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Point of Care ヘルプ 

Point of Care アプリケーションについて  

CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care 

© すべての 2011 著作権は Smiths Medical が保有します。 

このコンピュータ製品は、著作権および国際条約によって保護されています。このプログラムま

たはその一部を許可なく複製または配布した場合、民法上および刑法上の重罪となる可能性があ

り、法律下における最大限の範囲で起訴されます。

CADD-Solis、CADD-Prizm、CADD、および Smiths Medical のデザインマークは、Smiths 
Medical の商標です。®マークの商標は米国および数カ国で登録されています。 その他すべての

名称およびマークは、それぞれの所有者の商標、商品名またはサービスマークです。

概要

CADD™-Solis Medication Safety Software–Point of Care では、コンピュータを使用して

CADD®-Solis(モデル 2100、モデル 2110)および CADD-Prizm® PCS II(Rev. H)携帯型輸液ポン

プ (注意：日本では、CADD-Prizm PCS II ポンプは販売しておりません。）にポンププログラム

を送ることができます。

CADD™-Solis Medication Safety Software–Point of Care では、CADD®-Solis Medication Safety 
Software–Administrator プログラムで設定した、治療に基づいたプロトコルデータベースを使用

します。また、Point of Care を使用してプロトコルデータベースからポンプレポートを表示・印

刷できます。

CADD™-Solis Medication Safety Software–Point of Care には次の機能があります。 

• プロトコル：このタブで、治療、関連する種別、薬剤を選択します。このタブから、パ

ラメータの編集・レビュー、バーコードスキャナーを使用した薬剤 ID の検証、プロトコ

ルのポンプへの送信ができます。
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• レポート： このタブはポンプからレポートを取得したり表示したりする際に使用します。

保存した CADD®-Solis 携帯型輸液ポンプのレポートを、レポートデータベースから引き

出すことができます。表示したレポートは印刷や保存ができます。

警告

CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care を使用する前に、CADD™-Solis 
Medication Safety Software – Point of Care インストールガイド/技術マニュアルとこれらのヘ

ルプトピックをよく読んでください。

警告、注意、指示に厳重に従わない場合は患者が死亡または重傷を負う恐れがあります。

• 各施設で決めたプロトコルライブラリのデータベース情報のバックアップ･復元プロセス

に従ってください。

• 体重に基づいた送液パラメータを使用する際は、必ず体重をすべてキログラムで入力し

てください。

• 体重に基づいたプロトコルを使用する際の持続投与速度は単位/キログラム/時間の入力を

使用してプログラムされており、追加投与量または PCA 投与量、送液制限量は単位/キ
ログラムの入力を使用してプログラムされています。ポンプの LCD スクリーンには、持

続投与速度が 1 時間あたりの単位(ミリグラム、ミクログラム、ミリリットル)、追加投

与量または PCA 投与量、送液制限量が単位(ミリグラム、ミクログラム、ミリリットル)
で表示されています。このためポンプでは投与を単位/時間または単位で調整してくださ

い。

• ポンプのプログラミング後には必ずポンプのプログラムをよく確認し、ポンプのプログ

ラミングが完了したことを検証してください。

• バーコードをスキャンして薬剤コードを読み込む際は常に、スキャン後に正しいバーコ

ード情報がプログラムに入力されたことを確認してください。

• ケーブルに破損がないか確認してください。ワイヤーが見えている場合やコネクタピン

または配列ピンが曲がっていたり破損している場合はケーブルを使用しないでください。

• プロトコルライブラリデータベースが入っているコンピュータへのログインや物理的ア

クセスは、不正なユーザーアクセスを防ぐため制限することを強くお勧めします。

• 古くなったプロトコルライブラリまたはプロトコルライブラリデータベースを使用する

と、ポンプが不正にプログラミングされる場合があります。各施設において、プロトコ

ルライブラリデータベースをアーカイブ、バックアップ、復元するためのプロセスを明

確に示しておく必要があります。

重要な注意

• CADD™-Solis Medication Safety Software–Point of Care は医療従事者の代わりに患者評

価を行うものではありません。

• ユーザーは使用前に、CADD®-Solis 携帯型輸液ポンプ、CADD-Prizm® PCS II 携帯型輸

液ポンプ(Rev.H)の機能、操作、付属品について熟知している必要があります。
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• ヘルプのトピックは CADD™-Solis Medication Safety Software–Point of Care のみに関

するものです。CADD®-Solis 携帯型輸液ポンプまたは CADD-Prizm® PCS II(Rev.H)携
帯型輸液ポンプの詳しい使用方法、仕様、警告、保証、操作のための追加情報などは、

