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(57)【要約】
消耗物等の分配可能物に関する分配、追跡、格納、処理
、解析、管理、フルフィルメント、及び／又は商取引を
可能にするシステム。該システムは、消耗物を保持する
パッケージを含むことが可能であり、及び独立して機能
すること、又はテーブルトップマシン又はモバイルマシ
ン並びにリモートサーバ、データベース、及びその他の
クラウドベースのリソースといった多くのスマートコン
フィギュレーションデバイスに関連して機能することが
可能である。分散型ソフトウェアレイヤは、複数のデバ
イス及びパッケージの全てを共に結びつけて、最新の双
方向性、通信、解析、及び自主規制機能を追加する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザのための消耗物を管理するためのシステムであって、
　複数の消耗単位を収容している１つの容器又は複数の消耗単位をそれぞれ収容している
２つ以上の容器と、
　プロセッサと、前記１つの容器を取り外し可能且つ交換可能な状態で受容する１つのス
ロット又は前記２つ以上の容器の各々を取り外し可能且つ交換可能な状態で受容する２つ
以上のスロットとを含むベースであって、前記１つの容器又は２つ以上の容器の各々が、
該ベースに関連づけられたユーザについて該ベースのメモリ上に格納されているスケジュ
ールに従って、該１つの容器又は２つ以上の容器から１つ以上の消耗単位を分配するよう
構成されている、ベースと、
　該ベースをリモート装置と通信可能な関係で接続するよう構成されたネットワークイン
タフェイスとを備えており、
　該ベースの前記プロセッサが、前記スケジュールに対する変更を該ネットワークインタ
フェイスを介して第１のリモート装置から受信するよう構成されており、及び該ベースが
、前記１つ以上の容器に関する情報をデータネットワークを介して第２のリモート装置へ
送信するよう構成されている、
ユーザのための消耗物を管理するためのシステム。
【請求項２】
　前記スケジュールがユーザにより作成された投与スケジュールである、請求項１に記載
のシステム。
【請求項３】
　前記第１のリモート装置が、検出されたイベントに基づいて前記スケジュールに対する
変更を自動的に生成する、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記ベースが、所与の物品のユーザに前記スケジュールに関する通知を提供し、及び所
与のユーザ入力に応じて前記複数の容器のうちの１つから前記物品に対応する前記複数の
消耗単位のうちの１つを手動で分配するよう構成されている、請求項１に記載のシステム
。
【請求項５】
　前記ベースが、前記スケジュールに応じて前記複数の容器のうちの１つから前記複数の
消耗単位のうちの１つを自動的に分配するよう構成されている、請求項１に記載のシステ
ム。
【請求項６】
　前記システムが、前記ベースからの前記複数の消耗単位のうちの１つの取り出しを検出
するための監視システムを含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
　前記１つ以上の容器内の前記複数の消耗単位の数値カウントを前記スケジュールと比較
してユーザのための交換消耗物を注文すべきときを判定する注文履行システムを更に備え
ている、請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　前記注文履行システムがリモートリソースでホストされている、請求項７に記載のシス
テム。
【請求項９】
　前記注文履行システムが前記ベースの前記プロセッサ上でホストされている、請求項７
に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記注文履行システムが交換容器の注文を自動的に行うよう構成されている、請求項７
に記載のシステム。
【請求項１１】
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　前記注文履行システムが、前記複数の容器のうちの１つを補充するためにバルクで交換
消耗物の注文を自動的に行うよう構成されている、請求項７に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記注文履行システムが、交換容器又はバルク形態の交換消耗物を注文するようユーザ
に通知するよう構成されている、請求項７に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記スケジュールを管理するためのグラフィカルユーザインタフェイスを含む管理イン
タフェイスを更に備えている、請求項１に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記管理インタフェイスが、リモートリソース上でホストされている、請求項１３に記
載のシステム。
【請求項１５】
　前記管理インタフェイスが前記ベース上でホストされており、該管理インタフェイスが
該ベースへのリモートアクセスのために構成されたウェブインタフェイスを含む、請求項
１３に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記ベースが、前記管理インタフェイスへのローカルアクセスために構成されたディス
プレイを含む、請求項１５に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記管理インタフェイスが、ユーザが前記スケジュールを修正するために構成されてい
る、請求項１３に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記管理インタフェイスが、前記スケジュールに対する修正を一人以上の承認された個
人に制限するよう構成されている、請求項１３に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記管理インタフェイスが、前記スケジュールに対する修正を一人以上の有資格のヘル
スケアプロフェッショナルに制限するよう構成されている、請求項１３に記載のシステム
。
【請求項２０】
　前記管理インタフェイスが、前記スケジュールに対する修正を１つ以上の電子的なヘル
スケア情報技術システムに制限するよう構成されている、請求項１３に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記管理インタフェイスが、順守情報を表示するよう構成されている、請求項１３に記
載のシステム。
【請求項２２】
　前記管理インタフェイスが、前記ベースとのユーザの関連づけを修正するためのインタ
フェイスを含む、請求項１３に記載のシステム。
【請求項２３】
　前記リモートリソースがリモート管理システムを含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項２４】
　前記リモート管理システムが、前記１つ以上の容器のうちの１つにおける所定レベルを
識別する、請求項２３に記載のシステム。
【請求項２５】
　前記リモート管理システムが、前記１つ以上の容器のうちの１つにおける所与の種類の
薬剤の更なる投与をユーザのための処方箋が含むか否かを判定することにより処方箋の検
証を提供し、該処方箋の検証に基づいて、前記リモート管理システムが、交換容器のため
のマネージド・ケア課金要求、交換容器についてのユーザからの支払い、及びベンダに対
する該交換容器の注文のうちの１つ以上を開始する、請求項２４に記載のシステム。
【請求項２６】
　前記リモート管理システムが、１つ以上のヘルスケアプロバイダからの１つ以上の処方
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箋に従ってユーザについての順守を監視する、請求項２３に記載のシステム。
【請求項２７】
　前記リモート管理システムが、１つ以上のヘルスケアプロバイダからの１つ以上の処方
箋を比較して、特定の一人のユーザについての該１つ以上の処方箋の両立性を確認する、
請求項２３に記載のシステム。
【請求項２８】
　前記リモート管理システムが、警告データベース、政府筋、薬物ラベル情報、製薬会社
、ヘルスケアグループ、ヘルスケアプロバイダ、及び患者団体のうちの１つ以上からのデ
ータに基づき、薬物の相互作用について、前記スケジュールにおける１つ以上の消耗単位
を比較する、請求項２４に記載のシステム。
【請求項２９】
　前記リモート管理システムが、前記ベースに登録された複数の容器の全てからユーザに
分配された消耗単位を監視して該ユーザのための実際の投薬計画を決定し、該リモート管
理システムが更に、該実際の投薬計画における対抗的な指示をチェックするよう構成され
ている、請求項２４に記載のシステム。
【請求項３０】
　前記リモートリソースが、交換容器についてのユーザからの支払承認、交換容器につい
ての健康保険提供者からの支払承認、及び交換容器についての第三者からの支払承認のう
ちの少なくとも１つを開始させるよう構成された財務処理システムを含む、請求項１に記
載のシステム。
【請求項３１】
　前記リモートリソースが、ヘルスケアプロバイダのシステム、健康保険提供者のシステ
ム、小売業者、及び薬局のうちの１つ以上を含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項３２】
　前記ベースが、少なくとも256ビット暗号化を使用して前記リモートリソースと通信す
る、請求項１に記載のシステム。
【請求項３３】
　前記リモートリソースが、前記１つ以上の容器のうちの少なくとも１つからの消耗単位
の分配を防止すべく前記ベースをリモートでロックするよう構成されている、請求項１に
記載のシステム。
【請求項３４】
　前記リモートリソースが、前記スケジュールに基づいて通知を提供するよう構成されて
いる、請求項１に記載のシステム。
【請求項３５】
　前記ベースが、単一の容器を収容し且つ該単一の容器から単位形態で消耗単位を分配す
るためのユーザ入力を有するディスペンサである、請求項１に記載のシステム。
【請求項３６】
　ユーザのための消耗物を管理するためのシステムであって、
　複数の消耗単位を収容している１つの容器又は複数の消耗単位をそれぞれ収容している
２つ以上の容器と、
　プロセッサと、前記１つの容器を取り外し可能且つ交換可能な状態で受容する１つのス
ロット又は前記２つ以上の容器の各々を取り外し可能且つ交換可能な状態で受容する２つ
以上のスロットとを含むベースであって、前記１つ以上の容器からの分配のためのスケジ
ュールを格納し、前記１つの容器から１つ以上の消耗単位を分配するよう該１つの容器を
動作させ又は前記２つ以上の容器から１つ以上の消耗単位を分配するよう該２つ以上の容
器の各々を動作させ、及び該１つ以上の容器からの該１つ以上の消耗単位の分配を追跡す
るよう構成されている、ベースと、
　該ベースをデータネットワークと通信可能な関係で接続するよう構成されたネットワー
クインタフェイスとを備えており、
　該ベースの前記プロセッサが、前記スケジュールに関する通知を生成するよう構成され
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ている、
ユーザのための消耗物を管理するためのシステム。
【請求項３７】
　ユーザに関連づけられ且つ前記通知を受信するよう構成されたモバイル装置を更に備え
ている、請求項３６に記載のシステム。
【請求項３８】
　ユーザに関連づけられ且つ前記通知を受信するよう構成された着用可能なアクセサリを
更に備えている、請求項３６に記載のシステム。
【請求項３９】
　前記通知が、前記消耗単位のうちの１つが前記ベースから分配されたことを示す、請求
項３６に記載のシステム。
【請求項４０】
　前記通知が、ブザー、スピーカ、ディスプレイ、プロジェクタ、及び発光ダイオードの
うちの１つ以上のを用いた前記ベースからのローカルな通知である、請求項３６に記載の
システム。
【請求項４１】
　前記通知が、テキストメッセージ、電子メール、及び電話メッセージのうちの１つ以上
を含む、請求項３６に記載のシステム。
【請求項４２】
　前記通知が、前記複数の消耗単位のうちの１つが前記ベースから分配されたときのリモ
ートヘルスケアシステムへの通知を含む、請求項３６に記載のシステム。
【請求項４３】
　前記通知が、前記複数の消耗単位のうちの１つが分配後に取り出されたときのリモート
ヘルスケアシステムへの通知を含む、請求項３６に記載のシステム。
【請求項４４】
　前記ベースが、前記複数の消耗単位のうちの１つが分配されたときにユーザにより選択
されたエンティティへユーザにより設定された通知を送信する、請求項３６に記載のシス
テム。
【請求項４５】
　前記ベースが、前記複数の消耗単位のうちの１つが分配後に取り出されたときにユーザ
により選択されたエンティティへユーザにより設定された通知を送信する、請求項３６に
記載のシステム。
【請求項４６】
　前記通知が、ユーザに前記スケジュールでの投与を警告する、請求項３６に記載のシス
テム。
【請求項４７】
　前記通知が、投与期限となったときのユーザへの第１の警告を含む、請求項３６に記載
のシステム。
【請求項４８】
　前記通知が、ユーザが前記投与に関するスケジュールの所定時間にわたり該投与を怠っ
たときの該ユーザへの第２の警告を含む、請求項４７に記載のシステム。
【請求項４９】
　前記通知が、ユーザが所定時間にわたって前記第２の警告に応答しないときの該ユーザ
への第３の警告を含み、該第３の警告が、該ユーザに連絡するための通知処理システムへ
の通知を更に含む、請求項４８に記載のシステム。
【請求項５０】
　前記通知処理システムが、コールセンター、自動トリアージシステム、自動メッセージ
送付システム、インスタントメッセージングセンター、及びカスタマーサービスセンター
のうちの１つ以上を含む、請求項４９に記載のシステム。
【請求項５１】
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　前記第３の警告が、一人以上のヘルスケアプロフェッショナルへ送信される、請求項４
９に記載のシステム。
【請求項５２】
　前記第３の警告が、ユーザに関する１つ以上の所定の連絡先へ送信される、請求項４９
に記載のシステム。
【請求項５３】
　前記スケジュールからの逸脱に従って複数の通知媒体を使用して一連のエスカレートし
ていく通知を提供するよう構成された通知システムを更に備えている、請求項３６に記載
のシステム。
【請求項５４】
　前記通知システムが、前記スケジュールからの逸脱に従って１つ以上の通知を提供する
ように第三者によりリモート設定することが可能である、請求項５３に記載のシステム。
【請求項５５】
　前記複数の容器のうちの１つが、前記ベースに対する通信インタフェイスと、前記容器
内の前記複数の消耗単位の数値カウントを該通信インタフェイスを介して該ベースへ通信
するよう構成された回路とを含む、請求項３６に記載のシステム。
【請求項５６】
　前記複数の容器のうちの１つが、前記ベースに対する通信インタフェイスと、前記容器
内の前記複数の消耗単位の特性を該通信インタフェイスを介して該ベースへ通信するよう
構成された回路とを含む、請求項３６に記載のシステム。
【請求項５７】
　前記通知が、１つ以上の第三者へ通信される前記スケジュールに関する順守報告を含む
、請求項３６に記載のシステム。
【請求項５８】
　ユーザの目標を受信し且つ前記１つ以上の容器内の前記複数の消耗単位に関するリマイ
ンダをユーザへ提供するよう構成された目標設定プラットフォームを更に備えている、請
求項３６に記載のシステム。
【請求項５９】
　前記通知が、前記目標に関係し且つ前記複数の消耗単位に関係しないリマインダを含む
、請求項５８に記載のシステム。
【請求項６０】
　前記通知が、前記目標に関係し且つ前記複数の消耗単位に関係するリマインダを含む、
請求項５８に記載のシステム。
【請求項６１】
　前記複数の消耗単位が、錠剤、カプセル、チュアブル、懸濁液、及び溶液のうちの１つ
以上を含む、請求項３６に記載のシステム。
【請求項６２】
　前記複数の消耗単位が、ゼリービーンズ、グミ、ガムのうちの１つ以上を含む、請求項
３６に記載のシステム。
【請求項６３】
　前記データネットワークを介して前記ベースと通信可能な関係で結合されたリモート管
理システムを更に備えており、該リモート管理システムが、前記スケジュールにおいて識
別された対抗的な指示について１つ以上のヘルスケアプロバイダへ警告を生成するよう構
成されている、請求項３６に記載のシステム。
【請求項６４】
　前記データネットワークを介して前記ベースと通信可能な関係で結合されたリモート管
理システムを更に備えており、該リモート管理システムが、前記スケジュールにおいて識
別された対抗的な指示について１つ以上の所定の連絡先へ警告を生成するよう構成されて
いる、請求項３６に記載のシステム。
【請求項６５】
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　前記ベースが、単一の容器を収容し且つ該単一の容器から単位形態で消耗単位を分配す
るためのユーザ入力を含むディスペンサである、請求項３６に記載のシステム。
【請求項６６】
　前記容器が、前記ベースから独立して複数の消耗単位のうちの個々の消耗単位を分配す
るよう構成されたディスペンサである、請求項３６に記載のシステム。
【請求項６７】
　装置であって、
　複数の消耗単位を保持するよう構成された容器と、
　該容器から該複数の消耗単位の個々の投与量を分配するための機構と、
　該装置をベース内に取り外し可能かつ交換可能な状態で挿入するための１つ以上の機械
的な登録機構を含む機械的なインタフェイスと、
　前記複数の消耗単位のうちの１つを分配するための条件としてユーザの認証を必要とす
るセキュリティロックと
を備えている装置。
【請求項６８】
　前記機構を起動させて前記複数の消耗単位のうちの１つを分配するために該装置がその
使用のために前記ベース内に配置された際に該ベースにより起動させることが可能なマシ
ン入力を更に備えている、請求項６７に記載の装置。
【請求項６９】
　前記セキュリティロックが、該装置が前記ベースに結合されている際にユーザ入力に応
じて該装置をアンロックさせるよう動作することが可能な前記ベース上のユーザ入力を含
む、請求項６７に記載の装置。
【請求項７０】
　前記セキュリティロックが、ユーザ入力に応じて該装置をアンロックさせるよう動作す
ることが可能な前記容器上のユーザ入力を含む、請求項６７に記載の装置。
【請求項７１】
　前記セキュリティロックが、ユーザのパスコード認証用に構成されたキーパッドを含む
、請求項６７に記載の装置。
【請求項７２】
　前記セキュリティロックが、ユーザを認証するためのバイオメトリックシステムを含む
、請求項６７に記載の装置。
【請求項７３】
　前記バイオメトリックシステムが、ユーザの音声認証のための音声認識ユーザインタフ
ェイスを含む、請求項７２に記載の装置。
【請求項７４】
　前記バイオメトリックシステムが、ユーザの認証のための顔認識システムを含む、請求
項７２に記載の装置。
【請求項７５】
　前記バイオメトリックシステムが、ユーザの認証のための指紋識別システムを含む、請
求項７２に記載の装置。
【請求項７６】
　前記セキュリティロックが、リモートリソースを参照してユーザを認証する、請求項６
７に記載の装置。
【請求項７７】
　前記リモートリソースが、電子的な医療記録のためのデータリポジトリを含む、請求項
７６に記載の装置。
【請求項７８】
　前記セキュリティロックが、前記複数の消耗単位へのアクセスをリモート制御するため
のリモート制御式セキュリティロックを含む、請求項６７に記載の装置。
【請求項７９】
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　カメラを更に備えており、前記セキュリティロックが、所与のアクセスの試行に応じて
該カメラを用いてイメージを捕捉するよう構成されている、請求項６７に記載の装置。
【請求項８０】
　前記カメラが、ディジタルカメラ又はビデオカメラである、請求項７９に記載の装置。
【請求項８１】
　前記カメラが、前記セキュリティロックのインタフェイスのオペレータの位置に向けて
配向されている、請求項７９に記載の装置。
【請求項８２】
　該装置から前記複数の消耗単位を分配するためのスケジュールを管理するよう構成され
た管理システムを更に備えている、請求項６７に記載の装置。
【請求項８３】
　前記管理システムが、前記スケジュールでの投与に先立つ前記複数の消耗単位のうちの
１つの分配を防止するよう前記セキュリティロックを制御する、請求項８２に記載の装置
。
【請求項８４】
　前記管理システムが、前記複数の消耗物についての有効期限を追跡し、該管理システム
が、該有効期限の後の前記複数の消耗物のうちの１つの分配を防止するよう前記セキュリ
ティロックを制御するよう構成されている、請求項８２に記載の装置。
【請求項８５】
　前記消耗単位が医薬を含み、前記管理システムが、該消耗単位の分配を追跡して該医薬
の過剰投与を防止するよう前記セキュリティロックを制御する、請求項８２に記載の装置
。
【請求項８６】
　前記医薬が処方薬である、請求項８５に記載の装置。
【請求項８７】
　前記医薬が市販薬である、請求項８５に記載の装置。
【請求項８８】
　前記機構の手動起動のためのユーザ入力を更に備えており、前記セキュリティロックが
該ユーザ入力の起動を制御する、請求項６７に記載の装置。
【請求項８９】
　前記機構のリモートマシン起動のためのマシン入力を更に備えており、前記セキュリテ
ィロックが該マシン入力の起動を制御する、請求項６７に記載の装置。
【請求項９０】
　前記セキュリティロックが、前記容器を前記ベースから取り外すための条件としてユー
ザの認証を必要とする、請求項６７に記載の装置。
【請求項９１】
　前記ベースから取り外された際に前記複数の消耗単位のうちの１つを分配するためのユ
ーザ入力を更に備えている、請求項６７に記載の装置。
【請求項９２】
　装置であって、
　複数の消耗単位を保持するよう構成された容器と、
　該容器から該複数の消耗単位の個々の投与量を分配するための機構と、
　該機構を手動で起動させるためのユーザ入力と、
　該ユーザ入力とは別個のマシン入力であって、前記複数の消耗単位のうちの１つを分配
するために前記機構を起動させるために該装置に結合されたマシンにより起動させること
が可能な、マシン入力と、
　該装置を前記マシン内に取り外し可能かつ交換可能な状態で挿入するための１つ以上の
機械的な登録機構を含む機械的なインタフェイスと
を備えている装置。
【請求項９３】
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　前記ベースからの単一の分配命令に応じて混合された消耗物を提供するために該ベース
により共通に制御される２つ以上の別個の分配リザーバを含む、請求項９２に記載の装置
。
【請求項９４】
　２種類の消耗単位を組み合わせて単一の複合消耗単位にするための混合システムを含む
、請求項９３に記載の装置。
【請求項９５】
　前記複数の消耗単位に関する情報を格納したRFIDタグを更に備えている、請求項９２に
記載の装置。
【請求項９６】
　前記消耗単位のユーザへの供給についてのスケジュールを格納するよう構成されたメモ
リを更に備えている、請求項９２に記載の装置。
【請求項９７】
　前記スケジュールに従って前記複数の消耗単位のうちの１つを摂取すべきときをユーザ
に知らせるための出力装置を更に備えている、請求項９６に記載の装置。
【請求項９８】
　前記容器内の前記消耗単位の数値量を格納するよう構成されたメモリを更に備えている
、請求項９２に記載の装置。
【請求項９９】
　前記数値量を検出するよう構成された１つ以上のセンサを更に備えている、請求項９８
に記載の装置。
【請求項１００】
　前記複数の消耗単位のうちの１つが前記容器から分配された際に前記数値量を更新させ
るための処理回路を更に備えている、請求項９８に記載の装置。
【請求項１０１】
　前記容器内の前記消耗単位の数値量を指示するための機械的なカウンタを更に備えてい
る、請求項９２に記載の装置。
【請求項１０２】
　該装置のマシン読み取り可能な識別子を格納するメモリを更に備えている、請求項９２
に記載の装置。
【請求項１０３】
　前記マシン読み取り可能な識別子が、該装置を一意に識別するものである、請求項１０
２に記載の装置。
【請求項１０４】
　前記マシン読み取り可能な識別子が、該装置に関する情報をエンコードしたものである
、請求項１０２に記載の装置。
【請求項１０５】
　前記マシン読み取り可能な識別子が、該装置の前記容器の内容に関する情報をエンコー
ドしたものである、請求項１０２に記載の装置。
【請求項１０６】
　前記マシン読み取り可能識別子が、前記容器の内容に関する消耗単位の有効期限、該容
器の内容のSKU、消耗単位のmg/投与、該装置のための空のカートリッジの重量、消耗単位
の単一単位の重量、所望単位に関する警告、並びに消耗単位に関する説明及び案内のうち
の１つ以上をエンコードしたものである、請求項１０２に記載の装置。
【請求項１０７】
　QRコード又はバーコードを更に備えている、請求項９２に記載の装置。
【請求項１０８】
　該装置を受容するためのベースを更に備えており、該装置が、該装置上に格納されてい
る情報を該ベースへ通信するよう構成された通信回路を含む、請求項９２に記載の装置。
【請求項１０９】
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　該装置の前記容器内の前記消耗単位の数値量を表示するよう構成されたディスプレイを
更に備えている、請求項９２に記載の装置。
【請求項１１０】
　通信回路及びプロセッサを更に備えており、該プロセッサが該通信回路を使用して前記
ベースへ消耗単位の供給データを送信するよう構成されている、請求項９２に記載の装置
。
【請求項１１１】
　該装置を含む複数のディスペンサを受容するよう構成されたベースを更に備えている、
請求項９２に記載の装置。
【請求項１１２】
　前記ベースが、前記複数のディスペンサのうちの１つ以上における複数の消耗単位から
カスタム消耗物を作成するよう構成された配合装置を含む、請求項１１１に記載の装置。
【請求項１１３】
　前記ベースがプリンタを含む、請求項１１１に記載の装置。
【請求項１１４】
　前記ベースが、前記複数のディスペンサから分配される１つ以上の消耗単位を識別する
ラベルをプリントするよう構成されたプロセッサを更に含む、請求項１１３に記載の装置
。
【請求項１１５】
　前記ベースが、前記複数のディスペンサから分配される１つ以上の消耗単位についての
投与スケジュールをプリントするよう構成されたプロセッサを更に含む、請求項１１３に
記載の装置。
【請求項１１６】
　前記ベースが、２種類以上の消耗単位を組み合わせて分配のための単一の複合消耗単位
にするよう構成された混合システムを含む、請求項１１１に記載の装置。
【請求項１１７】
　前記混合システムが、ブレンド手段、カプセル製造手段、粉末圧縮手段、加熱手段、混
合手段、及び錠剤製造手段のうちの少なくとも１つを含む、請求項１１６に記載の装置。
【請求項１１８】
　前記ベースが、前記容器から分配された複数の消耗物のうちの１つ以上を使い捨ての梱
包材料で包むよう構成されたパッケージング機構を含む、請求項１１１に記載の装置。
【請求項１１９】
　該装置が、２種類以上の消耗単位を組み合わせて分配のための１つの複合消耗単位にす
るよう構成された混合システムを含む、請求項９２に記載の装置。
【請求項１２０】
　装置であって、
　消耗物の容器に対して取り外し可能且つ交換可能な状態で結合するよう構成された第１
の機械的なインタフェイスと、
　該装置が該第１の機械的なインタフェイスを介して前記容器に結合されている際に該容
器内の複数の消耗物に関するデータを該容器から受信するよう構成された第１の通信イン
タフェイスと、
　前記ベースに対して取り外し可能且つ交換可能な状態で結合するよう構成された第２の
機械的なインタフェイスと、
　該装置が該第２の機械的なインタフェイスを介して前記ベースに結合されている際に前
記消耗物を分配するためのスケジュールを該ベースから受信するよう構成された第２の通
信インタフェイスと、
　前記消耗物の数と前記スケジュールを格納するメモリと、
　前記容器から前記複数の消耗物のうちの１つを分配するためにユーザにより起動するこ
とが可能なユーザ入力と
を備えている装置。
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【請求項１２１】
　前記ベースに結合された際に該ベースから信号を受信し、及び該信号の受信に応じて前
記複数の消耗物のうちの１つを分配するよう前記容器を制御するよう構成された、マシン
入力を更に備えている、請求項１２０に記載の装置。
【請求項１２２】
　該装置を所定の配向で前記ベース内に確実に保持するためのロック機構を更に備えてい
