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重要な注意事項
PharmGuard® Device Reports softwareウェブポータルはPharmGuard® Server softwareの一部として提供さ
れています。あなたの役割に応じて、このユーザーガイドおよびPharmGuard® Server softwareユーザー・管
理者ガイドの双方またはウェブポータルから入手可能なオンラインヘルプを必ずお読みください。
あなたの施設は明確な定義がなされたプロセスに従い、PharmGuard® Serverウェブポータルおよび
PharmGuard® Server softwareの適切な使用についてあなたに指示しなくてはなりません。このユーザーガイド
は、それらの指示を補完するものです。あなたがすでにトレーニングを受けた検査のみを実行してください。
このユーザーガイドで提示されている特定のポンプモデルは、お客様の地域では販売されていない場合があ
ります。詳細については、Smiths Medicalの担当者にお問い合わせください。
注記：

• PharmGuard® Serverウェブポータルユーザーアカウント、ユーザーアカウントに割り当てられたセキ
ュリティロール、PharmGuard® Serverウェブポータル使用へのご自身の許可およびその特性につ
いての詳細は、PharmGuard® Serverシステム管理者に問い合わせてください。

• このユーザーガイドで提示されている情報はPharmGuard® Server softwareに関連するものにとど
まります。サポート対象のSmiths Medicalポンプの操作に関する詳しい指示、仕様、警告、保証、お
よびその他の情報については、ポンプに付属の情報を参照してください。

このユーザーガイドにおける複数のポンプモデルのサポート
薬剤ライブラリの要素の説明に使われる用語は、ポンプモデルの種類に固有の用語であることがよくあ
ります。このユーザーガイドでは、すべてのSmiths Medical注入ポンプで使用できるPharmGuard Device 
Reportsの概要を説明します。
このガイドのレポートの説明では、これらのポンプ固有の用語を
PharmGuard®プロトコル、薬剤プログラム、薬剤プロトコルまたはライブラリと記述します。
実際のPharmGuard Device Reportsには、選択したポンプの種類に適した用語のみが記載されます。
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はじめに
使用説明書：PharmGuard® Device Reportsは、PharmGuard® Serverに接続・保存されている機器が生
成するデータからコンパイルされる情報をユーザーに提供しています。この情報は、継続的に品質向
上プログラムを支援するために使用できます。データから生成されるレポートは、使用される指定注
入ポンプシステムおよび治療のさまざまな側面の分析と傾向付けとに用いることができます。

PharmGuard® Device Reportsは、臨床医、医療アドミニストレータ、薬剤師、臨床エンジニアリングなどスタ
ッフのさまざまなニーズに適合する注入と機器に関する情報を提供します。これらの機器レポートは、選択
されたレポート基準とPharmGuard® Server infusion Management Softwareシステムによって収集された機
器データに基づいています。

PharmGuard® Device Reportsについて
PharmGuard® Device Reportsがインストールされ、あなたの施設のPharmGuard® Serverシステム管理者に
より使用可能とされたら（あなたのPharmGuard® Serverユーザーアカウントに正式許可が与えられた後）、 
PharmGuard® Serverウェブポータルのレポートタブからレポートにアクセスできます。
注記：PharmGuard® Server softwareはサーバーソフトウェアをセットアップし、維持するために使用される
管理レポートを提供します。PharmGuard® Server softwareと共に提供されているユーザー文書を参照して
ください。
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第1章  レポートを用いた作業
PharmGuard® Device Reportsは、選別基準を選択して、レポート情報を示すために、特定の分野およびオプ
ションを共有しています。印刷、保存およびエクスポートなどの基本的な機能へのアクセスが、あらゆるレポ
ートで利用できます。
注記：追加オプションはマイプロファイルドロップダウンメニューのマイレポートタブから利用できます。

共有機器レポート特性
大部分の機器レポートでは、以下の基準選択オプションおよびレポート特性を利用しています。このガイド
の個々のレポートの説明は、各レポートとレポート形式に特有な詳細を提供します。

基準選択オプション

保留：レポート基準フィールドの横にある保留チェックボックスを選択して、機器レポートのすべての選
択基準のフィールドに対して選択した値を保存します。選択すると、その特定のポンプ型のすべてのレ
ポートに対してレポート基準が保存されます。

注入方法：レポートの基準の選択時に、開始されなかった注入をレポートに含めることを望む場合、 
注入方法のドロップダウンメニューの開始されていない PharmGuard 以外および／または開始されて
いない PharmGuardを選択します。開始されていない注入とは選択したものの開始されなかった注入
を指します。開始されていない注入ではいかなる薬剤も投与されません。

フィルタリング：選択した過去のレポートから適用される追加フィルタリング：現在のレポートまでドリル
ダウンするために過去のレポートの値をクリックする場合、選択された値のフィルタリング基準につ
いてはその過去のレポートを参照してください。

最終通信：臨床エンジニアリングレポートでは、期間（最終通信）選択基準を利用します。これ
は、PharmGuard Serverがポンプからのメッセージを最後に受け取った時間を示すタイムスタンプ
です。これらのタイムスタンプは、ポンプイベントでレポートされた現地時間に一致していないこ
とがあります。

追加フィルタリングは、値を選択して新しいレポートを作成するときに適用できます。この場合、
レポートは「選択した過去のレポートから適用される追加フィルタリング」を表示します。結果と
して生じるデータは、レポートに対する標準的な基準よりもおおまかな場合があります。

レポートツールバー
レポートツールバーには、あなたのマイレポートページに作成されたレポートを保存、エクスポート、更新およ
び印刷するためのページネーションボタン、検索フィールドおよび検索オプションがあります。

図および表
大部分の機器レポートは、折れ線グラフ、円グラフまたは棒グラフのいずれかの図表の形式で情報を提示
しています。大部分のレポートは、図表形式で図を作成するために用いられるデータも含んでいます。 
関連するか適用可能なデータが表になければ、「-」が表示されます。

レポート情報の分類
並び替え可能な表を含むレポートでは列の見出し中にある上／下の矢印をクリックすることによって昇順ま
たは降順で列別にレポートデータを並び替えできます。
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関連レポート（ドリルスルー）
レポートのチャートおよび表の中に示されている青色および下線付きの値は、選択値に関するより多くの
詳細情報を提示する別のレポートに「ドリルスルー」可能なハイパーリンクです。関連レポートを表示するに
は、下線付きの値をクリックします。

機器レポートの作成
1.  レポートをクリックして、機器群の１つ（CADD®– Solisなど）を選択します。
2.  必要なレポートをクリックします。
3.  レポートに対する基準を入力します。
4.  レポート実行ボタンをクリックします。

レポートの印刷
レポートが実行された後は、コンピュータにインストールされているプリンタ（ローカル回線またはネットワ
ーク上で）に印刷できます。
レポートの印刷を最初に試みる時には、クライアントのプリントコントロールについてのダイアログボック
スが現れます。お使いのブラウザに対するSQL Server Reporting Servicesアドオンをインストールするようメ
ッセージが表示されます。機器構成によっては、[はい]をクリックしてインストールを確認します。アドオンを
インストールするとレポートを印刷することができます。

レポートを印刷するには
1.  レポート上方のレポートツールバーにあるプリントアイコンをクリックします。
2.  プリンタのダイアログボックスから、使用するプリンタおよび印刷オプションを選択します。
3.  印刷を選択します。

注記：
• レポートの内容によっては、一部のレポートはその内容を適切に印刷するために横方向に印刷す

る必要があります。特定のプリンタに印刷の環境設定をするには、プリンタダイアログボックスを
参照してください。

• レポートの内容によっては、印刷されたページ数は、レポートビューアウインドウに表示される数
より多いことがあります。

レポートのエクスポート
レポートが実行された後に、オフラインビューイングおよび他の目的のためにさまざまなファイル形式でレ
ポートをエクスポートおよび保存できます。レポートデータ、CSV（コンマ区切り）ファイル、Adobe®Acrobat®
（PDF）ファイル、Microsoft®Excel®ファイルまたはMicrosoft® Word®ファイルの形式でXMLファイルにレポー
トをエクスポートする選択ができます。

レポートをエクスポートするには
1.  レポート上方のレポートツールバーにあるエクスポートアイコンをクリックして、ドロップダウンリスト

から必要なエクスポートファイル 形式を選択します。ダイアログボックスが表示されます。
2.  ファイルを開くか保存するかを選択します。ファイルを保存する場合、場所の選択をするようメッセ

ージが表示されます。
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注記：
• XML形式およびCSV形式は、テキストのみをサポートし、チャートを含むレポートのエクスポートに

は不適切です。また、Microsoft® Excel®にエクスポートされる一部のレポートでは、必要な視覚的な
結果を提供するためにExcel®の手動書式設定が必要となることがあります。

• Microsoft® SQL Server®の使用するバージョンによっては、65,536行を超えるレポートをMicrosoft® Excel®
にエクスポートすることは不可能であり、エラーとなると考えられます。

• CSVにエクスポートするとき、「合計」行がある場合この行は追加列として現れ各行に対して繰り返
されます。

• システム管理者は、基礎をなすレポートシステムから一部のエクスポート形式を許可しないことが
あります。また、PharmGuard® Serverウェブポータルからレポートをエクスポートするために適切に動
作しない一部のエクスポート形式については担当システム管理者がエクスポート可能にできます。 
詳細については、担当のPharmGuard® Serverシステム管理者に連絡してください。

• PDFに大容量のレポートをエクスポートする場合、レポートをタイムアウトしないにその値を設定す
ることで、SSRSレポートマネージャーレポートタイムアウトの特性を調整する必要がある場合があ
ります。デフォルトでは、タイムアウトは1800秒（30分）に設定されています。PDFへのエクスポート
に30分を超過するレポートでは、レポートのタイムアウトをレポートをタイムアウトしないに設定す
ることが求められます。

レポートの保存
どんなレポートでも最上部のマイレポートに保存ボタンをクリックすればマイレポートのページに追加され
ます。保存されれば、選択されたレポートがあなたのマイレポートページ上およびあなたのホームページ上に
現れます。レポートをマイレポートに保存するときは、 異なる名前でレポートを保存するオプションがありま
す。

レポートを保存するには
1.  レポートのページの最上部にあるマイレポートに保存をクリックします。マイレポートに保存ダイアロ

グボックスが表示されます。
2.  必要に応じて以下の情報を確認して、編集します：

• 名前を付けて保存：レポートの名前
• ホームページで表示
• メールアドレス

3.  保存をクリックします。保存されたレポートはマイレポートページに追加されます。

レポートのスケジューリング
レポートがマイレポートに保存されたら、レポートの実行を繰り返すスケジューリングもできます。スケジュ
ーリング作業は、指定された日付範囲で毎日、毎週、または毎月に設定することができます。希望する出力
形式を選択し、レポートを送信するメールアドレスを入力することができます。

レポートをスケジューリングするには
1.  マイプロファイルドロップダウンメニューからマイレポートを選択します。
2.  レポートの名前をクリックしてスケジューリングします。

注記：カーソルは矢印に変わりません。名前のテキストをクリックしてください。
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図 1

マイレポートを編集ダイアログボックスが表示されます。

図 2

3.  スケジュールチェックボックスをクリックします。
マイレポートを編集画面でスケジューリングの詳細オプションが表示されます。

図 3

4. スケジューリングの詳細を入力して保存を選択します。
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第2章  準拠レポート

準拠レポートでは、PharmGuard®プロトコル、薬剤プログラム、薬剤プロトコルまたはライブラリの使用と手動
入力モード（PharmGuard以外）注入の使用を比較します。これらのレポートは、施設の準拠レベルの全体像を
示すことができます。

