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Administratorヘルプ 

PharmGuard® Administrator アプリケーションについて 

PharmGuard® Administrator 
© 2012, 2013, 2014 Smiths Medical. All rights reserved. 

このコンピュータ製品は、著作権法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

全体あるいはその一部を無断で複製・再頒布した場合は、民事上および刑事上の処罰を科せられ

ることがあり法律上 大限の範囲まで告訴されます。

PharmGuard、CADD-Solis、および CADD と Smiths Medical デザインマークは、Smiths 
Medical 社の商標です。記号®は、商標が米国特許商標局および特定のその他の国々で登録され

ていることを示します。本書に記載されているその他すべての名前やマークは、各所有者の商標

名、商標、またはサービスマークです。

概要

PharmGuard® Administrator は、次のポンプで使用するよう設定できます： 

 CADD®-Solis 携帯型輸液ポンプ (モデル 2100、モデル 2110)

 CADD®-Solis VIP (変更可能輸液プロファイル) 携帯型輸液ポンプ (モデル 2120)

PharmGuard® Administrator は次の目的で使用できます: 

 プロトコルとプロトコルライブラリの作成･管理

 ユーザーアカウント、権限、プロトコルライブラリへのアクセスの管理

 ポンプへの送信前に、ユーザーに許可するプロトコル編集範囲を設定する
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 プロトコルライブラリを送信して、履歴を取得する

 単一プロトコルの送信(CADD®-Solis VIP 携帯型輸液ポンプに限る)

 PharmGuard® Server と使用するプロトコルライブラリパッケージの作成

 薬剤 ID バーコードラベルの印刷

 ログとレポートの表示、印刷、エクスポート

PharmGuard® Administrator には選択したプロトコルライブラリに適用される、次の 4 つの主機

能(タブ)があります。 

 ライブラリの一般設定:  このタブでは、選択したプロトコルライブラリが適用されるポ

ンプの表示、プロトコルライブラリ説明の表示、プロトコルライブラリのバージョン管

理（プロトコルライブラリの公開または復元）、ライブラリサマリレポートの表示、プ

ロファイルの有効化、PharmGuard® Point of Care ユーザー用の他のオプションの設定

ができます。

 治療、種別、薬剤の設定： このタブではプロトコルライブラリ用の治療や種別を作成・

編集できます。薬剤名、単位、濃度の組み合わせもここで作成できます。各薬剤の組み

合わせに対し薬剤 ID の割り当て、薬剤 ID バーコードラベルの印刷ができます。

 プロトコルの設定： このタブはプロトコルライブラリに設定された治療、種別、薬剤か

らプロトコルを作成する際に使用できます。プロトコルの編集や削除、プロトコル詳細

レポートや処方箋フォームの印刷、プロトコルの分類、およびプロトコルテンプレート

の管理もできます。

 プロファイル： このタブは、CADD®-Solis ポンプライブラリに対してプロファイルが

有効化されると表示され、プロトコルを割り当てるプロファイルの作成に使用されます。

プロファイルを使ってケア領域を指定し、PharmGuard®サーバーにレポートする際の基

準として使用できます。

上記の 4 つの機能のほか、ファイルメニューにはライブラリ管理機能もあります。ポンプ通信メ

ニューには、プロトコルやライブラリの送信やポンプレポートの検索/表示に関するコマンドが

あります。アプリケーションの構成機能、ユーザー管理、アーカイブおよびバックアップ/復元

機能は設定メニューの下にあります。

警告

PharmGuard® Administrator を使用する前に、PharmGuard® Medication Safety Software
インストール/テクニカル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、指示に適切に従わないと、患者が死亡したり重傷を負う恐れがあります。

 各施設で定められ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
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ログラムの入力を使用してプログラムされています。プロトコルがポンプにダウンロー

ドされた後、ポンプの液晶画面には、持続投与速度が 1 時間あたりの単位(ミリグラム、

マイクログラム、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、マイクログラム、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。 

 新しいプロトコルや編集したプロトコルをアクティブにしてポンプに送信できる状態に

する前に、別のユーザーがそのプロトコルをもう一度検証することを強くお勧めします。 

 バーコードスキャナーやキーボードを使用して薬剤に薬剤 ID を割り当てる際は、正しい

バーコード情報が入力されているか目視確認してください。 

 バーコードラベルを印刷する際は、ラベルが薬剤と一致していることを目視確認してく

ださい。 

 各施設では印刷したバーコードラベルを貼って薬剤を識別する際に、明確に定められた

プロセスに必ず従ってください。 

 バーコードをスキャンして薬剤コードを割り当てる際や読み込む際は常に、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目視確認してください。 

 ケーブルに破損がないか確認してください。内部のリード線などが見えている場合やコ

ネクター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そのケーブルを使用

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。 

 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調べ、正しくプログラム

されていることを確認してください。 

 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

確に定めておく必要があります。 

 PharmGuard® Software はさまざまな言語でサポートされていますが、ユーザーによっ

て入力されるプロトコルライブラリ、プロファイル、プロトコル、治療、種別、薬剤お

よび関連する注記の名前のテキストは、ソフトウェアによって管理または翻訳されませ

ん。ユーザーがそのテキストを入力、確認、承認する際に、施設は明確に定められたプ

ロセスに従うようにしてください。 

  

重要な注意事項  

 PharmGuard® Administrator アプリケーションは、は、医療従事者、臨床専門知識、ま

たは患者診断に代わるものではありません。 

 ユーザーは、CADD®-Solis や CADD®-Solis VIP 携帯型輸液ポンプを使用する前に、そ

の機能、操作方法、および周辺機器について精通しておく必要があります。 

 このヘルプのトピックは、PharmGuard® Administrator のみに関係するものです。

CADD®-Solis および CADD®-Solis VIP 携帯型輸液ポンプ操作に関する指示、仕様、警
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告、保証、およびその他の情報については、ポンプに付属の『取扱説明書』を参照して

ください。

 コンピュータのオペレーティングシステムソフトウェア、Microsoft® .NET Framework、
Microsoft® SQL Server の将来のアップデート、PharmGuard® Administrator へのその他

のソフトウェアのインストール、「地域と言語」オプション「標準と形式」設定への変

更、またはインストール済みコンポーネントの削除を行うと、PharmGuard® Software
の動作に影響が出る可能性があります。これらの変更は、PharmGuard® Software によ

って使用される計測単位にも影響を与える可能性があります。新しいバージョンのオペ

レーティングシステムを使用したときに既存ソフトウェアを評価するプロセスを施設で

確立することが必要です。

 ネットワークが使用できない場合や異なるプロトコルライブラリが必要で Administrator
ユーザーがいない場合、施設は使用するプロトコルライブラリを作成することを考慮す

る必要があります。また、施設ではライブラリ、あるいは特別な薬剤の混合要件に合っ

た一つ以上のプロトコルを含むことのできる別の「総合的な」プロトコルライブラリで

「総合的な」プロトコルの作成を検討する必要があります。

 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 PharmGuard®
Administrator 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。

 PharmGuard® Administrator には、スペルチェック機能はありません。自由テキスト入

力ができるフィールドは、入力時にポンプに送信されて PC 画面に表示されます。

 PharmGuard® Software は、ユーザーインターフェース要素が大幅にカスタマイズされ

ていない、サポートされた Windows®オペレーティングシステムにインストールするこ

とを推奨します。Windows®ユーザーインターフェースがカスタマイズされている場合、

施設で PharmGuard® Software 内の画面やテキストが判読できることを検証するための

プロセスを明確に定めることを推奨します。

 安全上の理由から、また PharmGuard® Software に制限なくアクセスできるようにする

ため、「admin」ユーザーアカウントのデフォルトパスワードは、初期設定後できるだ

け早く変更する必要があります。

 お使いのコンピューターの DPI スケールが 100%以外の値に設定されている場合は、

PharmGuard® Software は適切に表示されない場合があります。表示に問題がある場合

は、お使いのコンピューターのコントロールパネルでスケールの画面設定 100% (デフォ

ルト) に変更してください。

システム設定

ポンプ選択

ポンプを選択して、プロトコルライブラリを作成できるポンプと、ユーザーが通信できるポンプ

を決めます。PharmGuard® Administrator は、次のポンプで使用するよう設定できます： 

 CADD®-Solis 携帯型輸液ポンプ (モデル 2100、モデル 2110)

 CADD®-Solis VIP 携帯型輸液ポンプ (モデル 2120)
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ポンプ選択は PharmGuard® Software のインストール中に行いますが、インストール後でもプロ

トコル管理者権限を持つユーザーは変更できます。 

ポンプの選択を変更するには: 

1. メニューバーから設定 > ポンプ選択をクリックします。  

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

を入れます(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。 

  

データベースへの接続  

PharmGuard® Software データベースの接続設定は通常、PharmGuard® 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のあるユーザーなら、必要に応じてこれらの設定を変

更できます。データベース接続設定を入力した後、この PharmGuard® Administrator インストー

ルを使用している他のユーザーは、権限を持つプロトコルライブラリにログインしてアクセスで

きます。 

注： データベースに接続するには、施設においてデータベースについて権限を与えられ、適切

なデータベースの場所と接続設定を知る必要があります。詳細は各施設の PharmGuard® 
Software データベース管理者に問い合わせてください。 

データベース場所設定を変更するには： 

1. メニューバーから、設定 > データベースの場所をクリックします。 

2. [データベースの場所] ダイアログボックスに、データベースの場所と接続設定を入力しま

す： 

 サーバー名 

 インスタンス名 

 データベース名 

 ポート番号 

 SQL サーバーユーザーID 

 SQL サーバーユーザーパスワード 

3. 権限確認画面で、PharmGuard® Software のユーザーID とユーザーパスワードを入力して

ください。このユーザーアカウントには、データベースの場所と接続変更に適用するシス

テム管理者権限が必要です。 

4. OK をクリックします。 

  

Administrator自動ログアウトの設定  
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アプリケーションが既定時間使用されていない場合、ユーザーは PharmGuard® Administrator ア
プリケーションからログアウトされます。この Administrator 自動ログアウト設定は、プロトコ

ル管理者権限を持つユーザーなら変更できます。

注： PharmGuard® Administrator アプリケーションとプロトコルライブラリの不正アクセスを防

ぐために、アプリケーションを使用していないときは、ログアウトボタンをクリックして手動で

ログアウトしてください。

Administrator 自動ログアウト時間を設定するには： 

1. メニューバーで、設定 > Administrator 自動ログアウトを選択します。

2. [Administrator 自動ログアウト] ダイアログボックスで、PharmGuard® Administrator アプ

リケーションの無操作状態がどれだけの時間（分）続いたらユーザーが自動ログアウトさ

れるようにするかを設定します。

3. OK をクリックします。

CADD®-Solisポンプの設定 

PharmGuard® Administrator は、次のポンプで使用するよう設定できます： 

 CADD®-Solis 携帯型輸液ポンプ (モデル 2100、モデル 2110)

 CADD®-Solis VIP 携帯型輸液ポンプ (モデル 2120)

注： CADD®-Solis ポンプ設定オプションは、CADD®-Solis 携帯型輸液ポンプ(モデル 2100、モ

デル 2110)にのみ使用できます。 

ポンプ通信が接続するたび（すなわちライブラリ送信、プロトコル送信または履歴の取得時）に、

PharmGuard® Administrator がポンプの時刻をローカル PC の時刻に自動設定できるよう選択す

ることができます。また、ポンプを PC に接続する際にこれらのタスクの 1 つまたは両方を行う

ことにより、各ポンプに時間設定(時間帯および夏時間情報)または資産 ID を送信することができ

ます。

ポンプ通信時にポンプの時刻を PC の時刻に自動設定できるようにするには： 

注： このタスクでは、ポンプが接続されている必要はありません。

1. メニューバーから設定 > CADD®-Solis ポンプ設定を選択します。

2. 日時設定タブの[CADD®-Solis ポンプ設定]ダイアログボックスで、接続時にポンプ日時を

PC 日時に設定の横のチェックボックスをクリックしてチェックマークを入れ、適用を押

します。

接続したポンプに時間設定を送信するには：

注： このタスクはポンプを PC に接続する際に行う必要があり、そのポンプにのみ適用されます。 

1. メニューバーから設定 > CADD®-Solis ポンプ設定を選択します。
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2. 日時設定タブの[CADD®-Solis ポンプ設定]ダイアログボックスで、[時間帯]を適切に設定し、

夏時間調整の有無を選択し、時間設定の送信を押します。 

接続したポンプに資産 ID を送信するには： 

注： このタスクはポンプを PC に接続する際に行う必要があり、そのポンプにのみ適用されます。 

1. メニューバーから設定 > CADD®-Solis ポンプ設定を選択します。 

2. ポンプ 資産 ID タブの[CADD®-Solis ポンプ設定]ダイアログボックスで、ポンプに割り当

てる資産 ID を入力し、資産 ID の送信をクリックします。 

ユーザーアカウントの管理 
  

ユーザーアカウントの管理  

PharmGuard® Administrator は、次のポンプで使用するよう設定できます： 

 CADD®-Solis 携帯型輸液ポンプ (モデル 2100、モデル 2110) 