ポンプに付属の取扱説明書をご覧ください。

• コンピュータの OS ソフトウェア、.NET Framework、SQL を将来更新する場合、その

他のソフトウェアを Point of Care コンピュータにインストールする場合、[地域と言語オ

プション]の[標準と形式]設定を変更する場合、インストールしたコンポーネントを削除

する場合、CADD™-Solis Medication Safety Software の操作に影響が出ることがありま

す。各自の施設で、既存のソフトウェアを新しい OS バージョンと適合させるためのプ

ロセスを明確に示しておく必要があります。

• ソフトウェアが操作できないことやポンプに接続できないことが理由で CADD™-Solis
Medication Safety Software をポンプのプログラミングに使用できない場合は、各施設の

指針および手順に従い、ポンプのプログラミングを手動で行ってください。

• CADD™-Solis Medication Safety Software–Point of Care アプリケーションを、プロトコ

ルライブラリデータベースにネットワーク接続していない PC にインストールする際は、

ポータブルメディアを使用してプロトコルライブラリを CADD™-Solis Medication
Safety Software–Administrator プログラムからエクスポートしてから Point of Care にイ

ンポートする必要があります。

• CADD-Prizm® PCS II ポンプレポートを正しく表示するには、ポンプを PC と同じ[日付

と時刻]の形式に設定する必要があります。

ポンプとの通信

CADD™-Solis Medication Safety Software–Point of Careでは、インターフェイスケーブル/ヌル

モデムケーブルセットを使用してPCからCADD-Prizm® PCS II (Rev.H)携帯型輸液ポンプに接続

したり、USBケーブルを使用してCADD®-Solis携帯型輸液ポンプに接続することができます。

Point of Care からポンプを PC に接続すると、次の操作が行えます。 

• 治療、種別、薬剤を基にプロトコルを選択。

• 患者別設定パラメータを編集、レビュー。

• 患者のポンプをプログラム。

• バーコードスキャナーを使用するか薬剤 ID を手動で入力して薬剤 ID を確認。

• ポンプレポートを表示。

注： 新しいプロトコルをポンプに送信するにはポンプを停止させてください。

ポンプを PC に接続  

プロトコルをポンプに送ったりポンプレポートをダウンロードする場合、ポンプは PC に接続し

ていなければなりません。

ポンプの電源が入っていることを確認してから、以下の手順に従ってポンプを PC に接続してく

ださい。
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CADD-Prizm® PCS II 携帯型輸液ポンプ (ソフトウェア改訂H)では インターフェイスケーブル/
ヌルモデムケーブルセットを使用して：

1. ヌルモデムケーブル端をコンピュータ裏面のシリアルポートの 9 ピンホールに接続してネ

ジを締めます。

2. ヌルモデムケーブルのもう一方の端はインターフェイスケーブルの大型コネクタに接続し

ます。

3. インターフェイスケーブルの他の端をポンプの[データ イン/アウト]ジャックに取り付けま

す。

A-ヌルモデムケーブル

B-インターフェイスケーブル

CADD®-Solis 携帯型輸液ポンプ (モデル 2100、モデル 2110)では USBケーブルを使用して： 

1. USB タイプ A プラグを PC に接続します。

2. USB タイプミニ B プラグをポンプの側面に接続します。
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A-USB タイプ A プラグ

B-USB タイプミニ B プラグ

パスワードを変更

CADD™-Solis Medication Safety Software–Point of Care ではパスワードを変更できます。Point 
of Care プログラムにログインしなくてもパスワードを変更できます。パスワード変更時には現

在のパスワードが必要です。

注：パスワードを忘れた場合やログインできない場合は、CADD™-Solis Medication Safety 
Software の管理者に連絡してパスワードをリセットしてもらってください。 

パスワードを変更するには次の手順に従ってください。

1. メニューバーから ツール > パスワード変更を選択します。

2. ユーザーID を入力します。

3. 古いパスワードを入力します。

4. 新しいパスワードを入力し、もう一度そのパスワードを[新しいパスワードを確認]フィール

ドに入力して確認します。

5. OK をクリックします。パスワードを変更したことを確認するメッセージが表示されます。

Point of Care の終了  

Point of Care プログラムを終了するには、メニューからファイルを選択し、終了をクリックしま

す。

システム設定
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ポンプ選択

CADD™-Solis Medication Safety Software–Point of Care は次のポンプと共に使用できるように

設定できます。

• CADD®-Solis 携帯型輸液ポンプ（モデル 2100、モデル 2110)
• CADD-Prizm® PCS II(Rev.H)携帯型輸液ポンプ

ポンプの選択は CADD™-Solis Medication Safety Software のインストール中に行いますが、イ

ンストール後に変更できます。

次の手順に従いポンプの選択を変更します。

1. メニューバーから ツール > ポンプ選択を選択します。

2. [ポンプ選択]ダイアログボックスで、ポンプを追加するにはそのボックスにチェックマーク

を入れ、ポンプを削除するにはチェックマークを外します。

3. OK をクリックします。

ポンプの種類を 1 つ選択した場合は、CADD™-Solis Medication Safety Software–Point of Care
にログインした際にそのポンプの種類しか表示されません。複数のポンプの種類が選択されてい