る、請求項１２０に記載の装置。
【請求項１２３】
　プロセッサを更に備えている、請求項１２０に記載の装置。
【請求項１２４】
　前記容器内の消耗物の個数を表示するよう構成されたディスプレイを更に備えている、
請求項１２０に記載の装置。
【請求項１２５】
　前記スケジュールに従って前記複数の消耗物のうちの１つを摂取すべきときを前記ユー
ザに通知するための出力装置を更に備えており、該出力装置が、ブザー、スピーカ、及び
発光ダイオードのうちの１つ以上を含む、請求項１２０に記載の装置。
【請求項１２６】
　前記スケジュールに従って前記複数の消耗物のうちの１つを摂取すべきときを前記ユー
ザに通知するよう構成されたネットワーク通信装置を更に備えており、該ネットワーク通
信装置が、テキストメッセージ、電子メール、VoIPメッセージ、モバイル装置アプリケー
ションへのプッシュ通知、及び電話メッセージのうちの少なくとも１つを使用して通知を
送信する、請求項１２０に記載の装置。
【請求項１２７】
　前記容器が、前記消耗物の個数を検出するための１つ以上のセンサと該個数を該装置へ
通信するための回路とを備えている、請求項１２０に記載の装置。
【請求項１２８】
　前記容器が、前記複数の消耗物のうちの１つの分配を検出するよう構成された１つ以上
のセンサと、該分配の通知を該装置へ通信するための回路とを含む、請求項１２０に記載
の装置。
【請求項１２９】
　前記容器からの前記複数の消耗物のうちの１つの分配を検出するよう構成された１つ以
上のセンサを更に備えている、請求項１２０に記載の装置。
【請求項１３０】
　前記容器からマシン読み取り可能識別子を読み取り及び該マシン読み取り可能識別子を
前記ベースへ通信するよう構成されたプロセッサを更に備えている、請求項１２０に記載
の装置。
【請求項１３１】
　前記マシン読み取り可能識別子が、前記容器を一意に識別するものである、請求項１３
０に記載の装置。
【請求項１３２】
　前記マシン読み取り可能識別子が、前記容器及び該容器内の前記消耗物のうちの１つ以
上に関する情報をエンコードしたものである、請求項１３０に記載の装置。
【請求項１３３】
　前記ベースと通信可能な関係で結合された着用可能なアクセサリであって、その着用者
に前記スケジュールに基づいて通知を提供するよう構成された、着用可能なアクセサリを
更に備えている、請求項１２０に記載の装置。
【請求項１３４】
　該装置が前記ベースに結合されたことに応じて該ベースから前記スケジュールに対する
更新を読み出すよう構成されたプロセッサを更に備えている、請求項１２０に記載の装置
。
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【請求項１３５】
　該装置が前記ベースに結合された際に該ベースに前記消耗物の供給データを提供するよ
う構成されたプロセッサを更に備えている、請求項１２０に記載の装置。
【請求項１３６】
　該装置が前記ベースに結合された際に前記消耗物の有効期限を受信するよう構成された
プロセッサを更に備えている、請求項１２０に記載の装置。
【請求項１３７】
　コンピュータ読み取り可能媒体で実施されたコンピュータ実行可能コードからなるコン
ピュータプログラム製品であって、該コンピュータ実行可能コードが、１つ以上のコンピ
ューティング装置上で実行された際に、
　消耗物を収容したカートリッジのベース内への挿入を検出し、
　該カートリッジから該消耗物の数値量を読み出して、該数値量を該ベースへ通信し、
　該ベースから薬剤に関するスケジュールを読み出して、該スケジュールのうち前記カー
トリッジ内の前記消耗物に関連する一部を該カートリッジへ通信する、
という各ステップを実行するものである、コンピュータプログラム製品。
【請求項１３８】
　前記カートリッジが、前記消耗物のための容器と、該容器のための取り外し可能かつ交
換可能なハウジングであって、前記ベースに対して取り外し可能かつ交換可能な状態で結
合するよう構成された電気機械的なインタフェイスを提供する、ハウジングとを含む、請
求項１３７に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項１３９】
　前記カートリッジのディスプレイ上に前記数値量を表示するステップを実行するコード
を更に備えている、請求項１３７に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項１４０】
　会話形式での前記数値量を含む音響的な出力を提供するステップを実行するコードを更
に備えている、請求項１３７に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項１４１】
　前記所定のスケジュールに基づいて前記カートリッジから通知を発行するステップを実
行するコードを更に備えており、該通知が、表示、音、及び振動のうちの１つ以上を含む
、請求項１３７に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項１４２】
　前記ベースから取り外された際の前記カートリッジの独立した動作のために該ベースか
ら独立して前記スケジュール及び前記数値量をメモリに格納するステップを実行するコー
ドを更に備えている、請求項１３７に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項１４３】
　複数の消耗物を複数のユーザへ分配するための複数のスケジュールを格納するメモリを
含むサーバであって、該複数のスケジュールのうちの１つを更新するためのインタフェイ
スを提供する、サーバと、
　１つ又は２つ以上ベースであって、該１つのベース又は該２つ以上のベースの各々が、
前記サーバと通信可能な関係で結合されており、及び前記複数のスケジュールのうちの少
なくとも１つを格納する、１つ又は２つ以上ベースと、
　該１つのベース又は該２つ以上のベースの各々について取り外し可能且つ交換可能な状
態で関連する１つ又は２つ以上の消耗物ディスペンサであって、該１つの消耗物ディスペ
ンサ又は２つ以上の消耗物ディスペンサの各々が、その中に収容されている消耗物の個数
及び種類に関する情報を前記１つ又は２つ以上のベースのうち該ディスペンサに関連する
ベースに提供するよう構成されている、消耗物ディスペンサと
を備えており、該１つのベース又は２つ以上のベースの各々が、該ベースに格納されてい
る前記複数のスケジュールのうちの１つに従って前記１つ又は２つ以上の消耗物ディスペ
ンサから消耗物を分配するよう構成されている、システム。
【請求項１４４】
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　前記サーバが、前記１つ又は２つ以上のベースのうちの１つ以上でホストされる、請求
項１４３に記載のシステム。
【請求項１４５】
　前記サーバと前記複数のベースのうちの１つとのうちの少なくとも１つと通信可能な関
係で結合されたアクセサリを更に備えており、該アクセサリが、ユーザに関連する複数の
スケジュールのうちの１つに基づいて該ユーザに通知を提供するよう構成されている、請
求項１４３に記載のシステム。
【請求項１４６】
　前記アクセサリに通信可能な関係で結合された第２のアクセサリを更に備えており、該
第２のアクセサリが、該第２のアクセサリから前記アクセサリへ第２の通知を通信するよ
う構成されている、請求項１４５に記載のシステム。
【請求項１４７】
　前記アクセサリが着用可能なアクセサリである、請求項１４５に記載のシステム。
【請求項１４８】
　前記アクセサリが、前記複数のディスペンサのうちの１つから消耗物を分配するために
着用者からの入力を受信するよう更に構成されている、請求項１４５に記載のシステム。
【請求項１４９】
　前記アクセサリが少なくとも１つのセンサを含む、請求項１４５に記載のシステム。
【請求項１５０】
　前記少なくとも１つのセンサが、前記着用者の生体データを捕捉するよう構成されたバ
イオメトリックセンサである、請求項１４９に記載のシステム。
【請求項１５１】
　前記少なくとも１つのセンサが、前記着用者の位置を判定するよう構成された位置セン
サである、請求項１４９に記載のシステム。
【請求項１５２】
　前記アクセサリが、前記少なくとも１つのセンサから前記サーバ又は前記複数のベース
のうちの１つへデータを送信するよう構成されている、請求項１４９に記載のシステム。
　　
【請求項１５３】
　前記アクセサリが複数のユーザに関連づけられている、請求項１４５に記載のシステム
。
【請求項１５４】
　前記サーバと通信可能な関係で結合された複数のアクセサリが前記ユーザに関連づけら
れている、請求項１４５に記載のシステム。
【請求項１５５】
　前記サーバ上でホストされたメッセージングシステムを更に備えており、該メッセージ
ングシステムが、前記サーバ、所与のユーザに関連づけられている前記複数のベースのう
ちの１つ以上、該ユーザに関連づけられている前記複数のディスペンサのうちの１つ以上
、及び前記アクセサリと、該ユーザとの間でのメッセージングを同期させるものである、
請求項１４５に記載のシステム。
【請求項１５６】
　前記ベースが、前記サーバから前記複数のスケジュールのうちの１つに対する更新を受
信するよう構成されている、請求項１４３に記載のシステム。
【請求項１５７】
　前記サーバが、前記複数のベースのうちの１つの前記複数のユーザとの関連づけを制御
するよう構成されており、これにより関連づけられているベースが識別される、請求項１
４３に記載のシステム。
【請求項１５８】
　前記関連づけられたベースが、前記複数のユーザのうちの一人との関連づけに応じて、
該複数のユーザのうちの一人について前記複数のスケジュールのうちの１つ読み出す、請
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求項１５７に記載のシステム。
【請求項１５９】
　前記関連づけられたベースが、前記複数のユーザのうちの一人との関連づけに応じて、
前記複数のベースのうちの１つに関連づけられた複数のディスペンサの全ての内容を、前
記複数のユーザのうちの前記一人についての前記複数のスケジュールのうちの１つで指示
された消耗物の利用可能性について評価する、請求項１５７に記載のシステム。
【請求項１６０】
　前記関連づけられたベースが、前記複数のスケジュールのうちの１つにおける消耗物が
該関連づけられたベースに関連づけられたディスペンサにおいて所定レベルになったとき
の通知を前記複数のユーザのうちの前記一人に対して生成するよう構成されている、請求
項１５７に記載のシステム。
【請求項１６１】
　前記関連づけられたベースが、前記複数のユーザのうちの前記一人による、前記複数の
スケジュールのうちの１つの順守を監視するよう構成されている、請求個１５７に記載の
システム。
【請求項１６２】
　前記サーバが、２つ以上のベースを前記ユーザに関連づける、請求項１５７に記載のシ
ステム。
【請求項１６３】
　前記関連づけられたベースが、前記スケジュールに応じて前記複数のディスペンサのう
ちの１つにおける前記複数の消耗物のうちの１つを自動的に分配するよう構成されている
、請求項１５７に記載のシステム。
【請求項１６４】
　前記サーバが、着用可能なアクセサリの前記複数のユーザのうちの一人との関連づけを
制御するよう構成されており、これにより関連づけられたアクセサリが識別される、請求
項１４３に記載のシステム。
【請求項１６５】
　前記複数のベースのうちの１つが、前記１つ以上のディスペンサの構成の変更を前記サ
ーバに通知するよう構成されている、請求項１４３に記載のシステム。
【請求項１６６】
　前記サーバが、前記複数のベースのうちの１つにおける１つ以上のディスペンサの構成
の変更を要求するよう構成されている、請求項１４３に記載のシステム。
【請求項１６７】
　前記複数のベースのうちの１つが複数のユーザに関連づけられる、請求項１４３に記載
のシステム。
【請求項１６８】
　前記複数のベースが、単一のユーザに関連づけられる請求項１４３に記載のシステム。
【請求項１６９】
　持続性コンピュータ読み取り可能媒体で実施されたコンピュータ実行可能コードからな
るコンピュータプログラム製品であって、該コンピュータ実行可能コードが、１つ以上の
コンピューティング装置上で実行された際に、
　消耗物をユーザへ分配するためのスケジュールを受信し、
　該ユーザとのベースの関連づけを受信し、
　該ベースへ前記スケジュールを送信し、該ベースが、該ユーザに通知を提供することに
より、及び該ベースに対して取り外し可能かつ交換可能である１つの容器又は２つ以上の
容器の各々から単位形態で消耗物を分配することにより、該スケジュールを実行するよう
動作することが可能であり、
　前記１つの容器又は２つ以上の容器の各々の中の消耗物の種類及び量を特徴付けるデー
タを前記ベースから受信し、
　該ベースから前記スケジュールを実行する、
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という各ステップを実行するものである、コンピュータプログラム製品。
【請求項１７０】
　前記スケジュールからの通知を前記ユーザに関連づけられた着用可能なアクセサリへ送
信するステップを実行するコードを更に備えている、請求項１６９に記載のコンピュータ
プログラム製品。
【請求項１７１】
　前記スケジュールに対する更新を前記ユーザに関連づけられた着用可能なアクセサリか
ら受信するステップを実行するコードを更に備えている、請求項１６９に記載のコンピュ
ータプログラム製品。
【請求項１７２】
　前記１つ以上の容器から消耗物を分配するための命令を前記ユーザに関連づけられた着
用可能なアクセサリから受信するステップを実行するコードを更に備えている、請求項１
６９に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項１７３】
　前記スケジュールと前記１つの容器又は２つ以上の容器の各々の中の消耗物の種類及び
量を特徴付ける前記ベースから受信したデータとに基づいて前記１つ以上の容器のうちの
１つを交換すべきときを判定するステップを実行するコードを更に備えている、請求項１
６９に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項１７４】
　前記スケジュールと前記１つの容器又は２つ以上の容器の各々の中の消耗物の種類及び
量を特徴付ける前記ベースから受信したデータとに基づいて前記１つ以上の容器のうちの
１つを交換すべきときを判定し、及び該ユーザのために該１つ以上の容器のうちの１つの
交換品を自動的に注文する、という各ステップを実行するコードを更に備えている、請求
項１６９に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項１７５】
　スケジュールに対するユーザにより生成された更新を受信することにより、更新された
スケジュール生成し、及び該更新されたスケジュールを前記ベースへ送信する、という各
ステップを実行するコードを更に備えている、請求項１６９に記載のコンピュータプログ
ラム製品。
【請求項１７６】
　前記スケジュールと前記１つ以上の容器のうちの１つの中の消耗物の種類及び量を特徴
付ける前記ベースから受信したデータとに基づいて該１つ以上の容器のうちの１つを補充
すべきときを判定するステップを実行するコードを更に備えている、請求項１６９に記載
のコンピュータプログラム製品。
【請求項１７７】
　前記スケジュールに基づいてベースを再構成すべきときを判定するステップを実行する
コードを更に備えており、該再構成が、前記１つ以上の容器のうちの１つの除去、新しい
容器の追加、１つ以上の容器のうちの１つの補充、及び１つ以上の容器のうちの１つの交
換のうちの１つ以上を含むことが可能なものである、請求項１６９に記載のコンピュータ
プログラム製品。
【発明の詳細な説明】
【関連出願】
【０００１】
　本出願は、2013年3月15日に出願された米国仮出願第61/800,973号を優先権の主張の基
礎とするものである。
【背景技術】
【０００２】
　本開示は、ヘルス及びウェルネス消耗物等の分配可能物（dispensables）を管理するこ
とに関し、特に、分配可能物の追跡、制御、及び管理に関するものである。
【発明の概要】
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【課題を解決するための手段】
【０００３】
　消耗物等の分配可能物に関連する分配、追跡、格納、処理、解析、管理、フルフィルメ
ント、及び／又は商取引を可能にするシステム。本システムは、消耗物を保持するパッケ
ージを含むことが可能であり、及び独立して機能すること、又はテーブルトップマシン又
はモバイルマシン並びにリモートサーバ、データベース、及びその他のクラウドベースの
リソースといった多くのスマートコンフィギュレーションデバイス（smart configuratio
n devices）に関連して機能することが可能である。分散型ソフトウェアレイヤは、複数
のデバイス及びパッケージの全てを共に結びつけて、最新の双方向性、通信、解析、及び
自主規制機能を追加する。
【０００４】
　消費者システムは、様々なコンフィギュレーションデバイスを使用して、ヘルス及びウ
ェルネス消耗物等の単回投与（single-dose）又は単一単位（single-unit）の分配可能物
を含む個々のカートリッジの機能を強化する。該消耗物は、例えば、膿瘻除去タブレット
から、体重管理キャンディ、咳止めシロップ、エナジーショット、マルチビタミンカプセ
ル、小袋入りの粉末（sachets of powders）、包帯、綿棒、歯磨き粉、砂糖に至るもので
ある。
【０００５】
　コンフィギュレーションデバイスは、スマートベース（smart base）、分配ベース（di
spensing base）、軽量クリップ、及び／又はホルダを含むことが可能である。これらは
、カートリッジ内の消耗物の格納、分配、混合、変換（transform）、パッケージ、及び
／又は該消耗物の利用の追跡／案内／表示に資することが可能なものである。カートリッ
ジは、それらのコンフィギュレーションデバイスに取り付けることが可能であるが、完全
に独立して使用することが可能であり、例えば、単独の薬瓶、又は単独の液剤瓶として、
使用することが可能である。
【０００６】
　クラウドレイヤは、ベース／ディスペンサ／クリップ／カートリッジからアップロード
された消耗物利用データの格納、追跡、及び解析を可能とするものである。該レイヤはま
た、ユーザ／アカウント管理、認証／検証、及び無数の第三者（例えば、医療の専門家及
びシステム）との通信を制御することが可能である。該クラウドはまた、第三者による全
体的なアプリケーションエコシステム（app ecosystem）の構築を可能とするAPIを有する
ことが可能である。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】分配トリガを有するカートリッジを示している。
【図２】分配トリガを有するカートリッジを示している。
【図３】分配トリガを有するカートリッジを示している。
【図４】分配トリガを有するカートリッジを示している。
【図５】分配トリガを有するカートリッジを示している。
【図６】分配トリガを有するカートリッジを示している。
【図７】分配トリガを有するカートリッジを示している。
【図８】分配トリガを有するカートリッジを示している。
【図９】分配トリガを有するカートリッジを示している。
【図１０】分配トリガを有するカートリッジを示している。
【図１１】パームプレス（掌押しつけ）式分配機構を示している。
【図１２】スプリングスライダ式分配機構を示している。
【図１３】スプリングスライダ式分配機構を示している。
【図１４】回転式分配機構を示している。
【図１５】回転式分配機構を示している。
【図１６】ホルダを示している。
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【図１７】ホルダを示している。
【図１８】ベースを示している。
【図１９】ベースを示している。
【図２０】ベースを示している。
【図２１】ベースを示している。
【図２２】分配可能物を管理するためのユーザインタフェイスの機能を示している。
【図２３】分配アイテムのためのベースを示している。
【図２４】分配アイテムのためのベースを示している。
【図２５】分配アイテムのためのベースを示している。
【図２６】分配アイテムのためのベースを示している。
【図２７】分配アイテムのためのクリップを示している。
【図２８】分配アイテムのためのクリップを示している。
【図２９】分配アイテムのためのクリップを示している。
【図３０】分配アイテムのためのクリップを示している。
【図３１】分配アイテムのためのクリップを示している。
【図３２】分配可能物を管理するためのシステムのクラウドベースの機能を示している。
【図３３】ユーザダッシュボードの機能を示している。
【図３４】アドミニストレータダッシュボードの機能を示している。
【図３５】ヘルスケアプロフェッショナルダッシュボードの機能を示している。
【図３６】ユーザのために消耗物を管理するためのシステムを示している。
【図３７】カートリッジ及びクリップの様々な外観を示している。
【図３８】消耗物を管理するためのシステムを示している。
【図３９】様々な装置間でスケジューリングデータ及び分配可能物データを同期させるた
めの方法を示している。
【図４０】システムの構成要素とのユーザの関連づけを管理するための方法を示している
。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　本書で説明する装置、システム、及び方法の上述その他の目的、特徴、及び利点は、添
付図面に示すその特定の実施形態に関する以下の説明から明らかとなろう。該図面では、
同様の符号は同様の構成を意味している。該図面は、必ずしも実際の縮尺とはなっておら
ず、本書に記載する装置、システム、及び方法を説明するために強調されたものである。
【０００９】
　本書で言及する全ての文献は、その引用をもって本書に取り込んだものとする。特に明
示的に言及しない限り、又は文章から明らかでない限り、単数形でのアイテムの言及は、
複数のアイテムを含むものと解釈されるべき（その逆も同様）である。文法的な結合は、
特に言及しない限り、又は文脈から明らかでない限り、結合された節、文、及び単語等の
任意の及び全ての離接的及び接続的な組み合わせを意図したものである。このため、用語
「又は」は、「及び／又は」等を意味するものと一般に解釈されるべきである。
【００１０】
　本書における値の範囲の記述は、本書では、特に言及しない限り、制限を意図したもの
ではなく、かかる範囲内に含まれる任意の及び全ての値を個々に参照するものであり、か
かる範囲内の各々の別個の値は、かかる値を本書で一つ一つ説明したかのように本明細書
中に含まれているものとする。「およそ」及び「約」等の用語が数値に付随する場合、該
用語は、意図する目的のために十分に機能するものと当業者が評価することになる偏差値
を示すものと解釈されるべきである。値及び／又は数値の範囲は、本書では一例としての
み提供され、本開示の実施形態の範囲を制限するものではない。本書に記載する任意の及
び全ての実施形態の使用並びに例示的な言葉（「例えば」、「といった」等）は、実施形
態の良好な例示を意図したものに過ぎず、かかる実施形態の範囲に制限を課すものではな
い。本明細書中の如何なる言葉も、特許請求していない要素を本実施形態の実施にとって
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必要不可欠なものとして示すものとして解釈されるべきではない。
【００１１】
　以下の説明では、「第１」、「第２」、「～よりも上」、及び「～よりも下」といった
用語は、便宜上のものであり、用語を制限するものとして解釈されるべきではない、とい
うことが理解されよう。
【００１２】
　各図面は、以下の開示の理解を助けるものとして提供したものである。該図面は、必ず
しも実際の縮尺とはなっておらず、また、特に言及しない限り又は文脈から明らかでない
限り、本書で説明する要旨の好適な実施形態を代表するものではない。
【００１３】
　以下の説明は、消耗物を管理するための方法、システム、及び装置の詳細な実施形態を
提供するものであるが、本書に記載する特定の実施形態は、制限ではなく例示を目的とし
て提供したものであり、本開示の様々な特徴は、本書で説明したものとは無関係の更なる
応用例を有し得るものである、いうことが理解されよう。例えば、本書で説明するシステ
ム及び方法は、液体、固体、粉末、及び懸濁液等が、任意の所定の又は臨時の（ad hoc）
スケジュールで制御可能な状態で分配される任意の環境（例えば、化学、調剤、又は生命
科学に関する研究室又は特注の配送可能品のための梱包設備）に適合させることが可能で
ある。かかる変形例の全てを本開示の範囲内に含めることが意図されている。
●定義
　用語「分配可能物」及びそれに関連する用語「分配可能単位（dispensable unit）」は
、単一の形態又は連続的な形態で分配することができる所与の物品、複数の物品の組み合
わせ、合成物、構成要素、材料、及び化合物等を広く称することが意図されたものである
。
【００１４】
　「分配可能物」とは、分配することができる任意の物品とすることが可能なものである
が、用語「消耗物」又は「消耗単位（consumable unit）」は、ユーザにより消費される
ことが意図された分配可能物を称することが意図されたものである。消耗物とは、多彩な
摂取可能な消耗物及びそのためのフォームファクタを含むことが意図されている。例えば
、消耗単位は、錠剤、カプセル、タブレット、チュアブル、薬用キャンディ、溶けるもの
（dissolvables）、振りかけるもの（sprinkles）、口の中で溶けるマイクロカプセル、
口腔内崩壊錠、チュアブル錠（ゼリービーンズやグミ等を含む）、及びガム等のうちの１
つ以上、並びに、液体又は粉末、溶液、ペースト、懸濁液、及びそれらの組み合わせとい
った連続的な形態の消耗物を含むことが可能である。消耗物は、更に又は代替的に、粉末
（free powders）、粉末小袋（powder sachets）、液体、液体小袋（liquid sachets）、
小瓶、カップ、ケース、及びその他の貯蔵形態等で提供される物品を含むことが可能であ
る。より一般的には、消耗単位は、バルクの、個々の、個々に予めパッケージされた、一
群をなして予めパッケージされた、及び／又は混合された、パッケージ形態での消費のた
めの任意の構成とすることが可能である。バルク形態の構成の場合、「消耗単位」は、テ
ィースプーン１杯の液体、複数の錠剤、１ミリグラムの粉末といった分配のための所定部
分とすることが可能であり、又は、分配前又は分配後に分配するために局所的に作成され
た混合物に分配し又は混合するための同様の所定部分とすることが可能である。
【００１５】
　同様に、各消耗単位の内容は、著しく異なることが可能であり、処方薬、非処方薬若し
くは小売薬、栄養補助食品、ビタミン補助食品、ミネラル補助食品、獣医薬、又は、獣医
栄養補助食品などを含むことが可能である（但し、それらには限定されない）。消耗単位
は、追加的又は代替的に、砂糖、種苗、キャンディ、スナック（snacks）、ペット用菓子
、及びその他の食料、並びに他の任意の薬剤、栄養補助食品、若しくは上記以外の他の消
耗可能な物品といった、食料その他の物品を含むことが可能である。これらの摂取を目的
とした消耗物（consumables）は、本書では「摂取物（ingestibles）」又は「摂取単位（
ingestible units）」とも称す。
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【００１６】
　消耗物は、上述のように摂取という従来の意味での消耗のための物品を含むことが可能
であるが、消耗物は、追加的に又は代替的に、１回だけの使用が意図された使い捨て可能
な物品等を含むことが可能である。このため、本書で用いる場合、「使い捨て物（dispos
able）」とは、摂取以外の使用を目的とする消耗物を含むことが可能である。これは、例
えば、包帯剤（dressing）、包帯、バンドエイド（登録商標）、ガーゼ、注射器、体温計
、個別包装された抗菌器具等、並びに１回限りの使用のために個別器具として分配するこ
とができる補聴器やコンタクトレンズといった他の物品を含むことが可能である。これは
、追加的又は代替的に、歯磨き粉、楊枝、石鹸、殺菌剤、保湿剤、及び綿棒といった介護
用品、並びに、接着剤、電池、及びゴム手袋といった他の家庭用品を含む、摂取を目的と
しない連続的な形態の物品を含むことが可能である。かかる全ての使い捨て物は、該用語
を本書で用いる場合には、消耗物という形をとることが可能なものであり、同様に、消耗
物は、使い捨て物という形をとることが可能なものである。
【００１７】
　前述の用語（分配可能物、消耗物、摂取物、使い捨て物）は、本発明の実施形態を説明