 CADD®-Solis VIP 携帯型輸液ポンプ (モデル 2120) 

システム管理者権限またはプロトコル管理者権限を持つユーザーはユーザーアカウントの作成や

管理を行ったり、ユーザーアプリケーションに関するユーザー権限やプロトコルライブラリへの

アクセスを設定することができます。ユーザーアカウントは削除することもできます。  

ユーザーアカウントやアカウント権限を追加または編集するには: 

1. メニューバーから、設定 > ユーザーアカウント > ユーザーアカウント管理を選択します。

[ユーザーアカウント管理]ダイアログボックスが開きます。 

2. 新規ユーザーを追加するには、新規ユーザーボタンをクリックします。 

– または – 

既存のユーザーを変更するには、リストからユーザーID を選択します。 

3. 新規ユーザーを作成する場合は、ユーザーID、パスワードを入力してから、ユーザーのパ

スワードを確認します。ユーザーIDとパスワードには少なくても 3 文字の英数字(アルファ

ベット、数字または両方を組み合わせたもの)を含める必要があります。ユーザーはユーザ

ーパスワード変更機能を使用してパスワードを変更できます。 

4. ユーザーの権限を次の中から選択します。 

権限 機能 

プロト

コル管

理者 

 ポンプアプリケーションを選択する 

 ログとポンプレポートにアクセスする 

 ユーザーアカウントを管理する 

 ライブラリ権限を管理する 

 ユーザーをエクスポートおよびインポートする 

 プロトコルライブラリおよび使用ログをエクスポートおよびインポートす
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る

 プロトコルライブラリを作成、保存、および削除する

 プロトコルライブラリを更新および復元する

 Administrator 自動ログアウトを設定する

 プロトコルおよびライブラリ機能をすべて送信する

(前述したもの)

プロト

コル送

信

1 つのプロトコルを PharmGuard® Administrator（CADD®-Solis VIP 携帯型輸

液ポンプのみ）または PharmGuard® Point of Care（CADD®-Solis 携帯型輸液

ポンプのみ）からポンプに送信します。

ライブ

ラリ送

信

 プロトコルライブラリを PharmGuard® Administrator（CADD®-Solis と

CADD®-Solis VIP 携帯型輸液ポンプ）または PharmGuard® Point of
Care（CADD®-Solis 携帯型輸液ポンプのみ）からのポンプに送信しま

す。

 日付/時刻設定を行って送信する （CADD®-Solis 携帯型輸液ポンプのみ）

 ポンプに資産 ID を送信する （CADD®-Solis 携帯型輸液ポンプのみ）

システ

ム管理

者

 データベース/ライブラリへ接続する

 ユーザーアカウントを管理する

 ライブラリ権限を管理する

 ユーザーをエクスポートおよびインポートする

 プロトコルライブラリおよび使用ログをエクスポートおよびインポートす

る

 データをアーカイブする

 データベースのバックアップと復元を行う

 3.0 データベースからデータをインポートする

 日付/時刻設定を行って送信する （CADD®-Solis 携帯型輸液ポンプのみ）

 ポンプに資産 ID を送信する（CADD®-Solis 携帯型輸液ポンプのみ）

5. プロトコルライブラリが作成されていれば、ライブラリのリストが表示されます。ユー

ザーにプロトコルライブラリへのアクセスを許可するには、ユーザーアクセスを許可す

るライブラリの横にあるチェックをクリックしてオンにします。

注： [ユーザーアカウント管理]ウィンドウで[ユーザーリスト]ボタンをクリックし、ドロッ

プダウンリストからライブラリ名を選択しても、そのライブラリへのアクセス権を持ってい

るユーザーを表示できます。変更を表示した後や変更を行った後は保存または閉じるをクリ

ックします。

6. 完了したら保存をクリックします。

ユーザーアカウントを削除するには:

1. メニューバーから、設定 > ユーザーアカウント > ユーザーアカウント管理を選択します。

2. 削除するユーザーをユーザーID ドロップダウンリストから選択します。

3. 削除をクリックします。
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Administrator ヘルプ 

ライブラリ許可の設定  

プロトコル管理者またはシステム管理者権限を持つユーザーはライブラリへのアクセス権を設定

し、ユーザーに特定のプロトコルライブラリへのアクセスを許可することができます。 

ユーザーにライブラリへのアクセス権を与えるには： 

1. メニューバーから 設定 > ユーザーアカウント > ライブラリへのアクセス権を選択します。 

2. [ライブラリへのアクセス権]ダイアログボックスでライブラリ名ドロップダウンリストから、

アクセスを許可するプロトコルライブラリを選択します。 

3. アクセスを許可する各ユーザーに対して、ライブラリ内ボックスをクリックしてチェック

マークを入れます。 

注： ユーザーにプロトコル送信またはライブラリ送信へのアクセスが認められているかど

うかは、ユーザーアカウントに設定されている権限によります。詳細については、ユーザー

アカウント管理を参照してください。 

4. 保存をクリックします。 

  

ユーザーパスワードの変更 

PharmGuard® Administrator では、ユーザーはパスワードを変更することができます。ユーザー

は、PharmGuard® Administrator 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。

ユーザーパスワードを変更する際、現在のパスワードが必要です。 

ユーザーのパスワードを変更するには： 

1. メニューバーから、設定 > ユーザー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て、[新しいパスワードを確認]フィールドに再入力することによ

り、新しいパスワードを確認します。 

5. OK をクリックします。パスワードが変更されたことを示すメッセージが表示されます。 

  

ユーザーのインポート/エクスポート  

PharmGuard® Administrator は、次のポンプで使用するよう設定できます： 

 CADD®-Solis 携帯型輸液ポンプ (モデル 2100、モデル 2110) 

 CADD®-Solis VIP 携帯型輸液ポンプ (モデル 2120) 

プロトコル管理者またはシステム管理者権限を持つユーザーは、ユーザーリストをファイルに空

のテンプレートまたは現在定義されているユーザーを含むテンプレートとしてエクスポートでき
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ます。ファイルは、編集可能なカンマ区切り (.CSV) ファイルとしてエクスポートされます。こ

のファイルを編集することにより、ユーザーを追加するかユーザー権限を変更して、ユーザーリ

ストを管理できます。変更されたユーザーリストファイルは PharmGuard® Administrator プログ

ラムにインポートして、 データベースのユーザーを更新できます。

ユーザーリストをエクスポートするには：

1. メニューバーから、設定 > ユーザーアカウント > ユーザーをインポート/エクスポートを

選択します。

2. 現在のユーザーリストをエクスポートするには、すべてのユーザーを選択します。

– または –

空のユーザーテンプレートをエクスポートするには、空のユーザーテンプレートを選択しま

す。

3. エクスポートをクリックします。

4. [エクスポートファイル名を選択] ウィンドウで、 保存場所ダイアログボックスを使ってフ

ァイルの場所を選択します。

5. ファイル名ダイアログにファイルの名前を入力します。

6. 保存ボタンをクリックして、ユーザーリストをエクスポートします。

注：エクスポートされたユーザーリストファイルはセキュリティ保護されていません。管理

者は、インポート前にコンテンツを検証する必要があります。

エクスポートされたユーザーリストファイルまたはテンプレートを編集するには：

1. CSV ファイルを編集できるアプリケーション（Microsoft® Excel®など） でエクスポー

トされたファイルを開きます。

注： エクスポートされたユーザーリストでユーザーを削除しても、 ユーザーを完全削除し

たことにはなりません。ユーザーを削除するには、ユーザーアカウントを使用します。

2. 必要に応じて、ユーザーを USERID 列に追加することでユーザーリストを編集します。

3. 必要に応じて、ユーザー権限のぞれぞれに「TRUE(権限付与）」または「FALSE(権限拒

否）」という単語のいずれかを追加して、ユーザー権限を設定します：

権限 機能

プロト

コル送

信

1 つのプロトコルを PharmGuard® Administrator（CADD®-Solis VIP 携帯型輸

液ポンプのみ）または PharmGuard® Point of Care（CADD®-Solis 携帯型輸

液ポンプのみ）からのポンプに送信します。

ライブ

ラリ送

信

 プロトコルライブラリを PharmGuard® Administrator（CADD®-Solis と

CADD®-Solis VIP 携帯型輸液ポンプ）または PharmGuard® Point of
Care（CADD®-Solis 携帯型輸液ポンプのみ） からのポンプに送信しま

す。

 日付/時刻設定を行って送信する（CADD®-Solis 携帯型輸液ポンプのみ）

 ポンプに資産 ID を送信する（CADD®-Solis 携帯型輸液ポンプのみ）
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Administrator ヘルプ 

システ

ム管理

者 

 データベース/ライブラリへ接続する 

 ユーザーアカウントを管理する 

 ライブラリ権限を管理する 

 ユーザーをエクスポートおよびインポートする 

 プロトコルライブラリおよび使用ログをエクスポートおよびインポートす

る 

 データをアーカイブする 

 データベースのバックアップと復元を行う 

 3.0 データベースからデータをインポートする 

 日付/時刻設定を行って送信する（CADD®-Solis 携帯型輸液ポンプのみ） 

プロト

コル管

理者 

 ポンプアプリケーションを選択する 

 ログとポンプレポートにアクセスする 

 ユーザーアカウントを管理する 

 ライブラリ権限を管理する 

 ユーザーをエクスポートおよびインポートする 

 プロトコルライブラリおよび使用ログをエクスポートおよびインポートす

る 

 プロトコルライブラリを作成、保存、および削除する 

 プロトコルライブラリを更新および復元する 

 Administrator 自動ログアウトを設定する 

 プロトコルおよびライブラリ機能をすべて送信する 
(下記内容)  

4. 変更を CSV 対応の形式で保存します。 

ユーザーリストをインポートするには： 

1. メニューバーから、設定を選択し、ユーザーアカウント > ユーザーをインポート/エクスポ

ートをクリックします。 

2. インポートをクリックします。 

3. [エクスポートファイル名を選択] ウィンドウで、 検索場所ドロップダウンリストを使って

ディレクトリとファイルを検索します。 

4. インポートするファイルをクリックすると、ファイル名ドロップダウンリストに追加され

ます。開くボタンをクリックして、ユーザーリストをインポートします。 

ユーザーリストファイルをインポートした後、データベースのユーザーに新しいファイルか

らの更新が行われます。メニューバーから設定を選択し、ユーザーアカウント > ユーザー

アカウントの管理をクリックして、常に更新したユーザーを検証してください。 

注： 新しいユーザーにはデフォルトパスワードの「password」が割り当てられます。 ユ
ーザーはユーザーパスワード変更機能を使ってパスワードを設定できます。 

  

ユーザーパスワード期限の設定 
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システム管理者権限を持っているユーザーは、PharmGuard® Administrator と PharmGuard®
Point of Care のすべてのユーザーに対しパスワード期限を設定できます。パスワード期限を有効

にすると、ユーザーにパスワードを定期的に変更するように求めることで、セキュリティが強化

されます。パスワード期限が設定され、ユーザーはパスワードが期限切れになる前にパスワード

を変更するように求められます。

ユーザーパスワード期限を設定するには:

1. メニューバーから、設定 > ユーザーアカウント > ユーザーパスワード期限を選択します。

2. [ユーザーパスワード期限]ダイアログで、日数オプションを選択してからパスワードの有効

日数を設定します。

3. OK をクリックします。

ポンプへの接続

CADD®-SolisポンプまたはCADD®-Solis VIPポンプに接続  

PharmGuard® Administrator は、次のポンプで使用するよう設定できます： 

 CADD®-Solis 携帯型輸液ポンプ (モデル 2100、モデル 2110)

 CADD®-Solis VIP 携帯型輸液ポンプ (モデル 2120)

PCをUSBケーブル経由でポンプに接続すると、PharmGuard® Administratorを使用してポンプに

プロトコルライブラリやプロトコルを送信 する(CADD®-Solis VIP携帯型輸液ポンプのみ)ことが

できます。また、ポンプの履歴を取得したりポンプのレポートを表示する際にも使用できます。

さらに、この接続は時間設定または資産IDをCADD®-Solis携帯型輸液ポンプに送信するときにも

必要です。

USBケーブル接続 

USB 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。これは標準 USB ケーブルで、パソコン周辺機器販売店で購入できます。 

注： 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。
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Administrator ヘルプ 

 