る場合は、ドロップダウンリストが表示され、作業しているポンプの種類を選択できます。ポン

プの種類を選択すると、そのアクセスできるプロトコルが表示されます。

プロトコルライブラリに接続

プロトコルライブラリデータベース(PC またはネットワークサーバ上)に接続するには、

CADD™-Solis Medication Safety Software–Point of Care にログインし、プロトコルライブラリ

にアクセスする必要があります。

プロトコルライブラリデータベースの接続設定は通常、CADD™-Solis Medication Safety 
Software のインストール中に設定されます。システム管理者権限を持つユーザーは、これらの設

定を必要に応じて変更できます。

注： プロトコルライブラリデータベースに接続するには、各施設からデータベースに対する許

可を得る必要があり、また適切なデータベースの場所や接続設定を用意する必要があります。詳

細は各施設の CADD™-Solis Medication Safety Software を担当する管理者に連絡してください。 

プロトコルライブラリの接続設定を変更するには次の手順に従ってください。

1. メニューバーから プロトコル > ライブラリ接続をクリックします。

2. ライブラリ接続のダイアログボックスで、プロトコルライブラリデータベースのサーバ名

と詳細接続の設定を入力します。データベースがローカル PC 上にある場合は通常、サー

バ名のみを入力します。

3. 認証の検証エリアで、システム管理者権限を持つユーザーアカウントの CADD™-Solis
Medication Safety Software ユーザーID とパスワードを入力します。

4. ライブラリ名ドロップダウンリストから、接続するプロトコルライブラリを選択します。
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5. 接続をクリックします。

6. 接続が正しく行われたことを確認するメッセージで、OK をクリックします。接続したプ

ロトコルライブラリの名前が Point of Care ウィンドウの下部にあるステータスバーに表示

されます。

注：接続できなかったことや権限が無効または不十分であることを示すメッセージが表示さ

れた場合は、各施設の CADD™-Solis Medication Safety Software データベースの管理者に

連絡して、正しい接続に関する情報やユーザーアカウント権限を得てください。

7. プロトコルライブラリ接続が設定されたら、ユーザーはこのPoint of Careのインストール

段階でプロトコルライブラリにログインすることができます。

注： データベース接続が変更された場合や、他のプロトコルライブラリへの接続が必要な

場合は、この手順を再度行って、データベースやプロトコルライブラリへの接続を確立して

ください。

プロトコルライブラリをインポート

ネットワークデータベースからプロトコルライブラリにアクセスできない場合は、プロトコルラ

イブラリをローカル PC にインストールされているデータベースにインポートできます。

プロトコル管理者権限を持つユーザーはプロトコルライブラリを、別の CADD™-Medication 
Safety Software データベースサーバまたは過去に CADD™-Solis Medication Safety Software – 
Administrator からエクスポートしたデータベースファイルからインポートできます。プロトコル

ライブラリをインポートする際に追加のオプションを使用するとユーザー、使用ログやポンプロ

グをインポートしたり、インポートしたプロトコルを非アクティブに設定することができます。

データベースまたはファイルからプロトコルライブラリをインポートするには次の手順に従って

ください。

1. メニューバーから プロトコル > ライブラリをインポートを選択します。[ライブラリをイ

ンポート]ダイアログボックスが表示されます。

2. 別のデータサーバからインポートするには、インポート元サーバを選択し、データベース

サーバのサーバ名と詳細接続の設定(既定値が示されている)を入力します。

– または –

過去にエクスポートしたデータベースファイルからインポートする場合は、インポート元フ

ァイルを選択し、参照をクリックしてから、エクスポートしたデータベースファイル(*.smd
ファイル)の場所とファイル名を選択します。

3. プロトコル管理者権限を持っているユーザーとしてログインしていない場合は、[認証を検

証]エリアでプロトコル管理者権限を持っているユーザーのユーザーID とユーザーパスワー

ドを入力します。

4. ライブラリリストを取得をクリックします。選択したデータベースサーバーまたはファイ

ルが読み取られ、プロトコルライブラリのリストが表示されます。プロトコルライブラリ
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の説明、最終変更日時、バージョン番号を表示するには、それぞれをクリックして選択し

ます。

5. インポートするプロトコルライブラリの横にあるボックスをクリックしてチェックマーク

を入れます。

6. 希望するオプションをクリックしてその横にチェックマークを入れて、[オプションをイン

ポート]を設定します。

• ユーザーをインポート： データベースまたはデータファイルに含まれているすべて

のユーザーを、接続しているデータベースにコピーします。新規ユーザーが追加さ

れ、既存のユーザーは権限(すべてのユーザーパスワードを含む)が更新されます

が、ユーザーは削除されません。

• 使用ログをインポート： データベースまたはデータファイルに含まれているすべて

の使用ログを、接続しているデータベースにコピーします。

• ポンプログをインポート：すべてのポンプログ情報を接続しているデータベースに

コピーします。

• プロトコルを非アクティブとしてインポート： データベースサーバまたはファイル

に含まれているすべてのプロトコルをデータベースにコピーすると、既定で非アク

ティブにされます。そのため、プロトコルはレビュー/編集し、CADD™-Solis
Medication Safety Software–Administrator プログラムを使用してアクティブに設定

