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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　乳幼児支持装置であって、
　基部と、
　前記基部に結合され乳幼児を支持するよう構成された乳幼児支持プラットフォームと、
　前記乳幼児支持プラットフォームの上に配置されたキャノピーであって、乳幼児が配置
される乳幼児コンパートメントが前記キャノピーと前記乳幼児支持プラットフォームとの
間に形成されるキャノピーと、
　乳幼児の第１のビデオ画像を提供するため、前記乳幼児コンパートメントに配置された
乳幼児の方向に向けられた第１のビデオカメラと、
　前記乳幼児支持プラットフォームに結合し、前記乳幼児支持プラットフォームの利用を
許可されている看護者または他の者の第２の画像を捕捉するように構成された第２のカメ
ラと、
　前記乳幼児の少なくとも１つの生理学的状態を感知する患者センサと、
　コンピュータ、前記支持構造に隣接して取り付けられたディスプレイ画面、音声記録手
段、音声再生手段、および記憶手段を具備するデータ管理システムと、
　を備え、
　前記データ管理システムは、前記第１のビデオカメラから前記第１のビデオ画像を受信
し、前記センサから前記少なくとも１つの生理学的状態を示すデータを受信するように構
成されており、
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　前記データ管理システムは、前記データ管理システムに許可されている場合に、前記第
２の画像を捕捉して前記第２の画像を前記記憶手段に格納するように構成されており、
　前記音声記録手段は、前記データ管理システムに許可されている場合に、前記看護者ま
たは他の者から発せられる情報含有音声を記録するように構成されており、
　前記ディスプレイ画面は、前記ディスプレイ画面の第１の部分に前記第１のビデオ画像
を選択的に表示し、同時に、前記乳幼児の少なくとも１つの生理学的状態を示す前記デー
タを表示するように、選択的に機能し、
　前記ディスプレイ画面はまた、前記データ管理システムに許可されている場合に、前記
第２の画像を前記ディスプレイ画面に表示し、前記音声再生手段に前記情報含有音声を再
生させるように、選択的に機能し、
　前記データ管理システムは、前記データ管理システムに与えられた適切な入力信号に応
じて、種々の機能に対して許可を与えるように構成されている、
　乳幼児支持装置。
【請求項２】
　前記乳幼児コンパートメント内の少なくとも１つの環境状態を感知する環境センサをさ
らに備え、前記データ管理システムが前記環境センサから少なくとも１つの環境状態を示
すデータを受信し、前記ディスプレイ画面が、乳幼児のビデオ画像及び少なくとも１つの
生理学的状態を示すデータと同時に少なくとも１つの環境状態を示すデータを表示する、
請求項１に記載の乳幼児支持装置。
【請求項３】
　前記データ管理システムが、前記乳幼児支持プラットフォームに対して支持されたコン
ピュータを備え、前記コンピュータが前記ディスプレイ画面を備える、請求項１に記載の
乳幼児支持装置。
【請求項４】
　前記乳幼児支持プラットフォームから延びるアームアッセンブリをさらに備え、前記コ
ンピュータが前記アームアッセンブリに接続され、前記アームアッセンブリが前記乳幼児
支持プラットフォームに対する前記コンピュータの位置変更を可能にするよう可動式であ
る、請求項３に記載の乳幼児支持装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は一般に医療（healthcare）データシステムに関し、特に患者の診療現場データ
を収集及び配信する装置と方法に関する。さらに詳しく言うと、本開示は患者の診療現場
データ（point-of-care data）を管理する方法及び装置に関する。
【０００２】
　関連出願の相互参照
　本出願は、２００１年５月１５日出願の米国仮特許出願第６０／２９１，０４３号、及
び２００１年１０月５日出願の米国仮特許出願第６０／３２７，４９６号に対して米国特
許法第１１９（ｅ）条に基づく優先権を主張し、それら各出願の開示を本出願に援用する
。
【背景技術】
【０００３】
　医療産業内の様々なグループに情報を提供するデータシステムが開発されている。すな
わち、こうしたデータシステムには、患者に関するある種の情報を収集、処理、及び格納
するシステムが含まれる。例えば、健康保険産業で使用されるデータシステムは、人口統
計学的情報、診断情報、及び治療情報等の患者情報を収集、格納及び処理する目的で開発
された。その情報は、患者の給付計画（patient's benefit plan）の一部として患者の代
わりに行う支払を実行し追跡するため保険提供者によって使用されることもある。
【０００４】
　公知のように、病院も、（保険会社等の外部の当事者にデータを提供する場合と対照的
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に）病院自体の中で患者の看護を提供する際使用されるデータシステムを保持することが
ある。こうしたデータシステムに関して、病院は、個々の患者と病院が提供する看護とに
関連する情報を含むデータベースを保持してもよい。
【０００５】
　医療環境で使用される従来のデータ収集及び管理システムの多くは、多数の病院または
１つの病院内の全患者にわたるリアルタイムまたはリアルタイムに近い状態で患者の診療
現場データの収集、格納、及び処理を提供していない。すなわち、ある種の保健システム
は患者の治療データを収集及び保持するのに有用なこともあるが、こうしたシステムは、
本開示では患者に関連するセンサからの感知データ及び患者を治療するために利用される
装置からの装置データを含む患者の「診療現場データ」を収集する能力を含んでいない。
例えば、感知データ（例えば、心拍数、血圧、呼吸数、体温、または他の形式の感知され
たデータ）及び装置データ（例えば、乳幼児保育器内の気温）は通常保険会社によって利
用されないので、保険会社が利用するデータシステムが収集することはない。その上、あ
る種の病院データシステムはある種の感知データを収集する際有用であったが、こうした
システムは１つの病院内でだけ使用されるように設計されており、その結果、他の病院の
患者に関する情報を含んでいない。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示によれば、データ収集及び管理システムは、正規ユーザまたは加入者が、オンラ
イン、リアルタイムまたはリアルタイムに近い状態で患者の診療現場データにアクセスで
きるような構成である。開示される実施形態では、患者の診療現場データが複数の医療施
設に位置する患者及び／または装置から収集されるものもある。他の開示される実施形態
では、診療現場データが１つの医療施設に位置する複数の患者及び／または装置から収集
される。診療現場データが複数の医療施設から収集される実施形態では、システムは、各
施設からの診療現場データを格納する中央データベースを含む。ある実施形態では、イン
ターネットを介した診療現場データのデータベースへのアクセスを可能にするようシステ
ムが構成されている。
【０００７】
　さらに、本開示によれば、感知した患者データを加入者に提供する方法は、複数の病院
内の複数の患者からオンラインで患者の診療現場データを収集するデータベースを設ける
ことを含む。各患者と各病院とはそれぞれの識別コードによって識別される。本方法には
感知した患者データを収集及び分類することが含まれる。本方法にはさらに、加入者に診
療現場データのデータベースへのオンラインアクセスを許可することが含まれる。
【０００８】
　さらに、本開示によれば、医療データシステムを操作する方法は複数の病院内に位置す
る複数の患者に関連する患者の診療現場データを受信することと、受信した患者の診療現
場データをデータベース中に格納することを含む。患者の診療現場データの一部は、それ
ぞれ各患者に関連する少なくとも１つの身体特性を感知する複数のセンサによって生成さ
れる。ある実施形態では、本方法はさらに、患者の診療現場データの少なくとも一部をデ
ータベースに入力することを含む。本方法はさらに、加入者からの要求の受信に際して診
療現場データの少なくとも一部をデータベースから検索することを含む。また、本方法に
は、感知した患者データを加入者に送信することが含まれる。
【０００９】
　本開示によれば、医療データシステムは、患者の診療現場データを送信及び受信する通
信装置と、患者データベースを保持する記憶装置と、通信装置と記憶装置との両方に電気
的に接続された処理ユニットとを備える。また、医療データシステムには、処理ユニット
に電気的に接続されたメモリ装置が含まれる。メモリ装置は内部に格納された複数の動作
命令を有するが、これが処理ユニットによって実行されると、処理ユニットは、複数の病
院内に位置する複数の患者に関連する患者の診療現場データを受信するよう通信装置を操
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作する。感知された患者の診療現場データの一部は、それぞれ各患者に関連する身体特性
を感知する複数のセンサによって生成される。さらに、複数の命令は、処理ユニットによ
って実行されると、処理ユニットが患者の診療現場データをデータベースに入力するよう
にする。また、複数の命令は、処理ユニットによって実行されると、処理ユニットが加入
者からの要求の受信に際して患者の診療現場データの少なくとも一部をデータベースから
検索するようにする。さらに、複数の命令は、処理ユニットによって実行されると、処理
ユニットは、検索された患者の診療現場データを加入者に送信するよう通信装置を操作す
るようにする。
【００１０】
　さらに、本開示によれば、コンピュータ装置のネットワークを有する医療施設で使用さ
れる患者看護装置が提供される。患者看護装置は、支持構造と、支持構造に結合されたコ
ンピュータと、支持構造によって支持されたマットレスとを備える。マットレスは上に患
者が横たわる表面を有する。コンピュータは、患者の少なくとも１つの生命徴候を表すデ
ータを含む患者の診療現場データを受信する。コンピュータはネットワークに接続され、
患者の診療現場データをネットワークのコンピュータ装置のうちの少なくとも１つに送る
。
【００１１】
　また、本開示によれば、患者看護装置は、支持構造と、支持構造によって支持されたマ
ットレスと、支持構造に結合されたコンピュータと、支持構造に結合されたカメラとを有
する。コンピュータはディスプレイ画面を有する。カメラからの画像はディスプレイ画面
の第１の部分上に示され、患者の診療現場データはディスプレイ画面の第２の部分上に示
される。
【００１２】
　ある実施形態では、カメラからの画像が遠隔コンピュータのディスプレイ画面上で見る
ためインターネットを介してアクセスできるものもある。別の実施形態では、コンピュー
タは、カメラからの画像をある電子メールアドレスに電子メールで送ることができるよう
な構成である。例示の実施形態では、コンピュータが適当な指令を受信すると、マットレ
スの周囲の患者用の空間に関連する温度または湿度等の環境データ、患者の個人別データ
、格納された患者のＸ線撮影画像、格納された患者の超音波画像、格納された検査室検査
結果、記録されたビデオメッセージ、記録された音声メッセージを聞くためのコントロー
ル部、電子メールを送信するためのコントロール部、ビデオ会議を行うためのコントロー
ル部、インターネットを閲覧するためのコントロール部、製造業者の販売またはサービス
に関するデータ、患者の看護に関連する供給品のリスト、患者の診療予約のスケジュール
、投薬量データを含む薬物療法データ、及び他の患者看護装置上でサポートされる１人か
それ以上の患者の診療現場データ等の種類の追加データの何れか１つまたはそれ以上のも
のがディスプレイ画面の他の部分上に示される。こうした他の種類のデータの何れかまた
は全てを、正規ユーザまたは加入者がオンラインでアクセスすることができる中央データ
ベースに読み込むのに使用してもよい。
【００１３】
　本開示によれば、患者看護システムは、上に患者が横たわる表面を有する患者支持装置
と、患者支持装置に対応するコンピュータとを備える。コンピュータは読み取り装置とデ
ィスプレイとを有する。さらに、コンピュータは患者の診療現場データを格納するよう構
成される。患者の診療現場データには、患者の診療現場データの第１の部分集合と、患者
の診療現場データの第２の部分集合とが含まれる。患者診療システムはさらに、第１のト
ークンと第２のトークンとを備える。コンピュータは第１のトークンが読み取り装置に提
示されると患者の診療現場データの第１の部分集合へのアクセスを許可するよう構成され
、かつコンピュータは第２のトークンが読み取り装置に提示されると患者の診療現場デー
タの第２の部分集合へのアクセスを許可するよう構成される。
【００１４】
　例示の実施形態では、患者看護装置は、乳幼児保育器または輻射保温器の何れかとして
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動作可能な乳幼児温熱支援装置である。例示される乳幼児温熱支援装置は垂直の柱を有し
、それにキャノピーと輻射加熱器が結合される。柱は伸長及び収縮可能であり、キャノピ
ーと輻射保温器とを上昇及び下降させる。アームアッセンブリは柱の下部に結合され垂直
軸の周りに回動可能である。コンピュータは、コンピュータが柱から間隔を空けるように
アームアッセンブリの端部に結合される。アームアッセンブリには、乳幼児温熱支援装置
の第１の側面から乳幼児温熱支援装置の第２の側面へ柱の周りにコンピュータの移動を可
能にするよう構成された複数のアーム部分が含まれる。
【００１５】
　さらなる特徴は、現在認識される限り患者の診療現場データを管理する方法及び装置を
実行する最良の形態を例示する例示の実施形態の以下の詳細な説明を検討することで当業
者に明らかになるだろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
＝＝＝図面の詳細な説明＝＝＝
　ここで図１を参照すると、病院インタフェースサーバ１４、内部データサーバ１６、及
び加入者インタフェースサーバ１８等のいくつかのサーバを有するリポジトリネットワー
ク１２を含む患者の診療現場データシステム１０の例示の一実施形態が示される。以下さ
らに詳細に論じられるように、病院インタフェースサーバ１４は、それぞれいくつかの異
なる病院２８、３０に関連するいくつかの異なる病院ネットワーク２４、２６と通信し、
病院２８、３０で治療されている非常に多くの患者に関連する患者の診療現場データを蓄
積する。「病院」、「医療施設」及び「施設」という用語は、請求項を含め、本開示で使
用される場合、各々病院、養護施設、外来外科センター、医院、リハビリセンター等を含
む、医療が提供される全ての種類の施設を対象とするよう意図される。また、以下さらに
詳細に論じられるように、加入者インタフェースサーバ１８はいくつかの正規ユーザまた
は加入者３４、３６と通信する。図１では簡略のため２つの病院２８、３０と２人の加入
者３４、３６だけを図示しているが、リポジトリネットワーク１２が任意の数の加入者を
伴う任意の数の病院に関連する任意の数の病院ネットワークとデータを交換することは本
開示の範囲内である。
【００１７】
　サーバ１４、１６、１８は各々個別のハードウェアまたはソフトウェア何れかの構成要
素として構成してもよい。すなわち、サーバ１４、１６、１８は各々、高帯域幅データル
ータ等の他の一般に利用されるハードウェア構成要素と共に、対応するメモリ装置（例え
ば、ＲＡＭモジュール、ハードドライブ、または他の種類の記憶装置）を含む処理ユニッ
ト（図示せず）等の構成要素を有する個別の（すなわち独立した）ハードウェア装置とし
て具現してもよい。また、サーバ１４、１６、１８は、各々上記で説明したのと同様のサ
ーバハードウェアの共通の部分として動作する個別のソフトウェア構成要素として具現し
てもよい。上記の構成の任意の組み合わせは本開示の範囲内である。
【００１８】
　１つの例示の実施形態では、個々の病院ネットワーク２４、２６は、ネットワーク１２
、２４、２６を相互接続できる任意の種類のネットワークを介してリポジトリネットワー
ク１２と通信する。例えば、個別の病院ネットワーク２４、２６とリポジトリネットワー
ク１２との間の通信を可能にするよう利用されるネットワークは、インターネット３２等
のグローバルネットワークでもよい。認識されるように、特定の構成のネットワーク（す
なわち、インターネット３２）が本開示で説明され図面中に示されるが、他のネットワー
ク構成も本開示により使用されると考えられる。例えば、ネットワークは、他のグローバ
ルネットワークまたは代替的には広域ネットワーク（ＷＡＮ）等の固有ネットワークとし
て具現してもよい。
【００１９】
　また、個別の加入者３４、３６も、同様のネットワーク構成を介してリポジトリネット
ワーク１２と通信してもよい。すなわち、本開示で説明され図面中に示された例示の実施
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形態では、個別の加入者３４、３６はインターネット３２を介してリポジトリネットワー
