
年 月 日 歳

■発症は 頃です。

認知症スケール 改定　長谷川式簡易知能評価スケール ：

■発症は、はっきりしませんが 頃から

ＭＭＳＥ ：

明らかになってきました。

その他の認知症スケール ：

■

■

紹介前 紹介時 再診時 結　果 逆紹介時 経過観察

月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日

＊検査（認知症スケール・血液検査・画像等）を施行された場合は、検査結果のコピーも添えて御紹介下さい。

脳血管障害（あり／なし）

既往症： 高血圧症（あり／なし）、糖尿病（あり／なし）、脳血管障害（あり／なし）

高血圧症（あり／なし）、糖尿病（あり／なし）、家族歴：

脂　質

甲状腺機能

済／未

患者ＩＤ：

済／未

済／未

紹
介
先
検
査

ビタミンＢ1

ビタミンＢ12

ＣＴ
ＭＲ

画
像

実施／未
実施／未

実施／未

実施／未

実施／未

実施／未

実施／未

実施／未

実施／未

実施／未

かかりつけ医

実施／未

実施／未血
　
　
液

実施／未

血　算

血　糖

ＴＰＨＡ

ＲＰＲ
脳波

実施／未

実施／未

実施／未

ＶＳＲＡＤ

ＳＰＥＣＴ

実施／未

実施／未

実施／未

実施／未

実施／未

実施／未

実施／未

実施／未

実施／未

実施／未 正常／異常

実施／未 正常／異常

正常／異常

実施／未

実施／未

実施／未 実施／未 正常／異常

実施／未 正常／異常

実施／未 正常／異常

正常／異常

実施／未

実施／未

実施／未

実施／未

実施／未実施／未

実施／未

実施／未

実施／未

実施／未

実施／未

正常／異常

実施／未

実施／未

実施／未

実施／未

正常／異常

正常／異常

正常／異常

正常／異常

正常／異常

実施／未

実施／未

実施／未

実施／未

実施／未

実施／未
実施／未

紹介先施設 かかりつけ医 紹介先施設

Ｖｅｒ1.5
四日市医師会　病診連携パス　ＷＧ２（認知症）

かかりつけ医療機関： 患者ＩＤ：

【生年月日】 【年　　齢】

【患者氏名】

担当医：

明治／大正

昭和／平成

認知症（あり／なし）

男／女【性　　別】
担当医：

紹介先医療機関：

公益社団法人　四日市医師会



年 月 日 年 月 日

1

2

3

1

2

2

3

3

1

2

3

1

2

3

1

3

3

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □

□ □

□ □

□ □

　□　

　□　

　□　

　□　

　□　

　□　

　□　

　□　 　□　

　□　

　□　

　□　

　□　

　□　

　□　

　□　

　□　

認知症症状進行チェック表

　□　

　□　

　□　

平成

ト
イ
レ

時
間
や
場
所

の
見
当
識

会
　
話

お
風
呂

着
　
衣

　□　

　□　

　□　

平成

　□　

　□　

介護者の方の印象

備考(気付いた変化など)

妄想・幻覚

昼夜逆転

興奮

介護への抵抗

その他

表情が良くなった(穏やかになった)

尿失禁、便失禁するようになる

確認する症状

年月日の感覚が不確か(だいたいわかる)

季節や場所がわからないことがあるが、ヒントがあれば答えられる

配偶者や子供の顔もわからなくなる

手助けなしで、お風呂にきちんと入ることができない(お湯の温度や量の調節ができない、体をうまく洗えない)

自分で洋服を選び着ることができる

その他の症状の確認項目

日常の会話に困らない、知識も保たれている

簡単な会話はわかるが、自分から何かを要求することはない

必要なことは言うことができる。簡単な会話はわかる

釣り合いの取れた服を揃えるなどの介助があれば、適切に服を着ることができる

手助けなしで、状況に合った服を選んで着ることができない

一人でトイレをすますことができる

トイレの水を流すのを忘れたり、きちんと拭くことを忘れる

簡単な会話もわからないが、気持ちを表現することはいくらかできる

ごく簡単な会話も全く通じず、周囲との接触は全くできない

自分でお風呂に入ることができる

お風呂に入ることを忘れることがあるが、自分で体を洗うことや温度調節ができる

　□　

　□　

　□　

一度言った事を言う回数が減った

意欲が出てきた

　□　

　□　

　□　

　□　

　□　

　□　

妄想・幻覚

その他

表情が良くなった(穏やかになった)

意欲が出てきた

一度言った事を言う回数が減った

昼夜逆転 介護への抵抗

興奮

公益社団法人　四日市医師会



四日市医師会　病診連携パス　急性心筋梗塞

患者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　性別　□男　□女　生年月日　（□明治 □大正 □昭和 □平成）　　　　　年　　　　月　　　　日　　年齢　　　　　歳

身長　　　　　　　　　　cm　　体重　　　　　　　　　　kg　　BMI　　　　　　　　　　　　腹囲　　　　　　　　　　cm

入院日 平成　　　　　　 　年　　　　　　　月　　　　　　　　日

退院日 平成　　　　　　 　年　　　　　　　月　　　　　　　　日

急性期病院 □県立　□市立　□社保　　担当医　　　　　　　　　　　ＩＤ（        　　　　　　          ）

かかりつけ医  　　　　　　　　　　　　　　　　　担当医　　　　　　　　　　　ＩＤ（         　　　　　　         ）

初回/再発 □初回　　　□再発

動脈硬化危険因子 □高血圧症　　　□脂質異常症　　　□糖尿病　　　□メタボリックシンドローム

□喫煙　　　□家族歴　　　□その他(                        　　　　　　　　　　)

検査 □最大ＣＫ値　 　　　　　　　　　　　　　ＩＵ／Ｌ　　□左室駆出分画　　　　　　　　　　　　　％

血行再建術 □ステント　( □薬物溶出　　□非薬物溶出 )　　　□血栓吸引術　　　□血栓溶解術　　　□その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

合併症 □心不全　□不整脈　□その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

 　

冠動脈造影(　　　　　　年　　　　月　　　　日)

左主幹部
左前下行枝

左回旋枝

右冠動脈

□胸部症状（その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）があれば急性期病院に連絡して下さい

申し送り事項



退院時 紹介時 ２～３ヶ月 ４～５ヶ月 ６～９ヶ月 １０～１２ヶ月 １３ヶ月～

     受診医療機関 急性期病院 急性期病院 かかりつけ医 かかりつけ医 急性期病院 かかりつけ医 かかりつけ医

　            予定日  平成　　年　　月ごろ  平成　　年　　月ごろ  平成　　年　　月ごろ  平成　　年　　月ごろ  平成　　年　　月ごろ  平成　　年　　月ごろ

　            実施日  平成　　年　　月　　日  平成　　年　　月　　日  平成　　年　　月　　日  平成　　年　　月　　日  平成　　年　　月　　日  平成　　年　　月　　日  平成　　年　　月　　日

　胸痛 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　動悸 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　息切れ □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　　　　 その他

　　血圧(ｍｍＨｇ) ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／

　　体重(Ｋｇ)

　血液検査 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　心電図 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　　　　 その他

□冠動脈造影 □冠動脈造影 □冠動脈造影

□冠動脈ＣＴ □核医学 □冠動脈ＣＴ □核医学 □冠動脈ＣＴ □核医学

　プラビックス（　　　　　     ） □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　アスピリン(                   ) □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　ARB/ACE‐I(                 ) □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　スタチン(                      ) □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

         その他 　β遮断薬(                    ) □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

□あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

□あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

＊「その他」の欄には具体的な内容を記載して下さい ＊検査・治療について実施時期・継続期間等について具体的に指示して下さい

　　治療

　　特記事項

　　検査

　　症状



血
白 .

