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など）の操作についてご意見またはご質問がある場合は、以下の番号にお電話いただくか、または
Smiths Medical担当者にご連絡ください。Smiths MedicalがPharmGuard® Serverシステムの操作や使用
法についてサポート致します。
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Minneapolis, MN 55442 USA（米国）
電話: 1 800 258 5361 (USA（米国）/CA)
電話: +1 614 210 7300

 欧州代理人
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1500 Eureka Park, Lower Pemberton
Ashford, Kent, TN25 4BF, UK（英国）
電話: +44 (0)1233 722100
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重要な注意事項
PharmGuard® Server softwareの機能を使用する前に、自分のロールに応じて、ユーザーおよび管理者向け
ガイドまたはウェブポータルに用意されているオンラインヘルプをお読みください。 
貴施設では、明確に定義されたプロセスを遵守し、PharmGuard® Serverウェブポータルおよび
PharmGuard® Server softwareの適切な使用法が指示される必要があります。このユーザーガイドは、そうし
た指示を補足することを目的としています。トレーニングを受けた手順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： 

• PharmGuard® Serverウェブポータルの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ウェブポータルおよびその機能を用いるための権限に関する情報につ
いて詳しくは、PharmGuard® Serverシステム管理者に問い合わせてください。

• このユーザーおよび管理者向けガイドに記載の情報はPharmGuard® Server software にのみ関連するも
のです。サポート対象の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。
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第1章  はじめに
使用方法：PharmGuard® Server software（PGS）の目的は、医療機器から安全にデータを収集し、
医療機器にデータを配信する機能を提供することです。

このガイドでは、PharmGuard® Serverウェブポータルの機能の使用法について、以下に示す情報などをご
説明します。

• 機器パッケージの実装管理。 
• 機器の接続状況の表示。
• 管理用および機器特有のレポートの表示。 
• PharmGuard® Server softwareの管理および設定。

注：ユーザーアカウントに割り当てられたロール/権限によって、このPharmGuard® Serverユーザーおよび管
理者向けガイドに記載の機能のいくつかにアクセスが許可されることもあれば、アクセスが許可されない
こともあります。ユーザーアカウントおよび使用可能な権限に関する情報については、PharmGuard® Server
システム管理者に問い合わせてください。

重要! 貴施設では、ユーザーアカウント、セキュリティロールおよび権限を管理するための明確に定義され
たプロセスを遵守し、PharmGuard® Serverウェブポータルを用いるためのユーザーアクセスおよびログイ
ン認証を提供する前に、PharmGuard® Serverウェブポータルの機能について適切なトレーニングを行う必
要があります。

システム管理者：PharmGuard® Server softwareのコンポーネント、相互運用性、および設定について詳し
くは、PharmGuard® Server Technical Deployment Guideをご参照ください。
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第2章  使用開始にあたって
システム管理者は通常、PharmGuard® Serverウェブポータルユーザーアカウントの設定を行い、ウェブポー
タルにアクセスするためのURLアドレス、さらにログインに必要なユーザー名およびパスワード情報をユー 
ザーに提供する責任を負います。
ユーザーアカウントについて質問がある場合は、PharmGuard®ネットワーク管理者にお問い合わせください。

PharmGuard® Serverウェブポータルへのログイン
1. Microsoft® Internet Explorer®を開きます。
2. Internet Explorer®のアドレステキストボックスに、PharmGuard® Serverウェブポータルアドレスを入

力し、入るキーを押します。
3. ログイン画面で、PharmGuard® Serverのユーザー名およびパスワードを入力して、ログインをクリック

します。

 
図1

ユーザーアカウントの状態（例：新規ユーザーアカウントの場合）によって、システムからパスワー 
ドを要求されることがあります。パスワードの変更については、プロファイルパスワードの変更
（8ページ）をご参照ください。

PharmGuard® Serverからのログアウト 
セッションが長時間使用されていない場合、PharmGuard® Serverウェブポータルセッションは 
自動的にログアウトされます。PharmGuard® Serverウェブポータルへの不正アクセスを防ぐために、 
PharmGuard® Serverを使用中でない場合には必ず手動でログアウトしてください。
PharmGuard® Serverをログアウトするには、PharmGuard® Serverウェブポータルの右上にあるログアウトリ
ンクをクリックします。
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図2

メニューバーの使用
PharmGuard® Serverウェブポータルのメニューバーでは、ドロップダウンメニューが表示され、ウェブポータ
ルシステム内の以下の場所などに移動できます。

ホーム ：頻繁に用いられるレポートおよびシステムリンクにアクセスするために用います。

システムサポート：システム管理者がシステムサポートのタスクのために用います。詳細については、
第5章  システムタスクの管理（31ページ）を参照してください。

資産管理：グループ、機器、およびパッケージの実装を管理するために用います。詳細については、 
第3章  機器、グループ、および実装の管理（13ページ）を参照してください。

レポート作成：管理用および機器特有のレポートを作成するために用います。詳細については、第4章  
レポートの作成（20ページ）を参照してください。

マイプロファイル：プロファイルの個別設定を行うために用います。詳細については、PharmGuard® Server
ウェブポータルのカスタマイズ（8ページ）を参照してください。

ホームページの表示

図3

ホームページは、初回ログイン後、またはメニューバー上のホームアイコン  のクリックにより表示されま
す。ホームページは以下の情報を表示するようカスタマイズすることができます(図3)。

レポートテーブル：保存したレポートのリストが表示されます。レポートを表示して保存すると、 
Home（ホーム）ページ上にリストされます。

クイックリンク：頻繁にアクセスする情報にすばやく移動できます。クイックリンクはマイプロファイル
ページの[個別設定]タブで設定できます。 

最新更新：PharmGuard® Server softwareおよびユーザー、機器、およびその他のシステム情報に関す
る最新の更新情報をリストします。

[ホーム]ページの設定（保存されたレポートおよびクイックリンクの表示を含む）をするには、 
マイホームページの変更（10ページ）をご参照ください。
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PharmGuard® Serverウェブポータルのカスタマイズ
マイプロファイルタブを用いて、以下を含むウェブポータル設定をカスタマイズすることができます。

• プロファイル情報およびパスワードの管理（マイユーザープロファイルおよびマイパスワード）。
• すばやく参照するためのレポートの保存（マイレポート）。
• ホームページおよびサイト設定の個別設定（個別設定）。

プロファイル情報とパスワードの管理

プロファイル情報の変更
1. マイプロファイルタブのマイユーザープロファイルを選択します。
2. 必要に応じて次のプロファイル設定を更新します。名、ミドルネーム、姓、およびEメールアドレス。
3. 保存をクリックします。

プロファイルパスワードの変更
1. マイプロファイルタブのマイパスワードの変更を選択します。
2. 現在のパスワード、新しいパスワードを入力し、新しいパスワードを確認してください。パスワードは

すべて大文字小文字を区別します。
3. パスワード変更をクリックします。

マイレポートの設定
マイレポートページでは、頻繁に表示するレポートをすばやく参照できるように保管しておくことができま
す。レポートは自動的に更新されて特定のPharmGuard® Serverユーザーに配信されるように設定することも
できます。

レポートの追加
1. レポートテーブルの右端上にあるレポートの追加リンクをクリックします。
2. [レポート作成]ページからレポートを選択し、レポート基準を設定します。
3. レポート実行をクリックします。
4. マイレポートへの保存をクリックします。マイレポートへの保存ダイアログボックスが表示されます。

図4

5. 必要に応じて、表示されたオプションを選択します。
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• 名前を付けて保存で名前の編集。
• ホームページに表示チェックボックスをクリック。
• レポートの宛先のEメールアドレスを入力。

