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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医療機器監視システムであって、
　医療機器であって、情報を送受信する無線通信手段を含む前記医療機器と、
　中央コンピュータであって、情報を送受信する無線通信手段を含む前記中央コンピュー
タとを備え、前記中央コンピュータは、該中央コンピュータ上で動作するプログラムを含
み、該プログラムは、前記医療機器に該医療機器の状態に関する問い合わせを行なうこと
を含んで医療機器と通信し、前記医療機器の状態を表わす情報を前記医療機器から受信し
、ユーザに対する受信情報の視覚表示を作成し、
　前記中央コンピュータは、前記医療機器が配置される施設の中を移動可能な移動サーバ
であり、
　前記中央コンピュータは、ビーコン信号を前記医療機器に送信し、前記ビーコン信号に
対する応答を受信して、前記医療機器との無線通信を確立するように構成され、
　前記中央コンピュータは、前記サーバと通信する各医療機器を表わすアイコンを視覚表
示の一つの部分に表示し、選択された医療機器を表わすアイコンが選択されたとき、前記
選択された医療機器を表わす拡大図形を前記視覚表示の別の部分に表示し、
　前記中央コンピュータは、前記選択された医療機器の状態を表わす選択情報を前記視覚
表示の別の部分に表示し、前記医療機器の状態を表わす選択情報は、少なくとも一つのア
イコンと、前記選択情報に関するテキスト記述とを含み、
　前記中央コンピュータは、前記医療機器から受信する情報がアラームを発する必要があ
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る状態を示す情報を含むかどうかについて判断し、前記アラームを表わすアイコンを前記
選択情報に関するテキスト記述と重なるように表示する、医療機器監視システム。
【請求項２】
　前記視覚表示は、前記医療機器を表わす情報をユーザに提供する複数の部分を含む、請
求項１記載のシステム。
【請求項３】
　前記中央コンピュータは更に、前記ルール・データベースに保存されるルールにアクセ
スする手段を含み、前記ルールは前記医療機器の複数の動作パラメータに関する値の複数
の範囲を含む、請求項１記載のシステム。
【請求項４】
　前記中央コンピュータ上で動作するプログラムは、前記医療機器から受信する情報の値
をルール・データベースに保存されるルールと比較し、受信情報に関して選択される動作
パラメータの値が選択ルールに含まれる値の範囲に収まらない場合に警告図形を生成する
、請求項３記載のシステム。
【請求項５】
　前記視覚表示は複数の部分を含み、少なくとも一つの部分が前記医療機器を表わすアイ
コンを含む、請求項２記載のシステム。
【請求項６】
　前記中央コンピュータは更に、ルール・データベースに保存されるルールにアクセスす
る手段を含み、前記ルールは前記医療機器の動作パラメータの値の複数の範囲を含み、前
記中央コンピュータ上で動作するプログラムは、前記医療機器から受信する情報の値を前
記ルール・データベースに保存されるルールと比較して警告図形を生成し、更に、受信情
報に関して選択される動作パラメータの値が選択ルールに含まれる値の範囲に収まらない
場合、前記警告図形を前記医療機器を表わすアイコンに関連付ける、請求項５記載のシス
テム。
【請求項７】
　前記複数の部分のうちの少なくとも一つの他の部分は、前記医療機器の状態に関するテ
キスト記述を提供する、請求項５記載のシステム。
【請求項８】
　前記アイコンを含む少なくとも一つの部分は、前記医療機器の状態に関するテキスト記
述を含む、請求項５記載のシステム。
【請求項９】
　前記視覚表示は、全てのチャネルの前記医療機器の状態を表示する少なくとも一つの部
分を含む、請求項２記載のシステム。
【請求項１０】
　前記医療機器は、該医療機器がアウェイク状態で動作している場合、前記ビーコン信号
に応答するように構成されている、請求項１記載のシステム。
【請求項１１】
　前記医療機器は、前記ビーコン信号を受信し、該医療機器をアウェイク状態にして、前
記ビーコン信号に応答するようにプログラムされたネットワークインターフェースモジュ
ールを装備している、請求項１記載のシステム。
【請求項１２】
　前記医療機器は、該医療機器をアウェイク状態にすることなく前記中央コンピュータと
情報を交換するようにプログラムされたネットワークインターフェースモジュールを装備
している、請求項１記載のシステム。
【請求項１３】
　施設内で動作する医療機器の状態に関する情報を表示する方法であって、
　移動サーバがビーコン信号を前記医療機器に送信すること、
　前記移動サーバが前記医療機器から前記ビーコン信号に対する応答を受信して、前記医
療機器と移動サーバとの間の無線通信を確立すること、
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　前記移動サーバが前記医療機器に該医療機器の状態に関する問い合わせを行なうこと、
　前記移動サーバが前記医療機器の状態を表わす情報を受信すること、
　前記移動サーバが前記サーバと通信する各医療機器を表わすアイコンを視覚表示の一つ
の部分に表示すること、
　選択された医療機器を表わすアイコンを選択すること、
　前記移動サーバが前記選択された医療機器を表わす拡大図形を前記視覚表示の別の部分
に表示すること、
　前記移動サーバが前記医療機器の状態を表わす選択情報を前記視覚表示の別の部分に表
示することであって、少なくとも一つのアイコンを表示することと、前記選択情報に関す
るテキスト記述を表示することとを含む、前記医療機器の状態を表わす選択情報を表示す
ること、
　前記移動サーバが前記医療機器から受信する情報がアラームを発する必要がある状態を
示す情報を含むかどうかについて判断すること、
　前記移動サーバが前記アラームを表わすアイコンを前記選択情報に関するテキスト記述
と重なるように表示すること
を備える方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は概して複数の医療機器の監視に関し、特にユーザが選択する位置において接続
することができる複数の医療機器の状態に関する情報を提供するシステム及び方法に関す
る。
【０００２】
　(関連出願の相互参照)
　本出願は、２００３年１２月５日出願の米国仮特許出願第６０／５２７，１５２号の優
先権を主張するものであり、上記仮特許出願は本明細書において参照されることによりこ
の出願の内容が本発明の開示に含まれる。
【背景技術】
【０００３】
　治療の実施、及びベッドサイド機器、臨床検査機器及び施設情報システムからの患者デ
ータの収集は、高性能かつ高信頼度のコンピュータネットワーク、高速かつ大規模記憶媒
体の出現、及びコンピュータプロセッサ及びメモリの小型化によって更に統合されるよう
になっている。この技術によってコンピュータプロセッサまたはマイクロプロセッサ及び
メモリが多種多様な医療機器に組み込まれるようになっている。通信機能を取り入れるこ
とによって、医療機器のプロセッサ及びメモリを病棟、部門、及び施設全体のネットワー
クに接続することができる。これらのネットワークによって、情報を種々の施設情報シス
テムと個々の医療機器との間で交換することができる。これらの機器は、注入ポンプのよ
うな治療器具とすることができるか、またはベッドサイドモニター及び検査機器の両方を
含む生体信号測定兼データ収集機器とすることができる。
【０００４】
　治療薬剤投与の複雑さが増すと、過誤が生じる機会が更に増えるという一つの問題が出
てくる。薬物過誤の回数を減らすために多くの異なるシステムが提案されており、これら
のシステムは、例えばエッガー（Ｅｇｇｅｒ）による「患者ケアを管理するシステム及び
方法」と題する米国特許出願公開第２００２／０１６９６３６号明細書に記載されるシス
テムを挙げることができ、この明細書の主題事項は前の仮特許出願の主題事項の一部分に
組み込まれるものであり、かつ一部分に組み込まれ、更には一部分である。
【０００５】
　多くのクライアント医療機器を有するシステムに関して生じる一つの問題は、システム
における種々の機器のメモリが、これらの機器が最新の患者情報、治療情報、ルールセッ
ト、及び患者固有の薬物治療ガイドラインにアクセスすることができるように、十分な頻
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度で確実に更新される必要があることである。最近まで、サーバがネットワークに接続さ
れる各機器を調査して機器がネットワークに接続されたかどうかを判断し、そして機器に
全ての更新済み情報を送信することが必要であった。このような調査は非常に多くのリソ
ース及び非常に長い時間を要し、かつネットワーク全体の効率及び速度を低下させる恐れ
がある。
【０００６】
　この問題は、医療機器が無線ネットワークのような有線ネットワーク以外の伝送媒体、
またはインターネットを利用する場合に特に深刻になる。これらのシステムでは、個々の
