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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　薬物治療法への患者の服薬順守をモニターするトレイの作動方法であって、
　該トレイの中の受容部内に容器を取外し可能に受け入れるステップであって、該容器は
薬を含み、該容器は該容器に取り付けられた電磁タグを有し、該電磁タグは薬についての
情報を含み、さらに、該トレイが該電磁タグに質問を行い、それから情報を引き出すべく
構成されたリーダを含んでいる、ステップと、
　該リーダを介して該電磁タグに質問し、それから情報を引き出すステップであって、引
き出された情報が薬の識別を含んでいる、ステップと、
　識別された薬に関連する服用プログラムに従って、患者に薬の用量の服用を警告するス
テップと、そして
　該受容部からの該容器の取外しが該リーダによって検知された時を該トレイに記憶させ
るステップと、
を具えることを特徴とするトレイの作動方法。
【請求項２】
　薬物治療法への患者の服薬順守をモニターするトレイの作動方法であって、
　該トレイの中の第一の受容部内に容器を取外し可能に受け入れるステップであって、該
容器は薬を含み、該容器は該容器に取り付けられた識別子を有し、該識別子は薬について
の情報を含み、そして、該トレイが該識別子に質問し、そこから情報を引き出すべく構成
されたリーダを含んでいる、ステップと、
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　該リーダを介して該識別子に質問し、それから情報を引き出すステップであって、引き
出された情報が薬の識別を含んでいる、ステップと、
　健康モニター器具を該トレイの第二の受容部に置くステップと、
　該健康モニター器具からデータを回収するステップと、
　該健康モニター器具から受け取ったデータに応じて、該トレイが薬に関連する服用プロ
グラムを変更するステップと、
を具えることを特徴とするトレイの作動方法。
【請求項３】
　多数の薬物服用プログラムへの患者の服薬順守をモニターするトレイの作動方法であっ
て、
　複数の容器を、該トレイ中の複数の受容部のそれぞれに取外し可能に受け入れるステッ
プであって、各容器は薬を含み、各容器は該容器に取り付けられた電磁タグを含み、各電
磁タグはそれぞれの容器中の薬についての情報を含み、そして、該トレイが各容器の電磁
タグに質問し、それから情報を引き出すリーダを含んでいる、ステップと、
　該リーダを介して各電磁タグに質問し、それから情報を引き出すステップであって、引
き出された情報が各容器内に含まれている薬の識別を含んでいる、ステップと、
　識別された薬の各々と関連する個別の服用プログラムに従い、容器中のそれぞれから薬
の用量を服用すべく患者に警告するステップと、そして
　それぞれの容器がそれぞれの受容部から取外されたのが該リーダによって検知された時
刻を該トレイに記憶させるステップと、
を具えることを特徴とするトレイの作動方法。
【請求項４】
　患者の薬物治療法への服薬順守をモニターするトレイの作動方法であって、
　該トレイの第一および第二の受容部の各々に、第一および第二の容器を取外し可能に受
け入れるステップであって、該第一および第二の容器は各々異なる第一および第二の薬を
含み、該第一および第二の容器は該容器に取り付けられたそれぞれの第一および第二の識
別子を有し、該第一および第二の識別子は該第一および第二の薬の各々についての情報を
含み、そして、該トレイが各識別子に質問し、それから情報を引き出すべく構成されたリ
ーダを含んでいる、ステップと、
　該リーダを介して該第一および第二の識別子に質問し、それから情報を引き出すステッ
プであって、引き出された情報が該第一および第二の薬の識別を含んでいる、ステップと
、そして
　該トレイが該第一および第二の薬が禁忌を示すか否かを判断するステップと、
を具えることを特徴とするトレイの作動方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
（技術分野）
本発明は、概ねヘルスケア・システムおよび方法に関し、より詳細には、ヘルスケア治療
をモニターするためのシステムおよび方法に関する。
【０００２】
（発明の概要）
１９８７年度の米国医療支出額調査によれば、９０００万人のアメリカ人が１つ以上の慢
性疾患を患っている。これらの慢性疾患の治療は、ヘルスケア支出の７６%以上を示し、
これらの慢性疾患を治療する直接の総費用は２０３０年までに７９８０億ドルまで上昇す
ると見積もられている。
【０００３】
慢性疾患を抱える多くの患者は、自宅で治療される。不運にも、多くの患者は、医療サー
ビス提供者の監視なしには、自宅で、薬物治療プログラムのような自己治療を確実に行う
ことができないかもしれない。効果的であるためには、投薬法は、しばしば様々な日程計
画や食事指針に従わねばならない。例えば、投薬法の中には、食物と共に摂取されるもの
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もあるが、そうでないものもある。投薬法の中には、一日に一度だけ服用されるものもあ
るが、一日当たり多数回服用されるものもある。薬物をいつ、およびどのぐらい服用する
かを覚えることは、同時に服用する薬物の数が増えるほど困難になる。
【０００４】
下記の薬物治療プログラムにおいて、患者を手助けするための様々な装置が知られている
。例えば、McIntoshへの米国特許第４,８３７,７１９号は、薬物の服用がなされるべき時
刻を合図で知らせるための薬物治療用時計を記載している。McIntoshの装置は、さらに投
薬スケジュールとの比較のために、各薬物がいつ服用されたかの記録をも提供する。加え
て、McIntoshの装置は、ユーザの体温、血圧および脈搏数をモニターおよび記録すること
ができる。
【０００５】
Ravenへの米国特許第５,０２０,０３７号は、コンパートメントの蓋が開けられた場合に
はアラームを取り消すアラーム付錠剤・ボックスを開示している。一日のうちに蓋が開け
られた回数を示すために、視覚によるディスプレイが用いられている。
【０００６】
Shepherdらへの米国特許第４,９１１,３２７号は、予め決められた投薬プログラムによっ