ク１２と通信してもよい。しかし、上記で論じたのと同様、他のグローバルネットワーク
または固有ＷＡＮ等の他のネットワーク構成も、個別の加入者３４、３６がリポジトリネ
ットワーク１２と通信できるようにするため使用できると考えられる。
【００２０】
　また、リポジトリネットワーク１２にはいくつかの記憶装置２０が含まれる。記憶装置
２０はいくつかの患者データベース２２を保持するために利用される。すなわち、リポジ
トリネットワーク１２は（病院インタフェースサーバ１４を介して）病院ネットワーク２
４、２６と通信し、各病院２８、３０に入院している患者に関連するデータを蓄積する。
こうしたデータは患者データベース２２中に保持され加入者３４、３６が使用する。こう
した構成では、データサーバ１６はデータベース２２を出入りする情報の移動を制御する
。
【００２１】
　以下さらに詳細に説明されるように、データシステム１０の上記の構成によって、比較
的多数の病院から患者データをリアルタイムまたはリアルタイムに近い状態で蓄積するこ
とが可能になる。こうした蓄積データは、臨床研究、通常治療等のため多数の加入者３４
、３６に選択的に利用可能としてもよい。
【００２２】
　各病院ネットワークには、内部データサーバ３８、記憶装置４０、及び外部通信サーバ
４２が含まれる。内部データサーバ３８は病院２８、３０内で利用されるいくつかの装置
と通信し、そこから患者看護データを受信して、記憶装置４０によって保持されるいくつ
かのデータベースに格納する。特に、各病院２４、２６はいくつかの患者看護装置４４を
利用して、必要な看護を患者に提供する。患者看護装置は、病院または看護を患者に提供
する同様の看護施設で利用される任意の種類の装置の形態を取ってもよい。例えば、患者
看護装置４４は乳幼児保育器、人工心肺、ＥＫＧ、ＥＣＧ、ＭＲＩ、Ｘ線、血液分析装置
、または看護を患者に提供するため一般に利用される何らかの他の種類の装置の形態を取
ってもよい。
【００２３】
　以下図５～図２５を参照してさらに詳細に説明される患者看護装置４４'の例示の実施
形態では、装置４４'は、米国特許第５、４５３，０７７号、第５，８１７，００２号、
第５，８１７，００３号、第５，７５９，１４９号、第５，９７１，９１３号、第５，９
７１，９１４号、第６，０２２，３１０号、第６，０２４，６９４号、第６，０３６，６
３４号、第６，０４９，９２４号、第６，０７１，２２８号、第６，２７０，４５２号、
第６，２９６，６０６号、及び第６，３４５，４０２号、及び米国特許出願第０９／６８
８，５２８号（２０００年１０月１６日出願）、第０９／５７１，４４９号（２０００年
５月１６日出願）、第０９／８３８，７８９号（２００１年４月２０日出願）、及び第１
０／０２７，４９６号（２００１年１２月２１日出願）で説明された種類の保育器及び保
温器の形態を取る。上の文に記載された各特許及び特許出願は本出願に援用する。すなわ
ち、患者看護装置４４'（例えば乳幼児保育器）には、その動作に関連するデータ（以下
「装置データ」）を収集するいくつかのセンサ等（図示せず）が含まれる。例えば、患者
看護装置４４'は、装置内の気温、静脈内薬物を投与する割合、装置内の空気の酸素含有
率、患者の体重、及び／または装置内の空気循環率を決定するセンサを含んでもよい。
【００２４】
　さらに、いくつかの他の患者センサ４６も利用され、患者に関連するデータ（以下「感
知データ」）を収集する。例えば、センサを利用して、患者の皮膚及び／または内部温度
、患者の心拍及び／または呼吸数、患者の血液中の酸素レベル、患者の血圧、及び／また
は患者の水分排出レベルを測定してもよい。認識されるように、いくつかのセンサ４６は
患者看護装置４４と一体化してもよい。例えば、乳幼児保育器の場合、患者の皮膚温を監
視する温度センサは保育器と一体化してもよい。すなわち、ある種の「感知データ」は「
装置データ」の特徴をなすこともある。
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【００２５】
　また、患者データはパーソナルコンピュータ（ＰＣ）４８等のいくつかの手動入力装置
を使用して手動で入力してもよい（以下「手動データ」）。手動データは患者識別番号等
の患者コードの形態を取ってもよい。また、手動データは、年齢、性別、人種、及び患者
の身長及び体重等の患者が入院する際通常収集される患者に関する他の情報等の人口統計
学的情報の形態を取ってもよい。入院の際に収集された情報の他に、手動データは、患者
が病院から退院したり他の施設に転院したりする際収集される情報の形態を取ってもよい
。患者が入院する前に在宅監視システムによって監視されていた場合、この在宅監視シス
テムによって収集された情報を手動で入力してもよい（また、在宅監視システムが病院の
ネットワークと通信している場合、在宅監視システムによって直接入力してもよい）。
【００２６】
　さらに、患者を治療する理由となっている疾患または状態を識別するため、診断コード
等の診断データをＰＣ４８の使用によって手動で入力してもよい。同様に、患者を治療す
る際利用される処置及び／または薬物療法を識別するため、治療コード等の治療データも
ＰＣ４８の使用によって手動で入力してもよい。認識されるように、診断コード及び治療
コードは、メディケア（Ｍｅｄｉｃａｒｅ）（連邦）及び保険コード等の一般的に受け入
れられた形式または、医療産業で普通利用される任意の他の種類のコードで提供してもよ
い。
【００２７】
　上記で説明された患者データは病院の内部データサーバ３８に伝えられ、記憶装置４０
に関連するデータベースの１つに格納される。認識されるように、こうしたデータは病院
２８、３０内で１つかそれ以上の有線または無線ネットワークの使用によって通信しても
よい。例えば、ＰＣ４８等の病院２８、３０に関連する装置のいくつかは有線ネットワー
ク（例えば、イーサネット（登録商標））を介してデータサーバ３８に接続してもよく、
患者看護装置４４等の他の構成要素はデータサーバ３８への無線通信をサポートしてもよ
い。さらに、患者データを入力するために他の種類の装置（例えば、携帯情報端末（ＰＤ
Ａ）または患者の輪帯等を走査するバーコードスキャナ）を利用してもよく、同様に有線
または無線接続を介してデータサーバ３８と通信してもよい。
【００２８】
　病院ネットワーク２４、２６の通信サーバ４２は病院データベース内に保持される患者
データをインターネット３２を介してリポジトリネットワーク１２に通信する。通信サー
バ４２は、非常に多くの通信プロトコルの何れかの使用によってリポジトリネットワーク
１２と通信するよう構成してもよい。例えば、通信サーバ４２は、更新された患者データ
を電子メールメッセージに「パッケージ」し、それをインターネット３２を介してリポジ
トリネットワーク１２にメールする電子メール（Ｅメール）サーバとして構成してもよい
。また、通信サーバ４２は、患者データを含むファイルをリポジトリネットワーク１２に
転送するよう構成されたファイル転送プロトコル（ＦＴＰ）またはハイパーテキスト転送
プロトコル（ＨＴＴＰ）サーバとして構成してもよい。認識されるように、送信される情
報の機密保護を確保するセキュアな通信プロトコルを含む何らかの他の通信プロトコルを
利用してもよい。
【００２９】
　一方、リポジトリネットワーク１２は対応するサーバ構成を利用して転送されたデータ
を通信サーバ４２から受信する。すなわち、リポジトリネットワーク１２の病院インタフ
ェースサーバ１４を様々な病院の通信サーバ４２と同様に構成し相互に通信してもよい。
例えば、病院の通信サーバ４２がＥメールサーバとして構成されている場合、リポジトリ
ネットワーク１２の病院インタフェースサーバ１４もＥメールサーバとして構成し、それ
によって２つのサーバ間のＥメールメッセージの転送を可能にしてもよい。同様に、病院
データサーバ４２の何れかまたは全てがＦＴＰ及び／またはＨＴＴＰサーバとして構成さ
れている場合、病院インタフェースサーバ１４もそのように構成すればよい。認識される
ように、リポジトリネットワーク１２の病院インタフェースサーバ１４は、リポジトリネ
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ットワーク１２がデータを受信する方法に柔軟性を与えるため、任意の数の異なるプロト
コルで病院通信サーバ４２と通信するよう構成してもよい。
【００３０】
　リポジトリネットワーク１２に関連する内部データサーバ１６は患者ネットワーク２４
、２６から受信した情報を、記憶装置２０中に保持される患者データベース２２の適当な
フィールドに格納または他の形で処理する。例えば、内部データサーバ１６は病院ネット
ワーク２４、２６からの着信Ｅメールメッセージがあればそれを周期的に適当なデータフ
ィールドに構文解析し、それを患者データベース２２の１つに格納する。ＦＴＰまたはＨ
ＴＴＰ転送プロトコルを使用する場合、データサーバ１６は関連するデータを転送したフ
ァイルから抽出し、同様にそれを患者データベース２２の１つに格納する。
【００３１】
　加入者インタフェースサーバ１８は加入者３４、３６とインタフェースするために設け
る。すなわち、加入者インタフェースサーバ１８は、データベースへのアクセスを許可す
るために加入者を認証して、加入者アカウントを管理し（新しいアカウントの追加、アカ
ウントの削除、及び／または加入レベルの変更）、加入者照会（すなわち、データ要求）
をフォーマットし、加入者照会を履行するため患者データベース２２にアクセスし（また
はデータベース２２にアクセスするため内部データサーバ１６とインタフェースして）、
加入者について検索されたデータをフォーマットし、要求されたデータを加入者３４、３
６に送信するなどのタスクを実行する。１つの例示の実施形態では、加入者インタフェー
スサーバ１８は、インターネット３２を介してリポジトリネットワーク１２と加入者３４
、３６との間の対話を可能にするウェブサーバとして構成される。
【００３２】
　従って、本出願で説明されるように、データシステム１０はリアルタイムのまたはリア
ルタイムに近い患者データを加入者３４、３６に提供するよう動作してもよい。特に、病
院ネットワーク２４、２６によって収集されたデータはまず病院記憶装置４０に格納され
る。詳しく言うと、患者看護装置４４の動作中、患者看護装置４４によって生成される装
置データは病院ネットワーク２４、２６を介して記憶装置４０に送信され、関連するデー
タベースに入力される。同様に、センサ４６によって生成される感知データもまた病院ネ
ットワーク２４、２６を介して記憶装置４０に送信され、関連するデータベースに入力さ
れる。さらに、ＰＣまたはＰＤＡ４８を介して入力された任意のデータ（例えば、診断コ
ード及び／または治療コード）は、病院ネットワーク２４、２６を介して記憶装置４０に
送信され、関連するデータベースに入力される。患者が新しい患者である場合、患者識別
コード及び／または人口統計学的情報等の初期患者情報は、そうした手動患者データを記
憶装置４０に関連するデータベースに入力するため利用されるＰＣ４８から送信してもよ
い。
【００３３】
　何らかの新規受信データを受信するごとに、または定期的にスケジュールされた短い間
隔で、病院通信サーバ４２は病院データベース４０を照会し、新規受信データを検索する
。次に、通信サーバ４２はデータをフォーマットされたファイル（例えば、Ｅメールメッ
セージまたはＦＴＰ／ＨＴＴＰファイル）に「パッケージ」し、その後データをインター
ネット３２を介してリポジトリネットワーク１２に送信する。リポジトリネットワーク１
２の病院インタフェースサーバ１４は病院ネットワーク２４、２６からこのデータ伝送を
受信し、受信したファイルをデータサーバ１６に提示し、データサーバ１６は伝送ファイ
ル中のデータを患者データベース２２中に格納するのに適したフォーマットに構文解析ま
たは他の形で処理する。例えば、患者データベース２２を保持するための例示データ構造
が図２に示される。とりわけ、患者データベース２２は、各患者に割り当てられた一意の
患者識別番号を含むフィールド５２と、患者の所在地である病院または看護施設に関連す
る病院識別番号を含むフィールド５４とを含むよう構成される。また、患者データ２２に
は、年齢、体重（すなわち、当初の、センサで感知されたのではない体重）、身長、人種
、性別、または患者に関連する他の情報等の個人データ（ＰＤ１－ＰＤＸ）が保持される
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フィールド５６が一つまたは複数含まれる。患者データベース２２にはさらに、患者の疾
患または状態に関連する診断コード（ＤＣ１－ＤＣＸ）が保持される一つまたは複数のフ
ィールド５８が含まれる。同様に、患者データベース２２には、患者の疾患または状態を
治療するために利用される処置及び／または薬物療法に関連する治療コード（ＴＣ１－Ｔ
ＣＸ）が保持される一つまたは複数のフィールド６０も含まれる。
【００３４】
　またさらに、患者データベース２２は、患者を監視するセンサ４６によって生成された
感知データ（ＳＤ１－ＳＤＸ）を保持するいくつかのデータフィールド６２を含むよう構
成される。例えば、患者の皮膚温、酸素飽和レベル、呼吸数、血圧、心拍数、または他の
形態の感知データに関連する履歴データ及び現在のデータの両方がデータフィールド６２
中に保持される。同様の方法で、患者データベース２２は、患者の治療の際に利用される
診療現場装置４４によって生成される装置データ（ＤＤ１－ＤＤＸ）を保持するいくつか
のデータフィールド６４を含むように構成される。例えば、気温、静脈内薬物を投与する
割合、装置内の酸素及び／または水分含有量、装置内の空気循環率、装置が雰囲気に対し
て開いている期間、または他の形態の装置データに関連する現在及び履歴両方のデータが
データフィールド６４に格納される。
【００３５】
　認識されるように、本出願及び図２で説明される患者データベース２２の構成はその性
質上例示的である。すなわち、患者データベース２２の構成は所与の設計のデータシステ
ム１０に適合するよう変更してもよい。さらに、認識されるように、多数のデータベース
２２は、その一部が冗長な情報を有してもよく、所与のデータシステム１０の必要に適合
するよう保持してもよく、特定の医療専門分野に合わせて調整してもよい。
【００３６】
　上記で説明したように、患者データベース２２内のデータには加入者３４、３６がアク
セスしてもよい。加入者３４、３６は、研究グループ、保健組織、病院自体（すなわち、
ある病院はデータ提供者及び加入者両方になりうる）、個々の医師、医薬品または医療装
置会社、またはリポジトリネットワーク１２によって収集されたデータに興味を持ちうる
何らかの他の実体を含む多くの形態を取りうる。通常、加入者３４、３６はウェブブラウ
ザを使用し、パーソナルコンピュータによって患者データベース２２にアクセスする。特
に、加入者のＰＣはインターネット３２を介して加入者インタフェースサーバ１８に接続
した後、データ要求をサーバ１８に送信する。加入者インタフェースサーバ１８は、特定
の加入者が患者データベース２２にアクセスする権利を有するか、また、もし権利を有す
るならば、どの加入レベルまでかを妥当性検査または他の形で決定する。すなわち、１つ
の例示の実施形態では、加入者は加入者のデータ必要性に基づいて様々な加入レベルで加
入してもよい。本質的には、加入者のデータ必要性が大きければ大きいほど、加入に関連
する費用は大きくなる。また、加入レベルとそれに関連する費用は、例えば、リポジトリ
ネットワーク１２への接続時間、加入者が必要とするデータの量及び／または等級、必要
とされるデータの適時性（例えば、リアルタイム／近リアルタイムかアーカイブされたデ
ータか）及び／またはリポジトリネットワーク１２への接続種類（例えば、直接接続かウ
ェブによるアクセスか）に基づいて変化させてもよい。
【００３７】
　何れにせよ、加入者インタフェースサーバ１８が加入者の同定及び加入レベルについて
確認すると、サーバ１８は加入者のデータ要求の処理を開始する。その際、加入者インタ
フェース１８自体は患者データベース２２を照会してもよく、また、代替的に、データ要
求を内部データサーバ１６に伝え、そこから患者データベース２２を照会してもよい。何
れの場合でも、要求されたデータは患者データベース２２から検索され、望ましい形式に
フォーマットされ、加入者インタフェースサーバ１８によってインターネット３２を介し
て加入者３４、３６に送信される。
【００３８】
　ここで図３を参照すると、（以下参照符号１００によって示される）本開示による患者
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の診療現場データシステムの別の例示の実施形態が示される。データシステム１００はデ
ータシステム１０とやや同様である。従って、図１及び図２に関して以前に論じられた構
成要素と同様でありさらに論じるに値しない同様の構成要素を示すため、図３では同じ参
照符号が使用されている。データシステム１０とデータシステム１００との間の主要な相
違点は、データシステム１００は各個別の病院２８、３０で中央サーバ／データベース機
構を利用しておらず、その代わり、インターネット３２を介してリポジトリネットワーク
１２と直接通信するよう構成された装置を利用している点である。
【００３９】