6. 保存をクリックします。

レポートの削除
1. 削除対象のレポートのレポート名の隣のチェックボックスをクリックします。
2. 削除をクリックします。項目の削除ダイアログボックスが表示されます。
3. 削除をクリックして、テーブルからレポートを削除します。

レポートのスケジューリングおよび編集
1. レポート名の任意の部分をクリックします。マイレポートの編集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ようなレポートオプションを変更します。

• レポート名の編集。
• ホームページに表示のチェックボックスをクリックして、ホームページ上にこのレポートを表示。
• スケジュールのチェックボックスをクリックして、レポートをスケジュール。スケジュールのオプション

については、表1をご参照ください。
表1 レポートのスケジューリングオプション

スケジュールの詳細
配信時刻 レポートが配信される時刻を指定します。
レポートのEメール送信先 レポートが送信されるEメールアドレス。
フォーマット レポートのフォーマット。

反復パターン
毎日 レポートは毎日配信されます。これを選択した場合、

• x日ごとフィールドに値を入力し、レポートの配信頻度を指定します。
毎週 レポートは指定した曜日に配信されます。これを選択した場合、 

• x週ごとの反復フィールドに値を入力し、レポートの配信頻度を指定し
ます。

• レポート配信を希望する曜日を選択します。
毎月 レポートは指定した日付に毎月配信されます。これを選択した場合、 

• 配信日として、月のうちの特定日を選択する、または特定週の特定日を
選択します。

反復の範囲
開始日 レポートは、反復パターンの定義内容にしたがって、開始日当日または開始

日以降に送信されます。
終了日なし このオプションを選択した場合、レポートには終了日がなく、[反復パターン

エリア]の選択に基づいて送信され続けます。
終了期日 レポートはこの日付以降には送信されません。

3. 保存をクリックします。

個別設定の更新
個別設定ページでは以下を行うことができます。
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• テーブルの各ページの表示行数を選択することなどのサイト設定の変更。
• ホームページのコンテンツのカスタマイズ。
• 指定した管理者に送信するシステムサポートアラートのレベルの選択。 

サイト設定の変更
個別設定ページのサイト設定タブには、PharmGuard® Serverポータルテーブルの表示をカスタマイズする
オプションがあります。 

図5

テーブル設定：デフォルトページサイズドロップダウンリストから、テーブル内に表示する項目数のデフォル
ト値を設定します。すべて、5、10、25、または50のいずれかを選択します。

機器の接続：選択した期間内にサーバと通信したことのある機器が自動的に含まれるようにデフォルトフ
ィルタを設定します。すべて、日、週、月、四半期、または年のいずれかを選択します。

マイホームページの変更
1. マイプロファイルドロップダウンメニューから個別設定を選択します。
2. マイホームページタブをクリックします。

図6

3. マイレポートの表示チェックボックスを選択して、ホームページのマイレポートページからレポートを
すべて表示します。

4. クイックリンクの表示チェックボックスを選択して、頻繁に使用するリンクをホームページ上に表示
します。 

クイックリンクの追加：
a. リンクの追加をクリックします。
b. テーブルの最上段にあるドロップダウンリストをクリックして、クイックリンクを作成するページ

を選択します。
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図7

c. 保存をクリックします。

クイックリンクの削除：
a. 1つまたは複数のクイックリンクの隣のチェックボックスをクリックします。
b. 削除をクリックします。 

c. 確認用のダイアログが表示されると、外すをクリックします。

ホームページからの[マイレポート]または[クイックリンク]のエリアの削除：
マイレポートの表示またはクイックリンクの表示のチェックボックスのチェックを外すことにより、 
ホームページ上に掲載するエリアを変更できます。

システムサポートの個別設定
個別設定ページのシステムサポートタブを選択して、指定した管理者に送信するシステムアラートを選択し
ます。
注：この機能はアラートを設定するためのものですが、アラートのEメール受信者を設定する機能は現在
サポートされていません。そのため、このタブで設定されたアラートは送信されません。

1. マイプロファイルドロップダウンメニューから個別設定を選択します。
2. システムサポートタブをクリックします。
3. レベルドロップダウンメニューから[アラート]を選択します。
4. 保存をクリックします。

PharmGuard® Serverテーブルの使用上のヒント
PharmGuard® Serverウェブポータルでは、たびたびテーブル形式で情報が提供されます。以下に示すオプ 
ションはPharmGuard® Server全体で共有されますが、それぞれのテーブルでは使用可能なことも使用不可
なこともあります。

• フィルタリング
• ソーティング
• リストのダウンロードボタン
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フィルタリングオプション

図8 PharmGuard® Serverウェブポータルテーブルの例

最終接続期間：このフィルタを用いると、指定した期間内にPharmGuard® Serverと通信したことのある
機器がすべて選択されます。

• フィルタには通常、すべて、日、週、月、四半期、および年などのオプションがあります。 

• このフィルタのデフォルト値は、個別設定ページのサイト設定タブでカスタマイズすることができ
ます。

テーブル列によるフィルタ：各テーブル列の見出しの下のフィルタフィールドを用いて、列分類ごとに表
示情報をフィルタリングします。フィルタリングフィールドには、フィルタアイコン  が付いています。
選択した列によって、フィールドにテキストまたは数字の入力を要求されるか、使用可能なオプション
のドロップダウンリストが表示されることがあります。

ソーティングオプション
ソート列：列の見出しをクリックして、該当する列コンテンツのあるテーブルをソートします。

ソート方向：ソートアイコンをクリックして、列のソート順序を変更します。

[リストのダウンロード]ボタン
[リストのダウンロード]：このボタンを用いて、現在のテーブル内の表示項目をすべて含むスプレッドシ
ートファイル（.csv）をダウンロードします。
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第3章  機器、グループ、および実装の管理
資産管理ページを用いて、[機器の接続]、[グループと機器]、[機器のモデル]、および[パッケージの実装]を
表示および管理します。
注：使用可能な資産管理機能はユーザーアカウントの権限で決定されます。ユーザーアカウントおよび使用
可能な権限に関する情報については、PharmGuard® Serverシステム管理者に問い合わせてください。

機器接続情報の表示
機器の接続ページを用いて、PharmGuard® Serverと接続された機器および使用中の機器アクセスライセン
ス数を表示することができます。 

1. 資産管理ドロップダウンメニューから機器の接続を選択します。 

[機器の接続]ページには、機器アクセスライセンス情報（ユーザーロールにライセンス情報読み取り権
限がある場合）および選択した期間内に通信した機器のリストが表示されます。

図9

選択した期間内にサーバと通信したことのある各機器の以下のデバイス情報が示されます。
• シリアル番号
• 機器の種類
• グループ
• 資産ID

• 状態
• 最終通信
• 施設
• 最終報告場所：機器がサーバと通信した直近の日時とともに記載（サーバのローカルタイム）。 

• 注：位置情報サービス機能が使用されている場合、最終報告場所は、位置情報サービスが報告し
た場所です。位置情報サービス機能が使用されていない場合、最終報告場所には、アクセスポイ
ントの場所が反映されます。

2. 機器接続期間を変更するには、最終接続期間ドロップダウンリストをクリックし、希望の期間を次
の中から選択します。日、週、月、四半期、年、またはすべて。機器の接続リストは、選択内容に基づ
いて更新されます。

3. 機器リストをダウンロードするには、リストのダウンロードボタンをクリックして、ファイルの保存ま
たはオープンのオプションを選択します。デバイス情報は.csvファイルで提供されます。
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4. 機器の使用サマリを見るには、右上角にある機器の使用レビュー別に資産を表示をクリックします。
• 使用中および未使用の状態メッセージが、PharmGuard® Serverとオンラインで通信しているポン

