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(57)【要約】
【課題】　薬剤の送液に関する管理を、患者の治療段階
に則して行うことが可能なシステムを提供する。
【解決手段】　患者に対して薬剤の送液を行う、ネット
ワークに接続可能な送液ポンプ１４０であって、クリニ
カルパスを記憶する記憶手段と、送液を行う患者に現在
適用されているクリニカルパスを示す識別子と、該クリ
ニカルパスにおいて、該送液を行う患者の現在の治療段
階を示す情報とを、ネットワーク１７０を介して受信す
る手段と、前記識別子により特定されたクリニカルパス
に含まれる、前記治療段階を示す情報に対応する医療行
為の内容を、前記記憶されているクリニカルパスより取
得する手段と、前記取得された医療行為の内容に含まれ
る、薬剤の送液に関する情報を抽出する手段と、前記抽
出された前記薬剤の送液に関する情報に基づいて、前記
送液ポンプを制御する手段とを備える。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者に対して薬剤の送液を行う、ネットワークに接続可能な送液ポンプであって、
　各疾病に応じた複数の診療スケジュールを記憶する記憶手段と、
　送液を行う患者に現在適用されている診療スケジュールを示す識別子と、該診療スケジ
ュールにおける各治療段階のうち、該送液を行う患者の現在の治療段階を示す情報とを、
前記ネットワークを介して受信する受信手段と、
　前記識別子により特定された診療スケジュールに含まれる、前記治療段階を示す情報に
対応する治療段階における医療行為の内容を、前記記憶手段に記憶されている診療スケジ
ュールより取得する取得手段と、
　前記取得された医療行為の内容に含まれる、薬剤の送液に関する情報を抽出する抽出手
段と、
　前記抽出手段により抽出された前記薬剤の送液に関する情報に基づいて、前記送液ポン
プを制御する制御手段と
　を備えることを特徴とする送液ポンプ。
【請求項２】
　前記記憶手段は、更に、種々の薬剤に関する情報である薬剤ライブラリ情報を記憶して
おり、
　前記制御手段は、前記記憶手段により記憶された前記薬剤ライブラリ情報を表示するに
あたり、前記抽出手段により抽出された前記薬剤の送液に関する情報において、送液が禁
止されている薬剤が含まれている場合には、当該送液が禁止されている薬剤が網掛け表示
または非表示となるように表示を制御することを特徴とする請求項１に記載の送液ポンプ
。
【請求項３】
　前記制御手段は、送液量の設定に際して、前記抽出手段により抽出された前記薬剤の送
液に関する情報において、送液量のリミット値が規定されている場合には、当該リミット
値を超える送液量が入力された場合に、警報を出力するよう制御することを特徴とする請
求項１または２に記載の送液ポンプ。
【請求項４】
　前記診療スケジュールは、クリニカルパスであることを特徴とする請求項１乃至３のい
ずれか１項に記載の送液ポンプ。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか１項に記載の送液ポンプと、
　患者ごとに現在適用されている診療スケジュールと、該診療スケジュールにおける各治
療段階のうち、各患者の現在の治療段階を示す情報とを管理する情報処理装置と、
　が前記ネットワークを介して接続されるネットワークシステムであって、
　前記情報処理装置は、送液を行う患者に関する情報と、該患者に対して薬剤を送液する
際に用いる送液ポンプに関する情報が入力された場合に、該送液ポンプに対して、該患者
に現在適用されている診療スケジュールを示す識別子と、該診療スケジュールにおける各
治療段階のうち、該患者の現在の治療段階を示す情報とを、前記ネットワークを介して送
信する送信手段を備えることを特徴とするネットワークシステム。
【請求項６】
　前記送液を行う患者に関する情報と、該患者に対して薬剤を送液する際に用いる送液ポ