　特に、図３に示すように、患者看護装置４４は、インターネット３２への直接接続を提
供し、それによって患者看護装置４４がインターネット３２を介してリポジトリネットワ
ーク１２と直接通信できるようにするモデムまたはデータルータ等のネットワーキングハ
ードウェアを伴う構成でもよい。同様に、センサ４６の接続先である制御ハードウェアも
、インターネット３２への直接接続を提供し、それによってセンサ４６に関連する制御ハ
ードウェアがインターネット３２を介してリポジトリネットワーク１２と直接通信できる
ようにするモデムまたはデータルータ等のネットワーキングハードウェアを伴う構成でも
よい。またさらに、ＰＣ４８も、それによる手動データ入力をインターネット３２を介し
てリポジトリネットワーク１２に直接通信できるようにするモデムまたはデータルータ等
のネットワーキングハードウェアを備えてもよい。
【００４０】
　データシステム１００の構成は、所与の病院が、例えば、既存のネットワークインフラ
ストラクチャを有していない場合特に有用である。特に、所与の病院が既存のネットワー
クインフラストラクチャを有しない場合、病院側でこうしたネットワークを設計、構成及
び実現するための大幅な設備投資を必要とせずに本出願の概念が利用できる。また、認識
されるように、リポジトリネットワーク１２は（例えば、多数の種類の病院インタフェー
スサーバの使用によって）両方の種類の病院（すなわち集中化ネットワーク構造を有する
病院と有しない病院）からデータを受信するよう構成してもよい。
【００４１】
　ここで図４を参照すると、（以下参照符号２００によって示される）本開示による患者
の診療現場データシステムのまた別の例示の実施形態が示される。データシステム２００
はデータシステム１０、１００とある程度同様である。従って、図１～図３に関して以前
に論じられた構成要素と同様でありさらに論じるに値しない同様の構成要素を示すため、
図４では同じ参照符号が使用されている。データシステム２００とデータシステム１０、
１００との間の主要な相違点は、データシステム２００はデータリポジトリと通信するた
めインターネット３２を利用しておらず、その代わり、直接接続２０２を介してリポジト
リネットワーク１２と直接通信する点である。
【００４２】
　例えば、直接接続２０２はポイントツーポイントプロトコル（ＰＰＰ）を利用してリポ
ジトリネットワーク１２と接続しその後通信する電話接続の形態でもよい。こうした構成
は、インターネット３２等の公共的にアクセス可能なグローバルネットワークの使用を回
避するのが望ましい場合利用してもよい。また、認識されるように、リポジトリネットワ
ーク１２は（例えば、多数の種類の病院インタフェースサーバを使用して）上記で説明し
た何れかの方法で構成された病院からデータを受信するよう構成してもよい。特に、リポ
ジトリネットワーク１２は、（データシステム１０及び１００に関して上記で説明した）
インターネット３２経由と、直接接続２０２経由との両方でデータ伝送を受信するインタ
フェースサーバを含むよう構成してもよい。
【００４３】
　認識されるように、他の構成の患者の診療現場データシステムを本開示によって使用す
ることも考えられる。例えば、リポジトリネットワーク１２に関連する記憶装置（すなわ
ち、記憶装置２０）に患者データを実際に格納する代わりに、患者データは実際には個別
の病院ネットワークの各々に保持してもよい。この構成では、リポジトリネットワーク１
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２に関連するデータベースを利用して各外部ロケーション（すなわち、各病院）に格納さ
れた患者データの索引を保持する。すなわち、加入者３４、３６が特定の情報を要求する
と、リポジトリネットワーク１２に関連するサーバは、多数の病院ネットワークから関連
データのロケーションを決定し、その後データを検索する。次に検索されたデータをフォ
ーマットして加入者３４、３６に提示すればよい。また、認識されるように、加入者３４
、３６のためのデータを実際に検索する代わりに、リポジトリネットワーク１２は単に、
病院ネットワーク上に格納された患者データのネットワークアドレスを、それにアクセス
するための認証情報と共に加入者に提供し、加入者が病院ネットワークに直接アクセスで
きるようにしてもよい。
【００４４】
　従って、本出願で説明したように、本開示の患者の診療現場データシステムは従来の設
計の医療データシステムより非常に多くの利点を有する。例えば、本開示のデータシステ
ムによれば、多数の異なる病院で治療を受けている多数の異なる患者の治療に関するリア
ルタイムまたはリアルタイムに近い患者データの収集及び配信が可能である。特に、病院
ＬＡＮ等の従来の設計の病院内ネットワークと異なって、本開示のデータシステムは、比
較的多数の異なる病院に所在する患者に関する患者データの収集及び配信を可能にする。
この方法で、広い地理的範囲にわたる研究を迅速かつ容易に行うことができる。また、こ
うしたシステムは、多数の患者に関連するデータを利用できるので、比較的大きな試料数
の患者を提供する。
【００４５】
　さらに、診断データ及び治療データに加えて、感知データ及び装置データとを収集する
ことによって、（データが病院からリポジトリネットワーク１２に送信される間隔に基づ
いた）ほぼリアルタイムまたは近リアルタイムベースで患者の状態を監視できる。この感
知データ及び装置データは、ある治療及び薬物療法に対する患者の反応を追跡することに
関して特に有用である。
【００４６】
　またさらに、本開示によるデータシステムでは患者データを多数の加入者に配布するこ
とが可能であるが、これは他の方法ではこうしたデータを収集する多数のリソースの増設
を余儀なくされかねない。例えば、医薬品会社は患者データベース２２にアクセスして、
その会社が製造した薬品を投与された患者の反応を追跡してもよい。同様に、医薬品会社
はマーケティングの目的で患者データベース２２にアクセスしてもよい。例えば、会社は
患者データベース２２を利用して、その会社の一つまたは複数の薬品によって治療を受け
ている特定の疾患にかかっている患者の割合を決定してもよい。
【００４７】
　従って、本開示によれば、患者データ管理の方法は、
　患者の診療現場データをほぼリアルタイムベースで収集することと、
　患者診療現場をほぼリアルタイムベースで配信することと、
　各々一意の病院コードを有する複数の病院を識別することと、
　各々一意の患者コードを有する、複数の病院の複数の患者を識別することと、
　複数の患者の各々に関連する患者の診療現場データを識別することと、
　複数の患者の各々に関連する人口統計学的データを識別することと、
　複数の患者の各々に関連する診断データを識別することと、
　複数の患者の各々に関連する治療データを識別することと、
　複数の患者の各々に関連するいくつかの状態を感知するため利用されるいくつかのセン
サによって生成される感知データを識別することと、
　複数の患者の各々の治療の際利用されるいくつかの患者看護装置によって生成される装
置データを識別することと、
　一意の病院コードをリポジトリネットワークに送信することと、
　一意の患者コードをリポジトリネットワークに送信することと、
　複数の患者の各々に関連する患者データをリポジトリネットワークに送信することと、
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　複数の患者の各々に関連する人口統計学的データをリポジトリネットワークに送信する
ことと、
　複数の患者の各々に関連する診断データをリポジトリネットワークに送信することと、
　複数の患者の各々に関連する治療データをリポジトリネットワークに送信することし、
　複数の患者の各々に関連するいくつかの状態を感知するため利用されるいくつかのセン
サによって生成される感知データをリポジトリネットワークに送信することと、
　複数の患者の各々の治療の際利用されるいくつかの患者看護装置によって生成される装
置データをリポジトリネットワークに送信することと、
　一意の病院コードをグローバルネットワークを介してリポジトリネットワークに送信す
ることと、
　一意の患者コードをグローバルネットワークを介してリポジトリネットワークに送信す
ることと、
　複数の患者の各々に関連する患者の診療現場データをグローバルネットワークを介して
リポジトリネットワークに送信することと、
　複数の患者の各々に関連する人口統計学的データをグローバルネットワークを介してリ
ポジトリネットワークに送信することと、
　複数の患者の各々に関連する診断データをグローバルネットワークを介してリポジトリ
ネットワークに送信することと、
　複数の患者の各々に関連する治療データをグローバルネットワークを介してリポジトリ
ネットワークに送信することと、
　複数の患者の各々に関連するいくつかの状態を感知するため利用されるいくつかのセン
サによって生成される感知データをグローバルネットワークを介してリポジトリネットワ
ークに送信することと、
　複数の患者の各々の治療の際利用されるいくつかの患者看護装置によって生成される装
置データをグローバルネットワークを介してリポジトリネットワークに送信することと、
　一意の病院コードをリポジトリネットワークに関連する患者データベースに格納するこ
とと、
　一意の患者コードをリポジトリネットワークに関連する患者データベースに格納するこ
とと、
　複数の患者の各々に関連する患者データをリポジトリネットワークに関連する患者デー
タベースに格納することと、
　複数の患者の各々に関連する人口統計学的データをリポジトリネットワークに関連する
患者データベースに格納することと、
　複数の患者の各々に関連する診断データをリポジトリネットワークに関連する患者デー
タベースに格納することと、
　複数の患者の各々に関連する治療データをリポジトリネットワークに関連する患者デー
タベースに格納することと、
　複数の患者の各々に関連するいくつかの状態を感知するため利用されるいくつかのセン
サによって生成される感知データをリポジトリネットワークに関連する患者データベース
に格納することと、
　複数の患者の各々の治療の際利用されるいくつかの患者看護装置によって生成される装
置データをリポジトリネットワークに関連する患者データベースに格納することと、
　一意の患者コードをリポジトリネットワークに関連する患者データベースから検索する
ことと、
　複数の患者の各々に関連する患者データをリポジトリネットワークに関連する患者デー
タベースから検索することと、
　複数の患者の各々に関連する人口統計学的データをリポジトリネットワークに関連する
患者データベースから検索することと、
　複数の患者の各々に関連する診断データをリポジトリネットワークに関連する患者デー
タベースから検索することと、
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　複数の患者の各々に関連する治療データをリポジトリネットワークに関連する患者デー
タベースから検索することと、
　複数の患者の各々に関連するいくつかの状態を感知するため利用されるいくつかのセン
サによって生成される感知データをリポジトリネットワークに関連する患者データベース
から検索することと、
　複数の患者の各々の治療の際利用されるいくつかの患者看護装置によって生成される装
置データをリポジトリネットワークに関連する患者データベースから検索することと、
　リポジトリネットワークに関連する患者データベースから検索された一意の患者コード
を加入者に送信することと、
　リポジトリネットワークに関連する患者データベースから検索された複数の患者の各々
に関連する患者データを加入者に送信することと、
　リポジトリネットワークに関連する患者データベースから検索された複数の患者の各々
に関連する人口統計学的データを加入者に送信することと、
　リポジトリネットワークに関連する患者データベースから検索された複数の患者の各々
に関連する診断データを加入者に送信することと、
　リポジトリネットワークに関連する患者データベースから検索された複数の患者の各々
に関連する治療データを加入者に送信することと、
　リポジトリネットワークに関連する患者データベースから検索された複数の患者の各々
に関連するいくつかの状態を感知するため利用されるいくつかのセンサによって生成され
る感知データを加入者に送信することと、
　リポジトリネットワークに関連する患者データベースから検索された複数の患者の各々
の治療の際利用されるいくつかの患者看護装置によって生成される装置データを加入者に
送信することと、
　加入者に送信する前に患者データベースから検索されたデータをフォーマットすること
と、
　加入者の加入レベルに基づいて検索され加入者に送信されるデータの内容を変更するこ
ととの何れか１つまたはそれ以上を任意の組み合わせで含む。
【００４８】
　さらに、本開示によれば、データシステムは、
　患者データベースを保持する記憶装置と、
　その記憶装置に電気的に接続された処理ユニットと、
　その処理ユニットに電気的に接続されたメモリ装置とを備え、そのメモリ装置は、前記
処理ユニットによって実行されると、
　各々一意の病院コードを有する複数の病院を識別することと、
　各々一意の患者コードを有する、複数の病院の複数の患者を識別することと、
　複数の患者の各々に関連する患者データを識別することと、
　複数の患者の各々に関連する人口統計学的データを識別することと、
　複数の患者の各々に関連する診断データを識別することと、
　複数の患者の各々に関連する治療データを識別することと、
　複数の患者の各々に関連するいくつかの状態を感知するため利用されるいくつかのセン
サによって生成される感知データを識別することと、
　複数の患者の各々の治療の際利用されるいくつかの患者看護装置によって生成される装
置データを識別することと、
　一意の病院コードをリポジトリネットワークに送信することと、
　一意の患者コードをリポジトリネットワークに送信することと、
　複数の患者の各々に関連する患者データをリポジトリネットワークに送信することと、
　複数の患者の各々に関連する人口統計学的データをリポジトリネットワークに送信する
ことと、
　複数の患者の各々に関連する診断データをリポジトリネットワークに送信することと、
　複数の患者の各々に関連する治療データをリポジトリネットワークに送信することと、
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　複数の患者の各々に関連するいくつかの状態を感知するため利用されるいくつかのセン
サによって生成される感知データをリポジトリネットワークに送信することと、
　複数の患者の各々の治療の際利用されるいくつかの患者看護装置によって生成される装
置データをリポジトリネットワークに送信することと、
　一意の病院コードをグローバルネットワークを介してリポジトリネットワークに送信す
ることと、
　一意の患者コードをグローバルネットワークを介してリポジトリネットワークに送信す
ることと、
　複数の患者の各々に関連する患者データをグローバルネットワークを介してリポジトリ
ネットワークに送信することと、
　複数の患者の各々に関連する人口統計学的データをグローバルネットワークを介してリ
ポジトリネットワークに送信することと、
　複数の患者の各々に関連する診断データをグローバルネットワークを介してリポジトリ
ネットワークに送信することと、
　複数の患者の各々に関連する治療データをグローバルネットワークを介してリポジトリ
ネットワークに送信することと、
　複数の患者の各々に関連するいくつかの状態を感知するため利用されるいくつかのセン
サによって生成される感知データをグローバルネットワークを介してリポジトリネットワ
ークに送信することと、
　複数の患者の各々の治療の際利用されるいくつかの患者看護装置によって生成される装
置データをグローバルネットワークを介してリポジトリネットワークに送信することと、
　一意の病院コードをリポジトリネットワークに関連する患者データベースに格納するこ
とと、
　一意の患者コードをリポジトリネットワークに関連する患者データベースに格納するこ
とと、
　複数の患者の各々に関連する患者データをリポジトリネットワークに関連する患者デー
タベースに格納することと、
　複数の患者の各々に関連する人口統計学的データをリポジトリネットワークに関連する
患者データベースに格納することと、
　複数の患者の各々に関連する診断データをリポジトリネットワークに関連する患者デー
タベースに格納することと、
　複数の患者の各々に関連する治療データをリポジトリネットワークに関連する患者デー
タベースに格納することと、
　複数の患者の各々に関連するいくつかの状態を感知するため利用されるいくつかのセン
サによって生成される感知データをリポジトリネットワークに関連する患者データベース
に格納することと、
　複数の患者の各々の治療の際利用されるいくつかの患者看護装置によって生成される装
置データをリポジトリネットワークに関連する患者データベースに格納することと、
　一意の患者コードをリポジトリネットワークに関連する患者データベースから検索する
ことと、
　複数の患者の各々に関連する患者データをリポジトリネットワークに関連する患者デー
タベースから検索することと、