て、計画された錠剤の服用を提供するためのディスペンサーを記載している。ハウジング
は、複数の錠剤容器を含み、投与量の錠剤が、ユーザーがアクセス可能な錠剤・レシーバ
へ放出され得る。錠剤の放出は、投薬プログラムによって指示される通りに、予め決めら
れた間隔で錠剤が放出されるべく制御される。投与量の錠剤の放出時には、服用がなされ
なければならないことをユーザーに対して指示すべく、アラームが作動される。アラーム
は、ユーザーが服用量の錠剤にアクセスすると機能が停止される。服用量の放出から所定
の時刻内に、ユーザーが錠剤・レシーバにアクセスしない場合には、監視者に警告すべく
随意の遠隔アラームが作動されるかもしれない。
【０００７】
Hanpeterらへの米国特許第４,６１６,３１６号は、薬物用のコンパートメントを画成する
プラスチック製のブリスター列を有する、ブリスター・パックから成る薬物治療コンプラ
イアンス監視システムについて記載している。ブリスターパックは、コンパートメントの
裏に、薬物服用量が取り除かれるときに裂開される、導電性のトレイス掃引線を含む非導
電性の脆弱な裏紙を有している。電子記憶回路は、各コンパートメントがいつ裂開された
かを検知し、この情報を記憶する。
【０００８】
Weinbergerへの米国特許第５,４０８,４４３号は、医師が処方箋情報を処方用モジュール
に記憶させるために使用する処方用データ・エントリ・ステーションと、薬局が処方箋情
報を携帯用の処方用調合データ記憶ユニットに記憶させるために使用される調合用データ
・エントリ・ステーションと、携帯用の処方用モジュールに記憶された情報に応じて、医
師によって処方されたプログラムに従ってディスペンサー中の薬物の使用を指示し、調合
用データ記憶ユニットに応じて薬物の調合をコントロールする薬物ディスペンサーと、を
含む薬物調合システムを記載している。１つの実施形態は、２つの薬物用引出しを有し、
各引出しは、薬物が服用されるべきコンパートメントを選択的に指示する指示用ライトを
具える複数のコンパートメントと、薬物用コンパートメントの装填と該薬物の服用に関す
る指示を表示するためのスクリーンと、指示とのコンプライアンスを確認するための、ユ
ーザーによる作動のためのエントリ確認キーを含むキーボードとを有する。他の実施形態
は、一連の薬物包含コンパートメントを有し、各コンパートメントは、別個の摺動式カバ
ーまたは折たたみ式カバーによって覆われている。
【０００９】
Mucciacciaroへの米国特許第５,２３９,４９１号は、複数の薬物容器を保持するための複
数の凹部を有するホルダーであって、各容器が独自の凹部に嵌合するホルダーを記載して
いる。各薬物容器の底の形状は独特で、ホルダーの中の１つの凹部にのみ適合する。各凹
部のセンサーは、専用容器の存在或いは不在をマイクロプロセッサへ知らせる。マイクロ
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プロセッサは、異なる容器の中の異なる薬物の各々に関して、処方された服用量管理スケ
ジュールでプログラムされている。特定の錠剤が投与される場合、リアル・タイム・クロ
ックがマイクロプロセッサおよびプログラムと協働して、可聴的および適当な容器の位置
で光により可視的に合図する。適切な容器が凹部から取り除かれると合図は止まる。誤っ
た容器が持ち上げられると、異なる警告音が知らせる。
【００１０】
E-pill（www.epill.com）は、その日の特定の時にそれらの薬物を服用するよう患者に対
して催促状を送るページャー・システムを提供している。Carebridge（www.carebridge.n
et）は、薬物を服用することを思い出す手助けとするために患者が使用できる電子タイミ
ング装置を提供している。
【００１１】
IBV　Technologiea（ワシントン州９８１０９、シアトルのウェストレイク通り北１５０
０）は、患者がボタンを押すと、患者が彼/彼女の薬物を服用する時刻を記録する薬物瓶
を提供している。補充のために薬局に戻されるとき、薬局は、瓶からのコンプライアンス
・レポートをダウンロードし、検討し、薬物治療コンプライアンスについて患者に助言す
ることができる。
【００１２】
APREX（カリフォルニア州、ユニオンシティ、Eigenbrodt通り３０１１２）は、薬物治療
コンプライアンスをモニターするための遠隔医療サービスを提供している。患者は、ミニ
コンピューターを有するキャップが装備された薬物容器から薬物を服用する。患者が容器
に含まれる服用量の薬物を服用すべくボトルからキャップを取外すと、ミニコンピュータ
ーは服用が行われた時刻と日にちを記録する。その日の終わりに、患者は、毎日の服用情
報を選定された医療サービス提供者に送るべく特別に設計されたモデムの上に薬物ボトル
を置く。医療サービス提供者が、患者が薬物を服用する方法または時刻についての問題を
見つけた場合、患者は、特別に訓練された医療サービス提供者によって、翌日、呼び出さ
れる。
【００１３】
InforMedix社（メリーランド州２０８５２、ロックヴィルのHubbard Dr. ５９２０）から
入手可能なMediMonitor.（登録商標）は、個々のコンパートメントに５種類までの薬物を
１ヶ月の供給量として保持すべく設計されており、且つ、いつ、どのようにして薬物を服
用すべきかを患者に対して警告する。MediMonitor.（登録商標）はまた、患者の薬物服用
行為の日時が刻印された記録を、特定の質問への患者の回答とともに提供することによっ
て、薬物の使用と健康状態をも監視する。MediMonitor.（登録商標）は、インターネット
アクセス可能なサーバーおよびデータ・ベースを介して、情報を、臨床薬剤試行サイト、
医師、薬局および他の医療サービス提供者へ送信することができる。医療サービス提供者
は、催促状や特別な処方と同様、MediMonitor.（登録商標）を介して、直接、患者に情報
を伝えることができる。
【００１４】
Szetoらは、５つの標準サイズの薬物容器のための受容部と、４本線、２０文字の文字数
字式のＬＣＤと、電源供給とデータ通信のためのコネクタとを有するホルダーを記載して
いる。各受容部の壁に埋め込まれたマイクロスイッチは、受容部が占拠されているか、空
であるかを検知する。
【００１５】