医療機器はサーバを、無線ネットワークのアクセスポイントを通してか、またはインター
ネットを経由して、ダイアルアップ、ケーブル、ＤＳＬ、または無線接続を使用して呼び
出すことができる。このようなシステムでは、ネットワークが、外部ソースから送信され
る通信リクエストに対して基本的に制限を課すことがないという点で、セキュリティ上の
問題が生じ得る。システムは、通信リクエストが安全な医療機器であるのか、またはサー
バとの通信の設定を防止する必要のある安全でない或るソースから送信されるものである
かどうかを判断する必要がある。
【０００７】
　多忙な医療施設に生じる別の問題は、新規システムが配置される場合に、これらのシス
テムは施設内の小さな空間への配置のために互いに競合しなければならないことである。
しかしながら、最近まで、離れた位置から動作させることができる、そして／または移動
しながら動作することができる医療機器であって、施設全体を移動し、そして施設のネッ
トワークとの接続を有線アクセスポイントまたは無線アクセスポイントを使用して行なう
機能を備える医療機器を実現する技術が存在するが、ネットワークに接続されるサーバは
いずれも、半永久的に施設の一つのエリアに位置する必要があった。これらのサーバを移
動させることができる場合でも、このような移動では通常、システムの電源を落とし、サ
ーバをネットワークから遮断し、そして、サーバを新規の位置で再接続する必要がある。
このような再配置には通常、有線配線または光ケーブル配線及びルータのような他のネッ
トワークリソースを再配置して再構成する必要がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　益々増加する臨床現場では、注入ポンプ及び生体信号モニターのような複数の医療機器
をネットワーク接続して、これらの機器が臨床担当者が離れた位置から監視することがで
きるようにすることが望ましくなってきている。例えば、薬剤師、看護師、医師、生物医
学技師、及び他の関係者は、診療所の薬剤注入ポンプまたはモニター装置の状態を監視す
る技能を備える必要がある。各人が医療機器を監視するのは異なる理由を有するからであ
るが、このような状況においても全員がこれらの医療機器の状態をチェックする必要があ
る。患者の余計な負担を減らし、かつ種々の臨床担当者の効率を上げるために、全ての注
入ポンプを、有線または無線のいずれかの或るタイプのネットワークを通して動作可能に
接続することが望ましい。本発明はこれらの要求及び他の要求を満たすことができる。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は複数の医療機器の状態を監視し、そして当該監視の間に収集される情報の視覚
表示を介護者に対して行なって施設の患者に施される治療の状態に関する介護者による評
価を容易にするシステム及び方法を含む。監視される医療機器は、治療処置を患者に施す
ように構成される機器だけでなく、生体信号モニター、検査機器などのような臨床生理評
価装置を含むことができる。視覚表示は、サーバと通信する全ての医療機器を見渡すこと
ができるように行なわれ、かつこれらの医療機器のアイコン表示及びテキスト表示の両方
を提供するように構成される。更に、視覚表示は、通告を介護者に与えて介護者が適切な
処置を採って状態を修正する必要があるとして認識されている種々の状態に関連する高性
能表示警告標識（ｄｉｓｐｌａｙ　ｗａｒｎｉｎｇ　ｓｙｍｂｏｌ）、図またはテキスト
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を含む。
【００１０】
　一つの態様では、本発明は複数の医療機器を監視するシステムを含み、このシステムは
、複数の医療機器の通信先であるサーバと、サーバ上で動作するプログラムであって、各
医療機器の状態を取得してプログラムのユーザによる前記状態の利用を可能にするように
構成されたプログラムとを備え、プログラムは、識別される全ての医療機器のリストをサ
ーバに提供し、プログラムは識別される医療機器の選択に応答し、プログラムは、選択さ
れた医療機器に関する状態及び情報を図形式及びテキスト形式で提供する。
【００１１】
　別の態様では、本発明は医療監視システムを含み、この監視システムは、少なくとも一
つの医療機器と、医療機器と通信するサーバと、サーバと通信する表示スクリーンと、そ
してサーバと通信するプロセッサの上で動作してプロセッサをプログラムして、少なくと
も一つの医療機器が送信させ、かつ少なくとも一つの医療機器の状態を表わす情報を監視
させるプログラムとを備え、プログラムは更に、プロセッサをプログラムして図形表示を
生成させて情報をユーザに送信する。更に別の態様では、図形表示は複数の部分を含み、
少なくとも一つの部分が医療機器を表わすアイコンを含む。別の態様では、図形表示は、
医療機器の状態に関するテキスト記述を提供する少なくとも一つの部分を含み、更に別の
態様では、図形表示は、全てのチャネルの医療機器の状態を表示する少なくとも一つの部
分を含む。
【００１２】
　更に別の態様では、プロセッサをプログラムして警告標識を生成させ、標識を医療機器
を表わすアイコンに関連付けさせる。更に別の態様では、プロセッサは、少なくとも一つ
の医療機器の状態に関するパラメータの値をルール・データベースと比較して、パラメー
タの値がルール・データベースのルールによって規定される値の範囲に収まるかどうかに
ついて判断し、パラメータの値が前記値の範囲に収まらない場合、警告標識を生成する。
更に別の態様では、アイコンは液体源の液面の高さを表わす。
【００１３】
　更に別の態様では、本発明は医療機器監視システムを含み、この監視システムは、医療
機器であって、情報を医療機器に送信し、情報を医療機器から受信する無線通信手段を含
む医療機器と、中央コンピュータであって、情報を中央コンピュータに送信し、情報を中
央コンピュータから受信する無線通信手段を含む中央コンピュータとを備え、中央コンピ
ュータは、中央コンピュータ上で動作するプログラムを含み、このプログラムは、医療機
器に医療機器の状態に関する問い合わせを行なうことを含んで医療機器と通信し、医療機
器の状態を表わす情報を医療機器から受信し、更にユーザに対する受信情報の視覚表示を
作成する。本発明の一つの態様では、中央コンピュータは、医療機器が配置される施設の
中を移動する機能を備える移動サーバである。別の態様では、視覚表示は、医療機器を表
わす情報をユーザに提供する複数の部分を含む。別の態様では、視覚表示は複数の部分を
含み、少なくとも一つの部分は医療機器を表わすアイコンを含む。更に別の態様では、複
数の部分のうちの少なくとも一つの他の部分は、医療機器の状態に関するテキスト記述を
提供し、別の態様では、表示のうちの少なくとも一つの部分はアイコン、及び医療機器の
状態に関するテキスト記述を含む。
【００１４】
　更に別の態様では、中央コンピュータは、ルール・データベースに保存されるルールに
アクセスする手段を含み、ルールは医療機器の複数の動作パラメータに関する値の複数の
範囲を含む。更に、中央コンピュータ上で動作するプログラムはまた、医療機器から受信
する情報の値をルール・データベースに保存されるルールと比較することができ、そして
受信情報に関して選択される動作パラメータの値が選択ルールに含まれる値の範囲に収ま
らない場合、警告図形を表示する。本発明の或る態様では、警告図形は、医療機器を表わ
すアイコンに関連付けることができる。
【００１５】
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　更に別の態様では、本発明は、施設内で動作する医療機器の状態に関する情報を表示す
る方法を含み、この方法では、医療機器とサーバとの間の通信を設定し、医療機器の状態
を表わす情報を受信し、サーバと通信する各医療機器を表わすアイコンを視覚表示の一つ
の部分に表示し、選択された医療機器を表わすアイコンを選択し、選択された医療機器を
表わす拡大図形を視覚表示の別の部分に表示し、医療機器の状態を表わす選択情報を視覚
表示の別の部分に表示する。一つの変形では、医療機器の状態を表わす選択情報を表示す
ることは、少なくとも一つのアイコンを表示すること、更に、選択情報に関するテキスト
記述を表示することを含む。
【００１６】
　更に別の態様では、本発明の方法では更に、医療機器から受信する情報が、アラームを
発する必要がある状態を示す情報を含むかどうかについて判断し、アラームを表わすアイ
コンを視覚表示の少なくとも一つの部分に表示する。
【００１７】
　本発明のこれらの利点及び他の利点は、次の詳細な説明を、例示としての実施形態に関
する添付の図と関連付けながら一読することにより明らかになると思われる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　次に、本発明について、本発明の好適な実施形態が示される添付の図を参照しながら更
に詳細な形で以下に記載することとする。しかしながら、本発明は多くの異なる形態で具
体化することができ、かつ本明細書に示す実施形態に制限されるものとして捉えられるべ
きではなく、これらの実施形態は、本開示が全てを網羅し、かつ完全であり、更には本発