使用できるレポートの種類は、PharmGuard Serverのネットワークに接続されているポンプモデルによって異な
ります。

• 準拠サマリ
• プロファイル別準拠
• プロファイルリスト別準拠

• 時間帯別準拠
• 施設別準拠
• 準拠トレンド

準拠サマリ

目的
このレポートを選択して、手動入力モード
（PharmGuard以外）注入と比較して注入に使用され
るPharmGuardプロトコルまたは薬剤プログラム*の割
合を表示します。
このレポートは、施設の準拠レベルのハイレベルな
サマリを示します。このレポートに基づいて、他の準
拠レポートを使用してさらに詳細を得ることができ
ます。
ユーザー
このレポートは、委員会、臨床医、ケアマネージャー、
看護師、薬剤師および同様のスタッフメンバーが使用
し、各プロファイルまたは治療域に対する、準拠の評
価に役立てます。

特長
円グラフは、PharmGuard注入の準拠割合を
PharmGuard以外の注入を使用する注入と比較しま
す。青色はプロトコル、薬剤プログラムまたは薬剤プ
ロトコルを使用した注入を示します。灰色はプロトコ
ル、薬剤プログラムまたは薬剤プロトコル外で使用さ
れる手動入力モード注入を示します。
選択された基準の範囲内の注入合計数は、レポート
中に示されたデータの見通しを示すために表示して
います。
表の特長
チャートの基礎となるデータを含む表には、以下の
列が含まれます：PharmGuard注入、PharmGuard注
入％、PharmGuard以外の注入、PharmGuard以外の
注入％、および注入合計数。
ドリルスルー
特定のデータに関する詳細については、円グラフの
セクションまたはグラフまたは表の下線付きの値を
クリックして「ドリルスルー」し、注入の詳細レポート
の基礎データを表示します。

*このレポートでプロトコルまたは薬剤プログラムのどれを使用するかは、注入ポンプの種類で決まります。



PharmGuard® Device Reports Software  2.4 ユーザーガイド12ページ

プロファイル別準拠

目的
このレポートを選択して、プロファイル別に、手動入力
モード（PharmGuard以外）注入と比較して注入に使用
されるPharmGuard プロトコル、薬剤プログラムまたは
ライブラリ*の割合を表示します。
このレポートは、各プロファイルの準拠割合とプロフ
ァイル間の差異の比較を示します。最も準拠している
16施設、最も準拠していない16施設を選択して表示
するか、最大で16の個々のプロファイルを選択して比
較することができます。
注記：同じプロファイル名が異なるライブラリで使わ
れている場合、これらのプロファイルからのデータが
そのレポートに組み込まれます。
ユーザー
このレポートは、委員会、臨床医、ケアマネージャー、
看護師、薬剤師および同様のスタッフメンバーが使用
し、各プロファイルまたは治療域に対する、プロトコ
ル準拠と機器の使用の評価に役立てます。

特長
棒グラフは、選択されたプロファイルの準拠割合を
対照比較します。チャートの紫色の横線は、すべての
選択されたプロファイルに対する平均準拠を表しま
す。
またこのレポートには、レポート機器数と選択された
基準の範囲内での総注入数が含まれます。
表の特長
チャートの基礎となるデータを含む表には、以下の
列が含まれます：プロファイル、PharmGuard注入、 
PharmGuard注入％、開始されたPharmGuard以外の注
入、PharmGuard以外の注入％、および注入合計数。
表には、PharmGuard注入および回数の合計での割
合の再計算値を表示する集計行が含まれます。
ドリルスルー
特定のデータに関する詳細については、チャートの色
付きバーまたは表の下線付きの値をクリックして「ド
リルスルー」し、注入の詳細レポートの基礎データを
表示します。

*このレポートでプロトコル、薬剤プログラムまたはライブラリのどれを使用するかは、注入ポンプの種類で
決まります。

プロファイルリスト別準拠

目的
このレポートを選択して、プロファイル別に、手動入
力モード（PharmGuard以外）注入と比較して注入に
使用されるPharmGuardプロトコルまたは薬剤プログ
ラムの合計数と割合を表示します。
選択した基準の結果は、グループ別、ライブラリ別お
よびプロファイル別に集計されています。
ユーザー
このレポートは、委員会、臨床医、ケアマネージャー、
看護師、薬剤師および同様のスタッフメンバーが使
用し、より良い準拠を有するプロファイルおよびその
ため準拠を改善するために注意を要するそれらのプ
ロファイル／治療域を特定することによって、プロトコ
ル準拠およびポンプ使用を評価します。

特長
このレポートは、基準（16に限定されない）に含まれ
るすべてのプロファイルを一覧して、グループ別、ライ
ブラリ別およびプロファイル別に集計されているこ
とから、プロファイル別の準拠レポートよりも包括的
です。
表の特長
レポートの表には以下の列が含まれます：プロフ
ァイル、開始されたPharmGuard注入、開始された
PharmGuard注入％、開始されたPharmGuard以外の
注入、開始されたPharmGuard以外の注入%、および
注入合計数。
注記：注入方法に対して選択される基準によっ
ては、列にデータが含まれないことがあります。
レポートは以下を表示します：
• 「-」は、基準選択が原因で表示されるデータがな

いことを示します。
• 「0」は、その種類の注入が存在しないことを示し

ます。
ドリルスルー
特定のデータに関する詳細については、チャートまた
は表の下線付きの値をクリックして「ドリルスルー」
し、注入の詳細レポートの基礎データを表示します。
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時間帯別準拠

目的
このレポートを選択して、時間帯別に、手動入力モー
ド（PharmGuard以外）注入と比較して注入に使用さ
れるPharmGuardプロトコルまたは薬剤プログラムの
割合を表示します。
このレポートは、手動入力モード（PharmGuard以外）
注入ではなく、プロトコル、薬剤プログラムまたは薬
剤プロトコルが使われている日の特定の時間帯があ
るかどうかを示します。
ユーザー
このレポートは、委員会、臨床医、ケアマネージャー、
看護師、薬剤師および同様のスタッフメンバーが使用
し、各プロファイルまたは治療域に対する、ハイレベ
ルの準拠を有する時間帯であることから準拠を改善
するために注意を要する時間を特定します。
この情報は、看護スタッフの配置、訓練および／また
はプロトコル改善のニーズに関する人材計画および
判断を通知します。

特長
棒グラフは、各時間帯の隣り合った準拠割合を対照
比較します。チャートの紫色の横線は、その期間と選
択された基準に対する平均準拠を表します。
表の特長
チャートの基礎となるデータを含む表には、以下の列
が含まれます：時間、PharmGuard注入数、PharmGuard
注入％、PharmGuard以外の注入数、PharmGuard以外
の注入％、および注入合計数。
ドリルスルー
特定のデータに関する詳細については、チャートの色
付きバーまたは表の下線付きの値をクリックして「ド
リルスルー」し、注入の詳細レポートの基礎データを
表示します。

施設別準拠

目的
このレポートを選択して、施設別に、手動入力モード
（PharmGuard以外）注入と比較して注入に使用され
るPharmGuardプロトコルまたは薬剤プログラムの割
合を表示します。
このレポートでは、全体の合計の代わりに施設の比
較が可能です。
ユーザー
このレポートは、委員会、臨床医、ケアマネージャー、
看護師、薬剤師および同様のスタッフメンバーが使用
し、各プロファイルまたは治療域に対する、各施設の
プロトコル準拠と機器の使用の評価に役立てます。

特長
棒グラフは、選択された施設の準拠割合を対照比較
します。チャートの紫色の横線は、すべての選択され
た施設に対する平均準拠を表します。
またこのレポートには、レポート機器数と選択された
基準の範囲内での総注入数が含まれます。
表の特長
チャートの基礎となるデータを含む表には、以下の列
が含まれます：施設、PharmGuard注入数、PharmGuard
注入％、PharmGuard以外の注入数、PharmGuard以外
の注入％、および注入合計数。
合計行は、各注入方法の合計数および合計数からの
割合の再計算値を表示します。
ドリルスルー
特定のデータに関する詳細については、チャートの色
付きバーまたは表の下線付きの値をクリックして「ド
リルスルー」し、注入の詳細レポートの基礎データを
表示します。
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準拠トレンド

目的
このレポートを選択して、定義された時間とトレンド
間隔全体で、手動入力モード（PharmGuard以外）注
入と比較して注入に使用されるPharmGuardプロトコ
ルまたは薬剤プログラムの割合を、プロファイル別に
表示します。
全プロファイル合計基準選択は、すべてのプロファイ
ルにわたるトレンドを示します。
ユーザー
このレポートは、委員会、臨床医、ケアマネージャー、
看護師、薬剤師および同様のスタッフメンバーが使用
し、各プロファイルまたは治療域に対する、看護スタ
ッフの配置、訓練および業績にかかわる過去の行為
および／またはプロトコルへの変更の有効性の評価
に役立てます。

特長
折れ線グラフは、プロファイル別に選択された基準
に対する準拠トレンドを示します。ｘ軸の上の期間
は、選択されたトレンド間隔で決まります。
選択された各グループとライブラリについてレポート
している機器数が表示され、何台の機器がそのデー
タに寄与したかについての全体像を示します。
表の特長
チャートの基礎となるデータを含む表には、 
以下の列が含まれます：トレンド間隔、プロファ 
イル、PharmGuard注入数、PharmGuard注入％、 
PharmGuard以外の注入数、PharmGuard以外の注
入％、および注入合計数。
ドリルスルー
特定のデータに関する詳細については、チャートのデ
ータポイントまたは表の下線付き値をクリックして「
ドリルスルー」し、注入の詳細レポートの基礎データ
を表示します。



    安全性イベントレポート 15ページ

第3章  安全性イベントレポート
PharmGuard注入に対してレポートされる安全性イベントレポートには次の4種類があります：

• ソフトリミット再プログラム：ソフトリミット範囲外に入力した値を範囲内に再入力します。
• ソフトリミット上書き数：ソフトリミット範囲外の数値が入力され、上書きが確認されます。
• ハードリミットアラート：最大/最小範囲外の数値が入力されました（安全性リミット限界）。
• 中止数：範囲外の数値が入力され、ポンプの電源が切れました。ユーザーが値を変更し始めてか

らタスクを完了する前に終了した場合、中止イベントも発生する可能性があります。
使用できるレポートの種類は、PharmGuard Serverのネットワークに接続されているポンプモデルによって
異なります。
• 安全性イベントサマリ
• プロファイル別安全性イベント数
• プロファイル別安全性イベントリスト
• プロトコル、薬剤プログラムまたは薬剤プロトコ

ル別安全性イベント数
• プロトコルまたは薬剤プログラムリスト別安全

性イベント数

• 時間帯別安全性イベント数
• 施設別安全性イベント数
• パラメータ別安全性イベント数
• 安全性イベントパラメータサマリ
• 安全性イベント誤差要因
• 安全性イベントトレンド
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安全性イベントサマリ

目的
このレポートを選択して、安全性イベントの有無にか
かわらずPharmGuard注入の割合と手動入力モード
（PharmGuard以外）注入とを比較します。安全性イ
ベントの種類別に一覧された、安全性イベントの合
計数も表示されます。
このレポートは、施設の準拠レベルと安全性イベント
発生のハイレベルなサマリを示します。このレポート
に基づいて、他の安全性イベントレポートを使用して
さらに詳細を得ることができます。
ユーザー
このレポートは、委員会、臨床医、ケアマネージャー、
看護師、薬剤師およびその他同様のスタッフメンバー
が使用して、各プロファイルまたは治療域に対する投
薬安全性と現行の診療を評価します。
このデータは、プロトコルの使用目的についての判断
およびプログラムされた限度が適切に設定されてい
るか調整を必要とするかどうかの判断を通知するこ
とにも役立ちます。