不運にも、下記の薬物治療プログラムにおいて患者を手助けするための既存の装置は、多
少高価で設計において複雑になり得る。更に、下記の薬物治療プログラムにおいて患者を
手助けするための既存の装置は、ユーザーにとって多少扱いが複雑であるようにも見える
。
【００１６】
（発明の要約）
本発明は、患者による薬物治療法の効果的な自己管理を容易にするためのシステムおよび
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方法に関する。薬物治療プログラムを含む様々な治療プログラムへの患者のコンプライア
ンスを監視し、第三者に報告可能である「スマート・トレイ」が提供される。薬物容器に
は、各容器に含まれている１つ以上の薬についての様々な情報を提供する電磁タグ、ある
いは他の識別子が設けられている。スマート・トレイには、各電磁タグに質問を行い、各
容器に含まれている薬を識別するリーダが備えられている。リーダは、服用プログラムの
ような他の情報も回収することができる。この回収された情報を利用して、スマート・ト
レイは、１種類以上の薬を、患者が、いつ、どれだけ服用すべきかを思い出させるために
、患者に視覚および/または音声による合図を提供し得る。スマート・トレイは、リーダ
を介して、いつ薬剤容器が取外され、この情報が記憶されるかをもモニターする。これに
よって、１つ以上の薬物治療プログラムに従って薬物が服用されたか否かの表示をするこ
とができる。
【００１７】
本発明によるスマート・トレイは、インターネット（あるいはイントラネット）、広域ネ
ットワーク（WAN）、あるいはローカル・エリア・ネットワーク（LAN）のようなコンピュ
ータ・ネットワークを介して、医療サービス提供者、薬局、および他のヘルスケア製品お
よびサービスの提供者のような１人以上の第三者と通信すべく構築され得る。例えば、ス
マート・トレイは、特定の薬剤の供給が低いことを察知して、薬局と直接、あるいは医療
サービス提供者を介してさらなる薬剤の注文を出すことができる。
【００１８】
さらに、スマート・トレイは、パソコン、Web TV、体重計、冷蔵庫、運動装置、およびス
キャナ等を含むが、これらに限定されない様々な器具および装置と通信可能である。スマ
ート・トレイは、様々な器具から受信したデータに応答して、特定の薬剤に関する薬物治
療プログラムを変更することができる。例えば、スマート・トレイが、患者が、彼または
彼女の運動プログラムの量を増加させたと、運動装置からデータを受信した場合、スマー
ト・トレイ中のプロセッサは、１種類以上の患者の薬物治療プログラムを調整することが
できる。さらに、血圧モニターなどの健康管理装置からデータを回収することもできる。
回収されたデータは、スマート・トレイによって、様々な薬物治療プログラムを修正する
のにも利用され得る。
【００１９】
本発明の他の実施形態によれば、スマート・トレイは、２種類以上の薬剤が禁忌を示すか
否かを判断すべく構成され得る。２つ以上の薬剤容器と協働する電磁タグは、各容器に含
まれる薬剤を識別すべく質問されることができる。その後、スマート・トレイは、各容器
から回収した情報に基づき、各容器に含まれる薬剤が禁忌を示すか否かを判断し得る。２
種類以上の薬剤が禁忌を示すと判断された場合、患者は、スマート・トレイにより警告を
受け得る。同様に、第三者であるところの医療サービス提供者は、スマート・トレイによ
って警告を受け得る。
【００２０】
本発明は、薬物治療プログラム、特に複合的な投薬法を含む複雑なプログラムを容易にし
得る。従って、本発明は、誤った薬の服用、誤った服用量、誤った時刻での服用というよ
うな、患者によって引き起こされる誤投薬を減らすことができる。更に、本発明は、特定
の薬物を、いつ、どのぐらい服用すべきかを患者に思い出させる必要性を減らし得る。
【００２１】
さらに、本発明は、患者が薬物治療における空白の発生なしに新しい処方箋を受け取るよ
うに、処方用の再調剤を容易にし得る。
【００２２】
（発明の詳細な記述）
本発明は、今や、本発明の好ましい実施形態を示す添付の図面を参照しつつ、より詳細に
説明される。しかしながら、この発明は様々な形式で具現化されてもよく、ここに記載さ
れる実施形態に制限すべく解釈されるべきではない、むしろ、これらの実施形態は、本記
載が充分で完全であり、当業者に対して本発明の範囲を十分に伝えることができるように
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提供されている。図面の説明の全体を通して、同一番号は同一の要素を指している。
【００２３】
当業者には容易に理解されるであろうが、本発明は、方法およびシステムとして具現化さ
れてもよい。本発明は、全体的にハードウエアの実施形態の形体をとっていてもよく、あ
るいは、ハードウエアとソフトウエアの観点を組み合わせた他の実施形態であってもよい
。本発明の説明を通じて、薬物、内服薬、薬、および薬剤という用語は、相互交換的に使
用されてもよい。
【００２４】
（システムの概要）
さて、図１を参照するに、患者による薬物治療法の効果的な自己管理を容易にするための
本発明の実施形態によるシステム１０が図解されている。図示されたシステム１０は、「
スマート・トレイ」と称される電子装置１２を含み、該「スマート・トレイ」は、薬物治
療コンプライアンスを含む様々な治療プログラムへの患者のコンプライアンスをモニター
し、および第三者へ報告することができる。スマート・トレイ１２は、投薬治療患者に対
して１日の決められた時刻に服用し、薬剤が服用されたか否かを記録するよう思い出させ
るべく構成され得る。
【００２５】
スマート・トレイ１２は、また、インターネット（あるいはイントラネット）、広域ネッ
トワーク（WAN）あるいはローカル・エリア・ネットワーク（LAN） のようなコンピュー
ター・ネットワーク２０を介して、医療サービス提供者１４、薬局１６、および他のヘル
スケア製品およびサービスの供給者１８のような１人以上の第三者と通信すべく構成され
得る。スマート・トレイ１２は、様々な情報を伝達したり受信したりするために、第三者
の様々なデータ処理システムおよびコンピュータ装置と通信すべく構成されてもよい。例
えば、スマート・トレイ１２は、特定の薬の供給が低いことを察知して、薬局１６と直接