するために本開示で様々な形で使用され得るものであり、本発明の思想は、かかるあらゆ
る分配可能物の全てに一般に適用することが可能であり、特定の種類の分配可能物に関す
る説明は、特に言及しない限りかかる全ての分配可能物を称するものである、ということ
が理解されよう。このため、例えば、消耗可能物品用の容器とは、分配可能物品のための
容器、摂取可能物品のための容器、及び使い捨て可能物品のための容器を同様に教示する
ものであることが理解されよう。別の例として、処方薬の配布スケジュールは、分配可能
物、摂取物、消耗物、及び使い捨て物の配布スケジュールを同様に教示し得るものである
ことが理解され、及びそれらを適当に変更することは当業者にとって自明である。
【００１８】
　以下の説明で頻繁に使用する他の用語は「スケジュール」である。本書で用いる場合、
これは、分配可能物の使用に関する任意の時間ベースの又は事象ベースの計画（regime）
を称することを意図したものである。これは、例えば、単一／１回限り／臨時のトリガ又
は時刻／日付を含むことが可能であり、又は任意数の「１回限り、定期的、及び／又は繰
り返しのイベント」を含むことが可能である。このため、例えば、スケジュールは、１週
間につき１日１回のイベント、２週間につき１日３回のイベント、又は無期限で１日２回
のイベントを指定することが可能である。また、スケジュールは、特定の日付や時刻に関
して定義されたイベント、又は他の何らかのイベントに依存するイベントとすることが可
能であることが理解されよう。このため、例えば、スケジュールは、朝食前に１日１回発
生するイベント、又は食後に１日３回発生するイベントを指示することが可能である。ス
ケジュールとして、医薬品や栄養補助食品等の投与計画が考えられるが、スケジュールは
、本書で考慮するあらゆる分配可能物のために提供することが可能である、ということが
理解されよう。一般に、スケジュールは、本書で考慮する分配可能物の管理で使用するた
めに任意の適当な形態でメモリに格納された所定のデータ構造とすることが可能であり、
ユーザは、任意の複数の別個の又は相互に関連するスケジュールを維持することが可能で
あり、及び、スケジュールが任意数のユーザについてイベントを逆に指定することが可能
であり、その何れも本開示の範囲から逸脱することなく実施することが可能である、とい
うことが理解されよう。
【００１９】
　分配可能物管理システムの階層的及びモジュール式構造の構成要素を説明するために、
容器、カートリッジ、ディスペンサ、クリップ、及びベースといった様々な用語が使用さ
れていることが分かる。それら用語は、便宜上のものに過ぎず、制限を意図したものでは
ない、ということが理解されよう。スケジューリング、通知、通信、分配といった様々な
タスクを実行する処理回路及びハードウェアの様々な配分を含め、広範なシステムアーキ
テクチャが考えられる。このため、例えば、分配可能物を分配するための機械的なシステ
ムを、ベース、ディスペンサ、クリップ、及び／又は容器に組み込みことが可能である。
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同様に、スケジュールの維持や容器の内容の監視等を行うための処理を、ベース、ディス
ペンサ、クリップ、及び／又は容器に組み込むことが可能である。より一般的には、本書
で考慮する分配可能物システムの任意の構成要素に対する言及は、何らかの特定のハード
ウェア、処理回路、又は機能を必要とするものと理解されるべきではなく、同様に、特に
言及しない限り、何らかの特定のハードウェア、処理回路、又は機能を排除するものと理
解されるべきではない。
【００２０】
　このため、本書で用いる場合、用語「ベース」は、複数のディスペンサ等のための単純
な機械的な保持手段を提供する装置を称することが可能である。別の実施形態では、ベー
スは、任意数の容器やディスペンサ等により共有される分配用インフラストラクチャ（例
えば、複数の分配可能物のための共通の傾斜台（common chute）や分配用ハードウェア）
を含む分配用のベースとすることが可能である。別の実施形態では、ベースは、各ディス
ペンサ等が取り付けられる分配用ハードウェアを使用すると同時に、関連するユーザ及び
取り付けられているディスペンサに基づくスケジューリング及び通知といった強化された
機能を提供することが可能である。別の実施形態では、ベースは、単一の分配可能物と共
に使用するよう構成すると共に、本書で考察するような統合化されたスケジューリングや
通知等を提供することが可能である。本書で用語「ベース」を使用する場合には、かかる
変形例の全てを「ベース」の意味に含めることが意図されている。
【００２１】
　同様に、ディスペンサ、カートリッジ、又はクリップは、分配可能物の収容、分配可能
物の分配、スケジュールの管理、及び通知の提供等に関する任意の統合レベルを提供する
ことが可能である。同時に、管理されるシステムに関する任意の特定の機能を、ディスペ
ンサ、カートリッジ、クリップ、又はベースにより実行することが可能であり、又は該シ
ステムのモジュール式の複数の構成要素間で任意の有用な態様で分散させることが可能で
ある。このため、以下の説明でそれら用語のうちの何れか１つを使用した場合には、２つ
のかかる構成要素間の特定の協働形態が明示的に説明される場合を除き、全てのかかる装
置を考慮していることが理解されるべきである。
【００２２】
　上述した一般性を制限することなく、容器は、バルク形態で又は単一形態で分配可能物
を保持することが可能であることが広範に企図されている。カートリッジ又はディスペン
サは、容器を収容することが可能であり、及び分配機能を提供し又は支援することが可能
である。ベースは、任意数の容器、カートリッジ、又はディスペンサを取り外し可能また
は交換可能な状態で保持するための机上装置（desktop unit）等を提供することが可能で
あり、また、分配可能物の管理に関する様々な度合いの増強を提供することが可能である
。また、クリップは、ベースと、容器、カートリッジ、又はディスペンサとの間の、電気
機械的なインタフェイスとして随意選択的に用いることが可能である。
●消耗物のカートリッジ
　カートリッジは、単回投与、単一単位、複数回投与、複数単位、又は連続的／バースト
分配容器とすること可能であり、かかる分配容器は、完全に使い捨てのもの、部分的に使
い捨てのもの、又は完全に再利用可能なものとすることが可能である。
【００２３】
　本開示のカートリッジは、ホルダ、ベース、ディスペンサ、及び／又はクリップといっ
た１つ以上のコンフィギュレーション装置と対話するためのマシン入力を提供することが
可能である。ベースは、それに取り付けられたカートリッジ又はその他の装置からの消耗
物の管理、分配、及び／又は貯蔵を行うことが可能である。ベースは、それに取り付けら
れたカートリッジ又はその他の装置からの消耗物の管理、分配、及び／又は再パッケージ
を行うことが可能である。クリップは、１つ以上のカートリッジに対する軽量の可動アタ
ッチメントとすることが可能である。
【００２４】
　カートリッジは、多角形又は円形を基調とした審美的なデザインを有することが可能で
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あり、この場合、１つ以上のリザーバ100が複数の消耗単位を保持することが可能である
。該カートリッジは、複数のリザーバを有することが可能であり、該リザーバは、同一の
又は異なる媒体／媒体特性を受容することが可能である。
【００２５】
　内部に配置される全ての消耗媒体について、該媒体の大きさ及び特性（例えば、「小さ
な錠剤」対「大きなカプセル」対「液体小袋」対「粉末」対「液体」）にかかわらず、単
一の外部カートリッジ形態が存在することが可能である。
【００２６】
　単回投与の分配は、一実施形態では、一方の側面にあるボタンを水平方向に押圧するこ
とにより達成することが可能であり、別の実施形態では、カートリッジの上部全体をユー
ザの掌内に下方へ押圧することにより（図１ないし図５）、別の実施形態では、上部近傍
のボタン101を押圧することにより（図６ないし図１０）、達成することが可能である。
【００２７】
　カートリッジは、以下に記載する全部又は一部を適用することにより、既存の薬瓶と同
様の（例えば、湿気に対する）保護特性を提供することが可能である：（1）同一の又は
同様のプラスチック材料の使用、（2）リザーバ上の不正開封防止用のアルミ箔シール、
（3）媒体に対する輸送時の損傷を防止するためのリザーバ内の脱脂綿、（4）水分管理用
の乾燥剤（リザーバ内の小袋内または別個の乾燥剤室内に入れることが可能）。
【００２８】
　該乾燥剤は、クリップ、ベース、ディスペンサ、又はその他の装置との通信や消耗物の
容積検出を含む（がそれらには限定されない）乾燥以外の機能を果たすことができる機能
的な乾燥剤要素の一部とすることが可能であり、該通信は、該機能的な乾燥剤要素に埋め
込まれたRFID、NFC、又はその他の近距離若しくは長距離通信技術を介して行うことが可
能であり、該消耗物の容積検出は、静電場を介して行うことが可能である。
【００２９】
　リザーバは、その複数の表面のうちの１つにドアを有することが可能であり、該ドアは
、ユーザが任意数の消耗単位を追加し又は取り外すことを可能とし、及び該ドアは、その
上部に、互換性のない媒体を挿入しないようユーザに警告する視覚的な指示を有すること
が可能である。一実施形態では、このドアは、ラッチが解除された際に蝶番により揺動し
て開放する単純な表面とすることが可能である。別の実施形態では、このドアは、所定の
位置に嵌合して取り外すことが可能であり又は取り外すことが可能でない蓋状の一片から
なる表面とすることが可能である。
【００３０】
　クリップ、ベース、及びディスペンサ内での視認性を確保するために、カートリッジの
複数の表面の何れかにラベルを付与することが可能である。
【００３１】
　カートリッジは、クリップ、ホルダ、又はディスペンサに対する特定のロックアンドキ
ー（lock-and-key：鍵と鍵穴）結合／取り付けを有することが可能である。一実施形態で
は、この鍵と鍵穴結合は、カートリッジの垂直軸を中心として非対称に水平方向に分配さ
れた３つの異なる大きさの突起（prongs）とすることが可能である。別の実施形態では、
この結合は、カートリッジとの接触時にクリップ、ディスペンサ、ベース、又はホルダに
より起動される一組の電磁石とすることが可能である。更に別の実施形態では、この接続
は、突起及び電磁石の組み合わせとすることが可能である。
【００３２】
　カートリッジは、クリップ、ベース、又はディスペンサとの通信のために、そのラベル
／外部上に（該カートリッジ内に埋め込まれたEPROM/EEPROMと接続する）複数の電気的な
接点／接触点（touchpoints）、NFCもしくはRFIDステッカー、又はQRコードを有すること
が可能である。
【００３３】
　分配機構の可動部分は、固有の表色系／美観／ブランディングを有することが可能であ
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る。
【００３４】
　リザーバは、透明又は半透明とすることが可能であり、又はユーザがカートリッジ内に
残っている消耗物のおおよその量を見ることができるようにその複数の表面のうちの１つ
に窓（穴又は透明材料）を有することが可能であり、又は残っている消耗物の正確な個数
を示すカウンタの物理的な表示を有することが可能である。
【００３５】
　リザーバは、静電場（capacitance field）測定を介した投与数の計数を可能とするた
めに、幾つかの表面に銅箔又はめっき（リザーバ構造内または該リザーバに貼付されたス
テッカー内に埋設されたもの）を有することが可能である。
【００３６】
　リザーバは、その大きさに応じて任意数の消耗単位を保持することが可能であり、又は
１つの連続的な形態の複数の消耗媒体（例えば、錠剤、カプセル、粉末、粉末小袋、液体
、液体小袋、スプリンクル（sprinkles）、口内で溶けるマイクロカプセルを含む（但し
、それらには限定されない））を保持することが可能である。リザーバは、あらゆるカテ
ゴリの単位形又は連続形の消耗物（例えば、市販薬（例えば、風邪／咳／アレルギー、痛
み止め／鎮痛、胃腸、睡眠、アイケア、体重管理、女性の衛生管理に関する薬）、ビタミ
ン／ミネラル／サプリメント（例えば、マルチビタミン、エネルギーサプリメント、１日
１回のもの、カルシウム、フィッシュオイル、男性用／女性用ヘルスピル（health pills
）、エネルギー／栄養／健康の組み合わせ製品）、処方薬（例えば、Lipitor（登録商標
）、その他のブランド、ジェネリック）、獣医用薬／栄養補助食品を含む（但し、それら
には限定されない））を保持することが可能である。
【００３７】
　単一のリザーバを図示したが、カートリッジは、任意数のリザーバを有することが可能
であり、及び各リザーバから独立して分配を行うよう構成することが可能であり、又は複
数のリザーバからの組み合わせという形で分配を行うよう構成することが可能である、と
いうことが理解されよう。リザーバは、同様の媒体形式及び異なる媒体形式の何れか一方
又は両方のために構成することが可能である。
【００３８】
　カートリッジは、複数の単位分配機構を有することが可能であり、該複数の単位分配機
構のうちの５つを次に示す：（1）掌押圧式：ユーザが該ユーザの片方の手でカートリッ
ジを掌に押圧すると、詰まり及び投与ミスの防止のための耐久性のある攪拌手段と非対称
の傾斜台に基づき、該ユーザの該掌に１単位が分配される、（2）スプリングスライダ：
ユーザがトリガを引くと、詰まり及び投与ミスの防止のための耐久性のある空洞部及び攪
拌用くさび技術（agitating wedge technique）に基づき、１単位が出てくる、（3）回転
式：ユーザが外部シリンダをひねると、複数単位が内部で整列し、120°毎に１単位が出
てくる、該単位の整列により詰まり及び投与ミスが防止される、（4）ブリスター式投与
手段：ユーザがブリスターストリップを前方に押して材料を切断すると、単一のブリスタ
ー単位が分配される、（5）親指押圧式：ユーザが親指でカートリッジの上部を押圧する
と、該カートリッジの下部に１単位が現れる。これらの機構のうちの３つについて、以下
で更に詳細に説明する。
【００３９】
　掌押圧式の機構設計の場合には、４つの部分が存在することが可能である。容器150は
、嵌合保持機構を使用して傾斜台151と結合することが可能である。攪拌手段152は、同様
の嵌合保持機構を介してキャップ153に取り付けることが可能である。該攪拌手段152及び
キャップ153は、容器150及び傾斜台151に対して移動することが可能である。ユーザがカ
ートリッジを該ユーザの掌に押圧すると、攪拌手段152及びキャップ153が傾斜台151内へ
と上方に移動する。その結果として生じる、収容されている複数の単位の攪拌により、該
単位が落下し、攪拌手段152及びキャップ153内の穴を通って移動し、該キャップを通って
底部から出ることが可能となる。傾斜台151は、その底部の穴が中心に位置しないように
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非対称になっており、これが、攪拌手段152の中心から外れた非対称形状と相まって、複
数の単位が（一様な引力によって）カートリッジの中央に集中することによる詰まりを防
止することが可能となる。キャップ153は、１つの単位にのみ適合する揺動機構を含むこ
とが可能である。
【００４０】
　スプリングスライダ式の機構設計の場合には、２つの部分、すなわち、本体160及びア
ーム161が存在することが可能であり、それらは蝶番で（例えば、接着剤により、又はキ
ャップ全体を一体成形することにより）結合させることが可能である。ユーザは、手でア
ーム161を本体160の中央に向かって水平方向に押圧することが可能である。このスライド
動作により、該アームの穴が該本体の傾斜台と整列されて１単位の解放が可能となる。本
体160内の複数の単位は、傾斜台162がぴったりとフィットすることにより、それらの最も
長い辺と垂直方向で整列される。アーム161を押圧すると、攪拌箱163が傾斜台162内に移
動され、これにより複数の単位から分配されるべき１単位を分離させることが可能となる
。攪拌箱163の上部の攪拌器傾斜部164は、アーム161が押圧される度に、それら他の複数
の単位を（図示しないが図１３に示す機構の垂直方向上方にある）リザーバに向かって押
し戻すことが可能である。　アーム161を自由に動かすためにユーザによりひねらなけれ
ばならない本体160又はタブ上のラッチにより、又はその他の方法により、チャイルドプ
ルーフが利用可能となる。本体160は、嵌合機構によりリザーバに取り付けることが可能
である。実施形態によっては、該機構全体を片手で１本の指だけを使用して動作させるこ
とが可能である。
【００４１】
　回転式の機構設計の場合には、互いに相対的に移動する３つの部分が存在することが可
能である。これらの部分は、その一方を他方の内側に配置することが可能であり、内側層
170、中間層171、及び外側層172からなり、該内側層は、ねじ山を介して（図示しないが
図１５に示す機構の垂直方向上方にある）リザーバに結合させることが可能である。ユー
ザは外側層172を回転させることが可能である。この動作はチャイルドプルーフに（子供
が操作できないように）することが可能であり、外側層172は（該外側層172が十分に堅く
押し込まれているときに）中間層171上のギアの歯173と噛み合うギアの歯173を有するこ
とが可能であり、これにより、外側層172をひねって中間層171を回転させることが可能と
なるが、ユーザが押し込んでいない場合には該ギアは噛み合わない。ベース／ディスペン
サは、駆動アームを使用して中間層のギアの歯と直接噛み合うことにより、この押し込み
操作を回避することが可能である。中間層171の回転は、（内側層の穴の個数に応じて）
一回転につき１回、２回、又は３回だけ、該中間層の穴を内側層の穴175と整列させるこ
とが可能である。穴174,175の整列は、単位がカートリッジから出ることを可能にする。
各整列につき単一単位の分配が生じる。これは、内側層の各穴に隣接する内側層のピンが
、最初の１単位が出たのに続いて他の複数の単位が出るのを阻止することによる。放物線
状の中央突起176は、中間層171に結合することが可能であり、及び内側層170の底部の外
周近傍に複数の単位を整列させる傾向を有することが可能である。攪拌アーム177が存在
することが可能であり、該攪拌アーム177は、中央突起176に結合することが可能であり、
及び中間層171の穴174の上方に位置することが可能であり、その目的は、１単位を出口穴
に向かって押しやると共に他の単位を該出口穴から強制的に遠ざけることにあり、換言す
れば、それらを攪拌することにある。中間層及び外側層上には突出リング178が存在し、
これにより製造時に中間層171が外側層172上に不可逆的に嵌合することが可能となる。
【００４２】
　上述の単回投与分配機構は、幾つかの態様で全ての単位サイズで例外なく機能し得るも
のであり、その２つの態様を次に示す：（1）外部形状は全く変わらないが、単位サイズ
／形状の各グループ毎に（成形ツール及び製造ラインの僅かな変更により達成される）僅
かに異なる機構寸法が存在し、（2）単位サイズ／形状の複数の異なるグループについて
包装ラインで調節される小さなカラー（collar）を有する１つの汎用的な機構が存在し得
る。
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【００４３】
　上記の単回投与分配機構の全ては、消耗物の重力式及び動力式の分配の組み合わせを可
能とするものである。
【００４４】
　カートリッジが、単独で使用される場合、又は該カートリッジに取り付けられたクリッ
プ、ベース、又はディスペンサと協働して使用される場合に、同じ機構を使用することが
可能である。
【００４５】
　駆動は、チャイルドプルーフに（例えば、トリガを引く前に側部又は上部のタブを押圧
しなければならないように）することが可能である。
【００４６】
　単回投与分配機構に加えて、ユーザは、リザーバのドアを開けてバルクで分配すること
により消耗物にアクセスすることが可能である。
【００４７】
　単回投与の各駆動は、投与カウンタ機構をトリガしてインクリメントさせることが可能
である。該投与カウンタは、回転する水平又は垂直ダイヤルとすることが可能である。カ
ートリッジは、投与カウンタの現在のカウントを見ることができる窓又は開口を有するこ
とが可能である。該投与カウンタのカウントは、（1）開口してから取り出された単位の
総数、又は（2）残っている単位の総数を表すことが可能である。信頼できる計数は、以
下の態様で実施可能となる：（1）投与出口空洞（dose exit cavity）は、一投与分が内
部に存在しない場合に係合しない揺動機構を有することが可能であり、換言すれば、ユー
ザがディスペンサを駆動したが一投与分が出てこない場合、投与カウンタをインクリメン
トしないことが可能であり、（2）出口にある揺動機構は、投与分がそこからなくなるま
で係合しないことが可能であり、換言すれば、分配された投与分をユーザが取り出さなか
った（該投与分が揺動機構を離れなかった）場合、投与カウンタをインクリメントしない
ことが可能である。
【００４８】
　QRコード、NFCステッカー、カートリッジ構造内に埋め込まれたEPROM/RRPROMチップ、
又は投与カウンタ上のマシン読み取り可能な刻印に、ディジタル情報を格納することが可
能である。該格納される情報は、（1）SKU＃、（2）有効期限、（3）SKU名、（4）SKUのm
g／投与、（5）空のSKUカートリッジの重量、（6）SKU消耗物の単一単位の重量、（7）SK
U警告、（8）SKU命令及び案内、（9）一意のカートリッジIDを含むことが可能である（但
し、それらには限定されない）。上記情報のディジタル格納のために特定のフォーマット
／エンコーディングが存在し得る。
【００４９】
　カートリッジは、電力が供給された電子回路を搭載することが可能である。
【００５０】
　カートリッジは、以下の表示方法を有することが可能である：多色又はモノクロとする
ことが可能な、非タッチスクリーン、タッチスクリーン、LEDスクリーン、LCDスクリーン
、電子インク／電子ペーパースクリーン、スマートフォン、デスクトップコンピュータ、
及びタブレット。
【００５１】
　カートリッジは、ベース、ディスペンサ、及びクリップからの入力に基づく音響・映像
による（人にとって可聴又は非可聴な）フィードバック並びに振動によるフィードバック
を提供するLED／スピーカ／振動モータ（vibrational motor）を有することが可能である
。
【００５２】
　カートリッジは、通信の入出力のための幾つかのポートを有することが可能であり、該
ポートは、無線／セルラーインターネット（例えば、Wi-Fi（登録商標）、WiMAX、3G、4G
、4G LTE、RFID、NFC）、有線インターネット（例えば、Ethernet）、USB、メディアカー
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ド（例えば、SD、CF、xD）、及びディスプレイ（例えば、HDMI、VGA、DVI、DisplayPort
）を含む（但し、それらには限定されない）。カートリッジは、該通信ポートを介してク
ラウド（後述するクラウドレイヤに関する節を参照のこと）と自動的に通信し又は接続す
ることが可能である。
【００５３】
　無線アクセスルータ／電波塔／その他、オンボードGPS、又はユーザ入力からのデータ
に基づき、カートリッジは、そのロケーションを、クラウド、ベース、ディスペンサ、ク
リップ、カートリッジ、又は互換性のあるスマートデバイスへ自動的にブロードキャスト
することが可能である。
【００５４】
　サプライチェーンは、SKU固有またはSKUファミリ固有のカートリッジ部品のための様々
な型を用いた、標準的な成形及び組み立てライン／慣例を使用したカートリッジの製造を
伴うことが可能である。カートリッジデータは、独自仕様のQRコードによりカートリッジ
上にプリントすることが可能であり、又はプログラミングされたEPROMをカートリッジの
プラスチック内に埋め込むことが可能である。標準的な高速包装／瓶詰め（packaging/bo
ttling）ラインが、任意の重量及び大きさの錠剤、カプセル、粉末、粉末小袋、液体、及
び液体小袋をカートリッジ内に収容することが可能である。サプライチェーンは、通信販
売の薬剤のカートリッジへの詰め直しを扱うことが可能であり、及び通信販売の薬局と連
絡して処方薬（Rx product）を入手することが可能である。
【００５５】
　一実施形態では、上述した容器の何れか等の容器を、分配可能物を分配するための周囲
の電気機械装置（surrounding electromechanics）なしで提供することが可能である。こ
れは、例えば、上述したディスペンサの何れか等のディスペンサに挿入し又は該ディスペ
ンサから取り外すことができ、又は、該容器のための分配機能を提供するベースその他に
挿入し又はそこから取り外すことができる、分配可能物のための単純な容器となる。
●取り付け可能物（attachables）の単純なホルダ
　ホルダは、取り付けられたカートリッジ及び装填済み／空クリップ（loaded/empty cli
ps）（特にこれらを取り付け可能物と称す）を格納することが可能である。
【００５６】
　ホルダは、受け入れ易く（welcoming）且つ専門的な審美的デザインを有することが可
能である。
【００５７】
　ホルダは、動力式又は非動力式のものとすることが可能である。
【００５８】
　ホルダは、アドオン（add-on）能力を付与すること、並びにメンテナンス／修理の容易
化のために特定のモジュールを単純に取り外すことを可能とする、モジュール式設計を有
することが可能である。
【００５９】
　ホルダは、消耗物の動揺及び損傷を防止するための内部耐震マウントを有することが可
能である。ホルダは、格納されている消耗物のプライバシーのための秘密（secrecy）ド
ア又はエレクトロクロマティック（electrochromatic）ドアを有することが可能である。
【００６０】
　ホルダは、１つ又は複数の取り付け可能物を、別個の複数のソケット200内に格納する
ことが可能であり（該ソケットの個数はホルダのモデルによって決まる）、又は全ての取
り付け可能物に適応することができる１つの長いプラットフォーム／棚を介して格納する
ことが可能である。ホルダは、ロックアンドキー又は（既述のような）磁気的な取り付け
を介して取り付け可能物に結合することが可能であり、これは、全てのカートリッジ及び
クリップのための汎用的なものとなる。
●取り付け可能物の管理のためのスマートベース
　ベースは、取り付けられたカートリッジ及び装填済み／空クリップ（特にこれらを取り



(26) JP 2016-518882 A 2016.6.30

10

20

30

40

50

付け可能物と称す）からの消耗物を管理し、分配し、及び／又は格納し、及びクラウドと
通信することが可能である。
【００６１】
　ベースは、受け入れ易く（welcoming）且つ専門的な審美的デザインを有することが可
能である。
【００６２】
　ベースは、電力線を介した電力により又は充電式／使い捨て式の内部電池により、給電
することが可能である。電力線を用いた実施形態では、電池は、停電時にベースがバック
アップ電力で動作することを可能にし、これにより、内部の消耗物の継続的な使用及び／
又は抽出が可能となる。これは、例えば、消耗物が患者にとって必要な処方薬である場合
に有用なものとなる。
【００６３】
　ベースは、アドオン（add-on）能力を付与すること、並びにメンテナンス／修理の容易
化のために特定のモジュールを単純に取り外すことを可能とする、モジュール式設計を有
することが可能である。
【００６４】
　ベースは、消耗物の動揺及び損傷を防止するための内部耐震マウントを有することが可
能である。ベースは更に、装置に対する大きな力及び加速を検出することができる加速度
計を有することが可能である。かかる検出時に、ベースは、消耗物の動揺又は損傷が生じ
ないことを確実にすべく、更なる安全・保護機能を実行することが可能であり、かかる機
能として、例えば、物理的な封鎖（lockdown）、内部振動吸収手段の有効化、アラーム音
、LEDの閃光、無線通知、及び緊急サービス警報が挙げられる（但し、それらには限定さ
れない）。
【００６５】
　ベースは、格納されている消耗物のプライバシーのための１つ以上の秘密ドア又はエレ
クトロクロマティックドアを有することが可能である。
【００６６】
　指紋スキャナ（CMOSセンサ）300、顔認証カメラ、又はその他の生体認証システムが存
在することが可能である。
【００６７】
　ベースは、多色の音響・映像（人にとって可聴又は非可聴なもの）及び振動による通知