　複数の患者の各々に関連する人口統計学的データをリポジトリネットワークに関連する
患者データベースから検索することと、
　複数の患者の各々に関連する診断データをリポジトリネットワークに関連する患者デー
タベースから検索することと、
　複数の患者の各々に関連する治療データをリポジトリネットワークに関連する患者デー
タベースから検索することと、
　複数の患者の各々に関連するいくつかの状態を感知するため利用されるいくつかのセン
サによって生成される感知データをリポジトリネットワークに関連する患者データベース
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から検索することと、
　複数の患者の各々の治療の際利用されるいくつかの患者看護装置によって生成される装
置データをリポジトリネットワークに関連する患者データベースから検索することと、
　リポジトリネットワークに関連する患者データベースから検索された一意の患者コード
を加入者に送信することと、
　リポジトリネットワークに関連する患者データベースから検索された複数の患者の各々
に関連する患者データを加入者に送信することと、
　リポジトリネットワークに関連する患者データベースから検索された複数の患者の各々
に関連する人口統計学的データを加入者に送信することと、
　リポジトリネットワークに関連する患者データベースから検索された複数の患者の各々
に関連する診断データを加入者に送信することと、
　リポジトリネットワークに関連する患者データベースから検索された複数の患者の各々
に関連する治療データを加入者に送信することと、
　リポジトリネットワークに関連する患者データベースから検索された複数の患者の各々
に関連するいくつかの状態を感知するため利用されるいくつかのセンサによって生成され
る感知データを加入者に送信することと、
　リポジトリネットワークに関連する患者データベースから検索された複数の患者の各々
の治療の際利用されるいくつかの患者看護装置によって生成される装置データを加入者に
送信することと、
　加入者に送信する前に患者データベースから検索されたデータをフォーマットすること
と、
　加入者の加入レベルに基づいて検索され加入者に送信されるデータの内容を変更するこ
ととのうち１つかそれ以上またはそれらの任意の組み合わせを処理ユニットに行わせる。
【００４９】
　ここで図５～図５を参照すると、例示する患者看護装置４４'は、図５に示すように、
基部７２と、基部７２の上の乳幼児支持プラットフォーム７４と、プラットフォーム７４
の上の乳幼児コンパートメント７６とを備えている。例示される患者看護装置４４'は、
乳幼児保育器、乳幼児輻射保温器、またはそれらの両方として動作可能な乳幼児温度支援
装置である。しかし、以下図５～図２５を参照して説明する装置４４'の特徴は、病院用
ベッド、乳幼児保育器、乳幼児輻射保温器、ストレッチャ、手術台、または、椅子、車椅
子、及び、回転マットレス、パーカッションマットレス、低空気損失マットレス、または
流動ビーズ表面を含むマットレスまたは治療用表面を有する装置を含む医療環境で患者が
安静にする場所となる任意の他の種類の装置等の他の種類の患者治療装置に適用可能であ
る。「マットレス」（単数または複数）という用語は、請求項を含め、本開示で使用され
る場合、単層マットレス、多層マットレス、ゾーン型マットレス、フォームマットレス、
膨張式浮き袋、及び上の文に記載された何らかの治療用表面、及びそれらの組み合わせ及
び同等物及び人間を支持するために公知の何らかの他の種類のクッションを含む全ての種
類の人間支持要素を対象とするよう意図される。
【００５０】
　例示する基部７２は、構体またはフレーム７８と、フレーム７８に接続された１組のキ
ャスタまたは車輪８０と、駆動機構（図示せず）を操作して基部７２に対するプラットフ
ォーム７４の高さを変更するよう介護者によって連結される１組の足踏みペダル８２と、
不意の衝撃からペダル８２を保護する１組のバンパとを有する。プラットフォーム７４に
は、装置４４の駆動機構及び他の構成要素を視界から遮る下部部分８６が含まれる。また
、プラットフォーム７４には、装置４４の加湿システム（図示せず）の構成要素を支持し
、対流式暖房システム（図示せず）の構成要素を支持する上部部分８８も含まれる。
【００５１】
　乳幼児コンパートメント７６には、１対の側壁９０と１対の端壁９２とが含まれる。１
対のアクセスドア９４は各側壁９０に接続され、側壁９０に形成される各アクセスポート
（図示せず）を覆う、図５に示す閉位置と、各アクセスポートの覆いをなくし、乳幼児コ
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ンパートメント７６によって形成される患者空間内の乳幼児に介護者がアクセスできるよ
うにする開位置（図示せず）との間で移動できる。端壁９２には各々、１つかそれ以上の
線路通過口が含まれ、それを通じて電気線路及び流体管路が患者空間内に通される。側壁
９０及び端壁９２の一部または全ては、図５に示すそれぞれの上昇位置から下降位置（図
示せず）に回動可能であり、介護者は乳幼児コンパートメント７６内に位置する乳幼児に
より多くアクセスできるようになる。
【００５２】
　乳幼児コンパートメント７６にはさらに、図５に示すように１対のキャノピー片割れ１
１０を有するキャノピー９８が含まれる。装置４４'にはオーバヘッドアーム１１２が含
まれるが、これにはキャノピー片割れ１１０が接続され、キャノピー片割れの下部縁端が
側壁９０及び端壁９２の上部縁端に近接して患者空間をほぼ密閉する、図５に示す下降位
置と、患者空間内の乳幼児により多くアクセスできる上昇位置（図示せず）との間で回動
移動する。１つかそれ以上の赤外線輻射源（図示せず）がアーム１１２の下側に設置され
、作動すると、輻射熱を患者空間に提供して乳幼児を暖める。装置４４'には上部端部を
有する柱１１４が含まれ、そこからオーバヘッドアーム１１２が片持ち式に延びる。柱１
１４は入れ子式に伸長及び収縮可能であり、キャノピー９８、アーム１１２、及び赤外線
輻射源を単一体としてそれぞれ垂直に上昇及び下降させる。装置４４'は、柱１１４を伸
長及び収縮するよう動作する駆動機構を有する。
【００５３】
　また、図５～図８に示すように、装置４４'には、コンピュータ支持具１１６と、支持
具１１６に結合されたコンピュータ４８'とが含まれる。コンピュータ４８'は装置４４'
上で支持される患者及び装置４４'自体から患者の診療現場データを受信するよう構成さ
れている。コンピュータ４８'はディスプレイ画面１１８を有し、その上に患者の診療現
場データが、以下さらに詳細に説明するように、ユーザからコンピュータ４８'が受信し
た命令に応じて様々な組み合わせで表示される。さらに、コンピュータ４８'は、装置４
４'及びその上で支持される患者に関連する患者の診療現場データを含むデータを病院ネ
ットワークに送信し、ネットワークから、装置４４'とほぼ同様の他の装置及びその上で
支持される他の装置に関連する患者の診療現場データを含む様々な種類のデータを、ネッ
トワークから検索するよう構成される。従って、装置４４'及びその上で支持される患者
に関連する患者の診療現場データは、ネットワークからコンピュータ４８'によって検索
可能な他の種類のデータと共に、診療現場でコンピュータ４８'の画面１１８上で見るこ
とができる。画面１１８上に表示されるデータ種類を以下図９～図２５を参照して詳細に
説明する。しかし、以下説明するデータの追加または代わりとして、図１～図４を参照し
て上記で説明した何れかのデータを含む他の種類のデータを画面１１８上に表示すること
も本開示の範囲内である。
【００５４】
　例示されるコンピュータ支持具１１６は、装置４４'の他の部分に対してコンピュータ
４８'の位置を変えることができるよう構成されたアームアッセンブリ（以下「アームア
ッセンブリ１１６」と呼ぶ）である。アームアッセンブリ１１６は、図５及び図７に示す
ように、第１のアーム１２０と、第１のＵリンク１２２と、第２のアーム１２４と、第２
のＵリンク１２６とを有する。第１のアーム１２０は、柱１１４の下部領域に結合された
カラー部分１２８と、カラー部分１２８から外向き及び上向きに角度を付けられた主部分
１３０と、部分１３０からほぼ水平に外向きに延びる１対のフランジ１３２とを有する。
アーム１２０は、柱１１４とカラー部分１２８との間の相互結合によって形成される第１
の垂直軸１３４の周りに回動可能である。第１のＵリンク１２６は第２の垂直軸１３６の
周りに回動移動するようフランジ１３２に結合され、第２のアーム１２４は、第１の水平
軸１３８の周りに回動移動するよう第１のＵリンク１２６に結合されている。第２のＵリ
ンク１２６は第３の垂直軸１４０の周りに回動移動するよう第２のアーム１２４の外側端
部に結合され、コンピュータ４８'は第２の水平軸１４２の周りに回動移動するよう第２
のＵリンク１２６に結合される。
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【００５５】
　第２のアーム１２４は、ばねまたはダッシュポット等の釣り合い要素を有する釣り合い
アームであり、これはコンピュータ４８'の重量と釣り合う十分な釣り合い力を提供する
ので、コンピュータ４８'は、コンピュータ４８'とアーム１２４とが軸１３８の周りに望
ましい位置に調整された後も定位置に保持される。さらに、第２のアーム１２４には、ア
ーム１２４が軸１３８の周りに回動する際地面に対してＵリンク１２６とコンピュータ４
８'との方向を保持する平行四辺形リンク機構等の方向付け機構が含まれる。例えば、デ
ィスプレイ画面１１８が、図５（想像線）に示すようにアーム１２４が下降位置にある時
ほぼ垂直の方向にありアーム１２０と反対の方向を向いており、その後アーム１２４が軸
１３８の周りで、図５（実線）に示す中間位置等の何らかの他の位置に回動する場合、方
向付け機構は、アーム１２４が下降位置と中間位置との間で移動する際ディスプレイ画面
１１８をアーム１２０と反対向きのほぼ垂直な方向に保持する。釣り合いアームのさらな
る詳細は米国特許第６，０１２，６９３号、第５，９９２，８０９号、第５，８４２，６
７２号、第５，８２６，８４６号、第５，７４３，５０３号及び第５，３４０，０７２号
に示され説明されており、それら各特許を本出願に援用する。
【００５６】
　例示の実施形態では、垂直軸１３４の周りのアーム１２０の回動移動は柱１１４に対す
るアーム１２０の自由度のみである。その結果、装置４４'が設置される床の上のフラン
ジ１３２及びＵリンク１２２の高さは、アーム１２０が軸１３８に沿って回動する際ほぼ
同じ高さにある。もちろん、基部７２に対するプラットフォーム７４の高さを調整すると
、床に対するアーム１２０の高さも調整される。垂直軸１３６の周りのＵリンク１２２の
回動移動はアーム１２０に対するＵリンク１２２の自由度のみであり、水平軸１３８の周
りのアーム１２４の回動移動はＵリンク１２２に対する自由度のみである。さらに、垂直
軸１４０の周りのＵリンク１２６の回動移動はアーム１２４に対するＵリンク１２６の自
由度のみであり、水平軸１４２の周りのコンピュータ４８'の回動移動はＵリンク１２６
に対するコンピュータ４８'の自由度のみである。しかし、コンピュータ支持具１１６が
異なる数の連結要素を有し、隣接する連結要素間の相互接続が多数の自由度（例えば、多
数の軸の周りの回動、伸縮運動、または直線伸長／収縮）を有することも本開示の範囲内
である。
【００５７】
　アームアッセンブリ１１６の実施形態では、ラグ、ピン、表面等の１つかそれ以上のス
トッパが要素１１４、１２０、１２２、１２４、１２６、４８'の間のインターフェース
に含まれるか提供され、それぞれ回動軸１３４、１３６、１３８、１４０、１４２の周り
のこれらの要素の運動の量を制限する。さらに、アームアッセンブリ１１６の実施形態で
は、要素１１４、１２０、１２２、１２４、１２６、４８'の間に配置されたスラスト軸
受、ラジアル軸受、平軸受、ブッシング等の様々な減摩構成要素が含まれる。１つの実施
形態では、Ｕリンク１２６とコンピュータ４８'との間、及びＵリンク１２６とアーム１
２４との間に摩擦継ぎ手を設ける。摩擦継ぎ手は、キーボード１４４上またはディスプレ
イ画面１１８に触れることで命令またはデータを入力するユーザが付与する通常の力によ
ってコンピュータ４８'がアーム１２４に対して移動しないような構成である。しかし、
摩擦継ぎ手は、キーボード１４４または画面１１８上で指令またはデータを入力すること
に関連する通常の力を越えるしきい値量をコンピュータ４８'に印加すると、コンピュー
タ４８'がアーム１２４に対して位置を変えるような構成である。
【００５８】
　装置４４'の例示の実施形態では、アームアッセンブリ１１６及びコンピュータ４８'は
、コンピュータ４８'がプラットフォーム７４及び乳幼児コンパートメント７６の第１の
側面の横に並んで配置される、図６（実線）に示す第１の位置と、コンピュータ４８'が
プラットフォーム７４及び乳幼児コンパートメント７６の第２の側面の横に並んで配置さ
れる、図６（想像線）に示す第２の位置との間で移動可能である。もちろん、アームアッ
センブリ１１６とコンピュータ４８'とは要素１２０、１２２、１２４、１２６、４８'の
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運動範囲内の無数の位置の何れかに位置決め可能である。また、例示の実施形態では、軸
１３４から軸１３６までのアーム１２０の長さは軸１３４から乳幼児支持プラットフォー
ム７４の側面までの横方向距離より長いことから、コンピュータ４８'を配置しうる位置
の大部分はプラットフォーム７４及び乳幼児コンパートメント７６の「底面積」の外側に
ある。従って、装置４４'に隣接した椅子に座ったユーザは椅子に座ったままで使用する
のに適した位置にコンピュータ４８'を配置することができ、装置４４'の横に並んで立つ
ユーザは立ったまま使用するのに適した位置にコンピュータ４４'を配置することができ
る。
【００５９】
　装置４４'の他の部分に対してこのような広い範囲の位置にコンピュータ４８'を操作で
きることは、装置と一体化されてはいるが、装置上の位置に固定されているか、または１
つまたは２つの自由度内でのみ移動可能といった制限された移動性を有するコンピュータ
を有する患者支持装置に対する改善である。さらに、コンピュータ４８'を装置４４'の他
の部分から離れて（すなわち、プラットフォーム７４及びコンパートメント７６の「底面
積」の外側に）吊り下げることで、画面１１８及びキーボード１４４は、コンピュータ４
８'及びキーボード１４４を、例えば、柱１１４、プラットフォーム７４、またはコンパ
ートメント７６の上に設置またはそれらによって直接支持するより大型化することができ
る。
【００６０】
　例示されるコンピュータ４８'は、図７に示すように、ディスプレイ画面１１８及びキ
ーボード１４４が結合される背面パネルであるプレート１４６を有する。ブラケット１４
８は背面パネル１４６の上に設置されＵリンク１２６に接続される。カメラのハウジング
１５０はパネル１４６の上部部分に接続されディスプレイ画面１１８の一部の上に張り出
す。ビデオカメラ（図示せず）はハウジング１５０の内部領域に配置され、図８に示すよ
うにハウジング１５０の前面部分に形成された開口１５２を通じて画像を受信する。図７
及び図８に示すように、電源線、データ線、ビデオ線等のコンピュータ４８'に関連する
電線はケーブル１５４に束ねられ、パネル１４６からアームアッセンブリ１１６の内部領
域を通じてプラットフォーム７４の内部領域へと配線される。例示の実施形態ではケーブ
ル１５４の大部分はアームアッセンブリ１１６の内部領域に配置されるが、ケーブル１５
４の一部はアームアッセンブリ１１６の外部に配置されアームアッセンブリ１１６の継ぎ
目に対応する。
【００６１】
　装置４４'には、図８に概略を示す、装置４４'の様々な機能の動作を制御する制御装置
１５６が含まれる。制御装置１５６によって制御される機能には、輻射保温器の動作、対
流式暖房システムの動作、加湿システムの動作、キャノピー９８の上昇／下降、及び基部
７２に対するプラットフォーム７４の上昇／下降が含まれる。また、制御装置１５６は、
コンピュータ４８'及び多様な他の入力装置から様々な種類のデータを受信する。さらに
、制御装置１５６は様々な種類のデータを、ケーブル１５４中の適当なデータ線を介して
コンピュータ４８'に送信し、かつ制御装置１５６から医療施設のデータポートまたは壁
付きコンセント１５９に延びるデータ線１５８を介して病院ネットワークに送信する。病
院ネットワークからのデータも同様に線路１５８を通じて制御装置１５６に伝えられる。
すなわち、本開示によれば、装置４４'及びコンピュータ４８'は患者の診療現場データを
含むデータを任意のシステム１０、１００、２００に提供できるだけでなく、データをシ
ステム１０、１００、２００から受信することもできる。換言すれば、装置４４'及びコ
ンピュータ４８'はシステム１０、１００、２００の加入者３４、３６の役目を果たすよ
うな構成である。
【００６２】
　装置４４'には、例えば、患者空間内の気温を感知する気温センサ、乳幼児の体温を感
知する乳児体温センサ、患者空間内の湿度を感知する湿度センサ、乳幼児がさらされてい
る騒音レベルを感知する騒音センサ、乳幼児がさらされている光レベルを感知する光セン