プから送信されます。
• オフラインの状態メッセージは、ポンプがオフラインで、PharmGuard® Serverとアイドルタイムアウ

トに指定した期間、通信していないことを示します。

グループおよび機器の管理
グループと機器ページを用いて以下を行います。

• 新しいグループの表示または作成。
• 接続デバイス情報の表示またはリビジョン。
• 機器のグループへの割り当て。 

機器はPharmGuard® Serverと接続すると、デフォルトグループに自動的に割り当てられます。必要な場合に
はグループを追加で作成し、以下を行うことができます。

• 薬剤ライブラリを特定の機器グループに送信。 

• 操作中の機器からテスト用に指定した機器を分離。
• 院内の全機器にパッケージを確定する前に、テスト用機器にテストパッケージ（ファームウェアまたは薬

剤ライブラリ）を送信。 

重要! 割り当てられたパッケージを備えたグループに機器が手動で追加されると、当該機器はグループから外
されるまで削除することができません。詳細については、機器の新しいグループへの再割り当て(17ページ)
を参照してください。

グループの管理
グループの管理用に以下のオプションが用意されています。

• 新規グループの追加 
• グループの変更 

• グループの削除

新しいグループの追加
1. 資産管理ドロップダウンメニューからグループと機器を選択します。
2. グループをクリックします。
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3. グループの追加をクリックします。

図10

4. グループフィールドにグループ名を入力します。
5. 説明フィールドにグループの説明を入力します。
6. 保存をクリックします。

グループの変更
1. 資産管理ドロップダウンメニューからグループと機器を選択します。
2. グループをクリックします。
3. グループの行をクリックして以下の変更を行います。

• グループ名の編集。
• 必要であれば説明の編集。
• キャンセルをクリックして、グループ情報を変更せずに終了。

4. 保存をクリックします。

グループの削除
1. 資産管理ドロップダウンメニューからグループと機器を選択します。
2. グループをクリックします。
3. グループ名の隣のチェックボックスをクリックします。

図11

4. 削除をクリックします。
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機器の管理
機器はPharmGuard® Serverへの初回接続時に自動的に追加されます。手動による機器の追加が必要なの
は、事前に値を設定する必要がある場合のみです。
機器の管理には次のオプションを使用することができます：

• 新しい機器の追加
• 機器詳細の変更
• 機器の削除

1. 資産管理ドロップダウンメニューからグループと機器を選択します。
2. 機器をクリックします。

新しい機器の追加
a. 機器の追加をクリックします。
b. 新しい機器の行に以下を入力します。

• シリアル番号：機器のシリアル番号。シリアル番号は機器ラベルに記載されており、 
Smiths Medicalによって割り当てられます。

• 機器の種類：機器の種類。
• グループ：ドロップダウンリストからグループを選択。 

• 資産ID：機器の資産ID。資産IDは病院側で割り当てられます。

図12

c. 保存をクリックします。

機器の詳細の変更
a. 対象機器の行をクリックし、以下の任意の項目を変更します。

シリアル番号：機器のシリアル番号。
機器の種類：機器の種類。
グループ：機器に関連付けられたグループ。 

資産ID：機器の資産ID。
b. 保存をクリックします。
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機器の削除
a. 機器の隣のチェックボックスをクリックします。
b. 外すをクリックします。

注：割り当てられたパッケージを備えたグループに機器が手動で追加された場合、当該機器は削
除することができません。まず割り当て済みのパッケージなしで別のグループに機器を再割り当て
してから、機器を削除します。

機器の新しいグループへの再割り当て

重要! 新しいグループに機器を再割り当てする際、選択したグループに関連付けられている最新のパ
ッケージが当該機器に実装されます。有効な実装パッケージは、当該パッケージの機器の種類に対
応する全機器によりダウンロードされる場合があるため、パッケージを実装する前に、まず、パッ 
ケージコンテンツを送信し、特定の機器の種類について妥当性確認することが強く推奨されます。 
 
 

各施設では、パッケージの妥当性確認および実装のためのプロセスを明確に定義し遵守する必
要があります。

a. グループと機器ページのグループをクリックします。
b. 機器をクリックします。
c. テーブルにリストされた1つまたは複数の機器の隣のチェックボックスをクリックします。
d. 再割り当てをクリックします。機器の再割り当てダイアログボックスが表示されます。
e. 使用可能なグループドロップダウンメニューから新しいグループを選択します。
f. 再割り当てをクリックします。

g. 確認のために、ユーザーアカウントパスワードを入力し、続行をクリックします。

機器を含む.csvファイルのインポート
複数の機器の場合、機器情報を含むカンマ区切り（.csv）ファイルをインポートすることで追加できます。 

注：インポートファイルには、機器を十分に説明するため必要な特性をすべて表すヘッダー行がなければなりま
せん。ヘッダー行は次の形式でなければなりません。「AssetTag,SerialNumber,DeviceModelName,GroupName」
各機器の.csvファイルには、以下に示すカンマ区切りの入力が含まれなければなりません。 
[AssetTag],[SerialNumber],[DeviceModelName],[GroupName]

1. 資産管理ドロップダウンメニューからグループと機器を選択します。
2. 機器をクリックします。
3. インポートをクリックした後、参照をクリックします。
4. アップロード対象ファイルの選択ダイアログボックスで機器ソース（.csv）ファイルを確認し選択した

後、オープンをクリックします。 

5. アップロードをクリックします。
.csvファイルにエラーがあると、エラーメッセージが表示され、機器はインポートされません。エラーが
ない場合、機器は追加されます。グループと機器ページには新しい機器がリストされます。
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機器のモデルの表示
資産管理ドロップダウンメニューから機器のモデルを選択し、PharmGuard® Serverにインストールされた
機器のモデルを表示します。

パッケージの実装の管理
[パッケージの実装]ページを用いて、パッケージの実装の追加、表示、および停止を行います。パッケージフ
ァイル（.cpkg）には、PharmGuard® Serverにインストールされた機器のモデルに特有の、機器設定またはフ
ァームウェアなどのデータが含まれます。
注：

• パッケージはPharmGuard® Serverウェブポータルを用いて機器に実装されますが、PharmGuard® Serverに
よっては作成されません。PharmGuard® Serverで使用可能な機器用のパッケージ作成情報については、 
機器のデータパッケージ作成用の機器またはソフトウェアに関する製造元の文書をご参照ください。 
機器の製造元は機器のファームウェアの更新を含むパッケージを提供することもあります。

• PharmGuard® Repository（PGR）データベースには、その他のPharmGuard®機器特有のレポートお
よびヘルスシステム相互運用性製品に関する設定情報が含まれます。その他のPharmGuard®機器
特有のレポートおよび相互運用性製品のインストールまたはアップグレードを行う前または行った
直後には、PharmGuard® Repositoryデータベースを必ずバックアップしてください。詳細について
は、PharmGuard® Serverネットワーク管理者にご相談ください。

重要! 有効な実装パッケージは、当該パッケージの機器の種類に相当する全機器によりダウンロードされる
場合があるため、パッケージを実装する前に、まず、パッケージコンテンツを送信し、特定の機器の種類につ
いて妥当性確認することを強く推奨します。

各施設では、パッケージの妥当性確認および実装のためのプロセスを明確に定義し遵守する必要があります。

パッケージのアップロード
1. 資産管理ドロップダウンメニューからパッケージの実装を選択します。以前に実装されたパッケージ

があればすべてリストされます。
2. パッケージの追加をクリックします。
3. 参照をクリックし、パッケージファイルを確認します。 

4. パッケージファイルを選択し、オープンをクリックします。
5. アップロードをクリックします。 

パッケージファイルを読み取られたら、パッケージに関する情報がパッケージテーブルに表示されます。 

グループへのパッケージの実装
1. 資産管理ドロップダウンメニューからパッケージの実装を選択します。以前に実装されたパッケー

ジがあればすべてリストされます。
注：選択した機器のモデルのパッケージの種類と同じ種類の有効なパッケージの実装が既に行われ
ている場合、新しいパッケージの実装前に既存の実装を停止してください。詳細については、実装
の停止（19ページ）を参照してください。