及びフィードバックのための、LED、スクリーン、スピーカ、及び振動モータ301を有する
ことが可能であり、該通知及びフィードバックとして、消費警告、スケジューリングされ
た警告、及び空のクリップの接続が挙げられるが、それらには限定されない。
【００６８】
　ベースは、以下の入力方法を有することが可能である：タッチスクリーン302のタッチ
、ボタンの押下、非圧力式ボタン上での指の滑動、音声コマンド、指紋読み取り手段300
のタッチ、近接検出のためのNFC又はRFIDの使用。ベースは、以下の表示方法を有するこ
とが可能である：多色又はモノクロとすることが可能な、非タッチスクリーン、タッチス
クリーン、LEDスクリーン302、LCDスクリーン302、電子インク／電子ペーパースクリーン
302、並びにスマートフォン、デスクトップコンピュータ、及びタブレットのスクリーン
を含む任意の外部スクリーンへのミラーリング（mirroring）。ベースの電子インク／電
子ペーパースクリーン302を副分割し、該副分割した１つのスクリーンの更新が、取り付
けられている１つのカートリッジのみに関するイベントによりトリガされるようにするこ
とが可能である。
【００６９】
　ベースのユーザインタフェイス機能（図２２に幾つか示す）は、以下のようにすること
が可能である。ベースのディスプレイは、広範な情報を表示／指示することが可能であり
、該情報には、消耗物のSKU名、SKU警告、SKU投与濃度、有効期限、通知（例えば、交換
／再注文の必要性、非順守（non-adherence）、ソフトウェア更新）、広告／マーケティ
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ング、ユーザ名、ユーザ消費履歴（数値的なもの又は視覚的／図表ベースのもの）、ユー
ザへの推奨、消費した消費物、及びカートリッジ内に残っている消耗物の量が含まれる（
但し、それらには限定されない）。ベースは、ユーザが（クラウドを介して）アカウント
を設定することを可能とし、及び／又は各ユーザ毎のユーザプロファイルを設定すること
を可能とする。ベースは、ユーザが該インタフェイスを介して投与をスケジューリングし
並びに警告、警報、及び通知を設定することを可能にする（クラウドを介して実施するこ
とも可能である）。ベースは、以下に示すような１つ以上の態様で認証を行うことを可能
とする：（1）パスコード入力、（2）（指紋スキャナによる）指紋認証、（3）（搭載さ
れたカメラによる）顔認証、（4）音声認証（但し、それらには限定されない）。特定の
各取り付け可能物毎の、認証、許可、及び使用パーミッションを、特定のユーザについて
のアカウントの所有者により、イネーブルにし、ディセーブルにし、又はオーバーライド
することが可能となるようにすることが可能である（これもまたクラウドを介して実施す
ることが可能である）。ユーザは、ベース上の特定のカートリッジについてeコマース機
能（例えば、自動再注文）を設定することが可能である（これもまたクラウドを介して実
施することが可能である）。ベースは、「ドラッグアンドドロップ」インタフェイスエク
スペリエンスを使用することが可能であり、この場合、アカウントの所有者は、ユーザの
イメージ上に（例えば、消耗単位又は使用パーミッションを表す）イメージをドラッグす
ることが可能であり、かかるイメージは、デフォルトで用意されたイメージ又は（クラウ
ドを介して）ユーザがアップロードしたイメージとすることが可能である。このベースで
の「ドラッグアンドドロップ」インタフェイスの例示的な用途には以下のものが含まれる
：（1）以前に取り外したカートリッジがベース上で交換されたが以前よりも消耗単位が
少ないことをベースが検出した際に消耗単位をユーザにドラッグする（以下の計数機構の
説明を参照のこと）、（2）特定のSKU／カートリッジについての使用パーミッションをユ
ーザにドラッグして該使用パーミッションを該ユーザに与える、（3）投与／警告スケジ
ュールを所与のユーザから別のユーザへコピーする、（4）SKUのイメージをユーザ上にド
ラッグして、購入、再注文、又は自動再注文の設定を行う（但し、これらには限定されな
い）。ユーザ入力時又は所定のタイムアウト後、ベースはスリープモードに入って消費電
力を最小限にすることが可能である。
【００７０】
　ベースは、取り付け可能物からディジタル情報を読み取ることができるリーダ機構303
を含むことが可能である。このベースのリーダ機構は、以下に示す幾つかの態様で機能す
ることが可能である：QRコードリーダ（CMOSセンサ）、NFC又はRFIDセンサ／リーダ、及
び取り付け可能物の電気接点に対するベースの電気接点の接触（但し、これらには限定さ
れない）。ベースのリーダ機構は、全ての取り付け可能物から読み取ることが可能である
（すなわち、各取り付け可能物の全て又は個々についてリーダ機構は１つとなる）。ベー
スのリーダ機構は、取り付けられている所与の取り付け可能物を、別の取り付け可能物と
区別することが可能であり、並びに取り付けられていない取り付け可能物と区別すること
が可能である。
【００７１】
　取り付け可能物との通信は双方向とすることが可能であり、この場合、取り付け可能物
は、ベースから情報を受信し及びベースに情報を格納することが可能である。ベースは、
特定の取り付け可能物と通信して、以下に示す刺激に基づいて、発光するように及び音又
は振動を発生させるように該特定の取り付け可能物に命じることが可能である：（1）カ
ートリッジの消耗物が枯渇したこと、（2）カートリッジの消耗物の有効期限が切れたこ
と、（3）カートリッジの消耗物を消耗すべきスケジューリングされたときに達したこと
（スケジューリングはクラウドを介して設定される）。ベースは、通信の入出力のための
幾つかの更なるポートを有することが可能であり、該ポートには、無線／セルラーインタ
ーネット（例えば、Wi-Fi、WiMAX、3G、4G、4G LTE、RFID、NFC）、有線インターネット
（例えば、Ethernet）、USB、メディアカード（例えば、SD、CF、xD）、及びディスプレ
イ（例えば、HDMI、VGA、DVI、DisplayPort）が含まれる（但し、それらには限定されな
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い）。
【００７２】
　ベースは、取り付け可能物内に残っている消耗物の投与数（例えば、錠剤の個数、液体
の投与量）を決定することが可能な計数機構304を含むことが可能である。該計数機構は
、以下に示す機構のうちの１つとすることが可能である：（1）カートリッジの重量を測
定し、空のカートリッジの重量と単回投与量の重量との既知の値を使用して、カートリッ
ジ内に残っている単回投与回数を計算することができる、支持プラットフォームのカンチ
レバー上のロードセル機構（このロードセル機構は、相対的な測定を実行し、及びドリフ
トを自動的に較正し修正することが可能である）、（2）カートリッジの反対側に埋め込
まれた胴板／箔を横切る静電場を検出することができる静電場検知機構。取り付け可能物
がそれ自体の計数機構を有する場合には、該取り付け可能物の計数機構は、ベースの計数
機構に代わって消耗物の投与数を決定することが可能である。
【００７３】
　ベースは、別個の複数のソケット305（該ソケットの個数はベースのモデルによって決
まる）内に、又は全ての取り付け可能物に適応することができる１つの長いプラットフォ
ーム／シェルを介して、１つ以上の取り付け可能物を格納することが可能である。該ベー
スは、ロックアンドキー又は（既述のような）磁気的な取り付けを介して取り付け可能物
に結合することが可能であり、これは、全てのカートリッジ及びクリップのための汎用的
なものとすることが可能である。ベースに対する取り付け可能物の結合は、以下に示す５
つの段階を含むことが可能である：（1）ベースのプラットフォーム／ソケット上に取り
付け可能物を取り付け／配置し、（2）ベースの計数機構がカートリッジ内に残っている
投与数を決定し、（3）ベースのリーダ機構が取り付け可能物に格納されているディジタ
ル情報を読み出して解釈し、（4）ベースが取り付け可能物に搭載されている電池の（誘
導式又は非誘導式の）充電を開始し、適用可能な場合には、（5）結合プロセスの完了／
取り付け可能物の充電の音響・映像／振動によるフィードバックを提供する（但し、必ず
しもこの順番とする必要はない）。
【００７４】
　ベースは、組み込まれたマイクロコンピュータを有することが可能であり、該マイクロ
コンピュータは、組込みLinux又はその他のシステムとすることが可能であり、及び以下
に示す機能を実行することが可能である：（1）上述したユーザインタフェイス機能の処
理（ボタン及びタッチスクリーンからの入力、ディスプレイへの出力、ユーザ認証、音響
・映像／振動によるフィードバック及び通知、並びにスリープモードへの移行を含むが、
それらには限定されない）、（2）上述したベースのリーダ機構及び計数機構の機能の処
理及びカートリッジ結合プロセスの処理（結合時の取り付け可能物の認識／処理並びに計
数機構の計算の実行を含むが、それらには限定されない）、（3）オンライン／USBドライ
ブ／USBを介したコンピュータによるファームウェア更新、（4）USB／有線接続装置への
内部メモリのダウンロード（ユーザ消費量及び容器の在庫データを含むが、それらには限
定されない）、（5）（上述のポートを介した）クラウドとの自動的な通信／接続、（6）
ユーザによる分配の追跡及び処理、並びに内部メモリでのユーザ消費基準／設定のキャッ
シング及びクラウドへの頻繁な更新の送信、（7）ユーザ分配／消費データの解析の実行
、（8）クラウド上の冗長データとの競合の解決、（9）（ポートを介した）任意の通信ネ
ットワークを介した任意の装置との間での通知の送受信、（10）豊富なユーザ健康データ
（年齢、性別、病状を含むが、それらには限定されない）の格納及びクラウドとの間での
送受信、（11）SKUリコールの（クラウドを介した）チェック、（12）任意の他の取り付
け可能物、ベース、及びディスペンサと連携した通信及び作業。
●高度な取り付け可能物管理のための分配ベース（dispensing base）
　分配ベースは、取り付けられているカートリッジ及び装填済み／空クリップ（これらを
他の装置と共に「取り付け可能物」と称す）からの消耗物を管理し、分配し、及び／又は
再パッケージし、及びクラウドレイヤと通信することが可能である。
【００７５】
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　分配ベースは、立方体又は他の任意の適当な形状のデザインを有することが可能であり
、本書で説明する特徴の全て又はその一部を含むことが可能であり、該特徴には、外部形
状の特徴、インタフェイス機能、構成要素、システム、サブシステム、処理回路、センサ
、及びベースに関して本書で説明した他の要素の任意の組み合わせが含まれる（但し、そ
れらには限定されない）。
【００７６】
　分配ベースは、取り外して独立したモバイル装置として使用することができる１つ以上
のアタッチメントを含むことが可能であり、該アタッチメントには、ホルダー、ディスペ
ンサ、及び（例えば、ユーザが仕事中又は旅行中の間の）消耗物の管理手段（manager）
が含まれる（但し、それらには限定されない）。分配ベースは、追加的又は代替的に、該
ベースに組み込まれた任意数の容器を含むことが可能であり、該容器は、バルクの分配可
能物を各単位で又は連続的な形態で受容し、ユーザが必要に応じて該分配ベースの容器に
補充することができるようになっている。分配ベースは、共有分配機構及び配送用傾斜台
といった一体型の分配可能物配送システムを含むことが可能であり、該配送システムは、
様々な容器及び取り付け可能物により使用することが可能なものであり、また、分配ベー
スは、各アタッチメントからの分配可能物の個別供給のために様々な取り付け可能物の分
配機構を動作させるよう構成することが可能であり、又はそれらの組み合わせを実施する
ことが可能である。
【００７７】
　分配ベースは、ベースに関して上述したように、取り付け可能物からディジタル情報を
読み取るよう構成されたリーダ機構を含むことが可能である。
【００７８】
　分配ベースは、ベースに関して上述したように、各取り付け可能物内に残っている消耗
物の投与数を求めるよう構成することが可能な計数機構を含むことが可能である。
【００７９】
　分配ベースは、１つ以上の取り付け可能物を別個の複数のソケット400（該ソケットの
個数は分配ベースのモデルによって決まる）内に格納することが可能である。分配ベース
は、ロックアンドキー又は（既述のような）磁気的な取り付けを介して取り付け可能物に
結合することが可能であり、これは、全てのカートリッジ及びクリップのための汎用的な
ものとすることが可能である。分配ベースに対する取り付け可能物の結合は、以下に示す
５つの段階を含むことが可能である：（1）支持プラットフォームの構成(arrangement)内
に取り付け可能物を挿入して手作業でロックし、（2）分配ベースの計数機構がカートリ
ッジ内に残っている投与数を決定し、（3）分配ベースのリーダ機構が取り付け可能物に
格納されているディジタル情報を読み出して解釈し、（4）取り付け可能物に搭載されて
いる電池の（誘導式又は非誘導式の）充電を分配ベースが開始し、（5）分配駆動モータ
が電気的に駆動されて駆動アームを取り付け可能物に接触させ、それ以降の分配の準備が
整う（但し、必ずしもこの順番とする必要はない）。
【００８０】
　分配ベースは、ユーザから命令されたとき又は指定された計画により指示されたときに
、任意の消耗媒体の単一の単位又は指定された投与量を分配することが可能である。分配
は、単一の単位又は複数の単位を一気に連続的に解放することにより生じさせることが可
能である。
【００８１】
　ベースを介した分配は、おそらく以下に示す態様で、取り付け可能物のチャイルドプル
ーフ操作をバイパスして、分配のために必要となる機械的な力を非常に小さくすることが
可能である：（1）二次的な取り付け機構を取り付け可能物に結合して、チャイルドプル
ーフ機構の駆動を必要とすることなく分配機構を駆動し、（2）ユーザが取り付け可能物
を装填する動作を介して分配ベースのソケットが駆動し、該ソケットが該取り付け可能物
のチャイルドプルーフ機構を押し下げ、このためチャイルドプルーフ操作をバイパスする
ために更なる力が必要となることはない。
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【００８２】
　分配出力（dispensing output）は、全てのカートリッジから１つの共通の分配ポイン
ト401又は複数の分配ポイント（例えば、各ユーザ毎、消耗物の各種類毎、各錠剤毎、各
液体毎、各粉末毎の分配ポイント）への消耗物の転送を支援なしで行うことを可能にし、
１つの共通の分配ポイントの場合、分配ベースは、複数の傾斜台／管を１つの出力傾斜台
／管へと合流させることが可能である。
【００８３】
　分配ベースは、ユーザ入力時に、単回投与量を持ち帰り用の（to-go）小包装（連なっ
た複数の小包装／個別の複数の小包装）へと梱包することが可能である。分配ベースは、
サーモグラフィーその他の態様で（おそらくはオンボードプリンタを使用して）持ち帰り
用の各小包装毎にプリントを行うことが可能である。
【００８４】
　分配ベースは、（水を含むがこれには限定されない）液体を加熱することが可能であり
、及びかかる液体に（粉末状の消耗物を含むがこれには限定されない）特定の消耗媒体を
分配前に（おそらくは液体チャンバ内で）混合することが可能である。
【００８５】
　分配ベースは、（錠剤の加圧成形及び液体の混合を含むが、それらには限定されない）
様々な方法を使用して未加工の消耗物材料（例えば、粉末、液体）から消耗媒体（例えば
、錠剤、液体混合物）を内部的に製造することが可能である。
【００８６】
　分配ベースは、液体又は粉末を含むチャンバ／通路／ノズルを清掃するための単純な機
構を提供することが可能である。
【００８７】
　分配ベースは、ベースのように、組み込まれたマイクロコンピュータを有することが可
能であり、該マイクロコンピュータは、ベースのマイクロコンピュータが実行する機能、
並びに以下に示す更なる機能の全部又は一部を実行することが可能である：上述の分配、
包装、及び圧縮機能の処理及び制御（ユーザ入力時に特定のカートリッジから単一の消耗
単位を解放するための取り付け可能物の分配の（ソケット内の取り付け可能物に固有のモ
ータを介した）駆動の電子制御を含むが、これには限定されない）、複数のカートリッジ
が同時に分配しないようにどのカートリッジが分配することができるかの制御、並びに投
与量、ユーザ入力、及び消耗物の推奨摂取量に基づいて分配するための消耗単位数の処理
。
【００８８】
　より一般的には、本書で企図するベースは、上述のように、ホルダ、スマートベース、
又は分配ベースとすることが可能であり、又は本書で企図する分配可能物と共に使用する
ための他の任意の装置とすることが可能であり、任意の度合いの統合化、モジュール性、
及び機能性を提供することが可能である。
●カートリッジ用のクリップ
　クリップは、１つ以上のカートリッジに対する軽量の可動アタッチメントとすることが
可能であり、完全な使い捨てのもの、部分的な使い捨てのもの、又は完全に再利用可能な
ものとすることが可能である。カートリッジが取り付けられているクリップを「装填済み
クリップ」と称し、カートリッジが取り付けられていないクリップを「空クリップ」と称
す。
【００８９】
　クリップは、受け入れ易く（welcoming）且つ清潔な審美的デザインを有することが可
能である。
【００９０】
　クリップは、電力線を介した電力により、（ベース又はディスペンサにより充電するこ
とが可能な）充電式の内部電池により、AAA（又はその他のサイズの）電池により、時計
用電池（watch battery）により、又は（誘導式充電器を含むがこれには限定されない）
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携帯用充電器により、給電することが可能である。
【００９１】
　クリップは、ベースの音響・映像／振動による入力、表示、及び指紋／顔認証機能のう
ちの全部又は一部を含むことが可能である。
【００９２】
　クリップは、上述したベースのインタフェイス機能（例えば、幾つかのタイプのディジ
タルディスプレイ500）のうちの全部又は一部を含むことが可能である。
【００９３】
　クリップは、ベースについて上述したように取り付け可能物からディジタル情報を読み
取ることができるリーダ機構を含むことが可能である。この機構は、追加的に又は代替的
に、分配の成功時にインクリメントするカウンタを有することが可能である。
【００９４】
　無線アクセスルータ／電波塔／その他、オンボードGPS、又はユーザ入力からのデータ
に基づき、クリップは、そのロケーションを、クラウドレイヤ、ベース、ディスペンサ、
クリップ、カートリッジ、又は互換性のあるスマートデバイスへ自動的にブロードキャス
トすることが可能である。
【００９５】
　クリップは、ベースに関して上述したように、取り付け可能物内に残っている消耗物の
投与数を決定することができる計数機構を含むことが可能である。
【００９６】
　クリップは、上述したカートリッジの何れか等のカートリッジに該クリップを向けるた
めの開口部501を提供することが可能である。クリップは、特定のロックアンドキー又は
（既述のような）磁気的な取り付けを介してカートリッジと結合することが可能である。
クリップに対するカートリッジの結合は、以下に示す４つの段階を含むことが可能である
：（1）カートリッジにクリップを結合し、（2）クリップの計数機構がカートリッジ内に
残っている投与数を決定し、（3）クリップのリーダ機構がカートリッジに格納されてい
るディジタル情報を読み取って解釈し、（4）クリップロック機構が電子的に駆動され、
それ以降の認証された分配の準備が整う（但し、必ずしも上記順番とする必要はない）。
【００９７】
　カートリッジの分配は、以下に示す５つの段階を含むことが可能である：（1）ユーザ
が装填済みクリップを手に取る前に、クリップの電源は切断されており、及び分配ロック
が所定位置に位置しており、（2）ユーザがクリップを手に取り、装置の電源が投入され
て指紋センサが起動し、（3）このSKU／カートリッジについて認証が有効となった場合に
、クリップのプロセッサが該装置を保持しているユーザの認証を検証し、（4）分配ロッ
クがモータにより解除され、（5）ユーザがカートリッジの通常の分配駆動機構を使用し
て単回投与量の分配を行うことが可能となる。このプロセスは、主観的にユーザが殆ど気
づかないものとすることが可能であり、装置を手に取ってから分配ロックが解除されるま
でに要する時間は１秒未満である。
【００９８】
　クリップは、ベースのマイクロコンピュータのように、組み込まれたマイクロコンピュ
ータを有することが可能であり、該マイクロコンピュータは、ベースのマイクロコンピュ
ータが実行する機能の全部又は一部を実行することが可能である。
【００９９】
　一般に、クリップ500は、分配可能物のカートリッジ又は容器のための起動及び管理イ
ンタフェイスを提供することが可能である。すなわち、クリップ500は、自律的な動作及
び分配のためのプロセッサ、ディスプレイ、及びボタン等を収容することが可能であり、
これにより容器やカートリッジ等に対して強化された機能を提供することが可能である。
クリップ500（又は本書で説明するあらゆるベース等のモバイルベース）は、１つ以上の
消耗物容器に取り付けることが可能であり、及び内容物のカウント、容器内の残量、関連
するユーザのスケジュールに関する警告といった、動力を用いた双方向のネットワーク化
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された機能を提供することが可能である。
●クラウドレイヤ
　クラウドは、リモート管理システムとすることが可能であり、及び本開示のシステムの
管理、用法解析、在庫管理／eコマース、及び他の医療／消費者システムとのインタフェ
イスのための装置に依存しない機能を提供することが可能である。クラウドの幾つかの考
え得る特徴が図３２に示されている。
【０１００】
　多数の特徴は、ユーザのプリファレンス、個人の目標、在庫、履歴、一、家族／家庭及
び人口統計学的データ、言語、財務／支払請求情報、及びヘルスケア情報（例えば、電子
機器による医療記録又は保険会社からの情報）を含む（但し、それらには限定されない）
、動的なユーザデータを含むことが可能である。
【０１０１】
　装置に依存しないユーザインタフェイスは、幾つかのユーザ機能（データポータル機能
、投与機能、eコマース機能、及び設定管理機能）を含むユーザダッシュボードとするこ
とが可能であり、それら機能の全ては、１つのユーザエクスペリエンスに統合することが
可能であるが、該ユーザダッシュボード上で別個に及び独立して表示され動作することが
可能である。ユーザダッシュボードは、それが表示される装置に従ってカスタマイズされ
る。該ユーザダッシュボードの幾つかの考え得る特徴が図３３に示されている。
【０１０２】
　ユーザダッシュボードのデータポータル機能は、以下の機能を含むことが可能である：
（1）CSV,PDF,XLS,XML,HTMLによる主観的に審美的に魅力的な図表及びグラフを含む（が
それらには限定されない）任意のフォーマットでのユーザ消費履歴の参照、編集、ダウン
ロード、及び共有、Facebook（登録商標）及びTwitter（登録商標）等のソーシャルメデ
ィアでの共有又は投稿、並びにユーザが消耗単位のイメージをアカウント内のユーザのイ
メージ（該イメージはデフォルトで用意されたイメージ又はユーザがアップロードしたイ
メージとすることが可能）上に「ドラッグアンドドロップ」することを可能にする（ベー
ス及びディスペンサ上にも存在する）インタフェイスエクスペリエンス、（2）（クラウ
ド解析又はヘルスケアプロフェッショナル及びシステムにより監視することが可能な）変
更可能な仮想的なペルソナ（persona：登場人物）又はアシスタントを介した（消費目標
及び順守目標を含むが、それらには限定されない）個人タスクの設定及び参照、（3）様
々な健康基準、個人目標の進捗、及びユーザデータに基づく消費物の推奨を含むが、それ
らには限定されない解析出力の参照及びダウンロード、（4）薬剤情報、病徴及び治療法
、医師の位置及び可用性、薬物及び疾病に関するヘルスケアニュース、並びに現場に固有
の（site-specific）内容を含むが、それらには限定されない患者の医療情報の（ユーザ
により提供されたユーザデータに合わせた態様での）閲覧、（5）ニュースイベント（例
えば、薬物のリコール、製造者の警告書）又はユーザ固有のイベント（例えば、ユーザの
家族が特定の投薬計画を開始したこと）によってトリガされ及びユーザデータに合わせて
構成された患者の医療情報の、装置に依存しない配信の受信、（6）上記の患者の医療情
報の参照、ダウンロード、及び供給。
【０１０３】
　ユーザダッシュボードの投与機能は、以下の機能を含むことが可能である：（1）ユー
ザデータに合わせて構成された、単純なドラッグアンドドロップカレンダーインタフェイ
ス（上記参照）を介した、１つのアカウントについての一人以上のユーザに関する必要な
消費スケジュールのスケジューリング及び参照、（2）スケジューリングの一部としての
、投与又は医薬の消費の待ち行列（queue）の手動による又は（ユーザデータに基づく）
自動的な設定（該設定は、他のユーザ及び第三者と共有し又はそれらから隠蔽することが
可能）、（3）（消耗物の指示及び消耗物の医学的効果の長さを含むが、それらには限定
されない）消耗物のカテゴリに従ったユーザによる投与待ち行列のソート、フィルタリン
グ、及び参照、（4）所与のユーザから別のユーザへの投与待ち行列の単純なドラッグア
ンドドロップインタフェイス（上記参照）を介したコピー。
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【０１０４】
　ユーザダッシュボードのeコマース機能は、以下の機能を含むことが可能である：（1）
SKUが利用可能なオンライン（SKUs available online）の閲覧（その表示はユーザデータ
により簡素化する（streamline）ことが可能）、（2）任意の装置を介したSKUによる注文
、及び（ユーザの在庫の枯渇及び定期的なスケジューリングされた追加注文を含むが、そ
れらには限定されない）幾つかのトリガイベントに基づく自動的なSKUによる注文の設定
、（3）ユーザのモバイルスマートデバイスを介したSKUに対するロケーション固有のクー
ポンの受信、（4）ユーザデータに基づきパーソナライズされたSKUの推奨の受信、（5）
処方箋その他の紙ベースの医療文書のスキャニング、（6）処方箋が発行され又はシステ
ムにスキャン入力され次第の自動アップロードその他の処理、（7）他のユーザのプロフ
ァイルの取得、換言すれば、特定のユーザの過去の購入バスケットの一部又は全部の購入
（該特定のユーザが自身の購入履歴を前記取得のために共有している場合）、（8）決定
木（decision-tree）ベースの商取引。
【０１０５】
　ユーザダッシュボードの設定管理機能は、以下の機能を含むことが可能である：（1）
分配のリモート認証、スリープモードの起動、マルチベース／ディスペンサ／クリップ／
カートリッジの管理及び分配を含むが、それらには限定されない、ベース、ディスペンサ
、及びクリップのうちの１つ以上の管理、（2）１つのベース、ディスペンサ、クリップ
、又はカートリッジから別のそれらへと設定及び計画をコピーし又は移動するためのドラ
ッグアンドドロップインタフェイス（上記参照）、（3）アカウント設定及び個々のユー
ザ設定を含むアカウント設定管理、（4）クラウド追跡及び処理オプションに対してオフ
ラインをイネーブルにするためのクラウド機能のディセーブル又はイネーブル。
【０１０６】
　管理者は、介護者、サイト管理者、サイト開発者、及びカスタマーサービス要員を含む
ことが可能である。管理者ダッシュボードは、ユーザによる直接的な承認に基づく上記ユ
ーザダッシュボード機能を包含するインタフェイスとすることが可能であり、及び以下の
機能を更に含むことが可能である：（1）ユーザ承認時におけるカスタマーサービス及び
メンテナンスのためのベース／ディスペンサ／クリップへのリモートアクセス、（2）新
たな機能を実施するための基盤となるシステムへのアクセス、（3）ユーザ承認時におけ
るカスタマーサービス及びトラブルシューティングのためのユーザデータ及び装置データ
へのアクセス。管理者ダッシュボードの幾つかの考え得る機能を図３４に示す。
【０１０７】
　ヘルスケアプロフェッショナルは、介護者、医師、医療技術者、栄養士、及びその他の
有資格のヘルスケア従業員を含むことが可能である。ヘルスケアプロフェッショナル用ダ