常

四日市CKD（慢性腎臓病）地域連携パス ver.3.0　エントリーシート 記載日　　　　平成　　　年　　　月　　　日

診療所から専門医への診療情報提供を兼ねた、パスへのエントリーシートです。紹介先の専門医による判断で以下の３通りに分類されます。
　① パスを用いて、病診連携で診療を行なう。
　② 今後急速な腎機能の悪化が予想されるので、当面専門医の方でfollow する。 かかりつけ医療機関  担当医 ＩＤ
　③ 腎機能の予後は比較的良好と思われるので、現状では特に専門医の診察を必要としない。

患者氏名 様 □男　　□女 生年月日  S  H    　 年　　　　月　　　　日 専門医療機関 担当医 ＩＤ

身長 cm 体重 kg
患者紹介基準
　原則75歳未満のCKD患者で以下の①、②のいずれかに該当

基礎疾患 1.糖尿病・耐糖能異 □あり　 □なし 4.脳梗塞 □あり　 □なし ① 尿蛋白２＋以上か、eGFRが 45未満
又は合併症 2.高血圧症 □あり　 □なし 5虚血性心疾患 □あり　 □なし ② 糖尿病合併例で,微量アルブミン尿陽性

3.脂質異常症 □あり　 □なし 6.その他 （　　　　　　　　　） 　　または尿蛋白±以上

 ＊蛋白尿陰性の肉眼的血尿は、先に泌尿器科へ紹介

外来血圧 ／ 家庭血圧 ／
服薬内容貼付欄
　（可能でしたら、全内服薬の一覧を記入・貼付して下さい。）

血液所見 Cre. 　 　　mg/dL （eGFR          ml/分）
二重線必須項目 HbA1c           % K　　　　　mEq/L Hb         g/dL Alb.        g/dL

尿所見 尿潜 （-  ±　+  ++  +++ ) 尿沈渣（赤血球）　　　　　／視野（必須項目ではない）

尿蛋 定性 ( -  ±  +  ++   +++ )　または　定量　　　　　g/gCr

臨床経過



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四日市医師会　ＣＫＤ病診連携パス　 (2カ月間隔）

患者氏名

経過 １ヶ月後 ２ヶ月後 3ヶ月後 ４ヶ月後 ５ヶ月後 ６ヶ月後 ７ヶ月後 8ヶ月後 ９ヶ月後 10ヶ月後 11ヶ月後 12ヶ月後

 月 日 　　/     /     /     /     /     /     /     /     /     /     /     /

体重              kg
血圧 外来血圧 mmHg

家庭血圧mmHg

検査 尿潜血

尿沈渣（赤血球）

尿蛋白(mg/gCr.)
尿Alb（ｍｇ/gCr.）
Cre.(mg/dl)
eGFR
Hb.(g/dl)
K (mEq/L)
LDL-Ch.(mg/dl)

HbA1c (%)

TP or Alb.(g/dL)
その他

指導 食事指導 □塩分 □蛋白 □カリウム □塩分 □蛋白 □カリウム □塩分 □蛋白 □カリウム □塩分 □蛋白 □カリウム □塩分 □蛋白 □カリウム □塩分 □蛋白 □カリウム

その他の指導
かかりつけ医へのコメント 記載日 記載日 記載日 記載日 記載日 記載日

 臨床診断
　　（　　　　　　　　　　　　　　）

次回受診日 次回受診日 次回受診日 次回受診日 次回受診日 次回受診日



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四日市医師会　ＣＫＤ病診連携パス　 (3カ月間隔）

患者氏名

経過 １ヶ月後 ２ヶ月後 3ヶ月後 ４ヶ月後 ５ヶ月後 ６ヶ月後 ７ヶ月後 8ヶ月後 ９ヶ月後 10ヶ月後 11ヶ月後 12ヶ月後

 月 日 　　/     /     /     /     /     /     /     /     /     /     /     /

体重              kg
血圧 外来血圧 mmHg

家庭血圧mmHg

検査 尿潜血

尿沈渣（赤血球）

尿蛋白(mg/gCr.)
尿Alb（ｍｇ/gCr.）
Cre.(mg/dl)
eGFR
Hb.(g/dl)
K (mEq/L)
LDL-Ch.(mg/dl)

HbA1c (%)

TP or Alb.(g/dL)
その他

指導 食事指導 □塩分　□蛋白　□カリウム □塩分　□蛋白　□カリウム □塩分　□蛋白　□カリウム □塩分　□蛋白　□カリウム

その他の指導
かかりつけ医へのコメント 記載日 記載日 記載日 記載日

臨床診断
（　　　　　　　　　　　　　　　）

次回受診日 次回受診日 次回受診日 次回受診日



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四日市医師会　ＣＫＤ病診連携パス　 (4カ月間隔）

患者氏名

経過 １ヶ月後 ２ヶ月後 3ヶ月後 ４ヶ月後 ５ヶ月後 ６ヶ月後 ７ヶ月後 8ヶ月後 ９ヶ月後 10ヶ月後 11ヶ月後 12ヶ月後

 月 日 　　/     /     /     /     /     /     /     /     /     /     /     /

体重              kg
血圧 外来血圧 mmHg

家庭血圧mmHg

検査 尿潜血

尿沈渣（赤血球）

尿蛋白(mg/gCr.)
尿Alb（ｍｇ/gCr.）
Cre.(mg/dl)
eGFR
Hb.(g/dl)
K (mEq/L)
LDL-Ch.(mg/dl)

HbA1c (%)

TP or Alb.(g/dL)
その他

指導 食事指導 □塩分　　□蛋白　　□カリウム □塩分　 □蛋白 　カリウム □塩分　 □蛋白 　□カリウム

その他の指導
かかりつけ医へのコメント 記載日 記載日 記載日

 臨床診断
　　（　　　　　　　　　　　　　　）

次回受診日 次回受診日 次回受診日



四日市医師会　病診連携パス　乳がん術後

患者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　性別　□男　□女　生年月日　（□M □T □S □H）　　　　　年　　　　月　　　　日　　年齢　　　　　歳

身長　　　　　　　　　　cm　　体重　　　　　　　　　　kg　　体表面積　　　　　　　　　　　　　　 m2　閉経　（　前　・　後　)　（自然閉経　人工的　）

術後診断　　　　□右（　　　）□左（　　）　　　　T（　　　　）   N（　　　　）  M（　　　）stage (   　　   )　

手術日 平成　　　　　　 　年　　　　　　　月　　　　　　　　日

手術  □乳房部分切除　　　　□乳房切除

 □腋窩リンパ節郭清　□センチネルのみ　□検索なし

病理   組織型　（　　　　　　　　　）　浸潤径（　　　　　　　）cm　n (  　　　　/　　    )　　NG(   　  )　 LVI( 　　   )  Ki67(    　　  % )

 　

リスク分類　　     □low   □intermed  □　high

ホルモン感受性　□＋　  □±　        □−　　　　　 ER(     )  PgR(     ) 　

HER2                □+                       □-          　□０□１＋□２＋□３＋　　Fish□+  □-   　 

術後放射線　　　□なし　□温存乳腺　□鎖骨上　□胸壁　□腋窩

術後化学療法　　□なし　□あり(　　　　　　　　　　　　　　）×（　　　）コース　（　　　/      /     )〜（　　　/      /      )

術後治療   □アリミデックス　□フェマーラ　□アロマシン　□ノルバデックス　□タスオミン　　

　開始日（　  　　/　  　　/　　  　）　　終了予定日（ 　  　  / 　 

  □ゾラデックス　□リュープリン４Ｗ　□リュープリン12Ｗ

  開始日（　　  　/　  　　/　　  　）　　終了予定日（　     　/　　  　　）

術前治療　　 　　□なし　□ホルモン　□化学療法　

骨塩定量　　　　　T（　　  　　　）　　Z(　  　　　）　　　　　投薬　□なし　□あり（　　　　　　　　　　　　　　　　）

既往歴　  □なし　　□あり（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

急性期病院 □県立　□市立　□社保　　担当医　　　　　　　　　　　　　　　ＩＤ（        　　　　　　          ）

かかりつけ医  　　　　　　　　　　　　　　　　　担当医　　　　　　　　　　　　　　　ＩＤ（         　　　　　　         ）

□（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）があれば急性期病院に連絡して下さい

申し送り事項



□病院□医院 □病院□医院 □病院□医院 □病院□医院 □病院□医院 □病院□医院
 平成　　年　　月  平成　　年　　月  平成　　年　　月  平成　　年　　月  平成　　年　　月  平成　　年　　月
 平成　　年　　月　　日  平成　　年　　月　　日  平成　　年　　月　　日  平成　　年　　月　　日  平成　　年　　月　　日  平成　　年　　月　　日