明の技術範囲をこの技術分野の当業者に完全に伝えるように提示される。同様の参照番号
は図全体を通じて同様の構成要素を指す。
【００１９】
　この技術分野の当業者であれば理解できることであるが、本発明は、方法、データ処理
システム、またはコンピュータプログラム製品として具体化することができる。従って、
本発明は全てがハードウェアで構成される実施形態、全てがソフトウェアで構成される実
施形態、またはソフトウェア及びハードウェアを組み合わせて構成される実施形態の形を
採ることができる。更に、本発明は、媒体内に具体化されるコンピュータ読み取り可能な
プログラムコード手段を有するコンピュータ利用可能な記憶媒体に格納されるコンピュー
タプログラム製品の形態を採ることができる。いずれかの適切なコンピュータ読み取り可
能な媒体を利用することができ、この媒体としては、これらには限定されないが、ハード
ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、光記憶装置、及び磁気記憶装置などを挙げることができる。
【００２０】
　本発明を以下に、本発明の実施形態による方法のフローチャート図、装置（システム）
、及びコンピュータプログラム製品を参照しながら記載する。フローチャート図の各ブロ
ック、及びフローチャート図のブロック群の組み合わせはコンピュータプログラミング命
令が実行することができることを理解されたい。これらのコンピュータプログラミング命
令を汎用コンピュータ、特殊用途コンピュータ、またはプログラム可能なデータ処理装置
のプロセッサに供給してマシンを生成するので、コンピュータまたは他のプログラム可能
なデータ処理装置のプロセッサによって実行される命令によって、フローチャートブロッ
クまたはブロック群の中に指定される機能を実行する手段が生成される。
【００２１】
　これらのコンピュータプログラミング命令はコンピュータ読み取り可能なメモリに保存
することもでき、このメモリはコンピュータまたは他のプログラム可能なデータ処理装置
に命令して、コンピュータ読み取り可能なメモリに保存される命令によって、フローチャ
ートブロックまたはブロック群の中に指定される機能を実行する命令手段を含む製品が生
成されるように特定の方法で機能させることができる。
【００２２】
　コンピュータプログラミング命令はまた、コンピュータまたは他のプログラム可能なデ
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ータ処理装置に読み込むことができ、これにより、一連の動作ステップをコンピュータま
たは他のプログラム可能な装置において実行してコンピュータ援用プロセスを生成するの
で、コンピュータまたは他のプログラム可能な装置で実行される命令によって、フローチ
ャートブロックまたはブロック群の中に指定される機能を実行するステップが生成される
。
【００２３】
　本発明は、スタンドアローン型コンピューティング装置で動作するシステムとして実現
することができる。好適には、本発明は、クライアント－サーバ環境におけるシステムと
して用いられる。この技術分野の当業者には公知であるが、クライアントアプリケーショ
ンはクライアント－サーバ関係におけるリクエストプログラムである。サーバアプリケー
ションは、同じか、または他のコンピュータのクライアントプログラムからのリクエスト
を待ち、リクエストに応えるプログラムである。クライアント－サーバ環境は、インター
ネットのような公衆網、及び「イントラネット」と呼ばれることが多い専用ネットワーク
、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、及びワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）、
仮想プライベートネットワーク（ＶＰＮ）、フレームリレー接続または直接電話接続を含
むことができる。ここで、コンピュータがホストするクライアント／サーバアプリケーシ
ョンを含むクライアントアプリケーションまたはサーバアプリケーション、或いはコンピ
ュータ使用可能な媒体に格納されるプログラムコードを実行するように構成される他の装
置は、種々の機能を実行する手段として動作して本発明の種々の動作方法を実行すること
を理解されたい。
【００２４】
　次の用語及び定義は、本発明の種々の態様及び実施形態を完全に理解するために有用で
ある。従って、これらの用語は、本発明について記載するために次に示す意味を有するも
のとする。
【００２５】
　ＡＥＳは高度暗号規格（Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｅｎｃｒｙｐｔｉｏｎ　Ｓｔａｎｄａｒｄ
）を意味する。ＡＥＳは暗号規格（Ｄｅｆｅｎｓｅ　Ｅｎｃｒｙｐｔｉｏｎ　Ｓｔａｎｄ
ａｒｄ：ＤＥＳ）に代わる次世代暗号標準であり、連邦情報処理規格（Ｆｅｄｅｒａｌ　
Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｓｔａｎｄａｒｄ）及び米国標準技術
院（Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｓｔａｎｄａｒｄｓ　ａｎｄ　Ｔｅ
ｃｈｎｏｌｏｇｙ）が認可する高度に安全な対称ブロック暗号化アルゴリズムである。
【００２６】
　ＣＢＣは暗号ブロック連鎖（Ｃｉｐｈｅｒ　Ｂｌｏｃｋ　Ｃｈａｉｎｉｎｇ）を意味す
る。ＣＢＣはブロック暗号の動作モードであり、このモードでは、プレーンテキストの各
ブロックに対して、このブロックを符号化する前に、暗号テキストの既に符号化されてい
るブロックとの排他的論理和をとる。
【００２７】
　ＤＨＣＰは動的ホスト構成プロトコル（Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｈｏｓｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒ
ａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）を意味する。ＤＨＣＰはＩＰアドレスをＩＰネットワー
ク上のクライアントに動的に割り当てることができるようにする。
【００２８】
　ＥＣＢは電子クックブック（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｃｏｏｋ　Ｂｏｏｋ）を意味する
。ＥＣＢはブロック暗号の動作モードであり、このモードでは、プレーンテキストの各ブ
ロックが他の全てのブロックとは別に符号化される。
【００２９】
　ＩＰはインターネットプロトコル（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）を意味する
。ＩＰは、ネットワークメッセージを配信するために使用される簡単なアドレス指定プロ
トコルである。多くのバージョンのＩＰが存在し、そして本発明の種々の実施形態は，い
ずれかのバージョン、好適にはバージョン４（ＩＰｖ４）のＩＰを使用して動作するよう
にしている。
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【００３０】
　ＬＡＮはローカルアクセスネットワーク（Ｌｏｃａｌ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ
）を意味する。ＬＡＮは、専用の同種ネットワークを通して接続されるシステムグループ
である。
【００３１】
　ＭＤ５はＭＤ５メッセージダイジェストアルゴリズム（ＭＤ５　Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｄｉ
ｇｅｓｔ　Ａｌｇｏｒｉｔｈｍ）を表わす。ＭＤ５は、所定のデータセットの安全な固有
の「指紋」を生成するように構成される複雑なハッシュアルゴリズムである。
【００３２】
　ＮＩＭはネットワークインターフェースモジュール（ｎｅｔｗｏｒｋ　ｉｎｔｅｒｆａ
ｃｅ　ｍｏｄｕｌｅ）を意味し、そして医療機器によるＩＰネットワークとの接続、及び
ＩＰネットワークへの参加を可能にするデバイスである。
【００３３】
　ＲＤＳはリモートデータサーバ（Ｒｅｍｏｔｅ　Ｄａｔａ　Ｓｅｒｖｅｒ）を表わし、
通常、ネットワーク化された医療機器と通信する全てのサードパーティのプロキシとして
機能する中央サーバを表わす。
【００３４】
　ＴＣＰは伝送制御プロトコル（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｐｒｏｔ
ｏｃｏｌ）を意味する。ＴＣＰは、ネットワーク上の２つのクライアントの間の、強固で
信頼度の高いストリームベースのデータ接続を実現する高位プロトコルである。
【００３５】
　ＵＤＰはユーザデータグラムプロトコル（Ｕｓｅｒ　Ｄａｔａｇｒａｍ　Ｐｒｏｔｏｃ
ｏｌ）を表わす。ＵＤＰは、ネットワーク上のクライアントの間の、比較的信頼度の低い
メッセージ通信を実現する低位プロトコルである。
【００３６】
　図１は本発明の態様を利用する患者ケアシステムの概要図である。図１では、患者ケア
