
 

Substance Abuse: 

薬物乱用 

The Substance Abuse module is designed to manage your program in an efficient and 

cost effective manner. It decreases the administrative burden of your drug and 

alcohol testing program while providing a template for accepted industry practices 

and federal testing guidelines to improve data consistency and minimize the time 

spent entering and management data. 

薬物乱用モジュールは、効率的で費用対効果が良い方法により、プログラムを管理するように設計さ

れています。 薬物やアルコールテストプログラムの事務的処理の負担を軽減し、受け入れられた産

業習慣やと連邦政府のテストガイドラインの為のデータの一貫性を改良し、データ管理や入力に費や

す時間を少なくするよう改良されています。 

The major components of the Substance Abuse module include: 



薬物乱用モジュールの主要コンポーネントは以下の通りです: 

•   Pool Assignment Engine  

•  任命配置層エンジン 

•   Random Selection Engine  

•  ランダム・セレクションエンジン 

•   Scheduling  

•  スケジューリング 

•   Test Panel Result Tracking  

•  テストパネル結果の追跡 

Pool Assignment Engine 

Pool Assignmentエンジン 

The Substance Abuse module utilizes user-defined criteria to automatically select and 

remove personnel form testing pools. 

薬物乱用モジュールは、薬物乱用者として定義された評価基準を利用して自動的に各自のテストプー

ルフォームを選択し又削除を行います。 

      Complete histories are tracked  

• 全記録の追跡 

•   Pools are generated for individuals or for a site/location  

•  プールは個人か現場を対象にして発生します。 

•   Pools can consist of employees, contractors, labor unions, etc.  

•  プールは従業員、契約者、労働組合等から構成されます。 

Random Selection Engine 

ランダム・セレクションエンジン 

The application uses approved methodology to randomly select individuals for testing. 

The percentage to be selected is automatically adjusted as required by a change in 

pool size. Whatever the regulations or company policies are, SHE-MIS can be 

configured to meet your needs. 



このアプリケーションは、テストを行うためにランダムにえらばれた個人を受け入れるという方法論を使

用します。 選ばれる割合はプール・サイズの変更によって必要に応じて自動的に調整されます。 規

則か会社の方針がどのようなであっても、ＳＨＥ－ＭＩＳは、要求を満たすように構成されています。 

Scheduling 

スケジュール 

This system has been designed to automate the schedualing process, saving valuable 

time and resources. Schedules can be set for a group or an individual. The dates can 

be assigned or randomly selected. 

このシステムは、自動的に予定を立てられるように設計されおり、貴重な時間と資源の節約が可能で

す。 予定は、グループ別または個人別に設定できます。 日付を割り当てることも、ランダムに選択す

ることも可能です。 

Test Panel Result Tracking 

テストパネル結果追跡 

Any test panel can be set up in the application, regardless of regulation, internal 

standard or other requirements. Key features include: 

アプリケーション、規則、内部基準または他の要求にかかわらず、どんなテストパネルもセットアップで

きます。 重要な特色は以下の通りです: 

•   All results remain with the individual's testing history  

•  すべての結果は、個人のテスト記録史と共に保管 

•   Tests can be associated with Incidents (Just Cause Testing)  

•  件数(またはテストのみ)にテストを関連づけることができます 

•   Track reasons why the test was not performed  

•  テストが実行されなかった理由の解明 

•   Complete chain of custody and review documentation  

•  書類の配布先を追跡調査し見直し完成させる 

•   MRO reviews can be documented.  

•  MROレビューを書類として残す 

 