術後１年目
退院時 紹介時 １年

  受診医療機関 病院 病院 □病院□医院 □病院□医院 □病院□医院 □病院□医院 □病院□医院 □病院□医院 □病院

　        予定日  　　年　　月　　日  　　年　　月　　日  　　年　　月　　日  　　年　　月　　日  　　年　　月　　日  　　年　　月　　日  　　年　　月　　日  　　年　　月　　日  　　年　　月　　日

　        実施日  　　年　　月　　日  　　年　　月　　日  　　年　　月　　日  　　年　　月　　日  　　年　　月　　日  　　年　　月　　日  　　年　　月　　日  　　年　　月　　日  　　年　　月　　日

　リンパ節

　胸壁

　息切れ

  骨痛

　　　　

　関節痛

　ホットフラッシュ

　　　　   注射部位

　せき

　後遺症 　リンパ浮腫

　痛み

　しびれ

　治療

CEA CA15-3

腹部CT・腹部エコー

胸部CT・胸部XP　

マンモ・エコー

骨シンチ

骨密度

連絡事項

　検査

　副作用

　再発所見



四日市医師会 病診連携パス 慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）

【患者氏名】 【性別】 □男 □女 【生年月日】 （ □明治 □大正 □昭和 □平成 ） 年 月 日

【身　　長】 ｃｍ 【体　　重】 ｋｇ 【発　　症】

□は、該当する場合「ﾚ」を入れてください

【　初回受診医療機関　】

□ 担当医 ＩＤ

□ 担当医 ＩＤ

□高血圧症 □糖尿病 □前立腺肥大症 □緑内障 □虚血性心疾患 □骨粗鬆症

□骨格筋機能障害 □消化器疾患 □抑うつ □その他 （ ）

□喫煙（ 本／日 年間） □禁煙（ 才まで 本／日 年間） □非喫煙

□済 （ 平成 年 月 日） □接種なし

□済 （ 平成 年 月 日） 級取得 □申請なし

□済 （ 平成 年 月 日） □未導入 取扱事業者 ＴＥＬ （ ） －

事業所名 ＴＥＬ （ ） －

事業所名 ＴＥＬ （ ） －

【　備　考　欄　】　　特記事項　メッセージなど

か か り つ け 医

急性期医療機関

Ｖｅｒ　1.0

【ＢＭＩ】

医療機関名称

医療機関名称

年 月 日

【 訪問リハビリ事業所 】

【　肺炎球菌ワクチン接種　】

【 身 体 障 害 者 申 請 】

【 在宅酸素療法導入 】

【 訪 問 看 護 事 業 所 】

【 併 存 症 】

【　喫煙状況　】

　Ⅰ　期（軽症）

　Ⅱ　期（中等症）

　Ⅲ　期（重症）

　Ⅳ　期（最重症）

　ＣＯＰＤ病期 　定　　　　　　　　　　　義

　一秒率70%未満かつ1秒量が正常値の80%以上

　一秒率70%未満かつ1秒量が正常値の50%以上80%未満

　一秒率70%未満かつ1秒量が正常値の30%以上50%未満

　一秒率70%未満かつ1秒量が正常値の30%未満、あるいは1秒量が正常値の50%未満で慢性呼吸不全を

Ｇｒａｄｅ　０
　Ｇｒａｄｅ　１

　Ｇｒａｄｅ　２

息切れを感じない
　強い労作で息切れを感じる

　平地を急ぎ足で移動する、または緩やかな坂を歩いて登るときに息切れを感じる
　Ｇｒａｄｅ　３ 　平地歩行でも同年齢の人より歩くのが遅い、または自分のペースで平地歩行していても息継ぎのため

　Ｇｒａｄｅ　４ 　約１００ヤード（９１．４ｍ）歩行した後息継ぎのため休む、または数分間、平地歩行したあと息継ぎのた

Ｇｒａｄｅ　５ 息切れがひどくて外出ができない、または衣服の着脱でも息切れがする

MRC息切れスケー 　定　　　　　　　　　　　義



労作時呼吸困難 □ あり □ あり □ あり □ あり □ あり □ あり □ あり

服薬 □ 可 □ 可 □ 可 □ 可 □ 可 □ 可 □ 可

日常生活が出来る □ 可 □ 可 □ 可 □ 可 □ 可 □ 可 □ 可

喫煙状況 □ 喫煙 □ 喫煙 □ 喫煙 □ 喫煙 □ 喫煙 □ 喫煙 □ 喫煙

□ 室内気□　酸素 ℓ/min □ 室内気□ 酸素 ℓ/min □ 室内気□ 酸素 ℓ/min □ 室内気□ 酸素 ℓ/min □ 室内気□ 酸素 ℓ/min □ 室内気□ 酸素 ℓ/min □ 室内気□ 酸素 ℓ/min

□ 室内気□ 酸素 ℓ/min □ 室内気□ 酸素 ℓ/min □ 室内気□ 酸素 ℓ/min

□ あり（ ） □なし □ あり（ ） □なし □ あり（ ） □なし

□ あり（ ） □なし □ あり（ ） □なし □ あり（ ） □なし □ あり（ ） □なし □ あり（ ） □なし □ あり（ ） □なし □ あり（ ） □なし

□ あり（ ） □なし □ あり（ ） □なし □ あり（ ） □なし □ あり（ ） □なし □ あり（ ） □なし □ あり（ ） □なし □ あり（ ） □なし

抗コリン剤

吸入ステロイド

経口ステロイド

LABA

SABA

テオフィリン製剤

去痰剤

その他

インフルエンザワクチン □ あり（ ） □なし □ あり（ ） □なし □ あり（ ） □なし □ あり（ ） □なし □ あり（ ） □なし □ あり（ ） □なし □ あり（ ） □なし

呼吸リハビリテーション □ あり（ ） □なし □ あり（ ） □なし □ あり（ ） □なし □ あり（ ） □なし □ あり（ ） □なし □ あり（ ） □なし □ あり（ ） □なし

□ Ⅰ □ Ⅱ □ Ⅲ □ Ⅳ □ Ⅰ □ Ⅱ □ Ⅲ □ Ⅳ □ Ⅰ □ Ⅱ □ Ⅲ □ Ⅳ □ Ⅰ □ Ⅱ □ Ⅲ □ Ⅳ □ Ⅰ □ Ⅱ □ Ⅲ □ Ⅳ □ Ⅰ □ Ⅱ □ Ⅲ □ Ⅳ □ Ⅰ □ Ⅱ □ Ⅲ □ Ⅳ

□ （ ） □ （ ） □ （ ） □ （ ） □ （ ） □ （ ） □ （ ）

安静  労作  就寝  安静  労作  就寝  安静  労作  就寝  安静  労作  就寝  安静  労作  就寝  安静  労作  就寝  安静  労作  就寝  