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サ、対流式暖房システムのファンが動作する速度を感知するファン速度センサ、装置４４
'の加熱器のうち関連するものに供給される電流の量を感知する電流センサ、各キャノピ
ー片割れ１１０がそれぞれ上昇または下降位置にあるかを感知するセンサ、及びオーバヘ
ッドアーム１１２の上昇を感知するセンサ等の１つかそれ以上の環境センサ及び他の種類
のセンサが含まれる。装置４４'には、上記記載の様々なセンサを制御装置１５６と相互
接続する適当な電気線路（図示せず）が含まれる。さらに、制御装置１５６には、装置４
４'に含まれるセンサによって提供される信号を処理、条件付け、変換、または他の形で
操作して使用可能なデータにする電気回路が含まれる。従って、こうした様々な種類のセ
ンサによって提供される信号は、ディスプレイ画面１１８上で見られ、病院ネットワーク
及び／または、上記のように加入者または正規ユーザがデータを検索できる場所である中
央データベースに送信される患者の診療現場データの一部を提供する。
【００６３】
　装置４４'にはさらに、ビデオカメラ１６０と、カメラ１６０から制御装置１５６に延
びるビデオデータ線１６２とが含まれる。カメラ１６０には、端壁９２の１つに接続され
た下部部分または架台１６４と、横軸１６８に沿って回動可能な上部部分１６６とが含ま
れる。カメラ１６０の上部部分１６６は乳幼児コンパートメント７４によって形成される
患者空間内に支持される乳幼児に向けられており、乳幼児の画像データを含むカメラ１６
０からのビデオ信号は、線路１６２を介して制御装置１５６に伝えられる。また、装置４
４'は、外部データ線または患者看護モジュール（図示せず）の接続先である複数のコネ
クタ１７２を含む接続ポート１７０を有する。１組の内部データ線１７４が各コネクタ１
７２から制御装置１５６に延びる。
【００６４】
　コネクタ１７２に接続される外部データ線または患者看護モジュールの中には、心拍数
、呼吸数、血液の化学的組成、血圧等の乳幼児の様々な生理学的状態に関する感知データ
を提供するものがある。また、コネクタ１７２に接続される他の外部データ線または患者
看護モジュールは、栄養補給に関するデータ（例えば、経鼻胃栄養管を介して乳幼児に供
給される調合乳の量）、静脈内液体の投与に関するデータ、乳幼児が排出する老廃物に関
するデータ、光線療法に関するデータ、心電計（ＥＫＧ）データ、脳波計（ＥＥＧ）デー
タ等の患者看護の他の様々な面に関するデータを提供する。従って、接続ポート１７０に
よって、装置４４'の外部の装置に関連するデータを制御装置１５６、コンピュータ４８'
、及び病院ネットワークに伝えることができる。例示される接続ポート１７０は乳幼児プ
ラットフォーム７４の下部部分８６の上でアクセス可能であるが、装置４４'が乳幼児コ
ンパートメント７４内を含む装置上のあらゆる場所に配置された接続ポートを有すること
が本開示の範囲内である。装置４４'は、医療施設の電源コンセント１７８から標準１１
０Ｖ、６０Ｈｚの電力を受け取る電源線１７６を有する。
【００６５】
　制御装置１５６には、１つかそれ以上のマイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、
信号処理回路、出力調整回路、メモリ回路、Ｉ／Ｏ回路、等が含まれる。ある実施形態で
は、コンピュータ４８'が、固有のマイクロプロセッサまたはマイクロコントローラ及び
適当な通信プロトコルによって制御装置１５６の回路と通信する関連回路を有するものも
ある。他の実施形態では、コンピュータ４８'は制御装置１５６の回路によって制御され
る。
【００６６】
　例示されるコンピュータ４８'には、図８に示すバーコード読み取り装置１７８が含ま
れ、それにトークンを提示してトークンの所有者がある情報へのアクセスを得られるよう
にする。本開示によれば、「低アクセス」トークン１８０は装置４４'上で支援されてい
る乳幼児の親族に与えられ、「高アクセス」トークン１８２は医師、看護師、及び他の介
護者に与えられる。各トークン１８０、１８２には、読み取り装置１７８によって読み取
られるバーコード１８４が含まれる。トークン１８０に関連するバーコード１８４はトー
クン１８２に関連するバーコード１８４と異なっているので、コンピュータ４８'は、ト
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ークン１８０、１８２のどちらが読み取り装置１７８に提示されたかを識別できる。トー
クン１８２が読み取り装置１７８に提示された場合、トークン１８２の所有者はコンピュ
ータ４８'を介して利用可能な全ての情報へアクセスすることができるが、トークン１８
０が読み取り装置１７８に提示された場合、トークン１８０の所有者はコンピュータ４８
'を介して制限された量の情報にだけアクセスできる。中間レベルのアクセス（すなわち
、トークン１８０によってアクセスできる情報よりは多いが、トークン１８２によってア
クセスできる情報よりは少ない情報へのアクセス）を許可するトークンも本開示の範囲内
である。
【００６７】
　例示されるトークン１８０、１８２は、バーコード１８４が上に印刷されるか、または
、例えばラベルにより他の方法で貼付されたカードである。コンピュータ４８'が、磁気
ストリップを保持するカード、コード化無線周波（ＲＦ）信号を送信するトークン、近接
カード、及び赤外線エネルギーを送信または反射するトークン等の他の種類の関連するト
ークン用の、磁気ストリップ読み取り装置、ＲＦ受信機、近接カード読み取り装置、及び
赤外線エネルギー受信機等の、バーコード読み取り装置以外の読み取り装置を有すること
も本開示の範囲内である。また、ユーザが、ユーザＩＤとパスワードとをコンピュータ４
８'のディスプレイ画面１１８上に現れる適当なフィールドに入力することによって情報
へのアクセスを得ることも本開示の範囲内である。
【００６８】
　以下の説明では、様々なデータまたは情報が「ディスプレイ画面１１８上に現れる」ま
たは「画面１１８上に表示される」（あるいは画面１１８の一部またはウィンドウ上に「
現れる」または「表示される」）等の記載または同様の記載がある場合、制御装置１５６
の回路及び／またはコンピュータ４８'の回路及び／または病院ネットワークのコンピュ
ータ装置中の回路が１つかそれ以上のそれぞれのコンピュータプログラムを実行してデー
タまたは情報を画面１１８上に表していると理解されたい。さらに、コンピュータ４８'
がある機能を達成するため「ソフトウェアを実行する」または「ソフトウェアを走らせる
」等の記載または同様の記載がある場合、こうした記載は、病院ネットワークの１つかそ
れ以上のコンピュータ装置がソフトウェアを実行または走らせている場合、制御装置１５
６がソフトウェアを実行または走らせている場合、及びコンピュータ４８'自体がソフト
ウェアを実行または走らせている場合の実施形態を対象にするよう意図される。
【００６９】
　以下の説明では、アイコンまたはボタンが「選択される」または「反転表示される」ま
たはユーザがボタンまたはアイコンを「選択する」または「反転表示する」等の記載また
は同様の記載がある場合、本開示は、コンピュータ画面上に現れるアイコンまたはボタン
等の図形または文字画像を選択または反転表示する全ての方法を対象にすることを意図し
ていると理解されたい。こうした図形または文字画像の選択は、例えば、コンピュータマ
ウスを動かしてカーソルを選択すべき画像の部分に重ねてからコンピュータマウス上のボ
タンをクリック（またはダブルクリック）する、コンピュータキーボード上の左、右、上
、及び下矢印キーを使用して様々な画像を反転表示し、望ましい画像が反転表示されたら
キーボードの「エンター」キーを押す、コンピュータキーボード上の「タブ」キーを使用
して様々な画像を反転表示し、望ましい画像が反転表示されたらキーボードの「エンター
」キーを押す、望ましい画像を有する画面の部分の上で光ペンでコンピュータ画面に触れ
る、音声制御ソフトウェアを使用して望ましい画像を口頭で選択する、及びコンピュータ
画面がタッチスクリーンである場合、タッチスクリーンの望ましい画像を有する部分に触
れる、といった方法で達成すればよい。
【００７０】
　トークン１８０、１８２の何れかが読み取り装置１７８に提示される前か、またはトー
クン１８０、１８２の１つが読み取り装置１７８に提示されたが何らかの命令がコンピュ
ータ４８'上で入力されることなく所定の期間が経過した場合、例えば、図９に示すよう
なデフォルト画面１８６がディスプレイ画面１１８上に現れる。画面１８６は「分割画面
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」ディスプレイとして現れ、様々な種類のデータが分割画面の関連するウィンドウ内に現
れる。
【００７１】
　患者の個人別情報が、図９に示すように画面１８６の左上領域の個人別情報ウィンドウ
１８８内に示される。個人別情報には、患者の氏名、患者が割り当てられたベッド番号、
警報インジケータ（点滅または他の方法で状態が変化し、警報状態が感知されたことを示
す）、患者の生後日数、患者の最近の体重とその最近の体重を測定した日付、患者の出生
時体重、患者に割り当てられた医師、患者に割り当てられた看護師が含まれる。ウィンド
ウ１８８の下は画像ウィンドウ１９０であり、カメラ１６０によって取り込まれた患者の
ビデオ画像をリアルタイムで表示する。ウィンドウ１９０の下は環境ウィンドウ１９２で
あり、コンパートメント７６内の気温、患者の体温、コンパートメント７６内の相対湿度
、及びコンパートメント７６内のパーセント酸素濃度等の環境データを表示する。ウィン
ドウ１９２の下は生命徴候データウィンドウ１９４であり、吸気酸素成分（ＦＩＯ２）、
呼吸数（ＲＲ）、最高吸気圧力（ＰＩＰ）、持続性気道陽圧（ＣＰＡＰ）、吸／呼気相比
（Ｉ：Ｅ：）、及び呼吸終末陽圧（ＰＥＥＰ）等の生命徴候データを表示する。
【００７２】
　画面８６の上中央領域には、生命徴候グラフウィンドウ１９６が画面１８６上に表示さ
れる。ウィンドウ１９６は患者の心拍数、動脈血圧、静脈血圧、及び呼吸数のグラフ表示
を有する。患者のパルス酸素飽和度（ＳｐＯ２）もウィンドウ１９６内に記載される。ウ
ィンドウ１９６の下は空白ウィンドウ１９８である。ウィンドウ１９８の下は、ベッドア
イコン２１２、アームアイコン２１４、角度アイコン２１６、負符号アイコン２１８、正
符号アイコン２２０、及びメッセージアイコン２２２を有するコントロールバー２１０で
ある。ユーザがアイコン２１２を選択すると、アイコン２１２が反転表示され、その後負
符号アイコン２１８または正符号アイコン２２０の何れかを押すと、プラットフォーム７
４（及びプラットフォーム７４によって支持される構成要素）が基部７２に対してそれぞ
れ下降または上昇する。ユーザがアイコン２１４を選択すると、アイコン２１４が反転表
示され、その後負符号アイコン２１８または正符号アイコン２２０の何れかを押すと、柱
１１４はプラットフォーム７４に対してそれぞれ収縮または伸長し、アーム１１２、キャ
ノピー９８、輻射保温器、及びそれらの何れかに接続された何らかの他の構成要素をそれ
ぞれ下向きまたは上向きに移動させる。ユーザがアイコン２１６を選択してから負符号ア
イコン２１８または正符号アイコン２２０の何れかを押すと、乳幼児プラットフォーム７
４によって支持されるマットレスが、装置４４'の傾斜機構と関連することによって、そ
れぞれトレンデレンブルク体位または逆トレンデレンブルク体位に向かい移動する。
【００７３】
　画面１８６の右手側には（画面の上から下に）ユーザ氏名ウィンドウ２２４、時刻ウィ
ンドウ２２６、主ディスプレイコントロールウィンドウ２２８、第２画像ウィンドウ２３
０、及びコントロールボタンウィンドウ２３２が表示される。トークン１８０、１８２は
読み取り装置１７８に提示されていないので、ユーザ氏名ウィンドウ２２４及びコントロ
ールボタンウィンドウ２３２は空白である。ある実施形態では、カメラ１６０等の２つの
カメラがコンパートメント７６に設置されることがある。２つのカメラを有するこうした
実施形態では、第２画像ウィンドウ２３０は一方のカメラからの画像を表示し、第１画像
ウィンドウ１９０はもう一方のカメラからの画像を表示する。例示の実施形態では、ウィ
ンドウ１９０、２３０は、ユーザ入力に応じて、患者の重複した画像を表示することもあ
る。すなわち、ユーザ入力に応じて、ウィンドウ１９０、２３０の１つに他の種類のデー
タを表示することがあってもよく、従ってカメラ１６０からの患者の画像もウィンドウ１
９０、２３０のもう一方に表示することができる。
【００７４】
　ウィンドウ２２８は、「モード」ボタン２３４、「コンテント」ボタン２３６、「シン
グル」ボタン２３８及び「マルチ」ボタン２４０を有する。ユーザがボタン２３４を選択
または反転表示すると、ユーザはボタン２３８またはボタン２４０の何れかを選択する選
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択肢を有する。ユーザが初めにボタン２３４を選択した後ボタン２３８を選択すると、例
えば図９に示すように、コンピュータ４８'の接続された特定の装置４４'の患者に関連す
るデータがディスプレイ画面１１８上に現れる。ユーザが初めにボタン２３４を選択した
後ボタン２４０を選択すると、以下図２５に関連してさらに詳細に説明するように、装置
４４'を含む多数の患者支援装置４４に関連するデータがディスプレイ画面１１８上に現
れる。ユーザがボタン２３６を選択すると、ユーザは、データの種類の変更、データのフ
ォーマット、及びユーザが現在見ている画面上に現れるデータを含むウィンドウの配置と
いう選択肢を有する。例えば、ユーザがデフォルト画面１８６を見ながらボタン２３６を
選択すると、ユーザは望ましい方法で画面１８６上に現れる情報を変更できる。従って、
ユーザが本出願で説明する各画面上に現れるデータをカスタマイズすることは本開示の範
囲内である。コンピュータ４８'はカスタマイズされた画面をトークン１８０、１８２を
所持する各ユーザに関連付けるので、画面は自分のトークンを読み取り装置１７８に提示
した特定のユーザに合わせて自動的に設定される。
【００７５】
　親族等の人物が「低アクセス」トークン１８０をコンピュータ４８'の読み取り装置１
７８に提示すると、例えば図１０に示すように、低アクセスホーム画面２４２がコンピュ
ータ４８'のディスプレイ画面１１８上に現れる。画面２４２には、画面１８６の場合と
同様ウィンドウ１８８、１９０、１９２、１９４、１９６、１９８、２２６が含まれるが
、各ウィンドウ中のデータは、データが変更されるに連れてほぼリアルタイムで更新され
る。病院ネットワーク、コンピュータ４８'及び／または制御装置１５６は、カード１８
０上の特定のバーコードに関連するユーザ識別情報を格納している。従って、カード１８
０が割り当てられたユーザの氏名がウィンドウ２２４内に現れる。例示される例では、そ
れぞれウィンドウ１８８、２２４に現れるデータが示す通り、ケヴィン・ジョーンズ（Ｋ
ｅｖｉｎ　Ｊｏｎｅｓ）は装置４４'上で支援される患者の氏名であり、トークン１８０
の所有者はケヴィンの母親サラ・ジョーンズ（Ｓａｒａｈ　Ｊｏｎｅｓ）である。
【００７６】
　画面２４２のウィンドウ２３２には、記録ボタン２４４、設定ボタン２４６、ビデオボ
タン２４８、ビデオ会議ボタン２５０、Ｅメールボタン２５２、ウェブボタン２５４、ロ
グアウトボタン２５６、及び主画面ボタン２５８が含まれる。ユーザがボタン２４４を選
択すると、ボタン２４４が選択された時にウィンドウ１９６に現れていたグラフと関連情
報が、病院ネットワーク、制御装置１５６、或いはコンピュータ４８'に接続されたプリ
ンタ（図示せず）によって印刷出力される。ユーザがボタン２４６を選択すると、ユーザ
は格納及び／またはＥメールに添付する画像及び／またはデータを選択できる。例えば、
ユーザは、ウィンドウ１９０に現れる乳幼児の患者の画像を取り込み、その画像を別の親
族等の受信者にＥメールで送るというオプションを有する。ユーザがボタン２４８を選択
すると、コンピュータ４８'は、ユーザがコンピュータ４８'を介してデータにアクセスす
るトークンを有する任意の他の人物にビデオメッセージを残せるようにするソフトウェア
プログラムを実行する。コンピュータ４８'のハウジング１５０内に配置されたカメラは
ビデオメッセージを残すユーザのビデオ画像を取り込み、コンピュータ４８'のハウジン
グ１５０内に配置されるかまたはマイクロホンジャック２６０（図８）に接続されるマイ
クロホンはメッセージの音声部分を取り込む。コンピュータ４８'を何らかの公知のビデ
オメッセージングソフトウェアによってプログラムすることは本開示の範囲内である。
【００７７】
　ユーザがボタン２５０を選択すると、コンピュータ４８'はユーザがビデオ会議を設定
またはそれに参加できるようにするソフトウェアプログラムを実行する。コンピュータ４
８'を何らかの公知のビデオ会議ソフトウェアによってプログラムすることは本開示の範
囲内である。ユーザがメッセージアイコン２２２を選択すると、例えば図１１に示すよう
に、メッセージ画面２６０がコンピュータ４８'のディスプレイ画面１１８上に現れ、受
信メッセージ表２６２と送信メッセージ表２６４とがウィンドウ１９８内に現れる。表２