特長
安全性イベント最低1件以上の有無にかかわらず、 
2つの円グラフで最初のものは、PharmGuard以外の
注入をPharmGuard注入の割合と比較します。
注記：1度の注入に1件以上の安全性イベントが発生
することがあります。
2番目の円グラフは、4種類の安全性イベントの分布
を表しています。
表の特長
各円グラフの次に、チャートが基礎となるデータを含
む表が示されます。
最初の表には以下の列が含まれます：安全性イ
ベントのないPharmGuard注入数、安全性イベン
トのないPharmGuard注入%、安全性イベントの
あるPharmGuard注入数、安全性イベントのあ
るPharmGuard注入%、PharmGuard以外の注入
数、PharmGuard以外の注入%、および注入合計数。
2番目の表は、以下の列を含む種類別の安全性イベン
ト数の合計を示します：ソフトリミット再プログラム
数、ソフトリミット再プログラム％、ソフトリミット上書
き数、ソフトリミット上書き％、ハードリミットアラート
数、ハードリミットアラート％、中止数、中止％、およ
び合計安全性イベント数。
ドリルスルー
特定のデータに関する詳細については、円グラフのセ
クションまたはグラフまたは表の下線付き値をクリッ
クして「ドリルスルー」し、詳細レポートの基礎データ
を表示します。
• 円グラフのセクションおよび最初の円グラフと表

の下線付きの値は注入の詳細レポートにドリルス
ルーします。

• 円グラフのセクションおよび2番目の円グラフと表
の下線付きの値は安全性イベントの詳細レポート
にドリルスルーします。
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プロファイル別安全性イベント数

目的
このレポートを選択して、注入の安全性イベント発生
数（左Ｙ軸）と割合（右Ｙ軸）の双方をプロファイル別
に表示します。
安全性イベントの最も多いプロファイル16件、安全性
イベントの最も少ないプロファイル16件、または最大
で16の個々のプロファイルを選択して比較することが
できます。
このレポートでは、単一プロファイルまたは複数のプ
ロファイルの評価、および発生している安全性イベン
トの異なる種類を比較することができます。
注記：同じプロファイル名が異なるライブラリで使わ
れている場合、これらのプロファイルからのデータが
そのレポートに組み込まれます。
ユーザー
このレポートは、委員会、臨床医、ケアマネージャー、
看護師、薬剤師およびその他同様のスタッフメンバー
が使用して、各プロファイルまたは治療域に対する投
薬安全性と現行の診療を評価します。
このデータは、プロトコルの使用目的についての判断
およびプログラムされた限度が適切に設定されてい
るか調整を必要とするかどうかの判断を通知するこ
とにも役立ちます。

特長
棒グラフは、選択された各プロファイルに対する安全
性イベントの数を対照比較しますが、各列は安全性イ
ベントの種類によって分けられています。安全性イベン
トの種類はチャートの凡例に特定されています。
表の特長
チャートの基礎となるデータを含む表には、以下の列
が含まれます：プロファイル、PharmGuard注入数、ソ
フトリミット再プログラム数、ソフトウェアリミット再
プログラムのある注入数、ソフトウェアリミット再プロ
グラムのある注入%、ソフトリミット上書き数、ソフト
ウェアリミット上書きのある注入数、ソフトリミット上
書きのある注入%、ハードリミットアラート数、ハード
リミットアラートのある注入数、ハードリミットアラー
トのある注入%、中止数、中止された注入数、中止さ
れた注入%、安全性イベント数、安全性イベントのあ
る注入数、および安全性イベントのある注入%。
注記：該当する列は、安全性イベントの種類がレポー
トに対して選択された場合にのみ表示されます
表には、各安全性イベントの種類に対する注入合計
数と安全イベント数を表示する合計行も含まれます。
割合は、種類別の注入数と安全性イベントとの合計
数に基づいて再計算された割合です。
ドリルスルー
特定のデータに関する詳細については、チャートの色
付きバーまたは表の下線付きの値をクリックして 
「ドリルスルー」し、詳細レポートの基礎データを表
示します。
• チャートの色付きバーまたは表の安全性イベント

の種類の列の下線付きの値は安全性イベントの詳
細レポートにドリルスルーします。

• 表の注入列の下線付きの値は注入の詳細レポート
にドリルスルーします。
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プロファイル別安全性イベントリスト

目的
このレポートを選択して、プロファイル別に、安全性イ
ベントの合計数と選択したレポートの各安全性イベ
ントの種類の注入の合計数の対比を表示します。
結果はグループ別、ライブラリ別およびプロファイル
別に集計されます。
ユーザー
このレポートは、委員会、臨床医、ケアマネージャー、
看護師、薬剤師およびその他同様のスタッフメンバー
が使用して、各プロファイルまたは治療域に対する投
薬安全性と現行の診療を評価します。
このデータは、薬剤プログラムの使用目的について
の判断およびプログラムされた限度が適切に設定さ
れているか調整を必要とするかどうかの判断を通知
することにも役立ちます。

特長
このレポートは、基準（16個に限定されない）に含ま
れるすべてのプロファイルを掲載して、グループ別、ラ
イブラリ別およびプロファイル別に集計されているこ
とから、プロファイル別安全性イベントレポートより
も包括的です。
表の特長
レポートの表には以下の列が含まれます：グループ、
ライブラリ、プロファイル、PharmGuard注入数、ソフ
トリミット再プログラム数、ソフトウェアリミット再プ
ログラムのある注入数、ソフトウェアリミット再プログ
ラムのある注入%、ソフトリミット上書き数、ソフトウ
ェアリミット上書きのある注入数、ソフトリミット上書
きのある注入%、ハードリミットアラート数、ハードリ
ミットアラートのある注入数、ハードリミットアラート
のある注入%、中止数、中止された注入数、中止され
た注入%、安全性イベント数、安全性イベントのある
注入数、および安全性イベントのある注入%。
注記：該当する列は、安全性イベントの種類がレポー
トに対して選択された場合にのみ表示されます。
表には、各安全性イベントの種類に対する注入合計
数と安全イベント数を表示する合計行も含まれます。
割合は、種類別の注入数と安全性イベントとの合計
数に基づいて再計算された割合です。
ドリルスルー
特定のデータに関する詳細については、表の下線付
きの値をクリックして「ドリルスルー」し、詳細レポー
トの基礎データを表示します。
• 表の注入列の下線付きの値は注入の詳細レポート

にドリルスルーします。
• 表の安全性イベント列の下線付きの値は安全性イ

ベントの詳細レポートにドリルスルーします。
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プロトコル、薬剤プログラムまたは薬剤プロトコル別安全性イベント数*

目的
このレポートを選択して、プロトコル、薬剤プログラム
または薬剤プロトコル別、注入の安全性イベント発生
数（左Ｙ軸）と割合（右Ｙ軸）の双方を表示します。
最も多い安全性イベント数、最も少ない安全性イベン
ト数、もしくは個別に選択したプロトコル、薬剤プロ
グラムまたは薬剤プロトコルを比較するよう選択で
きます。
注記：同じプロトコル、薬剤プログラムまたは薬剤プ
ロトコルが異なるプロファイルで使われている場合、
これらのデータがそのレポートに組み込まれます。
ユーザー
このレポートは、委員会、臨床医、ケアマネージャー、
看護師、薬剤師およびその他同様のスタッフメンバー
が使用して、各プロファイルまたは治療域に対する投
薬安全性と現行の診療を評価します。
このデータは、現行のライブラリの使用の評価に役
立ちますが、プロトコルを修正する必要および／また
は診療を変更する必要が生じることがあります。

特長
棒グラフは、選択された各プロトコル、薬剤プログラ
ムまたは薬剤プロトコルに対する安全性イベントの
数を対照比較しますが、各列は安全性イベントの種
類によって分けられています。安全性イベントの種類
はチャートの凡例に特定されています。点線は、安全
性イベント数に対する注入の割合を表します。
表の特長
チャートの基礎となるデータを含む表には、以下の
列が含まれます：（プロトコル、薬剤プログラムまた
は薬剤プロトコル）、治療、種別、薬剤、ソフトリミッ
ト再プログラム数、ソフトウェアリミット再プログラム
のある注入数、ソフトウェアリミット再プログラムのあ
る注入%、ソフトリミット上書き数、ソフトウェアリミッ
ト上書きのある注入数、ソフトリミット上書きのある
注入%、ハードリミットアラート数、ハードリミットアラ
ートのある注入数、ハードリミットアラートのある注
入%、中止数、中止された注入数、中止された注入%
、安全性イベント数、安全性イベントのある注入数、
および安全性イベントのある注入%。
注記：該当する列は、安全性イベントの種類がレポー
トに対して選択された場合にのみ表示されます。
表には、各安全性イベントの種類に対する注入合計
数と安全イベント数を表示する合計行も含まれます。
この行にある割合は、種類別の注入数と安全性イベ
ントとの合計数に基づいて再計算された割合です。
ドリルスルー
特定のデータに関する詳細については、チャートの色
付きバーまたは表の下線付きの値をクリックして 
「ドリルスルー」し、詳細レポートの基礎データを表
示します。
• チャートの色付きバーまたは表の安全性イベント

の種類の列の下線付きの値は安全性イベントの詳
細レポートにドリルスルーします。

• 表の注入列の下線付きの値は注入の詳細レポート
にドリルスルーします。

*このレポートでプロトコル、薬剤プロトコルまたは薬剤プログラムのどれを使用するかは、注入ポンプの種
類で決まります。
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プロトコルまたは薬剤プログラムリスト別安全性イベント数*

目的
このレポートを選択して、プロトコルまたは薬剤プロ
グラム別に、安全性イベントの合計数と、レポートに
選択した各安全性イベントの種類に対する注入合計
数との対比を表示します。
結果はグループ別、ライブラリ別、治療別、種別、およ
び薬剤別に集計されます。
ユーザー
このレポートは、委員会、臨床医、ケアマネージャー、
看護師、薬剤師およびその他同様のスタッフメンバー
が使用して、各プロファイルまたは治療域に対する投
薬安全性と現行の診療を評価します。
このデータは、特定のプロトコル、薬剤プログラムま
たは薬剤プロトコルを評価し、個々において発生して
いるさまざまな安全性イベントの種類の比較をする
ことに役立ちます。

特長
このレポートは、基準（20に限定されない）に含まれ
るすべてのプロファイルを一覧して、グループ別、ライ
ブラリ別、治療別、種別、および薬剤別に集計されて
いることから、プロトコルまたは薬剤プログラム別安
全性イベント数レポートよりも包括的です。
表の特長
レポートの表には以下の列が含まれます：グループ、
ライブラリ、治療、種別、薬剤、注入数、ソフトリミッ
ト再プログラム数、ソフトウェアリミット再プログラム
のある注入数、ソフトウェアリミット再プログラムの
ある注入%、ソフトリミット上書き数、ソフトウェアリ
ミット上書きのある注入数、ソフトリミット上書きのあ
る注入%、ハードリミットアラート数、ハードリミットア
ラートのある注入数、ハードリミットアラートのある注
入%、中止数、中止された注入数、中止された注入%、
安全性イベント数、安全性イベントのある注入数、 
および安全性イベントのある注入%。
注記：該当する列は、安全性イベントの種類がレポー
トに対して選択された場合にのみ表示されます
ドリルスルー
特定のデータに関する詳細については、チャートまた
は表の下線付きの値をクリックして「ドリルスルー」
し、詳細レポートの基礎データを表示します。
• 表の注入列の下線付きの値は注入の詳細レポート

にドリルスルーします。
• 表の安全性イベント列の下線付きの値は安全性イ

ベントの詳細レポートにドリルスルーします。

*このレポートでプロトコルまたは薬剤プログラムのどれを使用するかは、注入ポンプの種類で決まります。
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時間帯別安全性イベント数