してからポンプに送信します。

注： インポートオプションはソースデータベースサーバまたはファイルにアプリケーショ

ンデータが含まれていないと使用できません。たとえば、プロトコルライブラリが含まれて

いない使用ログでエクスポートされた場合、使用ログはインポートできません。

7. OK をクリックして選択したプロトコルライブラリをインポートします。

インターフェイスケーブル/ヌルモデムケーブルセット

インターフェイスケーブル/ヌルモデムケーブルセットは、コンピュータとCADD-Prizm® PCS II
携帯型輸液ポンプ間の通信のみに使用します。インターフェイスケーブル/ヌルモデムケーブル

セット(品番 21-6144)は最寄りの弊社営業所から購入できます。
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A-ヌルモデムケーブル

B-インターフェイスケーブル

注： CADD®-Solis携帯型輸液ポンプではコンピュータへの接続にUSBケーブルを使用します。 

通信（COM)ポートを設定  

CADD-Prizm® PCS II (Rev.H)携帯型輸液ポンプのみは、インターフェイスケーブル/ヌルモデム

ケーブルセットを使ってポンプをPCに接続します。

CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care はインストール時に、COM1 ポートで

ポンプとの通信が行えるように設定されます。 COM1 以外のポートから PC に接続する場合

は、Point of Care のポート設定を変更する必要があります。 

注： COM ポートをセットするのにユーザーログインは不要です。 

COM ポートを設定するには次の手順に従ってください。 

1. メニューバーから 設定 > COM ポートを選択を選択します。

2. [COM ポートを選択]ダイアログボックスに、正しい COM ポート番号を入力します。

注：選択するポートを探す必要がある場合は、[システムのプロパティ]に移動します

(Windows の[コントロールパネル]で[システム]を選択)。[システムのプロパティ]ダイアログ

ボックスのハードウェアタブで、デバイスマネージャボタンをクリックします。ポート
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(COM & LPT)横にある”+”をクリックします。 上記ステップ 2 に示される COM ポートを入

力します。

3. OK をクリックします。

USB ケーブル  

CADD™-Solis Medication Safety Software–Point of Care は、USB ケーブルを介して CADD®-
Solis (モデル 2100、モデル 2110) 携帯型輸液ポンプと通信できます。ケーブルには、PC に接続

する USB タイプ A プラグとポンプに接続する USB タイプミニ B プラグが必要です。 

Point of Care プログラムは、CADD®-Solis 携帯型輸液ポンプ接続時に USB を介したプロトコル

ライブラリの送信やポンプ履歴の取得に使用できます。

USB ケーブルはお近くのコンピュータ用品販売店で購入できます。 

注： 長さが 2 メートル(6.5 フィート)を超える USB ケーブルは使用しないでください。この長さ

を超える場合は、ポンプが外部からの電磁波の影響を受ける可能性があります。

A-USB タイプ A プラグ

B-USB タイプミニ B プラグ

プロトコルとプロトコルライブラリ

プロトコルとは

プロトコルは、ポンプのプログラムを構成する、薬液の送液などのポンプの設定をまとめたもの

です。 CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care では、治療、種別、薬剤を選

択して、医師の指示通りにプロトコルを選択できます。
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Point of Care ヘルプ 

ポンプに送信するプロトコルを選択する際には、プロトコルで定義したポンプのパラメータを受

信し、すべての編集可能な患者別設定パラメータに指示通りの変更を加えられます。プロトコル

で決められている通りに患者別設定パラメータを設定し、検証を行った後、プロトコルをポンプ

に送信できます。

注： CADD™-Solis Medication Safety Software–Point of Care は、CADD®-Solis 携帯型輸液ポン

プ、CADD-Prizm® PCS II(Rev.H)携帯型輸液ポンプに 1 つのプロトコルを送信する際にのみ使用

できます。 1 つのプロトコルを CADD®-Solis VIP 携帯型輸液ポンプに送信するには、CADD™-
Solis Medication Safety Software–Administrator を使用してください。 

プロトコルライブラリとは

プロトコルライブラリはプロトコルのまとまりをいいます。 プロトコルライブラリはCADD™-
Solis Medication Safety Software – Administratorで作成されます。 

CADD™-Solis Medication Safety Software – Point of Care のユーザーには、選択したプロトコル

ライブラリにアクセスしたり、プロトコルライブラリやプロトコルをポンプに送信する権限が与

えられます。特定のユーザーアカウントや権限に関する情報については、各施設のソフトウェア

管理者に問い合わせてください。

注： CADD™-Solis Medication Safety Software–Point of Care は、プロトコルライブラリを

CADD®-Solis 携帯型輸液ポンプに送信する際に使用できます。プロトコルライブラリを

CADD®-Solis VIP 携帯型輸液ポンプに送信するには、CADD®-Solis Medication Safety 
Software–Administrator を使用する必要があります。 