ンプに関する情報を指定する移動端末を更に備え、
　前記情報処理装置は、前記ネットワークを介して前記移動端末より送信された場合に、
前記送液を行う患者に関する情報と、該患者に対して薬剤を送液する際に用いる送液ポン
プに関する情報を入力することを特徴とする請求項５に記載のネットワークシステム。
【請求項７】
　前記送液ポンプの記憶手段は、前記ネットワークを介して送信される、前記診療スケジ
ュールを記憶することを特徴とする請求項５に記載のネットワークシステム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、薬剤を送液する送液ポンプ及び該送液ポンプを含むネットワークシステムに
関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、薬剤を所定送液量で患者の体内に送液するための装置として、輸液ポンプや
シリンジポンプ等の送液ポンプが知られている。一般に、送液ポンプを用いて患者に薬剤
を送液するにあたっては、看護師等の使用者が、事前に薬剤の種類や送液量を当該送液ポ
ンプに手入力により設定する必要がある。しかしながら、使用者がこれらの設定を誤って
入力してしまうと、患者に対して重大な影響を及ぼすこととなる。このため、従来より、
送液ポンプには、使用者による誤操作を防止するための種々の構成が備えられている。
【０００３】
　例えば、薬剤の種類ごとに、送液量のリミット値をはじめとする各種情報が規定された
テーブル（薬剤ライブラリ）が格納された送液ポンプでは、使用者が設定する送液量が、
当該薬剤ライブラリにおいて規定されたリミット値を超えることがないよう制御する構成
が備えられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特表２０１１－５０６０４８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、薬剤ライブラリのように薬剤の種類ごとに一律にリミット値が規定され
たテーブルを用いた場合、明らかな過剰投与等を防ぐことは可能であるが、患者に術後の
治療を施す場合のように、治療段階ごとに送液すべき薬剤の送液量が高度に管理される必
要がある状況下では、必ずしも有効といえない。更に、治療段階によっては使用が禁止さ
れている薬剤を誤って選択してしまうといった誤操作を防ぐことも困難である。
【０００６】
　このようなことから、送液ポンプにおいて薬剤の種類や送液量等を管理するにあたって
は、患者の治療段階に則した管理ができる構成とすることが望ましい。
【０００７】
　本発明は上記課題に鑑みてなされたものであり、薬剤の送液に関する管理を、患者の治
療段階に則して行うことが可能なシステムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の目的を達成するために、本発明に係る送液ポンプは以下のような構成を備える。
即ち、
　患者に対して薬剤の送液を行う、ネットワークに接続可能な送液ポンプであって、
　各疾病に応じた複数の診療スケジュールを記憶する記憶手段と、
　送液を行う患者に現在適用されている診療スケジュールを示す識別子と、該診療スケジ
ュールにおける各治療段階のうち、該送液を行う患者の現在の治療段階を示す情報とを、
前記ネットワークを介して受信する受信手段と、
　前記識別子により特定された診療スケジュールに含まれる、前記治療段階を示す情報に
対応する治療段階における医療行為の内容を、前記記憶手段に記憶されている診療スケジ
ュールより取得する取得手段と、
　前記取得された医療行為の内容に含まれる、薬剤の送液に関する情報を抽出する抽出手
段と、
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　前記抽出手段により抽出された前記薬剤の送液に関する情報に基づいて、前記送液ポン
プを制御する制御手段とを備える。
【発明の効果】
【０００９】