、あるいは医療サービス提供者１４を介して、薬の注文を出すことができる。スマート・
トレイ１２は、好ましくは、通信ネットワークを介して、外部のコンピュータ装置と通信
すべく構成されたモデムを使用する。
【００２６】
図２に示された本発明の他の実施形態によれば、システム１０’は、様々な器具（２２a-
２２f）と通信可能なスマート・トレイ１２を含む。器具の例としては、パソコン２２a、
Web TV ２２b、体重計２２c、冷蔵庫２２d、運動器具２２eおよびスキャナ２２fを含み得
るが、それらに限定されない。スマート・トレイ１２は、様々な器具から受信したデータ
に応じて、特定の薬のための薬物治療プログラムを変更すべく構成されたプロセッサを含
んでいるのが好ましい。例えば、スマート・トレイ１２が、患者が彼または彼女の運動プ
ログラムを増加させたことを運動器具２２eからデータとして受信すると、スマート・ト
レイ１２内のプロセッサは、患者の１種類以上の薬物治療プログラムを調整し得る。同様
に、体重計２２ｃから患者の体重が変化しているとの情報を受信することによって、薬物
治療プログラムは変更され得る。スマート・トレイが、冷蔵庫２２dと、あるいは食物の
パッケージを走査するベく構成されたスキャナと通信しているとき、患者の食物摂取（同
様に、ナトリウムのような化学製品の摂取）もモニターされ得る。スマート・トレイ１２
と図１および２の中の他の装置との間の通信は、有線通信として図示されているが、無線
通信も使用可能であることは理解されるであろう。
【００２７】
（スマート・トレイ）
ここで、図３を参照するに、本発明の好ましい実施形態によるスマート・トレイ１２が図
示されている。図示されたスマート・トレイ１２は、概ね平坦な表面３０を備える細長い
形状を有している。表面３０に配されているのは、複数の薬物容器３４を中に取外し可能
に受け入れるべく形状付けられた複数の受容部３２である。図示された実施形態において
、受容部３２は、円筒状の薬物容器３４（即ち、従来の錠剤・ボトル）を取外し可能に受
け入れるべく円状の形状を有している。しかしながら、スマート・トレイ１２は、様々な
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形状の薬物容器を取外し可能に受け入れるべく様々な形状の受容部を有していてもよく、
図示された実施形態に限定されるものではないことが理解される。例えば、使い捨てタイ
プである「カクテル」（即ち、混合薬物）を含むあつらえの薬物容器が、本発明によるス
マート・トレイに利用されてもよい。これらのあつらえの薬物容器は、様々な形状および
寸法を有し得る。
【００２８】
図示されたスマート・トレイ１２はまた、複数の受容部３２に隣接して配されたLCD（液
晶ディスプレイ）のようなディスプレイ３５を含んでいる。種々のタイプのディスプレイ
が利用可能である。スマート・トレイ１２は、LCDに限定されない。ディスプレイ３５は
、患者に対して様々なタイプの情報を表示すべく構成されている。例えば、以下に説明さ
れるように、患者が特定の薬物、あるいは薬物の組み合わせを服用する時刻になったとき
、患者に対して指示を表示することができる。
【００２９】
図示されたスマート・トレイ１２はまた、複数の受容部３２とディスプレイ３５に隣接し
て配された感知表面３７も含む。以下に説明されるように、感知表面３７は、患者がヘル
スケア機能を遂行するために使用し得る種々の対象物を取外し可能に受け入れ、且つ相互
に作用させるべく構成されている受容部である。例示的には、「対象物」とは、血圧モニ
ター、体温計、ページャー、グルコメーター、プロトロンビンおよび凝固モニターを含む
が、それらに限定されない。
【００３０】
図４に概略的に図示されるように、スマート・トレイ１２は、プロセッサ４０を含み得る
。RFコイル・アレイ４１、マルチプレクサ４２およびモデム４３が、該プロセッサ４０と
通信する。RFコイル・アレイ４１は、スマート・トレイ１２中の受容部内に配された対象
物に関連した電磁タグを素速く識別することができる電磁タグ・リーダとしての役割を果
たす。アレイ４１内のRFコイルは、スマート・トレイ１２内の多数の対象物の位置が同時
に追跡されることを許容するために、マルチプレクサ４２によって切り替えられる。マル
チプレクサは、当業者に理解されており、ここでさらに説明する必要はないであろう。
【００３１】
RFコイル・アレイ４１は、約５５kHzから約８５kHzの範囲内で共振する電磁タグを識別す
ることができるものが好ましい。しかしながら、他の周波数で共振する電磁タグも本発明
によるRFコイル・アレイを使用して識別され得ることが理解される。さらに、様々な他の
タイプの識別子が容器３４に使用され得、それらは、限定されないが、１次元および２次
元のバーコード、図形インディシア、および他の電磁タグを含むことも理解されよう。光
学的、磁気的および容量的センサーを含む、対応するセンサーが設けられてもよい。さら
に、識別子およびセンサーは同じタイプである必要はない。
【００３２】
プロセッサ４０は、８ビット・プロセッサのような実際上いかなるタイプのプロセッサで
あってもよく、電磁タグの読み取りおよびディスプレイ機能を制御する。さらに、プロセ
ッサ４０は、以下に詳細に説明されるように、好ましくは、メモリ内に出来事の履歴を記
録する。様々な薬物の服用プログラムは、プロセッサのメモリ内に格納され得る。さらに
、服用プログラムは、薬物容器に添付された電磁タグから読み取られ、プロセッサのメモ
リ内に記憶され得る。汎用プロセッサまたは専用プロセッサが用いられ得ることは、理解
されるであろう。さらに、特定用途向け集積回路（ASIC）が、図４の１つ以上の要素を統
合するために設けられてもよい。ASICは、オペレーションを制御するためにプロセッサお
よび/または論理回路を含むことができる。
【００３３】
モデム４３は、外部コンピュータ装置と通信すべく構成されているので、プロセッサのメ
モリに記憶されたデータは、医療サービス提供者や薬物提供者（例えば、薬局）を含む、
他の第三者へ転送することができ、その結果、医療サービス提供者や他の第三者から情報
を受け取ることができる。
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【００３４】
図４の実施形態において、アレイ４１中の各RFコイルは、それぞれの受容部３２と関連さ