ッシュボードは、以下の機能を含むインタフェイスとすることが可能である：（1）既存
のフィールド内のデータの修正及び追加、及び更なるデータフィールドの追加を含むが、
それらには限定されない、ユーザのEMR又はその他のヘルスケアデータ構造の編集、（2）
ユーザの１つ以上の投与待ち行列への投与の挿入（ユーザが承認を提供しない限り、該投
与待ち行列内の他の投与を見ることはできない）、（3）分配及び消費の監視のためのベ
ース／ディスペンサ／クリップへのリモートアクセス、（4）ベース内の錠剤の製造の（
監視官又は取締官による）リモート承認。ヘルスケアプロフェッショナル用ダッシュボー
ドの幾つかの考え得る機能を図３５に示す。
【０１０８】
　クラウドは、ユーザのベース、ディスペンサ、クリップ、及びカートリッジと双方向通
信を行い又はサポートすることが可能である。更に、クラウドは、ユーザが所有し得る他
の任意のスマートデバイス（例えば、スマートフォン、iPad（登録商標））と双方向通信
を行うことが可能であり、該スマートデバイスを介してユーザはクラウドインタフェイス
にアクセスすることが可能である。更に、クラウドは、医療の専門家及びシステム（例え
ば、EMRシステム、疾病管理システム、ゲノム／遺伝プラットフォーム、医師／ヘルスケ
アプロフェッショナル、患者バイタル追跡装置／システム、及び自己定量化装置（quanti
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fied-self device）／システム）と双方向通信を行うことが可能である。通信データは、
患者の消耗物の消費データ、（専門家又はユーザにより入力された）消費スケジュール、
医療診断、指示／ガイドライン及び処方箋を含む（このためユーザは医学の権威／専門家
を物理的に訪れる必要がない）ことが可能であるが、それらには限定されない。
【０１０９】
　クラウドは、一定の間隔で、又はベース、ディスペンサ、クリップ、及びカートリッジ
からSKU番号を受信した際に、それら装置へデータ（例えば、SKU固有データ、ファームウ
ェアアップデート、一般的な薬剤／健康情報、及びユーザデータ）をダウンロードするこ
とが可能である。クラウドは、ユーザ装置のインターネットアクセスが制限されたもので
ある場合にも信頼性を確保するために、あらゆる通信で重要な非冗長データが最初に送信
されることを確実にすべく、優先順位を用いたバッファリング及び送信を行うことが可能
である。
【０１１０】
　クラウドは、スケジューリングされた投与（食物と一緒に薬を摂取する必要性といった
あらゆる投与要件を含む）、誤用（例えば、間違った薬物、過投与）、及び危険な薬物の
相互作用（例えば、薬物Ａと薬物Ｂを24時間以内に併用した場合に胃の出血が生じる）を
含むが、それらには限定されないトリガに応じて警告通信を配信することが可能であり、
該警告は、あらゆる形態（例えば、電子メール、テキストメッセージ、ベース／ディスペ
ンサ／クリップ上の通知）をとることが可能であり、あらゆる装置（例えば、ファイアウ
ォール内でローカルにネットワーク化された１つ以上の装置）へ送ることが可能である。
【０１１１】
　特定のユーザは、トリガイベント（例えば、誤投与）に基づいて上昇し得るクラウド内
の所定の通知状態を有することが可能であり、以下の通知状態の実施形態が存在し得る：
（レベル１）通常状態であり、ユーザはシステムの装置を介した通知及びアプリケーショ
ン通知を受信することが可能である、（レベル２）１回の投与を忘れた場合、ユーザは、
テキストメッセージや電子メール等を受信することが可能である、（レベル３）緊急状態
であり、例えば、過投与又はスケジューリングされた投与を何度も忘れた場合に、ユーザ
は、人間のカスタマーサービス要員からの電話を受けて緊急連絡が警告されることが可能
である。
【０１１２】
　全ての通信は、HIPAAを含むがこれには限定されない米国の要件及び国際的な要件に完
全に準拠することが可能であり、及び工業規格による又は業界をリードする暗号化技術（
例えば、256ビットのRijndael暗号化）で暗号化することが可能である。全ての通信は、
完全な信頼性及びセキュリティを確保するためにクラウドのシステムサーバを通過するこ
とが可能である。
【０１１３】
　クラウドは、ユーザデータに追加フィールド（例えば、好きな食べ物）を補充するため
にソーシャルメディアポータル（例えば、Facebook）に接続することが可能である。シス
テムは、GPSタワー、携帯電話の基地局、Wi-Fiノード、及びその他のワイヤレスアクセス
ポイントと通信して、ユーザのロケーションを決定し又は三角法で測定することが可能で
ある。
【０１１４】
　クラウドは、処方箋の発行及び入力時に、おそらくは（数ある機能の中でもとりわけ）
注文処理、薬物の出荷、及び規制データのファイリングのために、ヘルスケアプロフェッ
ショナル、処方箋のベンダ、及び保険会社に自動的に接続することが可能である。
【０１１５】
　クラウドは、SKU固有の最新のニュース及び警告（薬物のリコール、更新された薬物の
相互作用、更新された薬物の警告、及び製造業者の警告書を含むが、それらには限定され
ない）を複数のオンラインデータベース及びニュースソースから引き出し、発見し、及び
プッシュすることが可能である。
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【０１１６】
　クラウドは、クラウド機能へのアクセスのロック解除並びにユーザの識別のためにユー
ザからの承認を必要とすることが可能である。承認のための方法は、以下の方法を含むこ
とが可能であるが、それらには限定されない：タイプ（打ち込み）、タッチ、スピーチ、
顔／視覚認証、指紋認証、又はそれらの組み合わせ。ユーザは、特定の人間又は自動化さ
れたエージェントが該ユーザのユーザデータの全て又は指定された部分を見ることを承認
することが可能である。エージェントは、医師及び病院システムを含むことが可能である
が、それらには限定されない。ユーザは、個別に、又は特定のエージェントの特徴（医師
の専門分野、消耗物の指示に関する医師の経験、及び病院グループを含むが、それらには
限定されない）により、エージェントを承認することが可能である。ユーザは、サイト管
理者及びカスタマーサービスの代表者がトラブルシューティング及び開発を目的として該
ユーザのアカウントにアクセスするのを承認することが可能である。ユーザは、（該ユー
ザのアカウントの一部であるか否かにかかわらず）他のユーザが特定のSKUを消費し又は
特定のベース、ディスペンサ、及びクリップを使用することを承認することが可能である
。
【０１１７】
　EMR及びその他のヘルスケアデータ構造のセキュリティは、データリスニング及びイン
クリメンタルディジタル署名を介して有効となる。
【０１１８】
　クラウドは、（1）医療の専門家及びシステムに対する入力、（2）認識されたパターン
及び医療的な入力に基づく警告／推奨、（3）ユーザに関するオンデマンドデータ／映像
、（4）消耗製品の価格決定及びサプライチェーン（例えば、契約及び内製（internal ma
nufacturing））の修正のために、解析エンジンを介して消耗物の使用傾向の識別を提供
することが可能である。
【０１１９】
　（カートリッジがほぼ空であることをディスペンサ／ケース／ベースが検出した際に）
自動的にトリガされる注文、注文待ち行列、投与待ち行列、及びユーザをヘルスケアプロ
フェッショナル及び処方薬ベンダと接続することによる処方薬充填プロセスの代替を介し
た、カートリッジの自動補充のためのeコマースバックエンドが存在することが可能であ
る。
【０１２０】
　クラウドは、分散されたデータベース内に、ユーザのユーザデータ、ベース／ディスペ
ンサ／クリップデータ、上述の医療専門家／システムデータ、及び適当な他のデータのス
トレージ、、並びに更なるコンテンツ（ブログ、ユーザフォーラム、サイト固有のメディ
ア及びコンテンツを含むがそれらには限定されない）のホスティングを提供することが可
能である。クラウドレイヤ内のユーザデータは、ベース、ディスペンサ、及びクリップに
関するユーザデータと共に冗長なデータとすることが可能であり、クラウドは、必要に応
じて競合の解決を行うことが可能である。クラウドは、ユーザ並びにベース、ディスペン
サ、及びクリップに対する迅速な送信のために、頻繁にアクセスされるユーザデータをキ
ャッシュすることが可能である。
【０１２１】
　クラウドへのアクセスは、実証された（documented）APIを介して第三者に提供するこ
とが可能である。APIは、全クラウド機能のサブセットを展開するためのアクセスを可能
とすることが可能である。同様に、第三者のAPIを本システムにより使用して、第三者の
装置、ネットワーク、及びエコシステムを、分配可能物システムのネットワーク及び機能
に接続させることが可能である。
【０１２２】
　顧客は、プリセット（例えば、「子供のいる家族」プリセット）カートリッジ、クリッ
プ、ベース、又はディスペンサを購入することが可能である。プリセット製品の場合、ク
ラウドは、一意の製品ID及びそれに関連するユーザからの製品購入情報に基づいてバニラ
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製品を特定のプリセットへと自動的に構成することが可能である。
【０１２３】
　より一般的には、様々な固定され分散されたインフラストラクチャをベースその他のシ
ステム要素と共に有用に用いて、個々のユーザのために付加価値サービス及びシステム動
作の増強を提供することが可能である。このため、上述した本システム及び方法の各部分
は、クラウド内で実施することが可能であり、その他の部分は、ベースのためのローカル
処理リソース（例えば、ベース又は複数のカートリッジのうちの１つと共有されるローカ
ルエリアネットワークに接続されたコンピュータ、プリンタ、及びカメラ等）を使用する
ことが可能である。別の実施形態では、他のネットワークリソースをクラウドベースサー
ビス及びローカル処理リソースと有用に組み合わせて、様々なレイヤの機能、知識共有、
冗長性、及び速度を提供することが可能である。例えば、クラウドベース又はその他のリ
モートホストシステムが交換用カートリッジを適当な時期に自動的に注文することにより
個人的な在庫を管理することが可能であるが、これは、準拠データ、カートリッジステー
タス、及びスケジューリング情報をローカルベースから読み出して交換用カートリッジが
必要になるときを判定することができる適当にプログラムされたローカルコンピュータを
使用して実行することも可能である。次いで、ベースのユーザにローカルなリマインダを
提示することが可能であり、又は該コンピュータが自律的にネットワークに接続して対応
する購入の承認又は実行を行うことが可能である。更に一般的には、単一のユーザが全て
の分配アクティビティを自律的に管理することを望む場合があり、本システムは、外部ネ
ットワーク接続を有さず又は制限されたネットワークアクティビティを有する（例えば、
電子メール又はテキストメッセージによる警告をローカルコンピュータから発行する）ク
ローズドシステムとして構成することが可能である。同時に、上述の各機能は、任意の数
のロケーションで発生することが可能である。例えば、消耗単位の監視は、カートリッジ
により、クリップにより、ベースにより、ローカルコンピューティング装置により、専用
のリモートサーバにより、又は汎用的なクラウドベースの管理システムにより、実行する
ことが可能である。同様に、様々な通知システム、監視（monitoring）機能、データスト
レージ機能、並びに管理（management）及びアドミニストレーション機能等を、ユーザプ
リファレンス、セキュリティ要件、ヘルスケアプロフェッショナルにより必要とされる監
視（oversight）、及びデータ完全性要件等に従って、複数のリソースにわたって様々な
態様で分散させ又は集中させることが可能である。かかる全ての変形例は、本開示の範囲
内に含めることが意図されたものであり、特に明示的に言及しない限り又は文脈から明ら
かでない限り、如何なる特定のシステム要素にも、特定の機能、サービス、システム要素
、副要素、又は通信インタフェイス又はエンドポイントが共に存在すると推定されるべき
ではない。
【０１２４】
　図３６は、ユーザのための消耗物を管理するためのシステムを示している。一般に、シ
ステム3600は、複数の消耗単位をそれぞれ収容する１つ以上のカートリッジ3602、並びに
プロセッサ3603と前記１つ以上のカートリッジ3602の各々を取り外し可能かつ交換可能な
状態で受容する１つ以上のスロット3606とを含むベース3604を含むことが可能であり、該
ベース3604は、前記１つ以上のカートリッジ3602からユーザへ１つ以上の消耗単位を分配
するように該１つ以上のカートリッジ3602の各々を動作させるよう構成されている。以下
の説明では、特定のロケーションに様々な構成要素が例示されるが、かかる構成要素は、
特に明示的に言及しない限り又は文脈から明らかでない限り、ベース又は複数のカートリ
ッジ3602のうちの１つに物理的に組み込むことが可能であり、又はアクセサリ又はリモー
トリソースとして外部に配設することが可能なものである、ということが理解されよう。
更に、同一の又は同様のロケーションに位置するものとして一般に例示されたあらゆる構
成要素は、実施形態によっては異なるロケーションに位置することが可能である。
【０１２５】
　同様に、ベース3604は、バルク形態の分配可能物のための１つ以上の容器、並びに該１
つ以上の容器から個別の投与量を分配するための機構（上述した複数の機構の何れか等）
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を有する一体型の装置とすることが可能である。ベース3604に対して取り外し可能且つ交
換可能であるカートリッジ3602が使用されるが、ボタン又は上述した他の任意の機構等の
ユーザ入力は、前記分配機構を手動で起動させるために提供することが可能であり、該ユ
ーザ入力とは別個のマシンにより駆動させることが可能なマシン入力は、例えば、ベース
3604が該分配機構を駆動するために提供することが可能である。
【０１２６】
　ベース3604は更に、ハードウェア及び／又はソフトウェアを用いて様々な機能を実行す
るよう構成することが可能である。例えば、ベースは、（例えばベース内のプロセッサに
関連するメモリに）格納されている所定のスケジュールに従って１つ以上のカートリッジ
から消耗単位を分配するよう構成することが可能である。
【０１２７】
　カートリッジ3602は、本書で説明するようにバルク物品を収容し消耗単位で分配するこ
とが可能である。
【０１２８】
　一実施形態では、ベースは、１つ以上のカートリッジ内の消耗単位からカスタム分配を
生成するための配合装置3608を含むことが可能である。例えば、ベース3604は、１つ以上
の消耗単位から単回投与量の薬剤を生成するための配合装置3608を含むことが可能である
。上述のように、各カートリッジ内の消耗単位は、錠剤、カプセル、又は液体や粉末等の
バルクでのパッケージングに従う連続的な形態の消耗単位といった、単位形態の消耗物を
含むことが可能である。配合装置3608は、ヒータ、ミキサ、錠剤プレス（pill press）そ
の他の錠剤作製手段、カプセル化手段、スプレー被覆手段、及びディッピング槽といった
消耗物装置から分配可能物を作成するために、任意数の活性化合物（active compounds）
を含むことが可能である。このように構成されたベース3604は、１つ以上のカートリッジ
から入手できる一定の範囲の異なる消耗単位から配合物を測定し混合するカスタムかつオ
ンデマンドな分配を可能とする。別の実施形態では、配合装置は、単一の分配命令に応じ
て混合された消耗物を提供するようベース3604により共通に制御される複数の独立した分
配リザーバを含む単一のカートリッジ3602内に存在することが可能である。この場合には
、カートリッジ3602は、２種類の消耗単位を組み合わせて単一の複合消耗単位にするため
の混合システムを含むことが可能である。このため、配合装置3608は、本システム内のあ
らゆるディスペンサ（例えば、カートリッジ又はベース）に広く適用することが可能なも
のである。
【０１２９】
　パッケージング機構は、１つ以上の分配された消耗物を、包装紙やブリスターパック等
の使い捨ての梱包材料で包むために、配合装置3608内に組み込むことが可能であり、又は
配合装置3608の代わりに若しくは該配合装置3608に加えて配設することが可能である。こ
のようにして、消耗物は、輸送上の便宜のために包装して分配することが可能である。
【０１３０】
　ベースは、ラベル付けその他の機能のための、サーマルプリンタ、レーザプリンタ、イ
ンクジェットプリンタ、又はコンタクトプリンタといったプリンタ3610を含むことが可能
である。一実施形態では、ベースのプロセッサは、複数のカートリッジのうちの１つにプ
リンタで消耗単位の投与指示をプリントするよう構成することが可能である。該プリンタ
は、該複数のカートリッジのうちの１つに貼り付けるための形状及び大きさを有する粘着
性ストリップ上に投与指示をプリントすることが可能であり、これにより、従来の薬瓶等
の場合と同様に容易に利用可能な投与指示と共に該カートリッジをベースから取り外して
運ぶことがことが可能となる。別の実施形態では、該プロセッサは、所定のスケジュール
に従って所定期間のために複数の消耗単位を分配するよう構成することが可能であり、こ
の場合、該プロセッサは更に、該所定期間内の複数の消耗単位についての投与指示をプリ
ントするよう構成される。このようにして、ユーザは、時間固有の旅程（time-specific 
itinerary）又は投与スケジュールをプリントし、及びそれに対応する消耗単位を分配す
ることにより、例えば、ユーザが消耗単位及びそれに対応する投与情報を運ぶことが可能
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となり、該所定期間（例えば、数日間の旅行など）にわたってベース又はカートリッジに
頼る必要がなくなる。本パッケージングシステムは同時に、一時的な携帯スケジュールで
の消耗単位の一時的な使い捨て包装を提供するために使用することが可能である。別の実
施形態では、消耗単位は、１つ以上の錠剤及びバルク形態での１つ以上の小袋を含むこと
が可能であり、ベースは、該１つ以上の錠剤のうちの１つを該１つ以上の小袋のうちの１
つ内に包装することにより１つの包装された物品を提供し及び該包装された物品を該ベー
スから分配するよう構成することが可能である。この場合、プリンタは、包装された物品
がベースにより分配される前に該包装された物品に個々の投与指示をプリントするよう構
成することが可能である。前記所定のスケジュールは、ヘルスケアプロフェッショナルに
より管理される処方スケジュールとすることが可能である。
【０１３１】
　一般に、消耗単位は、薬物を含むことが可能であるが、これには限定されない。非処方
薬物等の場合には、前記所定のスケジュールは、ユーザが作成した投与スケジュール又は
計画とすることが可能である。前記複数の消耗単位は、薬物の代わりに又は薬物に加えて
、栄養補助食品を含むことが可能である。該複数の消耗単位は、薬物及び栄養補助食品の
の代わりに又はそれらに加えて、市販薬、ビタミンサプリメント、ミネラルサプリメント
、処方薬、獣医薬、及び獣医健康補助食品のうちの１つ以上を含むことが可能である。
【０１３２】
　本システムは、ベース及び／又はユーザと様々な方法で対話することができるソーシャ
ルネットワーキングプラットフォーム3612を含むことが可能である。該プラットフォーム
は、ユーザが作成した投与スケジュールを一人以上の他のユーザと共有するよう構成する
ことが可能である。該プラットフォームは、（消費者、管理者、介護者、及びヘルスケア
プロフェッショナルを含むがそれらには限定されない）別のユーザのための別の投与スケ
ジュールに対する変更を容易化するよう構成することが可能である。該プラットフォーム
は、別のユーザへ投与スケジュールに関する推奨を送信するよう構成することが可能であ
る。該プラットフォームは、別のユーザから第２の投与スケジュールを受信するよう構成
することが可能である。該プラットフォームは、別のユーザの第２の投与スケジュールに
従って投与スケジュールを変更することを容易化するよう構成することが可能である。該
プラットフォームは、投与スケジュールの修正に関する推奨を別のユーザから受信するよ
う構成することが可能である。
【０１３３】
　前記所定のスケジュール又は計画は、様々な機能に資することがことが可能であり、及
び１つ以上のカートリッジ内の消耗物品の供給タイミングに一般に関連して様々な形態を
とることが可能である。これは、個人的に構成されたスケジュール、専門家が構成したス
ケジュール、又はそれらの組み合わせを一般に含むことが可能である。例えば、前記所定
のスケジュールは、１つ以上の薬物に関してヘルスケアプロフェッショナルにより提供さ
れた第１のスケジュールと、１つ以上の栄養補助食品に関してユーザにより提供された第
２のスケジュールとを含むことが可能である。前記所定のスケジュールは、２つ以上のエ
ンティティからの２つ以上のスケジュールを含むことが可能である。前記所定のスケジュ
ールは、２つ以上のカートリッジからの複数の消耗単位の実質的に同時の投与を含むこと
が可能である。前記所定のスケジュールは、ユーザが消耗単位を摂取するための特定の時
刻を含むことが可能である。ベースは、該所定のスケジュールと共に、消費に先立って複
数の消耗単位のうちの１つと組み合わせるべき媒体に関する情報（例えば、１カップの水
と混合すること）等の投与情報を格納することが可能である。前記所定のスケジュールは
、ユーザが消耗単位を摂取するための相対的な時間を含むことが可能である。該相対的な
時間は、睡眠イベント、起床イベント、活動、旅行イベント、指示固有のイベント、及び
食事イベントのうちの１つ以上に対する相対的な時間を含むことが可能である。このため
、例えば、スケジュールは、いかなる所定時刻にも投与を必要としない投与関連イベント
（例えば、身体的な活動の前に摂取すること）を指示することが可能である。これをベー
スの入力装置と組み合わせて、ユーザが、対応するスケジューリングされた消耗単位を受
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容するために、投与関連イベントの発生又はその発生の切迫を指示することが可能である
。このため、ベースは、相対的な時間に関連するイベントが発生したことのユーザ指示（
又は他の任意のユーザ入力）を受容するための入力装置3614を含むことが可能である。該
入力装置は、ボタン、タッチスクリーン、又は他の任意の適当な入力装置を含むことが可
能である。前記所定のスケジュールは、二人以上のユーザに関する投与を含むことが可能
である。ベースは、ユーザ入力に応じて、複数のカートリッジのうちの１つから複数の消
耗単位のうちの１つを手動で分配し、及び対応する投与量に従って該所定のスケジュール
を更新させるよう構成することが可能である。
【０１３４】
　複数のカートリッジのうちの１つは、カートリッジから分離可能なクリップ3616を含む
ことが可能である。該クリップは、カートリッジを保持し且つベースの複数のスロットの
うちの１つの中に適合するような形状及び大きさを有することが可能である。このため、
本書で企図する「カートリッジ」は、場合によっては（例えばクリップがカートリッジを
複数のスロットのうちの１つに適合させることを必要とする場合のように）クリップを含
むことが可能であり、又は、カートリッジは（クリップとカートリッジとの間における機
能及び特徴の様々な割り当てについて説明した場合のように）クリップとは別個の装置と
することが可能であり、それらの多数の組み合わせが実施可能である、ということが理解
されよう。よって、クリップを必ずしもカートリッジとは別個にし又はカートリッジに含
める必要はなく、一般に適当な意味は明示的に説明され又は文脈から明らかとなる、とい
うことが理解されよう。一実施形態では、クリップは、ベースを複数のカートリッジのう
ちの１つに通信可能な関係で電気的に結合することが可能である。別の実施形態では、ク
リップは、複数のカートリッジのうちの１つから複数の消耗単位のうちの１つを機械的に
、電気的に、又はその他の態様で分配するために、ベースを該複数のカートリッジのうち
の１つに機械的に結合することが可能である。クリップは、カートリッジの動作を制御す
るよう構成されたプロセッサを含むことが可能である。本システムはまた、複数のクリッ
プ及び複数のカートリッジを含むことが可能であり、該複数のクリップの各々を該複数の
カートリッジの各々に取り外し可能且つ交換可能な状態で取り付けることが可能である。
【０１３５】
　ベースは、ユーザインタフェイス装置3618又はユーザとの対話に関する様々な機能のた
めのシステムを含むことが可能である。例えば、ベースは、ユーザのパスコード認証のた
めに構成されたキーパッドを含むことが可能である。ベースは、ベースとのユーザ対話の
ための音声認識ユーザインタフェイスを含むことが可能である。ベースは、ベースとのユ
ーザ対話のためのジェスチャ認識システムを含むことが可能である。ベースは、ユーザを
認証するための音声認識システムを含むことが可能である。ベースは、追加的又は代替的
に、ユーザとの会話による対話のための対話型音声応答インタフェイスをサポートするた
めの音声認識又はスピーチ認識を含むことが可能である。ベースは、ユーザを認証するた
めの顔認識システムを含むことが可能である。ベースは、ユーザを認証するためのバイオ
メトリックシステムを含むことが可能である。該バイオメトリックシステムは、指紋識別
システム又は他の任意の（例えば、眼認識又は他の任意の適当な認識技術を用いた）生体
ベースの識別システムを含むことが可能である。ベースは、１つ以上の消耗単位を分配す
る前にユーザを認証するよう構成することが可能である。
【０１３６】
　ベースは、１つ以上のカートリッジから消耗単位を受容して該消耗単位をユーザアクセ
ス可能な位置へと案内するよう位置決めされた１つ以上の傾斜台3620を含むことが可能で
ある。該ユーザアクセス可能な位置は、１つ以上の消耗単位がユーザにより取り出された
ときを検出するセンサを含むことが可能である。一実施形態では、複数のベースが、例え
ば、それらの複数の傾斜台3620が共に１つ以上の統合された傾斜台へと結合する態様で、
モジュールとして機能し及び互いに固定することが可能である。
【０１３７】
　本システムは、ベースから通知を送信するため、又は管理サーバやローカルコンピュー
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タ等の他の何らかのロケーションから所定のスケジュールに関する通知を送信するための
、出力装置3622を含むことが可能である。このようにして、ベースは、１つ以上の消耗単
位が分配されたことを前記出力装置を用いてユーザに通知するよう構成することが可能で
ある。出力装置は、ブザー、スピーカ、ディスプレイ、及び発光ダイオードのうちの１つ
以上を含むことが可能である。出力装置は、テキストメッセージ、電子メール、及び電話
メッセージのうちの少なくとも１つを送信するよう構成されたネットワーク通信装置を含
むことが可能である。出力装置は、（例えば、順守監視その他のために）１つ以上の消耗
単位が分配されたときをヘルスケアシステムに通知することが可能である。出力装置は、
１つ以上の消耗単位が分配された際に、ユーザが設定した通知をユーザが選択したエンテ
ィティへ送信することが可能である。出力装置は、モバイル装置及びリモートアプリケー
ションのうちの１つ以上へ通知をプッシュするためのプッシュ通知システムを含むことが
可能である。
【０１３８】
　より一般的には、本システムは通知システム3624を含むことが可能であり、該通知シス
テム3624は、ベースステーション、リモートサーバ、ローカルコンピュータ、ユーザのポ
ータブルコンピューティング装置、又は他の任意のロケーション又は複数のロケーション
の組み合わせ上に存在することが可能であり、所定のスケジュールでユーザに投与量を警
告し、又は、より一般的には任意の所定条件に応じて通知をユーザ又は第三者に提供する
ことが可能である。通知システムによる送信は、所定のスケジュールでの投与に関する次
第に緊急度が高まる督促のための一連のエスカレートしていく（escalating）警告を提供
するよう構成することが可能である。例えば、投与期限に達した際に最初の警告を送信す
ることが可能である。通知システムは、ユーザが投与を怠った際に第２の警告を条件的に
送信することが可能である。通知システムは、ユーザが所定時間にわたって該第２の警告
に応答しなかったときに第３の通知をユーザへ条件的に送信することが可能であり、この
場合、該第３の警告は、ユーザに連絡するためのコールセンターへの通知を含むことが可