A-USB タイプ A プラグ 

B-USB タイプミニ B プラグ 

システムツールの使用 
  

データのアーカイブ  

システム管理者権限を持つユーザーは、データアーカイブ機能を使うことができ、ポンプイベン

ト履歴と Administrator 使用ログデータをデータベースからファイルに移動し、アーカイブする

ことができます。データをアーカイブすると日付以前のデータベースを含む XML ファイルが作

成されます。 

注： 施設のプロセスに従ってアーカイブされたデータを保持します。 

注意： データのアーカイブ機能を使用すると、Administrator ログデータをデータベースからポ

ンプデータに恒久的に削除します。データがアーカイブされると、PharmGuard® Software にイ

ンポートしなおして表示したりレポートできなくなります。 

データをアーカイブするには： 

1. メニューバーから、設定 > システムツールを選択します。 

2. [システムツール] ダイアログボックスのデータのアーカイブタブで、アーカイブの時間を

選択します。選択した日付以前のログデータはすべて、データベースから削除されてアー

カイブされます。 

3. 参照をクリックして、アーカイブに使用する場所とファイル名を選択し、次に保存をクリ

ックします。 
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4. アーカイブをクリックします。

5. 確認メッセージが表示されたら、はいをクリックしてアーカイブを続行するか、またはい

いえをクリックしてキャンセルします。

データベースのバックアップ

システム管理者権限を持つユーザーは、データベースのバックアップ機能を使うことができ、現

行の PharmGuard® Software データベースのバックアップをアーカイブ目的と将来復元が必要に

なったときのためにファイルに保存できます。データベースのバックアップは Smiths Medical
データファイル (*.smd) に保存されますが、それに名前をつけて選択した場所 (ネットワークド

ライブまたはリムーバブルメディアなど) に保存できます。

重要： データベースバックアップの保存、保持、および復元に関する施設のプロセスに従って

ください。

警告： データベースを復元すると、既存のデータベースは削除され、データベース (すべてのラ

イブラリ、プロトコル、およびユーザーアカウント設定) はバックアップ作成時の状態に戻りま

す。ライブラリまたはプロトコルをポンプに送信する前に、復元されたデータベ ースのすべて

のライブラリとプロトコルを評価し、必要に応じて整備してください。これを怠ると、患者が死

亡したり重傷を負う危険があります。

データベースをバックアップするには：

1. メニューバーから、設定 > システムツールを選択します。

2. バックアップデータベースタブの [システムツール] ダイアログボックスで、参照をクリ

ックして、バックアップに使用する場所とファイル名を選択し、次に保存をクリックし

ます。

3. データベースをバックアップをクリックします。

4. バックアップ完了時にメッセージが表示されます。OK をクリックします。

バックアップリマインダを設定するには：

1. [バックアップリマインダ] で、オンをクリックして選択し、Administrator プログラムが

バックアップをするように知らせるデータベースをバックアップした後の日数を指定し

ます。

2. 設定を保存をクリックします。

3. 設定が保存されたことを示すメッセージが表示されます。OK をクリックします。

注： バックアップリマインダメッセージは、Administrator プログラムを使用していて、設

定した期間が過ぎた場合のみに表示されます。

データベースの復元
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Administrator ヘルプ 

データを復元する目的で、システム管理者権限を持つユーザーはデータベースの復元機能を使っ

て以前にバックアップしたPharmGuard® Softwareデータベースを復元することができます。デ

ータベースを復元するには、新規（空）または既存のデータベースへのデータベース接続が確立

されていなければなりません。さらに、過去にバックアップしたデータベースが保存されている

Smiths Medical Dataファイル（*smd)へのアクセス権がなければなりません。 

重要： データベースバックアップの保存、保持、および復元に関する施設のプロセスに従って

ください。 

警告： データベースを復元すると、既存のデータベースは削除され、データベース (すべてのラ

イブラリ、プロトコル、およびユーザーアカウント設定) はバックアップ作成時の状態に戻りま

す。 ライブラリまたはプロトコルをポンプに送信する前に、復元されたデータベ ースのすべて

のライブラリとプロトコルを評価し、必要に応じて整備してください。これを怠ると、患者が死

亡するか重傷を負う危険があります。 

データベースを復元するには： 

1. メニューバーから、設定 > システムツールを選択します。 

2. [システムツール]ダイアログボックスのデータベースの復元 タブで、参照  をクリックし

てバックアップに使う場所とファイル名を選択してから、データベースの復元 をクリッ

クします。データベースの復元が完了するとメッセージが表示されます。 

  

データの転送 

PharmGuard® Administrator 4.0 をインストールして、古いバージョンの CADD™Solis 
Medication Safety Software データベースとそのデータ(プロトコルライブラリと使用ログ)は削除

されません。PharmGuard® Administrator 4.0 をインストールした後は、システム管理者権限を

持つユーザーはデータ転送機能を使ってどの CADD™-Solis Medication Safety Software 3.0 デー

タベースからでも、新規にインストールした PharmGuard® Software 4.0 データベースにデータ

を転送することができます。 

重要： PharmGuard® Administrator アプリケーションを使用して新しいデータベースに新しいプ

ロトコルライブラリまたはユーザーを作成する前に、データ転送機能を使って、CADD™-Solis 
Medication Safety Software 3.0 データベースからデータを転送することをお勧めします。これは、

データ転送機能を使用してデータを転送すると、転送先データベースの既存データが削除される

ためです。 

3.0 データを新しい 4.0 データベースに転送するには： 

1. メニューバーから、設定 > システムツールを選択します。 

2. [システムツール]ダイアログボックスで、データ転送 タブをクリックします。 

3. [転送元] (CADD™-Solis Medication Safety Software 3.0) と[転送先] (PharmGuard® 
Software 4.0)データベースの設定を指定します。[転送元インスタンス]、[ポート]、[SQL 
Server ログイン]、[SQL Server パスワード]には既定値が設定されています。[コンピュー

タ名]を入力し、[転送元]データベースの他の値を適宜、変更します。[転送先](新しくイン
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ストールした PharmGuard® Medication Safety Software 4.0 データベース)にはコンピュー

タ名とその他の接続設定を入力します。[転送先] データベースに対する既定の接続値は以

下のように設定されています。

インスタンス:  SMITHSMEDICAL2
ポート: 55000
SQL Server ログイン: Smiths
SQL Server パスワード: [パスワードに関しては Smiths Medical に連絡]
データベース名: SmithsSolisD

4. データソース確認をクリックします。指定された[転送元]と[転送先]が評価され、互換性が

検証されます。データベースが検出されない場合は、接続設定を確認してもう一度試して

ください。

5. データを転送をクリックして、[転送元]データベース内のデータを[転送先]データベースに

転送します。

6. この操作により、転送先データベース内にあるデータが永久に消去されるというメッセー

ジが表示されます。OK をクリックして、操作を確認します。

7. データ転送が開始します。転送元データベース内のデータ量によっては、データ転送に数

分以上かかる場合があります。データ転送が完了したことを確認するメッセージが表示さ

れます。OK をクリックして、このメッセージを閉じます。

プロトコルおよびプロトコルライブラリ

プロトコルとは？

プロトコルは、医師の指示に従った薬剤の送液などの一連のポンプ設定に関連付けられた治療、

種別、薬剤の組み合せて特定したものです。PharmGuard® Softwareのプロトコルはプロトコル

ライブラリにあります。

PharmGuard® Administrator でプロトコルを作成する際は、一部のパラメータ(患者別設定パラ

メータなど)は、ユーザーが単一プロトコルをポンプに送信する際に表示･編集ができるように設

定できます。ポンプに送信する単一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処方通りの変更を加え

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： PharmGuard® Administrator は、単一のプロトコルを CADD®-Solis 携帯型輸液ポンプに送

信する際にのみ使用できます。単一のプロトコルを CADD®-Solis 携帯型輸液ポンプに送信する

には、PharmGuard® Point of Care プログラムを使用する必要があります。 

治療、種別、薬剤とは？

PharmGuard® Softwareは、治療、種別、薬剤の組み合わせを、標準化した医師の指示に対する

各プロトコルの組織的方法として使用します。各治療、種別、薬剤の組み合わせは特定の編集可
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能なプロトコルとなり、独自の送液およびポンプパラメータとともに患者固有のパラメータが定

義されます。パラメータは、表示するか、またはポンププログラミング中にユーザーが編集でき

るよう設定できます。 

ポンププログラミング中、ユーザーが治療、種別、薬剤の名前を選択するため、PharmGuard® 
Administratorでは治療、種別、薬剤の名前を選択する際と、プロトコルを指定する前は、適切な

記述名を選択することが重要です。プロトコルライブラリに適切な治療、種別、および薬剤名を

選択する際、施設の統一された順序を確認し、同じ組織構造に従った名前を選択します。 

ポンプをプログラムするためのプロトコルを選択する際： 

 治療は、ユーザーが選ぶ 初のアイテムです。次に治療名を選択します。施設の指示が

送液経路で整理されている場合、適切な治療名にはIV、硬膜外、神経ブロックなどが含

まれます。プロファイル機能(CADD®-Solisプロトコルライブラリで使用可能)を使用し

てケア領域ごとにプロトコルを分類している場合、適切な名前としてケア領域(ICU、腫
瘍、小児科、分娩室など)を選択します。   

 種別は、ユーザーが選ぶ 2 番目のアイテムです。種別名は、特定の治療をさらに詳しく

定義する形容詞のようなものです。たとえば、治療名が腫瘍である場合、適切な種別名

はオピオイド耐性ありおよびオピオイド耐性なしなどが考えられます。治療名が硬膜外
であれば、適切な種別名は術後および分娩などになります。各治療名には、少なくとも

1 つの種別名を割り当てる必要があります。 

 薬剤は、ユーザーが選ぶ 3 番目のアイテムです。薬剤は、名前、濃度、単位、薬剤 ID の

組み合わせを使って指定されます。薬剤それぞれに対して別の濃度を指定する場合のみ、

薬剤(薬品)名を 1 回以上使用できます。薬剤はプロトコルライブラリに特定したもので、

そのライブラリにわたって広く使用できます。種別とは違い、各治療に対して新規薬剤

を作成する必要はありません。  

  

プロトコルライブラリとは？  

PharmGuard® Administrator は、次のポンプで使用するよう設定できます： 

 CADD®-Solis 携帯型輸液ポンプ (モデル 2100、モデル 2110) 

 CADD®-Solis VIP 携帯型輸液ポンプ (モデル 2120) 

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(とそれに含

まれるプロトコル)はPharmGuard® Administratorで作成されます。PharmGuard® Software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単一の

プロトコルをポンプに送信する権限を与えることができます。PharmGuard® Administratorは、

プロトコルライブラリをポンプに送信するために使用できます。 

PharmGuard® Administratorは、PharmGuard® Softwareデータベースにプロトコルライブラリ

を保存します。 

  

プロファイルとは？ 
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PharmGuard® Administrator は、次のポンプで使用するよう設定できます： 

 CADD®-Solis 携帯型輸液ポンプ (モデル 2100、モデル 2110)

 CADD®-Solis VIP 携帯型輸液ポンプ (モデル 2120)

プロファイルでは、CADD®-Solis 携帯型輸液ポンプのプロトコルライブラリにおけるプロトコ

ルの上層で区分(ケア領域ごとなど)ができます。プロファイルがプロトコルライブラリに対して

有効な場合、PharmGuard®サーバーを使ってレポートを実行する際に基準として使用できます。

プロトコルライブラリ内では、どのプロトコルも 1 つまたは複数のプロファイルに関連付けるこ

とができます。たとえば、分娩という名前のプロファイルにはそのケア領域で使用するすべての

プロトコルが含まれ、腫瘍という名前のプロファイルにはそのケア領域に特定のプロトコルが含

まれます。もう 1 つの例としては、IV-PCA という名前の単一プロトコルを、ICU と腫瘍という

2 つのプロファイルに割り当てることができます。 

プロファイルは、ライブラリ一般設定タブからCADD®-Solis携帯型輸液ポンプのプロトコルライ

ブラリに対して有効化できます。有効化すると、プロトコルライブラリで新しいプロトコルを追

加または編集する際、または新しいプロファイルを追加または編集する際に、プロトコルを 1 つ

または複数のプロファイルに割り当てることができます。

データベースとは？

データベースにはPharmGuard® Softwareのプロトコルライブラリが保存されています。

PharmGuard® Softwareを使用してプロトコルライブラリやプロトコルの送信やアクセスをする

には、データベース接続が必要です。

注： データベースはネットワークに接続された PC、SQL®Express を実行しているサーバー、

SQLServer®2005、2008 または 2012 を実行しているサーバーのいずれかに存在します。データ

ベースの場所と接続に関する設定は通常、PharmGuard® Software インストール時に設定されま

すが、データベース接続に関する設定はいつでも変更できます。詳細は各施設のデータベース管

理者に問い合わせてください。

ネットワーク経由でデータベースにアクセスできないPharmGuard® Administratorまたは

PharmGuard® Point of Careのその他のインストール方法をサポートするには、PharmGuard®
Administratorプログラムを使用して、データベースからファイルにプロトコルライブラリをエク

スポートすることができます。このようにエクスポートされたファイルは(CDなどのリムーバブ

ルメディアなどで)他のPharmGuard® AdministratorコンピュータまたはPharmGuard® Point of
Careコンピュータに転送してから、インポートすることができます。

プロトコルライブラリ

新しいプロトコルライブラリの作成

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作成できます。プロトコルラ

イブラリを作成した後、ライブラリに対して治療、種別、薬剤、およびプロトコルを作成できま

す。
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注： 新しいプロトコルライブラリは、既存のプロトコルライブラリに基づいて作成することも