れ（好ましくは、それぞれの受容部に隣接して配され）ている。アレイ４１中のRFコイル
は、感知表面３７と関連され（且つ、該感知表面と隣接して配され）ている。各RFコイル
は、取り付けられている無線周波数識別（RFID）タグのような電磁タグを有する、対象物
の存在を独自に感知すべく構成されている。例えば、特定の受容部３２と関連するRFコイ
ルは、該受容部中に配された電磁タグを感知することができる。一つのコイルは、一つ以
上の容器の複数のRFIDタグを感知することができるということも理解されるであろう。そ
のように、一つのRFコイルが、一つ以上の受容部３２について利用され得る。
【００３５】
加えて、アレイ４１中の各RFコイルは、対象物に付けられた電磁タグとRFコイルの近隣で
通信すべく構成されている。好ましくは、各RFコイルは、電磁タグ（または、他の識別子
）に「応答指令信号を送り」、電磁タグ（または、他の識別子）に記憶されている情報を
入手することができる「リーダ」としての役割を果たす。電磁タグは、薬物容器に取り付
けられたとき、該容器中に含まれる一つ以上の薬物を識別する情報、および服用割合や服
用頻度についての情報を含み得る。患者の治療に関する他の情報も電磁タグに記憶され得
る。例えば、薬物が食物と一緒に服用されるべきか、あるいは、患者が日光を回避するべ
きかについての情報が含まれ得、さらに他の類似したタイプの情報も含まれ得る。RFコイ
ルによって電磁タグから入手した情報は、プロセッサのメモリ内に記憶され得る。
【００３６】
RFコイルと、電磁タグ近辺の検知における該RFコイルの使用、および情報を入手するため
に電磁タグに応答指令信号を送る該RFコイルの使用は、当業者には理解されており、ここ
でこれ以上議論をする必要はない。電磁タグで標識をつけられた対象物の近辺を検知する
ため、および情報を入手するために、電磁タグに応答指令信号を送るRFコイル・アレイを
有する特に好ましいスマート・トレイは、同時に譲渡され、同時係属中の米国仮出願、即
ち、発明の名称を「Platform for Item Sensing and Identification」（代理人識別番号
１０９０２２６－７７）とし、１９９９年１２月２９日に出願された米国仮出願に開示さ
れており、その全体がここに参照され、組み込まれている。
【００３７】
RFIDタグは、典型的には、互換性をもつRFIDリーダ/ライタと協働するタグに取り付けら
れたアイテムに関する情報を記憶し、送信する回路を含む。従来のRFID回路は、バッテリ
ーあるいは外部のエネルギー源を必要としない。しかしながら、バッテリーが含まれても
よい。RFエネルギーは、典型的には、RFIDタグのRF回路と相互作用すべく特別に適合され
たRFリーダによって送信される。RFIDタグは、米国特許第５,５２８,２２２号に開示され
ており、該開示内容は、その全体がここに参照により組み込まれている。
【００３８】
さて、図５を参照するに、例示としての薬物容器３４は、その底部表面３４ａに取り付け
られたRFIDタグ５０を有している。各受容部３２と協働するRFコイル（図６中の３９）は
、RFIDタグ５０を介して、該受容部に配された薬物容器３４の存在を検知すべく構成され
ている。さらに、RFコイルもRFIDタグ５０から情報を取得するために、その回路に応答指
令信号を送るべく構成されている。図示されたRFIDタグ５０は、薬物容器の底部表面３４
ａに取り付けられているが、RFIDタグは、薬物容器の様々な場所に取り付けられ（または
、その内部に組み込まれ）得、そして、RFコイルは様々な位置に配され得る。
【００３９】
図３に戻って参照するに、図示されたスマート・トレイ１２は、各受容部３２の各々に隣
接するLED（発光ダイオード）３６を含んでいる。各LED３６は、患者に、視覚的な信号を
表示するための視覚的な指標としての役割を果たす。例えば、薬物容器３４がそれぞれの
受容部３２内に配されているとき、該受容部３２に隣接するLED３６は、緑色を表示して
もよい。受容部３２内に配されている薬物容器３４内の薬物が患者によって服用されるべ
きときには、患者の注意を得るために、LED３６が赤色を表示するか、あるいは閃いても
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よい。図３に示された実施形態においては、５つの薬物容器３４が、５つのそれぞれの受
容部３２内に配されている。これらの受容部の各々に隣接するLED３６は、その中に薬物
容器が存在するのを示すために明るくされている。
【００４０】
さらに、スマート・トレイ１２は、薬物治療プログラムに従ってどの薬物を服用しなけれ
ばならないかに関して、患者に聞こえるように合図を送ることができる可聴インジケータ
を含んでもよい。例示的な可聴信号は、音声コマンドおよびベル、ホイッスル、ビーパー
、ブザー等の合図を含んでもよいが、それらに限定されない。
【００４１】
閃光および/または可聴信号の数が、服用されるべき錠剤の数（投薬量）を示すために使
用され得る。例えば、３つの閃光（あるいは、可聴信号）は３錠の錠剤を示し、２つの閃
光（あるいは可聴信号）は２錠の錠剤を示し、以下同様とすることができる。さらに、音
声コマンドも薬の量を指定するために利用され得る。
【００４２】
タグが付けられた薬物容器３４が受容部３２に配されるか、あるいはタグが付けられた対
象物が感知表面３７上に配されるたびに、そのことが、スマート・トレイ１２内部のプロ
セッサ４０または他の装置に記録される。同様に、薬物容器３４が受容部３２から取り除
かれるか、あるいは対象物が感知表面３７から取外されるたびに、その取外しの事象がス
マート・トレイのプロセッサ４０または他の装置によって記録される。各事象は保管され
、通信ネットワーク２０を介して、他のコンピュータ装置に通信することができる。
【００４３】
スマート・トレイ１２は、限定されないが、Bluetooth規格を含む様々な規格およびプロ
トコルに合致する通信ネットワークを介してコンピュータ装置と通信すべく構成され得る
。当業者には周知であるが、Bluetooth技術は、携帯用電子機器を、短距離特定ネットワ
ークを介して、無線で繋ぎ、通信することを可能にする２.４５GHzの周波数帯中のユニバ
ーサル・ラジオ・インターフェースを提供している。Bluetooth技術は、例えば、Haartse
