入を確認いたします。
手術後必要な物品が揃ってい
るか確認いたします。

退院（３病日）

適宜血液検査をします。

排泄
禁煙しましょう。
入院までの経過等うかがいま
す。

2病日

1病日

血圧、脈拍、呼吸を適宜測定する
モニターを付けます。
制限ありません。

説明

(後)

/

・痛み・吐き気・息苦しさなどの苦痛をとるための処置を行います。

観察
食事

/

/

リストバンドをつけます。更衣室
で術衣に着替えます。
入れ歯・時計・指輪・ヘアピン・
眼鏡・コンタクトなどはあらかじ
めはずしておいて下さい。
女性の方は化粧、マニキュアはし
デイサージャリーから手術の確認
ないでください。
の電話をします。
髪の長い方はまとめるゴムを持っ
てきてください。
手術中、御家族の方は4階の家族
待合室でお待ちください。手術
後、主治医がご家族に説明しま
す。

医師の許可でシャワーができます。

動けたら尿の管が抜けます。

手術後は病棟へ帰ります。

痛みや、吐き気、息苦しさなど
我慢せず伝えてください。
状況に合わせて薬を使います。

退院後気をつける事や
外来通院の説明をしま
す。診断書は必要な方
は文書窓口へお越しく
ださい。

入院日数は個人差がありますので
主治医に確認してください。
退院日は10時頃に精算書をお部
屋へお持ちします。外来受診日は
予約してあります。

自分でチェックしてみましょう。
◇必要物品：T字帯1枚
◇手術について気になること
はありませんか？

◇当日持ち物：・診察券 ・保険
証
・同意書のコピー ・T字
帯
◇ご本人もご家族も手術に納得さ
◇入れ歯・時計・指輪・ヘアピ
れてますか？
ン・メガネ・コンタクトなどは外
せましたか？

この用紙は手術当日に必ず持参してください。
ご心配なことがありましたらいつでもお声をかけてください。

◇痛みや吐き気はないですか？
◇傷の痛みはコントロールできて
◇38度以上の熱はでていません
◇手術後の主治医からの説明の中
ますか？
か？
で、わからないことはありません
◇患肢のしびれはありませんか？
か？

連絡先

◇退院後の食事や日常生活につい
てわからいことはありませんか？
◇次回の外来予約券はもらいまし
たか？

病院代表：078-302-4321
デイサージャリー(8：00～17：30)