2. 対象パッケージの表示/実装をクリックします。実装パッケージ情報が表示されます。
3. パッケージの情報が正しい場合、実装をクリックして新しいパッケージを実装します。
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4. パッケージ実装のグループを選択します。パッケージは選択したグループの全機器に実装されます。 

5. 実装名を入力して、開始日を指定します。
6. 実装をクリックします。 

パスワードを求める確認ダイアログボックスが表示されます。 

7. 確認のために、ユーザーアカウントパスワードを入力し、続行をクリックします。
パッケージの実装確認後、新しく実装されたパッケージ名が[実装]リストに表示され、[状態]は[有効]
となります。
注：個々の機器がパッケージを受け取る時刻は、機器の医療機器サーバ（MDS）への接続状態、お
よび機器とMDSとの通信間隔により異なります。パッケージ実装に関連付けられた機器それぞれが
パッケージを受け取ったか否かを確認するには、各機器をチェックしてください。 

実装についての追加情報は、パッケージ実装レポートの表示をクリックすると表示できます。このレポ
ートについて詳しくは、パッケージ実装レポート（29ページ）を参照してください。 

注：機器が受け取ったパッケージのアプリケーションは機器のモデルおよびパッケージのコンテン
ツに専用のものです。パッケージのコンテンツを個々の機器に適用する手順および情報について
は、特定の機器および実装パッケージ用の文書を参照してください。

8. パッケージがリストされた.csvファイルをダウンロードするには、リストのダウンロードをクリックし
てください。 

9. 必要に応じてオープンまたは保存を選択します。

実装の停止
パッケージの実装を停止すると、関連付けられた機器に対するパッケージ実装も中止されます。 

注：パッケージ実装を停止する場合、既にパッケージを受け取った機器への変更は行われません。
1. 資産管理ドロップダウンメニューからパッケージの実装を選択します。以前に実装されたパッケー

ジがすべてリストされます。
2. 停止対象の実装パッケージの表示/停止をクリックします。実装の停止ダイアログボックスが表示さ

れます。
3. 停止をクリックします。

パスワードを求める確認ダイアログボックスが表示されます。 

4. 確認のために、ユーザーアカウントパスワードを入力し、続行をクリックします。
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第4章  レポートの作成
PharmGuard® Serverウェブポータルの[レポート作成]ページを用いて以下を表示することができます。

• 管理用レポート。アクティビティトラッキング、資産管理、機器イベント、およびパッケージ実装について
の情報が提供されます。 

• 特定の機器のモデルにインストールされた、機器特有のレポート。
注： 

• 使用可能なレポート機能はユーザーアカウントの権限によって決定されます。ユーザーアカウントおよ
び使用可能な権限に関する情報については、PharmGuard® Serverシステム管理者に問い合わせてくだ
さい。

• 各機器のレポートについて詳しくは、基準の入力ページのレポートヘルプをクリックしてください。

レポート共通のオプション

レポートの印刷
レポートが実行されたら、ローカル接続またはネットワーク上の任意のプリンタに印刷することができます。
注：レポートの印刷を初めて選択する場合、ブラウザのSQL Server Reporting Servicesアドオンのためのクラ
イアント印刷コントロールダイアログボックスが表示されます。設定に応じて、[はい]をクリックしてインスト
ールを確認してください。アドオンのインストール後に、レポートの印刷が有効になります。

1. レポートの上のレポートツールバーにある印刷アイコンをクリックします。 

2. プリンタダイアログボックスから、希望の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： 

• レポート内容によっては、適切に印刷するために横長で印刷する必要があるレポートがあります。プリン
タダイアログボックスを表示して、特定のプリンタに対する印刷を個別設定してください。 

• レポート内容によっては、印刷されるページ数はレポート表示ウィンドウで表示されるページ数より多
いことがあります。

レポートのエクスポート
レポートの実行後、オフラインでの表示などの目的で、種々のファイル形式にエクスポートし保存することが
できます。使用可能なフォーマットは以下に示すとおりです。

• レポートデータ付きのXMLファイル
• CSV（カンマ区切り）
• Adobe® Acrobat®（PDF）
• Microsoft® Excel®

• Microsoft® Word®

1. レポートの上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ます。
2. ドロップダウンリストから希望の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。
3. ファイルのオープンか保存を選択します。ファイルを保存する場合は、ファイルの場所を選択してく

ださい。
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注： 
• XMLとCSVの形式はテキストのみをサポートし、チャート付きのレポートのエクスポートには適していま

せん。さらに、Microsoft® Excel®にエクスポートされたレポートの場合、意図する視覚的結果を得るには
Excel®で手動のフォーマット化が必要な場合があります。

• ご使用中のMicrosoft® SQL Server®のバージョンによっては、65,536行を超えてMicrosoft® Excel®にレポー
トをエクスポートすることはできないため、エラーになることがあります。

• CSVにエクスポートする場合に「合計」の行があると、この行は余分な列として表示されるため、値が各
行に繰り返されることになります。

• システム管理者は、基盤となる報告システムからのエクスポート形式を一部許可しない可能性がありま
す。さらに、PharmGuard® Serverウェブポータルからのレポートのエクスポートには適さないエクスポート
形式がシステム管理者によって有効にされる可能性があります。詳細についてはPharmGuard® Serverの
システム管理者に問い合わせてください。

• PDFに大量のレポートをエクスポートする場合、設定値をレポートのタイムアウトなしにして、SSRSレポー
トマネージャレポートタイムアウト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へのエクスポート時間が30分を上回るレポートの場合
はいずれも、[レポートのタイムアウト]を[レポートのタイムアウトなし]に設定する必要があります。

レポートの保存
レポートの先頭部分にあるマイレポートへの保存ボタンをクリックすると、マイレポートページにレポートが追
加されます。保存した時点で、選択したレポートがマイレポートページに表示され、オプションでホームページ
にも表示されます。レポートをマイレポートに保存する場合、オプションでレポートを別名で保存できます。

1. レポートページの最上段にあるマイレポートへの保存をクリックします。マイレポートへの保存ダイ
アログボックスが表示されます。

2. 以下の情報を確認し、必要があれば編集します。
• 名前を付けて保存：レポート名
• ホームページでの表示
• E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時点で、レポートの実行を反復するようにスケジュールすることができ
ます。日付指定の範囲を設定し毎日、毎週、または毎月、反復実行させることができます。希望の出力形式
を選択し、希望するレポート送付先Eメールアドレスを入力することができます。

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. スケジュールするレポート名をクリックします。

図13

注：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するだけです。
マイレポートの編集ダイアログボックスが表示されます。
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図14

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

図15

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。

管理用レポートについて
PharmGuard® Serverの管理用レポートは以下の4つに分類されます。

• アクティビティトラッキング
• 資産使用
• 機器のイベント履歴
• パッケージの実装

図16

注：レポートウィンドウ内のツールバーオプションを用いて、レポート内容の参照、レポート内のテキスト検
索、レポートのエクスポート、レポートの保存または印刷を行うことができます。
システム管理者向けの注：機器別の資産使用、期間別の資産使用、イベント履歴のトレンド、およびイベ
ント履歴に関するレポートの時間間隔に関する値は、SQLエージェントジョブの「PharmGuardRepository 
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PGR Aggregate Update」により計算され、毎日午前12:15に実行されるよう設定されています。ジョブス
ケジュールを変更するには、次のMicrosoftの記事をご参照ください。「Schedule a Job」：http://msdn.
microsoft.com/en-us/library/ms191439.aspx.

