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米国合同委員会(2011年)の要求要素すべてを印刷*
ISO26825、ASTM4774規格、ASA基準に適合

™

*NPSG.03.04.01 が要求する場合、希釈度と希釈液名も印刷

薬の名前

概要
コドニックスのセーフラベルシステム（SLS500i）は、複数の規格に準拠したラベル
をプリントする最新のソリューションです。手術室での麻酔投薬をはじめシリンジ
のラベルを準備し、使用する場面において、安全性と効率を高めます。この先進的な
システムは、シリンジに麻酔薬を準備するワークフローを大幅に改善します。SLS500i
で薬品のバーコードをスキャンすると、薬剤名、薬剤濃度を画面に表示し、同時に音声
でも読み上げます。音声が出ることで周囲の複数のスタッフも聞くことができるので、
手術室という環境での安全性向上に有用です。このシステムで印刷したフルカラー
ラベルは、米国麻酔科学会（ASA）のカラーガイドライン、米国合同委員会(TJC）
の示す米国患者安全のために要求される内容に準拠しています。また、ラベルに
あるすべての情報は、ラベル上の二次元バーコードに記録されています。これをスキ
ャンすることで、麻酔記録システム（AIMS）やその他の病院情報システム（HIS）と
の連携も可能です。

薬を準備した日時
薬の有効期日
（時刻）

よくあるエラー

コドニックスSLS500iのソリューション

１. 薬品の取り違え

SLS500iで薬剤ビンをスキャンし、
印刷する前に確認

2. ラベルの書き間違い・
貼り間違い

SLS500iは、印刷後にラベルが正しい
ことを確認

3. 注射器の取り違え

投与前にシリンジをスキャンすると、
選択したシリンジの薬剤名がSLSの
ディスプレイに表示、確認

薬の濃度

ミダゾラム

麻酔投薬の安全性向上
早く、正確に仕上げることが求められるという状況下での作業、情報量に大幅な制限
のある手書きラベルでは、麻酔科の先生が一目で薬剤の判別をするのが難しく、シリ
ンジに間違ったラベルを貼付したり、間違って記載してしまう可能性を作ってしまう
ことにもなりかねません。コドニックスのセーフラベルシステム（SLS500i）は、
ヒューマンエラー排除の一助となることは間違いありません。バーコードの読み取
りから始まるワークフローは自動化されているので、手術室でのもっとも起こりや
すい以下の3つのエラー要因をダブルチェックで大幅に減らします。

薬を準備した人の
イニシャルやコード番号

保存料不使用
準備日時: 04/02/2011 15:42
有効期限: 04/03/2011 15:42

準備者:ST

1 mg/mL

フルマゼニル

Preservative Free

準備日時：04/05/2011 10:38
有効期限：04/06/2011 10:38

*DILUTION*

フェンタニル
準備者：HM

準備日時：04/02/2011 12:53
有効期限：04/03/2011 12:53

50 mcg/mL

サクシニールコリン

麻痺薬剤
準備日時：04/08/2011 15:42
有効期限：04/09/2011 15:42

準備者：GE

20 mg/mL

エピネフリン

保存料不使用
準備日時：04/05/2011 17:44
有効期限：04/06/2011 17:44

希釈

生理的食塩水
準備者：KS

1 mg/mL

0.1 mg/mL

ナロキソン

Preservative Free
準備日時：04/08/2011 12:11
有効期限：04/09/2011 12:11

*DILUTION*

Saline

準備者：MK

Saline
準備者：IM

0.4 mg/mL

ネオスチグミン

Preservative Free
準備日時：04/04/2011 18:28
有効期限：04/05/2011 18:28

*DILUTION*

Saline
準備者：HI

1 mg/mL

ニトログリセリン

Preservative
Free
Preservative
100, 200, 400 Free
準備日時：04/22/2011 15:42
有効期限：04/23/2011 15:42

希釈

生理食塩水
準備者：YO

5 mg/mL

さらなる安全性向上のための特徴：
・ 薬剤名と濃度を画面だけでなく、音声でも確認
・ 使用禁止薬剤を、画面と音声の両方でアナウンス
・ 病院固有の使用薬剤を登録が可能(オプション機能)
・ 使用期限を自動計算して印刷
AIMS（麻酔記録システム）に連携することで以下のことも可能になります：
・ それぞれのシリンジがどの患者用なのかを表示
・ 使用期限（時刻）を過ぎた薬剤の警告
・ すでに他の患者に使用したシリンジであることを警告
・ 患者のアレルギーや他の薬剤との相互作用による副作用について警告

特徴と利点
・ TJC(米国合同委員会)の基準、ASA(米国麻酔科学会) のガイドラインに準拠しています。
・ SLS500iの薬剤ラベルは、ISO26825およびASTM4774規格の定義によるすべての薬剤
クラスガイドライン（カラーリング）に準拠した内容を表示しています。
・ 単体での使用に限らず、AIMS(麻酔記録システム)のワークフローやシステムの
一環として賜与できる機能を搭載しています。

リドカイン

保存料不使用
準備日時: 04/22/2011 17:46
有効期限: 04/23/2011 17:46

生理的食塩水
準備者:KH

1%

希釈

プロメタジン

保存料不使用
準備日時: 04/07/2011 12:22
有効期限: 04/08/2011 12:22

希釈

生理食塩水
準備者:AO

25 mg/mL

アトロピン

保存料不使用
準備日時: 04/04/2011 15:42
有効期限: 04/05/2011 15:42

準備者: AM

0.4 mg/mL

プロタミン

Preservative Free
Saline
準備日時：04/05/2011 10:38 準備者：RYO
有効期限：04/06/2011 10:38

*DILUTION*

10 mg/mL

メペリジン−プロメタジン
準備日時: 04/10/2011 11:38
有効期限: 04/11/2011 11:38

準備者：ADM
25 mg/mL

Sponsoring Donor

Corporate Member

・麻酔記録システムのための2 次元
バーコードを自動プリント

仕様
システム：

タッチスクリーン内蔵コンピュータ、
2Dバーコードスキャナー、カラーインクジェットプリンター、
オーディオフィードバック、ネットワークインターフェイス対応
電源：
(ユニバーサルインプット）100-240 VAC, 50/60 Hz
外形寸法：
幅26.5cm 奥行き39.8cm 高さ41.4cm
重量：
6.6kg
薬事（米国)：
FDA 510(k) K101439, Class II 承認
MDD CE, GMP/QSR, ISO13485: 2003 Safety IEC/EN
60601-1 and EMC/EMI (EN 55011(A), and EN
60601-1-2 for Healthcare Facilities
読み取り可能なバーコード： GS1 DataBar Limited (RSS Limited), GS1 DataBar
Stacked (RSS-14 Stacked), UPC-A
書き込み可能なバーコード： Data Matrix

Call Codonics today at (03) 5730-2297 or visit
www.codonics.co.jp for more information.
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