CADD™-Solis Medication Safety Software –Point of Careでは、接続しているローカルデータベ

ースやサーバーデータベースからプロトコルライブラリにアクセスします。 また、Point of Care
では、Administratorアプリケーションからエクスポートしたファイルからプロトコルライブラリ

をインポートできます。

プロトコルライブラリにログイン

[Point of Care]ウィンドウの[ユーザーID]フィールドと[パスワード]フィールドではプロトコルラ

イブラリにログインできます。ログインすると治療、種別、薬剤を選択したり、選択したポンプ

にプロトコルを送信したりすることができます。

注： プロトコルライブラリにログインするにはCADD™-Solis Medication Safety Software–Point 
of Careのプロトコルライブラリ接続が設定されている必要があります。また、プロトコルライ

ブラリへのアクセス権を持つユーザーアカウントが必要になります。 詳細についてはCADD™-
Solis Medication Safety Software管理者に問い合わせてください。 

プロトコルライブラリにログインするには次の手順に従ってください。

1. CADD™-Solis Medication Safety Software のユーザーID とパスワードを入力します。

2. ログインをクリックします。

3. ログインしたら、ポンプドロップダウンリストが使用できるようになり、ポンプを選択し

ます(Point of Care で複数のポンプの種類が設定されている場合)。
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4. ポンプを選択したら、ポンプに送信するプロトコルを選択します。

プロトコルの選択

プロトコルタブを使用すると、表示するプロトコルの選択、プロトコルの編集可能なパラメータ

の変更、ポンプへのプロトコルの送信ができます。

注： CADD®-Solis 携帯型輸液ポンプのみに関しては、個別のプロトコルを、プロトコルライブ

ラリに同じプロトコル(同じ治療、種別、薬剤の名前)を持つポンプにダウンロードすることはで

きません。

プロトコルを選択するには次の手順に従ってください。

1. プロトコルライブラリにログインした後に、プロトコルタブが選択されていることを確認

します。(ポンプのドロップダウンリストに複数のポンプの種類が表示されている場合は、

希望のポンプの種類を選択します。

2. 治療をクリックしてリストから選択します。治療に関して管理者が注記を出している場合

は下のボックス内に表示されます。

3. 種別をクリックしてリストから選択します。種別に関して管理者が注記を出している場合

は下のボックス内に表示されます。

4. 薬剤をクリックしてリストから選択します。

注： 間違った治療、種別または薬剤を選択した場合は、いつでもリセットをクリックすれ

ば治療ボックスに戻ることができます。

5. 続行をクリックします。

プロトコルを体重に基づいたプロトコルとして定義した場合は、体重に基づいたプロトコル

ダイアログボックスが表示されます。 それ以外の場合は直接患者別設定パラメータ画面に

移ります。

患者別設定パラメータの変更

プロトコルを選択すると患者別設定パラメータが表示され編集可能の状態になります(管理者が

表示され編集可能に設定している場合)。[患者別設定パラメータ]画面には設定に応じて、特定の

患者用に調整できるパラメータなどのプロトコル特定パラメータが含まれます。

患者別設定パラメータを変更するには次の手順に従ってください。

1. プロトコルを選択した後、プロトコルで表示･編集可能と定義された患者特定パラメータが

[編集/レビュー]画面上に表示されます。編集可能な患者特定パラメータが使用できる場合

はフィールドに編集可能な値が表示されます。編集可能な値を入力して変更したり、TAB
キーを使用して次の編集可能なパラメータに移動したりすることができます。また、編集

可能なパラメータの右側にある上ボタンや下ボタンを使用して、値を変更できます。マウ

スを使用して、黒いスライド式矢印をクリックしてドラッグすると値を選択できます。

注： パラメータをプロトコルで定義したソフトリミットの範囲外に設定すると、そのパラ

メータに対して黄色の表示が出ます。プロトコルで、ソフトリミット範囲外の値を入力し、

コメントの追加が必要な場合、コメントを入力ダイアログボックスが表示されます。
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2. 患者別設定パラメータを編集した後ポンプに送信をクリックします。

3. プロトコル( 第 2 承認者や薬剤検証)に関して検証が必要な場合は、そのような検証の提示

を求められます。

体重に基づいたプロトコル

管理者はプロトコルの種類や各施設での方針･手順によって、プロトコルを体重に基づいたプロ

トコルに設定できます。体重に基づいたプロトコルを選択した場合、続行をクリックすると"体
重に基づいたプロトコル”ダイアログボックスが表示されます。ここには選択したプロトコルが