目的
このレポートを選択して、時間帯別に、毎時発生する
安全性イベント発生数（左Ｙ軸）と割合（右Ｙ軸）の
双方を表示します。
このレポートは、より多くの安全性イベントが注入に
対して発生した特定の日時があるか否かを示します。
ユーザー
このレポートは、委員会、臨床医、ケアマネージャー、
看護師、薬剤師およびその他同様のスタッフメンバー
が使用し、各プロファイルまたは治療域に対する、 
安全性イベントが最も発生する時間帯を特定します。
このレポートのデータは、現在の診療、スタッフの配
置、訓練、およびプロトコルとプロファイルの使用の
評価に役立ちます。
このデータは、プロトコルの使用目的についての判断
およびプログラムされた限度が適切に設定されてい
るか調整を必要とするかどうかの判断を通知するこ
とにも役立ちます。
注記：「安全性イベント」のある注入を一覧する列の
値をクリックすると、注入の詳細レポートは安全性イ
ベントに寄与する液源注入の実数を表示します。

特長
棒グラフは、選択された各時間帯に対する安全性イ
ベントの数を対照比較しますが、各列は安全性イベ
ントの種類によって分けられています。安全性イベン
トの種類はチャートの凡例に特定されています。
点線は、安全性イベントの種類内の注入の割合を表
します。
このレポートには、レポートに表示されたデータの
全体像を示すために選択された基準の範囲内の
PharmGuard注入の合計数が含まれます。
表の特長
チャートの基礎となるデータを含む表には、以下の列
が含まれます：時間、注入数、ソフトリミット再プログ
ラム数、ソフトウェアリミット再プログラムのある注入
数、ソフトウェアリミット再プログラムのある注入%、 
ソフトリミット上書き数、ソフトウェアリミット上書き
のある注入数、ソフトリミット上書きのある注入%、 
ハードリミットアラート数、ハードリミットアラートの
ある注入数、ハードリミットアラートのある注入%、中
止数、中止された注入数、中止された注入%、安全性
イベント数、安全性イベントのある注入数、および安
全性イベントのある注入%。
注記：該当する列は、安全性イベントの種類がレポー
トに対して選択された場合にのみ表示されます。

注入の詳細レポートに表示される注入数は、「安全
性イベント」のある注入の合計数よりも少ないことが
ありますが、その理由は1回の注入が数時間にわたる
ことがあり、その合計数には影響を受けた時間のそ
れぞれに対する安全性イベントが含まれるからです。

表には、各安全性イベントの種類に対する注入合計
数と安全イベント数を表示する合計行も含まれます。
割合は、種類別の注入数と安全性イベントとの合計
数に基づいて再計算された割合です。
ドリルスルー
特定のデータに関する詳細については、チャートの色
付きバーまたは表の下線付きの値をクリックして 
「ドリルスルー」し、詳細レポートの基礎データを表
示します。
• チャートの色付きバーまたは表の安全性イベント

の種類の列の下線付きの値は安全性イベントの詳
細レポートにドリルスルーします。

• 表の注入列の下線付きの値は注入の詳細レポート
にドリルスルーします。
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施設別安全性イベント数

目的
このレポートを選択して、施設別に、注入の安全性イ
ベント発生数（左Ｙ軸）と割合（右Ｙ軸）の双方を表
示します。
このレポートでは、単一の施設をレビューしたり、複
数の施設を比較することができます。
ユーザー
このレポートは、委員会、臨床医、ケアマネージャー、
看護師、薬剤師およびその他同様のスタッフメンバー
が使用して、各プロファイルまたは治療域に対する投
薬安全性と現行の診療を評価します。
このデータは、プロトコルの適切な使用についての判
断およびプログラムされた限度が適切に設定されて
いるか調整を必要とするかどうかの判断を通知する
ことにも役立ちます。

特長
棒グラフは、選択された各施設に対する安全性イベ
ントの数を対照比較しますが、各列は安全性イベン
トの種類によって分けられています。安全性イベント
の種類はチャートの凡例に特定されています。
表の特長
チャートの基礎となるデータを含む表には、以下の列
が含まれます：施設、注入数、ソフトリミット再プログ
ラム数、ソフトウェアリミット再プログラムのある注入
数、ソフトウェアリミット再プログラムのある注入%、 
ソフトリミット上書き数、ソフトウェアリミット上書き
のある注入数、ソフトリミット上書きのある注入%、 
ハードリミットアラート数、ハードリミットアラートの
ある注入数、ハードリミットアラートのある注入%、中
止数、中止された注入数、中止された注入%、安全性
イベント数、安全性イベントのある注入数、および安
全性イベントのある注入%。
注記：該当する列は、安全性イベントの種類がレポー
トに対して選択された場合にのみ表示されます。
表には、各安全性イベントの種類に対する注入合計
数と安全イベント数を表示する合計行も含まれます。
割合は、種類別の注入数と安全性イベントとの合計
数に基づいて再計算された割合です。
ドリルスルー
特定のデータに関する詳細については、チャートの色
付きバーまたは表の下線付きの値をクリックして 
「ドリルスルー」し、詳細レポートの基礎データを表
示します。
• チャートの色付きバーおよび表の安全性イベント

の種類の列の下線付きの値は安全性イベントの詳
細レポートにドリルスルーします。

• 表の注入列の下線付きの値は注入の詳細レポート
にドリルスルーします。
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パラメータ別安全性イベント数

目的
このレポートを選択して、選択されたパラメータ
に対する安全性イベントの発生数を表示します。
各安全性イベントの種類の数は、各パラメータを
PharmGuard注入の合計数に対する安全性イベント
の割合と共に一覧しています。
このレポートでは、単一パラメータまたは複数のパラ
メータの評価および発生している安全性イベントの
異なる種類を比較することができます。
ユーザー
このレポートは、委員会、臨床医、ケアマネージャー、
看護師、薬剤師およびその他同様のスタッフメンバー
が使用して、各プロファイルまたは治療域に対する投
薬安全性と現行の診療を評価します。
このデータは、プロトコルの適切な使用についての判
断およびプログラムされた限度が適切に設定されて
いるか調整を必要とするかどうかの判断を通知する
ことにも役立ちます。
注記：
• 1回の注入が複数の安全性イベントを含む可能性

があることから、さまざまな安全性イベントパラメ
ータがあれば、注入列は個々のパラメータに対し
て「該当なし」と提示します。注入の「合計」行は、
選択された基準を満たす注入合計数が表示され
ます。

• 「...のある注入」が表記された列の合計行中の値
をクリックすると、レポートは安全性イベントに寄
与する液源注入の実数値を表示し、クリックされ
た値と同じではないことがあります。
例えば、1回の注入が安全性イベントパラメーター
ドーズによるハードリミットアラートの原因となり、
それが安全性イベントパラメーターウエイトによる
ハードリミットアラートを引き起こす場合、「ハード
リミットアラートのある注入」合計数は2ですが、
注入の詳細レポートの注入数は1です。

特長
棒グラフは、選択されたパラメータに対する安全性イ
ベントの数を対照比較しますが、各列は安全性イベン
トの種類によって分けられています。安全性イベント
の種類はチャートの凡例に特定されています。
点線は、安全性イベントの種類内の注入の割合を表
します。
表の特長
チャートの基礎となるデータを含む表には、以下の列
が含まれます：パラメータ、注入数、ソフトリミット再
プログラム数、ソフトウェアリミット再プログラムのあ
る注入数、ソフトウェアリミット再プログラムのある注
入%、ソフトリミット上書き数、ソフトウェアリミット上書
きのある注入数、ソフトリミット上書きのある注入%、
ハードリミットアラート数、ハードリミットアラートのあ
る注入数、ハードリミットアラートのある注入%、中止
数、中止された注入数、中止された注入%、安全性イ
ベント数、安全性イベントのある注入数、および安全
性イベントのある注入%。
注記：該当する列は、安全性イベントの種類または安
全性イベントパラメータがレポートに対して選択され
た場合にのみ表示されます。
表には、各安全性イベントの種類に対する注入合計
数と安全イベント数を表示する合計行も含まれます。
割合は、種類別の注入数と安全性イベントとの合計
数に基づいて再計算された割合です。
ドリルスルー
特定のデータに関する詳細については、チャートの色
付きバーまたは表の下線付きの値をクリックして 
「ドリルスルー」し、詳細レポートの基礎データを表
示します。
• チャートの色付きバーまたは表の安全性イベント

の種類の列の下線付きの値は安全性イベントの詳
細レポートにドリルスルーします。

• 表の注入列の下線付きの値は注入の詳細レポート
にドリルスルーします。
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安全性イベントパラメータサマリ

目的
このレポートを選択して、安全性イベントの原因とな
る安全性イベントパラメータの種類を全体的に表示
します。
このレポートの目的は、どのパラメータが最も多くの 
（あるいは少ない）安全性イベントをもたらすか
について評価することです。安全性イベントパラ
メータの例には、持続投与速度、PCA／PCEAドー
ズ、PCA／PCEAドーズロックアウトタイム、随時投与
などが含まれますが、それに限定されません。
ユーザー
このレポートは、委員会、臨床医、ケアマネージャー、
看護師、薬剤師およびその他同様のスタッフメンバー
が使用して、各プロファイルまたは治療域に対する投
薬安全性と現行の診療を評価します。
このレポートの情報は、現行のPharmGuardプロトコ
ル使用の評価をして、診療変更、訓練、ライブラリ調
整または他の行動が必要か否かを判断することに役
立ちます。

特長
このサマリレポートは、選択された各プロファイルの
レポート済みの安全性イベントを表示します。各プロ
ファイル内で、イベントはその原因となる安全性イベ
ントの種類と安全性イベントパラメータ別に分類され
ています。
表の特長
表の行は、以下の安全性イベント合計数を示します：
プロファイル、安全性イベントの種類、および安全性
イベントパラメータ。
ドリルスルー
特定のデータに関する詳細については、チャートまた
は表の下線付きの値をクリックして「ドリルスルー」
し、安全性イベントの詳細レポートの基礎データを
表示します。
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安全性イベント誤差要因

目的
このレポートを選択して、最初のパラメータ値からの
誤差要因に基づいて、より臨床的に重要であると考
えられる安全性イベントを表示します。
ユーザー
このレポートは、委員会、臨床医、ケアマネージャー、
看護師、薬剤師およびその他同様のスタッフメンバー
が使用して、各プロファイルまたは治療域に対する投
薬安全性と現行の診療を評価します。
このレポートの情報は、現行のPharmGuard Software
プロトコル使用の評価をして、診療変更、訓練、薬剤
プログラム調整または他の行動が必要か否かを判断
することに役立ちます。
注記：
• このレポートのチャートは大量のデータを表示す

ることができますが、レポート基準（すべての薬剤
プログラム、多くのプロファイルおよび／または広
範な日付範囲の使用など）に過剰なデータを含む
ことが、煩雑なため読みづらいチャートが作成さ
れる原因となることがあります。この場合、基準を
絞り込むか、または異なる基準に基づく複数のレ
ポートを生成することを考慮してください。

• このレポートでは、行数が100,000に限定されてい
ます。絞り込んだ記録数が最適性能に反映される
まで、基準選択数を減らします。

• 選択された基準によって、他のレポートよりも結果
が得られるまで著しく長くかかることがあります。

特長
安全性イベント誤差要因は、各安全性イベントの有
意性を示している各列の高さで、棒グラフに表示さ
れます。チャートの下にある表は、チャートに関連し
た値を表示し、いずれの列でも並べ替えるすることが
できます。
誤差要因に対する計算は次の通りです：
• 入力値／最終値（値がリミットを超えて入力される

と正の誤差要因がある）
• 入力値／最終値（値がリミット未満で入力される

と負の誤差要因がある）
表の特長
チャートの基礎となるデータを含む表には、以下の
列が含まれます：シリアル番号、資産ID、日時、安全
性イベントの種類、グループ、ライブラリ、プロファイ
ル、治療、種別、薬剤、パラメータ、前値、入力値、ハ
ード最小値、ソフト最小値、ソフト最大値、ハード最
大値、最終値、誤差要因。
ドリルスルー
特定のデータに関する詳細については、表の下線付
きの値をクリックして「ドリルスルー」し、イベント履
歴レポートの基礎データを表示します。
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安全性イベントトレンド