□

□

胸部X線写真所見

肺性心

□

□

□

□　不可

□　禁煙

□

□

　　　　　　　　Ｓｐ Ｏ２

　　　　　　　　　　　　　　　　％

かかりつけ医

平成 　 　年 　 　月　  　日

□　なし

□　不可

□

□

□

□

□　禁煙

　　　　　　          　　　　        Kg 　　　　　　　　　　                  Kg

□　禁煙

　　FEV1.0

□

□　不可

□　なし

□　不可 □　不可

□　不可 □　不可

□　不可

□　不可

□　不可

急性期医療機関

 平成 　 　年 　 　月　  　日

□　なし

かかりつけ医

平成 　 　年 　 　月　  　日

□　なし

□

□　不可

スパイロメーター

　　％FEV1.０

　　FEV1.0

　　FVC

 平成 　 　年 　 　月　  　日

□　不可

　　　　　　　　　　　　　　　　％

　　　　　　　　Ｓｐ Ｏ2

　　　　　　　　　　　　　　　　％

　　　　　　　　Ｓｐ Ｏ２

　　　　　　          　　　　        Kg 　　　　　　      　　　　            Kg

肺性心

動脈血液ガス分析

　　PaO2 (torr)

胸部X線写真所見

胸部CT所見

胸部X線写真所見

□

□　禁煙

　　　　　　        　　　　          Kg

□□

□

□□

□

□

□□

□

□

□

□□

□□

肺性心

胸部X線写真所見

肺性心

□□

□

　　　　　　　　Ｓｐ Ｏ2

　　　　　　　　　　　　　　　　％ 　　　　　　　　　　　　　　　　　％

動脈血液ガス分析

　　PH

　　PaCO2 (torr)

　　FEV1.0％

胸部X線写真所見

肺性心

□　禁煙

　　　　　　           　　　　       Kg

　　　　　　　　Ｓｐ Ｏ2

□

　　FVC

　　FEV1.0

□

□

□

　　FEV1.0％

　　％FEV1.０

　　PH

肺性心

□

□

□

　　　　　　　　Ｓｐ Ｏ２ 　　　　　　　　Ｓｐ Ｏ２

　　　　　　　　　　　　　　　　　％ 　　　　　　　　　　　　　　　　％

胸部CT所見

肺性心

□ □

□

胸部X線写真所見 胸部X線写真所見

□

□

□

体　　重　 (kg)

かかりつけ医 急性期医療機関

達
成
目
標

□　なし

□　不可

□　不可

□　禁煙

□　なし

□

受診医療機関

平成 　 　年 　 　月　  　日

パススタート

経　　過

MRC息切れスケール

□　禁煙

かかりつけ医 急性期医療機関

平成 　 　年 　 　月　  　日  平成 　 　年 　 　月　  　日

□　なし

　　　　　　       　　　　           Kg

特記事項

検
　
　
査

治
　
　
療

　　PaCO2 (torr)

　　PH

　　FEV1.0％

□

COPD病期

バリアンス

在宅酸素投与量（ℓ/min）

要介護度

□

□

□

胸部CT所見

動脈血液ガス分析

　　PaCO2 (torr)

　　PaO2 (torr)

　　FVC

スパイロメーター

　　％FEV1.０

　　PaO2 (torr)

スパイロメーター

， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ，



四日市医師会　病診連携パス　　　　肺癌

紹介日　平成　　　 　年　　　　月　　　　日

手術年月日 平成　　　　　　 　年　　　　　　　月　　　　　　　　日

退院日 平成　　　　　　 　年　　　　　　　月　　　　　　　　日

手術施行病院

かかりつけ医  　　　　　　　　　　　　　　　　  　担当医　　　　　　　　　　　ＩＤ（         　　　　　　         ）

手術情報

手術術式： □肺部分切除　□肺区域切除術　□肺葉切除術　□リンパ節郭清術　□その他（　　　　　　　　　　　　）

<T> □1a　□1b　□2a　□2b　□3 <N> 0 <M> 0

ステージ： □ⅠA　□ⅠB　□ⅡA　□ⅡB 　  ly　　　　　 　　　v                    v

病理診断： □扁平上皮癌　□腺癌　□大細胞癌　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

EGFR遺伝子変異 □陽性　□陰性　□不明　□未測定

基礎疾患・合併症 □なし　□高血圧　□糖尿病　□高脂血症　□呼吸不全　□腎機能不全　□肝機能不全　□虚血性心不全　□その他（　 　　　　　　　　　 

アレルギ－歴 □なし　□不明　□あり（　　　　　　　　） 喫煙歴 □なし　□あり（　　）本/日×（　　）年

既往歴 □なし　□不明　□あり（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

投薬内容

ユーエフティ（□カプセル　□E顆粒）　　（　　　　）mg（分　　　） 　  （　　　）年間・　　　/　　　　　・

申し送り項目

□緊急胸部症状（その他　　　　　　　　　　　　　　　）があれば連携病院に連絡して下さい。

＜１日投与量＞ ＜投与予定期間・投与開始日＞

患者氏名  　　　　　　　　　　性別　□男　□女　生年月日　（□明治 □大正 □昭和 □平成）　　　　　年　　　　月　　　　日　　年齢　　　　　歳

術前体重  　　　　　　　　㎏

対象部位：  　　　　　　　　　　　　 臨床診断：非小細胞肺癌

＜化学療法＞

□県立　□市立　□社保　　担当医　　　　　　　　　　　ＩＤ（        　　　　　　          ）



退院時 紹介時 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月

手術施行病院 手術施行病院 手術施行病院 かかりつけ医 手術施行病院 かかりつけ医 かかりつけ医 手術施行病院

平成　　年　　月　　日 平成　　年　　月　　日 平成　　年　　月　　日 平成　　年　　月　　日 平成　　年　　月　　日 平成　　年　　月　　日 平成　　年　　月　　日

平成　　年　　月　　日 平成　　年　　月　　日 平成　　年　　月　　日 平成　　年　　月　　日 平成　　年　　月　　日 平成　　年　　月　　日 平成　　年　　月　　日 平成　　年　　月　　日

咳嗽 □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし

胸痛 □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし

血痰 □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし

呼吸困難 □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし

頚部・鎖骨下リンパ節 □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし

創部痛 □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし

他部位疼痛 □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし

　部位 （　　　　　　　　） （　　　　　　　　） （　　　　　　　　） （　　　　　　　　） （　　　　　　　　） （　　　　　　　　） （　　　　　　　　） （　　　　　　　　）

体重（㎏)

PS 0・1・2・3・4 0・1・2・3・4 0・1・2・3・4 0・1・2・3・4 0・1・2・3・4 0・1・2・3・4 0・1・2・3・4 0・1・2・3・4

血液検査 □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし

腫瘍マーカー □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし

胸部X線 □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし

胸腹部CT □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし

脳CT・ＭＲＩ □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし

UFT（　　　　　）㎎ □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし

内服薬（一般薬） □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし

血球減少 □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし

肝機能障害 □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし

消化器症状 □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし

（　　　　　　　　） （　　　　　　　　） （　　　　　　　　） （　　　　　　　　） （　　　　　　　　） （　　　　　　　　） （　　　　　　　　） （　　　　　　　　）

味覚障害 □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし

嗅覚障害 □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし

麻痺・しびれ □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし

ふらつき □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし

特記事項

＊「その他」の欄には具体的な内容を記載して下さい。 ＊検査等について実施時期・継続期間等について具体的に指示して下さい。

（術　後）

治療

副作用

検査

症状

受診医療機関

予定日

実施日

全身状態



退院時 紹介時 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 12ヶ月

手術施行病院 手術施行病院 かかりつけ医 かかりつけ医
□手術施行病院
□かかりつけ医

かかりつけ医 かかりつけ医 手術施行病院

平成　　年　　月　　日 平成　　年　　月　　日 平成　　年　　月　　日 平成　　年　　月　　日 平成　　年　　月　　日 平成　　年　　月　　日 平成　　年　　月　　日

平成　　年　　月　　日 平成　　年　　月　　日 平成　　年　　月　　日 平成　　年　　月　　日 平成　　年　　月　　日 平成　　年　　月　　日 平成　　年　　月　　日 平成　　年　　月　　日

咳嗽 □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし

胸痛 □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし

血痰 □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし

呼吸困難 □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし

頚部・鎖骨下リンパ節 □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし

創部痛 □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし

他部位疼痛 □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし

　部位 （　　　　　　　　） （　　　　　　　　） （　　　　　　　　） （　　　　　　　　） （　　　　　　　　） （　　　　　　　　） （　　　　　　　　） （　　　　　　　　）