nの「Bluetooth－The Universal Radio Interface for Ad Hoc, Wireless Connectivity
」、Ericsson Review No. 3、１９９８年、１１０-１１７頁に説明されており、当該開示
は、参照によってここに組込まれる。さらに、外部の機器および他の装置とのデータの交
換を許容すべく、シリアル・データ接続が設けられてもよい。
【００４４】
薬物容器３４が受容部３２内に置かれたとき、受容部３２に関連するRFコイルは、容器３
４中の薬物についての情報を得るために薬物容器に取り付けられたRFIDタグ５０に質問す
ることができる。情報の例は、薬物の名称および薬物治療のための服用プログラムを含む
。服用プログラムは、典型的には、各服用がなされるべき、薬物の量と時刻を含んでいる
。加えて、食物とともに服用すべきか、あるいは他のタイプの薬物と関連する薬物の服用
を避けるべきか等の他の情報もRFIDタグから取得可能である。好ましくは、本発明による
スマート・トレイ１２は、ディスプレイ３５を介して、患者に様々なタイプの情報を表示
することができる。
【００４５】
図６に示された本発明の他の実施形態によれば、１つ以上の圧電素子６０あるいは他の計
量装置が、薬物容器３４に取り付けられ得る。図示された実施形態では、圧電素子６０が
、薬物容器３４の底部表面３４a上のRFIDタグ５０に取り付けられている。当業者には理
解されるように、圧電素子は、該圧電素子に機械的な応力が加えられると、電気信号を発
生する。従って、薬物容器３４の重さの下に応力が加えられた圧電素子６０によって発生
された電気信号を測定することにより、薬物容器３４中の薬の重さ（即ち、量）が測定可
能である。圧電素子の使用によって、本発明によるスマート・トレイ１２は、時間の経過
と共に、どの程度の量の薬が服用されたかをモニターすることができ、これによって、ユ
ーザーの薬物治療プログラムへのコンプライアンスを容易にモニターすることができる。
本発明のこの形態による圧電素子は、薬物容器（または、他の対象物）に取り付けられた
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RFIDタグと通信可能であるか、または、スマート・トレイ１２中のRFコイルあるいは他の
センサーと直接通信可能である。
【００４６】
図３に戻って参照するに、血圧モニター７０は、感知表面３７上に配されている。感知表
面３７に関連したRFコイルは、好ましくは、血圧モニター７０に取り付けられた電磁タグ
（図示されず）と通信し、そこから情報をダウンロードする。例えば、血圧モニター７０
で彼または彼女の血圧を測定した後、患者は、該血圧モニター７０を感知表面３７上に置
くことができ、血圧情報は、スマート・トレイのプロセッサ４０にダウンロードされ、お
よび保管されることができる。この情報は、モデム４３を介して第三者である医療サービ
ス提供者に送信され得る。あるいは、この情報は、上記のように、一種類以上の薬のため
の一つ以上の服用プログラムを変更するのに使用され得る。
【００４７】
感知表面３７は、患者が使用することができ、取り付けられあるいは埋め込まれた電磁タ
グを有する実際のいかなるタイプのヘルスケア装置からも情報をダウンロードするために
使用され得、この装置は、限定されないが、血圧モニター、体温計、ページャー、グルコ
メーター、プロトロンビンおよび凝固モニターを含む。
【００４８】
本発明によるスマート・トレイは、患者の薬物治療プログラムへのコンプライアンスのモ
ニターを受動的かつ控え目に促進する。例えば、スマート・トレイは、どの薬を服用すべ
きかを、視覚および/または聴覚による合図を用いて、患者に思い出させることができる
。加えて、スマート・トレイは、疾病管理の援助として、薬物投与を記録することができ
る。更に、スマート・トレイは、患者に教育と動機を与えることにより疾病管理を促進す
ることが可能である。
【００４９】
本発明によるスマート・トレイはまた、供給物が枯渇する前に自動的に注文を出すことに
よって薬の在庫を容易に管理できる。スマート・トレイは、薬箱か棚に組み込まれ得、食
事制限および薬物管理のために、台所の棚と一体とすることもできる。スマート・トレイ
は、様々な投薬プログラムに用いられ得る。例えば、スマート・トレイは、液体の薬のデ
ィスペンサーにも用いられ得る。スマート・トレイは、また冷却装置に組み込まれてもよ
い。携帯用のスマート・トレイは、旅行用に構成され得る。
【００５０】
本発明の他の実施形態によれば、スマート・トレイは、禁忌が１つ以上の薬剤に示される
場合に、患者に警告を出すよう構成され得る。当業者に周知のとおり、「禁忌が示される
」という用語は、２種類以上の薬が同時に投与された場合、それらの２種類以上の薬が、
患者において有害反応を引き起こす可能性があるか、或いはお互いの効能を打ち消し合う
可能性がある、という意味である。禁忌は、視覚インジケータによって、あるいは聴覚イ
ンジケータによって、または、聴覚よび視覚インジケータの組み合わせによって合図され
得る。
【００５１】
本発明によるスマート・トレイは、薬物容器および他の対象物を受け入れるための受容部
を有する必要はない。例えば、図１３に図示のごとく、スマート・トレイ１２’は、薬物
容器３４のようなタグが取り付けられた対象物を受け入れるために概ね平坦な表面３０を
有していてもよい。RFコイル・アレイは、表面３０のどこかに位置されたタグ付き対象物
を認識すべく構成され得る。様々なタイプの視覚インジケータが、タグ付けされた対象物
の存在を示すために用いられ得る。図示された実施形態おいて、薬物容器３４の直下の表
面の部分３６’は、タグ付けされた薬物容器３４の存在を示すべく明るくされている。
【００５２】
（オペレーション）
ところで、図７ないし１０を参照するに、本発明の様々な実施形態による、薬物治療法と
の患者のコンプライアンスをモニターするためのオペレーションが図示されている。まず
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、図７を参照するに、１種類以上の薬を含む薬物容器が、スマート・トレイの受容部内に
取外し可能に受け入れられる（ブロック１００）。容器は、（例えば、取り付けられた、