用器具１２は、薬局管理システム３４及び院内情報システムサーバ３０を含む院内ネット
ワーク１０に接続される。各構成要素１２，３０，及び３４はネットワーク１０に伝送チ
ャネル３２によって接続される。伝送チャネル３２は、いずれかの有線または無線伝送チ
ャネル、例えば８０２．１１無線ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）である。本発明
の一つの実施形態では、ネットワーク１０は病院全体の種々の部門に配置されるコンピュ
ータシステムも含む。例えば、図１のネットワーク１０は複数のコンピュータシステムを
任意に含み、これらのコンピュータシステムは、入院部門３６、請求部門３８、生物医学
部門４０、臨床検査部門４２、中央材料部門４４、一つ以上の病床ステーションコンピュ
ータ、及び／又は医学的意思決定支援システム４８に接続される。更に、システムは個別
のリモートデータサーバ４９を取り入れることができ、このサーバの機能について以下に
詳細に記載する。更に、リモートデータサーバ４９は個別サーバとして示されるが、リモ
ートデータサーバ４９の機能及びプログラムは、例えば院内情報システムサーバ３０のよ
うな別のコンピュータに、施設情報システムを設計するエンジニアがこのような構成を望
む場合には、一体化することができる。
【００３７】
　患者ケア用器具１２は、エッガー（Ｅｇｇｅｒ）らによる米国特許第５，７１３，８５
６号明細書に記載されるものと同様のシステムを備えることが好ましく、この明細書はこ
こにおいて参照することによりこの文献の内容が本発明の開示に含まれる。別の構成とし
て、ポンプ、生理学的モニター（例えば、心拍数モニター装置、血圧モニター装置、ＥＣ
Ｇモニター、ＥＥＧモニター、パルスオキシメータ、及び他の患者モニター機器）、治療
器具、及び他の薬剤投与器具のような他の患者ケア用器具をここに示す教示に従って利用
することができる。患者ケア用器具１２は、インターフェースユニット１４とも呼ぶ制御
モジュール１４を備えることが好ましく、制御モジュールは一つ以上の機能モジュール１
６，１８，２０，２２に接続される。インターフェースユニット１４は中央処理ユニット
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（ＣＰＵ）５０を含み、中央処理ユニットはメモリ、例えばランダムアクセスメモリ（Ｒ
ＡＭ）５８、及びユーザインターフェース機器５４のような一つ以上のインターフェース
機器、符号化データ入力機器６０、ネットワーク接続５２、及び追加モジュールまたは機
器と通信する付属インターフェース６２に接続される。インターフェースユニット１４は
また、必ずではないが、ソフトウェア及びデータを保存する不揮発性メインストレージユ
ニット５６、好適にはハードディスクドライブ、及び前述の構成要素を相互接続する一つ
以上の内部バス６４を含むことが好ましい。
【００３８】
　通常の実施形態では、ユーザインターフェース機器５４はタッチスクリーンであり、こ
のタッチスクリーンは情報をユーザに対して表示し、このタッチスクリーンによってユー
ザは、タッチすることによって決定されるスクリーンの領域を通して情報を入力すること
ができる。別の構成として、ユーザインターフェース機器５４は、モニター、プリンタ、
キーボード、ソフトキー、マウス、トラックボール、及び／又はライトペンのような、情
報を表示し、そして入力するいずれかの手段を含むことができる。符号化データ入力機器
６０はバーコードリーダであることが好ましく、バーコードリーダは、バーコードフォー
マットで印刷されたデータをスキャンして解読する機能を備える。別の構成として、デー
タ入力機器６０は、符号化データをコンピュータに入力するいずれかの機器とすることが
でき、この機器としては、例えば磁気ストライプ、ＰＣＭＣＩＡスマートカード、無線周
波カード、メモリスティック、ＣＤ、ＤＶＤ、または他のいずれかのアナログまたはデジ
タル記憶媒体を読み取る機器を挙げることができる。データ入力機器６０の他の例は、音
声起動装置または音声認識装置、または携帯端末（ＰＤＡ）を含む。使用するインターフ
ェース機器のタイプによって変わるが、ユーザインターフェース機器５４及び符号化デー
タ入力機器６０は同じ機器とすることができる。別の構成として、データ入力機器６０は
、インターフェースユニット１４内部に配置されるものとして図１に示されるが、この技
術分野の当業者であれば、データ入力機器６０は薬局システム３４内に一体化することが
できるか、または外部に配置して、薬局システム３４とＲＳ－２３２シリアルインターフ
ェースまたは他のいずれかの適切な通信手段を通して通信するようにすることができるこ
とが分かるであろう。付属インターフェース６２はＲＳ－２３２通信インターフェースで
あることが好ましいが、プリンタ、患者モニター機器、注入ポンプ、または他の医療機器
のような周辺機器と通信する他のいずれかの手段を、本発明の技術範囲から逸脱しない範
囲において使用することができる。更に、データ入力機器６０は、モジュール１６，１８
，２０，及び２２のような個別機能モジュールとすることができ、そしてコントローラ１
４またはネットワーク上の他のいずれかのシステムと、適切なプログラミングプロトコル
及び通信プロトコルを使用して通信するように構成することができる。
【００３９】
　ネットワーク接続５２は、Ｔ１接続、統合サービスデジタルネットワーク（ＩＳＤＮ）
接続、デジタル加入者線（ＤＳＬ）モデム、またはケーブルモデムのような直接ネットワ
ーク接続であることが好ましい。別の構成として、いずれかの直接ネットワーク接続また
は間接ネットワーク接続を使用することができ、これらのネットワーク接続としては、こ
れらには限定されないが、電話モデム、ＭＩＢシステム、ＲＳ２３２インターフェース、
付属インターフェース、光リンク、赤外線リンク、無線周波リンク、マイクロ波リンク、
またはＷＬＡＮＳ接続、或いは他の無線接続を挙げることができる。
【００４０】
　機能モジュール１６，１８，２０，２２はケアを患者に提供するか、または患者の状態
を監視するいずれかの機器である。図１に示すように、機能モジュール１６，１８，２０
，２２のうちの少なくとも一つは、薬剤または他の薬液を患者に注入する皮下注入ポンプ
のような注入ポンプモジュールとすることができる。説明を行なうために、機能モジュー
ル１６が注入ポンプモジュールであるものとする。機能モジュール１８，２０，２２の各
々はいずれかの患者治療器具または患者モニター機器とすることができ、これらの機器と
しては、これらには限定されないが、注入ポンプ、シリンジポンプ、ＰＣＡポンプ、硬膜
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外持続注入ポンプ、経腸注入ポンプ、血圧モニター装置、パルスオキシメータ、ＥＫＧモ
ニター、ＥＥＧモニター、心拍数モニター装置、または頭蓋内圧モニターなどを挙げるこ
とができる。別の構成として、機能モジュール１８，２０，及び／又は２２はプリンタ、
スキャナ、バーコードリーダ、または他のいずれかの周辺入力機器、周辺出力機器、また
は周辺入力／出力機器とすることができる。
【００４１】
　機能モジュール１６，１８，２０，２２はインターフェースユニット１４と直接または
間接的に通信し、インターフェースユニット１４は器具１２全体を監視し、そして制御す
る。機能モジュール１６，１８，２０，２２は、図１に示すように、かつエッガー（Ｅｇ
ｇｅｒ）らによる特許明細書に詳述されているように、インターフェースユニット１４の
一端または両端に直列に物理的に、かつ電気的に接続される。しかしながら、この技術分
野の当業者であれば、これらの機能モジュールを、本発明の技術範囲から逸脱しない範囲
において利用することができるインターフェースユニットに接続する他の手段を設けるこ
とができることが分かるであろう。また、十分にプログラム可能であり、かつ接続性が高
いポンプまたは患者モニター機器のような機器は、スタンドアローン型機器として動作す
ることができ、かつ個別のインターフェースユニットまたは制御ユニット１４を通して接
続されることなくネットワークと直接通信することができることが分かるであろう。上に
記載したように、追加の医療機器または周辺機器は患者ケア用器具１２に、一つ以上の付
属インターフェース６２を通して接続することができる。
【００４２】
　各機能モジュール１６，１８，２０，２２は通常、モジュール固有の構成部品７６、マ
イクロプロセッサ７０、揮発性メモリ７２、及び情報を保存する不揮発性メモリ７４を含
む。ここで、４つの機能モジュールを図１に示すが、どのような数の機器でも中央コント
ローラ１４に直接または間接的に接続することができることに留意されたい。ここに記載
する機能モジュールの数及びタイプは例示であり、決して本発明の技術範囲を制限するも
のではない。モジュール固有の構成部品７６は、注入ポンプモジュール１６のようなポン
プ動作機構のような特定モジュールの動作に必要ないずれかの部品を含む。
【００４３】
　各機能モジュールは通常、少なくとも或るレベルの個別動作を行なう機能を備えるが、
