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【は じめに】
現在､医療現場 への コンピュー タ導入により､
医療情報 を電子化 し活用す ることによ りさまざま
な成果 を生んでい る｡今回､我 々は市販データベ
ースソフ トを用い透析業務支援データベー スを構
築 ･業務 に導入 し､患者情報の共有化 ･業務の効
率化 ･
安全性の向上が図れたので ここに報告す る｡
【目的】
患者情報の共有化 ･業務の効率化 ･安全性の向
上 を 目的 に構築 し､対象 と した業務は患者 情報管
理･
透析記録用紙 ･
抗凝固剤作成業務 に活用 した｡
データベース導入前の患者情報管理は紙媒 体の各
患者 フ ァイルで管理 し分散化 してお り､患者情報
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を確認す るにもフ ァイルを探 し出す必要が あった｡
透析記録用紙の準備については印刷業者に委託 し

図 2は患者情報入力画面で登録 ･編集は宕講師が

た用紙 を使い前回の記録用紙を参照 し､該 当患者

行 ってお り誤入力防止 と して入力後 は看護師 2人

の氏名 ･透析条件等を書 き写 し事前 に用意 してい

での確認 を してい る｡

た｡そのため転記 ミスもあ り ドライウェイ トの誤
転記 による除水計算 ミスもあった｡
又､抗凝固剤作成 は各患者の抗凝固剤調整 条件 を
記載 した表 を基 に調整 し､ シ リンジには氏名のみ
マジ ックインクで記載 していた｡ これ らの業務は
患者数増加 によ り煩雑 にな りやす く改善の必要性
があ った｡
【方法】
デ‑ タベースは タラ リス社データベース ソフ ト
『フ ァイルメーカー Pr
o5.
0』を用 い平成 15年度
よ り業務 に導入 し､翌年院内に電子 カルテシステ
ムが導入 したが本機能は含 まれなか ったため継続
使用 し機能拡張 ･
見直 しを行い現在 に至 っている｡
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図 1は本データベ ースのメインメニ ューであ る｡

入力項 目は患者氏名等のプロフィール ･透析条件

セキ ュリテ ィー対策 としてパスワー ド照合後､閲

等がある｡ データ登録は 自動入力機能やプルダウ

覧 ･編集が可能 とな り､画面上のボタンを クリッ

ンメニューを多 くし､ ク リックで簡単に登録出来

クす る事 によ り各機能に進めるようになってい る｡

るように した｡それ によ りパ ソコン操作 に不慣れ
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なスタッフも問題 な く使用で きた｡

〒399･
1
401

波田総合病院

腎 ･透析センター

‑1
8‑

図5
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図 3は透析記寿用紙作成 ･抗擬固剤用作成時 に使

より看護計画が立案できる機能や患者デー タを基

用す る貼付 ラベルを印刷す る画面 で透析の曜 日 ･

に各種一覧表 も印刷 され るように し業務 に活用 し

クール別 のボタンをク リックす ることによ り該当

てい る｡

者 の透析記録用紙 ･抗凝 固剤貼付 ラベルが一括印

【結果】

刷 され る｡

①患者情報が一括管理 され閲覧 ･編集が容易 にな
った｡
②透析記錠用紙 ･抗凝固剤作成業務の手順 が簡便
化 し労力が軽減 した｡
③透析記録用紙の準備にかかる時間が患者数 20
名 に対 して約 30分間の短縮 とな った｡
④透析記鋸用紙の手車 きによる転記作業がな くな
りそれ に基づ くミスが無 くな った｡
⑤抗凝固剤シ リンジにラベルを貼付す ることによ
り調整後 も内容の確認が可能 とな った｡
【考察】
データベース導入 によ り､患者情報が一括管理
され情報が共有化 された｡透析記録用紙 ･抗凝固
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剤作成 については手順が簡便化 されたことによ り､

図 4は印刷 された透析記録用紙で以前 は手書 き転

作業時間の短縮 ･労力が軽減 し業務が効率化 され

記 していた透析条件全 1
0項 目が 自動転記 されて

又､手書 きによる転記が無 くな り安全性 も向上 し

い る｡

たと思われ る｡

図 5は印刷 された抗凝固剤貼付ラベル と抗凝固剤
シ リンジで貼付 ラベルには抗凝固剤の種塀､抗凝

【結語】
今回､市販 データベースを用 い独 自でデータベ

固剤量 ･希釈液量が印字 され る｡

ースを構築す ることによ り当院 に合 ったデータベ

抗凝固剤作成者はこれをシ リンジに姑付 し､内容

ースが作成できた｡又､業務 に導入 した結果､業務

を確認 しなが らの調整 とな った｡又､調整前 には

の効率化 ･安全性の向上が図 られた｡

安全対策 として電子 カルテ内の医師オーダとの照

今後は械能の見直 し及び機能拡張 を行い､看護業

合 を去務づけている｡ しか しこの業務は､医師入

務に役立ててい きたい｡

力が反映 され る電子 カルテシステムの適用による
当院薬局での調整が妥当 と考え､薬剤師の協力 も
得て来年度 よ り移行す る予定であ る｡ その他､看
護 問題 リス トか ら対象問題 をク リックす ることに
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