能である。該第３の警告は、１つ以上のヘルスケアプロフェッショナルへ送信することが
可能である。より一般的には、通知システムは、ユーザによる設定が可能な通知システム
とすることが可能である。通知システムは、所定のスケジュールからの逸脱に従って複数
の通信媒体を使用して一連のエスカレートしていく通知を提供するよう構成することが可
能である。通知システムは、所定のスケジュールからの逸脱に従って１つ以上の通知を提
供するよう第三者により構成することが可能なものとすることが可能である。このため、
例えば、ヘルスケアプロフェッショナル、関係のある親類、又はその他の権限のあるユー
ザは、通知システムにより生成される自動通知を介して、ベースにより管理されている投
薬等を遠隔管理することが可能である。該第３の警告は、ユーザに関する１つ以上の所定
の連絡先に送信することが可能である。
【０１３９】
　複数のカートリッジのうちの１つ以上は、ベースステーションへの通信インタフェイス
3626と、該通信インタフェイス3626を介して該ベースステーションへ該カートリッジ内の
複数の消耗単位の数値カウントを通信するよう構成された回路とを含むことが可能である
。該通信インタフェイスは、ワイヤレスインタフェイスを含むことが可能である。該ワイ
ヤレスインタフェイスは、RFID（radio-frequency identifier）タグインタフェイスを含
むことが可能である。該ワイヤレスインタフェイスは、NFC（near field communication
）インタフェイスを含むことが可能である。該ワイヤレスインタフェイス（Bluetooth（
登録商標）インタフェイス、Wi-Fiインタフェイス、ZigBee（登録商標）インタフェイス
、Z-Wave（登録商標）インタフェイス、Insteon（登録商標）インタフェイス、EnOcean（
登録商標）インタフェイス、DECTインタフェイス、及び赤外線インタフェイスのうちの１
つ以上を含むことが可能である。このインタフェイスは、ローカルエリアネットワーク、
アドホックネットワーク、オープンメッシュ、及びP2Pネットワークを含むがそれらには
限定されない）はネットワークへの接続又はネットワークの形成を可能にする。
【０１４０】
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　複数のカートリッジのうちの１つは、該カートリッジ内の消耗単位の数値カウントを格
納するよう構成されたメモリを含むことが可能である。該カートリッジは、消耗単位の個
数の数値カウントを検出するよう構成された回路を含むことが可能である。本システムは
、オーダー・フルフィルメントシステム3628を含むことが可能である。ベースは、所定の
スケジュールに従って１つ以上のカートリッジから消耗単位を分配するよう構成すること
が可能であり、前記オーダー・フルフィルメントシステムは、複数の消耗単位の数値カウ
ントを所定のスケジュールと比較して、ユーザのために交換カートリッジを注文すべきと
きを判定することが可能である。該オーダー・フルフィルメントシステムは、ベースのプ
ロセッサ上で実行されるコンピュータコードを含むことが可能である。該オーダー・フル
フィルメントシステムは、該コンピュータコードに加えて又はそれに代えて、該ベースに
データネットワークを介して通信可能な関係で接続されたリモートサーバ上で実行される
コンピュータコードを含むことが可能である。該オーダー・フルフィルメントシステムは
、交換カートリッジを注文するよう構成することが可能である。該オーダー・フルフィル
メントシステムは、交換カートリッジを注文すべきことをユーザに通知するよう構成する
ことが可能である。
【０１４１】
　本システムは、ベースからの消耗単位の分配並びにそれに関連するユーザの健康状態及
び健康上の問題に関する様々な管理機能を提供するための管理インタフェイス3630を含む
ことが可能である。該管理インタフェイスは、前記所定のスケジュールを管理するための
グラフィカルユーザインタフェイスを含むことが可能である。該管理インタフェイスは、
ベースと通信可能な関係で接続されたリモートサーバ上でホストすることが可能である。
該管理インタフェイスは、ベース上でホストすることが可能である。該管理インタフェイ
スは、リモートアクセス用に構成されたウェブインタフェイスを含むことが可能である。
該管理インタフェイスは、ラップトップ、デスクトップ、タブレット、スマートフォン、
又はその他の装置といったコンピューティング装置上で実行されているアプリケーション
により提供することが可能である。一般に、該コンピューティング装置は、ローカルエリ
アネットワークを介してベースに無線接続することが可能である。該コンピューティング
装置は、有線接続を介してベースに接続することが可能である。該有線接続は、有線接続
されたEthernet（登録商標）接続、USB（登録商標）接続、FireWire（登録商標）接続、L
ightning（登録商標）ポート、Thunderbolt（登録商標）インタフェイス、eSATAインタフ
ェイス、HDMI（登録商標）インタフェイス、CANバスインタフェイス、ExpressCard（登録
商標）インタフェイス、Fieldbusインタフェイス、Futurebusインタフェイス、DisplayPo
rtインタフェイス、UPBインタフェイス、X10インタフェイス、及びPCI Expressインタフ
ェイスのうちの１つ以上を含むことが可能である。
【０１４２】
　前記管理インタフェイスは、ユーザが所定のスケジュールを修正するよう構成すること
が可能である。該管理インタフェイスは、所定のスケジュールに対する変更を一人以上の
認証された個人に制限するよう構成することが可能である。該管理インタフェイスは、所
定のスケジュールに対する変更を一人以上の有資格のヘルスケアプロフェッショナルに制
限するよう構成することが可能である。該管理システムは、順守情報を表示するよう構成
することが可能である。該管理インタフェイスは、１つのベースから別のベースへ所定の
スケジュールを転送するためのドラッグアンドドロップインタフェイスを提供することが
可能である。該管理インタフェイスは、１つのカートリッジから別のカートリッジへ特定
の種類の消耗単位に関する所定のスケジュールを転送するためのドラッグアンドドロップ
インタフェイスを提供することが可能である。該管理インタフェイスは、１つ以上のカー
トリッジのうちの１つのベースとの関連づけを削除するためのドラッグアンドドロップイ
ンタフェイスを提供することが可能である。該管理インタフェイスは、複数のカートリッ
ジのうちの１つにおける消耗単位の消費をユーザに割り当てるためのドラッグアンドドロ
ップインタフェイスを提供することが可能である。該管理インタフェイスは、特定の種類
の消耗単位をユーザに割り当てるためのドラッグアンドドロップインタフェイスを提供す
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ることが可能である。
【０１４３】
　別の実施形態では、本システムは、ベースと通信可能な関係で接続されたリモート管理
システム3632を含むことが可能である。該リモート管理システムは、１つ以上のカートリ
ッジのうちの１つにおける低レベルを識別することが可能である。該リモート管理システ
ムは、ユーザの処方が１つ以上のカートリッジのうちの１つにおける特定の種類の薬剤の
更なる投与を含むことが可能であるか否かを判定することが可能であり、これにより処方
の検証を提供することが可能である。該リモート管理システムは、前記処方の検証に基づ
いて交換カートリッジのマネージド・ケア課金要求（managed care billing request）を
開始することが可能である。該リモート管理システムは、前記処方の検証に基づいてユー
ザからの支払いを開始させることが可能である。該リモート管理システムは、交換カート
リッジのベンダへの注文を開始させることが可能である。該リモート管理システムは、１
つ以上のカートリッジのうちの１つのための交換カートリッジを購入するためのユーザか
らの事前承認を受信して、前記１つ以上のカートリッジのうちの１つのための注文を履行
すべく１つ以上のベンダからの入札を処理するよう構成された競売プラットフォームを提
供することが可能である。該リモート管理システムは、使用済みカートリッジの販売のた
めの再販市場を提供することが可能である。該リモート管理システムは、前記１つ以上の
カートリッジのうちの１つ以上のための仮想的な市場を提供することが可能である。該リ
モート管理システムは、ユーザに関する購入履歴を判定し、該購入履歴に基づいて該ユー
ザのための１つ以上の交換カートリッジの購入を開始することが可能である。該リモート
管理システムは、１つ以上のヘルスケアプロバイダからの１つ以上の処方に従ってユーザ
の服用順守を監視することが可能である。該リモート管理システムは、１つ以上の第三者
に順守報告を提供することが可能である。該１つ以上の第三者は、少なくとも１つのヘル
スケアプロバイダを含むことが可能である。該リモート管理システムは、１つ以上のヘル
スケアプロバイダからの１つ以上の処方を比較して、該１つ以上の処方の両立性（compat
ibility）を確認することが可能である。
【０１４４】
　ベースが所定のスケジュールに従って１つ以上のカートリッジから消耗単位を分配する
ように構成されている場合、前記リモート管理システムは、警告データベース、政府筋（
government source）、薬物ラベル情報、製薬会社、ヘルスケアグループ、ヘルスケアプ
ロバイダ、及び患者団体（patient groups）のうちの１つ以上からのデータに基づき、薬
物の相互作用について、前記所定のスケジュールにおける１つ以上の消耗単位を比較する
ことが可能である。該リモート管理システムは、ベースに登録された複数のカートリッジ
の全てからユーザに分配された消耗単位を監視して該ユーザのための実際の投薬計画を決
定することが可能であり、該リモート管理システムは、該実際の投薬計画における対抗的
な指示（counter-indication）をチェックすることが可能である。該リモート管理システ
ムは更に、該実際の投薬計画において識別された対抗的な指示について１つ以上のヘルス
ケアプロバイダに警告を生成するよう構成することが可能である。該リモート管理システ
ムは更に、該実際の投薬計画において識別された対抗的な指示について１つ以上の所定の
連絡先に警告を生成するよう構成することが可能である。ベースは、所定のスケジュール
に従って１つ以上のカートリッジから消耗単位を分配するよう構成することが可能であり
、該リモート管理システムは、該ベースから手動で分配された１つ以上の消耗単位を検出
して該ベース上の所定のスケジュールを更新させることが可能である。
【０１４５】
　本システムは、ベース及び／又はカートリッジの使用に関連する様々な金融取引を処理
するための財務処理システム3634を含むことが可能である。該財務処理システムは、イン
ターネット等のデータネットワークを介してベースと通信可能な関係で接続することが可
能である。該財務処理システムは、交換カートリッジについてユーザから支払承認を開始
させるよう構成することが可能である。該交換カートリッジは、反復する交換スケジュー
ルから識別することが可能である。該財務処理システムは、交換カートリッジについて健
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康保険提供者から支払承認を開始させるよう構成することが可能である。該財務処理シス
テムは、交換カートリッジについて第三者の支払者から支払承認を開始させるよう構成す
ることが可能である。該財務処理システムは、ベースを使用するための反復する料金につ
いて健康保険提供者から支払承認を開始させるよう構成することが可能である。該財務処
理システムは、交換カートリッジの提供者への支払を開始させるよう構成することが可能
である。
【０１４６】
　ベースは、様々な入力装置、出力装置、センサ、及び通信装置といった他のハードウェ
ア3636を含むことが可能である。例えば、ベースは、１つ以上のカートリッジのうちの１
つからデータを読み出すよう構成されたRFIDタグリーダを含むことが可能である。ベース
は、ローカルエリアネットワークインタフェイスを含むことが可能である。該ローカルエ
リアネットワークインタフェイスは、ベースステーションをユーザのコンピューティング
装置と通信可能な関係で接続するよう構成された短距離無線インタフェイスとすることが
可能である。該短距離無線インタフェイスは、Wi-Fiネットワークインタフェイスを含む
ことが可能である。ベースは、インターネット等のデータネットワークを使用してリモー
トリソースに通信可能な関係でベースを接続するためのネットワークインタフェイスを含
むことが可能である。ベースは、該ネットワークインタフェイスを介して、上述のリモー
ト管理システム、財務処理システム、及びオーダー・フルフィルメントシステムのうちの
１つ以上と通信するよう構成することが可能である。ベースは、前記ネットワークインタ
フェイスを介して、ヘルスケアプロバイダのシステム、健康保険提供者のシステム、小売
業者、及び薬局のうちの１つ以上と通信するよう構成することが可能である。ベースは、
セルラーネットワークインタフェイスを含むことが可能である。ベースは、該セルラーネ
ットワークインタフェイスを介してリモートリソースと通信可能な関係で接続するよう構
成することが可能である。該セルラーネットワークインタフェイスは、3Gインタフェイス
、4Gインタフェイス、及びLTEインタフェイスのうちの１つ以上を含むことが可能である
。
【０１４７】
　本システムは、ベースと複数のカートリッジのうちの１つとの間の多数の機械的、電気
的、及び／又は電気機械的なインタフェイスのうちの任意のものといったインタフェイス
3638を含むことが可能である。例えば、１つ以上の前記スロットの各々は、前記複数のカ
ートリッジのうちの１つを該スロットのうちの１つに機械的に固定するためのロック機構
を含むことが可能である。該複数のスロットのうちの１つのためのロック機構は、該複数
のカートリッジのうちの１つを該複数のスロットのうちの１つに挿入した際に自動的にロ
ックするように構成することが可能である。ベースは、該複数のカートリッジのうちの１
つを取り外すために複数の該ロック機構のうちの対応する１つをアンロックするためのユ
ーザにより駆動される解放を含むことが可能である。該ユーザにより駆動される解放は、
機械的な解放とすることが可能である。該ユーザにより駆動される解放は、電気機械的な
解放とすることが可能である。該１つ以上のスロットの各々は、該複数のカートリッジの
うちの１つを所定の配向で受容するための１つ以上の機械的な登録機構（registration f
eatures）を含むことが可能である。該１つ以上のスロットの各々は、ベースを複数のカ
ートリッジのうちの１つに電気的に結合するための電子的なインタフェイスを含むことが
可能である。該電子的なインタフェイスは、電力結合を含むことが可能であり、該ベース
は、該電力結合を介して該複数のカートリッジのうちの１つに電力を提供するように更に
構成することが可能である。該電子的なインタフェイスは、データインタフェイスを含む
ことが可能であり、該ベースは、該データインタフェイスを介して該複数のカートリッジ
のうちの１つとデータ交換を行うように更に構成することが可能である。該ベースは、該
複数のカートリッジのうちの少なくとも１つに電力を無線で供給するよう構成された無線
電力供給システムを含むことが可能である。本システムは、子供がカートリッジ内の消耗
単位にアクセスすることの困難さを増大させる、承認されたアクセスのためのキーコード
、又は機械的なレバーやボタン等といった、チャイルドプルーフ機構を、該１つ以上のカ
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ートリッジのうちの少なくとも１つに含むことが可能である。本システムは、該チャイル
ドプルーフ機構をバイパスするためのバイパス機構をベースに含むことが可能である。該
バイパス機構は、ベースのユーザ認証システムを含むことが可能である。前記クリップは
、該チャイルドプルーフ機構をバイパスするためのバイパス機構を含むことが可能である
。
【０１４８】
　前記１つ以上のカートリッジの各々は、一意の識別子3640を含むことが可能である。該
一意の識別子は、該１つ以上のカートリッジの各々に光学的にエンコードすることが可能
である。前記ベースは、該一意の識別子を読み取るための光学スキャナを含むことが可能
である。該ベースは、各スロット毎に１つの光学スキャナ3642を含むことが可能であり、
この場合、前記一意の識別子は、前記１つ以上のカートリッジの各々の所定位置に配置す
ることが可能であり、各光学スキャナは、該複数のカートリッジのうちの１つが該複数の
スロットのうちの対応する１つ内に配置された際に前記一意の識別子のイメージを捕捉す
るよう配置することが可能である。
【０１４９】
　本システムは、前記１つ以上のカートリッジのうちの１つの内容の重量を検出するよう
構成された重量センサ3644を含むことが可能である。本システムは、該重量に基づいて該
１つ以上のカートリッジのうちの該１つについて消耗単位カウントを計算するよう構成さ
れた処理回路を含むことが可能である。本システムは、温度、湿度、時刻、及び乾燥剤の
活動（desiccant activity）のうちの１つ以上に従って消耗単位カウントを調節するよう
構成された較正回路を含むことが可能である。前記重量センサは、ベース内に配設するこ
とが可能であり、又は前記複数のカートリッジのうちの１つに配設することが可能であり
、又はそれら構成要素に分散させて配設することが可能である。
【０１５０】
　本システムは、ユーザデータ、ヘルスケアデータベース、官製ニュースソース、非官製
ニュースソース、政府ニュースソース、及び警告サービスのうちの１つ以上を含む外部デ
ータソースに照らして前記複数のカートリッジのうちの１つをチェックするためにデータ
ネットワークを介してアクセスすることができるデータストアやリモートアクセス可能な
データベース等のセントラルリポジトリ3646を含むことが可能である。このようにして、
カートリッジの内容は、カートリッジの特定の内容及び入手可能な最新情報に基づいて、
リコール、警告、及び対抗的な指示等のために、SKUレベルでチェックすることが可能で
ある。前記セントラルリポジトリは、前記複数のカートリッジのうちの１つ内の複数の消
耗単位を外部データソースに照らしてチェックするためのデータを提供することが可能で
ある。
【０１５１】
　本システムは、カートリッジの内容及び消耗単位のためのスケジュールに関する目標を
ユーザが達成するのを支援する目標設定プラットフォーム3648を含むことが可能である。
該目標設定プラットフォームは、ユーザの目標を受信し及び前記１つ以上のカートリッジ
内の複数の消耗単位に関するリマインダをユーザに提供するように構成することが可能で
ある。該目標設定プラットフォームは、前記リマインダに加えて又はそれに代えて、前記
複数の消耗物とは無関係の目標に関するリマインダを提供するよう構成することが可能で
ある。
【０１５２】
　本システムは、前記複数のカートリッジのうちの１つに関するカートリッジデータを、
カートリッジメモリ内に格納することが可能であり、更に該カートリッジデータをリモー
トデータストア内に冗長的に格納することが可能である。該カートリッジメモリは、ベー
ス内に、又は前記複数のカートリッジのうちの１つ内に存在することが可能である。該リ
モートデータストアと該カートリッジメモリとの間でデータを調整するための調整（reco
nciliation）サービスを提供することが可能である。
【０１５３】



(45) JP 2016-518882 A 2016.6.30

10

20

30

40

50

　本システムは、前記複数のカートリッジのうちの１つを前記データネットワークに接続
するためのネットワークインタフェイスを含むことが可能であり、該ネットワークインタ
フェイスは、所与の優先順位に従って前記カートリッジとリモートリソースとの間でデー
タを転送するよう構成される。このようにして、例えば、接続性が限られている場合に、
最も重要な又は最も高い優先順位のデータを最初に交換するために、データを優先順位付
けすることが可能である。該優先順位は、冗長度に基づくものとし、冗長度の最も低いデ
ータを最初に交換するようにすることが可能である。該優先順位付けは、対応するデータ
接続における任意の時点で発生することが可能であり、例えば、カートリッジ、ベース、
及びリモートリソースのうちの１つ以上において実施することが可能である。一実施形態
では、前記ネットワークインタフェイスは、前記複数のカートリッジのうちの１つにおけ
る無線通信インタフェイスを含むことが可能であり、例えば、短距離無線プロトコルを用
いてベースステーションと、又はセルラーその他の無線データネットワークインフラスト
ラクチャを用いてワイドエリアデータネットワークと、通信可能な関係で接続することが
可能である。
【０１５４】
　前記複数のカートリッジのうちの１つは、２つの独立した分配リザーバ内に２種類の消
耗単位を含むことが可能である。より一般的には、該複数のカートリッジのうちの１つ、
又はそのうちの任意の個数のカートリッジは、３つ以上の独立した分配リザーバ内に３種
類以上の消耗物を含むことが可能である。該複数の独立した分配リザーバは、２種類以上
の消耗物の混合に基づいてカスタマイズされた消耗単位を提供することを可能とするため
にベースによりそれぞれ独立して制御することが可能である。該２つの独立した分配リザ
ーバは、前記制御に加えて又は該制御に代えて、ベースからの単一の分配命令に応じて所
定の組成を有する混合された消耗物を提供するようにベースにより共通に制御することが
可能である。前記カートリッジはまた、２種類の消耗単位を組み合わせて１つの複合消耗
単位（例えば、錠剤、カプセル、懸濁液、及び溶液）にするための、動揺（stirring）シ
ステム、ブレンド（blending）システム、攪拌（agitation）システム、及び錠剤プレス
等の混合（mixing）システムを含むことが可能である。このようにして、カートリッジは
、自家製薬物及びサプリメント等のための個人配合システムとして働くことが可能である
。
【０１５５】
　図３７は、カートリッジ及びクリップを異なる方向から見た背面からの斜視図および正
面からの斜視図である。一実施形態では、本書で開示される装置3700は、随意選択的にク
リップを有し又は有さないものであり、及び、複数の消耗単位を保持するよう構成された
容器3702と、該容器から複数の消耗単位の個々の投与量を分配するための機構3704と、該
機構を手動で起動して前記複数の消耗単位のうちの１つを分配させるためのユーザ入力37
06と、（例えば、該装置3700がベースに結合されている場合に、該ベースからの信号に応
じて）前記機構を起動させて前記複数の消耗単位のうちの１つを分配させるためのマシン
入力3708と、該装置をベースに取り外し可能かつ交換可能な状態で挿入するための１つ以
上の機械的な登録機構を含む機械的なインタフェイス3710とを含む。一般に、該１つ以上
の登録機構は、該ベースに対して該装置を所定の配向で位置合わせするものである。
【０１５６】
　該装置は、該装置を前記所定の配向で該ベース内に確実に保持するためのロック機構37
12を含むことが可能であり、該ロック機構は、該装置上、該ベース上、又はそれらの間に
配設することが可能である。該装置は、電子的な動作のために該装置に電力を提供するた
めの電池3714又はその他の電源を含むことが可能である。該装置はプロセッサ3716を含む
ことが可能である。該装置は、ユーザに対する前記複数の消耗単位の供給のための所定の
スケジュールを格納するよう構成されたメモリ3718を含むことが可能である。該装置は、
該所定のスケジュールに従って前記複数の消耗単位のうちの１つを摂取すべきときをユー
ザに通知するための出力装置3720を含むことが可能である。
【０１５７】
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　該装置は、該装置が前記所定の配向にあるときに該装置を前記ベースに電気的に結合す
るよう構成された電子的なインタフェイス3722を含むことが可能である。該電子的なイン
タフェイスは電源インタフェイス（power interface）とすることが可能である。該電子
的なインタフェイスはデータインタフェイスとすることが可能である。
【０１５８】
　該装置は、RFIDタグ3726を含むことが可能である。
【０１５９】
　該装置は、NFC、Bluetooth通信、ZigBee通信、Z-Wave通信、Insteon通信、EnOcean通信
、及びDECT通信のうちの１つ以上のための通信回路3728を含むことが可能である。該装置
は、CDMA通信、3G通信、4G通信、LTE通信、及びWiMAX通信のうちの１つ以上のための通信
回路を含むことが可能である。該通信回路3728は、追加的又は代替的に、スケジュールに
従って前記容器3702内の複数の消耗物のうちの１つを摂取するようユーザに通知するよう
構成された（有線又は無線Ethernet又はその他の802.xx装置等の）ネットワーク通信装置
を含むことが可能である。該通信装置は、テキストメッセージ、電子メール、VoIPメッセ
ージ、モバイル装置用アプリケーションに対するプッシュ通知、及び電話メッセージ等の
うちの少なくとも１つを使用して通知を送信することが可能であり、及び／又は、上記の
何れかを使用した通知を同様に送信するようにリモート通知プラットフォームへ信号を送
ることが可能である。
【０１６０】
　前記ユーザ入力は、マシン入力を手動で起動させることが可能である。前記メモリは、
前記容器内の複数の消耗単位の数値量（numeric amount）を格納するよう構成することが
可能である。前記装置は、該数値量を検出するための１つ以上のセンサ3730を含むことが
可能である。該装置は、前記複数の消耗単位のうちの１つが前記容器から分配することが
可能である場合に前記数値量を更新させるための処理回路を含むことが可能である。該装
置は、前記容器内の前記複数の消耗単位の数値量を指示するための機械的なカウンタ3732
を含むことが可能である。
【０１６１】
　前記機構は、攪拌手段及び傾斜台を含むことが可能であり、該攪拌手段は、前記ユーザ
入力又は前記マシン入力に応じて前記容器内の前記複数の消耗単位を攪拌し、これにより
該複数の消耗単位のうちの１つが前記傾斜台を介して分配される。該傾斜台は、非対称な
傾斜台とすることが可能である。該攪拌手段は、非対称な垂直攪拌手段または非対称な水
平攪拌手段とすることが可能である。
【０１６２】
　前記装置は、マシン読み取り可能識別子3734を含むことが可能である。該マシン読み取
り可能識別子は、該装置を一意に識別することができるものである。該マシン読み取り可
能識別子は、該装置に関する情報をエンコードすることが可能である。該マシン読み取り
可能識別子は、該装置の前記容器の内容に関する情報をエンコードすることが可能である
。該マシン読み取り可能識別子は、該容器の内容に関する消耗単位の消費期限をエンコー
ドすることが可能である。該マシン読み取り可能識別子は、該容器の内容のSKU（Stock-K
eeping Unit）をエンコードすることが可能である。該マシン読み取り可能識別子は、SKU
の名称、SKU消耗物のmg/投与、SKUの空のカートリッジの重量、SKU消耗物の単一の単位の
重量、SKUに関する警告、及びSKUに関する説明及び案内のうちの１つ以上をエンコードす
ることが可能である。該マシン読み取り可能識別子はRFIDタグを含むことが可能である。
該マシン読み取り可能識別子はQR（quick response）コードを含むことが可能である。該
マシン読み取り可能識別子はバーコードを含むことが可能である。
【０１６３】
　前記装置は、該装置に取り外し可能かつ交換可能な状態で結合することが可能なクリッ
プ3736を含むことが可能である。該クリップは、ベースに結合するための機械的なインタ
フェイスを提供することが可能である。該クリップは、該装置の機械的なインタフェイス
に結合することが可能である。該クリップは、該装置の該機械的なインタフェイスを起動
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させるよう構成されたユーザ操作可能なボタン3738を含むことが可能である。このため、
一実施形態では、該クリップ3736は、容器3702に対して取り外し可能かつ交換可能な状態
で結合するよう構成された第１の機械的なインタフェイス3760を含むことが可能であり、
該容器3702は、図示のように、様々な機構及び機能のための様々な他の構成要素を提供す
るカートリッジ3770内に収容することが可能である。該クリップ3736はまた、ベース（例