　薬剤の送液に関する管理を、患者の治療段階に則して行うことが可能なシステムを提供
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の一実施形態にかかる送液ポンプを含むネットワークシステムの全体構成
を示す図である。
【図２】患者管理用ソフトウェア、クリニカルパス管理用ソフトウェア、及び、薬剤ライ
ブラリ管理用ソフトウェアにおいてそれぞれ管理される情報の一例を示す図である。
【図３】ネットワークシステムにおける処理の流れを示すシーケンス図である。
【図４】送液ポンプの機能構成を示す図である。
【図５】送液ポンプにおける誤操作防止処理の流れを示すフローチャートである。
【図６】送液ポンプにおける誤操作防止処理の流れを示すフローチャートである。
【図７】誤操作防止処理が実行された場合の、薬剤ライブラリの表示の一例を示す図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の各実施形態について図面を参照しながら説明する。
【００１２】
　［第１の実施形態］
　＜１．ネットワークシステムの全体構成＞
　はじめに本実施形態に係る送液ポンプを含むネットワークシステムの全体構成について
説明する。図１はネットワークシステム１００の全体構成を示す図である。図１において
、１１０は薬剤ライブラリ管理用のソフトウェア１１１がインストールされた第１の情報
処理装置であり、当該第１の情報処理装置１１０により、薬剤ライブラリ管理用のソフト
ウェア１１１が実行されることにより、薬剤ライブラリ情報１１２を生成したり、生成し
た薬剤ライブラリ情報１１２への新たなデータの追加、変更等を行ったりすることができ
る。
【００１３】
　図２（ａ）は、薬剤ライブラリ管理用のソフトウェア１１１が実行されることにより生
成された薬剤ライブラリ情報１１２の一例を示す図である。図２（ａ）に示すように、薬
剤ライブラリ情報１１２は、薬剤名と、当該薬剤の投与が行われる場所（プロファイル）
と、当該薬剤の投与量のリミット値（ソフトリミット値、ハードリミット値）とが対応付
けて格納されている。なお、図２（ａ）の薬剤ライブラリ情報１１２に示す各項目は一例
であり、これ以外の項目が格納されてもよいことはいうまでもない。
【００１４】
　１２０はクリニカルパス管理用のソフトウェア１２１がインストールされた第２の情報
処理装置であり、当該第２の情報処理装置１２０において、クリニカルパス管理用のソフ
トウェア１２１が実行されることにより、クリニカルパス情報１２２を生成したり、生成
したクリニカルパス情報１２２への新たなデータの追加、変更等を行ったりすることがで
きる。
【００１５】
　なお、クリニカルパスとは、入院時に患者に手渡される診療スケジュール表であり、疾
病を治すうえで必要な医療行為の内容（治療項目、検査項目、ケア項目など）を縦軸にと
り、時間軸（日付）を横軸にとった表である。図２（ｂ）は、クリニカルパス管理用のソ
フトウェア１２１が実行されることにより生成されたクリニカルパス情報の一例を示す図
である。
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【００１６】
　図２（ｂ）に示すように、クリニカルパス情報１２２には、それぞれのクリニカルパス
を識別するためのパスＩＤ（識別子）と、各クリニカルパスにおいて各治療段階（“ステ
ージ１”、“ステージ２”）で患者に対して行われる医療行為（“検査”、“手術”）や
、各医療行為を行う際に使用が禁止されている薬剤（使用禁止薬剤）、あるいは使用は認
められているが送液する際のリミット値が厳しく制限されている薬剤（制限薬剤）または
そのリミット値といった医療行為に関する情報が対応付けて格納されている。
【００１７】
　１３０は患者管理用のソフトウェア１３１がインストールされた第３の情報処理装置で
あり、当該第３の情報処理装置１３０において、患者管理用のソフトウェア１３１が実行
されることにより、患者情報１３２を生成したり、生成した患者情報１３２への新たなデ
