
パスコード：04005 世代：.0

経過
入院9～13日目

月日 ／ ／　　～　　／

治療・
・処置・検査
薬剤 (点滴)

・症状に応じて、内服や坐薬、点滴があ
ります

・化学療法の治療内容、副作用について理解
できる

／　　～　　／

入院2日目

・不安なく治療が受けられる
・化学療法の苦痛を伝えられる

          　　　　　　　　　　　                           　初回化学療法(14日間)を受けられる　　                                        様へ     　　            　　　　　　

入院14日目　退院

／

・化学療法の苦痛を伝えられる
・感染予防行動を理解し、行動をとるこ
とができる

・感染予防行動をとることができる・化学療法の苦痛を伝えられる

・普段内服している薬を確認します
・入院後、採血をします

・10時～11時頃から点滴を始めます ・症状に応じて、内服や坐薬、点滴がありま
す

入院3～8日目入院日

達成目標

／

・体の状態で退院が決定します
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薬剤 (点滴)

活動・安静度

食事

・特に制限ありません

・吐き気が強く食事が食べられない時、レインボー
食(麺類など)に変更可能ですので、お伝えくださ
い

・特に制限ありません

・常食または治療食が出ます

・特に制限ありません
・点滴中はトイレ歩行は可能ですが、ベッドで安静
にしてください

清潔

・吐き気や便秘などの副作用症状に対し
て、屯用薬がありますのでいつでもお伝えく
ださい

・特に制限ありません・点滴後は入浴はできないので、点滴前にお願い
します

・治療中は点滴が漏れていないか、指示通りの速
さで進んでいるか、体温、脈拍、血圧、副作用症
状の観察を定期的に行います
・点滴刺入部の痛み、違和感、吐き気、嘔吐、倦
怠感、発熱、かゆみ、皮膚の赤み(アレルギー反

患者様及び家

排泄

・入院生活についての説明があります
・化学療法についての説明があります
　(パンフレットをお渡しします)

・特に制限ありません

・特に制限ありません

・次回受診の説明があります
・退院後の生活について説明があり
ます
　□３８℃以上の発熱
　□身の回りのことができない

注）この予定表は現時点で考えられるものであり、検査、治療、内容や入院期間等は病状にあわせてその都度変更する場合がありますのでご了承下さい。

怠感、発熱、かゆみ、皮膚の赤み(アレルギー反
応)など、異常を感じたときはすぐにナースコール
でお知らせください

患者様及び家
族への説明

　□身の回りのことができない
　□嘔吐が続く
　□口内炎がひどい
　□１日５回以上の下痢
・風邪などひかないように気をつけ
て下さい
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パスコード：04005　世代：0

経過
入院9～11日目 入院12～13日目

月日 ／ ／ ／　　～　　／

治療・
・処置・検査
薬剤 (点滴)

・10～11時頃から点滴を始めます ・症状に応じて、内服や坐薬、点滴があります

／ ／　　～　　／ ／

          　　　　　　　　　　　                           　初回化学療法(3日間投与)を受けられる　　                                        様へ     　　            　　　　　　

入院日 入院2～4日目 入院5～8日目 入院14日目　退院

達成目標

・化学療法の治療内容、副作用について理解
できる

・不安なく治療が受けられる
・化学療法の苦痛を伝えられる

・副作用の苦痛を伝えられる ・不安なく治療が受けられる
・化学療法の苦痛を伝えられる
・感染予防行動を理解し、行動をとることが
できる

・副作用の苦痛を伝えられる
・感染予防行動を理解し、行動をとるこ
とができる

・感染予防行動をとることができ
る

・普段内服している薬を確認します
・入院後、採血をします

・10時～11時頃から点滴を始めます ・症状に応じて、内服や坐薬、点滴がありま
す

・体の状態で退院が決定します
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活動・安静度

・特に制限ありません
・点滴中はトイレ歩行は可能ですが、ベッド
で安静にしてください

・特に制限ありません

食事

・吐き気が強く食事が食べられない時、レ
インボー食(麺類など)に変更可能ですの
で、お伝えください

清潔

・点滴後は入浴はできないので、点滴前に
お願いします

・特に制限ありません ・特に制限ありません
・点滴中はトイレ歩行は可能ですが、ベッドで安静
にしてください

・特に制限ありません

・常食または治療食が出ます ・吐き気が強く食事が食べられない時、レインボー
食(麺類など)に変更可能ですので、お伝えくださ
い

・特に制限ありません ・点滴後は入浴はできないので、点滴前にお願い
します

・特に制限ありません

排泄

・特に制限ありません

・次回受診の説明があります
・退院後の生活について説明が
あります
　□３８℃以上の発熱
　□身の回りのことができない
　□嘔吐が続く
　□口内炎がひどい
　□１日５回以上の下痢
・風邪などひかないように気をつ
けて下さい