あるいは、埋め込まれた）RFIDタグのような電磁タグまたは関連する他のインディシアを
有し、該タグは、容器内の薬についての様々なタイプの情報を含んでいる。例示的な情報
は、各薬の識別子と、容器内の各薬用の服用プログラムとを含むが、それらに限定されな
い。
【００５３】
電磁タグは、電磁タグから薬の識別子および/または服用プログラムなどの情報を回収す
るために、RFコイルのようなリーダによって質問される（ブロック１１０）。その後、患
者は、スマート・トレイを介して、識別された薬に関連する投薬プログラムに従って薬の
用量を服用するように警告される（ブロック１２０）。患者が受容部から容器を取外すた
びに、その取外し時刻はリーダによって検知され、記憶される（ブロック１３０）。
【００５４】
患者は、スマート・トレイによって、視覚および/または聴覚インジケータを介して薬の
用量を服用するよう警告される。例えば、特別の薬が服用されるべきこと（および、服用
されるべき量）を指示するために、ライトが点滅し得る。同様に、特別の薬が服用される
べきこと（および、服用されるべき量）を指示するために、可聴信号が鳴ってもよい。合
成された音声による指示を生成することも可能である。さらには、患者は、メッセージを
表示するディスプレイを介して警告されてもよい。
【００５５】
容器が受容部に返却されるたびに、容器中の薬の残量が計測され得る（ブロック１４０）
。前述のごとく、このステップは、容器とその中身の重量の下に歪む圧電素子または他の
重量センサーを使用して行われるのが好ましい。
【００５６】
本発明の他の実施形態によれば、通信ネットワークを介して、スマート・トレイと１台以
上のコンピュータ機器との間に通信を確立することができる（ブロック１５０）。その後
、情報は、スマート・トレイから外部のコンピュータ機器に送られ得る（ブロック１６０
）。例えば、患者が薬物治療（あるいは、他の治療法）に従っているか否かを判断するた
めに、スマート・トレイからのデータを利用する一人以上の医療サービス提供者との通信
が確立され得る。医療サービス提供者は、スマート・トレイの表示を介して、患者に表示
されることができるメッセージを送ることによって、患者と通信することができる（ブロ
ック１７０）。さらに、医療サービス提供者は、コマンドをスマート・トレイに送信する
ことによって、服用プログラムを変更することができる。他の例として、追加の薬を患者
に供給し得るように、薬の供給者とも通信を確立することが可能である。
【００５７】
加えて、患者は、ウェブサイトのように、スマート・トレイを介して外部のコンピュータ
機器と通信を確立し、そこから情報を引出すことができる（ブロック１７０）。例えば、
特定の薬に関する情報は、スマート・トレイ、あるいはスマート・トレイと通信状態に有
るパソコンまたはWeb TVを介して、患者に表示され得る。
【００５８】
図８に図示された本発明の他の実施形態によれば、スマート・トレイは、運動器具、冷蔵
庫、スキャナおよび体重計等を含むが、これらに限定されない、１つ以上の器具との間で
通信すべく構成される。この実施形態によれば、スマート・トレイと器具との間に通信が
確立される（ブロック２００）。その後、データは器具から回収される（ブロック２１０
）。例えば、患者の体重が、体重計から回収され、あるいは、患者のナトリウムの摂取が
、患者によって得られた食物をモニターしている「スマート」冷蔵庫から回収される。１
種類以上の薬と関連した薬物治療（または、他の）プログラムは、その後、１台以上の器
具から受け取ったデータに応じて変更され得る（ブロック２２０）。
【００５９】
患者は、変更された薬物治療プログラムのスマート・トレイによって、警告を受け得る（
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ブロック２３０）。加えて、医療サービス提供者のような第三者は、変更された薬物治療
プログラムについて通知を受け得る（ブロック２４０）。上述のごとく、スマート・トレ
イは、外部の通信機器と通信を確立し、その間で情報を送信することによって、第三者に
通知することができる。
【００６０】
本発明の他の実施形態によれば、スマート・トレイは、健康モニター装置から回収したデ
ータに基づき服用プログラムを変更すべく構成され得る。図９を参照するに、１種類以上
の薬を含んでいる薬物容器が、スマート・トレイの受容部中に取外し可能に受け入れられ
る（ブロック３００）。容器は、上述のごとく、容器中の薬についての様々なタイプの情
報を含み、該容器に取り付けられた電磁タグを有する。電磁タグは、RFコイルのようなリ
ーダによって質問され、該電磁タグから薬の識別子および/または服用プログラム等の情
報を引出す（ブロック３１０）。
【００６１】
健康モニター装置は、スマート・トレイの受容部内（例えば、上記の感知表面３７）に置
かれる（ブロック３２０）。健康モニター装置は、該健康モニター装置を識別する、それ
に取り付けられた電磁タグを有している。データは、その後、健康モニター装置から回収
される（ブロック３３０）。例えば、健康モニター装置は、患者が彼または彼女の血圧を
測定するのに正に用いた血圧モニターであってもよい。患者は、血圧モニターを受容部内
に置き、血圧データがスマート・トレイによって回収される。
【００６２】
１種類以上の薬に関連した薬物治療（または、他の）プログラムは、健康モニター装置か
ら受け取ったデータに応じて変更され得る（ブロック３４０）。患者は、変更された薬物
治療プログラムのスマート・トレイによって警告され得る（ブロック３５０）。加えて、
医療サービス提供者のような第三者は、変更された薬物治療プログラムについて通知を受
け得る（ブロック３６０）。上記のごとく、スマート・トレイは、外部のコンピュータ機
器との通信を確立し、それらの間に情報を送信することにより、第三者に通知することが
できる。
【００６３】
本発明の他の実施形態によれば、スマート・トレイは、２つ以上の薬に対して禁忌が示さ
れるか否かを判断すべく構成され得る。図１０を参照するに、２つ以上の薬物容器がスマ
ート・トレイの各受容部内に取外し可能に受け入れられる（ブロック４００）。上記のご
とく、各薬物容器は、それぞれの容器に含まれている薬物についての様々な情報を含む電
