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帝王切開手術 産科 入退院計画表（患者用） 病棟（ ３階東  ） 氏名（          様）  

状況に応じて、予定が変更になる場合があります。ご不明な点がありましたら、お尋ねください。 

経過 前日 手術当日（前） 手術当日（後） 術後 1 日目 術後 2 日目 

年月日      

食事 

 

夕食まで常食がでます。 

夜 1２時までは水分がとれます。 

水分と食事は取る事ができません。 

うがいはできます。 

うがいはできます。 医師の指示で水分をとることができます。 

排ガスがあれば、三分粥から始まります。 

 

3 分･5 分・7 分粥・全粥・常食の 1 食上がり

で食事がでます。 

安静度 

リハビリ 

病棟内は自由です。    

                

モニター装着までは病棟内は自由です。 ベッド上安静です。 

寝返りやひざたてはできます。 

朝身体を拭きます。 

座ることから始めて起立練習、可能なら歩行

できます。 

朝、身体を拭きます。 

積極的に身体を動かしていきましょう。 

排泄 
 手術室に入る１時間前に排尿をすませてく

ださい。 

手術中に尿を出すための管が入ります。 動けるようであれば尿の管を抜きます。 

指示があるまで、尿は全部ためてください。 

 

全身管理 

10 時と１４時に検温をします。 

 

               

手術室に入る 30 分前に全身状態の観察をし

ます。 

定期的に全身状態の観察をします。 朝、心電図モニターをはずします。 

1 日 4 回検温をします。  

              

1 日３回検温をします。 

                

点滴・薬剤 

今まで飲んでいた薬があれば、医師の指示に

従って下さい。 

         

朝（７時頃）に左腕に点滴をします。 

 

 

 

点滴は 500ml が 4 本（子宮収縮剤入り） 

抗生剤 100ml があります。 

 

手術中に背中から痛み止めのチューブが 

入ってきますので、手術から帰ってきたら 

痛み止めを開始します。 

痛みが強いときにはさらに鎮痛剤の注射を 

します。 

点滴が 4 本（500ml）、抗生剤が 2 本ありま

す。 

手術前に飲んでいた薬があれば、主治医の指

示に従って下さい。 

 

傷が痛むとき、便秘の時にはお薬を渡します

ので申し出て下さい。 

抗生剤が 2 本あります。(食事が取れていれ

ば、点滴は中止となります。食欲がない場合

は点滴を追加するので申し出てください。) 

 

検査・治療 

処置 

臍処置をします。 

指輪をはずして、マニキュアは落として下さ

い。 

お腹の張りと赤ちゃんが元気かどうかの心

拍の検査をします。（約 40 分間モニターを装

着します） 

手術室に入る１時間前に赤ちゃんの心拍の

検査としてモニターを装着します。 

 

処置室で膣の洗浄をします。ナプキンをお持

ち下さい。茶色のおりものは消毒液です。 

手術後採血があります。 

 

酸素マスクは手術後３時間ではずします。

（状態により酸素が必要なかったり、延長す

ることもあります。） 

血栓予防のために足にマッサージ器をつけ

ます。 

採血があります。 

創部の消毒をし、創部を保護するテープを貼

ります 

 

背中のチューブを抜きます。 

歩けるようになったら足のマッサージ器を

外します 

創部のチェックをします 

説明・指導 

教育 

今までの生活・薬に対するアレルギー等につ

いてお話を聞きます。 

看護師が手術後の経過について説明します。 

内服薬や注射、点滴について説明します。 

主治医から患者さん本人と家族の方に手術

の説明があり、承諾書に署名・捺印していた

だきます。 

オープンシステムをご利用で、承諾書を持参

されている方は、病棟スタッフにお渡し下さ

い。 

手術前に病衣に着替えます。 

心電図のテープを胸に貼ります深呼吸をし

ておいてください。 

義歯やコンタクト、装飾品等はずしておいて

ください。 

メガネは持参できます。 

弾力性ストッキングを着用しておいてくだ

さい。 

手術室で除毛をします。（お臍の下から恥骨

の辺りまで） 

看護師より手術後の患者さんの状態につい

て説明をします。 

 