レポートの作成方法
1. レポート作成ドロップダウンメニューから管理用を選択します。
2. レポートのリストから希望のレポートを選択します。
3. レポートの選択基準を入力します。
4. レポート実行をクリックします。

注：必要な場合は、マイレポートへの保存ボタンをクリックします。

アクティビティトラッキングレポート
アクティビティトラッキングレポートについて表2に説明します。表示結果はレポート基準の選択内容に基づ
きます。
表2 アクティビティトラッキングレポート
レポート名 説明
管理上のトラッキングイ
ベント

このレポートでは、テーブルに生じたセキュリティイベントに関する情報付きの管理関連イ
ベントを順番にリストしたものが表示されます。

日時 イベント発生日時（サーバのローカルタイム）。

トラッキングコード このコードはトラッキングイベントの種類を特定するために使用します。コードについて
は、表3を参照してください。

ソース イベントを発生させたアプリケーション名。たとえば、イベントのソースが医療機器サー
バのインスタンスである場合、ソースは「MDS：サーバ名」と表示されます。

メッセージ イベント/コードの詳細な説明。

管理上のトラッキングト
レンド

このレポートには、時間変化とともに発生した管理関連のトラッキングイベントの数や列
グラフ中のイベントのトレンドや分布などが表示されます。

日時 イベント発生日時（サーバのローカルタイム）。
列グラフ イベントの詳細を表示するには、グラフ内の色付きバーをクリックして管理上のトラッキ

ングイベントレポートを開きます。
ユーザー履歴 このレポートは、PharmGuard® Serverウェブポータルユーザーのアクティビティに関する

情報を提供します。
日時 イベント発生日時（サーバのローカルタイム）。
トラッキングコード 履歴イベントの種類の識別に使用する履歴イベント識別コード。コードについては、

表4を参照してください。
ユーザー アクティビティを実行するユーザーのユーザー名。
メッセージ イベント/コードの詳細な説明。

表3 トラッキングイベントコード 
コード トラッキングイベント 
AT003 医療機器の接続失敗 

AT013 医療機器 SSL 接続エラー 

AT021 機器容量警告 

AT022 クライアント容量警告 

AT023 機器容量超過 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms191439.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms191439.aspx
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コード トラッキングイベント 
AT032 メタデータ種類IDが欠落 

AT033 無効な機器モデルの種類 

AT041 応答の送信失敗 

AT042 スレッドの実行失敗 

AT043 ログイン失敗 

AT044 ログイン失敗（ユーザーロック） 

AT045 ログイン成功 

AT046 ログアウト成功 

AT047 パッケージ整合性検査失敗 

AT048 パッケージ適用 

AT049 パッケージの転送 

AT050 新しいパッケージ通知 

AT053 タイム要求失敗 

AT054 パッケージの統計の更新失敗 

AT055 パッケージ整合性検査失敗 

AT056 ユーザーアカウント無効 

AT057 パスワード期限切れ 

AT058 ユーザーアカウントロック 

AT059 新規パッケージのアップロード成功 

AT063 製品ライセンス期限切れ 

AT065 パッケージ要求失敗：要求されたパッケージ未検出 

AT066 パッケージ要求失敗：パッケージデータエラー 

AT067 パッケージ要求失敗：パッケージ要求ハンドラーエラー
AT069 パッケージ情報エラー：要求されたパッケージ未検出 

AT070 パッケージ情報エラー：パッケージ要求ハンドラーエラー 

AT072 アプリケーション要求失敗 

AT073 プラグイン起動失敗 

AT074 プラグイン停止失敗 

AT075 データストア故障 

AT076 内部エラー 

CO001 DataStage更新失敗 

CO002 機器登録失敗 

CO003 メッセージ検証失敗 

CO004 機器メッセージの読み取り要求失敗 

CO005 PGS非互換 

CO006 サポート対象外メタデータの種類 

CO007 PGI Ensembleライセンス有効期限間近 
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コード トラッキングイベント 
CO008 PGI Ensembleライセンス期限切れ 

CO009 内部処理エラー 

CO010 ペイロード送信失敗 

CO011 構成されたHL7接続なし 

CO012 構成されたメッセージの種類なし 

CO013 指定された構成セクションなし 

CO014 予期せぬエラー処理メッセージ 

CO015 保存された状態ファイルは破損しています 

CO016 サーバの前回の実行でクラッシュが検出されました 

CO017 状態データを保存できません 

CO018 状態の回復の試みに失敗しました 

CO019 状態の回復に成功しました 

CO020 既存の注入状態データなしで開始中 

CO021 接続エラー 

CO022 認証構成エラー 

CO023 データストア故障 

CO024 機器のメッセージギャップが検出されました。 

CO025 AMUエラー 

CO026 AMUライブラリが見つかりません 

CO027 ライブラリを読み込めません 

DR001 PDR イベント ETL ジョブ成功 

DR002 PDR イベント ETL ジョブ失敗 

DR003 PDR アーカイブ ETL ジョブ成功 

DR004 PDR アーカイブ ETL ジョブ失敗 

DR005 PDR イベント設定破損
DR006 PDR 無効メッセージ受信 

DR009 PDR 未定義のアラームの種類受信 

DR100 予期せぬエラー 

DR101 予期せぬエラー処理メッセージ 

DR102 データベースアクセスエラー 

DR103 サポート対象外機器の種類 

表4 履歴イベント識別コード
コード 履歴イベント
HC001 ログイン成功 

HC002 ログアウト成功 

HC101 ロール作成済み 

HC102 ロール更新済み 
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HC103 ロール削除済み 

HC151 ユーザー作成済み 

HC152 ユーザー変更済み 

HC154 ユーザーパスワード変更済み 

HC171 パッケージ実装開始済み 

HC174 機器へのパッケージ実装 

HC191 機器グループ追加済み 

HC192 機器グループ変更済み 

HC193 機器グループ削除済み 

HC194 機器グループ割り当て済み 

HC195 機器グループ移動済み 
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資産使用レポート
資産使用レポートについて表5に説明します。表示結果はレポート基準の選択内容に基づきます。
表5 資産使用レポート
レポート名 説明
期間別の資産使用 このレポートには、選択したトレンド間隔に基づく使用中の機器および使用時間につい

ての情報が含まれます。資産の詳細を表示するには、グラフ内の色付きのエリアをク 
リックして、機器別の資産使用レポートを開いてください。

日 機器使用日。

使用中の機器 使用中の機器数の月別表示。

使用時間 機器使用時間の月別表示。

機器別の資産使用 このレポートには機器とイベントに関する情報が含まれます。情報はグループと施設に 
よって分類されます。

機器の種類 機器の種類。
シリアル番号 機器のシリアル番号。
グループ 機器に関連付けられたグループ。 

施設 システム構成に応じて、アクセスポイント、IP範囲、またはRTLSに基づく機器や機器イベ
ントに関連付けられた施設の名前。

使用時間 過去30日、60日、90日、180日および360日間の使用時間の表示。
資産グループ このレポートには各機器のグループに関する情報が含まれ、機器の種類別にグループ分

けされています。
機器の種類 機器の種類。
グループ 機器に関連付けられたグループ。 

シリアル番号 機器のシリアル番号。
資産ID 機器に関連付けられた資産ID。
ライブラリ 機器が使用するライブラリ。
リビジョン ライブラリリビジョン。
最終通信 機器との最終通信日時。
施設 システム構成に応じて、アクセスポイント、IP範囲、またはRTLSに基づく機器や機器イベ

