
内視鏡検査入院クリティカルパス①　外来 ２泊３日用 医療者用

   emboss

指示日   平成（　　   /    　　/   　　　)

/　　　 　（　　　　） 

午前　 ・ 　午後　　　　　 例目　

患者氏名 年　齢

＜看護師　実施欄＞

□身長（　　　　　　　cm）

外来受診時 ＜患者様の反応＞

　（　　 ：　 　）

ＢP （mmHg） 　

PR （回/分） 　

BＴ     （℃） 　

サイン

サイン Dr/Ns

　

外　　来

目標達成

◇検査内容の説明を受け、同意している

□胸部XP(当日)

＜医師　指示欄＞

□体重（　　　 　 　　kg）

　   心電図(当日)

□入院時オリエンテーション

   　その他

□心電図(1ヶ月以内のもの)

  　 S-A(1ヶ月以内のもの)

   　S-A(当日) □S-A(当日)

□S-A(1ヶ月以内のもの)

□胸部XP(1ヶ月以内のもの)

指示医                                          /   指示受看護師                                  

□感染症（3ヶ月以内は不要）

   　検査PC入力

   　胸部XP(1ヶ月以内のもの)

   　胸部XP(当日)

   　心電図(1ヶ月以内のもの)

教 育 指 導
説     明

観　察

□入院予約

検査日

□心電図(当日)

食　事

治　療
処　置
薬　剤

（注射伝票参
照）

検　査
リハビリ



医療者用

月　日

□その他

入院時 <患者様の反応>
　（　　 ：　 　） 　（　　 ：　 　）

排便 有　・　無 有　・　無

便の性状

腹部不快感 有　・　無 有　・　無

SPO2

BP  （mmHg）

PR （回/分）

BＴ     （℃）

サイン

朝食前 朝食後 昼食前 昼食後 夕食前 夕食後 寝る前

サイン Dr/Ns

＜医師　指示欄＞
　　昼食　サンケンクリン食

＜看護師　実施欄＞

□昼食　サンケンクリン食

　　夕食　サンケンクリン食
　　就寝前　プルセニド 4T PO □就寝前　プルセニド 4T PO

内視鏡カメラ検査入院クリティカルパス②　2泊3日用

□栄養指導依頼書提出
□延食伝票提出

□転倒転落スコアシート評価
□褥瘡対策診療計画書　

□入院時オリエンテーション

（　　　　　／　　　　　）

□夕食　サンケンクリン食

観　察

Dr      　　　　  　　　　　　  /   Ns　　　　　　　　　　

　　CF 開始時間

達成目標

排　泄

教　育
指　導
説　明

治療
処置
薬剤

（注射伝票参照）
検査
食事

◇検査の目的を理解でき、スムーズに受けることができる

入院当日

　　持参薬　服用　確認

　　その他

□持参薬　服用　確認

　　　月　　　日　　　時　　　分～

与薬サイン



内視鏡カメラ検査入院クリティカルパス③　2泊3日用 医療者用

◇検査の目的を理解でき、スムーズに受けることができる

□MGチューブのI.C.

検査前 検査中
　（　　 ：　 　） 　（　　 ：　 　） 　（　　 ：　 　）

嘔気 有　・　無 有　・　無 有　・　無

嘔吐 有　・　無 有　・　無 有　・　無

腹部不快感 有　・　無 有　・　無 有　・　無

腹部膨満 有　・　無 有　・　無 有　・　無

SPO2

BP  （mmHg）

PR  （回/分）

BＴ     （℃）

サイン

朝食前 朝食後 昼食前 昼食後 夕食前 夕食後 寝る前

　　     高圧浣腸 500ml

　　     グリセリン浣腸 60ml

＜医師　指示欄＞

    □ニフレック追加

　　     グリセリン浣腸 120ml

　　     ニフレック追加

　　MGチューブのI.C.

　　MGチューブ挿入可

　　AM6:00 ニフレック2000ml PO □AM6:00 ニフレック2000ml PO

□MGチューブ挿入

□血圧低下時 生食・500ml DIV

＜看護師　実施欄＞

□反応便少ない時 Dr.call

Dr       　　　　　　　　　　　　　　 　　   /   Ns　　　　　　　　　　　　　　　

□セデーション(薬剤　　　　　　　　　　　　　)

□朝食　確認

月　　　日

　　     腹部マッサージ･温罨法･ハッカ水

    □グリセリン浣腸 120ml

    □高圧浣腸 500ml

（　　　　　／　　　　　）

　　血圧低下時 生食・500ml DIV

　　フィジオ140・500ml ルート確保 □フィジオ140・500ml ルート確保

　　内服薬 服用（　可　・　不可　） □内服薬 服用 確認

　　反応便少ない時 Dr.call

　　セデーション(薬剤　　　　　　　　　　　)

    □腹部マッサージ・温罨法･ハッカ水

　　朝食　禁

    □グリセリン浣腸 60ml

<患者様の反応>

入院2日目　検査前



内視鏡カメラ検査入院クリティカルパス④　2泊3日用 医療者用

＜看護師　実施欄＞

検査後
　（　　 ：　 　） 　（　　 ：　 　）

出血 有　・　無 有　・　無

嘔気 有　・　無 有　・　無

嘔吐 有　・　無 有　・　無

腹部不快感 有　・　無 有　・　無

腹部膨満 有　・　無 有　・　無

BP  （mmHg）

PR  （回/分）

BＴ     （℃）

サイン

朝食前 朝食後 昼食前 昼食後 夕食前 夕食後 寝る前

□その他

◇治療方針が決定される

◇退院後の生活が理解できる

□昼食　確認
    食事の種類

Dr       　　　　　　　　　　　　　　 　　   /   Ns　　　　　　　　　　　　　　　

<患者様の反応>

（　　　　　　　　　　      　　　　）

    昼食　（　可　・　不可　）

＜医師　指示欄＞

（　　　　　／　　　　　）

◇合併症がない（　出血　・　嘔気嘔吐　･　腹部不快感　・　腹部膨満　）

    その他

月　　　日 入院2日目　検査後



内視鏡カメラ検査入院クリティカルパス⑤　2泊3日用 医療者用

＜看護師　実施欄＞

    その他 □その他

検査前 検査中
　（　　 ：　 　） 　（　　 ：　 　） 　（　　 ：　 　）

出血 有　・　無 有　・　無 有　・　無

嘔気 有　・　無 有　・　無 有　・　無

嘔吐 有　・　無 有　・　無 有　・　無

腹部不快感 有　・　無 有　・　無 有　・　無

腹部膨満 有　・　無 有　・　無 有　・　無

BP  （mmHg）

PR  （回/分）

BＴ     （℃）

朝食前 朝食後 昼食前 昼食後

   朝食　禁 □朝食　確認

      　　時　　　　分～

（　　　　　／　　　　　）

◇合併症がない（　出血　・　嘔気嘔吐　･　腹部不快感　・　腹部膨満　）

◇治療方針が決定される

◇退院後の生活が理解できる

＜医師　指示欄＞

   GF

    I.C. □I.C.
　　　月　　　日　　　時　　　分～

Dr       　　　　　　　　　　　　　　 　　   /   Ns　　　　　　　　　　　　　　　

月　　　日 入院3日目　退院日

　　内服薬　服用（　可　・　不可　） □内服薬　服用　確認

<患者様の反応>


	外来
	入院