目的
このレポートを選択して、定義済みの期間とトレンド間
隔全体で、プロファイル別と安全性イベントの種類別
に割合を表示します。
全プロファイル合計基準選択は、すべてのプロファイ
ルにわたるトレンドを示します。
各安全性イベントの種類の数と割合が、選択されたト
レンド間隔（毎日、毎週、毎月、年四回または毎年）に
対して一覧されています。
ユーザー
このレポートの情報は、管理者チームが使用して、期
間全体で（改善があったか否かを判断するために）発
生する安全性イベントの割合および種類の評価を通
知します。
このデータは、例えば、イベントの増加または減少とプ
ロトコルの変更が一致しているか否かについてプロト
コルを評価することに役立ちます。
注記：
• このレポートのチャートは大量のデータを表示する

ことができますが、レポート基準（すべてのプロトコ
ル、多くのプロファイルおよび／または広範な日付
範囲の使用など）に過剰なデータを含むことが、煩
雑なため読みづらいチャートが作成される原因とな
ることがあります。この場合、基準を絞り込むか、ま
たは異なる基準に基づく複数のレポートを生成する
ことを考慮してください。

• 多すぎるプロファイルと安全性イベントの組合せが
選択された基準に含まれる場合、チャートの凡例は
全項目を表示することができず、その他の凡例が省
略されたことを示す「...」アイコンが表示されます。

特長
折れ線グラフは、選択された各プロファイルと安全性
イベントに対する安全性イベントの割合のトレンドを
表示します。ｘ軸の上の期間は、選択されたトレンド間
隔で決まります。
選択された各グループとライブラリについてレポートし
ている機器数が表示され、何台の機器がそのデータ
に寄与したかについての全体像を示します。
表の特長
チャートの基礎となるデータを含む表には、以下の列
が含まれます：トレンド間隔、プロファイル、注入数、ソ
フトリミット再プログラム数、ソフトウェアリミット再プ
ログラムのある注入数、ソフトウェアリミット再プログ
ラムのある注入%、ソフトリミット上書き数、ソフトウェ
アリミット上書きのある注入数、ソフトリミット上書き
のある注入%、ハードリミットアラート数、ハードリミッ
トアラートのある注入数、ハードリミットアラートのあ
る注入%、中止数、中止された注入数、中止された注
入%、安全性イベント数、安全性イベントのある注入
数、および安全性イベントのある注入%。
注記：該当する列は、安全性イベントの種類がレポー
トに対して選択された場合にのみ表示されます。
表には、各安全性イベントの種類に対する注入合計数
と安全イベント数を表示する合計行も含まれます。割
合は、種類別の注入数と安全性イベントとの合計数に
基づいて再計算された割合です。
ドリルスルー
特定のデータに関する詳細については、チャートまた
は表の下線付きの値をクリックして「ドリルスルー」
し、詳細レポートの基礎データを表示します。
• 表の注入列の下線付きの値は注入の詳細レポート

にドリルスルーします。
• 表の安全性イベント列の下線付きの値は安全性イ

ベントの詳細レポートにドリルスルーします。
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第4章  アラームレポート
このグループには以下のレポートが含まれます：

• アラームサマリ
• プロファイル別アラーム数
• プロトコル、薬剤プログラムまたは

薬剤プロトコル別アラーム
• 時間帯別アラーム数
• 施設別アラーム数

• 種類別アラーム数
• 種類別機器別アラーム数
• アラームトレンド

分類別のアラームの種類の一覧については、ウェブポータルから利用できるオンラインヘルプを参照してく
ださい。
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アラームサマリ
目的
このレポートを選択して、アラームの有無にかかわ
らず注入の割合と手動入力モード（PharmGuard以
外）注入とを比較します。アラーム分類別に整理
された、アラームの合計数も表示されます。
このレポートは、施設の準拠レベルとアラーム発
生のハイレベルなサマリを表示します。このレポー
トに基づいて、他のアラームレポートを使用して詳
細を得ることができます。
ユーザー
このレポートは、委員会、臨床医、ケアマネージャ
ー、看護師、薬剤師およびその他同様のスタッフメ
ンバーが使用して、各プロファイルまたは治療域に
対する投薬安全性と現行の診療を評価します。
このデータは、プロトコルの使用目的についての
判断およびプログラムされた限度が適切に設定さ
れているか調整を必要とするかどうかの判断を通
知することにも役立ちます。

特長
アラーム最低1件以上の有無にかかわらず、2つの円グラフで
最初のものは、PharmGuard以外の注入をPharmGuard注入の
割合と比較します。
注記：1度の注入に2件以上のアラームが発生することがあり
ます。
2番目の円グラフは、アラーム分類の分布を表示します。2番
目の円グラフのアラームには、注入以外で発生するアラーム
が含まれます。
表の特長
各円グラフの次に、チャートが基礎となるデータを含む表が
示されます。
最初の表には以下の列が含まれます：アラームイベン
トのないPharmGuard注入数、アラームイベントのない
PharmGuard注入%、アラームイベントのあるPharmGuard
注入数、アラームイベントのあるPharmGuard注入%、アラ
ームイベントのないPharmGuard以外の注入数、アラームイ
ベントのないPharmGuard以外の注入%、アラームイベント
のあるPharmGuard以外の注入数、アラームイベントのある
PharmGuard以外の注入%、および注入合計数。
2番目の表は、以下の列を含む種類別のアラーム合計数を示
します：日常的でない臨床アラーム数、日常的でない臨床ア
ラーム%、日常的臨床アラーム数、日常的臨床アラーム%、日
常的でないハードウェアアラーム数、日常的でないハードウェ
アアラーム%、日常的ハードウェアアラーム数、日常的ハード
ウェアアラーム%、操作アラーム数、操作アラーム%、および
アラーム合計数。
ドリルスルー
特定のデータに関する詳細については、円グラフのセクショ
ンまたはグラフまたは表の下線付き値をクリックして「ドリル
スルー」し、詳細レポートの基礎データを表示します。
• 円グラフのセクションおよび最初の円グラフと表の下線付

きの値は注入の詳細レポートにドリルスルーします。
• 円グラフのセクションおよび2番目の円グラフと表の下線付

きの値はアラームイベントの詳細レポートにドリルスルー
します。



    アラームレポート 29ページ

プロファイル別アラーム数

目的
このレポートを選択して、選択した各プロファイルの
アラーム数を表示します。アラームの最も多いプロ
ファイル16件、アラームの最も少ないプロファイル16
件、または16の個々のプロファイルを選択して比較す
ることができます。
このレポートでは、単一プロファイルまたは複数のプ
ロファイルの評価および発生しているアラームの異な
る種類を比較することができます。
注記：同じプロファイル名が異なるライブラリで使わ
れている場合、これらのプロファイルからのデータが
そのレポートに組み込まれます。
ユーザー
このレポートは、委員会、臨床医、ケアマネージャー、
看護師、薬剤師およびその他同様のスタッフメンバー
が使用して、各プロファイルまたは治療域に対する投
薬安全性と現行の診療を評価します。
このデータは、プロトコルの使用目的についての判断
およびプログラムされた限度が適切に設定されてい
るか調整を必要とするかどうかの判断を通知するこ
とにも役立ちます。

特長
棒グラフは、選択された各プロファイルに対するアラ
ームの数を対照比較しますが、各列はアラームの種
類によって分けられています。アラームの種類はチャ
ートの凡例に特定されています。
表の特長
チャートの基礎となるデータを含む表には、以下の
列が含まれます：プロファイル、アラームの種類、お
よびアラーム合計数。
注記：該当する列は、アラームの種類がレポートに対
して選択された場合にのみ表示されます。
表には、選択されたプロファイルに対するアラームの
合計数と、選択されたプロファイルに基づく各アラーム
の合計数を表示する、合計行と最終列も含まれます。
ドリルスルー
特定のデータに関する詳細については、チャートの色
付きバーまたは表の下線付きの値をクリックして「ド
リルスルー」し、アラームイベントの詳細レポートの
基礎データを表示します。

プロトコル、薬剤プログラムまたは薬剤プロトコル別アラーム*

目的
このレポートを選択して、選択した各プロトコル、薬剤
プログラムまたは薬剤プロトコルに対するアラーム数
を表示します。アラームの最も多いもの20件、アラー
ムの最も少ないもの20件、もしくは個別に選択したプ
ロトコル、薬剤プログラムまたは薬剤プロトコル20件
を比較するよう選択できます。
注記：同じプロトコルが異なるプロファイルで使われ
ている場合、これらのプロトコルからのデータがその
レポートに組み込まれます。
ユーザー
このレポートは、委員会、臨床医、薬剤師、ケアマネ
ージャー、臨床エンジニアリングが、投薬安全性と現
行の治療を評価するために使用します。
このデータは、現行の構成の使用の評価に役立ちま
すが、プロトコルを修正する必要および／または診療
を変更する必要が生じることがあります。

特長
棒グラフは、選択された各プロトコル、薬剤プログラ
ムまたは薬剤プロトコルに対するアラームの数を対
照比較しますが、各列はアラームの種類によって分け
られています。アラームの種類はチャートの凡例に特
定されています。
表の特長
チャートの基礎となるデータを含む表には、以下の
列が含まれます：プロトコル、薬剤プログラムまたは
薬剤プロトコル、治療、種別、薬剤、プロトコルに対す
るアラームの種類とアラームの数。
注記：該当する列は、アラームの種類がレポートに対
して選択された場合にのみ表示されます。
表には、選択された各プロトコルのアラームの合計数
と、選択されたプロトコルを基にした各アラームの合
計数を表示する合計行も含まれます。
ドリルスルー
特定のデータに関する詳細については、チャートの色
付きバーまたは表の下線付きの値をクリックして「ド
リルスルー」し、アラームイベントの詳細レポートの
基礎データを表示します。

*このレポートでプロトコル、薬剤プログラムまたは薬剤プロトコルのどれを使用するかは、注入ポンプの種
類で決まります。



PharmGuard® Device Reports Software  2.4 ユーザーガイド30ページ

時間帯別アラーム数

目的
このレポートを選択して、時間帯別に、各時間帯に発
生するアラーム数と種類の双方を表示します。
このレポートは、より多くのアラームが発生した特定
の日時があるか否かを示します。
ユーザー
このレポートは、ケアマネージャーと臨床エンジニア
リングが使用して、アラームが最も発生する時間帯を
特定します。このレポートのデータは、現在の診療、
スタッフの配置、訓練、およびプロトコルとプロファイ
ルの使用の評価に役立ちます。

特長
棒グラフは、選択された各時間帯に対するアラーム
の数を対照比較しますが、各列はアラームの種類に
よって分けられています。アラームの種類はチャート
の凡例に特定されています。
表の特長
チャートの基礎となるデータを含む表には、以下の
列が含まれます：時間、アラームの種類、およびその
時間のアラーム数。
注記：該当する列は、アラームの種類がレポートに対
して選択された場合にのみ表示されます。
表には、各時間帯のアラームの合計数と、一日の各ア
ラームの合計数を表示する合計行も含まれます。
ドリルスルー
特定のデータに関する詳細については、チャートの色
付きバーまたは表の下線付きの値をクリックして「ド
リルスルー」し、アラームイベントの詳細レポートの
基礎データを表示します。

施設別アラーム数

目的
このレポートを選択して、施設別に、選択した各施設
で発生するアラーム数と種類の双方を表示します。
このレポートでは、単一施設または複数の施設の評
価および発生しているアラームの異なる種類を比較
することができます。
ユーザー
このレポートは、ケアマネージャーと臨床エンジニア
リングが使用して、アラームが最も発生する施設を特
定します。このレポートのデータは、現在の診療、スタ
ッフの配置、訓練、およびプロトコルとプロファイル
の使用の評価に役立ちます。