ントに関連付けられた施設の名前。
場所 機器に関連付けられた場所。
AP名 機器に関連付けられた場合のワイヤレスアクセスポイント名。

資産グループ履歴 このレポートには、機器の種類別の機器についての情報、および定められた期間内に機
器が属していたグループの情報が含まれます。

機器の種類 機器の種類。
グループ 機器に関連付けられたグループ。 

開始 サーバローカルタイムでの開始日時。
終了 サーバローカルタイムでの終了日時。

施設別資産 このレポートには、各機器の種類の情報が含まれており、列グラフ内およびテーブル形
式で施設別にグループ分けされています。

機器の種類 機器の種類。
機器数 機器の種類別の施設用の機器数。
施設 システム構成に応じて、アクセスポイント、IP範囲、またはRTLSに基づく機器や機器イベ

ントに関連付けられた施設の名前。
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機器イベント履歴レポート
機器イベント履歴レポートについて表6に説明します。表示結果はレポート基準の選択内容に基づきます。
表6 機器イベント履歴レポート
レポート名 説明
イベント履歴 このレポートには、選択したトレンド間隔に基づく使用中の機器および使用時間について

の情報が含まれます。資産の詳細を表示するには、グラフ内の色付きのエリアをクリック
して、機器別の資産使用レポートを開いてください。

機器の種類 機器の種類。

シリアル番号 機器のシリアル番号。

資産ID 機器の資産ID。

日時 機器イベントが発生した日時（機器に設定による）。

クラス 機器に関連付けられたイベントクラス。

トリガ イベントトリガの機器の種類（例：更新）。

メッセージ 機器に生じたイベントの説明。

イベントデータ イベントに関する追加情報。

施設 システム構成に応じて、アクセスポイント、IP範囲、またはRTLSに基づく機器や機器イベン
トに関連付けられた施設の名前。

場所 機器に関連付けられた場所。

AP名 機器に関連付けられたワイヤレスアクセスポイント名。

イベント履歴のトレンド このレポートには、機器イベントのトレンドおよび列グラフ内の分布に関する情報が含ま
れます。指定した期間内に発生した、イベントクラス別にグループ分けされた機器関連イ
ベント数が示されます。

機器の種類 機器の種類。
イベント数 イベントの数。
イベントクラス グラフには、選択したイベントクラス（アラーム、障害、保守、電源、テレメトリ、治療、ま

たは治療変更）が含まれます。 

機器保守 このレポートには、機器上で行われた保守に関する情報および機器に適用されたパッ 
ケージに関する情報が含まれます。 

機器の種類 機器の種類。
シリアル番号 機器のシリアル番号。
資産ID 機器に関連付けられた資産ID。
IPアドレス 機器のIPアドレス。
MACアドレス 機器のMACアドレス。
予防保守日 機器に設定された予防保守の予定日時。この日付を過ぎると、日付が赤字で表示され、

「保守期日超過」と表示されます。
アプリケーション 機器上で現在稼働中のソフトウェアの機器の種類（機器によって定義されたもの）。
バージョン アプリケーションのバージョン。
名前 .cfwファイル名。
リビジョン ファイルリビジョン。
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レポート名 説明
施設 システム構成に応じて、アクセスポイント、IP範囲、またはRTLSに基づく機器や機器イベン

トに関連付けられた施設の名前。
場所 機器に関連付けられた場所。
AP名 機器に関連付けられたワイヤレスアクセスポイント。

障害合計サマリ このレポートには、機器の種類によってグループ分けされた障害タイプおよびイベント総
数に関する情報が含まれます。

機器の種類 機器の種類。
シリアル番号 機器のシリアル番号。
資産ID 機器の資産ID。
イベント数 機器の特定障害の種類に関連するイベントの総数。
障害の種類 障害に関連付けられた機器特有のメッセージ。
施設 システム構成に応じて、アクセスポイント、IP範囲、またはRTLSに基づく機器や機器イベン

トに関連付けられた施設の名前。
場所 機器に関連付けられた場所。
AP名 機器に関連付けられたワイヤレスアクセスポイント名。

パッケージ実装レポート
パッケージ実装レポートについて表7に説明します。表示結果はレポート基準の選択内容に基づきます。
表7 パッケージ実装レポート
レポート名 説明
パッケージの実装 このレポートには実装済みのパッケージに関する情報が含まれます。レポートは機器の種

類別にグループ分けされています。
機器の種類 機器の種類。

種類 実装の種類（例：ファームウェア）。

バージョン パッケージのバージョン。

リビジョン パッケージリビジョン。

シリアル番号 機器のシリアル番号。

資産ID 機器に関連付けられた資産ID。

通知 通知の日時。

転送開始 転送が開始した日時。

転送終了 転送が終了した日時。

適用済み 実装されたパッケージが適用された日時。

施設 システム構成に応じて、アクセスポイント、IP範囲、またはRTLSに基づく機器や機器イベン
トに関連付けられた施設の名前。

場所 機器に関連付けられた場所。

AP名 機器に関連付けられたワイヤレスアクセスポイント。
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機器特有のレポートの作成
PharmGuard® Serverで使用可能な機器レポートについて詳しくは、PharmGuard® Device Reportsユーザー
ガイドまたは用意されているオンラインヘルプをご参照ください。

1. ホームページのメニューバーからレポート作成を選択します。[レポート作成]ページが表示されます。
2. 希望の機器レポート集を選択して使用可能なレポートのリストを表示します。
3. レポート名をクリックします。
4. 希望するレポート基準を入力します。
5. レポート実行ボタンをクリックします。 

注：選択されたレポート基準に当てはまるデータがない場合、レポート実行ボタンは表示されませ
ん。適切な期間または他のレポート基準を選択して、レポート実行ボタンを表示させます。

6. 必要に応じて、印刷またはエクスポートオプションを選択します。 
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第5章  システムタスクの管理
PharmGuard® Server システム管理者（および適切なロール/権限を与えられたその他のユーザー）は、 
システムサポートページにアクセスして、以下のタスクを行うことができます。

• PharmGuard® Serverライセンスのインストール（31ページ参照）。
• サーバ設定の管理（32ページ参照）。
• ワイヤレスアクセスポイントに関連付ける施設の作成（32ページ参照）。
• ワイヤレスアクセスポイントのための名前の割り当ておよび場所の指示（33ページ参照）。
• パスワードポリシーの管理（34ページ参照）。
• LDAPサーバおよびユーザー属性の設定（35ページ参照）。
• ユーザーの作成および管理（36ページ参照）。
• ユーザーロールおよびシステムアクセス権の作成と管理（36ページ参照）。

注：PharmGuard® Device Reports（PDR）製品またはPharmGuard® Interoperability（PGI）製品のインストー
ルまたはアップグレードを行う前または行った直後には、PharmGuard® Repository（PGR）データベースを
必ずバックアップするというベストプラクティス手順に従ってください。特定の手順については、データベー
ス管理者に相談してください。

PharmGuard® System Serverライセンスのインストール
PharmGuard® Serverシステム用のライセンスファイルはSmiths Medicalから入手し、PharmGuard® Serverを
使用する前にPharmGuard® Serverポータルからインストールする必要があります。

• このライセンスでは、PharmGuard® Serverシステムと通信する機器の指定された数（ライセンスの決定
どおり）が許可されます。 

• 本ライセンスには、有効になるPharmGuard® Serverシステムコンポーネントおよび機能が規定されます。 

1. システムサポートドロップダウンメニューからライセンスを選択します。
2. 新規インストールをクリックします。
3. [新規ライセンスのインストール]ダイアログボックスが表示されます。参照をクリックします。
4. [アップロード対象ファイルの選択]ダイアログボックス内にライセンスファイル（*.xlic）を確認し選択