ータの追加・変更等を行ったりすることができる。
【００１８】
　図２（ｃ）は、患者管理用のソフトウェア１３１が実行されることにより生成された患
者情報１３２の一例を示す図である。図２（ｃ）に示すように、患者情報１３２には、患
者名と、当該患者の疾病名、当該患者に適用されるクリニカルパスのパスＩＤ、当該患者
の現在の治療段階等が対応付けて格納されている。
【００１９】
　１４０はシリンジポンプであり、シリンジに装填された薬剤を、設定された送液量で患
者の体内に送液する。１５０は移動端末であり、患者情報や治療・検査に用いられる送液
ポンプ等の各種医療機器に関する情報を取得し、アクセスポイント１６０を介してネット
ワーク１７０に送信する。
【００２０】
　なお、第１乃至第３の情報処理装置（１１０、１２０、１３０）及びシリンジポンプ１
４０、アクセスポイント１６０は、互いにネットワーク１７０を介して接続されているも
のとする。これにより、例えば、移動端末１５０において取得された患者情報や各種医療
機器に関する情報を、第１乃至第３の情報処理装置（１１０、１２０、１３０）に送信し
たり、第１乃至第３の情報処理装置（１１０、１２０、１３０）に格納されている各種情
報をシリンジポンプ１４０に送信したりすることができる。
【００２１】
　＜２．ネットワークシステムにおける処理の流れ＞
　次に、ネットワークシステム１００における処理の流れについて説明する。図３はネッ
トワークシステム１００における処理の流れを示すシーケンス図である。
【００２２】
　図３に示すように、ステップＳ３３１では、クリニカルパス管理用ソフトウェア１２１
が実行されることにより、各患者のクリニカルパスが生成され、クリニカルパス情報１２
２として登録される。ステップＳ３３２では、ステップＳ３３１において各患者について
生成された複数のクリニカルパスを含むクリニカルパス情報１２２をシリンジポンプ１４
０に送信する。
【００２３】
　クリニカルパス情報１２２が送信されたシリンジポンプ１４０では、ステップＳ３５１
において、当該クリニカルパス情報１２２を受信し、内部の記憶装置に格納する。
【００２４】
　同様に、ステップＳ３４１では、薬剤ライブラリ管理用ソフトウェア１１１が実行され
ることにより、薬剤ライブラリ情報１１２が生成される。ステップＳ３４２では、ステッ
プＳ３４１において生成された薬剤ライブラリ情報１１２をシリンジポンプ１４０に送信
する。
【００２５】
　薬剤ライブラリ情報１１２が送信されたシリンジポンプ１４０では、ステップＳ３５２
において、当該薬剤ライブラリ情報１１２を受信し、内部の記憶装置に格納する。このよ
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うにして、シリンジポンプ１４０には、クリニカルパス情報１２２と薬剤ライブラリ情報
１１２とが格納されることとなる。
【００２６】
　このような状況下で、ネットワークシステム１００を利用して、所定の患者に対して、
現在適用されているクリニカルパスにおける現在の治療段階に適した薬剤の投与を行う場
合について説明する。この場合、看護師等は、まず、移動端末１５０を用いて各種情報を
入力する。
【００２７】
　具体的には、ステップＳ３０１において、薬剤の投与を行う患者の患者情報を入力する
。なお、患者情報の入力は、移動端末１５０に対して、看護師等が手入力するようにして
もよいし、患者に取り付けられたタグ（患者を識別するために、患者情報が記録されたタ
グ）を読み取るようにしてもよい。
【００２８】
　ステップＳ３０２では、薬剤の投与に用いられる医療機器に関する情報を入力する。な
お、医療機器情報の入力は、患者情報の入力と同様、移動端末１５０に対して、看護師等
が手入力するようにしてもよいし、医療機器に取り付けられたバーコード（医療機器を識
別するための機器情報を示すバーコード）を移動端末１５０が読み取るようにしてもよい
。
【００２９】