えば、本書で開示する複数のベースのうちの任意のもの）に対して取り外し可能かつ交換
可能な状態で結合するよう構成された第２の機械的なインタフェイス3780を含むことが可
能である。一般に、このクリップ3736は、カートリッジ3770とベース（図示せず）との間
の通信インタフェイスを支持する中間的な構成要素として働くことが可能であり、これに
より、それらの間での情報交換が可能となる。該クリップ3736はまた、一時的に独立して
使用するためにクリップ／カートリッジの組み合わせをベースから取り外すのを容易化す
るために、（該ベースからの）スケジュールや（該カートリッジ3770からの）消耗物の量
といった情報を格納することが可能である。
【０１６４】
　該クリップは、前記容器内の前記複数の消耗単位の数値量を格納するメモリ3740を含む
ことが可能である。該クリップは、該数値量を前記装置から取得するよう構成することが
可能である。該クリップは、該数値量を前記ベースから取得するよう構成することが可能
である。該クリップは、前記複数の消耗単位のうちの１つが前記装置から分配された際に
該数値量を更新させることが可能である。前記メモリは、追加的又は代替的に、該複数の
消耗単位のユーザへの供給に関する所定のスケジュールを格納することが可能である。該
クリップは、該所定のスケジュールに従って該複数の消耗単位のうちの１つを摂取すべき
ときをユーザに通知するための出力装置3744を含むことが可能である。
【０１６５】
　該クリップは電源3742を含むことが可能である。該電源は、該電源から前記装置へ電力
を供給するよう構成することが可能である。該クリップは、該装置と前記ベースとの間で
データを通信するよう構成することが可能である。該クリップは、該装置の前記容器内の
前記複数の消耗単位の数値量を表示するためのディスプレイ3744を含むことが可能である
。
【０１６６】
　該クリップは、複数の装置を保持するよう構成することが可能である。該クリップは、
該複数の装置の各々を独立して制御するよう構成することが可能である。
【０１６７】
　一実施形態では、該装置は、前記複数の消耗単位をユーザに供給するための所定のスケ
ジュールを格納するよう構成されたメモリを含むことが可能であり、プロセッサ3745は、
該装置を前記ベースに挿入することが可能なときに該装置を該ベースと通信可能な関係で
接続するよう構成することが可能である。該プロセッサは、前記所定のスケジュールに対
する更新を該ベースから受信するよう構成することが可能であり、及び／又は前記プロセ
ッサは、前記容器に関する消耗単位の供給（delivery）データを該ベースに送信するよう
構成することが可能である。
【０１６８】
　上述のように、前記装置は、前記ベースに挿入するための機械的なインタフェイスを提
供する該装置に結合されたクリップを含むことが可能であり、該クリップは、プロセッサ
、該ベースと通信するための第１の通信インタフェイス、及び該装置と通信するための第
２の通信インタフェイスを含むことが可能である。この構成では、該プロセッサは、該装
置を該ベースと通信可能な関係で接続するよう構成することが可能である。該クリップは
、該クリップ及び該装置が前記所定の配向で該ベース内に挿入されている際に更新された
所定のスケジュールを該ベースから該装置へ提供するよう構成することが可能である。該
クリップは、該クリップ及び該装置が前記所定の配向で該ベース内に挿入されている際に
前記容器に関する消耗単位の供給データを該ベースに提供するよう構成することが可能で
ある。
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【０１６９】
　図３８は、消耗物を管理するためのシステムを示している。一般に、該システム3800は
、１つ以上の容器3802、ベース3804、及び該ベース3804をデータネットワーク3810を介し
てリモートリソース3808に通信可能な関係で接続するためのネットワークインタフェイス
3806を含むことが可能である。該ベース3804は、プロセッサ3812と、前記容器3802を取り
外し可能かつ交換可能な状態で受容するための１つ以上のスロット3814とを含むことが可
能である。
【０１７０】
　各容器3802は、本書で一般に企図するように、複数の消耗単位を収容することが可能で
ある。以下の説明は、消耗単位に焦点を合わせたものであるが、該容器3802は、本書で説
明するあらゆる分配可能物を収容することが可能である、ということが理解されよう。ま
た、一般性を失うことなく、本書で開示するシステムは、ベース3804に直接一体化された
大箱（bin）等により形成された「容器」と共に実施することが可能であり、この場合に
は、取り外し可能かつ交換可能な容器は必要なく、消耗物はユーザによりバルク形態で該
大箱内に直接提供されることになる、ということが理解されよう。
【０１７１】
　一実施形態では、複数の容器3802のうちの１つは、前記ベースと通信するための通信イ
ンタフェイスと、該通信インタフェイスを介して該容器3802内の消耗単位の数値カウント
を通信するよう構成された回路とを含むことが可能である。該容器3802は、追加的又は代
替的に、重量や消費期限等といった該容器内の消耗単位のあらゆる有用な特性を通信する
ことが可能である。
【０１７２】
　前記ベース3804は、前記複数の容器3802の各々を（前記スロット3814内に配置されてい
るときに）消耗単位を分配するように動作させるよう構成されたプロセッサ3812を含むこ
とが可能である。上述のように、これは、例えばベース3804により提供される共通の傾斜
台へ又は対応する容器3802に固有の傾斜台から、消耗単位を独立して分配するように各容
器3802を動作させることを含むことが可能であり、又は、各容器3802から消耗単位を受容
するようにベース3804を動作させることを含むことが可能であ、又は、それらの組み合わ
せを含むことが可能である。ベース3804は、本書で説明する複数のスケジュールのうちの
何れとすることも可能な所与のスケジュール3818を格納するメモリ3816を含むことが可能
である。該スケジュール3818を格納する該メモリ3816は、追加的又は代替的に、１つ以上
の容器3802内に配設すること、リモートリソース3808内に配設すること、又はそれら構成
要素間に分散させること可能である。一般に、プロセッサ3812は、データネットワーク38
10を介して、スケジュールに対する変更を第１のリモート装置3820から受信し、及び該第
１のリモート装置3820と同じ装置とすること又はそれとは別の装置とすることが可能な第
２のリモート装置3822へ容器3802に関する情報を送信するよう構成することが可能である
。
【０１７３】
　一実施形態では、（例えば、プロセッサ3812を有する）ベース3804は、物品のユーザへ
所定のスケジュール3818で通知を提供するよう構成することが可能である。該ベース3804
はまた、対応する消耗物を（ユーザへの通知と共に又は該通知なしで）自動的に分配する
ことが可能であり、又は適当な消耗物を分配するためのユーザからの手動入力を受信する
ことが可能である。ベース3804はまた、（例えば、消耗単位が分配されたときを追跡する
ことにより、又はベース3804もしくは複数の容器3802のうちの１つにより分配された複数
の消耗単位のうちの１つが取り出されたことを検出することにより）前記１つ以上の容器
からの消耗単位の分配を追跡するよう構成された監視システム3824を含むことが可能であ
る。これは、カメラ、タッチセンサ、ビーム遮断（beam-breaking）検出、圧力又は重量
センサといった、任意の適当な装置又はシステムを含むことが可能である。
【０１７４】
　ベース3804は、様々な条件下で通知を生成することが可能であり、及び様々なチャネル
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を介して通知を送信することが可能である。例えば、ベース3804は、消耗単位が該ベース
3804から分配されたことの通知を提供することが可能であり、該通知は、リモートヘルス
ケアシステム又はその他の任意の適当な受領者へ送ることが可能である。該通知は、追加
的又は代替的に、分配後に消耗単位が取り出されたときの（例えば、ヘルスケアシステム
への）通知を含むことが可能である。通知は、追加的又は代替的に、スケジュール3818に
ある投与をユーザに警告するために生成することが可能である。別の実施形態では、通知
は、スケジュール3818に関する順守報告を含むことが可能であり、該通知は、ヘルスケア
プロバイダまたはその他のユーザにより指定された連絡先といった１つ以上の第三者へ通
信することが可能である。
【０１７５】
　通知は、段階的な通知方式に基づくものとすることが可能である。例えば、第１の通知
は、投与期限となったときのユーザへの警告とすることが可能である。第２の通知は、ス
ケジューリングされた所定の投与期間内またはそれ以降に該投与が行われていないときの
ユーザへの警告とすることが可能である。第３の通知は、所定時間内に前記警告に応答し
ないときのユーザへの警告とすることが可能である。第３の通知はまた、（例えばリモー
トリソース3808内に存在し得る）任意の適当な通知処理システムへの通知を含むことが可
能である。該通知処理システムは、コールセンター、自動トリアージ（automated triage
 ）システム、自動メッセージ送付システム、インスタントメッセージングセンター、カ
スタマーサービスセンター、又は他の任意の自動応答もしくは人による応答を含むことが
可能である。別の実施形態では、前記第３の通知は、ヘルスケアプロフェッショナルへ又
はユーザの所定の連絡先へ送信することが可能である。より一般的には、本書で説明する
システムは、（例えば、スケジュール3818からの逸脱に従って複数の異なる通信媒体を使
用して一連のエスカレートしていく通知を提供することにより）トリガイベントに基づい
てエスカレートする通知状態を用いるよう構成することが可能である。
【０１７６】
　ベース3804は、ブザー、スピーカ、ディスプレイ、プロジェクタ、又は発光ダイオード
といったローカル通知のための任意の適当な通知ハードウェア3850を介して通知を提供す
ることが可能である。該プロジェクタは、文字又は図形による通知を近くの表面上に投影
することができるビデオプロジェクタ又はレーザシステムとすることが可能である。別の
実施形態では、通知は、テキストメッセージ、電子メール、電話メッセージ、又はその他
の任意の形態のメッセージ又は通信を含むことが可能であり、該通知は、ベース3804によ
り直接生成することが可能であり、又はスケジュール3818若しくはベース3804からの信号
に応じてリモートリソース3808を介して間接的に生成することが可能である。
【０１７７】
　一般的な意味では、ベース3804は、ユーザにより設定された任意の通知をユーザにより
選択された任意のエンティティへ任意の時点で（例えば、消耗単位が分配され又は取り出
されたときに）送信することが可能である。一実施形態では、ベース3804は、スケジュー
ル3818からの逸脱に従って１つ以上の通知を提供するよう第三者によりリモート設定する
ことが可能な通知システムを含むことが可能である。
【０１７８】
　単一のベース3804を図示したが、本システム3800は、それぞれ所定のスケジュールを格
納している任意数のベースを含むことが可能であることが理解されよう。かかる複数のベ
ース及びスケジュールは、単一のユーザのためのものとすることが可能であり、又は複数
の異なるユーザのためのものとすることが可能であり、この場合、特定のユーザとベース
との関連づけは、本書で説明するように柔軟に設定することが可能である。本書で説明す
るように、ベースを管理するためのサーバは、リモートリソースとして提供することが可
能であり、又は複数のベースのうちの１つでホストすることが可能であり、又はそれらの
組み合わせとすることが可能である。
【０１７９】
　ネットワークインタフェイス3806は、ベース3804をデータネットワーク3810及びそれに
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接続された様々な装置と通信可能な関係で接続するための任意の適当なインタフェイスと
することが可能である。一実施形態では、ベース3804とリモートリソース3808との間の通
信は、256ビット暗号化、又は法規もしくはヘルスケア上最善の慣行によって要求される
任意の他の強度又は種類のセキュリティを用いることが可能である。
【０１８０】
　リモートリソース3808は、任意のリモートコンピューティングファシリティ、又は、ク
ラウドコンピューティングリソース、データベース、及びリモートアプリケーション等を
含む複数のファシリティの組み合わせとすることが可能である。リモートリソース3808は
、例えば、ヘルスケアプロバイダのシステム、健康保険提供者のシステム、小売業者、薬
局、患者団体、消費者団体、又は他の任意の団体又は組織といったヘルスケアシステムの
参加者によって提供されるリソースとすることが可能である。ベース3804は、スケジュー
ル3818又は該スケジュールに関する情報をリモートリソース3808へ提供することが可能で
あり、これは、該スケジュール3818に基づく通知を提供するよう設定することが可能であ
る。これは、例えば、スケジューリングされているアイテムが遂行されなかったこと、ス
ケジューリングされたアイテムが近づいていること、及びスケジューリングされたアイテ
ムが完了したことの通知とすることが可能である。
【０１８１】
　一実施形態では、リモートリソース3808は、消耗物又はその他の分配可能物を複数のユ
ーザへ分配するための複数のスケジュールを格納するメモリを有するサーバを含むことが
可能である。該サーバは、該複数のスケジュールのうちの１つを更新させるためのウェブ
ベースのユーザインタフェイス等のインタフェイス（例えば、本書で説明する複数の管理
インタフェイスのうちの１つなど）を提供することが可能である。
【０１８２】
　一実施形態では、リモートリソース3808は、容器3802内の消耗単位の数値カウントをス
ケジュール3818と比較して、交換消耗物をユーザのために注文すべきときを判定する、オ
ーダー・フルフィルメントシステムをホストすることが可能である。例えば、ベース3804
は、定期的に容器3802の内容の在庫を確認して、現在のカウントや現在の在庫を用いた残
り時間に関する関連情報をリモートリソース3808へ提供することが可能である。該オーダ
ー・フルフィルメントシステムは、追加的又は代替的に、ベース3804のプロセッサ3812で
ホストすることが可能であり、又は他の任意の適当な態様で分散させ又は共有することが
可能である、ということが理解されよう。該オーダー・フルフィルメントシステムは、交
換容器の注文、又は複数の容器のうちの１つを補充するために使用することができるバル
ク形態の交換消耗物の注文を自動的に行うよう構成することが可能である。同様に、該オ
ーダー・フルフィルメントシステムは、交換容器又はバルク形態の交換消耗物を注文する
ようユーザに通知するよう構成することが可能である。
【０１８３】
　一実施形態では、リモートリソース3808は、リモート管理システムを含むことが可能で
ある。該リモート管理システムは一般に、スケジュール3818に従った予想される使用と一
致する態様でベース3804における消耗物を管理するよう動作することが可能である。この
ため、例えば、リモート管理システムは、複数の容器3802のうちの１つの所定のレベル（
特定のアクションに適した任意のレベルとすることが可能）を識別することが可能である
。該所定のレベルは、例えば、満杯、低、空など、又は満杯に対するパーセンテージ、残
りの投与回数、又は他の任意の適当な態様の状態として、指定することが可能である。該
所定のレベルが判定されると、リモート管理システムは、例えば（ユーザの処方箋情報を
別のリモートリソースから又はベース3804のメモリ3816から読み出すことにより）ユーザ
の処方箋が、１つ以上の容器のうちの１つにおける特定の種類の薬剤の更なる投与を含む
か否かを判定する、といった、次の適当なステップを実行することが可能である。この情
報を用いて、リモート管理システムは、処方箋の検証を提供することが可能であり、該検
証に基づき、リモート管理システムは、様々な更なるステップを開始することが可能であ
る。例えば、リモート管理システムは、交換容器に関するマネージド・ケア課金要求、交
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換容器に関するユーザからの支払い、又はベンダに対する交換容器の注文の実行を開始す
ることが可能である。リモート管理システムは、同様に、複数の容器3802のうちの１つに
補充するためのバルク消耗物に関する課金要求、支払、又は注文を開始することが可能で
ある。
【０１８４】
　別の実施形態では、リモート管理システムは、様々な他の処方箋関連機能又は順守関連
機能を提供することが可能である。例えば、リモート管理システムは、１つ以上のヘルス
ケアプロバイダからの１つ以上の処方箋に従ってユーザの順守を監視することが可能であ
り、該処方箋は、スケジュール3818に含めることが可能であり、又はヘルスケアプロバイ
ダから取り出すことが可能である。別の実施形態として、リモート管理システムは、ヘル
スケアプロバイダからの様々な処方箋を比較して、特定の１ユーザに関する１つ以上の処
方箋の両立性（compatibility）を確認することが可能である。リモート管理システムは
、追加的又は代替的に、警告データベース、政府筋、薬物ラベル情報、製薬会社、ヘルス
ケアグループ、ヘルスケアプロバイダ、及び患者団体のうちの１つ以上からのデータに基
づき、薬物の相互作用について、前記スケジュールにおける消耗単位を比較することが可
能である。別の実施形態では、リモート管理システムは、ベースに登録された複数の容器
の全てからユーザに分配された消耗単位を監視して、該ユーザのための実際の投薬計画を
決定することが可能であり、及び該実際の投薬計画における対抗的な指示をチェックする
ことが可能である。リモート管理システムは、スケジュール3818において識別された対抗
的な指示についてヘルスケアプロバイダ又は他の何らかの所定の連絡先に対して警告を生
成するよう構成することが可能である。この対抗的な指示に対する手法は、有利なことに
、単一の場所に追跡を集中させることによって全ての薬剤を確実に把握するものとなる。
【０１８５】
　リモート管理システムは、その幾つかの特徴をベース上の管理システムとして実施する
ことが可能であり、及びスケジュール3818を管理するよう構成することが可能である。該
管理システムは、スケジュール3818内の対応する投与に先立つ消耗単位の分配を防止する
ためのセキュリティロック3840を制御することが可能である。別の実施形態では、該管理
システムは、容器3802内の消耗単位の消費期限を追跡し、及び該消費期限を過ぎた消耗物
の分配を防止するよう前記セキュリティロックを制御することが可能である。消耗単位が
、処方薬又は市販薬等の医薬を含む場合、該管理システムは、特にかかる医薬の過剰投与
を防止するために前記セキュリティロック3840を制御することが可能である。
【０１８６】
　同様に、リモートリソース3808は、システム3800における様々な他の機能のためのサー
バを提供することが可能である。例えば、ベース3804は、該サーバからスケジュール3818
の更新を受信することが可能であり、これにより、スケジュール3818のクラウドベースの
管理が可能となり、ロケーションに依存しないスケジューリングリソースを提供すること
が可能となる。別の実施形態では、リモートリソース3808は、関連づけられたベースを提
供するために、ベース3804（又は複数のベース）を制御可能な状態でユーザに関連づける
よう構成されたサーバを提供することが可能である。より一般的には、１つのベース3804
を任意数のユーザに関連づけることが可能であり、及び任意数のベースを特定の一人のユ
ーザに関連づけることが可能である。かかるマッピングは、例えば、本書で説明する様々
なインタフェイスを使用して、該サーバにより格納し及び該サーバを介して管理すること
が可能である。
【０１８７】
　ベース3804が、ユーザに関連づけられた「関連づけされたベース」になると、該ベース
3804は、該ユーザのための該関連づけされたベースの動作と一致する多数の態様で、該関
連づけに応答することが可能である。例えば、該関連づけされたベースは、該ユーザのス
ケジュールを読み出すことが可能であり、又はユーザのスケジュールで指示されている消
耗物の利用可能性について該ベースに物理的に関連するディスペンサの内容を評価するこ
とが可能である。次いで、該関連づけされたベースは、例えば、関連するディスペンサ内
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の消耗物が所定レベル（例えば、少ない又は空）にある際にユーザに通知を生成すること
、スケジュール3818に応じて自動的に消耗物を分配すること、又はユーザによるスケジュ
ール3818の順守を監視することにより、本書で企図するようにより一般的に動作すること
が可能である。ベース3804はまた、該ベース3804に物理的に関連するディスペンサ又は容
器の構成の変更（例えば、ディスペンサの挿入又は取り外し）等の関連するイベントをサ
ーバに通知することが可能であり、及び該サーバは、例えばスケジュール3818に従って、
ディスペンサの構成の変更の要求といった管理機能を実行することが可能である。
【０１８８】
　別の実施形態では、リモートリソース3808は、スケジュール3818又はユーザに関連する
様々なアクションについての支払処理をサポートするための財務処理システムを含むこと
が可能である。例えば、該財務処理システムは、交換容器についてのユーザからの支払承
認、交換容器についての健康保険提供者からの支払承認、又は交換容器についての健康保
険会社以外の第三者である支払者からの支払承認を開始するよう構成することが可能であ
る。
【０１８９】
　別の実施形態では、リモートリソース3808は、ユーザの目標を受信し容器3802内の消耗
単位に関するリマインダをユーザへ提供するよう構成された目標設定プラットフォームを
含むことが可能である。その通知は、目標に関係し且つ消耗物とは無関係のリマインダ、
又は目標に関係し且つ消耗物に関係するリマインダ、又は他の任意の適当なリマインダを
含むことが可能である。該目標設定プラットフォームはまた、ローカルな実行のために、
ベースステーション3804のプロセッサ3812上で有用にホストすることが可能である。
【０１９０】
　データネットワーク3810は、システム3800における複数の参加者間でデータ及び制御情
報を通信するのに適した任意の１つ以上のネットワーク又は１つ以上のインターネットワ
ークを含むことが可能である。これは、インターネット、プライベートネットワーク、又
は電気通信ネットワーク（例えば、PSTN（public switched telephone network）、又は
第３世代（例えば、3G又はIMT-2000）若しくは第４世代（例えば、LTE（E-UTRA）又はWiM
AX-Advanced (IEEE802.16m)）を用いたセルラーネットワーク等）といったパブリックネ
ットワーク、並びに、システム3800内の参加者間でデータを伝達するために使用すること
ができる様々なコーポレートエリア又はローカルエリアネットワーク及びその他のスイッ
チ、ルータ、ハブ、及びゲートウェイ等のうちの任意のものを含むことが可能である。デ
ータネットワーク3810を介してリンクされた複数の構成要素は、インターネット等のパブ
リックネットワークを介して、又はローカルエリアネットワークその他のローカルな通信
リンクを介して、リンクすることが可能である。
【０１９１】
　スロット3814は、容器3802を取り外し可能かつ交換可能な状態で受容するための任意の
電気機械的なインタフェイスを含むことが可能である。該スロット3814は、セキュリティ
ロック3840と通信して容器3802の取り外し及び交換を制御し又は該容器3802からの消耗単
位の分配を制御する能動要素を含むことが可能である。容器3802が、センサ、メモリ、及
び処理等を含む場合、スロット3814は、該容器3802をベース3804と通信可能な関係で結合
するための電気インタフェイスを含むことが可能である。このようにして、容器3802がス
ロット3814内に配置されると、該容器3802は、状態情報をベース3804へ提供し、又はプロ
グラミングやスケジュール情報等のデータをベース3804から受信することが可能となる。
ベース3804は、一般に複数の容器を有する装置として説明するが、本書で説明するベース
3804の様々な特徴及び機構を単一の消耗物ディスペンサに有用に組み込むことも可能であ
る、ということが理解されよう。このため、ベース3804は、単一の容器を収容し、且つ該
単一の容器から単位形態で消耗単位を分配するためのユーザ入力を含む、１つのディスペ
ンサとすることが可能である。これは、上述したカートリッジその他のディスペンサのう
ちの任意のもの、又はその他の任意の適当な消耗物その他の分配可能物の単位ディスペン
サとすることが可能である。同様に、本書で説明する容器3802は、複数の消耗単位の各々
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をベース3804から独立して分配するよう構成された（すなわち、ベース3804には接続され
ず又はベース3804により制御されない）ディスペンサを含むことが可能である。
【０１９２】
　スケジュール3818は、ベース3804又は容器3802を動作させるため、又はユーザもしくは
ヘルスケアプロフェッショナル等の第三者の要求に上記動作を連係させるための、有用な
任意のスケジュールとすることが可能である。例えば、スケジュール3818は、ユーザが作
成した投与スケジュールとすることが可能である。第１のリモート装置3820は、適当なル
ール、アルゴリズム、又はその他の制約を使用して、スケジュール3818に対する変更を自
動的に生成することが可能である。例えば、第１のリモート装置3820は、対抗的な指示の
スクリーニングを提供することが可能である。製薬会社、ヘルスケアプロバイダ、又は政
府機関等により提供された対抗的な指示のデータへの更新に応じて、第１のリモート装置
3820は、スケジュール3818における対抗的な指示について自動的にスクリーニングを行い
、必要に応じて競合を緩和させることが可能である。別の一例として、第１のリモート装
置3820は、容器3802から分配された実際の投与に関するデータをベース3804から受信し、
それに従ってスケジュール3818を更新させることが可能である。より一般的には、ヘルス
ケアプロバイダにより識別されるイベント、ベース3804の場所（locale）で検出されるイ
ベント、及びその他のオンラインリソースにより検出されるイベント等を含む、第１のリ
モート装置3820により検出することができる任意のイベントを使用して、様々な自動更新
をサポートすることが可能である。
【０１９３】
　第２のリモート装置3822は、一般に、本書で説明するシステム3800等の分配可能物管理
システムに接続され及び該システムに関与している任意のリモート装置とすることが可能
である。一実施形態では、第２のリモート装置3822は、ユーザに関連づけされ且つ通知を
受信するよう構成されたスマートフォン又はウェアラブルコンピューティングデバイス等
のモバイル装置とすることが可能である。別の実施形態では、第２のリモート装置3822は
、ユーザに関連づけされ且つ通知を受信するよう構成されたブレスレット、ペンダント、
又はイアホン等の着用可能なアクセサリとすることが可能である。何れの場合も、第２の
リモート装置3822は、データネットワーク3810を介してリモートで、又はローカルエリア
ネットワーク若しくは直接の短距離通信を介してベース3804とローカルで、通知を受信す
ることが可能である。着用可能なアクセサリは、ユーザ又はベース3804に関連づけること
が可能であり、並びに、ユーザがベース3804に情報を提供するため、及びユーザがベース
3804から（例えば、スケジュール3818や容器3802の内容等に関する）通知を受信するため
の、双方向通信システムを有用に提供することが可能である。
【０１９４】
　ベース3804のメモリに格納されるものとして説明したが、スケジュール3818は、追加的
又は代替的に、リモートリソース3808等の別のロケーションでホストされることが可能で
あり、この場合、該別のロケーションは、該ユーザが所有する別のコンピュータ、スケジ
ュール管理システム、データリポジトリ、該ユーザに関連づけされた別のベース、及びヘ
ルスケアプロバイダのシステム等とすることが可能である、ということが理解されよう。
【０１９５】