体重（㎏)

PS 0・1・2・3・4 0・1・2・3・4 0・1・2・3・4 0・1・2・3・4 0・1・2・3・4 0・1・2・3・4 0・1・2・3・4 0・1・2・3・4

血液検査 □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし

腫瘍マーカー □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし

胸部X線 □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし

胸腹部CT □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし

脳CT・ＭＲＩ □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし

UFT（　　　　　）㎎ □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし

内服薬（一般薬） □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし

血球減少 □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし

肝機能障害 □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし

消化器症状 □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし

（　　　　　　　　） （　　　　　　　　） （　　　　　　　　） （　　　　　　　　） （　　　　　　　　） （　　　　　　　　） （　　　　　　　　） （　　　　　　　　）

味覚障害 □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし

嗅覚障害 □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし

麻痺・しびれ □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし

ふらつき □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし

特記事項

＊「その他」の欄には具体的な内容を記載して下さい。 ＊検査等について実施時期・継続期間等について具体的に指示して下さい。

副作用

（術　後）

全身状態

検査

治療

受診医療機関

予定日

実施日

症状



退院時 紹介時 　　年　　ヶ月 　　年　　ヶ月 　　年　　ヶ月 　　年　　ヶ月 　　年　　ヶ月 　　年　　ヶ月

手術施行病院 手術施行病院 かかりつけ医 かかりつけ医
□手術施行病院
□かかりつけ医

かかりつけ医 かかりつけ医 手術施行病院

平成　　年　　月　　日 平成　　年　　月　　日 平成　　年　　月　　日 平成　　年　　月　　日 平成　　年　　月　　日 平成　　年　　月　　日 平成　　年　　月　　日

平成　　年　　月　　日 平成　　年　　月　　日 平成　　年　　月　　日 平成　　年　　月　　日 平成　　年　　月　　日 平成　　年　　月　　日 平成　　年　　月　　日 平成　　年　　月　　日

咳嗽 □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし

胸痛 □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし

血痰 □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし

呼吸困難 □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし

頚部・鎖骨下リンパ節 □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし

創部痛 □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし

他部位疼痛 □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし

　部位 （　　　　　　　　） （　　　　　　　　） （　　　　　　　　） （　　　　　　　　） （　　　　　　　　） （　　　　　　　　） （　　　　　　　　） （　　　　　　　　）

体重（㎏)

PS 0・1・2・3・4 0・1・2・3・4 0・1・2・3・4 0・1・2・3・4 0・1・2・3・4 0・1・2・3・4 0・1・2・3・4 0・1・2・3・4

血液検査 □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし

腫瘍マーカー □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし

胸部X線 □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし

胸腹部CT □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし

脳CT・ＭＲＩ □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし

UFT（　　　　　）㎎ □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし

内服薬（一般薬） □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし

血球減少 □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし

肝機能障害 □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし

消化器症状 □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし

（　　　　　　　　） （　　　　　　　　） （　　　　　　　　） （　　　　　　　　） （　　　　　　　　） （　　　　　　　　） （　　　　　　　　） （　　　　　　　　）

味覚障害 □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし

嗅覚障害 □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし

麻痺・しびれ □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし

ふらつき □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし □あり　　□なし

特記事項

＊「その他」の欄には具体的な内容を記載して下さい。 ＊検査等について実施時期・継続期間等について具体的に指示して下さい。

副作用

（術　後）

全身状態

検査

治療

受診医療機関

予定日

実施日

症状



四日市医師会　　病診連携パス　 　　胃癌

患者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　性別　□男　□女　生年月日　（□明治 □大正 □昭和 □平成）　　　　　年　　　　月　　　　日　　年齢　　　　　歳

術前体重                    

手術日 平成　　　　　　 　年　　　　　　　月　　　　　　　　日

退院日 平成　　　　　　 　年　　　　　　　月　　　　　　　　日

手術施行病院 □県立　□市立　□社保　　担当医　　　　　　　　　　　ＩＤ（        　　　　　　          ）

かかりつけ医  　　　　　　　　　　　　　　　　  　担当医　　　　　　　　　　　ＩＤ（         　　　　　　         ）

手術情報 平成　　　　　　 　年　　　　　　　月　　　　　　　　日

Stage分類 組織型

（胃切除内容）　　　　　　　（リンパ節郭清 　 （再建法）

□幽門側胃切除術　　　　 □Ｄ３ □BillrothⅠ法

□噴門側胃切除術　　　　 □Ｄ２＋α □BillrothⅡ法

□胃全摘術　　　　　　　　　□Ｄ２ □Ｒoux-Ｙ法　

□腹腔鏡下手術　　　　　　□Ｄ１＋α □その他

□その他　　　　　　　　　　  □Ｄ１＋β

□緊急腹部症状（その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）があれば連携病院に連絡して下さい

申し送り事項



退院時 紹介時 ２～３ヶ月 ４～５ヶ月 ６～７ヶ月 １０～１１ヶ月        １２ヶ月

     受診医療機関 手術施行病院 手術施行病院 かかりつけ医 かかりつけ医 手術施行病院 かかりつけ医 手術施行病院

　            予定日  平成　　年　　月ごろ  平成　　年　　月ごろ  平成　　年　　月ごろ  平成　　年　　月ごろ  平成　　年　　月ごろ  平成　　年　　月ごろ

　            実施日  平成　　年　　月　　日  平成　　年　　月　　日  平成　　年　　月　　日  平成　　年　　月　　日  平成　　年　　月　　日  平成　　年　　月　　日  平成　　年　　月　　日

  悪心、嘔吐 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　食欲不振 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　イレウス症状 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　　　　 　ダンピング症状　　　　 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　　　　　

　　体重（Kg)

  血液検査 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　腫瘍マーカー

　　　（　　　　　　　　　　　） □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　　　　　US □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

 　　　　 CT □あり　□なし □あり　□なし

　胃内視鏡検査 □あり　□なし

  TS-1     （　　　　　     ） □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　内服薬　（一般薬） □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

    白血球減少 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　　血小板減少 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　副作用 　　貧血 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　　肝機能障害 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　　下痢症状 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

＊「その他」の欄には具体的な内容を記載して下さい ＊検査・治療について実施時期・継続期間等について具体的に指示して下さい

　　治療　　

　　特記事項

　　検査

　　症状



退院時 紹介時

     受診医療機関 手術施行病院 手術施行病院 かかりつけ医 かかりつけ医 手術施行病院 かかりつけ医 手術施行病院

　            予定日  平成　　年　　月ごろ  平成　　年　　月ごろ  平成　　年　　月ごろ  平成　　年　　月ごろ  平成　　年　　月ごろ  平成　　年　　月ごろ

　            実施日  平成　　年　　月　　日  平成　　年　　月　　日  平成　　年　　月　　日  平成　　年　　月　　日  平成　　年　　月　　日  平成　　年　　月　　日  平成　　年　　月　　日

  悪心、嘔吐 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　食欲不振 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　イレウス症状 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　　　　 　ダンピング症状　　　　 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　　　　　

　　体重（Kg)

  血液検査 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　腫瘍マーカー

　　　（　　　　　　　　　　　） □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　　　　　US □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

 　　　　 CT □あり　□なし □あり　□なし

　胃内視鏡検査 □あり　□なし

  TS-1     （　　　　　     ） □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　内服薬　（一般薬） □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

    白血球減少 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　　血小板減少 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　副作用 　　貧血 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　　肝機能障害 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　　下痢症状 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

＊「その他」の欄には具体的な内容を記載して下さい ＊検査・治療について実施時期・継続期間等について具体的に指示して下さい

　　治療　　

　　特記事項

　　検査

　　症状



四日市医師会　　病診連携パス　 　　肝癌

患者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　性別　□男　□女　生年月日　（□明治 □大正 □昭和 □平成）　　　　　年　　　　月　　　　日　　年齢　　　　　歳