インターフェースユニット１４は器具１２の全体動作を監視し、そして制御する。例えば
、以下に更に詳細に記載するように、インターフェースユニット１４はプログラミング命
令を機能モジュール１６，１８，２０，２２に供給し、そして各モジュールの状態を監視
する。
【００４４】
　患者ケア用器具１２は、幾つかの異なるモードで動作する機能を備えるか、または幾つ
かの異なる固有の方式で動作する機能を備え、各方式は構成データベースによって定義さ
れる。特定の構成データベースは、患者位置、年齢、身体的特徴、または既往状況のよう
な患者固有情報に少なくとも一部基づいて選択される。既往状況は、これらには限定され
ないが、患者診断、治療処方、既往歴、既往記録、患者ケア提供者識別情報、生理学的特
性、または心理学的特性を含む。本明細書において使用するように、患者固有情報はまた
、ケア提供者に関する情報（例えば、医師識別情報）、または院内での、または院内コン
ピュータネットワークにおける患者ケア用器具１０の位置を含む。患者ケア情報は、イン
ターフェース機器５２，５４，６０，及び６２を通して入力することができ、かつ例えば
、薬局３４、入院部門３６、臨床検査部門４２などのような、ネットワーク１０のいずれ
かの位置から送信することができる。
【００４５】
　種々のデータソースへの、そしてデータソースからのデータは、ネットワーク利用デー
タに既存の技術を用いて変換することができ、そして医療機器とネットワークとの間の情
報の移動は種々の手段によって行なうことができる。例えば、患者ケア用器具１２及びネ
ットワーク１０は自動的な相互作用、手動の相互作用、または自動的な相互作用及び手動
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の相互作用の両方の組み合わせによって通信することができる。自動的な相互作用は、継
続的な、または断続的な相互作用とすることができ、かつ直接ネットワーク接続５４（図
１に示すような）、またはＲＳ２３２、ＭＩＢシステム、ＢＬＵＥＴＯＯＴＨ（カリフォ
ルニア州、サンノゼ市に本拠を置くＡｍｔｅｌ　Ｃｏｒｐ．）のようなＲＦリンク、ＩＲ
リンク、ＷＬＡＮＳ、デジタルケーブルシステム、電話モデム、または他の有線または無
線通信手段を通して行なうことができる。患者ケア用器具１２とネットワーク１０との間
の手動の相互作用では、データを複数のシステムの間で物理的に、かつ断続的に、または
周期的に、例えばユーザインターフェース機器５４、符号化データ入力機器６０、バーコ
ード、コンピュータディスク、携帯端末、メモリカード、またはデータを保存する他のい
ずれかの媒体を使用して転送する。好適には、通信手段は双方向通信手段であり、データ
には分散データソースの出来る限り多くのポイントからアクセスする。医学的意思決定は
、ネットワーク１０内の種々の場所で行なうことができる。例えば、これらに制限される
ものではないが、意思決定はＨＩＳサーバ３０、医学的意思決定支援システム４８、リモ
ートデータサーバ４９、院内部門または病床ステーション４６において、或いは患者ケア
用器具１２自体の内部で行なうことができる。
【００４６】
　図２は、本発明の態様に従って構成される施設患者ケアシステム１００の種々の構成要
素の間の情報フローを表わすブロック図である。図示のように、サーバ１０５は注入ポン
プ１１０、ポイントオブケアユニット（ｐｏｉｎｔ　ｏｆ　ｃａｒｅ　ｕｎｉｔ）１１５
、シリンジポンプ１２０、生体信号モニター１２５、または他の医療機器１３０のような
種々の患者関連資産（ｐａｔｉｅｎｔ　ｒｅｌａｔｅｄ　ａｓｓｅｔｓ）と通信する。こ
れらの患者関連資産の各々は治療を患者に提供する、または患者の生体信号または状態を
監視し、そして患者の状態及び患者の治療に関する情報をサーバに提供する。ネットワー
ク監視アプリケーションプログラム１３５はサーバとの接続を行なうインターフェースと
なるので、サーバと通信する資産の全てのインターフェースとなる。ネットワークアプリ
ケーションプログラム１３５を使用して、薬剤師１４０、看護師１４５、医師１５０、及
び生物医学技師１５５のようなユーザは、サーバ１０５に提供される情報を種々の患者資
産によって閲覧することができる、患者に施されている治療を調整することができるか、
または患者資産の動作を監視することができる。このようなシステムは、システムが患者
資産のソフトウェア構成を専門生物医学技師１５５が変更するか、または更新するための
手段となるという意味において特に有用である。このようなシステムに使用することがで
きるポイントオブケアユニット及び動作モジュール、生体信号モニター、及び他の臨床機
器の例は、Ｂｏｌｌｉｓｈらによる米国特許第５，９５７，８８５号、Ｖａｎｄｅｒｖｅ
ｅｎによる米国特許公開公報２００３／０１０６５５３Ａ１、Ｆｏｒｄらによる米国特許
第５，６８１，２８５号、そしてエッガー（Ｅｇｇｅｒｓ）らによる米国特許第５，７１
３，８５６号に記載されており、これらの文献をここで参照することにより、これらの文
献の内容全体が本発明の開示に含まれる。
【００４７】
　本発明の態様を取り入れたクライアントサーバ環境は通常、少なくとも一つのクライア
ントがコンピュータネットワークを通してアクセスすることができる中央サーバを含む。
更に複雑なシステムでは、中央サーバには少なくとも一つのローカルサーバが、例えばイ
ーサネット、無線ネットワーク、またはインターネットのようなコンピュータネットワー
クを通して接続することができ、今度はこのローカルサーバにクライアントがアクセスす
ることができる。これに限定されないが、ＴＣＰ／ＩＰを含む種々のコンピュータネット
ワーク伝送プロトコルを使用して中央サーバ、いずれかのローカルサーバと、ネットワー
クで使用する通信プロトコルに対応した通信機能を有するように構成されるクライアント
機器との間の通信を行なうことができる。
【００４８】
　中央サーバは通常、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ（登録商標）のＳＱＬサーバアプリケーション
プログラム、または当該アプリケーションプログラムで動作させることができるバージョ
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ン６．５（ワシントン州リッチモンド市に本拠を置くマイクロソフト社が供給）のような
中央データベースを含む。中央サーバによって、ローカルサーバは知識ベースの最新バー
ジョンを確実に動作させることができる。更に、中央サーバは、全ての患者データを保存
し、かつローカルサーバ及びユーザをシステムに追加し、そしてシステムから消去するよ
うな種々の管理機能を実行することができる。中央サーバはまた、ローカルサーバまたは
クライアント医療機器をユーザが利用することができるようになる前に認証を行なうこと
ができる。前に述べたように、通常の総合システムでは、患者データは中央サーバに保存
して、患者データの中央保管所を提供することが好ましい。しかしながら、患者データは
ローカルサーバに、またはローカル記憶媒体に、或いは別の院内サーバまたは施設サーバ
、または情報システムに保存することができる。この場合、保存先には、システムの種々
の構成要素を通して、すなわち必要に応じて、ローカルサーバまたはローカルクライアン
トが接続することができる。
【００４９】
　各ローカルサーバは通常、複数ユーザに対して或る地理的位置において機能を提供する
。このようなローカルサーバの例として、院内病棟、ナースステーション、または病院の
外の位置、または離れた位置に位置して、１次情報またはバックアップ情報の収集、配信
、解析、及び／又は保存を行なうシステムとして動作するサーバを挙げることができる。
各ローカルサーバは通常、サーバアプリケーション、一つ以上の知識ベース、及びローカ
ルデータベースを含む。各ローカルサーバはまた、複数のルールセットまたは治療基準と
相互作用して正しい薬物治療及び薬剤投与、及び処方治療が確実に行なわれるようにする
機能を備える推論システムを含むことができる。各ローカルサーバはまた、人工知能処理
を行なって本発明の動作を実行することができる。ユーザがローカルサーバにクライアン
トを通してログオンすると、ユーザは、この技術分野の当業者が理解する方法に従って、
識別情報及びパスワードを使用して認証を受けることが好ましい。一旦、認証されると、
ユーザはシステムへのアクセスを許可され、そして所定の管理上の特権がユーザに付与さ
れる。別の構成として、システムをプログラムして、種々の患者、介護者、及びバーコー
ドラベル、ＲＦ識別タグまたは器具、或いは他のスマートタイプの受動型または能動型識
別器具のような薬物識別装置を使用してシステムのユーザを識別し、そしてシステムへの
アクセスを可能にして患者を診断し、そして治療するように動作させることができる。
【００５０】
　各ローカルサーバはまた、中央サーバと通信して知識ベース（群）及びアプリケーショ
ン（群）の最新バージョンがリクエスト側であるローカルサーバで動作していることを確
認することができる。最新バージョンが動作していない場合、リクエスト側であるローカ