特長
棒グラフは、選択された各施設に対するアラームの
数を対照比較しますが、各列はアラームの種類によっ
て分けられています。アラームの種類はチャートの凡
例に特定されています。
表の特長
チャートの基礎となるデータを含む表には、以下の
列が含まれます：施設のアラームの種類、およびアラ
ーム合計数。
注記：該当する列は、アラームの種類がレポートに対
して選択された場合にのみ表示されます。
表には、各施設のアラームの合計数と各アラームの
合計数を表示する合計行も含まれます。
ドリルスルー
特定のデータに関する詳細については、チャートの色
付きバーまたは表の下線付きの値をクリックして「ド
リルスルー」し、アラームイベントの詳細レポートの
基礎データを表示します。
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種類別アラーム数

目的
このレポートを選択して、アラームの種類別にアラー
ム数を表示します。
最も発生頻度が高いアラーム20種類、最も発生頻度
が低いアラーム20種類、または個々にアラーム20種
類を選択して比較することができます。
ユーザー
このレポートは、ケアマネージャー、臨床エンジニア
リング、および生物医学エンジニアリングが使用し
て、発生する頻度の最も高いアラームを特定します。
この情報は、アラームを発生させ得る状況に対応す
るために更なる行動または調査が必要か否かを評価
します。

特長
棒グラフは、各アラームの種類に対するアラーム数を
示します。
表の特長
チャートの基礎となるデータを含む表には、以下の列
が含まれます：アラームの種類、およびアラーム数。
注記：該当する列は、アラームの種類がレポートに対
して選択された場合にのみ表示されます。
表には、選択されたアラームの全種類の合計数を表
示する合計行も含まれます。
ドリルスルー
特定のデータに関する詳細については、チャートの色
付きバーまたは表の下線付きの値をクリックして「ド
リルスルー」し、アラームイベントの詳細レポートの
基礎データを表示します。

種類別機器別アラーム数

目的
このレポートを選択して、プロファイル、アラーム分
類、およびアラームの種類別に、特定の機器が何回
アラームを発し、別の機器が同じアラームを発した
か否かを表示します。
このレポートは、発生したアラームを評価し、より注
意をすべき特定の機器または複数の機器があるか、
さらにレビューが必要な特定のアラームがあるか否
かの判断に役立ちます。
ユーザー
このレポートは、ケアマネージャーと臨床エンジニア
リングが使用して、アラームが最もレポートされてい
る機器を特定します。
この情報は、アラームを発生させ得る状況に対応す
るために更なる行動または調査が必要か否かを評価
します。

特長
このサマリレポートは、選択されたプロファイルのレ
ポート済みのアラームを表示します。各プロファイル
内で、アラームはその分類およびその種類別にグルー
プ化されます。
表の特長
表の行は、以下のアラーム合計数を示します：プロフ
ァイル、アラーム分類、およびアラームの種類。表に
は、以下の列が含まれます：シリアル番号、資産ID、
およびアラーム数。
ドリルスルー
特定のデータに関する詳細については、表の下線付
きの値をクリックして「ドリルスルー」し、詳細レポー
トの基礎データを表示します。
• 表のシリアル番号および資産ID列の下線付きの値

は機器の詳細レポートにドリルスルーします。
• 表の合計およびアラーム数列の下線付きの値は

アラームイベントの詳細レポートにドリルスルーし
ます。
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アラームトレンド

目的
このレポートを選択して、プロファイル別に、定義
済みの期間とトレンド間隔全体で、アラームおよび
PharmGuard注入の数と分布を表示します。アラーム
と注入の合計数が各トレンド間隔に対して一覧され
ています。
全プロファイル合計基準選択は、すべてのプロファイ
ルにわたるトレンドを示します。
各アラームの数が、プロファイル別に、選択されたト
レンド間隔（毎日、毎週、毎月、年四回または毎年）に
対して一覧されています。
ユーザー
このレポートの情報は、管理者チームが使用して、期
間全体で（改善があったか否かを判断するために）ア
ラームの発生での変更の評価に役立てます。
• このデータは、チームが使用し、薬剤の安全性と

現行診療を評価し、どんな措置を取る必要がある
か判断することに役立ちます。

• 臨床エンジニアリングは、このデータを使用して、
ハードウェアアラームおよびソフトウェアアラーム
を評価します。

• このデータは、例えば、アラームの増加または減少
とプロトコルの変更が一致しているか否かについ
てプロトコルを評価することに役立ちます。

注記：このレポートのチャートは大量のデータを表示
することができますが、レポート基準（すべてのプロト
コル、多くのプロファイルおよび／または広範な日付
範囲の使用など）に過剰なデータを含むことが、煩
雑なため読みづらいチャートが作成される原因とな
ることがあります。この場合、基準を絞り込むか、ま
たは異なる基準に基づく複数のレポートを生成する
ことを考慮してください。

特長
折れ線グラフは、選択されたプロファイルアラームに
対するトレンドを示します。ｘ軸の上の期間は、選択
されたトレンド間隔で決まります。
選択された各グループとライブラリについてレポート
している機器数が表示され、何台の機器がそのデー
タに寄与したかについての全体像を示します。
表の特長
チャートの基礎となるデータを含む表には、以下の
列が含まれます：トレンド間隔、プロファイル、アラー
ム、および注入。
表には、各プロファイルとトレンド間隔に対するアラー
ムと注入の合計数を表示する合計行も含まれます。
ドリルスルー
特定のデータに関する詳細については、チャートまた
は表の下線付きの値をクリックして「ドリルスルー」
し、詳細レポートの基礎データを表示します。
• 表のアラーム列の下線付きの値はアラームイベン

トの詳細レポートにドリルスルーします。
• 表の注入列の下線付きの値は注入の詳細レポート

にドリルスルーします。
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第5章  使用レポート
このグループには以下のレポートが含まれます：

• プロトコルまたは薬剤プログラム別注入頻度
• プロトコルまたは薬剤プログラムリスト別注入頻度

• 注入診断リスト

プロトコルまたは薬剤プログラム別注入頻度*

目的
このレポートを選択して、プロトコルまたは薬剤
プログラム別に、注入数を表示します。
注入数の最も多いもの20件、注入数の最も少
ないもの20件、もしくは個別に選択したプロトコ
ル、薬剤プログラムまたは薬剤プロトコル20件を
比較するよう選択できます。
注記：同じプロトコル、薬剤プログラム、薬剤プ
ロトコルが異なるプロファイルで使われている場
合、これらのプロトコルからのデータがそのレポ
ートに組み込まれます。
ユーザー
このレポートは、委員会、臨床医、ケアマネージャー、
看護師、薬剤師および同様のスタッフメンバーが使用
し、各プロファイルまたは治療域に対する、プロトコ
ル使用を評価したり、プロトコルに必要かもしれない
調整についての判断を通知することに役立ちます。

特長
棒グラフは、それぞれ選択されたプロトコルまたは薬
剤プログラムに対する注入の数を対照比較しますが、
それぞれの重なった列は開始された注入および開始
されていない注入を個別に示します。
表の特長
チャートの基礎となるデータを含む表には、以下の
列が含まれます：プロトコル、薬剤プロトコルまた
は薬剤プログラム、治療、種別、薬剤、開始された
PharmGuard注入数、開始されていないPharmGuard
注入数、およびPharmGuard注入数。
注記：該当する列は、開始されていない注入数がレポ
ートに対して選択された場合にのみ表示されます。
ドリルスルー
特定のデータに関する詳細については、表の下線付
きの値をクリックして「ドリルスルー」し、注入の詳細
レポートの基礎データを表示します。

*このレポートでプロトコルまたは薬剤プログラムのどれを使用するかは、注入ポンプの種類で決まります。

プロトコルまたは薬剤プログラムリスト別注入頻度*

目的
このレポートを選択して、プロトコルまたは薬剤プロ
グラム別に、選択した各プロトコル、薬剤プログラム
または薬剤プロトコルに対する注入数とその割合を
表示します。詳細は、随時投与数および注入ごとの随
時投与数を含んで提供されます。
結果はグループ別、ライブラリ別およびプロファイル
別に集計されます。
ユーザー
このレポートは、各プロファイルまたは治療域に対し
て委員会、臨床医、ケアマネージャー、看護師、薬剤
師および同様のスタッフメンバーが使用し、各プロト
コル、薬剤プログラムまたは薬剤プロトコルへの調整
についての判断を通知します。

特長
このレポートは、基準（20に限定されない）に含まれる
すべてのプロトコル、薬剤プロトコルまたは薬剤プロ
グラムを一覧して、グループ別、ライブラリ別およびプ
ロファイル別に集計されていることから、プロトコル
または薬剤プログラム別注入頻度レポートよりも包括
的です。
表の特長
このレポートには、選択された基準の範囲内の
PharmGuard注入の合計数が含まれます。
この表には、以下の列が含まれます：グループ、ライブ
ラリ、プロファイル、治療、種別、薬剤、PharmGuard
注入数、PharmGuard注入%、随時投与、注入ごとの
随時投与。
ドリルスルー
特定のデータに関する詳細については、表の下線付
きの値をクリックして「ドリルスルー」し、注入の詳細
レポートの基礎データを表示します。

*このレポートでプロトコルまたは薬剤プログラムのどれを使用するかは、注入ポンプの種類で決まります。
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注入診断リスト

目的
このレポートを選択して、各プロトコル、薬剤プログラ
ムまたは薬剤プロトコルに対して、各プロトコル、薬
剤プログラムまたは薬剤プロトコルが選択された回
数、注入が開始された回数、または開始されなかっ
た回数、および関連した安全性イベント数を表示し
ます。比較のために、手動入力モード（PharmGuard
以外）の注入を使用する注入もレポートに一覧されて
います。
このレポートの目的は、中止された（選択されたが実
際には実行されなかった）注入に関する情報を示す
ことです。PharmGuard以外の注入数は、手動入力モ
ード注入がその代わりに選択されているか否かを確
認するために、プロファイル別に比較できます。
ユーザー
このレポートは、委員会、臨床医、ケアマネージャー、
看護師、薬剤師および同様のスタッフメンバーが使
用し、各プロファイルまたは治療域に対する、調整が
必要なプロトコル（PharmGuard以外の注入の使用の
原因となる、容認できない中止数のあるプロトコルな
ど）を特定することに役立ちます。
注記：中止の原因となる安全性イベントが開始され
た注入に生じることがありますが、この種の中止は中
止として登録されていません。安全性イベントおよび
関連した中止についての詳細は、安全性イベントレポ
ートを参照してください。

特長
PharmGuard注入データには、表の最初に表示され、
続いてプロファイル別のPharmGuard以外の注入に関
する情報が示されます。
表の特長
表には、以下の列が含まれます：グループ、ライブラ
リ、プロファイル、治療、種別、薬剤、プログラミング
単位、開始された注入数、開始されていない注入数、
ソフトリミット再プログラム数、ソフトリミット上書き
数、ハードリミットアラート数、および中止数。
ドリルスルー
特定のデータに関する詳細については、表の下線付
きの値をクリックして「ドリルスルー」し、注入の詳細
レポートの基礎データを表示します。
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第6章  イベント詳細レポート
このグループには以下のレポートが含まれます：
• 安全性イベントの詳細
• アラームイベントの詳細

• 注入の詳細
• イベント履歴

安全性イベントの詳細

目的
このレポートを選択して、日時、安全性イベントの種
類、プロファイル、プロトコル、パラメータ、安全性リ
ミットおよび安全性イベント時に入力された値を含
む、各安全性イベントの詳細を表示します。
このレポートの目的は、選択された基準に対する安
全性イベント発生数についての詳細を表示すること
です。レポートされている安全性イベントの種類は以
下の通りです：
• ソフトリミット再プログラム：ソフトリミット範囲外