紹介　　　年　　　月　　　日                    

加療年月日 平成　　　　　　 　年　　　　　　　月　　　　　　　　日

退院日 平成　　　　　　 　年　　　　　　　月　　　　　　　　日

加療施行病院 □県立　□市立　□社保　　担当医　　　　　　　　　　　ＩＤ（        　　　　　　          ）

かかりつけ医  　　　　　　　　　　　　　　　　  　担当医　　　　　　　　　　　ＩＤ（         　　　　　　         ）

今回の肝癌情報 最大径　　　　cm　　　　　　個数　　　　　個（S1・S2・S3・S4・S5・S6・S7・S8） Child-Pugh（□A　　□B　　□C）

脈管侵襲（有・無）　　　　　肝外転移（有・無）

加療内容

□TAE　　　　　　　　　　　　　□RFA 　　　　　　　　□PEIT

□肝切除　　　　　　　　　　　□その他（　　　　　　）

投薬内容 （　　　　　　　　　　　　　　　　）

□緊急腹部症状（その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）があれば連携病院に連絡して下さい

申し送り事項



退院時 紹介時 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月

     受診医療機関 加療施行病院 加療施行病院 かかりつけ医 かかりつけ医 加療施行病院 かかりつけ医 かかりつけ医 加療施行病院

　            予定日  平成　　年　　月ごろ  平成　　年　　月ごろ  平成　　年　　月ごろ  平成　　年　　月ごろ  平成　　年　　月ごろ  平成　　年　　月ごろ  平成　　年　　月ごろ

　            実施日  平成　　年　　月　　日  平成　　年　　月　　日  平成　　年　　月　　日  平成　　年　　月　　日  平成　　年　　月　　日  平成　　年　　月　　日  平成　　年　　月　　日  平成　　年　　月　　日

　脳症 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　浮腫 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　その他 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

□あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　　　　　

体重（Kg)

  血液検査 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　　　PIVKA-Ⅱ □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　　　AFP □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　　　US □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　　　CT・MRI □あり　□なし □あり　□なし

　　　その他 □あり　□なし

＊「その他」の欄には具体的な内容を記載して下さい ＊検査等について実施時期・継続期間等について具体的に指示して下さい

特記事項

検査

症状



7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 12ヶ月

     受診医療機関 かかりつけ医 かかりつけ医 加療施行病院 かかりつけ医 かかりつけ医 加療施行病院

　            予定日  平成　　年　　月ごろ  平成　　年　　月ごろ  平成　　年　　月ごろ  平成　　年　　月ごろ  平成　　年　　月ごろ  平成　　年　　月ごろ

　            実施日  平成　　年　　月　　日  平成　　年　　月　　日  平成　　年　　月　　日  平成　　年　　月　　日  平成　　年　　月　　日  平成　　年　　月　　日

　脳症 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　浮腫 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　その他 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

□あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　　　　　

体重（Kg)

  血液検査 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　　　PIVKA-Ⅱ □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　　　AFP □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　　　US □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　　　CT・MRI □あり　□なし □あり　□なし

　　　その他 □あり　□なし

＊「その他」の欄には具体的な内容を記載して下さい

特記事項

検査

症状



     受診医療機関 かかりつけ医 かかりつけ医 加療施行病院 かかりつけ医 かかりつけ医 加療施行病院

　            予定日  平成　　年　　月ごろ  平成　　年　　月ごろ  平成　　年　　月ごろ  平成　　年　　月ごろ  平成　　年　　月ごろ  平成　　年　　月ごろ

　            実施日  平成　　年　　月　　日  平成　　年　　月　　日  平成　　年　　月　　日  平成　　年　　月　　日  平成　　年　　月　　日  平成　　年　　月　　日

　脳症 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　浮腫 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　その他 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

□あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　　　　　

体重（Kg)

  血液検査 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　　　PIVKA-Ⅱ □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　　　AFP □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　　　US □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　　　CT・MRI □あり　□なし □あり　□なし

　　　その他 □あり　□なし

＊「その他」の欄には具体的な内容を記載して下さい

特記事項

検査

症状



四日市医師会　　　病診連携パス　 　大腸癌

患者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　性別　□男　□女　生年月日　（□明治 □大正 □昭和 □平成）　　　　　年　　　　月　　　　日　　年齢　　　　　歳

術前体重                    

手術日     平成　　　　　　 　年　　　　　　　月　　　　　　　　日

退院日 平成　　　　　　 　年　　　　　　　月　　　　　　　　日

手術施行病院 □県立　□市立　□社保　　担当医　　　　　　　　　　　ＩＤ（        　　　　　　          ）

かかりつけ医  　　　　　　　　　　　　　　　　  　担当医　　　　　　　　　　　ＩＤ（         　　　　　　         ）

手術情報 平成　　　　　　 　年　　　　　　　月　　　　　　　　日

fStage分類：N    H    P    M     Stage      組織型、深達度：　　　　　　　　　　　　　　　　　　m,　 sm,　 mp, 　ss, 　se,　 si, 　a, 　ai

罹患部位： 盲腸、　　上行結腸、　横行結腸、　下行結腸、　Ｓ状結腸、　直腸（Ｒｓ，　Ｒａ，　Ｒｂ）、　肛門

手術術式：

リンパ節郭清： □Ｄ３ □Ｄ２　　　　　　　　　　　　　　　□Ｄ１　　　　　　　　　　　　　□Ｄ０

術前、術後の化学療法、放射線療法：

投薬情報：

既往歴：

□緊急腹部症状（その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）があれば連携病院に連絡して下さい

申し送り事項



退院時 紹介時 ２～３ヶ月 ４～５ヶ月 ６～７ヶ月 ９～１０ヶ月        １２ヶ月

     受診医療機関 手術施行病院 手術施行病院 かかりつけ医 かかりつけ医 手術施行病院 かかりつけ医 手術施行病院

　            予定日  平成　　年　　月ごろ  平成　　年　　月ごろ  平成　　年　　月ごろ  平成　　年　　月ごろ  平成　　年　　月ごろ  平成　　年　　月ごろ

　            実施日  平成　　年　　月　　日  平成　　年　　月　　日  平成　　年　　月　　日  平成　　年　　月　　日  平成　　年　　月　　日  平成　　年　　月　　日  平成　　年　　月　　日

　腹　痛 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　食欲不振 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　便　通 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　　　　 　イレウス症状　　　　 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　　　　　

体重（Kg)

  血液検査 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　腫瘍マーカー

　　　（　　　　　　　　　　　） □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　　　　　ＣＴ □あり　□なし □あり　□なし

 　　ＣＦまたは注腸 □あり　□なし

　　　 □あり　□なし

  抗癌剤  （　　　　　     ） □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　内服薬　（一般薬） □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

    白血球血小板減少 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　　貧血 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　　肝機能障害 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　　吐気、下痢症状 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　　倦怠感 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

＊「その他」の欄には具体的な内容を記載して下さい ＊検査・治療について実施時期・継続期間等について具体的に指示して下さい

　　特記事項

検査

症状

治療　

副作用



退院時 紹介時

     受診医療機関 手術施行病院 手術施行病院 かかりつけ医 かかりつけ医 手術施行病院 かかりつけ医 手術施行病院

　            予定日  平成　　年　　月ごろ  平成　　年　　月ごろ  平成　　年　　月ごろ  平成　　年　　月ごろ  平成　　年　　月ごろ  平成　　年　　月ごろ

　            実施日  平成　　年　　月　　日  平成　　年　　月　　日  平成　　年　　月　　日  平成　　年　　月　　日  平成　　年　　月　　日  平成　　年　　月　　日  平成　　年　　月　　日

　腹　痛 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　食欲不振 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　便　通 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　　　　 　イレウス症状　　　　 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　　　　　

体重（Kg)

  血液検査 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　腫瘍マーカー

　　　（　　　　　　　　　　　） □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　　　　　ＣＴ □あり　□なし □あり　□なし