６２は、ユーザ宛に送信されたがまだユーザが見ていないＥメールまたはビデオメッセー
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ジがあればそれに関する１行またはそれ以上の情報を有する。表２６２はユーザが送信し
たがまだユーザが消去または削除していないビデオメッセージのＥメールがあればそれに
関する１行またはそれ以上の情報を有する。
【００７８】
　表２６２、２６４の各項目は、ビデオアイコン２６６またはＥメールアイコン２６８の
いずれかを有し、関連するメッセージがそれぞれビデオメッセージであるかまたはＥメー
ルであるかを示す。さらに、表２６２の各項目はユーザが関連するビデオメッセージを再
生するために選択する再生ボタン２６７を有し、表２６４の各項目はユーザが表２６４か
ら送信メッセージを削除するために選択する消去ボタン２６９を有する。また、表２６２
の各項目はメッセージを送信した人物の氏名、メッセージの件名、メッセージがユーザ宛
に送信された日付、及びメッセージがユーザ宛に送信された時刻を有する。同様に、表２
６４の各項目は、ユーザがメッセージを送信した宛先の人物の氏名、メッセージの件名、
ユーザがメッセージを送信した日付、ユーザがメッセージを送信した時刻を有する。
【００７９】
　ウィンドウ１９８の表２６２、２６４の右側にスクロールアイコン２７０が設けてある
ので、表２６２、２６４がウィンドウ１９８内に同時に表示できるより多い項目を有する
場合、ユーザは表２６２、２６４の項目をスクロールできる。画面２６０のウィンドウ１
９８の下端には、受信ボタン２７２、送信ボタン２７４、及び新規ボタン２７６が存在す
る。ユーザがウィンドウ１９８の上部に受信メッセージ表２６２を配置したい場合、ユー
ザは受信ボタン２７２を選択し、ユーザがウィンドウ１９８の上部に送信メッセージ表２
６４を配置したい場合、ユーザは送信ボタン２７４を選択する。ユーザが新しく受信した
メッセージだけを見たい場合、ユーザはボタン２７６を選択する。
【００８０】
　ユーザがメッセージアイコン２２２を選択した結果、ウィンドウ２３２内の記録、設定
、及びビデオボタン２４４、２４６、２４８は、図１１及び図１２に示すように、画面２
６０上で再生ボタン２７８、停止ボタン２８０、及び巻き戻しボタン２８２に置換される
。ユーザが表２６２内に現れる再生ボタン２６７の１つを反転表示してからウィンドウ２
３２内に現れる再生ボタン２７８を選択すると、例えば図１２に示すように、コンピュー
タ４８'は反転表示された再生ボタン２６７に関連する項目のビデオメッセージを再生す
る。選択されたビデオメッセージが再生されている間、コンピュータ４８'のメモリ中に
格納されたビデオデータがウィンドウ２３０内に表示され、音声データがコンピュータ４
８'に収容または接続されたスピーカ（図示せず）或いは、コンピュータ４８'のヘッドホ
ンジャック２８４（図８）に接続されたヘッドホン（図示せず）の何れかに提供される。
ユーザは、音量つまみ２８５（図８）を動かすか、またはコントロールバー２１０のアイ
コン２１８、２２０を選択することによって音声データの音量を調整できる。ユーザがビ
デオメッセージの再生を停止したい場合、ユーザはボタン２８０を選択する。ユーザがビ
デオメッセージを巻き戻したい場合、ユーザはボタン２８２を選択する。
【００８１】
　ユーザが画面２４２、２６０のウィンドウ２３２内に現れるＥメールボタン２５２を選
択すると、例えば図１３に示すように、Ｅメール画面２８６がコンピュータ４８'のディ
スプレイ画面１１８上に現れる。Ｅメール画面２８６は、画面２４２、２６０の生命徴候
ウィンドウ１９６の代わりとなるＥメールウィンドウ２９６を有する。しかし、画像ウィ
ンドウ１９０は、グラフ形式の代わりに表形式の生命徴候情報を含む補助生命徴候ウィン
ドウ２９０によって置換されるので、ユーザは引き続き画面２８６上でほぼリアルタイム
で生命徴候データを見ることができる。例示の実施形態では、ウィンドウ１９０をウィン
ドウ２９０によって置換するため、カメラ１６０からの画像は画面２８６上のウィンドウ
２３０内に示される。
【００８２】
　Ｅメールウィンドウ２９６は、Ｅメールの作成に関連するいくつかの機能をユーザが行
えるようにする様々なアイコンを含む指令バー２８８を有する。例示される例では、指令
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バー２８８には、送る、切り取り、コピー、貼り付け、元に戻す、文法チェック、スペル
チェック、及び添付といったアイコンが含まれる。こうした各アイコンに関連する機能は
公知である。例えば、添付アイコンを使用して、ユーザは、ユーザが上記で説明したよう
に設定ボタン２４６を使用してコンピュータ４８'のメモリに格納した何らかのデータ及
び／または画像を添付する選択肢を有する。また、ウィンドウ２９６には「宛先」ダイア
ログボックス２９２と「ＣＣ」ダイアログボックス２９４が含まれ、そこにユーザはユー
ザが作成されたＥメールの受信者の氏名を入力する。ウィンドウ２９６はさらに、ユーザ
がＥメールの件名を入力する「件名」ダイアログボックス２９８と、ユーザが送信するＥ
メールメッセージを入力するメッセージダイアログボックス３００とを有する。
【００８３】
　ウィンドウ２９６はさらに、例えば、フォントダイアログボックス（関連するドロップ
ダウンメニュー矢印を有する）、テキストサイズダイアログボックス（関連するドロップ
ダウンメニュー矢印を有する）、テキスト字下げアイコン、太字アイコン、斜体アイコン
、下線アイコン、テキスト色アイコン、テキスト行揃えアイコン、箇条書きアイコン等の
いくつかのアイコン及びダイアログボックスが含まれる。このそれぞれのテキストフォー
マットアイコンに関連する機能は公知である。指令バー２８８とテキストフォーマットバ
ー３１０とをカスタマイズして、選択されると関連する機能を行うアイコンを含むように
することは、本開示の範囲内である。こうしたカスタマイズ能力は、ノベルグループワイ
ズ（Ｎｏｖｅｌｌ　Ｇｒｏｕｐｗｉｓｅ）Ｅメールソフトウェア及びロータスノーツ（Ｌ
ｏｔｕｓ　Ｎｏｔｅｓ）Ｅメールソフトウェア等の市販のＥメールソフトウェアパッケー
ジに含まれる。
【００８４】
　例えば、ユーザが画面２４２、２６０、２８６のウィンドウ２３２に現れるウェブボタ
ン２５４を選択すると、例えば、装置４４'が設置された病院をホストとするウェブサイ
トまたは装置４４'の製造業者をホストとするウェブサイト等の指定されたウェブサイト
のホームページ（図示せず）がウィンドウ１９８内に現れる。また、コンピュータ４８'
の画面１１８上に現れる多数のウィンドウに重なるウェブページウィンドウが表示される
こともある。コンピュータ４８'は、（ワールドワイドウェブとしても公知の）インター
ネットにユーザが接続しそれを見て回ることを可能にし、ボタン２５４が選択されると起
動される、ネットスケープナビゲータ（ＮＥＴＳＣＡＰＥ　ＮＡＶＩＧＡＴＯＲ（登録商
標））ソフトウェアまたはマイクロソフトエクスプローラ（ＭＩＣＲＯＳＯＦＴ　ＥＸＰ
ＬＯＲＥＲ（登録商標））ソフトウェア等の適当なウェブブラウザソフトウェアによって
プログラムされる。ユーザが主画面ボタン２５８を選択すると、コンピュータ４８'は図
１０にその例を示す画面２４２によって応答する。ユーザがログアウトボタン２５６を選
択すると、コンピュータ４８'は図９にその例を示す画面１８６によって応答する。
【００８５】
　医師または看護師等の人物が「高アクセス」トークン１８２をコンピュータ４８'の読
み取り装置１７８に提示すると、例えば図１４に示すように、高アクセスホーム画面３１
２がコンピュータ４８'のディスプレイ画面１１８上に現れる。画面３１２には、画面１
８６の場合と同様ウィンドウ１８８、１９０、１９２、１９４、１９６、１９８、２２６
が含まれるが、各ウィンドウ中のデータは、データが変更されるに連れてほぼリアルタイ
ムで更新される。病院ネットワーク、コンピュータ４８'及び／または制御装置１５６は
、カード１８２上の特定のバーコード１８４に関連するユーザ識別情報を格納している。
従って、カード１８２が割り当てられたユーザの氏名がウィンドウ２２４内に現れる。例
示される例では、ウィンドウ２２４内に現れるデータが示す通り、トークン１８２の所有
者はケヴィン・ジョーンズの担当医であるジェーン・スマイス（Ｊａｎｅ　Ｓｍｙｔｈｅ
）医師である。
【００８６】
　画面２４２のウィンドウ２３２の場合と同様、画面３１２のウィンドウ２３２には、記
録ボタン２４４、設定ボタン２４６、ビデオボタン２４８、ビデオ会議ボタン２５０、Ｅ
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メールボタン２５２、ウェブボタン２５４、ログアウトボタン２５６、及び主画面ボタン
２５８が含まれる。しかし、図１４に示すように、画面３１２のウィンドウ２３２にはさ
らに、販売／サービスボタン３１４、研究ボタン３１６、供給品ボタン３１８、ポンプ／
流体ボタン３２０、評価ボタン３２２、スケジュールボタン３２４、放射線医学ボタン３
２６、薬物療法ボタン３２８、教育ボタン３３０、検査室ボタン３３２、及び通話ボタン
３３４が含まれる。画面３１２及び高アクセスホーム画面３１２からアクセスできる任意
の他の画面上でボタン２４４、２４６、２４８、２５２、２５４、２５６、２５８を選択
すると、上記で図１０～図１３を参照して説明したのとほぼ同様の画面及びデータがコン
ピュータ４８'のディスプレイ画面１１８上に現れる。また、画面３１２はアイコン２１
２、２１４、２１６、２１８、２２０、２２２を有し、それを選択すると、上記で図９～
図１３を参照して説明した対応するボタン各々の場合と同様のデータが検索され、かつ／
または同様の機能が行われるが、アイコン２２２が選択されるとき画面３１２のウィンド
ウ１９８内に現れるメッセージ表には、トークン１８０の所有者ではなくトークン１８２
の所有者が受信または送信したメッセージに対応する項目が含まれる。
【００８７】
　ユーザがビデオ会議アイコン２５０を選択すると、例えば図１５に示すように、ビデオ
会議コントロール画面３３６がコンピュータ４８'のディスプレイ画面１１８上に現れる
。画面３３６のウィンドウ１９８は、「患者ベッド選択」ボタン３４０、「ＵＲＬ／ＩＰ
アドレス入力」ボタン３４２、及び「接続」ボタン３４４を含むビデオ会議コントロール
パネル３３８を有する。ユーザが画面３３６上のボタン３４０を選択した後、ユーザはど
の装置４４がビデオ会議上で利用可能な関連画像を有するかを識別することができる。こ
の例では、デフォルトの患者ベッドは装置４４'である。しかし、ユーザは、病院ネット
ワークに接続された任意の患者ベッド（すなわち、装置４４）を選択する選択肢を有する
。ユーザがボタン３４２を選択した後、ユーザはインターネットアドレス（単数または複
数）によってビデオ会議の他の参加者（単数または複数）を識別できる。ユーザがビデオ
会議に含まれる患者ベッドと受信者を識別した後、ユーザはボタン３４４を選択して受信
者に接続する。従って、本開示によれば、ビデオ会議はワールドワイドウェブによって達
成される。しかし、ＬＡＮ、ＷＡＮ、または直接回線通信を介したビデオ会議を可能にす
るソフトウェアを含む任意の公知のビデオ会議ソフトウェアによってコンピュータ４８'
をプログラムすることも本開示の範囲内である。
【００８８】
　ユーザがボタン２５０を選択し、それによって画面３３６がコンピュータ４８'のディ
スプレイ画面１１８上に現れるようにすると、記録、設定、及びビデオボタン２４４、２
４６、２４８はカメラコントロールバー３４６によって置換されるが、このカメラコント
ロールバー３４６には、例示の実施形態では、ズームアウトボタン３４８、ズームインボ
タン３５０、及びカメラ切り換えボタン３５２が含まれる。コンピュータ４８'のハウジ
ング１５０内のカメラとコンパートメント７６に設置されたカメラとを含む、装置４４'
の任意の１つかそれ以上のカメラを電動式にして、カメラコントロールバー３４６が、カ
メラを左右にパンし、カメラを上下に移動させ、ビデオカメラに関連する輝度または色相
または何らかの他のパラメータを制御するボタンを含むことは本開示の範囲内である。
【００８９】
　ボタン３５２を選択することによって、ユーザはウィンドウ２３０内に現れる画像を切
り換えることができるが、この画像は通常、ビデオ会議の他の参加者の１人のカメラから
の画像である。従って、ボタン３５２を連続して選択することによって、ユーザは、ビデ
オ会議の他の参加者に関連する各カメラに関連する画像を続けて見ることができ、カメラ
１６０に関連しかつコンピュータ４８'のハウジング１５０内のカメラに関連する画像を
見ることもできる。ボタン３４８を選択することによって、ユーザはウィンドウ２３０内
に現れる画像にズームインすることができ、ボタン３５０を選択することによって、ユー
ザはウィンドウ内に現れる画像からズームアウトすることができる。従って、ウィンドウ
２３０内に現れる画像がビデオ会議の他の参加者の１人に関連するカメラからの画像であ
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る場合、コンピュータ４８'は、他の参加者のカメラがコンピュータ４８'が生成する信号
によって制御されるよう構成されていると想定して、その他の参加者のカメラを制御する
適当な信号を生成する。
【００９０】
　ある実施形態では、ユーザが、ビデオ会議の他の参加者に送信される画像を制御するも
のもある。こうした実施形態では、ビデオ会議の他の参加者に利用可能な画像がウィンド
ウ２３０に示される。また、こうした実施形態では、ボタン３５２を連続して選択すると
、ウィンドウ２３０内に示される画像をカメラ１６０に関連する画像とハウジング１５０
内のカメラ（及び装置４４'の任意の他のカメラ）に関連する画像との間で切り換えるこ
とができ、さらに、ボタン３４８、３５０を選択してウィンドウ２３０内に現れる画像に
それぞれズームアウトまたはズームインすることができる。ビデオ会議の間、音量つまみ
２８５、またはアイコン２１８、２２０を使用して会議の音声部分の音量を調節する。
【００９１】
　ユーザがウィンドウ２３２内の販売／サービスボタン３１４を選択すると、例えば図１
６に示すように、販売／サービス画面３５４がコンピュータ４８'のディスプレイ画面１
１８上に現れる。画面３５４のウィンドウ１９８はサービス連絡先表３５６と販売連絡先
表３５８とを有する。表３５６には、装置４４'に関連する病院に割り当てられた顧客サ
ービス担当者または技術者の写真、その顧客サービス担当者または技術者の氏名、及びそ
の顧客サービス担当者または技術者の連絡先電話番号等のサービス連絡先情報が含まれる
。さらに、表３５６はサービスアイコン３６０を有し、それを選択すると、Ｅメール画面
２８６がディスプレイ１１８上に現れるが、そこでは顧客サービス担当者または技術者の
Ｅメールアドレスがすでにダイアログボックス２９２に入力されているので、ユーザはＥ
メールメッセージを作成、送信してサービス情報を要求したり、顧客サービス担当者また
は技術者の訪問を要求したりすることができる。
【００９２】
　表３５８には、装置４４'に関連する病院に割り当てられた販売担当者の写真、その販
売担当者の氏名、及びその販売担当者の連絡先電話番号等の販売連絡先情報が含まれる。
さらに、表３５８は販売アイコン３６２を有し、それを選択すると、Ｅメール画面２８６
がディスプレイ１１８上に現れるが、そこでは販売担当者のＥメールアドレスがすでにダ
イアログボックス２９２に入力されているので、ユーザはＥメールメッセージを作成、送
信して販売情報を要求したり、販売担当者の訪問を要求したりすることができる。また、
表３５８は製造業者ウェブリンクアイコン３６４を有し、それを選択すると、装置４４'
の製造業者のウェブサイトのホームページがコンピュータ４８'のディスプレイ画面１１
８上に現れる。例示される例では、ボタン３１４及びアイコン３６４の上には各々「ヒル
－ロム（Ｈｉｌｌ－Ｒｏｍ）」が表示されており、ヒル－ロムが装置４４'の製造業者で
あることを示している。また、ボタン３１４の上には「販売／サービス」または「製造業
者連絡先」等の他のテキストが表示されていることもあり、アイコン３５４は、例えば「
製造業者ホームページ」または「製造業者ウェブサイトへのリンク」等の他のテキストが
表示されていることもある。さらに、表３５８はヘルプアイコン３６６を有し、それが選
択されると、ユーザをコンピュータ４８'のヘルププログラムにリンクする。ヘルププロ
グラムを使用して、ユーザは装置４４'の動作に関する照会を入力または情報を検索する
ことができる。
【００９３】
　ユーザが研究ボタン３１６を選択すると、例えば図１７に示すように、研究画面３６８
がコンピュータ４８'のディスプレイ画面１１８上に現れる。例示される画面３６８には
、相関パラメータウィンドウ３７０、第１の研究データウィンドウ３７６、及び第２の研
究データウィンドウ３７８が含まれる。ウィンドウ３７０、３７６、３７８は、ボタン３
１６が選択される前にディスプレイ画面１１８上に表示されていたいくつかのウィンドウ
またはそれらの一部に取って代わる。例えば、生命徴候グラフウィンドウ１９６はウィン
ドウ３７０、３７６、３７８に置き換えられる。しかし、画像ウィンドウ１９０は、グラ