表示され、患者の体重を入力するよう求められます。

警告： 体重に基づいた送液パラメータを使用する際は、必ず体重をすべてキログラムで入力し

てください。これを怠った場合ポンプに不適切なプログラミングが行われることがあり、投与し

ている薬液の種類によっては患者が死亡または重傷を負う恐れがあります。

警告： 体重に基づいたプロトコルを使用する際の持続投与速度は単位/キログラム/時間の入力を

使用してプログラムされており、追加投与量または PCA 投与量、送液制限量は単位/キログラム

の入力を使用してプログラムされています。ポンプの LCD スクリーンには、持続投与速度が 1
時間あたりの単位(ミリグラム、ミクログラム、ミリリットル)、追加投与量または PCA 投与

量、送液制限量が単位(ミリグラム、ミクログラム、ミリリットル)で表示されています。このた

めポンプでは投与を単位/時間または単位で調整してください。 

体重に基づいたプロトコルを使用するには：

1. [体重に基づいたプロトコル]ダイアログボックスで、患者の体重をキログラムで入力しま

す。

2. 続行をクリックして、患者別設定プロトコル画面に進みます。

第 2 承認者  

第 2 承認者はプロトコルをポンプを送信する前に必要になる場合があります。これが必要かどう

かは管理者が判断します。これが必要な場合、患者別設定パラメータ画面でポンプに送信をクリ

ックすると[第 2 承認者]ダイアログボックスが表示されます。 

注： プロトコルの設定方法によっては、この画面に進む前にコメントを入力しなければならな

い場合があります。

[第 2 承認者]ダイアログボックスでは、プロトコルを検証する第 2 承認者が CADD™-Solis 
Medication Safety Software のユーザーID とパスワードを入力する必要があります。 

[第 2 承認者]ダイアログボックスが表示されたら次の手順に従ってください。 

1. 第 2 承認者に患者別設定パラメータを検証させます。

2. パラメータが許容できるとなっていた場合は第 2 承認者として次の手順に従います。

a. ユーザーID とパスワードを入力します。

b. 続行をクリックします。

3. パラメータが許容できないとなっていた場合は第 2 承認者として次の手順に従います。
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a. ユーザーID とパスワードは入力しません。

b. 戻るをクリックして第 1 承認者が正しいパラメータに変更できるようにしま

す。

c. 上記の手順を繰り返します。

薬剤 ID 検証  

CADD™-Solis Medication Safety Software–Point of Care では、プロトコル用に指定された薬剤

がポンプに投与される薬剤と同じものであることを検証できます。

プロトコルをポンプに送信する際の薬剤 ID の検証 

管理者がプロトコルをポンプに送信する際に薬剤ID検証が必要であるかを判断します。この手順

が必要な場合、患者別設定パラメータ画面でポンプに送信をクリックすると[薬剤を検証]ウィン

ドウが表示されます。

注： パラメータの変更後または第 2 承認者後に管理者がコメントを必要とする場合は、"コメン

トを入力”ウィンドウや"第 2 承認者”ウィンドウの後に"薬剤を検証”ウィンドウが表示されます。

1. バーコードスキャナーが PC につながっている場合は、使用する薬剤のバーコードをスキ

ャンします。薬剤 ID を手動で入力することもできます。

警告： バーコードをスキャンして薬剤コードを読み込む際は常に、スキャン後に正しい

バーコード情報がプログラムに入力されたことを確認してください。これを怠った場合ポ

ンプに不適切なプログラミングが行われることがあり、投与している薬液の種類によって

は患者が死亡または重傷を負う恐れがあります。

2. 続行をクリックします。薬剤 ID が無効な場合、薬剤 ID がプロトコルと一致しないという

メッセージが表示されます。戻るをクリックして[薬剤を検証]ウィンドウに戻ります。薬剤

を再度確認するか、薬剤 ID を再度入力して先に進みます。

注：薬剤 ID の検証について疑問がある場合は先に進まないでください。 

プロトコルをポンプに送信

患者別設定プロトコル画面からポンプへのプロトコル送信を開始できます。

プロトコルをポンプに送信するには次の手順に従ってください。

1. ポンプをコンピュータに接続し、ポンプの電源が入っていて停止していることを確認しま

す(ポンプの使用に関する情報に関してはポンプの取扱説明書を参照)。また、CADD®-
Solis ポンプを使用している場合は、ホーム画面になっていることを確認します。

2. プロトコルを選択し、適切な患者別設定パラメータへの変更を行った後、ポンプに送信を

クリックします。

3. コメントを求めるウィンドウが表示されたらコメントを入力します。

4. 第 2 承認者を求めるウィンドウが表示されたら、各施設で決めた第 2 承認者の手順に従い

ます。
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5. 薬剤IDの検証を求めるウィンドウが表示されたら薬剤IDを検証します。