に入力した値を範囲内に再入力します。
• ソフトリミット上書き：ソフトリミット範囲外の数値

が入力され、上書きが確認されます。
• ハードリミットアラート：最大/最小範囲外（安全性

リミット限界）の数値が入力されました。
• 中止数：範囲外の数値が入力され、確認画面でポ

ンプの電源を切断しました。ユーザーが値を変更
し始めてからタスクを完了する前に終了した場合
も、中止イベントが発生します。

ユーザー
このレポートは、委員会、臨床医、ケアマネージャー、
看護師、薬剤師および同様のスタッフメンバーがそ
の他の安全性イベントレポートと共に使用し、各プロ
ファイルまたは治療域に対して、以下のことを実行し
ます：
• 言及する必要がある、臨床、訓練またはその他の

問題の評価の通知に役立つより詳細なデータを
得ること

• 安全性イベントが発生したときにユーザーが入力
した値を特定することを含む、実際に発生したこ
とをよりよく知るために、安全性イベントデータに
ついて「ドリルスルー」すること

• 詳細な情報を得るための特定の期間またはイベン
トを特定すること

この情報に基づいて、安全性イベントの前後にどんな
イベントが機器に発生したかを特定するためにイベン
ト履歴レポートを使用できます。

特長
• 入力値および最終値は紫色で強調され、それらの

値にユーザーの注意を惹くことに役立ちます。
• このレポートでは、一般的に一番下のスクロールバ

ーの使用が必要です。
• パラメータは、安全性イベントが発生する原因とな

っています。
• 入力値は、ユーザーが入力した値で安全性イベン

トの原因となっています。
• 最終値は、あらゆる修正を含み、注入をプログラム

するときにユーザーが選択する値です。
表の特長
レポートの表には以下の列が含まれます：シリアル番
号、資産ID、日時、安全性イベントの種類、グループ、
ライブラリ、プロファイル、治療、種別、薬剤、プログ
ラミング単位、パラメータ、前値、入力値、ハード最小
値、ソフト最小値、ソフト最大値、ハード最大値、最
終値、誤差要因、および施設。
ドリルスルー
特定のデータに関する詳細については、チャートまた
は表の下線付きの値をクリックして「ドリルスルー」
し、詳細レポートの基礎データを表示します。
• 表のシリアル番号または資産ID列の下線付きの値

は機器の詳細レポートにドリルスルーします。
• 表の日時列の下線付きの値はイベント履歴レポー

トにドリルスルーします。
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安全性イベントの詳細（続き）

注記：
• このレポートでは、行数が100,000に限定されてい

ます。絞り込んだ記録数が最適性能に反映される
まで、基準選択数を減らします。

• 選択された基準によって、他のレポートよりも結果
が得られるまで著しく長くかかることがあります。

アラームイベントの詳細

目的
このレポートを選択して、アラーム別に詳細を表示し
ます。
このレポートの目的は、特定の種類のアラームが発生
しているか否かとその理由の調査に役立つことです。
アラーム発生に関する詳細な情報が提供されます。
ユーザー
このレポートは、ケアマネージャーと臨床エンジニア
リングが使用して、特定のアラームの種類が発生して
いるか、またその理由を評価します。
注記：
• このレポートでは、行数が100,000に限定されてい

ます。絞り込んだ記録数が最適性能に反映される
まで、基準選択数を減らします。

• 選択された基準によって、他のレポートよりも結果
が得られるまで著しく長くかかることがあります。

特長
このレポートに示されているアラームの詳細には、 
プロトコル、持続投与速度、および最終投与の種類
が含まれます。
表の特長
表には、以下の列が含まれます：シリアル番号、資産
ID、イベント日時、アラームの種類、グループ、ライブ
ラリ、プロファイル、治療、種別、薬剤、カセットの種
類、最終持続投与速度、最終投与の種類、最終消音
日時、アラーム消音数、消去日時、アラームアクティ
ブ時間間隔、および施設。
ドリルスルー
特定のデータに関する詳細については、チャートまた
は表の下線付きの値をクリックして「ドリルスルー」
し、詳細レポートの基礎データを表示します。
• 表のシリアル番号および資産ID列の下線付きの値

は機器の詳細レポートにドリルスルーします。
• 表の日時列の下線付きの値はイベント履歴レポー

トにドリルスルーします。
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注入の詳細

目的
このレポートを選択して、イベント日時別の時系列
で、注入リストおよび機器の安全性イベントを表示し
ます。
このレポートの目的は、注入と安全性イベントの連続
の双方を表示することです。レポートは、PharmGuard
以外の注入が発生する前に何があったかを表示しま
す。単一の機器に対してこのレポートを実行すること
が最良ですが、レポートは複数の機器に対して実行
できます。
ユーザー
このレポートは、委員会、臨床医、ケアマネージャー、
看護師、薬剤師および同様のスタッフメンバーが使
用し、各プロファイルまたは治療域に対する、安全性
イベント、PharmGuardプロトコル注入、手動入力モー
ド（PharmGuard以外の）注入との間に可能な関係を
判断します。
このデータは、PharmGuardソフトウェア構成とその
プロトコルの調整に関する判断を通知することに役
立ちます。
注記：
• 注入の場合、イベント／開始日時は注入の開始であ

り、安全性イベントの場合、安全性イベントが発生
した日時です。

• このレポートでは、行数が100,000に限定されてい
ます。絞り込んだ記録数が最適性能に反映される
まで、基準選択数を減らします。

• 選択された基準によって、他のレポートよりも結果
が得られるまで著しく長くかかることがあります。

• 可能であれば、機器の場所は病院場所システムで
判断します。病院場所システムが使用できない場
合、機器の場所は機器が使用された最後のワイヤ
レスアクセスポイントで判断します。詳細について
は、担当のPharmGuard Serverシステム管理者にご
連絡ください。

表の特長
イベント列は、その列が注入のとき注入方法が記載
されています。安全性イベントを引き起こすパラメー
タは、列が安全性イベントである時に含まれていま
す。注入が実行されているか、実行されていないか 
（中止）を示す列もあります。
レポートの表には以下の列が含まれます：シリアル番
号、資産ID、イベント日時、イベント、治療、種別、薬
剤、グループ、ライブラリ、プロファイル、分類、パラメ
ータ、単位、注入実行？、プライム量、合計投与薬剤、
終了日時、期間、施設、場所、およびAP名。
ドリルスルー
特定のデータに関する詳細については、チャートまた
は表の下線付きの値をクリックして「ドリルスルー」
し、詳細レポートの基礎データを表示します。
• 表のシリアル番号および資産ID列の下線付きの値

は機器の詳細レポートにドリルスルーします。
• 表の日時列の下線付きの値はイベント履歴レポー

トにドリルスルーします。
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イベント履歴

目的
このレポートを選択して、特定の機器での発生を時系
列でイベントのリストを表示します。
このレポートの目的は、単一または複数の機器のイベ
ントごとのデータを提供して、イベントの前および／
または後に発生したことの調査を通知します。単一
の機器に対してこのレポートを実行することが最良で
すが、レポートは複数の機器に対して実行できます。
ユーザー
このレポートは、各プロファイルまたは治療域ごと
に、委員会、臨床医、ケアマネージャー、看護師、薬
剤師および同様のスタッフメンバーが使用し、どんな
イベントがいつ（ユーザーが何をプログラムし、注入
が開始されたか否か、どのように注入が実施された
か、アラームが発生したか否かなど）機器に発生した
のか判断することに役立てます。
注記：
• 治療イベントに対するメッセージには、PharmGuard

プロトコル内で定義されたユーザー選択パラメー
タおよびデフォルトパラメータが含まれます。メッ
セージに一覧されているデフォルトパラメータは、
ユーザーに提示、選択および変更されていないこ
とがあります。

• このレポートでは、行数が100,000に限定されてい
ます。絞り込んだ記録数が最適性能に反映される
まで、基準選択数を減らします。

• 選択された基準によって、他のレポートよりも結果
が得られるまで著しく長くかかることがあります。

• 可能であれば、機器の場所は病院場所システムで
判断します。病院場所システムが使用できない場
合、機器の場所は機器が使用された最後のワイヤ
レスアクセスポイントで判断します。詳細について
は、担当のPharmGuard Serverシステム管理者にご
連絡ください。

特長
詳細列は、イベントの種類およびイベントトリガおよ
びイベントメッセージによって特定されるメッセージ
を表示します。
表の特長
レポートの表には、以下の列が含まれます：シリアル
番号、資産ID、日時、イベントの種類、トリガ、メッセ
ージ、詳細、グループ、施設、場所、およびAP名。
ドリルスルー
特定のデータに関する詳細については、表の下線付
きの値をクリックして「ドリルスルー」し、機器の詳細
レポートの基礎データを表示します。
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第7章  臨床エンジニアリングレポート
このグループには以下のレポートが含まれます：

• 機器リスト
• 機器の詳細
• バッテリーの状態

• 予防保守
• モーターの状態と使用

機器リスト

目的
このレポートを選択して、最終通信日付に基づいて機
器の通信と場所情報を表示します。
ユーザー
このレポートは、ケアマネージャーおよび臨床エンジ
ニアリングが使用し、単一の機器または複数の機器
の場所を特定します。
注記：可能であれば、機器の場所は病院場所システ
ムで判断します。病院場所システムが使用できない
場合、機器の場所は機器が使用された最後のワイ
ヤレスアクセスポイントで判断します。詳細について
は、担当のPharmGuard Serverシステム管理者にご連
絡ください。

表の特長
レポートの表には以下の列が含まれます：シリアル番
号、資産ID、IPアドレス、MACアドレス、最終通信、グ
ループ、施設、場所、AP名、およびホスト名。
ドリルスルー
特定のデータに関する詳細については、表の下線付
きの値をクリックして「ドリルスルー」し、機器の詳細 
レポートの基礎データを表示します。

機器の詳細

目的
このレポートを選択して、ネットワーク構成、ソフトウ
ェア構成、ローカライゼーション（時間）、予防保守、
使用履歴、および特定の機器の現在までのイベント
数についての情報を表示します。
機器のシリアル番号または資産IDを入力して、機器
の情報を表示します。
ユーザー
このレポートは、ケアマネージャーおよび臨床エンジ
ニアリングが、一目でわかる機器の表示、その使用、
保守状態、ネットワーク設定、その他の情報について
使用します。
注記：可能であれば、機器の場所は病院場所システ
ムで判断します。病院場所システムが使用できない
場合、機器の場所は機器が使用された最後のワイ
ヤレスアクセスポイントで判断します。詳細について
は、担当のPharmGuard Serverシステム管理者にご連
絡ください。

表の特長
表は、特定の単一の機器に対する一般的な機器情
報、使用履歴、ハードウェアとソフトウェアの特性を
表示します。
ドリルスルー
このレポートからドリルスルーオプションを使用でき
ません。
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バッテリーの状態

目的
このレポートを選択して、最終通信日付に基づいて機
器のバッテリー情報を表示します。
このレポートの目的は、選択された日付の範囲内
で、PharmGuard Serverと通信した機器のうちバッテ
リーの修理が必要な機器を特定することです。
ユーザー
このレポートは、臨床エンジニアリングが使用して、
機器のバッテリー修理期限がいつかを確認します。
注記：可能であれば、機器の場所は病院場所システ
ムで判断します。病院場所システムが使用できない
場合、機器の場所は機器が使用された最後のワイ
ヤレスアクセスポイントで判断します。詳細について
は、担当のPharmGuard Serverシステム管理者にご連
絡ください。

特長
このレポートは、交換する必要があるバッテリーを搭
載した機器を特定します。
• 表の列が赤色で表示される場合、ポンプのバッテ

リーを交換する必要があります。
• 表の列が黄色で表示されている場合、そのバッテ

リーは直ちに交換する必要はありませんが、交換
が近づいています。

表の特長
レポートの表には以下の列が含まれます：シリアル番
号、資産ID、充電残量、充電残量%。最終通信、グル
ープ、施設、場所、AP名、およびホスト名。
ドリルスルー
特定のデータに関する詳細については、表の下線付
きの値をクリックして「ドリルスルー」し、機器の詳細
レポートの基礎データを表示します。