できます。 

新しいプロトコルライブラリを作成するには： 

1. メニューバーから、ファイル > 新しいライブラリを選択します。 

2. [新しいライブラリ]ダイアログボックスに、希望する新しいプロトコルライブラリ名を入力

します。 

注： PharmGuard® Software には、スペルチェック機能はありません。自由テキスト入力

ができるフィールドは、入力時にポンプに送信されて PC 画面に表示されます。  

3. ドロップダウンリストから、新しいプロトコルライブラリが適用されるポンプアプリケー

ションを選択します。次のうちから 1 つを選択します (リスト表示されるポンプは、ポン

プアプリケーションの選択によって異なります)： 

 CADD®-Solis ポンプ 

 CADD®-Solis VIP ポンプ 

4. OK をクリックします。 

5. 新しいプロトコルライブラリはプロトコルライブラリを選択ドロップダウンリストに追加

されます。新しいライブラリに変更を加えるには、それが選択されていることを確認しま

す。 

6. ライブラリ一般設定タブでは、次の操作が可能です： 

a. ライブラリ説明を入力する。 

b. ライブラリバージョン ボタンを使って、次の主なバージョン番号に増加させま

す。(あなたはライブラリバージョンを設定してから、プロトコルライブラリ用

の治療、種別、薬剤の設定、プロトコルの指定およびそのプロトコルライブラ

リの使用の検証を行いたいと思うかもしれません。) 

c. プロファイルを有効化する (CADD®-Solisポンプのプロトコルライブラリのみ)。
プロファイルは、プロトコルを関連付けるケア領域を示すために使用すること

ができます。  

d. Point of Care の設定 (CADD®-Solis ポンプのプロトコルライブラリのみ) で、指

定するプロトコルの Point of Care オプションを有効にするを選択し、ユーザー

ログインが必要にします。また、PharmGuard® Point of Care のユーザーの自動

ログアウト時間設定を行います。 

注： ユーザーアカウントを変更してこのプロトコルライブラリにユーザーアクセスを設定する

には、設定 > ユーザーアカウント > ユーザーアカウントの管理を選択します。 

既存のプロトコルライブラリに基づいた新しいプロトコルライブラリの作成  

新しいプロトコルライブラリは、すでに存在しているものを基準に作成され、本質的に別のライ

ブラリのコピーから開始されます。この方法で新しく作成されたライブラリには、以前のライブ
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ラリと同じユーザーアカウント、治療、種別、薬剤、およびプロトコルが含まれます (ログレポ

ートエントリは、新しいライブラリにコピーされません)。

新しいライブラリ作成後、元のライブラリのコンテンツに影響を与えないで変更することができ

ます。

既存のものから新しいプロトコルライブラリを作成するには：

1. メニューバーから、ファイル > ライブラリに名前をつけて保存を選択します。

2. 既存プロトコルライブラリのリストで、新しいプロトコルライブラリの基準として使用

するプロトコルライブラリをクリックして選択します。

3. ライブラリに名前を付けて保存テキストボックスに、新しいプロトコルライブラリの希

望する名前を入力します。

4. OK をクリックします。

5. 新しいプロトコルライブラリはプロトコルライブラリを選択ドロップダウンリストに追

加されます。新しいライブラリに変更を加えるには、それが選択されていることを確認

します。

6. ライブラリ一般設定タブでは、次の操作が可能です：

a. ライブラリ説明を入力する。

b. ライブラリバージョン ボタンを使って、次の主なバージョン番号に増加させま

す。(ライブラリバージョンを設定してから、プロトコルライブラリ用の治療、

種別、薬剤の設定、プロトコルの指定およびそのプロトコルライブラリの使用

の検証を行えます。)

c. プロファイルを有効化する (CADD®-Solisポンプのプロトコルライブラリのみ)。
プロファイルは、プロトコルを関連付けるケア領域を示すために使用すること

ができます。

d. Point of Care の設定 (CADD®-Solis ポンプのプロトコルライブラリのみ) で、指

定するプロトコルの Point of Care オプションを有効にするを選択し、ユーザー

ログインが必要にします。また、PharmGuard® Point of Care のユーザーの自動

ログアウト時間設定を行います。

注： 以前のプロトコルライブラリのポンプに送信できたプロトコルは、新しいプロトコルライ

ブラリでアクティブにならないため、ポンプに転送されません。プロトコルをアクティブにする

には、プロトコル詳細を参照してください。

注： ユーザーアカウントを変更してこのプロトコルライブラリにユーザーアクセスを設定する

には、設定 > ユーザーアカウント > ユーザーアカウント の管理をクリックします。 

ライブラリサマリレポートの表示
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ライブラリ一般設定タブで、選択したプロトコルライブラリに対し、プロトコルライブラリとそ

のアクティブプロトコルのすべてに関する情報を含んでいるサマリレポートを見ることができま

す。 

ライブラリサマリレポートは[全アクティブプロトコルレポート]と呼ばれ、選択したプロトコル

ライブラリの次のような情報を含んでいます。  

 名前 
 バージョン 
 終変更日時 
 プロトコル数 
 説明 
 アクティブプロトコルで使用された治療、種別、および薬剤リスト 

全アクティブプロトコルレポートを見るには： 

1. ライブラリ一般設定タブで、[ライブラリサマリレポート]からレポートを表示ボタンを

クリックします。 

2. 全アクティブプロトコルレポートが表示されます。レポートが複数ページの場合には、

レポートビューアツールバーのナビゲーションコントロールを使用して、レポートの他

のページを見ることができます。さらに、ツールバーのボタンを使用してレポートを印

刷したりエクスポートすることができます。ツールバーボタンの上にマウスポインター

を重ねると、機能を記述するツールチップが表示されます。 

  

プロファイルの有効化 

プロファイルをCADD®-Solisポンププロトコルライブラリに対して有効化できます。  

選択したライブラリについて、[ライブラリ一般設定] タブで [プロファイルを有効化] チェックボ

ックスをクリックして、ライブラリに対してプロファイルを有効または無効にします。 ライブ

ラリに対してプロファイルを無効にするには、まずすべてのプロトコルをプロファイルから割り

当て解除する必要があります。 

  

PharmGuard® Point of Care設定 

ライブラリ一般設定タブで、選択したプロトコルライブラリに対して、CADD®-Solis 携帯型輸

液ポンププロトコルのために PharmGuard® Point of Care ユーザーに適用される設定を選択する

ことができます。 

PharmGuard® Point of Care 設定には次の内容が含まれます。 

 Point of Care オプションを有効にする： このオプションにチェックマークを入れると、

PharmGuard® Point of Care ユーザーが薬剤検証、第 2 承認者、コメントの要求、および

体重に基づく設定を含めてすべての編集可能プロトコルパラメータおよび一般設定を使用
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できるようになります。このオプションが使用可能になると、以下に記述の[ユーザーログ

インが必要]設定も利用が可能になります。

 ユーザーログインが必要： このオプションを選択すると、PharmGuard® Point of Care ユ

ーザーにログインするように要求します。このオプションを選択すると、非アクティブで

ある特定の時間（分単位）後に PharmGuard® Point of Care ユーザーを自動的にログアウ

トする[自動ログアウト]時間を設定できます。

プロトコルライブラリの使用

プロトコルライブラリが作成された後、ライブラリは、システムに応じて複数の方法で使用する

ことができます。

 CADD®-SolisあるいはCADD®-Solis VIP 携帯型輸液ポンプに、プロトコルライブラリを送

信する。ライブラリ送信権限を持っているユーザーや、アクティブで体重に基づかないプ

ロトコルを含む、少なくとも 1 つのプロトコルライブラリに対するライブラリ権限 を持っ

ているユーザーは、CADD®-SolisまたはCADD®-Solis VIP携帯型輸液ポンプにプロトコル

ライブラリを送信できます。

 別のPharmGuard® AdministratorあるいはPharmGuard® Point of Careのインストールによ

って使用できるように、プロトコルライブラリをエクスポートする。接続されたデータベ

ースのプロトコルライブラリは、暗号化されたデータファイルにエクスポートできますが

これはCDやその他のリムーバブルメディアに保存して別のPharmGuard® Medica
AdministratorやPharmGuard® Point of Careインストールによりインポートすることが可能

です。

、

tion

 PharmGuard® Serverと使用するプロトコルライブラリパッケージを作成する。パッケー

ジを作成すると、PharmGuard® Serverは複数のポンプへのパッケージの無線実装に使用

することができます。PharmGuard® SoftwareおよびPharmGuard® Serverが実装されてい

るシステムでのみ、PharmGuard® Serverでパッケージを使用することができます。

プロトコルライブラリの削除

プロトコルライブラリを削除すると、そのプロトコルライブラリに含まれるすべての治療、種別、

薬剤が削除されます。ただし、削除されたプロトコルライブラリのログレポートを表示できるよ

うにするため、そのログエントリがPharmGuard® Softwareデータベースに保存されます。 

プロトコルライブラリを削除するには：

1. メニューバーから、ファイル > ライブラリを削除を選択します。

2. [ライブラリを削除] ダイアログボックスに、削除するプロトコルライブラリを選択します。

3. OK をクリックします。
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プロトコルライブラリのエクスポート 

接続されたデータベースのプロトコルライブラリは、暗号化されたデータファイルにエクスポー

トできますが、これは CD やその他のリムーバブルメディアに保存して別の PharmGuard® 
Medication Administrator や PharmGuard® Point of Care インストールによりインポートするこ

とが可能です。これは、別の PharmGuard® Administrator または PharmGuard® Point of Care イ

ンストールがネットワーク上にない、もしくはデータベースにアクセス権がない場合、あるいは

別の Administrator ユーザーにプロトコルライブラリの編集可能コピーを提供する場合に有用で

す。 

プロトコルライブラリにエクスポートするとき、ユーザーアカウント情報、使用ログ、ポンプロ

グを含めるかどうか選択できます。プロトコルライブラリのすべてのプロトコルがエクスポート

したファイルでアクティブにならないように設定することもできます (つまり、インポート後ポ

ンプに送信するには、PharmGuard® Administrator を使ってプロトコルを編集/確認してアクティ

ブに設定する必要があります)。 

注： ユーザーはまた、CADD®-SolisあるいはCADD®-Solis VIP携帯型輸液ポンプにプロトコル

ライブラリを送信したり、PharmGuard® Serverで使用するためにプロトコルライブラリをパッ

ケージすることができます。 

プロトコルライブラリをエクスポートするには： 

1. メニューバーから、ファイル > ライブラリをエクスポートを選択します。 

2. [ライブラリをエクスポート] ダイアログボックスで、エクスポートするプロトコルライブ

ラリをクリックして選択します。 

3. 必要に応じてエクスポートオプションを設定します： 

 ユーザーを含む：データベースからのユーザーアカウント情報をすべて含みます。 

 使用ログを含む：プロトコルライブラリに関連付けられたログエントリを含みます。 

 ポンプログを含む：プロトコルライブラリに関連付けられたポンプログ情報を含み

ます。 

 プロトコルを非アクティブとしてエクスポート：デフォルトでは、各プロトコルが

エクスポート時の「アクティブ」または「非アクティブ」状態を保ちます。"プロト

コルを非アクティブとしてエクスポート"を選択すると、エクスポートされたプロト

コルライブラリの全プロトコルが非アクティブに設定されます。プロトコルが非ア

クティブに設定されると、PharmGuard® Administratorアプリケーションでプロト

コルを編集/確認してアクティブに設定する必要があります。 

4. OK をクリックします。 

5. [ライブラリのエクスポート先] ダイアログボックスで、ファイルを保存する場所を選択し

て、保存をクリックします。 

エクスポートされたプロトコルライブラリは、選択した場所でデータベースファイル 
(*.smd ファイル) として保存されます。 
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プロトコルライブラリのインポート

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 PharmGuard® Software 
4.0 データベース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できます。

プロトコルライブラリをインポートするには、インポート元のデータベースまたはデータベース

ファイルが同じバージョンの PharmGuard® Administrator からのものである必要があります。

プロトコルライブラリをインポートすると追加のオプションによってユーザー、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: 

1. メニューバーから、ファイル > 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. システムまたは管理者権限を持つユーザーとしてログインしていない場合は、[認証を検証]
エリアでシステムまたは管理者権限を持つ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

の説明、 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: データベースサーバまたは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されます。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か

らインポートされた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
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クティブにされます。プロトコルは非アクティブに設定されると、PharmGuard® 
Administratorアプリケーションで編集/レビュー可能にして、アクティブに設定するま

ではポンプに送信できません。 

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。 

  