　ステップＳ３０３では、移動端末１５０に対して、看護師等により送信指示が入力され
ることで、ステップＳ３０１において入力された患者情報と、ステップＳ３０２において
入力された医療機器情報とが、ネットワーク１７０を介して、第３の情報処理装置１３０
に送信される。
【００３０】
　患者情報と医療機器情報とを受信した第３の情報処理装置１３０では、ステップＳ３１
１において、パスＩＤと治療段階情報とを取得する。具体的には、患者情報１３２の中か
ら、受信した患者情報に対応するパスＩＤと治療段階情報とを取得する。
【００３１】
　更に、ステップＳ３１２において、受信した医療機器情報に対応する医療機器（本実施
形態では、シリンジポンプ１４０）を特定し、当該特定した医療機器に対して、ステップ
Ｓ３１１において取得したパスＩＤと治療段階情報とを送信する。
【００３２】
　パスＩＤと治療段階情報とを受信したシリンジポンプ１４０では、ステップＳ３５３に
おいて誤操作防止処理を実行する。
【００３３】
　以降、ネットワークシステム１００では、第１の情報処理装置１１０において薬剤ライ
ブラリ情報が更新されるごとに、更新後の薬剤ライブラリ情報がシリンジポンプ１４０に
送信され、シリンジポンプ１４０に格納された薬剤ライブラリ情報が更新される。同様に
、第２の情報処理装置１２０においてクリニカルパス情報が更新されるごとに、更新後の
クリニカルパス情報がシリンジポンプ１４０に送信され、シリンジポンプ１４０に格納さ
れたクリニカルパス情報が更新される。
【００３４】
　また、シリンジポンプ１４０を用いて患者に対して薬剤の投与を行うたびに、事前に、
移動端末１５０を用いて取得された当該患者の患者情報及びシリンジポンプ１４０を示す
医療機器情報が第３の情報処理装置１３０に送信され、シリンジポンプ１４０に対しては
、当該患者に対応するパスＩＤ及び治療段階情報が送信される。この結果、シリンジポン
プ１４０では、当該患者の治療段階に適した誤動作防止処理を実行することが可能となる
。なお、シリンジポンプ１４０における誤動作防止処理の詳細は後述する。
【００３５】
　＜３．シリンジポンプの機能構成＞
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　次に、本実施形態におけるシリンジポンプ１４０の構成について説明する。図４は、シ
リンジポンプ１４０の構成を示す図である。
【００３６】
　図４において、４０１は制御部であり、シリンジポンプ１４０全体を制御する。４０２
はメモリであり、制御部４０１において各種プログラムが実行される際の作業領域として
機能するとともに、各種プログラムが実行される際に用いられるデータの一時記憶領域と
して機能する。
【００３７】
　４０３は記憶装置であり、薬剤を送液する送液制御機能を実現するためのプログラム４
１１の他、後述する誤操作防止機能を実現するためのプログラム４１２が格納されている
。また、第１の情報処理装置１１０より送信された薬剤ライブラリ情報１１２と、第２の
情報処理装置１２０より送信されたクリニカルパス情報１２２が格納されている。
【００３８】
　なお、送液制御機能を実現するためのプログラム４１１及び誤操作防止機能を実現する
ためのプログラム４１２、ならびに、薬剤ライブラリ情報１１２及びクリニカルパス情報
１２２は、制御部４０１による制御のもと、適宜メモリ４０２に読み込まれ、制御部４０
１によって実行または処理されるものとする。
【００３９】
　４０４は操作部であり、シリンジポンプ１４０に対する各種指示を入力する。４０５は
表示部であり、制御部４０１における処理結果を表示する。４０６は駆動制御部であり、
薬剤を送液する駆動部４０７の動作を制御する。
【００４０】
　４０８はネットワークＩ／Ｆ部であり、シリンジポンプ１４０は、当該ネットワークＩ
／Ｆ部４０８を有することにより、ネットワーク１７０と接続可能となっている。上述し
た薬剤ライブラリ情報１１２及びクリニカルパス情報１２２は、第１の情報処理装置１１