 　　ＣＦまたは注腸 □あり　□なし

　　　 □あり　□なし

  抗癌剤  （　　　　　     ） □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　内服薬　（一般薬） □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

    白血球血小板減少 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　　貧血 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　　肝機能障害 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　　吐気、下痢症状 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　　倦怠感 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

＊「その他」の欄には具体的な内容を記載して下さい ＊検査・治療について実施時期・継続期間等について具体的に指示して下さい

　　特記事項

症状

検査

治療　

副作用



１年３ヶ月 １年６ヶ月 １年９ヶ月 ２年

     受診医療機関 かかりつけ医 手術施行病院 かかりつけ医 手術施行病院

　            予定日  平成　　年　　月ごろ  平成　　年　　月ごろ  平成　　年　　月ごろ  平成　　年　　月ごろ

　            実施日  平成　　年　　月　　日  平成　　年　　月　　日  平成　　年　　月　　日  平成　　年　　月　　日

　腹　痛 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　食欲不振 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　便　通 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　　　　 　イレウス症状　　　　 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　　　　　

体重（Kg)

  血液検査 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　腫瘍マーカー

（　　　　　　　　　　　） □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　　　　　ＣＴ □あり　□なし

 　　ＣＦまたは注腸

　　　

  抗癌剤  （　　　　　     ） □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　内服薬　（一般薬） □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

    白血球血小板減少 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　　貧血 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　　肝機能障害 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　　吐気、下痢症状 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　　倦怠感 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

＊「その他」の欄には具体的な内容を記載して下さい　　　　＊検査・治療について実施時期・継続期間等について具体的に指示して下さい

症状

検査

　　特記事項

治療　

副作用



２年３ヶ月 ２年６ヶ月 ２年９ヶ月 ３年

     受診医療機関 かかりつけ医 手術施行病院 かかりつけ医 手術施行病院

　            予定日  平成　　年　　月ごろ  平成　　年　　月ごろ  平成　　年　　月ごろ  平成　　年　　月ごろ

　            実施日  平成　　年　　月　　日  平成　　年　　月　　日  平成　　年　　月　　日  平成　　年　　月　　日

　腹　痛 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　食欲不振 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　便　通 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　　　　 　イレウス症状　　　　 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　　　　　

体重（Kg)

  血液検査 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　腫瘍マーカー

（　　　　　　　　　　　） □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　　　　　ＣＴ □あり　□なし

 　　ＣＦまたは注腸

　　　

  抗癌剤  （　　　　　     ） □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　内服薬　（一般薬） □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

    白血球血小板減少 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　　貧血 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　　肝機能障害 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　　吐気、下痢症状 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　　倦怠感 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

＊「その他」の欄には具体的な内容を記載して下さい　　　　＊検査・治療について実施時期・継続期間等について具体的に指示して下さい

症状

検査

　　特記事項

治療　

副作用



３年３ヶ月 ３年６ヶ月 ３年９ヶ月 ４年

     受診医療機関 かかりつけ医 手術施行病院 かかりつけ医 手術施行病院

　            予定日  平成　　年　　月ごろ  平成　　年　　月ごろ  平成　　年　　月ごろ  平成　　年　　月ごろ

　            実施日  平成　　年　　月　　日  平成　　年　　月　　日  平成　　年　　月　　日  平成　　年　　月　　日

　腹　痛 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　食欲不振 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　便　通 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　　　　 　イレウス症状　　　　 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　　　　　

体重（Kg)

  血液検査 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　腫瘍マーカー

（　　　　　　　　　　　） □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　　　　　ＣＴ □あり　□なし

 　　ＣＦまたは注腸

　　　

  抗癌剤  （　　　　　     ） □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　内服薬　（一般薬） □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

    白血球血小板減少 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　　貧血 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　　肝機能障害 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　　吐気、下痢症状 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　　倦怠感 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

＊「その他」の欄には具体的な内容を記載して下さい　　　　＊検査・治療について実施時期・継続期間等について具体的に指示して下さい

症状

検査

　　特記事項

治療　

副作用



４年３ヶ月 ４年６ヶ月 ４年９ヶ月 ５年

     受診医療機関 かかりつけ医 手術施行病院 かかりつけ医 手術施行病院

　            予定日  平成　　年　　月ごろ  平成　　年　　月ごろ  平成　　年　　月ごろ  平成　　年　　月ごろ

　            実施日  平成　　年　　月　　日  平成　　年　　月　　日  平成　　年　　月　　日  平成　　年　　月　　日

　腹　痛 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　食欲不振 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　便　通 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　　　　 　イレウス症状　　　　 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　　　　　

体重（Kg)

  血液検査 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　腫瘍マーカー

（　　　　　　　　　　　） □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　　　　　ＣＴ □あり　□なし

 　　ＣＦまたは注腸

　　　

  抗癌剤  （　　　　　     ） □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　内服薬　（一般薬） □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

    白血球血小板減少 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　　貧血 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　　肝機能障害 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　　吐気、下痢症状 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

　　倦怠感 □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし □あり　□なし

＊「その他」の欄には具体的な内容を記載して下さい　　　　＊検査・治療について実施時期・継続期間等について具体的に指示して下さい

症状

検査

　　特記事項

治療　

副作用



四日市医師会　病診連携パス　C型慢性肝炎

患者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　性別　□男　□女　生年月日　（□昭和 □平成）　　　　　年　　　　月　　　　日　　年齢　　　　　歳　　体重　　　　　　kg

ｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝ導入病院□県立　□市立　□社保　　担当医　　　　　　　　　　　ＩＤ（        　　　　　　          ）

かかりつけ医  　　　　　　　　　　　　　　　　　担当医　　　　　　　　　　　ＩＤ（         　　　　　　         ）

診断名 C型慢性肝炎　　or　　C型肝硬変, ウイルスGenotype　１　or　２,　ウイルス量　　　　　　LogIU/ml（高ウイルス、低ウイルス）

ｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝ導入 □初回　　　□再投与 肝生検歴　　なし　　or　　あり　　（昭和、平成　　　年、診断名　　　　　　　　　　　　　　　　　）

抗ウイルス療法 （ペグイントロン （　　　　　　μｇ）　＋　レベトール （　　　　　　mg））　X　　　　　　週間

併用薬 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　併用禁忌薬剤：小柴胡湯を使用していない　□確認

合併症 □高血圧症　　　□糖尿病　　　□甲状腺疾患　　　□うつ病　　　□その他（　　　　　　　　　）　　　□妊娠してないことの確認

検査項目 両者中止基準 減量基準 ﾍﾟｸﾞｲﾝﾄﾛﾝ ﾚﾍﾞﾄｰﾙ
白血球(/μL) 1000未満 1500未満 0.75μg/kg 変更なし
好中球(/μL) 500未満 750未満 0.75μg/kg 変更なし
血小板(/μL) 50000未満 80000未満 0.75μg/kg 変更なし

Hｂ(g/dL) 8.5未満 10未満 変更なし 600→400mg
変更なし 800→600mg
変更なし 1000→600mg

ﾍﾟｸﾞｲﾝﾄﾛﾝ + ﾚﾍﾞﾄｰﾙ併用　　　　

申し送り事項

日時 注意事項



患者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　性別　生年月日　（□昭和 □平成）　　　　　年　　　　月　　　　日

連携病院 病院名 □県立　□市立　□社保
診療所名 　　　　　　　　　　　　　　　

チェック項目 診療週数 週 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
注射日 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／

注射薬 ペグイントロン 投与量(μg)
経口投与 レベトール 投与量(mg)