予防保守

目的
このレポートを選択して、最終通信日付に基づいて機
器の予防保守（PM）情報を表示します。これらの記録
には、リマインダ間隔と次のPM日付が含まれます。
このレポートの目的は、選択された日付の範囲内
で、PharmGuard Serverと通信した機器のうち予防保
守の期限が切れているか期限がくる機器を特定する
ことです。
ユーザー
このレポートは、臨床エンジニアリングが使用して、
機器の予防保守期限がいつかを判断します。
注記：可能であれば、機器の場所は病院場所シ
ステムで判断します。病院場所システムが使用で
きない場合、機器の場所は機器が使用された最
後のワイヤレスアクセスポイントで判断します。
詳細については、担当のPharmGuard Serverシス
テム管理者にご連絡ください。

特長
このレポートは、予防保守の期限が来るまたは期限
が切れた機器を特定します。
表の列が赤色で表示される場合、機器の次回のPM
日が期限切れです。
表の特長
レポートの表には以下の列が含まれます：シリアル
番号、資産ID、リマインダ、リマインダ間隔、最終リセ
ット、次の予防保守日、最終通信、グループ、施設、場
所、AP名、およびホスト名。
ドリルスルー
特定のデータに関する詳細については、表の下線付
きの値をクリックして「ドリルスルー」し、機器の詳細
レポートの基礎データを表示します。
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モーターの状態と使用

目的
このレポートを選択して、最終通信日のモーターオド
メーターおよび注入回数を示す機器のリストを表示
します。
このレポートの目的は、選択された日付の範囲内
で、PharmGuard Serverと通信した機器のうちモータ
ーの修理が必要な機器を特定することです。
ユーザー
このレポートは、臨床エンジニアリングが使用して、
機器のモーター修理が必要なのはいつかを判断し
ます。
注記：可能であれば、機器の場所は病院場所システ
ムで判断します。病院場所システムが使用できない
場合、機器の場所は機器が使用された最後のワイ
ヤレスアクセスポイントで判断します。詳細について
は、担当のPharmGuard Serverシステム管理者にご連
絡ください。

特長
このレポートは、モーターオドメーターの警告レベル
に近づいているか、それを超えている機器を特定し
ます。
• 表の列が赤色で表示される場合、モーターオドメー 

ターが警告レベル（12,000）以上です。
• 表の列が黄色で表示される場合、モーターオドメー 

ターが警告レベル（11,400）に近づいています。
表の特長
レポートの表には以下の列が含まれます：シリアル番
号、資産ID、モーターオドメーター、注入数、最終通
信、グループ、施設、場所、AP名、およびホスト名。
ドリルスルー
特定のデータに関する詳細については、表の下線付
きの値をクリックして「ドリルスルー」し、機器の詳細
レポートの基礎データを表示します。
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第8章  疼痛管理レポート
このグループには以下のレポートが含まれます：

• 注入リスト
• 投与パラメータサマリ
• 投与パラメータ詳細
• 投与カウンタ詳細

• プロトコル比較

重要! 疼痛管理レポートを治療決定の唯一の根拠としないでください。

これらのレポートは、独自の基準セクションをもつ独立型レポートではありません。これらのレポートは、 
注入リストレポート表に一覧された一回の注入に対する情報を示します。注入リストレポート表には、以下
のサブレポートに特定の注入の詳細を表示するためのリンクが含まれます：

• 投与パラメータサマリ
• 投与パラメータ詳細
• 投与カウンタ詳細
• イベント履歴

注入リスト詳細レポートの作成
1.  注入リストレポートを選択します。
2.  そのレポートに対して必要な基準 を入力します。
3.  レポート実行ボタンをクリックします。
4.  レポートに表示するために注入を特定します。
5.  その注入に対する表の列で、必要なサブレポートの列中の表示をクリックします。サブレポート列

は、表の右端にあり、表のスクロールを必要とすることがあります。
選択されたサブレポートが表示されます。
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注入リスト

目的
このレポートを選択して、その他の疼痛管理レポート
にアクセスするための注入リストを表示します。その
他のリンクされたレポートは、投与パラメータと投与
カウンタに関する情報を提供します。
このレポートが示す注入情報は、より詳細に注入には
どれを選択するか特定することに役立つよう設定さ
れています。単一の機器に対してこのレポートを実行
することが最良ですが、レポートは複数の機器に対し
て実行できます。
ユーザー
このレポートは、薬剤の安全性と疼痛管理診療とを評
価する委員会、臨床医または薬剤師が使用します。

特長
このレポートは、一覧された各注入のその他の疼痛
管理レポートへのアクセスを提供します。これらのレ
ポートには、投与パラメータサマリ、投与パラメータ
詳細、および投与カウンタ詳細レポート、およびイベ
ント履歴レポートが含まれます。
表の特長
表には、以下の列が含まれます：注入開始日時、シリ
アル番号、資産ID、注入状態、治療、種別、薬剤およ
び注入終了日時。
表の以下の列は、各注入に対する他のレポートへのリ
ンクを提供します：投与パラメータサマリ、投与パラメ
ータ詳細、投与カウンタ詳細、およびイベント履歴。
ドリルスルー
特定の注入の詳細については、該当する表列の下線
付きの「表示」をクリックして、その他の疼痛管理レポ
ートまたはイベント履歴レポートにアクセスします。

注入リスト – 投与パラメータサマリ

目的
注入リストからこのレポートを選択して、選択された
注入のパラメータによって投与された薬剤の量を表
示します。
このレポートは、注入リストレポートからのみ入手可
能です。注入の詳細レポートの投与パラメータサマ
リ列の表示をクリックして、このレポートを表示しま
す。
注記：注入がポンプにプログラムされた投与制限を
上回る場合、ポンプは事前定義されたKVO速度で投
与します。KVO速度で投与される量は、持続投与速度
の容量に含まれます。
ユーザー
このレポートは、委員会、臨床医、ケアマネージャー、
看護師、薬剤師およびその他同様のスタッフメンバー
が使用して、各プロファイルまたは治療域に対する投
薬安全性と現行の診療を評価します。
このデータは、注入パラメータの適切な使用および
注入が正しく設定されているか調整を必要とするか
どうかの判断を通知することにも役立ちます。

特長
円グラフは、各投与パラメータに対して投与される合
計注入量を比較します。
合計注入量は、プログラムされた単位（mL、mg、mcg）
で表示されます。
提供された投与パラメータには、以下が含まれます：
• 持続投与速度
• PCA（自己調節鎮痛法）ドーズまたは 

PCEA（自己調節硬膜外鎮痛）ドーズ
• 随時投与
• 間欠ボーラス
表の特長
円グラフの基礎となるデータを含む表は、以下の列
を含んでいます：持続投与速度、PCAドーズまたは
PCEAドーズ、随時投与、および合計。
ドリルスルー
このレポートにはいかなるドリルスルーオプションも
ありません。
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注入リスト-投与パラメータ詳細

目的
注入リストレポートからこのレポートを選択して、選択
された時間間隔全体で、特定の注入のパラメータに
よって投与された薬剤の量を表示します。
レポートは、注入リストレポートからのみ入手可能で
す。注入の詳細レポートの投与パラメータ詳細列の
表示をクリックして、このレポートを表示します。
注記：注入がポンプに計画された投与制限を上回る
場合、ポンプは事前定義されたKVO速度で投与しま
す。KVO速度で投与される量は、持続投与速度の容
量に含まれます。
ユーザー
このレポートは、委員会、臨床医、ケアマネージャー、
看護師、薬剤師およびその他同様のスタッフメンバー
が使用して、各プロファイルまたは治療域に対する投
薬安全性と現行の診療を評価します。
このデータは、注入パラメータの適切な使用および
注入が正しく設定されているか調整を必要とするか
どうかの判断を通知することにも役立ちます。

特長
重なりあった棒グラフは、各時間間隔に対して投与さ
れた薬剤の量を対照比較しますが、各列は投与パラ
メータによって分けられています。
注記：選択された時間間隔は、注入リストレポー
トで設定されています。
合計注入量は、プログラムされた単位（mL、mg、mcg）
で表示されます。
提供された投与パラメータには、以下が含まれます：
• 持続投与速度
• PCA（自己調節鎮痛法）ドーズまたは 

PCEA（自己調節硬膜外鎮痛）ドーズ
• 随時投与
• 間欠ボーラス
表の特長
チャートの基礎となるデータを含む表には、以下の
列が含まれます：間隔、持続投与速度、PCAドーズま
たはPCEAドーズ、随時投与、および合計。
ドリルスルー
このレポートにはいかなるドリルスルーオプションも
ありません。
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注入リスト – 投与カウンタ詳細

目的
注入リストレポートからこのレポートを選択して、選択
された時間間隔、ドーズ要求回数および投与回数を
比較します。
このレポートは、注入リストレポートからのみ入手可
能です。注入の詳細レポートの投与カウンタ詳細列の
表示をクリックして、このレポートを表示します。
ユーザー
このレポートは、委員会、臨床医、ケアマネージャー、
看護師、薬剤師およびその他同様のスタッフメンバー
が使用して、各プロファイルまたは治療域に対する投
薬安全性と現行の診療を評価します。
このデータは、選択された注入に対する要求回数と
投与回数についての判断を通知することにも役立ち
ます。

特長
棒グラフは、各時間間隔での要求回数および投与回
数を対照比較します。チャートの上に表示される表に
は、投与量および注入の日時の組み合わせが記載さ
れます。
表の特長
折れ線グラフの上方の表には、以下の列が含まれま
す：ドーズ、日時。
チャートの後のチャートの基礎となるデータを含む表
には、以下の列が含まれます：日付、要求、投与済み
量。合計列は、時間間隔全体の投与合計を示します。
ドリルスルー
このレポートにはいかなるドリルスルーオプションも
ありません。

プロトコル比較

目的
このレポートを選択して、プロトコル別に、選択され
たプロトコルに対する各注入の平均投与回数および
平均投与量を表示します。
注入時間が最も長い20件のプロトコル、注入時間が
最も短い20件のプロトコル、または20件の個々のプロ
トコルを選択して比較することができます。
注記：同じプロトコルが異なるプロファイルで使われ
ている場合、これらのプロトコルからのデータがその
レポートに組み込まれます。
ユーザー
このレポートは、委員会、臨床医、ケアマネージャー、
看護師、薬剤師およびその他同様のスタッフメンバー
が使用して、各プロファイルまたは治療域に対する投
薬安全性と現行の診療を評価します。
このデータは、現行のライブラリの使用の評価に役
立ちますが、プロトコルを修正する必要および／また
は診療を変更する必要が生じることがあります。

特長
2つの棒グラフの1つ目は、選択された各プロトコルに
対して、注入ごとのPCA／PCEAドーズの平均回数を対
照比較します。
2つ目の棒グラフは、選択された各プロトコルに対し
て、注入ごとの平均容量（mL）を対照比較しています。
このレポートのデータは、最小および最大の注入期間
を特定することによって絞り込むことができます。
表の特長
最初のチャートの基礎となるデータを含む最初の表
には、以下の列が含まれます：プロトコル、治療、種
別、薬剤、注入、注入ごとの平均PCA／PCEAドーズ。
2番目のチャートの基礎となるデータを含む2番目の
表には、以下の列が含まれます：プロトコル、プロフ
ァイル、治療、種別、薬剤、合計投与量（mL）、合計投
与薬剤、注入ごとの平均容量（mL）、注入ごとの平均
薬剤。
注記：合計投与量と合計投与薬剤には、パラメータで
投与された薬剤を含みます。持続投与速度、PCA/PCEA
ドーズ、随時投与、および間欠ボーラス。
ドリルスルー
このレポートにはいかなるドリルスルーオプションも
ありません。
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