(27) JP 4401080 B2 2010.1.20

10

20

30

40

50

フ形式の代わりに表形式の生命徴候を含む補助生命徴候ウィンドウ２９０によって置換さ
れるので、ユーザは引き続き画面３８６上でほぼリアルタイムで生命徴候データを見るこ
とができる。
【００９４】
　システム１０、１００、２００を含む、本出願で説明した何らかの患者の診療現場デー
タ管理システムの何らかの部分からアクセス可能な何らかのデータに分類、同化、マイニ
ング、グラフ化、作表、相関等の処理を行い、研究画面３６８上でユーザに提示すること
は本開示の範囲内である。例示される例では、ウィンドウ３７０には、各々メニュー矢印
３７４を有する６つのパラメータ入力アイコン３７２の組み合わせが含まれる。相関させ
るパラメータを選択するため、ユーザはそれぞれのアイコン３７２の矢印３７４を選択し
て、関連するパラメータ選択メニューを画面３６８上に表示する。次にユーザはパラメー
タの１つをパラメータ選択のメニューから選択する。ユーザが望ましい数のパラメータ（
例示される例では６まで）を選択するまでこのパラメータの選択を繰り返す。
【００９５】
　選択されたパラメータに基づいて、装置４４'をその一部とするネットワークまたはシ
ステムに含まれるデータベースからいくつかのデータがコンピュータ４８'に提供され、
画面３６８のウィンドウ３７６、３７８内に表示される。図１７に示すように、ウィンド
ウ３７６は第１の研究結果アイコン３８０を有し、ウィンドウ３７８は第２の研究結果ア
イコン３８２を有する。各アイコン３８０、３８２は各々それぞれに関連付けられた「次
へ」矢印３８４を有する。アイコン３８０、３８２の何れかを連続して選択することによ
って、ユーザは利用可能な研究データをスクロールできる。代替実施形態では、アイコン
３８０、３８２を選択すると、それぞれのウィンドウ３７６、３７８内に利用可能な研究
データ選択のドロップダウンメニューが現れるので、ユーザはメニューから、対応するウ
ィンドウ３７６、３７８内に表示すべき望ましい研究データを選択することができる。
【００９６】
　図１７の例示される例では、アイコン３８０内に「神経状態」と表示され、関連する棒
グラフ３８６（例えば、ブラゼルトン評価）がウィンドウ３７６内に現れる。また、例示
される例では、アイコン３８２内に「母年齢」と表示され、関連する円グラフ３８８がウ
ィンドウ３７８内に現れる。ある実施形態では、ウィンドウ３７６、３７８内に表示され
る研究データが、システム１０、１００、２００が現在データを受け取っている様々な患
者のリアルタイムの患者の診療現場データに基づいていることがある。別の実施形態では
、ウィンドウ３７６、３７８内に示されるデータは、システム１０、１００、２００が過
去にデータを受信した様々な患者の履歴患者の診療現場データに基づいている。また別の
実施形態では、ウィンドウ３７６、３７８内に現れる研究データは、何らかの他の情報源
から受信したかまたはシステム１０、１００、２００に手動で入力されるデータに基づい
ている。コンピュータ４８'を介してアクセス可能な研究データが何らかの上記で説明さ
れたデータの情報源からのデータの集約または組み合わせに基づくことは本開示の範囲内
である。
【００９７】
　ユーザがメニュー２３２から供給品アイコン３１８を選択すると、例えば図１８に示す
ように、供給品画面３９０がコンピュータ４８'のディスプレイ画面１１８上に現れる。
例示される画面３９０には供給品ワークシートウィンドウ３９２と供給品リストウィンド
ウ３９４とが含まれる。ウィンドウ３９２、３９４は、ボタン３１８を選択する前にディ
スプレイ画面１１８上に表示されていたウィンドウ１９６、１９８に取って代わる。その
結果、生命徴候グラフウィンドウ１９６からのデータは、ウィンドウ１９０を置換する補
助生命徴候ウィンドウ２９０に表形式でほぼリアルタイムで示される。さらに、カメラ１
６０からの画像は、ウィンドウ１９０をウィンドウ２９０によって置換したことにより、
画面３９０上のウィンドウ２３０内に示される。
【００９８】
　画面３９０のウィンドウ３９４は、乳幼児に利用可能及び／または保管コンパートメン
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トまたは装置４４'の近くで利用可能な供給品のリストを有する。ウィンドウ３９４内に
現れる供給品のリストには、関連供給品の名称を示す品目縦列３９６と、利用可能な品目
の単位数を示す「在庫」縦列３９８と、該当する場合単位の種類（例えば、バッグ、組、
包、瓶）を示す単位縦列４００とが含まれる。例示される例では、ウィンドウ３９４内の
供給品のリストには、ブドウ糖添加生理食塩水（Ｄ５Ｗ　５００ＣＣ溶液）４バッグ、Ｅ
Ｒ　５００ＣＣ静注液８バッグ、ＥＣＧパッド２組、紙おむつ１３個、テープ２巻、２５
グラムＩＶ４個、温度パッチ１個、毛布３個、スポンジ５包、シーツ３枚、カテーテル２
５　１個、ストッキネット３個、及び追加紙おむつ１３個が含まれる。患者の看護のため
に使用される任意の種類の供給品を供給品のリストに含むことは本開示の範囲内である。
【００９９】
　ウィンドウ３９４は、各々図１８に示すようにウィンドウ３９４内に記載されたそれぞ
れの供給品品目の横に配置された複数の編集アイコン４１０を有する。また、ウィンドウ
３９４は、追加アイコン４１４、使用アイコン４１６、削除アイコン４１８、及び注文ア
イコン４２０を含む操作アイコン縦列４１２を有する。ユーザが特定の供給品項目を選択
した後、関連するアイコン４１０を選択することによって、ユーザはアイコン４１４、４
１６、４１８、４２０のうち適当な１つを選択して望ましい操作を行うことができる。例
えば、ユーザが選択された項目の品目を１つかそれ以上使用しようとする場合、ユーザは
アイコン４１４を選択して品目を１つかそれ以上選択した項目に追加し、ユーザはアイコ
ン４１６を選択する。さらに、ユーザが選択した項目から品目を１つかそれ以上削除した
いが、他に削除する品目を使用する予定がない場合、ユーザはアイコン４１８を選択する
。アイコン４１６を選択することによって装置４４'に関連するシステムは選択した品目
を使用したことに対して患者に課金し、一方アイコン４１８が選択されると、装置４４'
に関連するシステムは患者に課金しない。アイコン４１８の選択は、例えば、選択した供
給品を他の患者が使用したり、病院の供給品室に返却したりする場合に対応する。アイコ
ン４２０を選択すると、ユーザはより多くの選択された品目を病院の供給品室から注文で
きる。
【０１００】
　アイコン４１４、４１６、４１８、４２０の１つが選択される時はいつでも、選択され
たアイコン４１４、４１６、４１８、４２０の１つの横の数量縦列内に数量ダイアログボ
ックス（図示せず）が現れる。ユーザは、状況に応じて、ユーザが追加、使用、削除、ま
たは注文したい選択した供給品の単位数量を入力する。ユーザがアイコン４１４またはア
イコン４２０の何れかを選択する前に編集アイコン４１０がどれも選択されていなければ
、アイコン４１４、４２０の何れかを選択することによってウィンドウ３９２はアクティ
ブになり、ユーザは状況に応じてウィンドウ３９４に追加または注文すべき供給品に関す
る情報を入力できる。ウィンドウ３９４はさらに「保存して終了」アイコン４２４を有し
、ユーザはウィンドウ３９４を編集し、かつ／またはウィンドウ３９２に情報を入力した
後でこれを選択する。アイコン４２４を選択すると、縦列３９６、３９８、４００内に現
れる情報は自動的に更新される。ウィンドウ３９４は「取り消し」アイコン４２６を有し
、ユーザはウィンドウ３９２、３９４に対して行った何らかの変更を取り消したい場合こ
れを選択する。
【０１０１】
　ユーザがウィンドウ２３２内のボタン３２０を選択すると、例えば図１９に示すように
、ポンプ／流体画面４２８がコンピュータ４８'のディスプレイ画面１１８上に現れる。
画面４２８のウィンドウ１９８は摂取物表４３０と排出物表４３２とを有する。摂取物表
４３０は患者に注入、ポンピング、または他の方法で患者に供給される流体に関する様々
な種類の情報を記載する。例示される表４３０中の各項目は、関連する流体を患者に投与
するポンプの番号、関連する流体のバッグの番号、関連するバッグの内容、流体を投与す
る患者の部位、流体を患者に投与する速度（立方センチメートル／時）、当日中に患者に
供給される流体の量、現在のシフト中に患者に供給される流体の量、等の情報を提供する
。さらに、表４３０は「合計」横行４３４を有し、そこには全ての流体が患者に投与され
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る速度の合計、当日中に患者に供給される全ての流体の量の合計、及び現在のシフト中に
患者に供給される全ての流体の量の合計が示される。排出物表４３２は、様々な種類の流
体が患者から排出される容量速度（立方センチメートル／時）を記載する。また、表４３
２は患者から排出される流体の合計を記載する。
【０１０２】
　例示される例では、患者に供給されるものとして表４３０に示される流体には、ブドウ
糖添加生理食塩水（ＤＳＷ）、乳酸加リンゲル溶液（ＬＲ）、血液、処方薬、及びＨＡＹ
ＲＸ８５４７３０２が含まれる。しかし、患者を治療するため医療環境で使用されうる任
意の種類の流体が表４３０に含まれることは本開示の範囲内である。例示される例では、
患者から排出されるものとして表４３２に示される流体には、尿、便、嘔吐（例えば、吐
瀉物）、胃液、胸管液、及び血液が含まれる。他の種類の患者流体が表４３２に示される
ことは本開示の範囲内である。必要な場合、表４３０、４３２の横にスクロールアイコン
４３６が設けられるので、ユーザは表４３０、４３２に現れる全ての項目をスクロールす
ることができる。
【０１０３】
　ユーザがコントロールボタンメニュー２３２上でボタン３２２を選択すると、例えば図
２０に示すように、評価画面４３８がコンピュータ４８'のディスプレイ画面１１８上に
現れる。画面４３８のウィンドウ１９８は医師による患者の評価を示す一連のテキスト４
４０を有する。例示される例では、一連のテキスト４４０は、患者が１３時間の難産の後
初期ＡＰＧＡＲ（すなわち、乳幼児の筋緊張度、心拍数、反射感応性、新生児の色、及び
呼吸努力に基づく指数）が３．８であったこと、１０分ＡＰＧＡＲが５．２であったこと
、患者の算出妊娠期間が３２週であったこと、及び患者の肺の状態は初期には良好であっ
たが、その後患者は呼吸支援を必要としたことが示されている。しかし、認識されるよう
に、医師または介護者が任意の個々の評価に含めうる情報及び記載の種類は事実上無制限
である。テキスト４４０はコンピュータ４８'のキーボード１４４上で手動で入力するか
、またはシステム中に含まれ評価を内部に格納した別のコンピュータ装置からコンピュー
タ４８'によってアクセスしてもよい。
【０１０４】
　ユーザがコントロールボタンメニュー２３２上でボタン３２４を選択すると、例えば図
２１に示すように、スケジュール画面４４２がコンピュータ４８'のディスプレイ画面１
１８上に現れる。画面４４２のウィンドウ１９８はスケジュール表４４４を有し、一方そ
れは日付／時刻縦列４４６、作業縦列４４８、及び完了縦列４５０を有する。縦列４４６
の情報は、予定された作業が今後行われるか、またはすでに行われた日付と時刻を示す。
縦列４４８の情報は、今後行われる作業、またはすでに行われた作業を簡単に記述する。
縦列４５０の情報は、作業がすでに行われたかそれとも作業がまだ行われていないかを示
す。例示される例では、表４４４に記載される作業には、何回かの４５分光線療法セッシ
ョン、胸部Ｘ線撮影、何回かの理学療法（ＰＴ）セッション、及び眼科診察が含まれる。
任意の種類の作業が表４４４に含まれるのは本開示の範囲内である。例示される例では、
項目中の「待機中」という語句は関連する作業がまだ行われていないことを示し、項目中
の「完了済」という語句は関連する作業がすでに行われたことを示す。必要な場合、表４
４４の横にスクロールアイコン４５２が設けられるので、ユーザは表４４４に記載された
項目をスクロールすることができる。
【０１０５】
　ユーザがコントロールボタンメニュー２３２上でボタン３２６を選択すると、例えば図
２２に示すように、放射線医学画面４５４がコンピュータ４８'のディスプレイ画面１１
８に現れる。画面４５４は、放射線医学画像ウィンドウ４５６、放射線医学評価ウィンド
ウ４５８、放射線医学選択表４６０を有する。ウィンドウ４５６は１つかそれ以上の放射
線医学画像４６２と、画像を伴う任意の付随データとを有する。画像４６２には、例えば
、超音波画像及び／またはＸ線画像が含まれる。ウィンドウ４５８には、画像を読影した
人物の氏名及び画像を読影した日付及び時刻を示す情報の行４６４が含まれる。また、ウ
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ィンドウ４５８は、ウィンドウ４５６内に現れる画像に基づく患者の評価を提供する一連
のテキスト４６６を有する。例示される例では、テキスト４６４は、画像は患者の泉門を
通した頭部超音波画像であること、超音波画像が示すところによれば水頭症に見合った左
側脳室の顕著な拡大があること、右脳室は正常限度内であること、及び複式及びカラード
ップラー法が示すところによれば異常な流れパターンはなかったことを示す。認識される
ように、医師または介護者がウィンドウ４５８内に現れる任意の個々の評価に含めうる情
報及び記載の種類は事実上無制限である。ウィンドウ４５６、４５８、４６０内に現れる
画像及びデータは、コンピュータ４８'、制御装置１５６、または関連するシステムに含
まれる任意の他のコンピュータ装置のメモリ装置に格納される。
【０１０６】
　図２２に示すように、表４６８には日付及び時刻縦列４６８、研究縦列４７０、及び準
備完了縦列４７２が含まれる。関連する放射線医学画像が撮影された日付と時刻が縦列４
６８に記載される。縦列４７０の情報は、表４６８中のそれぞれの項目の放射線医学画像
の種類を簡単に記述する。縦列４７２の情報は、放射線医学画像が見られるように準備で
きているか、または放射線医学画像がまだ処理中かを示す。例示される例では、縦列４７
０に記載される放射線医学画像の種類には、いくつかの超音波画像（ＵＳ）、泉門画像、
及びいくつかのＸ線胸部画像が含まれる。また、例示される例では、各項目について縦列
４７２に「準備完了」という語句が現れ、関連する各放射線医学画像が見られるように準
備できていることを示す。
【０１０７】
　表４６８には、各々図２２に示すように表４６０に記載されたそれぞれの項目の横に配
置された複数の「選択」アイコン４７４が含まれる。ユーザは望ましいアイコン４７４を
選択してから視認アイコン４７６を選択して、ウィンドウ４５６内で選択されたアイコン
４７４に関連する個々の放射線医学画像（単数または複数）を視認し、かつウィンドウ４
５８内で関連する評価を視認する。必要な場合、スクロールアイコン４７８が表４６０の
横に現れるので、ユーザは表４６０中の全ての項目をスクロールできる。必要な場合、同
様のスクロールアイコン（図示せず）を評価４６６の横に設ける。
【０１０８】
　ユーザがコントロールボタンメニュー２３２上のボタン３２８を選択すると、例えば図
２３に示すように、薬物療法画面４８０がコンピュータ４８'のディスプレイ画面１１８
上に現れる。画面４８０のウィンドウ１９８は、薬品名縦列４８４、供給量縦列４８６、
投与量／ｋｇ縦列４８８、投与量（ｍｇ）縦列４９０、及び投与量（ｍｌ）縦列４９２を
有する薬物療法画面４８２を有する。患者に処方された薬品の名称が縦列４８４に記載さ