患者様及び家
族への説明

・入院生活についての説明があります
・化学療法についての説明があります
　(パンフレットをお渡しします)

・治療中は点滴が漏れていないか、指示通りの速
さで進んでいるか、体温、脈拍、血圧、副作用症
状の観察を定期的に行います
・点滴刺入部の痛み、違和感、吐き気、嘔吐、倦
怠感、発熱、かゆみ、皮膚の赤み(アレルギー反
応)など、異常を感じたときはすぐにナースコール
でお知らせください

・吐き気や便秘などの副作用症状に対して、
屯用薬がありますのでいつでもお伝えくださ
い

・治療中は点滴が漏れていないか、指示通
りの速さで進んでいるか、体温、脈拍、血
圧、副作用症状の観察を定期的に行いま
す
・点滴刺入部の痛み、違和感、吐き気、嘔
吐、倦怠感、発熱、かゆみ、皮膚の赤み(ア
レルギー反応)など、異常を感じたときはす
ぐにナースコールでお知らせください

・吐き気や便秘などの副作用症状に対
して、屯用薬がありますのでいつでもお
伝えください
・感染予防に気を付けてください

注）この予定表は現時点で考えられるものであり、検査、治療、内容や入院期間等は病状にあわせてその都度変更する場合がありますのでご了承下さい。
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パスコード：04005　世代：0

経過
入院9日目 入院10～13日目

月日 ／ ／ ／　　～　　／

治療・
・処置・検査
薬剤 (点滴)

・10～11時頃から点滴を始めます ・症状に応じて、内服や坐薬、点滴があります

／ ／　　～　　／ ／

          　　　　　　　　　　　                           　初回化学療法(隔週投与）を受けられる　　                                        様へ     　　            　　　　　　

入院日 入院2日目 入院3～8日目 入院14日目　退院

達成目標

・化学療法の治療内容、副作用について理解
できる

・不安なく治療が受けられる
・化学療法の苦痛を伝えられる

・副作用の苦痛を伝えられる ・不安なく治療が受けられる
・化学療法の苦痛を伝えられる
・感染予防行動を理解し、行動をとることが
できる

・副作用の苦痛を伝えられる
・感染予防行動を理解し、行動をとるこ
とができる

・感染予防行動をとることができ
る

・普段内服している薬を確認します
・入院後、採血をします

・10時～11時頃から点滴を始めます ・症状に応じて、内服や坐薬、点滴がありま
す

・体の状態で退院が決定します
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活動・安静度

・特に制限ありません
・点滴中はトイレ歩行は可能ですが、ベッド
で安静にしてください

・特に制限ありません

食事

・吐き気が強く食事が食べられない時、レ
インボー食(麺類など)に変更可能ですの
で、お伝えください

清潔

・点滴後は入浴はできないので、点滴前に
お願いします

・特に制限ありません ・特に制限ありません
・点滴中はトイレ歩行は可能ですが、ベッドで安静
にしてください

・特に制限ありません

・常食または治療食が出ます ・吐き気が強く食事が食べられない時、レインボー
食(麺類など)に変更可能ですので、お伝えくださ
い

・特に制限ありません ・点滴後は入浴はできないので、点滴前にお願い
します

・特に制限ありません

排泄

・特に制限ありません

・次回受診の説明があります
・退院後の生活について説明が
あります
　□３８℃以上の発熱
　□身の回りのことができない
　□嘔吐が続く
　□口内炎がひどい
　□１日５回以上の下痢
・風邪などひかないように気をつ
けて下さい

患者様及び家
族への説明

・入院生活についての説明があります
・化学療法についての説明があります
　(パンフレットをお渡しします)

・治療中は点滴が漏れていないか、指示通りの速
さで進んでいるか、体温、脈拍、血圧、副作用症
状の観察を定期的に行います
・点滴刺入部の痛み、違和感、吐き気、嘔吐、倦
怠感、発熱、かゆみ、皮膚の赤み(アレルギー反
応)など、異常を感じたときはすぐにナースコール
でお知らせください