プロトコルライブラリの更新と復元  

プロトコル管理者権限を持つユーザーは、[更新ライブラリバージョン]機能を使用してプロトコ

ルライブラリのバージョンを次のメジャー番号（たとえば 3.0、4.0 など）に増加し、そこでプ

ロトコルライブラリのこのバージョンを復元する必要がある場合に後で使用できる復元ポイント

を作成することができます。また、ライブラリのバージョン番号も更新されます（たとえば、現

在のライブラリがバージョン 4.0 でバージョン 3.0 ライブラリを復元することを選択した場合、

復元後のライブラリのバージョン番号は 5.0 になります）。 

注： プロトコルライブラリを変更する（たとえば新しいプロトコルの作成、プロトコルの編集

など）と、プロトコルライブラリのマイナーバージョン番号を（例えば 2.2 から 2.3 へ)増加させ

ます。マイナーバージョン数の増加は復元ポイントを作成しません。復元ポイントは、後述のよ

うにプロトコルライブラリバージョンを更新することによってのみ作成することができます。 

プロトコルライブラリバージョンの更新 

ライブラリバージョンを更新すると、ライブラリの復元可能なバージョンが保存されるだけで、

プロトコルライブラリまたはプロトコルをポンプに送信したり、プロトコルライブラリへのさら

なる変更を妨げることはありません。 

ライブラリバージョンを更新するには： 

1. 更新するプロトコルライブラリを選択します。 

2. ライブラリ一般設定タブでライブラリバージョンをクリックします。 

[バージョン管理]ダイアログボックスで、[ライブラリバージョンを更新] タブに現在のプロ

トコルライブラリバージョンが、ライブラリが更新されたときのバージョン数と共に表示さ

れます。たとえば、2.1 というバージョン番号はバージョン 3.0 に変わります。 

3. 更新をクリックします。 

注： ライブラリ送信機能を使用してプロトコルライブラリをポンプに送信したら、ライブ

ラリ名とバージョン番号をCADD®-Solis携帯型輸液ポンプやCADD®-Solis VIP携帯型輸液

ポンプの[プロトコルライブラリサマリ]画面で表示できます。 

プロトコルライブラリバージョンの復元 
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プロトコル管理者権限を持つユーザーは、ライブラリバージョンの復元機能を使用して先に更新

したプロトコルライブラリバージョン（3.0 や 4.0 のような主要バージョン数）に戻すことがで

きます。プロトコルライブラリバージョンの復元は、使用中の現在のプロトコルライブラリを復

元するように選択したバージョンに置換します。

過去のライブラリバージョンを復元するには：

1. ライブラリ一般設定タブでライブラリバージョンをクリックします。

2. [バージョン管理]ダイアログボックスで ライブラリバージョンを復元タブをクリックしま

す。

3. 以前更新して利用可能なライブラリバージョンのリストから、復元したいバージョンを選

択してクリックします。

4. オプションとして、復元したプロトコルライブラリのプロトコルを復元したときにアクテ

ィブに設定したくない場合は、プロトコルを非アクティブとして復元の横のチェックボッ

クスをクリックしてください。このオプションが選択されると、復元されたプロトコルラ

イブラリの各プロトコルは、ポンプに送信する前にレビューし、必要に応じて編集し、ア

クティブとして設定する必要があります。[プロトコルを非アクティブとして復元]が選択さ

れない場合は、各プロトコルはそのバージョンに対して更新が実行された時点でのアクテ

ィブまたは非アクティブ状態を保持します。

5. 復元をクリックします。

PharmGuard® Serverと使用するライブラリパッケージの作成 

プロトコル管理者あるいはシステム管理者権限およびライブラリ権限を持つユーザーは、

PharmGuard® Server で使用するために暗号化されたプロトコルライブラリパッケージを作成す

ることができます。パッケージを作成すると、PharmGuard® Server は複数のポンプへのパッケ

ージの無線実装に使用することができます。PharmGuard® Software および PharmGuard® 
Server が実装されているシステムでのみ、PharmGuard® Server でパッケージを使用することが

できます。

注： ユーザーはまた、CADD®-SolisあるいはCADD®-Solis VIP携帯型輸液ポンプにプロトコル

ライブラリを送信することも、別にインストールされたPharmGuard® Administratorあるいは

PharmGuard® Point of Careから使用できるように、プロトコルライブラリをエクスポートする

こともできます。

ライブラリパッケージを作成して、PharmGuard® Server に送信するには：

1. PharmGuard® Administrator で、ファイル > パッケージの作成を選択します。

2. [PharmGuard® Server 用のパッケージ作成] ダイアログボックスで、PharmGuard® Server
に送信するプロトコルライブラリを選択します。

注： [PharmGuard® Server 用のパッケージ作成] ダイアログボックスでは、体重に基づい

たプロトコル以外でアクティブなものを含むプロトコルライブラリのみ表示されます。

3. OK をクリックします。
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4. [ライブラリパッケージ作成] ダイアログボックスで、PharmGuard® Server パッケージフ

ァイル (.cpkg) の名前およびパッケージファイルを保存する場所を入力します。 

5. 保存をクリックします。暗号化されたライブラリパッケージが作成されたことを確認する

メッセージが表示されます。OK をクリックして、このメッセージを閉じます。 

注： 管理者がユーザーに適切な権限(プロトコル管理者あるいはシステム管理者)を提供しなかった

り、またはライブラリのいかなるプロトコルもアクティブにしなかった場合、ユーザーはライブラ

リパッケージを作成することができません。次のような条件のうちいずれかが当てはまる場合にも、

ライブラリパッケージを作成できない可能性があります。 

 ライブラリの全プロトコルが体重基準プロトコルである 

 ライブラリでプロファイルが有効になっているが、ライブラリにプロファイルが作成

されていない 

 ライブラリでプロファイルが有効になっていて作成されたが、プロファイルにプロト

コルが割り当てられていない 

 ライブラリのプロファイルに割り当てられた全プロトコルが非アクティブか、または

体重に基づいたものである 

  

治療、種別、薬剤 
  

治療、種別、薬剤の設定  

治療、種別、薬剤を設定タブでは、プロトコルライブラリや特定のポンプアプリケーション用の

プロトコルを作るために治療、種別、薬剤の作成や編集を行います。リスト表示された治療、種

別、薬剤にはそれぞれ「使用中」列があり、現在プロトコルで指定されているかどうかが分かり

ます。 

注： 選択したポンプ用に指定できる治療や送液モードに関する情報については、ポンプに付属

の取扱説明書を参照してください。 

PharmGuard® Admin 自由テキスト istrator は、次のポンプで使用するよう設定できます： 

 CADD®-Solis 携帯型輸液ポンプ (モデル 2100、モデル 2110) 

 CADD®-Solis VIP 携帯型輸液ポンプ (モデル 2120)  

注： CADD®-Solis ポンプおよび PharmGuard® Administrator の日本語バージョンでは、カタカ

ナとラテン-1 文字セットだけがプロファイル、治療、種別、薬剤名、臨床補助メモ、およびサポ

ートメッセージに対応しています。ラテン-1 文字セットは英語文字および Á、É、ö のようなア

クセント付き西欧文字を含みます。カタカナとラテン-1 文字セットを使って作成されたプロトコ

ルだけがポンプに送信できます。漢字が使われると、ソフトウェアはプロトコルをポンプに送信

できません。 

注： PharmGuard® Software には、スペルチェック機能はありません。自由テキスト入力がで

きるフィールドは、入力時にポンプに送信されて PC 画面に表示されます。  
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この項では次の内容について説明します。

新規治療の追加

治療への新規種別の追加

新規薬剤の追加

新規治療を追加

注： CADD®-Solis VIP 携帯型輸液ポンプのプロトコルライブラリには、ポンプで使用できる送

液モードに相応する事前に決めた治療が含まれています。このポンプで他の治療は作成できませ

んが、新規種別や新規薬剤を追加することができます(以下の項を参照)。 

新規治療を追加するには次に従ってください(CADD®-Solis 携帯型輸液ポンプのみ)。 

1. 新規治療を追加するプロトコルライブラリを選択します。

2. 治療、種別、薬剤を設定タブの[治療]ボックスで、新規をクリックします。

3. [新規治療]ダイアログボックスに、新しい治療名(IV-PCA など)を入力します。治療名に使

用できる文字数はポンプの表示画面により制限されます。ポンプの液晶画面で表示可能な

文字数を超える名前は入力できません。

4. 必要に応じ、PharmGuard® Point of Care または PharmGuard® Administrator のユーザー

が見ることができる治療メモを追加します。

5. OK をクリックします。治療を作成したら、治療の種別の作成に進めます。

注： 後で治療を選択して編集をクリックすれば編集できます。プロトコルで「使用中」になっ

ている治療名は編集できません。治療メモはいつでも編集できます。

新規種別を治療に追加

種別は選択した治療に特定したものです。新規種別を治療に追加するには: 

1. 希望のプロトコルライブラリと治療が治療、種別、薬剤を設定タブで選択されていること

を確認します。

2. [治療の種別]ボックスで新規をクリックします。

3. [治療の新規種別]ダイアログボックスに、種別名(成人など)を入力します。種別名で使用す

ることのできる文字数は、ポンプの表示画面によって制限されます。 PharmGuard®
Software では、ポンプの液晶画面で表示可能な文字数を超える名前は入力できません。

4. 必要に応じ、PharmGuard® Point of Care または PharmGuard® Administrator のユーザー

が見ることができる種別メモを追加します。

5. OK をクリックします。

注： 後で治療と種別を選択して編集をクリックすれば種別を編集できます。プロトコルで「使

用中」になっている種別名は編集できません。種別メモはいつでも編集できます。

新規薬剤を追加
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各薬剤は名前/濃度/単位/薬剤IDの組み合わせを使って指定されます。リストに表示されているも

のに対して別の濃度を指定する場合のみ、薬剤名を 1 回以上使用できます。追加された各薬剤に

は、薬剤の投与時、検証に使用できる薬剤IDを割り当てることができます。 

注： 薬剤はプロトコルライブラリに特定したもので、そのライブラリにわたって広く使用でき

ます。種別とは異なって、各治療に対して新規薬剤を作成する必要はありません。 薬剤は複数

の治療で使用できます。 

新規薬剤を追加するには: 

1. 正しいプロトコルライブラリが治療、種別、薬剤を設定タブで選択されていることを確認

します。 

2. [薬剤]ボックスで新規をクリックします。 

3. [新規薬剤]ダイアログボックスで薬剤名、単位(PCA プロトコルのみ)、濃度(PCA プロトコ

ルのみ)、一意の薬剤 ID(20 文字を超えない)を入力します(薬剤検証が必要な場合)。薬剤名

に使用できる文字数はポンプの表示画面により制限されます。ポンプの液晶画面で表示可

能な文字数を超える名前は入力できません。 

注： ミリグラムやマイクログラムなどの単位は PCA 治療にのみ使用できます。そのため、

CADD®-Solis VIP ポンプ用に作成されたプロトコルライブラリ、単位がミリグラムまたは

マイクログラムの薬剤は、新規 PCA 治療プロトコル作成時にのみ使用可能となります。 

注： (プロトコルの詳細画面の)プロトコルで、薬剤の検証が必要であると指定されている場

合、PharmGuard® AdministratorまたはPharmGuard® Point of Careアプリケーションのユ

ーザーは、単一プロトコルがポンプにダウンロードできるようになる前に薬剤IDの検証が必

要になります。ユーザーはこれを行うには、薬剤を入力するか、バーコードスキャナーを使

用して入力して薬剤バーコードラベルを読み取ってください(詳細は薬剤バーコードラベル

を印刷を参照)。 

警告： バーコードスキャナーやキーボードを使用して薬剤に薬剤 ID を割り当てる際は、

正しいバーコード情報が入力されているか目視確認してください。これを怠るとポンプに

不適切な薬剤投与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

したり重傷を負う恐れがあります。 

4. OK をクリックします。 

5. [新規薬剤を検証]ダイアログボックスで、入力した薬剤情報が正しいことを確認します。情

報を確認したら各アイテムの横にあるボックスにチェックマークを入れてから OK をクリ

ックします。 

注： 薬剤を追加した後は、薬剤 ID のみが編集できます。これを行うには薬剤を選択してから編

集をクリックします。 

  

薬剤IDの割り当て  
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英数字の薬剤IDは、治療、種別、薬剤を設定タブで新しい薬剤を追加する際、または既存薬剤を

編集することにより、割り当てることができます。薬剤IDは、特定の薬剤および濃度の組み合わ

せを固有に識別するのに使用します。

プロトコルの [薬剤の検証を必要とする] 設定がプロトコル詳細画面でオンになると、

PharmGuard® AdministratorまたはPharmGuard® Point of Careアプリケーションユーザーは薬

剤IDを検証する必要があります。このためには、キーボードを使って手動で薬剤IDを入力するか

またはバーコードスキャナを使って

、

薬剤バーコードラベルをスキャンすることができます。

警告： バーコードをスキャンして薬剤 ID を割り当てる際、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ていることを目視確認してください。これを怠るとポンプのプログラミ

ングが不適切な場合があり、投与する薬剤のタイプによっては、患者が死亡したり重傷を負う恐

れがあります。

注： 薬剤 ID バーコードをスキャンするには、ヒューマンインターフェイスデバイス (HID) とし

て構成され、コード 128 バーコードと互換性のあるバーコードスキャナを PC に接続する必要が

あります。スキャナ設定については、バーコードスキャナ製造元のマニュアルをご覧ください。

PharmGuard® Software のバーコードスキャニングに関するその他の注意事項： 

 バーコードは 1 度に 1 つずつ入力してください。バッチ入力はできません。

 1D バーコードが印刷されます。ただし、バーコードの読み込みには 2D スキャナを使用

することができます。

 スキャニング中にエラーが発生した場合、キーボードの Caps Lock がオンでないことを

確認してください。

薬剤バーコードラベルの印刷

PharmGuard® Software データベースのプロトコルライブラリで定義された薬剤に対して、少な

くとも高さ 3.8cm(1.5 インチ）幅 7.6cm(3 インチ）のバーコードラベルを印刷できます。薬剤バ

ーコードラベルには、薬剤 ID、薬剤 ID に関するテキスト、薬剤名、薬剤の濃度と単位を示す一

次元バーコード(コード 128 形式による)が含まれています。 

警告： 各施設では印刷したバーコードラベルを貼って薬剤を識別する際に、必ず明確に規定さ

れたプロセスに従ってください。これを怠ると不適切な薬剤投与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したり重傷を負う恐れがあります。