警告： バーコードをスキャンして薬剤コードを読み込む際は常に、スキャン後に正しい

バーコード情報がプログラムに入力されたことを確認してください。これを怠った場合ポ

ンプに不適切なプログラミングが行われることがあり、投与している薬液の種類によって

は患者が死亡または重傷を負う恐れがあります。

6. 送信をクリックします。[ポンプに送信]ウィンドウが開き、プロトコルのステータスにポン

プに送信済みと表示されます。

7. ポンプのプログラミングが完了したことが表示されたら、プロトコルを印刷できます。

8. メイン画面に戻るには閉じるをクリックします。

警告： ポンプのプログラミング後には必ずポンプのプログラムをよく確認し、ポンプのプログ

ラミングが完了したことを検証してください。これを怠った場合ポンプに不適切なプログラミン

グが行われることがあり、投与している薬液の種類によっては患者が死亡または重傷を負う恐れ

があります。

プロトコル詳細レポートを表示

すべてのプロトコルのプロトコル詳細レポートは表示、保存、印刷ができます。プロトコル詳細

レポートには、プロトコルの最終変更日やプロトコルが所属するプロトコルライブラリ、それに

関連した治療、種別、薬剤の他、プロトコルで指定した送液、アラーム,セキュリティ、表示、

音に関する設定が含まれています。

注： プロトコル詳細レポートは読み取り専用であり、変更することはできません。プロトコル

に関する変更が必要な場合は管理者に問い合わせてください。

プロトコル詳細レポートを表示･印刷するには次の手順に従ってください。

1. プロトコルタブが選択されていることを確認し、治療、種別、薬剤を選択してプロトコル

選択のステップの 1 から 4 に従います。

2. メニューバーから プロトコル > プロトコル詳細をクリックします。

3. プロトコル詳細レポートが表示されます。プロトコル詳細レポート レポートを印刷するに

はプリンタのツールバーボタンをクリックします。レポートを Microsoft® Excel®ファイル

または PDF ファイルで保存するには、エクスポート(フロッピーディスクのアイコン)のツ

ールバーボタンをクリックします。レポートが 2 ページ以上にわたる場合は、ツールバー

の前のページボタンや後ろのページボタンを使用して前後のページを表示できます。

患者別設定パラメータのコメントを入力

パラメータをソフトリミット範囲外に調節した場合は(管理者がプロトコルを設定した方法によ

り)コメントの入力が必要になることがあります。この手順が必要な場合、患者別設定パラメー

タ画面でポンプに送信をクリックすると[コメントを入力]ダイアログボックスが表示されます。

コメントを次のように入力します。
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1. [コメントを入力]ダイアログボックスに、各施設の規則に従ってコメントを入力します。

2. 続行をクリックします。

注： プロトコルの設定方法によっては第 2 承認者の実施、または薬剤IDを検証しない

と、プロトコルをポンプに送信できない場合があります。

ライブラリ送信

CADD™-Solis Medication Safety Software–Point of Care は、プロトコルライブラリを CADD®-
Solis (モデル 2100、モデル 2110)携帯型輸液ポンプに送信する際に使用できます。 