磁タグまたは他の識別子/インジケータを含んでいる。各容器の電磁タグは、その後、上
記の通り、質問される（ブロック４１０）。各電磁タグから回収された情報に基づいて、
各々の容器に含まれる薬が禁忌を示すか否かの判断がなされる（ブロック４２０）。２種
類以上の薬に、禁忌が示されると判断された場合、患者は、スマート・トレイによって警
告される（ブロック４３０）。上記のごとく、視覚および/または聴覚による合図が患者
への警告のために利用され得る。
【００６４】
（人および薬へのタグの取り付け）
本発明の追加の実施形態によれば、人や薬剤にも「タグ付けする」ことができる。図１１
に図示された実施形態において、人７０は、ブレスレット７２を着用している。該ブレス
レット７２は、スマート・トレイ１２のセンサーによって識別可能な識別タグを含んでい
る。識別タグは、上記のように、RFコイル・アレイによって質問され得るRFIDタグ等の電
磁タグであるのが好ましい。この実施形態によれば、スマート・トレイ１２は、該スマー
ト・トレイ１２上に対象物を置いたり、取り除いたり、またはスマート・トレイ１２から
対象物を取り除く特別の人を認識することができる。
【００６５】
図１４に示されるように、スマート・トレイ・リーダは、人に取り付けられたRFIDタグの
ような電磁タグに質問をし、その人の身元、何時その人がスマート・トレイ上の対象物に
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アクセスしたかのような情報を、それから引き出すように構成されている（ブロック５０
０）。用語「アクセスする」は、薬物容器をスマート・トレイ上に置くこと、および該薬
物容器を該スマート・トレイから取り除くことを意味し得る。さらに、用語「アクセスす
る」は、血圧モニターや他のモニター装置を含むが、それらに限定されない他の様々なタ
グ付けされた対象物を、スマート・トレイに置き、および/またはスマート・トレイから
取り除くことを意味し得る。好ましくは、本発明のこの実施形態によるスマート・トレイ
は、スマート・トレイによって保持されている対象物に人がアクセスする時刻を、スマー
ト・トレイ（または、他の場所）に記憶する（ブロック５１０）。
【００６６】
図１２を参照するに、食べられる薬８０は、スマート・トレイが個々の食べられる薬８０
を識別することを可能にする無毒な電磁タグ８２を含んでいる。図示されている食べられ
る薬８０は、錠剤状であるが、キャップレット、カプセル等の他のタイプの食べられる薬
形が用いられ得ることが理解される。さらに、無毒な電磁タグは、食べられる薬の中に配
されてもよいことが理解される。
【００６７】
各薬の単位毎にタグをつけることによって、本発明によるスマート・トレイは、特定の薬
の服用が、定められた時刻に、患者によってなされたか否かを正確に追跡することができ
る。さらに、個々の薬物の単位にタグを付けることは、薬物の在庫管理を容易にし得る。
【００６８】
以上は、本発明の例証であり、それらに限定されるものと解釈されるべきではない。この
発明の２，３の例示的な実施形態が説明されたが、当業者は、これらの例示的な実施形態
において、この発明の新規な教示および利点から実質的に逸脱することなく、多くの変更
が可能であることを容易に理解するであろう。従って、そのような変更はすべて、請求の
範囲で定義されるように、この発明の範囲内に含まれるべきことが意図されている。した
がって、上記は本発明の例示であり、開示された特定の実施形態に限定されるものと解釈
されず、且つ、開示された実施形態への変更は、他の実施形態同様、添付の請求の範囲に
含まれるべきことが意図されていることが理解されよう。発明は請求の範囲によって定義
され、該請求の範囲の均等物はその範囲に含まれるべきである。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の実施形態による、患者の薬物治療プログラムをインタラクティブに管
理するためのシステムの概略図である。
【図２】　本発明の他の実施形態による、患者の薬物治療プログラムをインタラクティブ
に管理するためのシステムの概略図であって、図１のスマート・トレイが、１つ以上の器
具及び装置と通信すべく構成されている。
【図３】　本発明の１つの実施形態によるスマート・トレイの斜視図であって、複数の薬
物容器が各受容部に取外し可能に受け入れられている。さらに、血圧モニターは、感知表
面と称される他の受容部中に取外し可能に受け入れられている。
【図４】　本発明の実施形態によるスマート・トレイ内に含まれる様々な電子コンポーネ
ントの概略図である。
【図５】　底部表面に取り付けられたRFIDタグを有する薬物容器を例示した側面図である
。
【図６】　薬物容器の底部表面に取り付けられたRFIDタグを有し、且つ、該RFIDタグに取
り付けられ、通信状態とされている圧電素子を有する薬物容器を例示した側面図である。
【図７】　本発明の様々な形態による薬物治療プログラムとのコンプライアンスをモニタ
ーするためのオペレーションを示す。
【図８】　　本発明の様々な形態による薬物治療プログラムとのコンプライアンスをモニ
ターするためのオペレーションを示す。
【図９】　　本発明の様々な形態による薬物治療プログラムとのコンプライアンスをモニ
ターするためのオペレーションを示す。
【図１０】　　本発明の様々な形態による薬物治療プログラムとのコンプライアンスをモ
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【図１１】　本発明の他の実施形態により、取り付けられた識別タグを有する人を示し、
これは、対象物をスマート・トレイ上に配したとき、または対象物をスマート・トレイか
ら取り除いたとき、該スマート・トレイが人を識別するのを可能とする。
【図１２】　本発明の他の実施形態により、取り付けられた識別タグまたはしるしを有す
る錠剤を示す。
【図１３】　本発明の他の実施形態によるスマート・トレイの斜視図であって、受容部は
利用されず、対象物の存在の視覚的な表示が利用されている。
【図１４】　本発明の他の実施形態による、タグ付けされた人を電磁タグを介して識別の
ためのオペレーションを示す。

【図１】 【図２】
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