ルサーバは中央サーバから最新の妥当性検証済み知識ベース（群）及び／又はアプリケー
ション（群）を、ユーザセッションが確立される前にダウンロードする。本発明の或る実
施形態では、データ処理及び人工知能処理のような膨大な計算を必要とする作業のほとん
どをローカルサーバで行なって、「シン（ｔｈｉｎ）」クライアント（すなわち、最小の
ハードウェアを有するコンピューティングデバイス）を実現し、かつシステム速度を最適
化するが、本発明はまた、データ処理及びルール処理をクライアントで行なって中央シス
テムまたはローカルサーバをこのような作業に関与させないようにするシステムを含むよ
うに構成される。
【００５１】
　各ローカルクライアントまたは医療機器はまた、このような構成は多くの医療機器には
必要ではないが、通常、グラフィカルユーザインターフェース（ＧＵＩ）から成るクライ
アントアプリケーションプログラムを含み、更に中央サーバまたはローカルサーバと通信
する中間層プログラムを含む。クライアントアプリケーションプログラムのプログラムコ
ードは全て、ローカルクライアントで実行することができるか、またはプログラムコード
をローカルクライアントで一部実行し、かつ中央サーバまたはローカルサーバで一部実行
することができる。
【００５２】
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　本発明の動作を実行するコンピュータプログラムコードは、例えばＪＡＶＡ（登録商標
），Ｓｍａｌｌｔａｌｋ，またはＣ＋＋のようなオブジェクト指向プログラミング言語で
記述されることが好ましい。しかしながら、本発明の動作を実行するコンピュータプログ
ラムコードは、「Ｃ」プログラミング言語のような従来の手続き的プログラム言語、Ｐｅ
ｒｌのような逐次実行形式のスクリプト言語、またはＬｉｓｐ，ＳＭＬ，Ｆｏｒｔｈなど
のような機能（または第４世代）プログラミング言語で記述することもできる。ソフトウ
ェアはＨＬＡ－７の要件を満たすように記述することもできる。
【００５３】
　次に、本発明の例示としての実施形態について説明する。通常、本発明の態様を取り入
れた医療機器には、ネットワークインターフェースモジュール（ＮＩＭ）が装備され、こ
れによって医療機器はノードとしてネットワークに参加することができる。本発明を明瞭
にするために、本発明はインターネットプロトコル（ＩＰ）を使用するイーサネットネッ
トワーク環境で動作するものとして記載されるが、この技術分野の当業者であれば、本発
明のコンセプトは他のネットワーク環境においても同様に適用することができ、かつ、こ
のような環境は本発明の技術範囲に含まれるものであることが理解できるであろう。
【００５４】
　本発明に従ってネットワークで動作する医療機器との全ての直接通信は、リモートデー
タサーバ（ｒｅｍｏｔｅ　ｄａｔａ　ｓｅｒｖｅｒ：ＲＤＳ）として知られる中央サーバ
を通して行なわれる。本発明の態様によれば、例えば注入ポンプまたは生体信号測定機器
のような医療機器に組み込まれるネットワークインターフェースモジュールは、認証済み
ＲＤＳから送出されない全てのネットワークトラフィックを無視する。本発明のＲＤＳの
主要な役割は、全てのネットワーク医療機器の位置及び状態を追跡することであり、これ
らの医療機器はＮＩＭ（ネットワークインターフェースモジュール）を有し、かつ空き通
信チャネルを機器内に維持する。
【００５５】
　別の実施形態では、本発明によるシステムは複数の移動サーバから成り、これらのサー
バは、移動機器と無線アクセスポイントを使用して通信するように構成される。図３に示
すように、本実施形態の移動サーバ２０５，２１０はＲＤＳサーバか、またはデータベー
スまたは他の施設情報システムの制御のような別の機能を有するサーバとすることができ
る。このようなサーバは通常、同じか、または等価なソフトウェア（カーネル）を固定サ
ーバとして有し、かつ移動システムマネージャと考えることができる。一つの実施形態で
は、移動サーバは、図３に示し、かつ参照番号２０５及び２１０で示すラップトップコン
ピュータ、適切に装備されたＰＤＡ、または他のモバイルコンピューティングシステムに
構築することができる。
【００５６】
　無線ネットワークとの通信は、無線アクセスポイント２１５またはモジュール２４２を
通して行なわれ、無線アクセスポイントまたはモジュールは、移動サーバに一体化するか
、或いは移動サーバまたはローバ（ｒｏｖｅｒ）と、アンテナのような適切な通信ハード
ウェアを使用して動作可能に通信することができる。このような無線通信ネットワークを
利用して、移動サーバ２０５，２１０はＣＱＩデータベース２２０、ルールデータベース
（図示せず）、または総合情報または患者固有情報を取り込んだ他のデータベース（図１
参照）にアクセスすることができる。別の構成として、移動サーバ２０５，２１０は個別
の無線アクセスモジュール２４２に接続することができる。このような接続はＵＳＢまた
は他の適切な接続のようなサーバのポートを通して行なわれる。
【００５７】
　例えば２．２ＧＨｚまたは他の適切な周波数で動作する無線アクセスポイント２１５，
２４２、及び適切なインターフェース機器を使用するので、移動サーバ２０５，２１０は
、適切に装備され、かつプログラムされた注入ポンプ２４５のような移動クライアント２
２５，２３０，２３５，及び２４０、または生体信号監視装置または検査機器２５０のよ
うな他の医療機器と双方向で通信し、必要に応じてこれらの機器を制御することができる
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。従って、本発明の移動サーバ２０５，２１０によって、専用ルームを設けるか、または
固定されて容易に異なる位置に移動させることができないサーバを有する必要が無くなる
。
【００５８】
　このような移動サーバの適用形態の例を図４に示すが、この例では、このようなシステ
ムは手押し車に搭載される。この例では、本発明の原理に従って移動サーバ３０２と通信
する機能を備える種々の医療機器３０５は通常の診療施設の全体に配置される。図示のよ
うに、これらのユニットの幾つかは、患者ベッドサイド３１５、ナースステーション３２
０、倉庫エリア３２２に配置することができるか、または患者が施設内を移動する際に患
者３２５と共に移動することができる携行機器として構成することができる、或いは患者
が施設内を担架で運ばれる際に患者３３０と共に移動することができる。手押し車３００
に搭載される移動サーバ３０２が手押し車を押すことにより施設内を移動すると、サーバ
はメッセージビーコンを、注入ポンプ、複数機器を制御する機器コントローラ、または適
切な無線アクセス機器及びネットワークインターフェースモジュール（ＮＩＭ）を装備す
る生体信号監視装置のいずれであるかに拘らず、全ての臨床機器にブロードキャストする
。図示のように、移動サーバ３０２には、一つよりも多くの種類の無線通信手段３１０を
装備することができる。例えば、移動サーバは８０２．１１　ＷＩＦＩプロトコルを使用
して通信するか、またはＲＦまたはＩＲ送信機または受信機を使用することができる。こ
の技術分野の当業者であれば、上に詳述したようにいずれの無線手段を使用することもで
きることが理解できるであろう。
【００５９】
　図４は、一つのタイプの院内病棟のレイアウト図を示し、患者室、ナースステーション
、倉庫施設、廊下、注入ポンプ及び生体信号モニターを含む患者ベッドサイドの医療機器
、及び移動サーバ（移動システムマネージャ）３０２を示している。このようなシステム
を採用することができる臨床現場は、ＩＣＵ（ｉｎｔｅｎｓｉｖｅ　ｃａｒｅ　ｕｎｉｔ
：集中治療室）、出産分娩室、及び内科／外科室のような種々のタイプの患者病棟により
構成することができる。図４の場合、医療機器は特定の臨床現場に従って構成される、す
なわち医療機器は特定病棟または病床タイプに適するように構成され、アラームレベル、
最大注入速度、投与量上下限などのような特定病棟関連処理パラメータ（ｓｐｅｃｉｆｉ
ｃ　ｗａｒｄ－ｒｅｌａｔｅｄ　ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｐａｒａｍｅｔｅｒｓ）によって
プログラムされる。これらの病棟関連処理パラメータはここでは「プロファイル（ｐｒｏ
ｆｉｌｅｓ）」と呼ぶ。プロファイルには、ＩＣＵ（集中治療室）、出産分娩室などのよ
うな関連患者病棟名と同様の、または同じ名前を付与することができる。「ＰＣＵ」とい
う用語は、「患者ケアユニット（ｐａｔｉｅｎｔ　ｃａｒｅ　ｕｎｉｔ）」を意味し、か
つ注入ポンプ、生体信号モニター、または他の機器のような種々の医療機器を含むことが
できる。
【００６０】
　手押し車及び移動サーバ３０２が施設内を移動するとき、移動サーバはビーコン信号を
送信し、このビーコン信号は、移動サーバの無線送信機／受信機の通信範囲内に位置する
適切なＮＩＭ（ネットワークインターフェースモジュール）を装備するいずれかの機器が
受信し、ビーコン信号にいずれかの機器が応答することができる。ＷＩＦＩプロトコルを
使用する一つの実施形態では、通信範囲はほぼ３０フィートである。すなわち、移動サー