診察 発熱（37度以上）
解熱剤の投与
全身倦怠感 問題ない場合は○
食欲低下 問題ある場合は×
うつ傾向
咳
発疹
脱毛
眼底チェック 異常無い場合　○

血算 WBC
好中球 正常範囲内は○
Hb 異常値は　×
Plt

肝機能 ALT(GPT) 30IU/ｍｌ未満は○

ｳｲﾙｽ学 HCVRNA定量 検出されない時○
(ﾘｱﾙﾀｲﾑPCR) 検出される時×

その他 甲状腺機能 正常時　○
（FT4, TSH) 異常時　×

画像評価 US or CT 異常無い時○

備考

異常値の場合は検査値コピーを添付してください。



患者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　

項目 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／

投与量

投与量

発熱
解熱剤
倦怠感
食欲低下
うつ傾向
咳
発疹
脱毛
眼底

WBC
好中球
Hb
Plt

ALT

HCVRNA

甲状腺

画像

異常値の場合は検査値コピーを添付してください。



患者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　

項目 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／

投与量

投与量

発熱
解熱剤
倦怠感
食欲低下
うつ傾向
咳
発疹
脱毛
眼底

WBC
好中球
Hb
Plt

ALT

HCVRNA

甲状腺

画像

異常値の場合は検査値コピーを添付してください。



項目 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／

投与量

投与量

発熱
解熱剤
倦怠感
食欲低下
うつ傾向
咳
発疹
脱毛
眼底

WBC
好中球
Hb
Plt

ALT

HCVRNA

甲状腺

画像

異常値の場合は検査値コピーを添付してください。



四日市医師会　病診連携パス　C型慢性肝炎

患者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　性別　□男　□女　生年月日　（□昭和 □平成）　　　　　年　　　　月　　　　日　　年齢　　　　　歳　　体重　　　　　　kg

ｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝ導入病院□県立　□市立　□社保　　担当医　　　　　　　　　　　ＩＤ（        　　　　　　          ）

かかりつけ医  　　　　　　　　　　　　　　　　　担当医　　　　　　　　　　　ＩＤ（         　　　　　　         ）

診断名 C型慢性肝炎　　or　　C型肝硬変, ウイルスGenotype　１　or　２,　ウイルス量　　　　　　LogIU/ml（高ウイルス、低ウイルス）

ｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝ導入 □初回　　　□再投与 肝生検歴　　なし　　or　　あり　　（昭和、平成　　　年、診断名　　　　　　　　　　　　　　　　　）

抗ウイルス療法 （ペガシス　　（　　　　　　μｇ）　＋ コペガス　　（　　　　　　mg））　X　　　　　　週間

併用薬 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　併用禁忌薬剤：小柴胡湯を使用していない　□確認

合併症 □高血圧症　　　□糖尿病　　　□甲状腺疾患　　　□うつ病　　　□その他（　　　　　　　　　）　　　□妊娠してないことの確認

検査項目 中止基準 減量基準 ペガシス
好中球(/μL) 500未満 750未満 180→90μg

血小板(/μL) 25000未満 50000未満 180→90μg

Hｂ(g/dL) 8.5未満

検査項目 両者中止基準 減量基準 ﾍﾟｶﾞｼｽ ｺﾍﾟｶﾞｽ
好中球(/μL) 500未満 750未満 180→90μg 変更なし
血小板(/μL) 50000未満

Hｂ(g/dL) 8.5未満 10未満 変更なし 600→400mg
変更なし 800→600mg
変更なし 1000→600mg

ペガシス単独投与

ペガシス + コペガス併用　　　　　　

申し送り事項

日時 注意事項



患者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　性別　生年月日　（□昭和 □平成）　　　　　年　　　　月　　　　日

連携病院 病院名 □県立　□市立　□社保
診療所名 　　　　　　　　　　　　　　　

チェック項目 診療週数 週 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
注射日 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／

注射薬 ペガシス 投与量(μg)
経口投与 コペガス 投与量(mg)

診察 発熱（37度以上）
解熱剤の投与
全身倦怠感 問題ない場合は○
食欲低下 問題ある場合は×
うつ傾向
咳
発疹
脱毛
眼底チェック 異常無い場合 ○

血算 WBC
好中球 正常範囲内は○
Hb 異常値は　×
Plt

肝機能 ALT(GPT) 30IU/ｍｌ未満は○

ｳｲﾙｽ学 HCVRNA定量 検出されない時○
(ﾘｱﾙﾀｲﾑPCR) 検出される時×

その他 甲状腺機能 正常時　○
（FT4, TSH) 異常時　×

画像評価 US or CT 異常無い時○

備考

異常値の場合は検査値コピーを添付してください。



患者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　

項目 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／

投与量

投与量

発熱
解熱剤
倦怠感
食欲低下
うつ傾向
咳
発疹
脱毛
眼底

WBC
好中球
Hb
Plt

ALT

HCVRNA

甲状腺

画像

異常値の場合は検査値コピーを添付してください。



患者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　

項目 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／

投与量

投与量

発熱
解熱剤
倦怠感
食欲低下
うつ傾向
咳
発疹
脱毛
眼底

WBC
好中球
Hb
Plt

ALT

HCVRNA

甲状腺

画像

異常値の場合は検査値コピーを添付してください。



項目 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／

投与量

投与量

発熱
解熱剤
倦怠感
食欲低下
うつ傾向
咳
発疹
脱毛
眼底

WBC
好中球
Hb
Plt

ALT

HCVRNA

甲状腺

画像

異常値の場合は検査値コピーを添付してください。



四日市医師会 病診連携パス 前立腺がん検査連携パス

PSA値の経過
患者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　男性　生年月日　（ □大正 □昭和） 　　　  年 　　　 月 　　　 日

　　　　　　　　　　　　　　　かかりつけ医療機関　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当医　　　　　　　　　　（ID　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　精査医療機関　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当医　　　　　　　　　　（ID　　　　　　　　　　）

抗血小板剤／抗凝固剤の処方　　□有　（薬剤名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□休薬可能　）　　□無　　□不明

抗アンドロゲン剤の処方　□プロスタール　□パーセリン　□アボルブ　□プロペシア　□その他　　　　　投与期間 　　ヶ月　□6ヶ月以上

 ＊　抗アンドロゲン剤内服中の患者さんのPSA 値は，約２倍に補正して考える必要があります

排尿に関する処方薬　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　合併症　□虚血性心疾患　　□脳梗塞　　 □糖尿病　　□癌（　　　　 　　　）

　　精査結果 　　　　年 　　　月 　　　日 　　精査結果 　　　　年 　　　月 　　　日 　　精査結果 　　　　年 　　　月 　　　日

前立腺生検施行　 前立腺生検施行　 前立腺生検施行　

　　□経直腸　　□経会陰　 　　　ヶ所生検 　　□経直腸　　□経会陰　 　　　ヶ所生検 　　□経直腸　　□経会陰　 　　　ヶ所生検

　□　前立腺癌あり 　□　前立腺癌あり 　□　前立腺癌あり

　□　前立腺癌なし 　□　前立腺癌なし 　□　前立腺癌なし

生検施行せず 生検施行せず 生検施行せず

　□　高齢のため 　□　高齢のため 　□　高齢のため

　□　合併症のため 　□　合併症のため 　□　合併症のため

　□　経過観察可能と判断 　□　経過観察可能と判断 　□　経過観察可能と判断

　□　その他 　□　その他 　□　その他

今後の方針 今後の方針 今後の方針

　□　当院にて診療します 　□　当院にて診療します 　□　当院にて診療します

　□　　　ヶ月ごとにPSA検査をして下さい 　□　　　ヶ月ごとにPSA検査をして下さい 　□　　　ヶ月ごとにPSA検査をして下さい

　　PSA 値が 　　　　 ng/ml以上になったら 　　PSA 値が 　　　　 ng/ml以上になったら 　　PSA 値が 　　　　 ng/ml以上になったら

　　あるいは，　　　ヶ月ごとに 　　あるいは，　　　ヶ月ごとに 　　あるいは，　　　ヶ月ごとに

　　　　　　　　　　　再紹介をお願い致します 　　　　　　　　　　　再紹介をお願い致します 　　　　　　　　　　　再紹介をお願い致します

コメント欄 コメント欄 コメント欄

年 月日
PSA 値 
（ng/ml）

抗アンド  ロ
ゲン剤 投
与中なら　
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