注： プリンタのインストールと設定に関してはプリンタ製造元の使用説明書を参照してくださ

い。

薬剤バーコードラベルを印刷するには: 

1. ログインし、適切なプロトコルライブラリを選択した状態で、治療、種別、薬剤を設定

タブをクリックしてからバーコード印刷をクリックします。

– または –
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ログインしないでメニューバーからバーコード印刷 > バーコード印刷を選択し、適切なプ

ロトコルライブラリに関連付けられている薬剤名をクリックしてから印刷をクリックします。 

2. [バーコード印刷]ダイアログボックスに、バーコードラベルのプレビューが表示されます。

適切な薬剤 ID、薬剤名、薬剤濃度が表示されているかを確認します。 

3. 印刷をクリックします。 

4. [印刷]ダイアログボックスには、インストールしたプリンタがリストされています。希望の

プリンタおよび印刷オプションをクリックして選択し、印刷をクリックします。 

警告： バーコードラベルを印刷する際は、ラベルが薬剤と一致していることを目視確認して

ください。これを怠ると不適切な薬剤投与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したり重傷を負う恐れがあります。 

プロトコル 
  

プロトコルの追加または編集  

新プロトコルライブラリを作成し、治療、種別、薬剤を追加したら、プロトコルライブラリに含

まれるプロトコルを追加したり編集することができます。プロトコルの追加または編集を行う際

には、そのプロトコルの治療、種別、薬剤を選択してから送液パラメータ、アラーム設定、その

他のポンプ設定を指定します。さらに、プロトコルを設定する際にはプロトコルの一部のパラメ

ータを、プロトコルをポンプに送信するときPharmGuard® AdministratorまたはPharmGuard® 
Point of Careで読み取り専用や編集可能としてプロトコルの一部のパラメーター設定できます。 

注： 選択したポンプ用に指定できる治療、送液モード、設定に関する情報については、ポンプ

に付属している取扱説明書を参照してください。 

PharmGuard® Administrator は、次のポンプで使用するよう設定できます： 

 CADD®-Solis 携帯型輸液ポンプ (モデル 2100、モデル 2110) 

 CADD®-Solis VIP 携帯型輸液ポンプ (モデル 2120)  

注： CADD®-Solis ポンプおよび PharmGuard® Administrator の日本語バージョンでは、カタカ

ナとラテン-1 文字セットだけがプロファイル、治療、種別、薬剤名、臨床補助メモ、およびサポ

ートメッセージに対応しています。ラテン-1 文字セットは英語文字および Á、É、ö のようなア

クセント付き西欧文字を含みます。カタカナとラテン-1 文字セットを使って作成されたプロトコ

ルだけがポンプに送信できます。漢字が使われると、ソフトウェアはプロトコルをポンプに送信

できません。 

プロトコルの詳細を追加または編集するには: 

1. すべてのプロトコルパラメータは、プロトコル設定タブで新規プロトコルまたはプロトコ

ルを編集をクリックして表示･編集します。 

2. 新プロトコルを作成する場合は、[新規プロトコル]ウィンドウで次の手順に従ってください。  

a. 治療、種別、薬剤を選択します。 
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b. 関連付けられたプロトコルテンプレートを新規プロトコルのベースとして使用

するかを選択します。テンプレートを使用するには、テンプレートを使用チェ

ックボックスをチェックします。

3. 必要に応じてプロトコルメモを追加/編集します。これらのメモは、PharmGuard® Point of
Care または PharmGuard® Administrator アプリケーションからプロトコルを選択する場合

にユーザーに通知するものです。

4. 次へをクリックします。

5. [プロトコルの詳細]ウィンドウで、必要に応じて各タブのプロトコル設定とポンプ設定を変

更します。

 設定、持続投与速度、間欠ボーラス、PCA 投与量、送液制限、および随時投与タブ

(CADD®-Solis ポンプ) または送液 1 と送液 2 タブ (CADD®-Solis VIP ポンプ) には、

ハード 大値やソフト 大値、ハード 小値やソフト 小値などの設定を含めた、

送液モードに特定した、プロトコルに関するプログラム可能な送液パラメータが含

まれています。

注： 作成するプロトコルでパラメータを使用可能にするには、持続投与速度、間欠ボ

ーラス、および PCA 投与量タブ (CADD®-Solis ポンプのみ) で、有効ボックスにチェ

ックマークを入れる必要があります。

 CADD®-Solisポンプのプロトコルライブラリでプロファイルが有効な場合、プロフ

ァイルが有効化されれば、[設定] タブで 1 または複数のプロファイルにプロトコル

を割り当てることができます。さらに情報を提供するため、一部のパラメータ見出

しに、マウスのポインターをのせるとツールチップテキストが表示される機能があ

ります。それ以上の情報は、ポンプに付属の『取扱説明書』をご覧ください。

注： CADD®-Solis ポンプの場合、ライブラリ一般設定タブの PharmGuard® Point of 
Care オプションを有効にするが選択されていれば、患者固有パラメータについて [プ
ロトコル詳細] 画面にチェックボックスが表示され、これを選択すると単一のプロトコ

ルをポンプに送信する前にパラメータを Point of Care で編集することができます。設

定タブの [プロトコル詳細] 画面には、[体重基準] と [検証要件] オプションも表示され

ます。

注： CADD®-Solis VIP ポンプの場合、送液 1 タブの患者別設定プロトコルや送液 2 タ

ブの一般設定下にあるチェックボックスは、プロトコルの Point of Care プログラムで

の機能の仕方や PharmGuard® Administrator から単一プロトコルを送信する際にのみ

当てはまるもので、プロトコルライブラリ内のポンプに保存されているプロトコルに

は当てはまりません。

 アラームタブにはポンプのアラーム、気泡検知、センサ、リザーバ低位/空アラーム

設定、ポンプの予防保守設定が含まれています。

 セキュリティタブにはポンプのセキュリティコード、セキュリティレベルの設定が

含まれています。

 表示/音タブには、アラームの音量や音の設定、日時や数字の形式、ポンプソフトウ

ェア(これらの機能をサポートする CADD®-Solis ポンプのみ)に表示されている画面

色、サポートメモおよび/または臨床サポートメッセージなど、バックライトの明る

さに関連するポンプ設定が含まれています。
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注： [プロトコル詳細] 画面の表示/音タブのサポートメッセージテキストフィールドに

は、カスタマイズされたサポートメッセージを入力できます。メッセージは、特定の

アラームをトラブルシューティングする際に CADD®-Solis と CADD®-Solis VIP ポンプ

の各ヘルプの 後の画面に表示されます。 

注： CADD®-Solis ポンプのみ、[プロトコル詳細] 画面の表示/音タブの臨床アドバイザ

リーメモテキストフィールドには、カスタマイズされた臨床アドバイザリーメモをを

入力できます。このメモは、入力したプロトコル特定のものです。ポンプで、医師が

プロトコルを選択し、値をレビューして承認し、次へを押すと、[臨床アドバイザリー

メモ] 画面が表示されます。医師が OK を押して画面を承認すると、ポンプが次の画面

に進みます。 

注： CADD®-Solis 携帯型輸液ポンプ以外のポンプ用に日時の形式を設定する際には(上
述の互換性に関する注記を参照)、日時の形式を PC と同じ形式に設定して、ポンプや

PC のデータを比較する際の混乱を避けることをお勧めします。 

注： CADD®-Solis 携帯型輸液ポンプ、CADD®-Solis VIP 携帯型輸液ポンプのプログラミン

グに関する詳しい方法や情報などは、ポンプに付属の取扱説明書をご覧ください。 

6. CADD®-Solis VIP 携帯型輸液ポンプでは：プロトコル設定を基に送液プロファイル(一定期

間に投与する薬剤の量)をグラフ表示するには、保存ボタンの左側にあるグラフボタンをク

リックします。 

7. プロトコルをポンプに送信できるようにアクティブにする場合は、アクティブ - プロトコ

ルをポンプに送信可能ボックスをクリックしてチェックボックスをオンにします。 

警告： 新しいプロトコルや編集したプロトコルをアクティブにしたり、ポンプに送信でき

る状態にする前には、別のユーザーがこのようなプロトコルをそれぞれ検証することを強

くお勧めします。これを怠るとポンプのプログラミングが不適切な場合があり、投与する

薬剤のタイプによっては、患者が死亡したり重傷を負う恐れがあります。 

8. プロトコルの詳細を編集したら保存をクリックします。 

注： 複数の PharmGuard® Administrator ユーザーが同時にデータベースにログインするこ

とができます。2 人のユーザーが同時に同じプロトコルを編集しようとすると、編集を試行

した 2 人目のユーザーに対してメッセージが表示されます。メッセージはユーザーにプロト

コルが編集中であることを通知するもので、「上書きしますか?」と聞かれます。このメッ

セージに対してはいをクリックすると、1 人目のユーザーが行った変更は一切保存されませ

ん。1 人目のユーザーは変更を保存しようとすると、これを知らせる通知を受け取ります。

この通知を受け取った後、1 人目のユーザーが行った変更がすべて失われます。「上書きし

ますか?」というメッセージにいいえとクリックすると、2 人目のユーザーはプロトコル設

定タブに戻され、1 人目のユーザーは編集を完了することができます。 

9. プロトコル設定タブで、新規プロトコルまたは編集したプロトコルがリストに表示されて

おり、それらのプロトコルがアクティブに設定されているかどうかが分かります。 プロト

コルのサマリを表示または印刷するには、プロトコルをクリックして選択してからプロト

コル印刷をクリックします。 
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体重に基づいたプロトコル

プロトコルは体重に基づいて作成できます。 患者別設定プロトコルの値を単位/キログラム/時間

または単位/キログラムの入力に基づいて計算します。体重に基づいたプロトコルはプログラム

され、CADD®-SolisポンプにはPharmGuard® Point of Careアプリケーションからのみ、

CADD®-Solis VIPポンプにはPharmGuard® Administratorアプリケーションからのみ送信するこ

とができます。体重に基づいた機能をサポートする治療に対してこれをオンにするには、ライブ

ラリ一般設定タブのPoint of Careオプションを有効にするチェックボックスをクリックしてか

ら、設定タブで[体重基準]オプションを選択する(CADD®-Solisポンプの場合)か、またはプロト

コル詳細画面の送液 1 タブで選択します(CADD®-Solis VIPポンプ、PCA治療の場合)。

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。これを怠るとポンプのプログラミングが不適切な場合があり、投与する薬剤のタイ

プによっては、患者が死亡したり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。プロトコルがポンプにダウンロードされた後、ポン

プの液晶画面には、持続投与速度が 1 時間あたりの単位(ミリグラム、マイクログラム、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、マイクログラム、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。

プロトコルのアクティブ化

注： プロトコルをアクティブにする前に、施設のプロセスに従ってプロトコルに指定された全

設定を確認してください。

プロトコルの使用準備ができていない場合、プロトコル編集時にプロトコル詳細画面のアクティ

ブ－ プロトコルをポンプに送信可能ボックスにチェックマークを入れないでください。これに

チェックマークを入れないことにより、プロトコルを非アクティブ状態に保つことができます。

非アクティブなプロトコルは保存して後に編集または見直すことができますが、ポンプに送信す

ることはできません。[プロトコル詳細] 画面でアクティブ - プロトコルをポンプに送信可能ボッ

クスにチェックマークを入れるまでは、PharmGuard® Point of Careユーザーがプロトコルを表

示したり、ポンプに送信したりすることはできません。

PharmGuard® Administrator からログアウトすると、プロトコルライブラリに非アクティブなプ

ロトコルが含まれているという通知が表示されます。プロトコル設定タブで、選択したプロトコ

ルライブラリのプロトコルが"アクティブ"状態であることを検証できます。

プロトコルの並べ替え

CADD®-Solis ポンププロトコルライブラリでは、ライブラリがポンプに送信された後、

PharmGuard® Administrator、PharmGuard® Point of Care およびポンプの表示(CADD®-Solis ポ
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ンプ Rev.3 以降のみ)に表示されたときにリスト内のプロトコルの表示順を指定することができ