バ３０２の３０フィートの半径内の全ての機器がビーコン信号を受信し、ビーコン信号に
応答して移動サーバとの安全な通信セッションを構築することができる。このような技術
を熟知している当業者には理解できることであるが、通信範囲はプロトコルだけでなく、
使用する特定のハードウェアによって変わり、そして必要に応じて３０フィートよりも長
く、または短くすることができる。
【００６１】
　上記したように、移動サーバの通信範囲内に位置し、かつ現時点で「アウェイク状態」
になっていて動作している機器はビーコン信号に応答することができる。別の構成として
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、上記したように、種々の機器のＮＩＭをプログラムしてビーコン信号を受信し、次に機
器をアウェイク状態にして、データを機器と移動サーバとの間で交換することができるよ
うにすることができる。更に別の実施形態では、ＮＩＭをプログラムして移動サーバとの
間で通信を行ない、そして情報をサーバとの間で臨床機器をアウェイク状態にすることな
く交換して、機器のバッテリ寿命を長くすることができる。
【００６２】
　本発明の一つの実施形態はネットワーク監視アプリケーションプログラムを含み、この
プログラムはサーバ（図１）、またはネットワークを通して接続可能な他のコンピュータ
で動作する適切なソフトウェアプログラムを含む。ネットワーク監視アプリケーションプ
ログラムは、医療臨床機器の状態を監視し、そして解析及びレポート生成のための情報を
これらの機器から収集するモジュールを含む。ネットワーク監視アプリケーションプログ
ラムはインターフェースモジュールも含み、このモジュールによってユーザはシステムと
のインターフェース接続を行なって、データを閲覧し、ネットワークとの通信を行なう医
療臨床機器の動作パラメータを変更し、そして医療臨床機器に関する情報をユーザに対し
て種々のグラフィカルディスプレイを使用して表示させることができる。
【００６３】
　図５は、ネットワーク監視アプリケーションプログラムが生成して、ユーザによる閲覧
及び相互作用を可能にする多数のスクリーン表示のうちの一つを示している。表示は２つ
の部分から成り、第１部分は、医療臨床機器の識別情報を提供するテキスト情報と共にサ
ーバに登録されている医療臨床機器を表わす標準アイコン４０５，４１０，４１５，及び
４２０を含む左側スクリーン部分４００である。識別情報は、例えば機器の位置、患者名
、ポンプ名、警告または他の情報を含むことができる。
【００６４】
　表示の第２部分は右側スクリーン部分４２５である。部分４２５は、選択によって表示
される実際の物理的な医療機器を表わす拡大図を表示する部分４３０を含む。テキスト表
示部分４３５は部分４３０の下に位置し、かつ医療機器の状態及び構成、及び関連プログ
ラミングパラメータに関連するテキスト情報を含む。例えば、機器４０５は、タッチスク
リーン、マウス、または他の選択デバイスのような適切な選択手段を使用して選択されて
いる。部分４３０は、選択された機器、本例では臨床機器モジュール「Ａ」、「Ｂ」、「
Ｃ」、及び「Ｄ」を含む患者ケアユニット４４０の拡大図を表示する。臨床機器モジュー
ル「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」、及び「Ｄ」は、例えば注入ポンプ、生体信号モニター、バー
コードリーダ、または他の機器とすることができる。しかしながら、表示の例では、モジ
ュールは患者ケアユニット４４０には取り付けられていない。このような場合においては
、モジュール「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」、及び「Ｄ」の図式表示を淡色表示して、これらの
モジュールが取り付けられていないことを示すことができる。「取り付けられていない（
ｎｏｔ　ａｔｔａｃｈｅｄ）」という表現は、これらの機器のいずれもが物理的に患者ケ
アユニット４４０に取り付けられていないか、または機器全体が電源オフになっているか
、またはオフラインになっている、或いは一つ以上の個々のモジュールが電源オフになっ
ているので、ネットワークに「取り付けられている（ａｔｔａｃｈｅｄ）」とは見なされ
ないことを意味する。モジュール「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」、及び「Ｄ」の状態は部分４３
５にも示される。
【００６５】
　ネットワークアプリケーションプログラムが使用する選択インジケータも示すが、この
インジケータはこの場合においては、標準アイコンを左側スクリーンで、角が丸い正方形
によって取り囲む。一旦、ユーザがスクリーンの左側部分４００の複数の標準医療機器ア
イコンのうちの一つを選択すると、選択インジケータが当該選択アイコンの周りに現われ
る。選択の結果、大きい方の選択インジケータボックスが右側に現われて選択された医療
機器の状態を示す。２つのボックスは指示線４４５によって相互接続され、この指示線は
これらのボックスの隣接辺のほぼ中心の間を延びる２つの平行直線を含む。
【００６６】
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　図６は、ネットワーク監視アプリケーションプログラムが生成する別のスクリーン表示
を示している。この表示は、ユーザが、ここでは「Ｍｅｄｌｅｙ　Ｓｙｓｔｅｍ　３」と
して示される医療機器のスクリーンの左側部分４００に位置する標準医療機器アイコン４
０５を選択した様子を示している。
【００６７】
　大きい方の選択インジケータボックスは、アイコン４０５を使用して選択される実際の
医療機器のスクリーン部分４３０における詳細図を示す。本例では、図示の機器は、２つ
のモジュールが取り付けられたＭｅｄｌｅｙポイント・オブ・ケア・ユニットであり、一
方のモジュールはシリンジポンプモジュールＡであり、他方は大容量ポンプ（ＬＶＰ）モ
ジュール「Ｂ」である。ここで、これらのモジュールの並び方、すなわちユニット４４０
に対するモジュール「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」、及び「Ｄ」の位置は固定されないことに留
意されたい。別の表現をすると、これらのモジュールは機器のユーザが必要に応じて配置
し、そしてラベルを付けることができ、更にユニット４４０に適切な入力を行なうことに
よりユニット４４０に適切に登録することができる。
【００６８】
　テキストボックス４５０はＭｅｄｌｅｙ　Ｓｙｓｔｅｍ　３（ユニット４４０）の特徴
または構成を示す。本例では、ユニット４４０は施設の出産分娩ユニットに使用すること
ができるように構成される。これは、適切な患者ケアを提供するためのガイドラインであ
って、投与限界値などのような特定ガイドラインから成る薬物ライブラリまたはライブラ
リ群を含むこともでき、かつ出産分娩ユニットにおける使用に適する種々の動作パラメー
タが医療機器に読み込まれていることを意味する。
【００６９】
　選択機器の図式表示を含む部分４３０の直下には、選択インジケータボックス内部に示
される機器の特徴を示すテキストを含む部分４３５が配置される。選択インジケータボッ
クス外部には更に、機器及び／又はモジュールの状態に関する特定のテキスト情報が配置
される。この場合においては、２つのモジュール「Ａ」及び「Ｂ」が設けられ、更には各
モジュールに関する特定の情報が与えられる。この場合においては、両方のモジュールが
「注入を行なわない」として表示される。同様に、モジュール「Ｃ」及び「Ｄ」は「モジ
ュールが取り付けられていない」として表示される。
【００７０】
　図７は、スクリーンの左側部分４００の標準アイコンから選択される「Ｍｅｄｌｅｙ　
Ｓｙｓｔｅｍ　４」を示す表示スクリーンを図式的に示している。スクリーンの部分４３
０における図式的表示が示すように、この機器は４つのモジュール、モジュール「Ａ」、
「Ｂ」、「Ｃ」、及び「Ｄ」を有し、モジュール「Ａ」及び「Ｂ」はＭｅｄｌｅｙポンプ
・オブ・ケア・ユニット４４０の左側に位置するＬＶＰ（大容量ポンプ）であり、モジュ
ール「Ｃ」はユニット４４０の直ぐ右側に位置するシリンジポンプであり、モジュール「
Ｄ」は、ユニット４４０の右側に離れて位置するパルス・オキシメータ・モジュールであ
る。ボックス４５０内のテキストは「Ｍｅｄｌｅｙ　Ｓｙｓｔｅｍ　４」が施設の「内科
／外科」病棟において使用されるように構成されることを示す。
【００７１】
　表示の部分４３５は更に、各モジュールまたは「チャネル」に関する情報を含む。この
技術分野の当業者には容易に理解できることであるが、「モジュール」及び「チャネル」
という用語は、これらの用語が本明細書において使用されるように、これらの用語の意味
または機能を変えず、同じ意味とすることができる。スクリーンの部分４３５に示すよう
に、チャネル（モジュール）「Ａ」に関して表示される情報はアイコン５００を含み、こ
のアイコンはチャネル「Ａ」のＬＶＰ（大容量ポンプ）によって注入される溶液の薬剤容
器またはバッグを表わす。モニタリングプログラムのソフトウェアはまた、アイコンに示