・吐き気や便秘などの副作用症状に対して、
屯用薬がありますのでいつでもお伝えくださ
い

・治療中は点滴が漏れていないか、指示通
りの速さで進んでいるか、体温、脈拍、血
圧、副作用症状の観察を定期的に行いま
す
・点滴刺入部の痛み、違和感、吐き気、嘔
吐、倦怠感、発熱、かゆみ、皮膚の赤み(ア
レルギー反応)など、異常を感じたときはす
ぐにナースコールでお知らせください

・吐き気や便秘などの副作用症状に対
して、屯用薬がありますのでいつでもお
伝えください
・感染予防に気を付けてください

注）この予定表は現時点で考えられるものであり、検査、治療、内容や入院期間等は病状にあわせてその都度変更する場合がありますのでご了承下さい。
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パスコード：04007　世代：0

経過
入院9日目 入院10～13日目

月日 ／ ／ ／　　～　　／

治療・
・処置・検査
薬剤 (点滴)

・10～11時頃から点滴を始めます ・症状に応じて、内服や坐薬、点滴があります

／ ／　　～　　／ ／

          　　　　　　　　　　　                           　初回化学療法(シスプラチン)を受けられる　　                                        様へ     　　            　　　　　　

入院日 入院2日目 入院3～8日目 入院14日目　退院

達成目標

・化学療法の治療内容、副作用について理解
できる

・不安なく治療が受けられる
・化学療法の苦痛を伝えられる

・副作用の苦痛を伝えられる ・不安なく治療が受けられる
・化学療法の苦痛を伝えられる
・感染予防行動を理解し、行動をとることが
できる

・副作用の苦痛を伝えられる
・感染予防行動を理解し、行動をとるこ
とができる

・感染予防行動をとることができ
る

・普段内服している薬を確認します
・入院後、採血をします

・10時～11時頃から点滴を始めます ・症状に応じて、内服や坐薬、点滴がありま
す

・体の状態で退院が決定します
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活動・安静度

・特に制限ありません
・点滴中はトイレ歩行は可能ですが、ベッド
で安静にしてください

・特に制限ありません

食事

・吐き気が強く食事が食べられない時、レ
インボー食(麺類など)に変更可能ですの
で、お伝えください

清潔

・点滴後は入浴はできないので、点滴前に
お願いします

・特に制限ありません ・特に制限ありません
・点滴中はトイレ歩行は可能ですが、ベッドで安静
にしてください

・特に制限ありません

・常食または治療食が出ます ・吐き気が強く食事が食べられない時、レインボー
食(麺類など)に変更可能ですので、お伝えくださ
い

・特に制限ありません ・点滴後は入浴はできないので、点滴前にお願い
します

・特に制限ありません

清潔

排泄

・特に制限ありません ・点滴開始後より、尿量測定を行います
看護師が説明を行います

・指示があるまで尿量測定お願いします ・点滴開始後より、尿量測定を行います ・指示があるまで尿量測定お願いしま
す

・次回受診の説明があります
・退院後の生活について説明が
あります
　□３８℃以上の発熱
　□身の回りのことができない
　□嘔吐が続く
　□口内炎がひどい
　□１日５回以上の下痢
・風邪などひかないように気をつ
けて下さい

患者様及び家
族への説明

・入院生活についての説明があります
・化学療法についての説明があります
　(パンフレットをお渡しします)

・治療中は点滴が漏れていないか、指示通りの速
さで進んでいるか、体温、脈拍、血圧、副作用症
状の観察を定期的に行います
・点滴刺入部の痛み、違和感、吐き気、嘔吐、倦
怠感、発熱、かゆみ、皮膚の赤み(アレルギー反
応)など、異常を感じたときはすぐにナースコール
でお知らせください

・吐き気や便秘などの副作用症状に対して、
屯用薬がありますのでいつでもお伝えくださ
い

・治療中は点滴が漏れていないか、指示通
りの速さで進んでいるか、体温、脈拍、血
圧、副作用症状の観察を定期的に行いま
す
・点滴刺入部の痛み、違和感、吐き気、嘔
吐、倦怠感、発熱、かゆみ、皮膚の赤み(ア
レルギー反応)など、異常を感じたときはす
ぐにナースコールでお知らせください

・吐き気や便秘などの副作用症状に対
して、屯用薬がありますのでいつでもお
伝えください
・感染予防に気を付けてください

注）この予定表は現時点で考えられるものであり、検査、治療、内容や入院期間等は病状にあわせてその都度変更する場合がありますのでご了承下さい。
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