ます。デフォルト設定で、プロトコルのリストは治療、種別、薬剤順にソートされてそれぞれ文

字、数字、アルファベット順に表示されます。しかしソート順はカスタマイズすることができま

す。 

プロトコルのソート順を設定するには： 

1. プロトコルライブラリをプロトコルライブラリを選択ドロップダウンリストから選択しま

す。 

2. プロトコル設定タブ（CADD®-Solis プロトコルライブラリでプロファイルが有効化されて

いればプロファイルタブ）を選択します。 

3. プロトコルソート順をクリックします。 

4. [プロトコルソート順] ダイアログボックスで： 

 CADD®-Solis プロトコルライブラリでプロファイルが有効化されていれば、ソートす

るプロトコルを含むプロファイルタブを選択します。 

 ソート方法として、アルファベット順またはカスタムソート順を選択します。 

 カスタムソート順 が選択されると、[プロトコルのカスタムソート]コントロールが可

能となり、治療、種別、および薬剤のソート順を設定することができます。治療、種

別、および薬剤の名前の位置をリスト内で動かすには、名前をクリックして選択して

から上下矢印ボタンをクリックします。代替として、リスト内での位置を変更する名

前をクリックしてドラッグすることもできます。 

 プロファイルが有効化されている場合、プロトコルライブラリの各プロファイルにつ

いてこれらのステップを繰り返します。 
 
注：プロファイルに割り当てられたプロトコルのみ、ソートに利用することができま

す。 

5. ソート順の変更を行った後、OK をクリックします。 

  

プロトコルテンプレートの管理 

プロトコルテンプレートには、選択したプロトコルライブラリで特定の送液モード(PCA、持続

など)を新しく作成する際に使用できる初期設定が含まれてます。プロトコルの作成時にテンプ

レートを使用するのはオプションですが、プロトコルテンプレートが使用されている場合は、新

しいプロトコルの作成時において共通する開始点になります。  

プロトコルテンプレートはプロトコルライブラリに特定したもので、選択したポンプアプリケー

ションによって異なります。プロトコルテンプレートには既定の初期設定が含まれていますが、

管理者権限を持つユーザーは選択したプロトコルライブラリのプロトコルテンプレートが編集で

きます。またテンプレートは既定の設定にリセットできます。  
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注： プロトコルテンプレートを変更すると、新しいプロトコルを作成した時の初期設定にのみ

影響します。テンプレートを変更しても、過去に作成したプロトコルは一切変更されません。

PharmGuard® Administrator は、次のポンプで使用するよう設定できます： 

 CADD®-Solis 携帯型輸液ポンプ (モデル 2100、モデル 2110)

 CADD®-Solis VIP 携帯型輸液ポンプ (モデル 2120)

プロトコルライブラリを変更するには: 

1. 希望のプロトコルライブラリを[プロトコルライブラリを選択]ドロップダウンリストから選

択します。

2. プロトコル設定タブでテンプレートを管理ボタンをクリックします。

3. [テンプレートを管理]ダイアログボックスで、編集するプロトコルライブラリをクリックし

て選択します。テンプレートのリストは、選択したプロトコルライブラリのポンプアプリ

ケーションによって異なります。

4. テンプレートを編集をクリックします。

5. [テンプレートを編集]ウィンドウでタブを使用して、テンプレートの治療とポンプパラメー

タを変更します。タブはプロトコル作成または編集時に表示されるものと同じ設定に相応

します。

 設定、持続投与速度、間欠ボーラス、PCA 投与量、送液制限、および随時投与

タブ (CADD®-Solis 携帯型輸液ポンプ) または送液 1 と送液 2 タブ (CADD®-
Solis VIP 携帯型輸液ポンプ) には、ハード 大値やソフト 大値、ハード 小値

やソフト 小値などの設定を含めた、送液モードに特定した、プロトコルに関

するプログラム可能な送液パラメータが含まれています。プロトコルテンプレ

ートを編集する際には、送液に直接関連するパラメータは編集できませんが、

CADD®-Solis 携帯型輸液ポンプ、CADD®-Solis VIP 携帯型輸液ポンプに限り、

治療モードや送液モードでサポートされている、薬剤検証、第 2 承認者による

承認、送液制限方法、送液制限時間（該当する場合）の設定は編集できます。

 アラームタブにはポンプのアラーム、気泡検知、センサ、リザーバ低位/空アラ

ーム設定、ポンプの予防保守設定が含まれています。

 セキュリティタブにはポンプのセキュリティコード、セキュリティレベルの設

定が含まれています。

 表示/音タブには、アラームの音量や音の設定、日時や数字の形式、ポンプソフ

トウェア(これらの機能をサポートする CADD®-Solis ポンプのみ)に表示されて

いる画面色、サポートメモおよび/または臨床サポートメッセージなど、バック

ライトの明るさに関連するポンプ設定が含まれています。

6. プロトコルテンプレートを編集したら保存をクリックします。テンプレートへの変更を確

認するには、確認メッセージで OK をクリックします。

7. [テンプレートを管理]ダイアログボックスを閉じるには閉じるをクリックします。
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これで編集したプロトコルテンプレートに変更が反映されます。[新規プロトコル]画面で新

規プロトコルを作成したりテンプレートを使用を選択したりすると、関連付けられているプ

ロトコルテンプレートのカスタマイズされた値が 初に選択されます。 

警告： 新プロトコルや編集したプロトコルをアクティブにしたり、ポンプに送信できる状

態にする前には、別のユーザーがこのようなプロトコルをそれぞれ検証することを強くお

勧めします。これを怠るとポンプのプログラミングが不適切な場合があり、投与する薬剤

のタイプによっては、患者が死亡したり重傷を負う恐れがあります。 

プロトコルテンプレートをデフォルトの設定にリセットするには: 

1. 希望のプロトコルライブラリを[プロトコルライブラリを選択]ドロップダウンリストから選

択します。 

2. プロトコル設定タブでテンプレートを管理ボタンをクリックします。 

3. [テンプレートを管理]ダイアログボックスで、リセットするプロトコルライブラリをクリッ

クして選択します。 

4. デフォルトにリセットをクリックします。テンプレートのリセットを続行するには、確認

メッセージではいをクリックします。 

5. [テンプレートを管理]ダイアログボックスを閉じるには閉じるをクリックします。 

これでプロトコルテンプレートのリセットが完了です。[新規プロトコル]画面で新規プロト

コルを作成したりテンプレートを使用を選択したりすると、関連付けられているプロトコル

テンプレートのデフォルト値が 初に選択されます。 

警告： 新しいプロトコルや編集したプロトコルをアクティブにしたり、ポンプに送信でき

る状態にする前には、別のユーザーがこのようなプロトコルをそれぞれ検証することを強

くお勧めします。これを怠るとポンプのプログラミングが不適切な場合があり、投与する

薬剤のタイプによっては、患者が死亡したり重傷を負う恐れがあります。 

  

プロトコル詳細レポートの表示  

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 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。 

プロトコル詳細レポートを表示･印刷するには: 

1. プロトコルライブラリをプロトコルライブラリを選択ドロップダウンボックスから選択し

ます。 

2. プロトコル設定タブを選択します。 

3. レポートが必要なプロトコルを選択します。 

4. プロトコル印刷をクリックします。 
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5. プロトコル詳細レポートが表示されます。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。

Rxフォームの印刷  

Rx フォームは、プロトコル特定の印刷可能な医師用注文フォームで、処方箋の記入者は特定の

薬剤やポンプのパラメータに関する注文を文書化およびサインすることができます。

注： Rx フォームは編集できません。印刷してから記入するものです。 

医師は Rx フォームを使用して、治療や種別に関する注意を確認したり、処方箋の詳細を提示し

たり、プロトコルで使用できる範囲を表示してから注文に日付を記入して注文することができま

す。薬剤師または医師は記入済みの注文フォームを基に、医師が処方した注文ごとの患者別設定

パラメータを使用して、プロトコルをポンプに送信できます。

プロトコルに関する Rx フォームを印刷するには: 

1. プロトコルライブラリをプロトコルライブラリを選択ドロップダウンリストから選択しま

す。

2. プロトコル設定タブを選択します。

3. プロトコルライブラリ内のプロトコルのリストから、Rx フォームを印刷するプロトコルを

クリックして選択します。

注： Rxフォームはアクティブなプロトコルのフォームのみ印刷できます(プロトコルをア

クティブに設定するための情報は、プロトコルの詳細を編集を参照)。

4. Rx フォームをクリックします。選択したプロトコルの処方箋フォームが表示されます。

5. フォーム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。フォームを

Microsoft® Excel®ファイルまたは PDF ファイルでエクスポートするには、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。

6. フォームを閉じるにはフォームウィンドウの右上の隅にある"X"をクリックします。

プロファイル

プロファイルの追加または編集

PharmGuard® Administrator は、次のポンプで使用するよう設定できます： 

 CADD®-Solis 携帯型輸液ポンプ (モデル 2100、モデル 2110)

 CADD®-Solis VIP 携帯型輸液ポンプ (モデル 2120)
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プロファイルは、CADD®-Solis携帯型輸液ポンププロトコルライブラリのライブラリ一般設定タ

ブで有効化できるオプションの機能です。プロファイルを使って、ケア領域などのプロトコルを

分類することができます。 

プロトコルライブラリでプロファイルが有効化されている場合、プロファイルタブが表示されま

す。[プロファイル] タブから作成した新しいプロファイルには、プロトコルを割り当てることが

できます。 

注： プロトコルの追加または編集時にも、既存のプロファイルにプロトコルを追加することが

できます。 

新しいプロファイルを作成するには： 

1. プロファイルタブの左のウィンドウで、新規をクリックします。  

2. [新しいプロファイル] ダイアログボックスに、希望のプロファイル名を入力してから OK
をクリックします。 

注： PharmGuard® Software には、スペルチェック機能はありません。自由テキスト入力

ができるフィールドは、入力時にポンプに送信されて PC 画面に表示されます。  

プロファイル名を編集するには： 

1. プロファイルタブの左のウィンドウで、編集をクリックします。  

2. [プロファイル編集] ダイアログボックスに、希望のプロファイル名を入力してから OK
をクリックします。 

  

プロファイル名の並べ替え 

プロファイル名はアルファベット順、もしくは矢印キーでクリックし てプロファイルリストの

プロファイル順位を上下に移動させることができます。 

プロファイル名の並べ替え操作方法 

1. プロファイルタブの左側にあるウィンドウでプロファイル名を選択します。 

2. 選択したプロファイルの順位を入れ替える場合には上下矢印キーをクリックして入れ替え

ます。アルファベット順にしたい場合には「アルファベット順」を選択します。 

  

プロファイルへのプロトコルの割り当て 

PharmGuard® Administrator は、次のポンプで使用するよう設定できます： 

 CADD®-Solis 携帯型輸液ポンプ (モデル 2100、モデル 2110) 

 CADD®-Solis VIP 携帯型輸液ポンプ (モデル 2120) 
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プロファイルがライブラリに追加された後、プロトコルをプロファイルに割り当てることができ

ます。プロトコル選択は、プロファイルに割り当てられると自動的に保存されます。

プロファイルに既存のプロトコルを割り当てるには：

1. プロファイルタブの左側のウィンドウで、プロトコルを割り当てるプロファイル名をクリ

ックして選択します。

2. プロトコルライブラリのプロトコルが、治療、種別、薬剤の組み合わせ別に右のウィン

ドウに表示されます。選択したプロファイルに割り当てるプロトコルについては、割り

当て済み列をクリックしてチェックマークを入れます。

注： プロトコルは、対応する [割り当て済み] 列のチェックマークを外すことにより、プ

ロファイルへの割り当てを解除できます。

3. チェックマークを使ってプロトコルの割り当てや割り当て解除を行うと、プロファイル

に自動的に保存されます。

注： プロファイルに割り当てたプロトコルは、列の見出しをクリックするとソートする

ことができます。[プロトコルソート順] ボタンは、ライブラリがポンプに送信された後、

ポンプの表示でプロトコルのリストをどのようにソートするか指定するために使用され

ます。

ポンプ通信

CADD®-Solisポンプ 

ライブラリ送信

PharmGuard® Administrator は、次のポンプで使用するよう設定できます： 

 CADD®-Solis 携帯型輸液ポンプ (モデル 2100、モデル 2110)

 CADD®-Solis VIP 携帯型輸液ポンプ (モデル 2120)

ライブラリ送信権限を持っているユーザーおよび、アクティブで体重に基づかないプロトコルを

含む、少なくとも 1 つのプロトコルライブラリに対するライブラリ権限 を持っているユーザー

は、CADD®-SolisまたはCADD®-Solis VIP携帯型輸液ポンプにプロトコルライブラリを送信でき

ます。管理者がユーザーにライブラリ権限を提供しなかったり、またはライブラリのいかなるプ

ロトコルもアクティブにしなかった場合、ユーザーはプロトコルライブラリを選択したり送信す

ることができません。

注： ユーザーは、別のPharmGuard® AdministratorあるいはPharmGuard® Point of Careのイン

ストールによる使用のために、PharmGuard® Serverでの使用のためのプロトコルライブラリを

パッケージすることや、プロトコルライブラリをエクスポートすることもできます。

プロトコルライブラリをポンプに送信するには：
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1. ポンプをコンピュータに接続し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)。 

2. PharmGuard® Administrator で、ポンプ通信 > CADD®-Solis ポンプ > プロトコル送信を

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。 

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送信レポートを表示・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。次のような条件のうちいずれか