れる。例示される例では、アトロピン、ＮＡＨＣＯ３、グルコン酸カルシウム、ブドウ糖
（１０％）、エピネフリン１：１０，０００、ラシックス、及びリドカイン（２％）が縦
列４８４に現れる。しかし、患者に処方される任意の種類の薬物が表４８２上に含まれる
のは本開示の範囲内である。縦列４８４に記載の各薬品について、縦列４８６は供給され
る量を示し、縦列４８８はキログラム当たりの投与量を示し、縦列４９０はミリグラム単
位の投与量を示し、縦列４９２はミリリットル単位の投与量を示す。コンピュータ４８'
は、患者の体重に縦列４８８に現れる関連する数を乗算することによって、自動的に縦列
４９０に示される投与量を計算する。さらに、コンピュータ４８'は、縦列４８６に現れ
る数を縦列４９０に現れる対応する数で除算することによって、自動的に縦列４９２に示
される投与量を計算する。
【０１０９】
　図２３に示すように、表４８２には、体重変更アイコン４９４、必要量編集アイコン４
９６、情報入手アイコン４９８、及び詳細アイコン５００が含まれる。ユーザがアイコン
４９４を選択すると、ユーザは患者の体重を変更でき、それに応じてコンピュータ４８'
は、新しい体重に基づいて縦列４９０及び４９２に現れる投与量を自動的に調整する。ユ
ーザがアイコン４９６を選択すると、ユーザは表４８２に薬品を追加しまた表４８２から
薬品を削除することができる。ユーザがアイコン４９８を選択すると、ユーザは患者に投
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与しうる薬品に関する情報を得ることができる。ユーザがアイコン５００を選択すると、
ユーザは、表４８２中に現れるデータの解釈及び過去患者に投与された薬品及び薬品の投
与量に関する履歴データに関する情報等の他の種類の情報を得ることができる。
【０１１０】
　ユーザがコントロールボタンメニュー２３２からボタン３３０を選択すると、ユーザは
様々な教育モジュール（図示せず）にリンクすることができる。教育モジュールは病院ネ
ットワークのコンピュータ装置内に格納してもよく、インターネット上でアクセスしても
よい。ある実施形態では、教育モジュールは、様々な教育モジュールを完了したことに対
して継続教育履修単位を与えることのできる機関にリンクまたは関連付けられているもの
もある。すなわち、ボタン３３０を選択した後、ユーザは教育モジュールを起動し、その
モジュールに関連する教材を読み、電子的に試験を受けることができる。ユーザが試験に
合格すると、継続教育履修単位がユーザに与えられる。本開示が考えるところによれば、
第１のセッション中にユーザはコンピュータ４８'を使用して教育モジュールの一部だけ
を完了し、第２のその後のセッション中にユーザはコンピュータ４８'を使用してその教
育モジュールを完了してもよい。
【０１１１】
　ユーザがコントロールボタンメニュー２３２からボタン３３２を選択すると、例えば図
２４に示すように、検査室画面５１０がコンピュータ４８'のディスプレイ画面１１８上
に現れる。画面５１０には検査室グラフ５１２及び検査室表５１４が含まれる。例示され
るグラフ５１２及び表５１４は、患者の血液の検査室検査結果に関する。グラフ５１２及
び表５１４には、患者の白血球数（ＷＢＣ）、赤血球数（ＲＢＣ）、赤血球分布幅（ＲＤ
Ｗ）、ヘマトクリット（ＨＣＴ）、ヘモグロビン（ＨＧＢ）、平均赤血球ヘモグロビン量
（ＭＣＨ）、平均赤血球ヘモグロビン濃度（ＭＣＨＣ）、及び血小板（ＰＬＴ）に関する
情報が含まれる。しかし、全ての種類及び全ての形式の検査室検査結果が画面５１０上に
表示されることは本開示の範囲内である。検査室検査結果は、装置４４'を一部とし結果
を見るためにコンピュータ４８'にアクセス可能なシステムまたはネットワークの何れか
のコンピュータ装置に格納される。
【０１１２】
　グラフ５１２は、様々な血液試料が患者から採取された日付及び時刻を示す。表５１４
も様々な血液試料が患者から採取された日付及び時刻を示すが、表５１４はさらに、試料
が採取された病院の場所、表５１４中の各項目の範囲、及び表５１４中の各項目に関連す
る単位を示す。グラフ５１２のｙ軸は正常値のパーセント値であり３０パーセントから１
５０パーセントを範囲とする。表５１４中のデータは、多くの場合、指定されたそれぞれ
の単位での血液試料の個々の特性についての実際の血液検査読み取り値である。必要な場
合、スクロールアイコン５１６が表５１４の横に現れるので、ユーザは表５１４に含まれ
る全ての情報を見るため上下にスクロールできる。
【０１１３】
　コンピュータ４８'はナースコールシステムの通信装置として機能することができる。
ナースコールシステムは、米国特許第６，３６２，７２５号、第５，８２２，５４４号、
第５，８３８，２２３号、第５，６８９，２２９号、第５，５６１，４１２号、第５，５
９４，７８６号、第４，９６７，１９５号、及び第４，６０１，０６４号でさらに詳細に
論じられており、それら各特許を引用によって本出願の記載に援用する。ユーザがコント
ロールボタンメニュー２３２から通話ボタン３３４を選択すると、ユーザはナースコール
システムの遠隔ユーザによって行われた「呼」に応答できる。呼に応答するため、コンピ
ュータ４８'のユーザは、コンピュータ４８'に収容されたマイクロホンまたはマイクロホ
ンジャック２６１に接続されたマイクロホンに向かって話しかけ、遠隔ユーザと通信する
。さらに、遠隔ユーザからの音声は、コンピュータ４８'に含まれるスピーカまたはヘッ
ドホンジャック２８４に接続されたヘッドホンを通じてコンピュータ４８'のユーザに聞
こえる。
【０１１４】
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　カード１８２に関連するユーザがウィンドウ２２８のマルチボタン２４０を選択すると
、例えば図２５に示すように、多重装置画面５２０がコンピュータ４８'のディスプレイ
画面１１８上に現れる。画面５２０は、第１の患者に関連するウィンドウ１８８、１９２
、１９４，２９０を含む情報の第１の縦列と、第２の患者に関連するウィンドウ１８８'
、１９２'、１９４'、２９０'を含む情報の第２の縦列と、第３の患者に関連するウィン
ドウ１８８"、１９２"、１９４"、２９０"を含む情報の第３の縦列とを有する。ウィンド
ウ２２４、２２６、２２８、２３０、２３２も画面５２０上に現れる。
【０１１５】
　ウィンドウ１８８、１９２、１９４、２９０に示されるデータの種類の上記の説明はウ
ィンドウ１８８'、１８８"、１９２'、１９２"、１９４'、１９４"、２９０'、２９０"に
も同様に当てはまる。すなわち、多数の患者の患者の診療現場データをコンピュータ４８
'のディスプレイ画面１１８上で同時に見ることができる。ある実施形態では、ユーザが
それぞれ第１、第２、及び第３の患者に関連するデータを有する第１、第２、または第３
の縦列の任意の部分を選択すると、それぞれの患者に向けられたカメラ１６０からの画像
がウィンドウ２３０に表示されるものもある。さらに、ユーザがボタン２４０を選択した
後でコンテントボタン２３６を選択すると、ユーザは、データの入手先である患者、各患
者について示されるデータの種類、データの形式、及び画面５２０上に現れるデータを含
むウィンドウの配置を変更することができる。３人より多い患者または３人より少ない患
者の患者の診療現場データを画面５２０上に示すことは本開示の範囲内である。
【０１１６】
　図９～図２５に示す様々な画面上に現れる様々な種類の患者の診療現場データの上記の
説明は本開示を示されたデータの種類だけに制限することを意図するものではない。本開
示によれば、全ての種類の患者の診療現場データを１つかそれ以上のウィンドウ内でコン
ピュータ４８'のディスプレイ画面１１８上に表示してもよい。さらに、本出願で説明し
た患者の診療現場データの多くはリアルタイムまたはリアルタイムに近い状態で得られる
が、１人かそれ以上の患者について履歴患者の診療現場データをコンピュータ４８'のデ
ィスプレイ画面１１８上に表示することは本開示の範囲内である。
【０１１７】
　患者の診療現場データ管理のための装置と方法がいくつかの好適実施形態を参照して詳
細に説明されたが、以下の請求項で説明され定義されるような変更及び修正は本開示の範
囲及び精神から逸脱しない。
【図面の簡単な説明】
【０１１８】
【図１】図１は、本開示による患者の診療現場データの収集及び配信システムのブロック
図であり、病院インタフェースサーバと加入者インタフェースサーバとを有しインターネ
ットに接続されたリポジトリネットワークと、各コンピュータシステムがデータサーバと
それぞれデータサーバに接続された複数の患者の診療現場データ収集装置とを有するイン
ターネットに接続された複数の病院コンピュータシステムと、患者の診療現場データにア
クセスするためインターネットに接続された複数の加入者とを示す。
【図２】図２は、図１のシステムの動作中データを読み込みしうるいくつかの例示データ
フィールドを示す表である。
【図３】図３は、本開示による患者の診療現場データの収集及び配信システムの別の実施
形態の、図１と同様のブロック図であり、インターネットに接続されたリポジトリネット
ワークと、インターネットに接続された複数の診療現場データ収集装置と、インターネッ
トに接続された複数の加入者とを示す。
【図４】図４は、本開示による患者の診療現場データ収集の及び配信システムのまた別の
実施形態の、図１と同様のブロック図であり、病院インタフェースサーバと加入者インタ
フェースサーバとを有するリポジトリネットワークと、直接接続によってリポジトリネッ
トワークの病院インタフェースサーバに接続された複数の病院コンピュータシステムと、
インターネットに接続されたリポジトリネットワークの加入者インタフェースサーバと、
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インターネットに接続された複数の加入者とを示す。
【図５】図５は、本開示による患者の診療現場データを収集するよう構成された患者看護
装置の透視図であり、車輪付き基部と、基部の上の乳幼児支持プラットフォームと、乳幼
児支持プラットフォームの上の乳幼児エンクロージャと、乳幼児支持プラットフォームか
ら伸びるアームアッセンブリと、アームアッセンブリに結合されたコンピュータとを有す
る患者支持装置を示す。
【図６】図６は、図５の患者看護装置の上面図であり、コンピュータが乳幼児支持プラッ
トフォームの第１の側面に配置される第１の位置（実線）と、コンピュータが乳幼児支持
プラットフォームの第２の側面に配置される第２の位置（想像線）との間で回動軸の周り
に移動可能なアームアッセンブリとコンピュータとを示す。
【図７】図７は、図５の患者看護装置の後部透視図であり、アームアッセンブリのアーム
が乳幼児支持プラットフォームに対して回動できる軸となり、コンピュータがアームアッ
センブリに対して回動できる軸となるいくつかの軸（想像線）を示す。
【図８】図８は、図５の患者看護装置の一部の拡大透視図であり、トークンの提示先であ
る読み取り装置を有し、第１のデータ線（想像線）を介して乳幼児支持プラットフォーム
の内部領域に配置された制御装置（想像線）に接続されたコンピュータの下の１対のトー
クンと、それぞれの感知データ線（想像線）を介して制御装置に接続された、制御装置の
下の乳幼児支持プラットフォームの下部にアクセス可能な複数のセンサ接続ポートと、乳
幼児エンクロージャに接続されビデオデータ線（想像線）を介して制御装置に接続された
カメラと、第２のデータ線を介して病院ネットワークのデータポートに接続された前記制
御装置とを示す。
【図９】図９は、１対のトークンの何れかがコンピュータの読み取り装置に提示される前
にコンピュータのディスプレイ画面上に現れるデフォルト画面の画面印刷出力の例である
。
【図１０】図１０は、１対のトークンのうち、所有者に制限された量の患者の診療現場デ
ータのみのアクセスを許可する第１のトークンがコンピュータの読み取り装置に提示され
た時ディスプレイ画面上に現れる低アクセスホーム画面の画面印刷出力の例である。
【図１１】図１１は、図１０の低アクセスホーム画面上でメッセージアイコンが選択され
た時ディスプレイ画面上に現れるメッセージ画面の画面印刷出力の例である。
【図１２】図１２は、図１１のメッセージ画面上でビデオメッセージアイコンが選択され
た時ディスプレイ画面上に現れるビデオメッセージ画面の画面印刷出力の例である。
【図１３】図１３は、Ｅメールアイコンが選択された時ディスプレイ画面上に現れるＥメ
ールコントロール画面の画面印刷出力の例である。
【図１４】図１４は、１対のトークンのうち、所有者に全ての患者の診療現場データのア
クセスを許可する第２のトークンがコンピュータの読み取り装置に提示された時ディスプ
レイ画面上に現れる高アクセスホーム画面の画面印刷出力の例である。
【図１５】図１５は、高アクセスホーム画面に関連する主メニューからビデオ会議アイコ
ンが選択された時ディスプレイ画面上に現れるビデオ会議コントロール画面の画面印刷出
力の例である。
【図１６】図１６は、主メニューから販売及びサービスアイコンが選択された時ディスプ
レイ画面上に現れる販売及びサービス画面の画面印刷出力の例である。
【図１７】図１７は、主メニューから調査アイコンが選択された時ディスプレイ画面上に
現れる調査画面の画面印刷出力の例である。
【図１８】図１８は、主メニューから供給品アイコンが選択された時ディスプレイ画面上
に現れる供給品画面の画面印刷出力の例である。
【図１９】図１９は、主メニューからポンプ／流体アイコンが選択された時ディスプレイ
画面上に現れるポンプ／流体画面の画面印刷出力の例である。
【図２９】図２０は、主メニューから評価アイコンが選択された時ディスプレイ画面上に
現れる評価画面の画面印刷出力の例である。
【図２１】図２１は、主メニューからスケジュールアイコンが選択された時ディスプレイ
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画面上に現れるスケジュール画面の画面印刷出力の例である。
【図２２】図２２は、主メニューから放射線医学アイコンが選択された時ディスプレイ画
面上に現れる放射線医学画面の画面印刷出力の例である。
【図２３】図２３は、主メニューから薬物療法アイコンが選択された時ディスプレイ画面
上に現れる薬物療法画面の画面印刷出力の例である。
【図２４】図２４は、主メニューから研究室アイコンが選択された時ディスプレイ画面上
に現れる研究室画面の画面印刷出力の例である。
【図２５】図２５は、マルチアイコンが選択された時ディスプレイ画面上に現れるマルチ
モード画面の画面印刷出力の例である。

【図１】 【図２】



(35) JP 4401080 B2 2010.1.20

【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】



(36) JP 4401080 B2 2010.1.20

【図８】 【図９】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】



(38) JP 4401080 B2 2010.1.20

【図１６】 【図１７】

【図１８】 【図１９】
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【図２０】 【図２１】

【図２２】 【図２３】
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【図２４】 【図２５】
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