出生した赤ちゃんは、手術室に入ってから約

1 時間したら、ベビー室に入室します。 

赤ちゃんの状態が落ち着けば、部屋に連れて

くることもできます。 

赤ちゃんはビタミン K2 シロップを飲みま

す。（K2 シロップは頭蓋内出血予防のための

薬です。5 日目と 1 ヶ月健診でも内服しま

す。） 

 

 

 

             

赤ちゃんの聴力検査があります。 

パンフレットを用いて、産褥指導、おっぱい

指導があります。 

沐浴の見学や実施も身体の調子に合わせて

やっていきましょう。 

母乳の分泌を良くするために、体調が良けれ

ば母児同室をお勧めします。昼夜問わず、赤

ちゃんが眠っている間は身体を休めましょ

う。 

その他 

入院後は禁煙して下さい。 

                
手術に必要な物品は下記の通りです 

１． バスタオル 1 枚 

２． タオル   3 枚 

３． お産セット 1 個 

＊１階売店でも購入できます。 

手術室からの連絡はすべて病棟にきますので、家族の方は病棟の待合室、もしくは個室の

方は病室でお待ち下さい。 

 

 

 

診断書・証明書などの必要な方は、早めに提

出して下さい。 

出生証明書をお渡しします。諸制度について

ご不明な点がありましたらお尋ねください。 

 

 
氏 名

（        様） 
 



2017.01 古賀総合病院 2 版 2 

帝王切開手術 産科 入退院計画表（患者用）  

状況に応じて、予定が変更になる場合があります。ご不明な点がありましたら、お尋ねください。 

経過 術後 3 日目 術後 4 日目 術後 5 日目 術後 6 日目 術後 7 日目～ 

年月日      

食事 

 

  昼食に祝い膳がでます   

安静度 

リハビリ 

病棟内は自由です。 

 

創部保護のテープを貼ったまま、シャワー浴ができます。 

手術後 6～７日目に退院できます。 

 

排泄 

     

全身管理 

1 日３回検温をします。 

 

            

 

 

 

   

点滴・薬剤 

抗生剤が 2 本あります。 抗生剤は中止となります。 

 

傷が痛むとき、便秘等が続いている場合

は、追加してお薬を渡しますので申し出

て下さい。 

  

 

検査・治療 

処置 

創部のチェックをします 

 

 

創部のチェックをします 採血があります。貧血のある場合は鉄剤

が処方されます。 

 

創部のチェックをします 

医師による退院診察があります。 

創部の確認をします  

 

 

説明・指導 

教育 

お母さんの調子、赤ちゃんの状態に

合わせて 24 時間母児同室もできま

す。 

沐浴の見学をします。 

希望者のみ沐浴の練習をしていた

だきます。 

＊お父さんが希望される場合は、 

事前に病棟スタッフにお知らせ

ください 

 

 

肩甲骨部マッサージがあります。 

赤ちゃんはビタミン K2 シロップを飲み

ます（出血予防）。 

 

赤ちゃんのガスリー採血をします（先天

性代謝異常の検査で、結果は 1 ヶ月検診

で報告します）。 

看護師より退院指導があります。退院後

の注意点などについて説明があります。 

不安、疑問点など遠慮なく質問してくだ

さい。 

 

 

 

母児ともに経過が順調であれば手術後 6～７日目で

退院となります。 

午前中までの退院となっておりますが、都合の悪い方

は病棟スタッフにお知らせください。  

 

  

次回受診日 

    月  日（  ） 

 

母子手帳にある「新生児・低出生児出生届」を提出すると

地域の助産師や保健師が無料で訪問をしてくれます。 

是非、利用しましょう。 

その他 

＜入院時の手続きについて＞ 

入院の手続きには、印鑑・保険証・預かり金 3万円が必要になります。手続きは本人が行けない場合は、家族の方でも構いま

せん。 

17時以降でも、面会時間内であれば担当の者がいますので１階の総合受付カウンターまでお越し下さい。 

手続きの際にお渡しした誓約書はお早めに提出をお願いいたします。 

 

 

 
氏 名

（        様） 
 

 