注： プロトコルライブラリを CADD®-Solis VIP (モデル 2120)携帯型輸液ポンプに送信するに

は、CADD™-Solis Medication Safety Software–Administrator を使用する必要があります。 

プロトコルライブラリを CADD®-Solis 携帯型輸液ポンプに送信するには次の手順に従ってくだ

さい。

1. ポンプをコンピュータに接続し、ポンプが電源が入っていて停止していることを確認(ポン

プの使用に関する情報に関してはポンプの取扱説明書を参照)します。 ライブラリを

CADD®-Solisポンプに送信するとき、ポンプはホーム画面になければなりません。

2. CADD™-Solis Medication Safety Software –Point of Care で、プロトコル > ライブラリ送

信を選択します。

3. ライブラリ送信権限を持っているユーザーアカウントでログインしていない場合は、次に

進む前にユーザーID とパスワードの入力を求められます。

注： 管理者からライブラリ送信権限を与えられていない場合や管理者がプロトコルをアク

ティブにしなかった場合は、プロトコルライブラリの選択や送信ができません。

4. [ライブラリ送信]ダイアログボックスで、ポンプに送信するプロトコルライブラリを選択し

ます。

注： [ライブラリ送信]ダイアログボックスには、体重に基づいたプロトコル以外の、ログイ

ンしたユーザーが使用権限があるアクティブなプロトコルを含むプロトコルライブラリのみ

表示されます。

5. ポンプに送信をクリックします。(選択したプロトコルライブラリに含まれるプロトコルの

詳細を含むライブラリサマリレポートを表示・印刷するには、印刷をクリックします。

[ライブラリ送信]ダイアログボックスにはステータスと、プロトコルライブラリのポンプへ

のダウンロードが完了した日時を示すメッセージが表示されます。プロトコルライブラリが

ダウンロードできなかった場合は追加情報が表示されます。

6. 完了したら閉じるボタンをクリックします。

警告： 必ずポンプのプログラムをよく確認し、ポンプのプログラミングが完了したことを検証

します。これを怠った場合ポンプに不適切なプログラミングが行われることがあり、投与してい

る薬液の種類によっては患者が死亡または重傷を負う恐れがあります。

レポート
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Point of Care ヘルプ 

ポンプからレポートを取得

注： ポンプからレポートを処理するにはポンプが PC に接続された状態でなければなりません。 

注： CADD-Prizm® PCS II 携帯型輸液ポンプレポートを正しく表示するには、ポンプを PC と同

じ[日付と時刻]の形式に設定する必要があります。 

ポンプからレポートを取得するには次の手順に従ってください。

1. レポートタブを選択します。

2. 複数のポンプの種類が表示されている場合、希望のポンプの種類をクリックして選択して

から、ポンプからレポート取得またはポンプから現在のデータを取得(選択したポンプの種

類による)をクリックします。

3. CADD-Prizm® PCS II 携帯型輸液ポンプに関しては、表示するレポートデータの種類を選

択します。 CADD®-Solis 携帯型輸液ポンプでは、オプションの患者 ID を入力して記録を

関連づけてください。一部のポンプレポートでは患者 ID を割り当てる必要があることに留

意してください。

4. レポート取得またはイベント取得(選択したポンプの種類による)をクリックします。

CADD®-Solis 携帯型輸液ポンプのレポート 

• PCA 状況レポート： これには投与した薬液の累積量、PCA 投与量、表示された期間に

投与・試行した PDA 投与量が表示されます。このレポートは患者 ID とプロトコルを使

用してフィルタリングする必要があります。

• 投与履歴 円グラフ： このレポートには表示された期間の持続投与速度、PCD 投与

量、随時投与別に、投与された治療の内訳が表示されます。このレポートは患者 ID とプ

ロトコルを使用してフィルタリングする必要があります。

• 送液ログ：このレポートは送液に関するイベントのログを表示します。各イベントには

日時が刻印されています。このレポートは患者 ID とプロトコルを使用してフィルタリン

グする必要があります。

• PCA および間欠ボーラスグラフ： このレポートは、選択された期間中に投与された間

欠ボーラス投与回数と、投与および試行された PCA 投与回数を表示します。このレポ

ートは患者 ID とプロトコルを使用してフィルタリングする必要があります。

• 間欠ボーラスグラフ： このレポートは、選択した期間中に投与された間欠ボーラス投与

回数を表示します。このレポートは患者 ID とプロトコルを使用してフィルタリングする

必要があります。

• 継続的品質インジケータ： これは治療、ポンプ使用のトラブルシューティングや分析に

使用できるアラーム、障害などその他のインジケータに関するレポートを集めたもので

す。

• イベントログ： このレポートでは次の種類のイベントを表示します：このレポートで

は、時間別投与合計、送液、アラームコードやエラーコード、電源の変更、カセットの

変更、プロトコルライブラリの変更、ポンププログラミングの変更、ポンプ設定の変更

などのイベントの種類を表示します。
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CADD-Prizm® PCS II (Rev.H)携帯型輸液ポンプのレポート： 

• Rx 設定： このレポートには特定の患者 ID またはポンプのシリアル番号の Rx 設定を表

示します。

• 送液レポート： このレポートには、特定の患者 ID またはポンプのシリアル番号の送液

に関するイベントのログを表示します。各イベントには日時が刻印されています。

• イベントログ： イベントログレポートは、送液、アラームコードやエラーコード、電源

の変更、カセットの変更、プロトコルライブラリの変更、ポンププログラミングの変

更、ポンプ設定の変更などのイベントの種類を表示します。

• 患者履歴： 患者 ID、Rx 設定、送液合計、投与･試行した追加投与量を表示します。

• ペインスケール： ペインスケール値が入力日時と共に表示されます。

保存したレポートを取得

保存したレポートを取得するには：

1. レポート タブが選択されていることを確認してください。

2. 複数のポンプの種類が表示されている場合、希望のポンプの種類をクリックしてから、保

存したレポートを表示またはレポートを表示(選択したポンプの種類による)をクリックし

ます。

注： データベースに保存されたレポートがない場合には、このオプションは利用できま

せん。

3. レポートタイプを選択し、求めているレポートの[患者 ID]や[ポンプシリアル番号]のような

フィルタリング選択を行います。

4. レポートを表示をクリックします。

ポンプレポートの簡単な説明は、[ポンプからレポートを取得]をご覧ください。 

レポートの保存

ポンプからレポートを取得したら、オプションで患者ID下に保存することができます。 これは

CADD-Prizm® PCS II携帯型輸液ポンプのみに適用します。レポートはダウンロードする際に

CADD®-Solis携帯型輸液ポンプと共に自動的に保存されます。 

レポートを保存するには次の手順に従ってください。

1. [レポートを表示]ウィンドウで保存をクリックします。

2. 患者 ID を入力します。

3. OK をクリックします。

4. "レポートが保存されました"ウィンドウが表示されたら、OK をクリックします。これでレ

ポートがレポートデータベースに保存されました。

レポートの印刷
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Point of Care ヘルプ 

ポンプからレポートを取得または、保存したレポートを取得したら、印刷することもできます。

レポートを印刷するには：

• [レポートを表示]ウィンドウで印刷をクリックします。
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