される液体のレベルが容器に残留する薬剤のレベルを表わすようにアイコン５００を表示
するプログラムを含むことができる。アイコン５００の右側にはテキストが配置され、注
入される薬剤のタイプ、この場合は基本注入パラメータ及び投与パラメータである「８ｍ
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ｌ／時間」を示す。テキストは更に、投与される薬剤の割合（「５０％の注入完了」）及
び残量（「２５．０ｍｌが残留」）を明示する。他の情報は必要に応じて表示することが
できる。
【００７２】
　次にモジュール「Ｂ」に関しては、同じタイプの情報が提示される。このチャネルでは
、薬剤ドーパミンが注入されているものとして表示テキストによって示される。しかしな
がら、このチャネルでは、テキスト「限界値を超えている（ａｂｏｖｅ　ｌｉｍｉｔ）」
が添付されたアイコンに注意を引きつけるように設計される文字「Ｇ」のアイコンが表示
される。この「Ｇ」アイコンは、ユニットがポンプにプログラムされたポンプに関するパ
ラメータの値をモニタリングするプログラムによって構成されていることを示し、このプ
ログラムが視覚警告、聴覚警告、または視覚警告及び聴覚警告の両方とすることができる
警告を出して、機器の動作をプログラムするために機器に入力した一つ以上のパラメータ
が、施設が設定する所定の範囲から外れていることを通知する。「Ｇ」アイコンの印象を
、太字、明滅、またはカラーのような種々の属性を使用して強くして、介護者の注意をア
イコンに惹き付けるアイコン機能を強化することもできる。
【００７３】
　この機能を備えるこのような一つのプログラムは、カリフォルニア州サンディエゴ（Ｓ
ａｎ　Ｄｉｅｇｏ）市に本拠を置くアラリス・メディカル・システムズ・インコーポレイ
テッド（ＡＬＡＲＩＳ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｓｙｓｔｅｍｓ，　Ｉｎｃ．）が供給するＧＵ
ＡＲＤＲＡＩＬＳ（登録商標）プログラムとして知られる。特に、ＧＵＡＲＤＲＡＩＬＳ
プログラムは、ポンプ、ポイント・オブ・ケア・ユニット、サーバ、または特定薬剤また
は治療、この場合はドーパミンに関連するデータセット（群）を有する他の場所に配置さ
れる薬物ラブラリを参照する。図７に示すこの例では、テキスト「ａｂｏｖｅ　ｌｉｍｉ
ｔ」が後に続く「Ｇ」アイコンは、ＧＵＡＲＤＲＡＩＬＳプログラムによって、ポンプに
関するパラメータがドーパミンの許容範囲を外れている、すなわち「限界値を超えている
（ａｂｏｖｅ　ｌｉｍｉｔ）」ことが検出されたことを警告する。
【００７４】
　図７に更に示すのはシリンジ・アイコン（ｓｙｒｉｎｇｅ　ｉｃｏｎ）５０５であり、
このアイコンは、モジュール「Ｃ」のシリンジポンプに装着された薬液容器を表わす。同
様に、肺アイコン（ｌｕｎｇ　ｉｃｏｎ）５１０は、チャネル「Ｄ」の機器がパルス・オ
キシメータ・モジュールであることを示すために表示される。他のアイコンまたは方法、
或いは識別情報を使用することができる。ここに示すこれらの図は単なる例示である。
【００７５】
　次に、図８を参照すると、「Ｍｅｄｌｅｙ　Ｓｙｓｔｅｍ　５」のラベルが付されたア
イコンを取り囲むボックスは、当該システムが選択されていることを示している。ボック
ス４５０の中身は、本システムの特徴が「ＮＩＣＵ」、すなわち新生児集中治療室（ｎｅ
ｏ－ｎａｔａｌ　ｉｎｔｅｎｓｉｖｅ　ｃａｒｅ　ｕｎｉｔ）として使用されるように構
成されることを示している。スクリーンの部分４００において選択されるアイコンは、感
嘆符が付された円の形を採る警告インジケータを含み、このインジケータは、選択された
システムに関連し、かつ介護者による注意が必要な状態が生じていることを通知する。感
嘆符が付された円を本例において使用するが、他の警告インジケータを使用することがで
きる。更に、異なる警告インジケータを使用して、選択されたシステムに関連する、異な
るタイプの状態を示すことができる。この警告インジケータは、このインジケータによっ
て介護者またはシステムの他のユーザが一見するだけで、ネットワーク管理プログラムと
通信しているどのシステムに注意を向ける必要があるのかについて理解することができる
という点で有利である。
【００７６】
　表示の部分４３０及び４３５に提示される情報は他の図に提示される情報と同様である
。しかしながら、この場合は、警告インジケータを表示の部分４００のアイコンに関連付
ける理由が分かる。本例では、チャネル「Ｃ」は、「アラーム、すなわち患者側の閉塞を
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検出するアラーム」が検出されることによりアラームを発している。この様子は、長方形
が表示の部分４３５のテキストに重なることによって示される。この長方形は、注意をア
ラームに引き付けるように構成される他の属性を含むことができる。例えば、重なり長方
形を明滅させることができるか、または長方形に陰影を付けるか、または赤のような色を
付けて介護者の注意を警告に惹き付ける長方形の機能を高めることができる。長方形のエ
ッジに陰影を付けてチャネルの状態及びチャネルのポンプに関するパラメータについての
下のテキストの大部分を読み取ることができるようにすることもできる。勿論、長方形の
他に他の形状を使用して特定の警告を通知することができるか、または特定の形状または
カラー、或いは他の属性を使用して特定の警告タイプまたは警告の深刻度を本発明の技術
範囲から逸脱しない範囲において表示することができる。
【００７７】
　図８の部分４３５を再度参照すると、チャネル「Ｄ」に関連するテキストは「Ｇ」アイ
コンも有することが示され、このアイコンは、ＧＵＡＲＤＲＡＩＬＳプログラムがドーパ
ミン剤に関連するパラメータをモニタリングしていることを示す。しかしながら、この場
合においては、「Ｇ」アイコンの後に続くテキストはポンプに関するパラメータが「限界
値内」に収まることを示している。ここで、図７では、同じ薬剤が、ポンプに関する同じ
パラメータで注入されていたが、ＧＵＡＲＤＲＡＩＬＳプログラムは、注入パラメータの
うちの少なくとも一つのパラメータが「限界値外」であったことを示していたことに注目
されたい。図７及び８のチャネルを比較することによって、ドーパミンの投与に関連する
投与パラメータが同じであることが分かるが、図８において投与が限界値内であることを
「Ｇ」が示すのは、ＮＩＣＵにおいて使用されるシステムが、「内科／外科」室において
使用されるように構成される図７のシステムの特徴とは異なるように構成されるからであ
る。従って、所定の薬剤に関する、異なる限界値をＧＵＡＲＤＲＡＩＬＳプログラムによ
って適用することができ、いずれの限界値を適用するかはシステムの構成によって変わる
。
【００７８】
　次に図９を参照すると、異なるアラームが示される。この場合においては、「ドア・オ
ープン・アラーム（ｄｏｏｒ　ｏｐｅｎ　ａｌａｒｍ）」がチャネル「Ａ」に接続される
ポンプに関して表示されている。スクリーンの部分４３０に示されるチャネル「Ａ」に接
続されるポンプの拡大図は、チャネル「Ａ」に接続されるポンプのドアが開いていること
も示している。他のグラフィカル・デバイスを表示に使用してシステムの種々の構成要素
の状態の視覚表示を可能にし、これによって介護者はシステムが正しく動作していること
を確認し易くなる。
【００７９】
　本発明の幾つかの形態について示し、そして記載してきたが、種々の変更を本発明の技
術思想及び技術範囲から逸脱しない範囲において加え得ることも明らかであろう。従って
、本発明は添付の特許請求範囲に規定されるものを除き、制限されるものではない。
【図面の簡単な説明】
【００８０】
【図１】本発明の種々の態様を利用する患者ケアシステムを表わす図である。
【図２】ネットワークを表わす図であり、本発明の原理を示している。
【図３】施設ネットワークと無線アクセスポイントを通して通信して、これもネットワー
クに無線アクセスポイントを通して接続される医療機器と通信する移動サーバを組み込ん
だ、本発明の一つの実施形態を表わす模式図である。
【図４】移動サーバを臨床現場に適用した例であり、遠隔操作移動サーバが手押し車上で
搬送される様子を示している。
【図５】本発明の一つの実施形態の監視システムが表示する種々の情報を表わす図式表示
である。
【図６】本発明の一つの実施形態の監視システムが表示する種々の情報を表わす図式表示
である。
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【図７】本発明の一つの実施形態の監視システムが表示する種々の情報を表わす図式表示
である。
【図８】本発明の一つの実施形態の監視システムが表示する種々の情報を表わす図式表示
である。
【図９】本発明の一つの実施形態の監視システムが表示する種々の情報を表わす図式表示
である。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】
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