した後、オープンをクリックします。
選択したライセンスファイルへのパスが表示されます。 

5. アップロードをクリックします。
ライセンスが有効な場合、ライセンスに関する情報および関連するサーバ機能が示されます。

6. インストールをクリックします。 

7. インストールを確認するよう指示されたら、OKをクリックします。
注：ライセンスをインストールした後に、WindowsコントロールパネルのInternet Information Services（IIS）
マネージャーを使用してInternet Information Services（IIS）サービスを起動（または再起動）する必要があ
ります。この操作はPharmGuard®システムウェブアプリケーションが稼働するシステム上で行う必要があ
ります。
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施設とアクセスポイントの管理
施設とアクセスポイントページで、システム管理者は以下のタスクを行うことができます。

• 機器によって使用中のワイヤレスアクセスポイントへの名前の割り当て。
• 施設への名前の割り当て。
• 施設とアクセスポイントとの関連付け。
• アクセスポイントの場所の説明の記載（オプション）。

注：この情報と特定のワイヤレスアクセスポイントのMACアドレスを関連付けることによって、アクセスポイ
ント情報を含む意味のわかる情報をレポートに掲載することができます。報告する目的でこの情報を提供
することは有用ですが、機器のアクセスポイントの設定や使用の目的には不要です。

施設の管理
記述的な施設識別子を用いて、ワイヤレスアクセスポイントとの関連またはIPアドレス範囲との関連がわか
るようにします。施設とアクセスポイントページには、PharmGuard® Serverウェブポータルでこれまで追加
された施設識別子のリストが表示されます。 

施設とアクセスポイントページを用いて、施設情報の追加、変更、または削除を行います。
1. システムサポートドロップダウンメニューから施設とアクセスポイントを選択します。

新しい施設の追加（アクセスポイント機能を有効化し、リアルタイム位置情報サービスまたは場
所別）
a. 施設の追加をクリックします。
b. 施設名を入力します。
c. 保存をクリックします。

新しい施設の追加（IPロケーション機能を有効化し、施設別）
a. 施設の追加をクリックします。
b. 新しい施設に関する以下の情報を入力します。
 施設： IPアドレス範囲に関連付ける施設を選択します。  

 開始IPアドレス：  終了IPアドレスより小さく有効なIPv4またはIPv6 IPアドレスを入力します。
 終了IPアドレス：  開始IPアドレスより大きく有効なIPv4またはIPv6 IPアドレスを入力します。 

 場所：（オプション）施設の場所を入力します。
c. 保存をクリックします。

施設の削除
注：施設が任意のアクセスポイントまたはポンプイベントデータに関連付けられていると、施設は削除
することができません。
a. 削除対象の施設のチェックボックスを選択し削除します。
b. 削除をクリックします。 

c. 確認メッセージが表示されたら、OKをクリックします。
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アクセスポイントの管理
施設とアクセスポイントページを用いて、アクセスポイントの追加、インポート、変更、または削除を行います。

1. システムサポートドロップダウンメニューから施設とアクセスポイントを選択します。

新しいアクセスポイントの追加
a. アクセスポイントの追加をクリックします。

図17

b. 新しいアクセスポイントに関する以下の情報を入力します。
MACアドレス：アクセスポイント用にMACアドレスを次の形式（XX:XX:XX:XX:XX:XX）で入力します。 
MACアドレスには16進文字のみが使用できます[0～9、a～f、A～F]。アクセスポイントのMACアドレ
スは、ご使用中のアクセスポイントのハードウェアまたはソフトウェアのいずれかの場所に記載さ
れています。さらに詳しくは、アクセスポイントのハードウェアに付属の情報を参照してください。
AP名：アクセスポイント名を入力します。
施設：アクセスポイントに関連付ける施設を選択します。施設の追加について詳しくは、新し
い施設の追加（アクセスポイント機能を有効化し、リアルタイム位置情報サービスまたは場所
別）（32ページ）を参照してください。
APの場所：（オプション）アクセスポイントが存在する場所名を入力します。

c. 保存をクリックします。

既存のアクセスポイントの情報の変更
a. アクセスポイントテーブルがまだ表示されていない場合は、アクセスポイントをクリックして表

示させます。
b. 変更対象のアクセスポイント名をクリックします。
c. 必要に応じて、AP名、施設、およびAPの場所フィールドを変更します。 

d. 保存をクリックします。

アクセスポイントの削除
a. [システムサポート]ドロップダウンメニューから施設とアクセスポイントを選択します。
b. アクセスポイントエリア内の削除対象のアクセスポイントの位置を確認して、チェックボックスを

選択した後、削除をクリックします。
c. アクセスポイント削除の確認メッセージが表示されたら、削除をクリックします。
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アクセスポイントのインポート
アクセスポイント情報を含むカンマ区切り（.csv）ファイルをインポートすることで複数のアクセスポイントを
追加できます。アクセスポイントをインポートする前に、.csvファイルに含まれる施設識別子すべてが、施設
とアクセスポイントページの[施設]セクションに追加されていることを確認してください。
注：インポートファイルには、アクセスポイントの十分な説明に必要な特性すべてを表すヘッダー行がなけ
ればなりません。csvのヘッダーは次のとおりでなければなりません。「MAC,Name,Facility,Location」各アク
セスポイントについて、.csvファイルはカンマによって区切られた以下の入力を含まなければなりません。

[MACAddress],[AccessPointName],[Facility],[Location]

.csvファイル内のアクセスポイント情報のインポート
1. システムサポートドロップダウンメニューから施設とアクセスポイントを選択します。
2. インポートをクリックします。
3. 参照をクリックします。
4. アップロード対象ファイルの選択ダイアログボックスでアクセスポイントソース（.csv）ファイルを確認

し選択した後、オープンをクリックします。
5. アップロードをクリックします。

注：.csvファイルにエラーがあると、エラーメッセージが表示され、アクセスポイントはインポートさ
れません。エラーがない場合、アクセスポイントは追加され、アクセスポイントテーブルに新しいアク
セスポイントがリストされます。

SMTPサーバの設定
システムサポートページのシステム保守セクションで使用可能なツールを用いると、PharmGuard® Serverシ
ステム管理者は、PharmGuard® ServerウェブポータルのSMTPサーバ設定を更新することができます。 

1. [システムサポート]ドロップダウンメニューからSMTPサーバを選択します。

図18

2. 適宜、SMTPサーバ設定を変更します。
3. 接続のテストをクリックします。

パスワードポリシーの設定
[システムサポート]ページの認証セクションで使用可能なツールを用いると、PharmGuard® Serverシステム
管理者は、PharmGuard® Serverウェブポータルのユーザーに適用されるパスワードポリシーを設定するこ
とができます。 

1. システムサポートドロップダウンメニューからローカルパスワードポリシーを選択します。現在のパス
ワードポリシー設定が表示されます。
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図19

2. 必要に応じて、パスワードポリシーを設定します。パスワードポリシー設定の説明については、付属
書A  パスワードポリシーの設定（39ページ）を参照してください。
注：パスワードポリシー設定をすべてデフォルトに設定するには、デフォルトにリセットをクリックしてくだ
さい。

3. 保存をクリックします。

LDAPサーバおよびユーザー属性の設定
PharmGuard® Serverシステム管理者はPharmGuard® ServerウェブポータルのためのLDAPサーバの設定を行
うことができます。

LDAPサーバの設定
1. [システムサポート]ドロップダウンメニューからLDAP設定を選択します。

図20

2. LDAPログインの有効化を選択して、システムのLDAPログインを有効にします。
3. LDAPサーバのサーバ名またはIPアドレスを入力します。
4. LDAPサーバのポートを入力します。デフォルトは389です。
5. セキュリティの種類を選択します。デフォルトは[なし]です。
6. LDAPサーバにバインドDNを入力します（例：ou=testing）。 