０または第２の情報処理装置１２０より、当該ネットワークＩ／Ｆ部４０８を介して受信
される。
【００４１】
　なお、シリンジポンプ１４０を構成する各部（４０１～４０８）は、バス４０９を介し
て相互に接続されているものとする。
【００４２】
　＜４．誤操作防止処理（１）の流れ＞
　次に、誤操作防止処理の流れについて説明する。シリンジポンプ１４０では、誤操作防
止処理として、少なくとも２種類の誤操作防止処理を実行する。第１の誤操作防止処理は
、シリンジポンプ１４０上において、送液を行う薬剤の種類を指定するための操作におい
て、誤操作を防止する処理（誤操作防止処理（１））であり、第２の誤操作防止処理は、
指定した薬剤を送液する際の送液量を設定するための操作において、誤操作を防止する処
理（誤操作防止処理（２））である。
【００４３】
　はじめに前者の誤操作防止処理（１）について説明する。図５は、送液を行う薬剤の種
類を指定するための操作において、誤操作を防止する誤操作防止処理（１）の流れを示す
フローチャートである。
【００４４】
　ステップＳ５０１では、薬剤ライブラリ表示指示を受け付けたか否かを判定する。ステ
ップＳ５０１において、薬剤ライブラリ表示指示を受け付けていないと判定された場合に
は、薬剤ライブラリ表示指示を受け付けるまで待機する。
【００４５】
　一方、ステップＳ５０１において、薬剤ライブラリ表示指示を受け付けたと判定された
場合には、ステップＳ５０２に進む。ステップＳ５０２では、薬剤ライブラリのうち、薬
剤ライブラリの表示指示に際して看護師等により選択されたプロファイルに対応する薬剤
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ライブラリを読み出す。
【００４６】
　ステップＳ５０３では、（ステップＳ３１２において）第３の情報処理装置１３０より
送信されたパスＩＤに対応するクリニカルパスを読み出す。
【００４７】
　ステップＳ５０４では、ステップＳ５０２において読み出されたクリニカルパスより、
ステップＳ３１２において第３の情報処理装置１３０より送信された治療段階情報に対応
する医療行為の内容に関する情報を抽出する。
【００４８】
　ここでは、クリニカルパス情報１２２より、パスＩＤが“００１”であって、治療段階
情報が“ステージ１”に対応する医療行為の内容に関する情報（項目：“検査”、使用禁
止薬剤：“薬剤Ａ”、制限薬剤：“薬剤Ｆ”）が抽出されたとする。
【００４９】
　ステップＳ５０５では、当該抽出した医療行為の内容に含まれる使用禁止薬剤を識別す
る。ここでは、使用禁止薬剤として“薬剤Ａ”が識別される。
【００５０】
　ステップＳ５０６では、ステップＳ５０５において識別された使用禁止薬剤が、ステッ
プＳ５０２において読み出された薬剤ライブラリに含まれているか否かを判定する。ステ
ップＳ５０６において、使用禁止薬剤が、読み出された薬剤ライブラリに含まれていると
判定された場合には、ステップＳ５０７に進み、当該薬剤ライブラリを表示するにあたり
、使用禁止薬剤を網掛け表示にして表示する。ここでは、“薬剤Ａ”が網掛け表示となっ
て、薬剤ライブラリが表示されることとなる。
【００５１】
　図７は、薬剤ライブラリの表示指示が入力された際に、誤操作防止処理（１）が実行さ
れることで、“薬剤Ａ”が網掛け表示となった様子を示している。
【００５２】
　一方、ステップＳ５０６において、使用禁止薬剤が薬剤ライブラリに含まれていないと
判定された場合には、ステップＳ５０８に進み、ステップＳ５０２において読み出された
薬剤ライブラリをそのまま表示する。
【００５３】
　このように、薬剤ライブラリを表示するにあたり、患者の現在の治療段階において使用
禁止となっている薬剤を網掛け表示することにより、薬剤の種類の選択に際して、看護師
等が誤って当該使用禁止薬剤を選択してしまうといった事態を回避することが可能となる
。
【００５４】
　＜５．誤操作防止処理（２）の流れ＞