が当てはまる場合、プロトコルライブラリがダウンロードされない可能性があります。 

 ライブラリに対する権限がない 

 ライブラリにアクティブなプロトコルが含まれない 

 ライブラリの全プロトコルが体重基準プロトコルである 

 ライブラリでプロファイルが有効になっているが、ライブラリにプロファイルが作

成されていない 

 ライブラリでプロファイルが有効になっており作成されたが、プロファイルにプロ

トコルが割り当てられていない 

 ライブラリのプロファイルに割り当てられた全プロトコルが非アクティブか、また

は体重に基づいたものである 

6. 完了したら閉じるボタンをクリックします。 

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目視確認してください。これを怠るとポンプのプログラミングが不適

切な場合があり、投与する薬剤のタイプによっては、患者が死亡したり重傷を負う恐れがありま

す。 

  

プロトコル送信 

PharmGuard® Administrator は、次のポンプで使用するよう設定できます： 

 CADD®-Solis 携帯型輸液ポンプ (モデル 2100、モデル 2110) 

 CADD®-Solis VIP 携帯型輸液ポンプ (モデル 2120) 
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注： CADD®-Solis VIP 携帯型輸液ポンプ専用。プロトコルを CADD®-Solis VIP 携帯型輸液ポン

プに送信するには、PharmGuard® Point of Care アプリケーションを使用する必要があります。  

ライブラリ送信権限を持っているユーザーや、アクティブなプロトコルを含む少なくとも 1 つの

プロトコルライブラリに対するライブラリ権限を持っているユーザーは、CADD®-Solis VIP 携

帯型輸液ポンプにプロトコルを送信できます。

プロトコルを CADD®-Solis VIP ポンプに送信するには： 

1. ポンプをコンピュータに接続し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)。プロトコルをCADD®-Solis VIP携帯型輸液ポンプに送信するとき、ポンプはホ

ーム画面を表示させてください。

2. PharmGuard® Administrator で、ポンプ通信 > CADD®-Solis ポンプ > プロトコル送信を

選択します。

3. プロトコル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。

4. [ライブラリを選択]ダイアログボックスで、送信するプロトコルを含むプロトコルライブラ

リをクリックして選択してから続行をクリックします。

5. [プロトコルを選択]画面で、治療、種別、および薬剤を選択します。選択してから 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、編集/レビュー画面に移りま

す。

6. プロトコルで表示･編集可能と定義された患者別設定パラメータが[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た

場合に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。

7. プロトコル設定を基に送液プロファイル(一定期間に投与する薬剤の量)をグラフ表示する

には、[編集/レビュー]画面の右上角の[ヘルプ]ボタンの下にあるグラフボタンをクリックし

ます。

8. 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。

9. プロトコルに対して第 2 承認者による承認や薬剤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。第 2 承認者による承認には、プロトコル送信権限を持っている別の

ユーザーがユーザーID とパスワードを入力する必要があります。薬剤の検証には、投与す

る薬剤に相応する薬剤 ID を(キーボードまたはバーコードスキャナーで)入力する必要があ

ります。
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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目視確認してください。これを怠るとポン

プのプログラミングが不適切な場合があり、投与する薬剤のタイプによっては、患者が死

亡したり重傷を負う恐れがあります。 

10. [ポンプに送信]ステップで、ポンプの接続ステータスに関するメッセージが表示されます。

ポンプの接続を検証します。接続ポンプで現在選択されているプロトコル設定がすべて

上書きされます。送信で続行するか閉じるで取り消します。 

11. プロトコルをポンプに送信したら、正しいプロトコルが受け取られているかポンプを確認

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目視確認します。これを怠るとポンプのプログラミングが不適切な場

合があり、投与する薬剤のタイプによっては、患者が死亡したり重傷を負う恐れがあります。 

  

履歴取得  

PharmGuard®  Administrator では、管理者またはシステム権限があるユーザーなら履歴をダウン

ロードして CADD®-Solis あるいは CADD®-Solis VIP 携帯型輸液ポンプのイベントログを表示で

きます。ポンプから取得した履歴は、PharmGuard® Software データベースに保存されます。 履
歴取得したら、ポンプレポートを表示、印刷、エクスポートすることができます。 

履歴を取得するには： 

1. コンピュータにポンプを接続し、ポンプの電源が入っていて停止状態であることを確認し

ます（ポンプの使用方法については、ポンプの『取扱説明書』を参照してください。 

2. メニューバーから、ポンプ通信 > CADD®-Solis Pump > 履歴取得を選択します。 

3. [レポート] ウィンドウで、適切なポンプタイプをクリックして選択します：CADD®-Solis
ポンプまたは CADD®-Solis VIP ポンプ。 

4. ポンプから現在のデータを取得をクリックします。 

5. 前回の新規患者開始後にポンプで発生したすべての新規イベントすべてを関連付ける任意

の患者IDを割り当てるか、または患者IDを使用しないを選択してポンプデータをポンプシ

リアル番号に関連付けます。患者IDを割り当てる必要があるポンプレポートもありますの

で、注意してください。 

注： イベントを患者 ID に関連付ける場合も、将来レポートを表示するときのために、す

べてのイベントがポンプシリアル番号に割り当てられます。 

6. イベント取得をクリックします。データ転送がうまくいけば、"履歴データがポンプから受

信されました"というメッセージが表示されます。このメッセージ上で OK をクリックしま

す。 

注： ポンプが外れた、またはポンプとの通信に失敗したというメッセージが表示された場

合、OKをクリックしてから、USBケーブル接続を確認してやり直します。 
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7. 使用可能なレポートの説明、およびその表示、印刷、およびエクスポート方法については、

ポンプレポートを参照してください。

PharmGuard® Server 

PharmGuard® Serverと使用するライブラリパッケージの作成 

プロトコル管理者あるいはシステム管理者権限およびライブラリ権限を持つユーザーは、

PharmGuard® Server で使用するために暗号化されたプロトコルライブラリパッケージを作成す

ることができます。パッケージを作成すると、PharmGuard® Server は複数のポンプへのパッケ

ージの無線実装に使用することができます。PharmGuard® Software および PharmGuard® 
Server が実装されているシステムでのみ、PharmGuard® Server でパッケージを使用することが

できます。

注： ユーザーはまた、CADD®-SolisあるいはCADD®-Solis VIP携帯型輸液ポンプにプロトコル

ライブラリを送信することも、別にインストールされたPharmGuard® Administratorあるいは

PharmGuard® Point of Careから使用できるように、プロトコルライブラリをエクスポートする

こともできます。

ライブラリパッケージを作成して、PharmGuard® Server に送信するには：

1. PharmGuard® Administrator で、ファイル > パッケージの作成を選択します。

2. [PharmGuard® Server 用のパッケージ作成] ダイアログボックスで、PharmGuard® Server
に送信するプロトコルライブラリを選択します。

注： [PharmGuard® Server 用のパッケージ作成] ダイアログボックスでは、体重に基づい

たプロトコル以外でアクティブなものを含むプロトコルライブラリのみ表示されます。

3. OK をクリックします。

4. [ライブラリパッケージ作成] ダイアログボックスで、PharmGuard® Server パッケージフ

ァイル (.cpkg) の名前およびパッケージファイルを保存する場所を入力します。

5. 保存をクリックします。暗号化されたライブラリパッケージが作成されたことを確認する

メッセージが表示されます。OK をクリックして、このメッセージを閉じます。

注： 管理者がユーザーに適切な権限(プロトコル管理者あるいはシステム管理者)を提供しなかった

り、またはライブラリのいかなるプロトコルもアクティブにしなかった場合、ユーザーはライブラ

リパッケージを作成することができません。次のような条件のうちいずれかが当てはまる場合にも、

ライブラリパッケージを作成できない可能性があります。

 ライブラリの全プロトコルが体重基準プロトコルである

 ライブラリでプロファイルが有効になっているが、ライブラリにプロファイルが作成

されていない

 ライブラリでプロファイルが有効になっていて作成されたが、プロファイルにプロト

コルが割り当てられていない

 ライブラリのプロファイルに割り当てられた全プロトコルが非アクティブか、または

体重に基づいたものである
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レポート 

  

ログレポート  

ログレポートは、データベースから出される PharmGuard® Software アプリケーションのレポー

トです。 

注： ポンプからダウンロードしたイベント履歴から表示・印刷できるポンプレポートまたは事

前に定義されたレポートを参照してください。 

ログレポートを表示するには： 

1. メニューバーから ログレポート > ログレポートを表示を選択します。 

2. [ログレポート]ウィンドウのドロップダウンメニューを使用して、作成するログレポートを

次の中から選択します。 

 Administrator 使用ログ： このレポートには Administrator のさまざまな使用イベン

ト、その日時、関連付けられたユーザーが記録されています。 

 継続的品質インジケータ： このレポートには、範囲外で値を選択した場合や薬剤 ID
の検証に失敗した場合などの出来事が記録されています。 

 ポンプに送信されたライブラリ： このレポートには、CADD®-Solis 携帯型輸液ポ

ンプ、CADD®-Solis VIP 携帯型輸液ポンプに送信されたプロトコルライブラリが記

録されています。レポートにはユーザーID、日時、ポンプのシリアル番号、ライブ

ラリ名とバージョン、ライブラリの 終変更日が含まれます。 

 Point of Care 使用： このレポートには PharmGuard® Point of Care アプリケーシ

ョンのさまざまな使用イベント、その日時、関連付けられたユーザーが記録されて

います。 

 Administrator により変更されたプロファイル： このレポートには Administrator ユ
ーザーにより加えられた全プロファイルへのあらゆる変更が記録されています。 

 Administrator により変更されたプロトコル： このレポートには Administrator ユー

ザーにより加えられた全プロトコルへのあらゆる変更が記録されています。 

 ポンプに送信されたプロトコル： このレポートには、日時、ポンプのシリアル番号、

プロトコルを送信したユーザーの ID、プロトコルの治療、種別、薬剤名など、ポン

プに送信したプロトコルの詳細が記載されています。このレポートは CADD®-Solis 
VIP ポンプのみに適用されます。 

 ポンプ使用一覧： このレポートには、ポンプのシリアル番号、送信したライブラリ

やプロトコル、ポンプ履歴の取得、ポンプ ID の取得・送信イベント、イベントを開

始したユーザーの関連 ID など、ポンプの使用に関するデータが含まれています。 

3. 選択したレポートの種類に関して、ドロップダウンリストを使用して検索条件を選択をし

ます。表示されるフィルタリングは選択したレポートによって異なります。 
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4. レポートを表示をクリックします。

注： Administrator プログラムが複数のポンプアプリケーション用に構成されている場合は、

一部のレポートのタイプによってドロップダウンメニューからポンプを選択しなければなら

ないことがあります。

使用ログの表示には PharmGuard® Administrator プログラムが必要です。このため、ネットワー

クに接続せずにローカルデータベースを使用しているコンピュータで使用ログを表示するには、

PharmGuard® Administrator がインストールされている必要があります。

[ログレポートを表示]ウィンドウからは、ツールバーのプリンタアイコンでレポートを印刷した

り、ツールバーのエクスポート(フロッピーディスクのアイコン)ボタンをクリックしてレポート

をエクスポートすることができます。レポートは Microsoft® Excel®ファイルまたは PDF ファイ

ルでエクスポートできます。

ポンプレポート

PharmGuard® Administratorは、プロトコルライブラリをCADD®-Solis 携帯型輸液ポンプや

CADD®-Solis VIP 携帯型輸液ポンプのポンプレポートを見ることができます。これらのレポー

トを表示するにはまず、ポンプのイベント履歴を取得する必要があります。

ポンプレポートを表示するには: 

1. ポンプの履歴を取得します。

2. 選択したポンプの[レポート]ウィンドウで、レポートを表示をクリックします。

3. レポートタイプをクリックして選択します。

4. レポートの検索条件を入力し(フィルタリングはレポートによって異なります)、レポート

を表示またはグラフを表示(該当する場合)をクリックすると、レポートまたはグラフが表

示されます。

5. レポートウィンドウからは、ツールバーのプリンタボタンでレポートを印刷や、ツールバ

ーのエクスポート(フロッピーディスクのアイコン)ボタンでレポートをエクスポートする

ことができます。レポートは Microsoft® Excel®ファイルまたは PDF ファイルでエクスポ

ートできます。

注： 図形情報を含むレポートをエクスポートする際は、PDF フォーマットを使用したほう

がきちんと表示されることがあります。エクスポートした Excel ファイルにはエクスポート

したデータがすべて含まれますが、グラフを正しく表示するには手動でフォーマット化しな

ければならない場合があります。

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。
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 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、PCA 投与量、

随時投与、間欠ボーラス別に、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

日時が表示されています。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、ｋ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。このレポートは日付範囲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。 

 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。このレポートはポンプシリアル番号と患者 ID を使用して

フィルタリングします。 

CADD®-Solis VIP 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します。 

 所定カウンタ： これには PCA 以外のすべての送液モードに関し、投与した薬液の累積

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、選択した治療に特定した部分の送液情報が表

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

日時が表示されています。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。 

 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。このレポートは日付範囲とプロトコルを使用してフィルタリングします。 

 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
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イベントの種類を表示します。このレポートは患者 ID とポンプシリアル番号を使用して

フィルタリングします。
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