注：DN記載のための構文はご使用中のLDAPサーバによって異なります。
7. バインドパスワードを入力します。
8. 応答タイムアウトを入力します。これは、システムがLDAPサーバからの応答を待つ時間（単位：秒）

を示します。デフォルト値は5秒です。
9. 接続のテストをクリックして、サーバの接続確認をします。

10. LDAPサーバへのユーザー属性の入力を続けます。 

注：LDAPユーザーは少なくとも1つのロールに割り当てられなければなりません。ユーザーの実際の
設定はLDAPサーバ上で行われます。
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LDAPユーザー属性の設定
1. LDAPサーバに、ベースDNを入力し、LDAPサーバ上のLDAPユーザーの所在地を特定します。 

注：DN記載のための構文はご使用中のLDAPサーバによって異なります。
2. 以下の属性を入力します。

• ユーザー名
• 名
• ミドルネーム
• 姓
• Eメールアドレス

3. 保存をクリックします。

ユーザーの管理
PharmGuard® Serverシステム管理者は、PharmGuard® Serverウェブポータルのローカルユーザーアカウント
およびLDAPユーザーアカウントの作成および変更を行うことができます。

新しいローカルユーザーアカウントの作成
1. システムサポートドロップダウンメニューからユーザーを選択します。ユーザーアカウントの現在のリ

ストが表示されます。 

2. 追加をクリックし、ローカルユーザーを選択します。

図21

3. 新しいユーザーの場合は、以下のフィールドに入力します。
ユーザー名、名、ミドルネーム、姓、Eメールアドレス、パスワード、パスワードの確認（パスワードは大
文字小文字を区別します）

4. 状態（有効化、無効化、またはロック）を入力します。
5. ユーザーアカウントセキュリティポリシーの適切なチェックボックスをクリックします。

次回ログオンでのパスワード変更要求：PharmGuard® Serverウェブポータルへの初回ログイン後に、
パスワードを変更することをユーザーに要求する場合は、このオプションを選択します。
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アカウントロックアウトの無効化：ユーザーが連続してログイン試行に失敗しても、ロックアウトした
くない場合は、このオプションを選択します。
パスワード失効の無効化：現在のパスワードが絶対に失効しないことを指定する場合は、このオプ
ションを選択します。このオプションにより、対象ユーザーアカウントに対するシステムパスワードポ
リシー設定は上書きされます。

6. ロールリスト中で、少なくとも1つのセキュリティロールをクリックして選択し、ユーザーに割り当てま
す（適切なロールが作成されていない場合は、ユーザーアカウントを変更して後でロールの割り当て
の追加または変更を行ってください）。

7. 保存をクリックします。

ロールの管理
PharmGuard® Serverシステム管理者はPharmGuard® Serverウェブポータルのロールの作成および管理を行
うことができます。これらのロールを特定ユーザーアカウントに適用すると、ユーザーのアクセスや使用が可
能なエリアおよび機能を定めることができます。 

PharmGuard® Serverには、インストール時にあらかじめ定義されたいくつかのデフォルトのロールが作成さ
れています。PharmGuard® Serverシステム管理者は、このデフォルトのロールを評価し、デフォルトのロー
ルおよび割り当てられたアクセス権をそのまま用いるか、変更するか、完全に削除するか否かを判断する
必要があります。

ロールの作成
1. システムサポートドロップダウンメニューからロールを選択します。ロールの現在のリストが表示さ

れます。 

2. ロールの追加をクリックします。

図22

3. 以下を入力します。
ロール：ロール名。
説明：このロールの目的の説明を入力します。
このロールに割り当てられたメンバー：必要であれば、新しいロールを適用するユーザーアカウント
をクリックして選択します。

4. ロール権限の表示/編集をクリックして、新しいロールに必要なシステムリソースアクセス権（読み取
り、書き込み、作成、削除、フルコントロール）を割り当てます。 

5. 目的のアプリケーション名をクリックして、当該アプリケーションの項目または機能へのアクセス権
を割り当てます。
まだ表示されていなければ、分類をクリックして、サブ分類を展開し、アクセス権を割り当てます。
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たとえば、管理用レポート分類の全レポートに読み取り、書き込み、作成、および削除のアクセス権を
割り当てるには、列ヘッダーのすべてのチェックボックスを選択してください。 

図23

6. 保存をクリックします。

ロールの変更
1. システムサポートドロップダウンメニューからロールを選択します。現在のロールのリストが表示さ

れます（ロールリストが広範囲に及ぶ場合は、フィルタを用いるとロールをすばやく確認することが
できます）。 

2. ロール列で、変更対象のロールを確認しクリックしてください。
3. 必要な場合は、ロールの名前および説明を変更します。
4. 当該ロールのメンバーを追加または削除します。 

5. ロール権限の表示/編集をクリックして、ロールの権限を編集します。
6. 保存をクリックします。

ロールの削除
メンバーがロールに割り当てられる場合、ロールは削除することができません。まず、ロールを編集して全メ
ンバーを削除します。管理ロールは削除できません。

1. システムサポートドロップダウンメニューからロールを選択します。 

2. ロールの隣のチェックボックスをクリックします。
3. 削除をクリックします。
4. 確認ダイアログボックスが表示されたら、削除をクリックして削除を確認してください。
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付属書A  パスワードポリシーの設定
表8 パスワードポリシーの設定

ポリシー 説明 デフォルト
パスワードフォーマット化
大文字および小文字を含む必
要あり

パスワードには大文字と小文字の両方が必要か否
かを指定します。

デフォルトは[無効化]（チェッ
クなし）です。

少なくとも1つの記号を含む必
要あり

パスワードには少なくとも1つの記号が含まなけれ
ばならないことを指定します。

英数字を含む必要あり パスワードには英字と数字の両方を含まなければ
ならないことを指定します。

パスワード長

最小パスワード長
パスワードの最小許容文字数。この値は4～99の範
囲内で、最大パスワード長の入力値以下でなけれ
ばなりません。

デフォルト設定値は4文字です。

最大パスワード長
パスワードの最大許容文字数。このオプションの値
は4～99の範囲内で、最小パスワード長の入力値以
上でなければなりません。

このオプションのデフォルト設
定値は50文字です。 

パスワードロック

試行失敗回数後のアカウント
のロック

アカウントがロックされる前に、ユーザーがシステ
ムにアクセスできなくなり、ログイン試行が失敗す
る回数。このオプションの値は0～99の範囲内でな
ければなりません。 

デフォルト設定は「0（ゼロ）」
で、ログイン試行失敗が原因
で、ユーザーアカウントがロッ
クされないことを示します。

パスワードの最大記憶数

1人のユーザーのためにシステムが保持するパス 
ワードの最大数。パスワードを変更する場合、ユー
ザーはシステムが保持するパスワードを再使用する
ことはできません。このオプションの値は1～99の
範囲内でなければなりません。 

デフォルト設定値は1です。

パスワードの有効期限

パスワードの失効までの日数

パスワードが失効して新しいパスワードを選択する
よう指示されるまでに、ユーザーがパスワードを使
用できる日数。このオプションの値は0～365の範囲
内でなければなりません。 

デフォルト設定は「0（ゼロ）」
で、パスワードの有効期限はあ
りません。

パスワード失効の警告表示ま
での日数

パスワードの有効期限が入力された場合、ユーザー
のパスワード失効日前に、システムがパスワード失
効警告メッセージを表示し始める日数の指定。この
オプションの値は0～364の範囲内でなければなり
ません。

デフォルト設定値は5日です。
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