　次に、指定した薬剤を送液する際の送液量を設定するための操作において、誤操作を防
止する誤操作防止処理（２）について説明する。図６は、送液量を設定するための操作に
おいて、誤操作を防止する誤操作防止処理（２）の流れを示すフローチャートである。
【００５５】
　ステップＳ６０１では、薬剤ライブラリの中から看護師等が選択することにより指定さ
れた薬剤に対応するリミット値を薬剤ライブラリ情報１１２より読み出す。図２に示した
ように、薬剤ライブラリ情報１１２には、薬剤ごとに送液量のリミット値が規定されてい
る。
【００５６】
　ステップＳ６０２では、ステップＳ６０１において読み出されたリミット値を、シリン
ジポンプ１４０に設定する。
【００５７】
　ステップＳ６０３では、ステップＳ３１２において第３の情報処理装置１３０より送信
されたパスＩＤに対応するクリニカルパスを読み出す。ステップＳ６０４では、ステップ
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Ｓ６０３において読み出されたクリニカルパスより、ステップＳ３１２において第３の情
報処理装置１３０より送信された治療段階情報に対応する医療行為の内容を抽出する。
【００５８】
　ステップＳ６０５では、ステップＳ６０４において抽出された医療行為の内容に、リミ
ット値が制限された薬剤（制限薬剤）が含まれているか否かを判定する。ステップＳ６０
５において医療行為の内容に制限薬剤が含まれていると判定された場合には、ステップＳ
６０６に進む。
【００５９】
　ステップＳ６０６では、抽出された医療行為の内容に含まれる制限薬剤のリミット値を
取得する。
【００６０】
　ステップＳ６０７では、ステップＳ６０６において取得したリミット値を用いて、ステ
ップＳ６０２において設定されたリミット値を書き換える。これにより、薬剤ライブラリ
情報１１２に規定されていた薬剤ごとのリミット値よりも、治療段階に則した高度なリミ
ット値を設定することが可能となる。
【００６１】
　一方、ステップＳ６０５において、医療行為の内容に制限薬剤が含まれていないと判定
された場合には、ステップＳ６０８に進む。この場合、ステップＳ６０２において設定さ
れたリミット値は書き換えられることなく維持される。
【００６２】
　ステップＳ６０８では、送液量設定指示が入力されたか否かを判定する。ステップＳ６
０８において、送液量設定指示が入力されていないと判定された場合には、入力されるま
で待機する。
【００６３】
　一方、ステップＳ６０８において、送液量設定指示が入力されたと判定された場合には
、ステップＳ６０９に進み、入力された送液量設定指示が、設定されたリミット値（ステ
ップＳ６０２において設定されたリミット値、または、ステップＳ６０７において書き換
えられたリミット値）の範囲内に含まれているか否かを判定する。
【００６４】
　ステップＳ６０９において、リミット値の範囲内に含まれていると判定された場合には
、ステップＳ６１０に進み、当該入力された送液量設定指示を受け付ける。一方、リミッ
ト値の範囲内に含まれていないと判定された場合には、ステップＳ６１１に進み、警報を
出力する。
【００６５】
　以上の説明から明らかなように、本実施形態に係るシリンジポンプ１４０では、薬剤ラ
イブラリ情報に加え、クリニカルパス情報を取得し、格納する構成とした。更に、患者に
対して薬剤の送液を行う前に、当該患者に適用されているクリニカルパスを示すパスＩＤ
と、現在の治療段階情報とを取得し、当該患者の現在の治療段階における使用禁止薬剤や
、薬剤を送液する際の送液量のリミット値を、クリニカルパスより取得する構成とした。
【００６６】
　この結果、シリンジポンプ１４０上で、送液すべき薬剤の種類を指定すべく薬剤ライブ
ラリを表示するにあたり、現在の治療段階における使用禁止薬剤を網掛け表示としたうえ
で表示させることが可能となり、看護師等が、誤って使用禁止薬剤を選択してしまうとい
った事態を確実に回避させることが可能となった。
【００６７】
　また、薬剤を送液する際の送液量を設定するにあたり、現在の治療段階に対応するリミ
ット値を設定することが可能となり、看護師等が、誤って、現在の治療段階にそぐわない
送液量を設定してしまうといった事態を確実に回避させることが可能となった。
【００６８】
　［第２の実施形態］
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　上記第１の実施形態では、送液ポンプとしてシリンジポンプを使用する場合について説
明したが、本発明はこれに限定されず、輸液ポンプを使用する場合において同様である。
【００６９】
　また、上記第１の実施形態では、第１の情報処理装置１１０～第３の情報処理装置１３
０をそれぞれ別体として設ける構成としたが、本発明はこれに限定されず、一体的に構成
されていてもよいことは言うまでもない。
【００７０】
　また、上記第１の実施形態では、第１の情報処理装置１１０において薬剤ライブラリが
生成、更新されるごとに、シリンジポンプ１４０に送信される構成としたが、本発明はこ
れに限定されない。例えば、シリンジポンプ１４０からの要求に応じて、送信する構成と
してもよい。この場合、シリンジポンプ１４０からの要求は、一定周期ごとに行うように
構成してもよいし、シリンジポンプ１４０において特定の操作が行われるごとに行うよう
に構成してもよい。
【００７１】
　同様に、上記第１の実施形態では、第２の情報処理装置１２０においてクリニカルパス
情報が生成、更新されるごとに、シリンジポンプ１４０に送信される構成としたが、本発
明はこれに限定されない。例えば、シリンジポンプ１４０からの要求に応じて、送信する
構成としてもよい。この場合、シリンジポンプ１４０からの要求は、一定周期ごとに行う
ように構成してもよいし、シリンジポンプ１４０において特定の操作が行われるごとに行
うように構成してもよい。
【００７２】
　また、上記第１の実施形態では、シリンジポンプ１４０において薬剤ライブラリ情報を
表示するにあたり、使用禁止薬剤を網掛け表示にする構成としたが、本発明はこれに限定
されない。例えば、使用禁止薬剤に非表示にする構成としてもよいし、（表示は行うが）
使用禁止薬剤を選択できないように構成してもよい。
【００７３】
　また、上記第１の実施形態では、シリンジポンプ１４０において薬剤の送液量を設定す
るにあたり、リミット値の範囲外となった場合に警報を出力する構成としたが、本発明は
これに限定されない。例えば、リミット値を超える設定ができないように、操作上の制限
を付加するように構成してもよい。
【００７４】
　また、上記第１の実施形態では、シリンジポンプ１４０において薬剤の送液量を設定す
る場合の制御について説明したが、本発明はこれに限定されず、送液量以外の設定につい
ても、同様にクリニカルパスに基づいて制御するように構成してもよい。
【００７５】
　また、上記第１の実施形態では、送液を行う薬剤の種類を指定するための操作において
は、誤操作防止処理（１）が実行され、送液量を設定するための操作においては、誤操作
防止処理（２）が実行される構成としたが、本発明はこれに限定されず、いずれか一方の
誤操作防止処理のみが実行されるように構成してもよい。
【００７６】
　また、上記第１の実施形態では、誤操作防止処理（１）と誤操作防止処理（２）とを個
別に実行させる構成としたが、本発明はこれに限定されず、並行して実行させるように構
成してもよい。この場合、共通する処理については１回のみ実行させることで、シリンジ
ポンプ１４０の処理負荷を軽減させることが可能となる。
【符号の説明】
【００７７】
１００：ネットワークシステム、１１０：第１の情報処理装置、１２０：第２の情報処理
装置、１３０：第３の情報処理装置、１４０：シリンジポンプ、１５０：移動端末、１６
０：アクセスポイント、１７０：ネットワーク
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