　一実施形態では、第１のリモート装置3820及び第２のリモート装置3822は、スケジュー
ル3818の管理及び使用のためにユーザが使用するためのアクセサリとすることが可能であ
る。例えば、第１のアクセサリは、サーバ（例えば、ベース3804上またはリモートリソー
ス3808上でホストされているサーバ）と通信可能な関係で結合し、及びユーザに関連づけ
されたスケジュール（スケジュール3818等）に基づいて該ユーザに通知を提供するよう構
成することが可能である。このアクセサリは、ブレスレット、ペンダント、及び時計等の
着用可能なアクセサリとすることが可能であり、及び複数の容器3802のうちの１つから消
耗物を分配するための着用者からの入力を受信するよう構成することが可能である。該第
１のアクセサリは、着用者の生体データを捕捉するよう構成されたバイオメトリックセン
サ等のセンサ3821を含むことが可能である。これは、生体識別又は認証のために使用され
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る情報を含むことが可能であり、又は心拍数、血圧、もしくはアクセサリ上のセンサを使
用して着用者から取得し得る他の任意の有用な情報といったヘルス及びフィットネス情報
を含むことが可能である。別の実施形態では、該センサ3821は、着用者のロケーションを
判定するよう構成された位置センサ（例えば、GPS、近接センサ、及びWiFi位置センサ等
）を含むことが可能である。センサ3821から取得した情報は、該アクセサリから任意の適
当なロケーション（例えば、ベース3804、リモートリソース3808、又は任意の他のサーバ
その他のデータリポジトリ等）へ送信することが可能である。第１のアクセサリは、多数
のユーザに関連づけることが可能であり、及び該多数のユーザのうちの誰が該アクセサリ
を着用し又は動作させているかを判定するための検出回路を含むことが可能である。
【０１９６】
　第２のリモート装置3822は、前記システム3800に同様に接続された第２のアクセサリと
することが可能であり、該第２のアクセサリは、該第２のアクセサリから前記第１のアク
セサリへ通知を通信するよう構成することが可能である。このようにして、友人、家族、
又はヘルスケアプロバイダ等の第三者は、該相互接続されたアクセサリを介して、複数の
容器3802のうちの１つ内にある消耗物の１つを任意の所望の間隔で消費することを、既存
のスケジュールからのリマインダとして又は個別の投与指示として、ユーザに知らせるこ
とが可能である。別の実施形態では、第２のアクセサリをユーザに関連づけることが可能
である。それらアクセサリを両方ともユーザによる使用を意図したものとすることが可能
であり、又は、一方のアクセサリをユーザに関連づけると共に第三者による使用を意図し
たものとすることが可能である、ということが理解されよう。このようにして、第三者は
、ユーザへの任意の適当な通知のために第２のアクセサリを使用することが可能となる。
同様に、例えば、グループ通知又はグループスケジュールの管理を容易にすべく、第２の
アクセサリを多数の異なるユーザに関連づけることが可能である。
【０１９７】
　一実施形態では、ベース3804、リモートリソース3808、又はそれらの任意の組み合わせ
は、様々なベース、容器、ディスペンサ、アクセサリ、及びユーザに関連づけられた他の
装置の間の通信及び同期をサポートするためのメッセージングシステムとして構成するこ
とが可能である。
【０１９８】
　本システムは、スケジュール3818及びシステム3800の関連する要素を管理するためのグ
ラフィカルインタフェイスを含む管理インタフェイス3830を含むことが可能である。該管
理インタフェイス3830は、リモートリソース3808、ベース3804、他の任意のロケーション
、又はそれらの任意の組み合わせにおいてホストすることが可能である。該管理インタフ
ェイス3830は、ベース3804上で又はリモートリソース3808上でホストされると共にデータ
ネットワーク3810を介してリモートアクセス可能であるウェブサーバにより提供されるウ
ェブインタフェイス等として配置することが可能である。一実施形態では、ベース3804は
、ベース3804から該管理インタフェイス3830への直接のローカルアクセスのためのディス
プレイ3832を含むことが可能である。該管理インタフェイス3830は、様々な管理機能のた
めに構成することが可能である。例えば、該管理インタフェイス3830は、ユーザがスケジ
ュール3818を修正するよう構成することが可能である。該管理インタフェイス3830は、追
加的又は代替的に、スケジュールの変更を、承認された個人、有資格のヘルスケアプロフ
ェッショナル（承認された者とすることが可能）、電子ヘルスケア情報技術システム、そ
れらの任意の組み合わせ、又は他のユーザ若しくはシステムに制限するよう構成すること
が可能である。別の実施形態では、該管理インタフェイス3830は、（例えば、上記ユーザ
のうちの何れかについての）順守情報を表示するよう構成することが可能である。
【０１９９】
　別の実施形態では、該管理インタフェイスは、ベース3804とのユーザの関連づけを修正
するためのインタフェイスを提供することが可能である。一般に、ベース3804は、任意数
のユーザを関連づけることが可能なものであり、その各ユーザのスケジュールは、該ベー
ス3804のメモリ3816内又はその他の適当なロケーション（例えば、リモートリソース3808
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）で維持することが可能である。この関連づけは、所与の１つのベース3804についてユー
ザを追加し又は削除するように又は複数のベースとの特定のユーザの関連づけを追加し又
は削除するように調整することが可能である。何れの場合も、それらの関連づけは、特定
のベースが、それに関連づけられたあらゆる全てのユーザに適したスケジューリング情報
を有するように、及び、特定のユーザが、該ユーザに関連づけられたあらゆる全てのベー
ス上に適切なスケジューリング情報を有するように、スケジュールを更新するために使用
することが可能である。
【０２００】
　本システム3800は、セキュリティロック3840を含むことが可能である。一般に、これは
、容器3802をスロット3814内に物理的に保持するための、又は容器3802又はその内容に対
する認証されたアクセスを提供するための、本書で説明した複数のロック機構のうちの何
れか任意のものといった、物理的なロック機構とすることが可能である。これは、追加的
又は代替的に、ベース3804上のデータをセキュアにし又は容器3802内のデータへのアクセ
スをセキュアにするよう構成された仮想的なロック機構を含むことが可能である。例えば
、リモートリソース3808は、セキュリティロック3840を用いた１つ以上の容器3802からの
消耗単位の分配を防止すべくベース3804をリモートでロックするよう構成することが可能
である。
【０２０１】
　ベース3804上に図示したが、セキュリティロック3840は、追加的又は代替的に、個々の
容器3802上に、リモートリソース3808上に、又は任意の適当な態様でそれらシステムの要
素間に分散して、存在することが可能である、ということが理解されよう。一実施形態で
は、セキュリティロック3840は、複数の容器3802のうちの１つからの複数の消耗単位のう
ちの１つの分配のための条件としてユーザの認証を必要とすることが可能である。セキュ
リティロック3840は、様々なあらゆる入力を含むことが可能である。例えば、セキュリテ
ィロック3840は、容器3802がベース3804に結合されている際に所定のユーザ入力に応じて
複数の容器3802のうちの１つをアンロックするよう動作することが可能なベース3804上の
ユーザ入力を含むことが可能である。別の実施形態では、セキュリティロック3840は、ユ
ーザ入力に応じて容器3802をアンロックするための該容器3802（上述のように単純な容器
又はカートリッジとすることが可能なもの）上のユーザ入力を含むことが可能である。
【０２０２】
　ロケーションにかかわらず、セキュリティロック3840は、様々なインタフェイスを含む
ことが可能である。例えば、セキュリティロック3840は、ユーザのパスコード認証のため
に構成されたキーパッドを含むことが可能である。セキュリティロック3840は、追加的又
は代替的に、音声認証のための音声認識ユーザインタフェイス、顔認識システム、指紋識
別システム、及び虹彩スキャナ等といった、ユーザを認証するためのバイオメトリックシ
ステムを含むことが可能である。
【０２０３】
　セキュリティロック3840は、リモートリソース3808を参照してユーザを認証することが
可能であり、該リモートリソース3808は、ユーザに関する情報を提供することが可能であ
り、又は信頼できる認証局として動作することが可能である。一実施形態では、リモート
リソース3808は、ユーザ認証に使用することができる電子的な医療記録のためのデータリ
ポジトリを含むことが可能である。セキュリティロック3840を（例えば、データネットワ
ーク3810を介して）リモート制御して、容器3802内の消耗単位へのアクセスをリモート制
御するためのリモート制御式セキュリティロックを提供することが可能である。監視シス
テム3824がカメラを含む場合には、セキュリティロック3840は、所与のアクセスの試行に
応じて該カメラを使用してイメージを捕捉するよう構成することが可能である。該カメラ
は、セキュリティロックのインタフェイスのオペレータの位置（例えば、キーパッドの正
面の領域）に向けられたディジタルスチルカメラまたはビデオカメラとすることが可能で
あり、該位置でイメージを捕捉してアクセスの試行を記録することが可能である。該カメ
ラにより捕捉された１つ以上のイメージは、顔認識ソフトウェア及び顔認識用のローカル
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又はリモートデータベースを使用して処理することが可能である。これは、タンパリング
その他の不正使用を検出するのに有用であり、特に認証が失敗した場合にオペレータを識
別するのに有用なものとなる。（音響的な警報、視覚的な警報、物理的な装置の運動、物
理的なロックダウン、及び電気的な衝撃又はショックを含むがそれらには限定されない）
更なる動作及び処理を、成功し又は失敗した認証及びセキュリティアンロック操作により
トリガすることが可能である。
【０２０４】
　セキュリティロック3840は、更なるロック処理、セキュリティ、又は認証関連機能を提
供することが可能である。例えば、容器3802が、分配機構の手動起動のためのユーザ入力
を有するディスペンサである場合、セキュリティロック3840は、該ユーザ入力の起動を制
御することが可能である。容器3802が、（例えば、該容器3802が結合されたベースからの
）分配機構のリモートマシン起動のためのマシン入力を有するディスペンサである場合に
は、セキュリティロック3840は、該マシン入力の起動を制御することが可能である。セキ
ュリティロック3840は、追加的又は代替的に、複数の容器3802のうちの１つをベースから
取り外すための条件としてユーザの認証を要求することが可能である。
【０２０５】
　容器、ディスペンサ、及び／又はベースは、清浄度及び残留物のチェック、ディジタル
メモリ障害のチェック、ローカル及びリモートの両方での冗長データソースに対するオン
ボードデータのチェック、電源テスト、及びバッテリーテストを含むがそれらには限定さ
れない、自己診断を実行することが可能である。本装置は、かかる診断を独自に実行する
ことが可能であり、又は該装置に接続された他のローカル及びリモート装置及びリソース
を使用することにより実行することが可能である。本装置はまた、かかる診断を、ユーザ
、環境、又は該装置自体が生成したトリガに応じて実行することが可能である。このため
、本装置及び既述の他の任意のシステム装置は、その診断機能を駆動するために手動又は
ユーザ入力を必要としない自己調整、自己テスト、及び自立型分配可能物システムを形成
することが可能である。
【０２０６】
　更に、この分配可能物システムのかかる自立は、診断機能を超えて、本書で説明する全
機能一式へと転換させることが可能である。典型的な一例は、本書で説明する分配装置で
あり、該分配装置は、手動ではなく、例えば病気の進行等の環境的なトリガに基づいて自
動的に消耗物の投与をユーザに提供する。
【０２０７】
　図３９は、複数の様々な装置間でスケジューリングデータ及び分配可能物データを同期
させるための方法を示している。一般に、方法3900は、ベースに対してカートリッジや容
器等の定期的な取り外し及び交換を行う間にデータを同期させるために使用することが可
能である。
【０２０８】
　ステップ3902に示すように、方法3900は、消耗物を含むカートリッジのベースへの挿入
を検出するステップで開始する。これは、例えば、本書で説明するカートリッジ、消耗物
、及びベースの何れとすることも可能である。該カートリッジは、例えば、一体化された
分配カートリッジ、又は、取り外し可能及び交換可能なハウジングを有する消耗可能物用
の容器を含むことが可能であり、該ハウジングは、例えば、上述したクリップ／カートリ
ッジの組み合わせの場合のように、取り外し可能及び交換可能な状態でベースに結合する
よう構成された電気機械的なインタフェイスを提供するものである。別の実施形態では、
本書で言及するカートリッジは、消耗物又はその他の分配可能物の単純な容器であって、
ベースに挿入することができるものとすることが可能である。その挿入は、例えば、２つ
以上の露出した導体表面との電気的な接触や機械的なスイッチやプランジャ等の起動等を
介して、又はカメラ若しくは光ビームとセンサを用いた光学的な検出等の他の手段を介し
て、検出することが可能である。如何なる検出を行う場合であっても、該検出は、挿入さ
れたカートリッジをベースのリソースに組み込むための複数のステップを該ベース上のプ
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ロセッサ又はその他の処理回路に開始させることが可能である。
【０２０９】
　ステップ3904に示すように、方法3900は、検出されたカートリッジの内容を読み出すス
テップを含むことが可能である。これは、例えば、カートリッジから消耗物の数値量を読
み出して該数値量をベースに通信することを含むことが可能である。これは、例えば、カ
ートリッジ内のメモリから又はカートリッジを保持しているクリップ内のメモリから直接
にデータを読み出すこと、又はセンサ等を使用してカートリッジのリザーバ内の現在の数
値量を検出することを含むことが可能である。数値カウントは、カートリッジの内容の1
つの有用な特性であるが、これは、追加的又は代替的に、内容の種類、残量百分率、カー
トリッジ識別子、及び内容の消費期限等といった、カートリッジに関する任意の他の情報
を読み出すことを含むことが可能である。一般に、かかる情報は、ベースによるアクセス
のためにカートリッジのメモリ内に直接エンコードすることが可能であり、又は、カート
リッジ、関連するクリップ、又はベース自体におけるセンサ等を介した検出により取得す
ることが可能である。
【０２１０】
　如何なる態様で取得される場合であっても、該情報は、次いで、任意の適当な通信イン
タフェイスを使用してベースに通信することが可能である。ベース内へのカートリッジの
挿入は、有線接続及びそれに対応する有線通信にとって都合の良いものであるが、この通
信は、追加的又は代替的に、WiFi、NFC、RFIDタグ技術、又はその他の任意の非接触通信
技術を用いた無線通信を含むことが可能である、ということが理解されよう。
【０２１１】
　ステップ3906に示すように、方法3900は、カートリッジへの通信のためにベースから情
報を読み出すステップを含むことが可能である。例えば、これは、薬剤その他の分配可能
物に関するスケジュールをベースから（例えば、ベースのメモリから）読み出して、カー
トリッジ内の消耗物に関するスケジュールの一部を該カートリッジへ通信することを含む
ことが可能である。
【０２１２】
　スケジュール全体を（例えば、該スケジュールを別のロケーションに移植するために）
カートリッジに送信することも可能である、ということが理解されよう。しかし、消耗物
に関連する部分は、カートリッジが該スケジュールに従って消耗物のためのディスペンサ
として独立して動作することを可能とし、及び、ユーザのための分配計画に関するより総
合的な情報を収容し又は該情報にアクセスすることができるベースは、全体的なスケジュ
ールが変更された際にカートリッジ上のスケジュールを有用に更新させることが可能であ
る。この情報は、任意の適当な通信インタフェイスを使用してカートリッジへ通信するこ
とが可能である。
【０２１３】
　この情報（ベースへの数値カウント及びカートリッジへのスケジュール）の交換の後、
様々な他の機能を有用に実行することが可能である。
【０２１４】
　ステップ3908に示すように、方法3900は、カートリッジがベースから取り外された際の
該カートリッジの独立した動作のために、スケジュール及び消耗物の数値量並びに任意の
他の情報を、ベースから独立したメモリに格納するステップを含むことが可能である。一
実施形態では、これは、カートリッジのメモリを含むことが可能である。別の実施形態で
は、これは、カートリッジが（例えば、無線又はセルラーネットワークを介して、又は当
該ユーザに関連づけられていない他のベースに接続された際に）アクセスすることができ
るリモートアクセス可能なメモリストアを含むことが可能である。
【０２１５】
　ステップ3910に示すように、方法3900は、数値カウント等のカートリッジ情報をユーザ
に提示するステップを含むことが可能である。これは、例えば、会話形式での数値カウン
トを含む音響的な出力を提供すること、又はカートリッジ若しくはベースのディスプレイ
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上に数値量を表示することを含むことが可能である。このため、カートリッジが接続され
た際に、該カートリッジは、数値量を表示することが可能であり、及びベースは、「この
カートリッジは５単位を収容している」といった会話形式で可聴通知を発することが可能
である。更に、カートリッジから直接に又は該カートリッジの識別子に基づいて分配可能
物の種類を取得することができる場合には、これは、「このカートリッジは消費期限が20
15年1月3日である５単位のアスピリンを収容している」といった該カートリッジの状態の
一層完全な提示とすることが可能である。
【０２１６】
　ステップ3912に示すように、方法3900は、所定のスケジュールに基づいてカートリッジ
から通知を発行するステップを含むことが可能である。これは、カートリッジ自体からの
表示、音声、又は振動といったローカルな通知、又はインスタントメッセージや電子メー
ル等の他の任意の通信媒体を介したユーザへの通知を含む、任意の有用な通知を含むこと
が可能である。
【０２１７】
　図４０は、システムの構成要素に対するユーザの関連づけを管理するための方法を示し
ている。一般に、方法400は、例えば、ベース又はリモートリソース上でホストされるサ
ーバにより管理される、様々な同期及び調整ステップを含むことが可能である。
【０２１８】
　ステップ4002に示すように、方法4000は、ユーザに消耗物を分配するためのスケジュー
ルの受信を開始することが可能である。一実施形態では、ユーザは、スケジュールとして
ファイルを提供することが可能であり、又は所定のユーザインタフェイスでスケジュール
を作成することが可能である。別の実施形態では、スケジュールは、ベースその他の装置
から受信することが可能である。例えば、これは、ユーザにより手動で開始される通信、
スケジュールを更新するために定期的に送信される自動通信、又はベースがシステムに参
加したとき、ベースがユーザに関連づけられたとき、ベースがスケジュールの変更を受信
したとき等といった、所与のイベントに応じて開始される自動通信を含むことが可能であ
る。一般に、これは、一般に以下で説明するように実行するためにベースへ送信すること
ができる更新されたスケジュールを作成するための、スケジュールに対するユーザにより
生成された更新を受信することを含むことが可能である。
【０２１９】
　ステップ4004に示すように、方法4000は、例えば、本書で説明する管理インタフェイス
等に対する入力を介して、ユーザとのベースの関連づけを受信するステップを含むことが
可能である。
【０２２０】
　ステップ4006に示すように、方法4000は、ベースへスケジュールを送信するステップを
含むことが可能である。このため、関連づけが検出されると、関連づけられたユーザのた
めのスケジュールを実行するように、関連づけられたベースを構成することが可能となる
。本書で一般に説明するように、ベースは、ユーザに通知を提供することにより、及びベ
ースに対して取り外し可能かつ交換可能である容器から消耗物等の分配可能物を単位形態
で分配することにより、スケジュールを実行するよう動作することが可能である。この脈
絡で用いる場合、該容器は、本書で説明するように、単純な容器、カートリッジ、及び／
又はカートリッジ／クリップの組み合わせとすることが可能である、ということが理解さ
れよう。
【０２２１】
　ステップ4008に示すように、方法4000は、複数の容器の各々における消耗物の種類及び
量を特徴付けるデータを、該容器及び／又はベースから有用に提供され得る情報と共に、
ベースから受信するステップを含むことが可能である。
【０２２２】
　ステップ4010に示すように、方法4000は、ベースからのスケジュールを実行するステッ
プを含むことが可能である。本書で説明するように、これは、ローカルな通知を提供する
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こと、他の装置へ通知を通信すること、自動的に又は手動で物品を分配すること、及び順
守を監視すること等を含むことが可能である。
【０２２３】
　ステップ4012に示すように、方法4000は、モバイル装置（例えば、スマートフォン、タ
ブレット）又はユーザに関連づけられた着用可能なアクセサリといったアクセサリと通信
することを含むことが可能である。同様に、これは、該モバイル装置又は着用可能なアク
セサリから命令（例えば、ベースに結合された複数の容器のうちの１つから消耗物を分配
するための命令）を受診することを含むことが可能である。
【０２２４】
　ステップ4014に示すように、方法4000は、ベース並びに該ベースに関連する複数の容器
の内容を監視するステップを含むことが可能である。例えば、これは、該複数の容器のう
ちの１つが交換又は補充を必要とするときを、スケジュール、並びに該容器内の消耗物の
種類及び量を特徴付けるベースから受信したデータに基づいて、判定し、次いで対応する
１つ以上の容器を交換するためのユーザへの通知を生成することを含むことが可能である
。同様に、これは、前記複数の容器のうちの１つの交換品、又は該容器を補充するための
バルク形態の消耗物を自動的に注文することを含むことが可能である。自動的な注文は、
本書で説明するような、適当な承認、フルフィルメント、及び支払いプラットフォームと
の間の、任意の適当なコンピュータにより調整された対話を含むことが可能である。これ
は、（例えば、容器の追加、除去、交換、又は補充により）ベースを再構成する必要があ
るときを判定することを含むことが可能である。フルフィルメントは、有人又は無人配送
方法（human-driven and drone delivery methods）を含むが、それらには限定されない
。
【０２２５】
　上記によれば、本書で開示する方法は、消耗単位を収容したカートリッジのベース内へ
の挿入を検出し、該カートリッジから該消耗単位の数値量を読み出して該数値量を該ベー
スへ通信し、及び該ベースから薬剤に関する所定のスケジュールを読み出して前記所定の
スケジュールのうち該カートリッジ内の該消耗単位に関する部分を該カートリッジへ通信
する、という各ステップを含む。
【０２２６】
　上述の方法及びシステムは、多種多様な強化及びそれに関連する特徴であって上記技術
と有用に組み合わせルことが可能なもののためのプラットフォームとして働くことが可能
である、ということが理解されよう。以下では多数の実施形態が限定されない例として提
供される。一実施形態では、消耗物容器とベースステーション上のソケットとの間の接続
機構であって、（ａ）容器をソケットに確実に取り付けるためのロックアンドキーを有し
、及び（ｂ）容器の特性に関するディジタル情報を（誤投与及び容器特性の誤通信を防止
するためにソケットにより一意的に読み出される）暗号化／復号化されたデータ形式で容
器上に格納する、接続機構が本書では開示されている。
【０２２７】
　別の実施形態では、上記の何れも、（ａ）錠剤の特定の大きさに適合するようカートリ
ッジのカラー（collar）を設定し、及び（ｂ）カートリッジデータ記憶装置（例えば、NF
Cステッカー）を取り付けることができる、医薬包装又は充填ラインを含むことが可能で
ある。別の実施形態では、ベースは、アカウントの所有者又は管理者により確立されたア
クセスについて、該ベースの様々な容器又はカートリッジの内部のSKU及び装置に関して
ユーザ固有の承認又は認証をサポートすることが可能である。管理システムは、投与量、
パーミッション、療法（regimen）、スケジュール、及び設定を、所与の１つのユーザ、
アカウント、又は装置から別のユーザ、アカウント、又は装置へ割り当てるための、ドラ
ッグアンドドロップインタフェイスを提供することが可能である。該インタフェイスは、
ベース上で、ウェブサーバから、ユーザのコンピュータから、モバイル装置から、又は他
の任意の適当なホスティングサイトから、展開することが可能である。
【０２２８】
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　別の実施形態では、本書における装置は、消耗物容器内の消耗物の体積又は個数の重量
ベースの判定を用いることが可能である。別の実施形態では、本書における装置は、未加
工材料から錠剤を製造するための錠剤の圧縮のため、並びに任意の他の適当な混合、配合
、カプセル化、又はその他の類似する機能のための、錠剤製造手段を含むことが可能であ
る。
【０２２９】
　別の実施形態では、本書で説明するシステムは、ユーザ毎のレベルで消費されるべき投
与の待ち行列化を介して消耗物の使用のスケジューリングをサポートすることが可能であ
り、及び、（ａ）指定された第三者のための待ち行列に対するアクセス／修正、（ｂ）指
示（indication）を含む消耗物の特性によるカテゴリ化、ソート、及びフィルタリング、
及び（ｃ）分析を行うことを可能にする。別の実施形態では、本書で説明するシステムは
、「グラビング（grabbing）」を目的としてユーザが他のユーザと購入履歴を共有してい
る場合には、他のユーザの過去の購入バスケットの一部又は全部に基づいて購入を行う（
グラビングする）よう構成することが可能である。別の実施形態では、本書で説明するシ
ステムは、電子的な消耗物ディスペンサの分配及び承認機能に対するリモートアクセスを
サポートするよう構成することが可能である。別の実施形態では、本書で説明するシステ
ムは、（特に（ヘルスケアプロバイダ、職員、及び取締官を含むがそれらには限定されな
い）第三者による錠剤圧縮時の）消耗物ディスペンサの使用のリモート認証をサポートす
るよう構成することが可能である。
【０２３０】
　別の実施形態では、本書で説明するシステムは、（ａ）投与待ち行列、（ｂ）投与要件
（例えば、薬物を食物と一緒に摂取する必要性）、（ｃ）消耗物の誤用（例えば、投与忘
れ又は過剰投与）、及び（ｄ）危険な薬物の相互作用（例えば、薬物Ａ及び薬物Ｂが24時
間以内に共に摂取した場合に胃の出血を生じさせること）に基づいて消耗物の使用警告を
トリガすることといった、様々な通知を提供するために使用することが可能である。別の
実施形態では、本書で説明するシステムは、システムデータによりトリガされるSKU単位
の枯渇又はほぼ枯渇に関するデータを受信することによってトリガされる、消耗物SKUの
自動再注文をサポートするよう構成することが可能である。別の実施形態では、本書で説
明するシステムは、優先順位付けされた通信をサポートするよう構成することが可能であ
り、この場合、オンラインサーバ及び家庭内の装置は、優先順位付けされたバッファリン
グ及び送信を用いて、あらゆる通信において重要な非冗長データが最初に送信されること
を確実にする。
【０２３１】
　別の実施形態では、ユーザデータ及びヘルスケア情報に照らした医薬製品のチェックの
ために中央リポジトリを提供することが可能である。別の実施形態では、本システムは、
（ａ）複数の消耗物使用装置間の問題を解決し、（ｂ）消耗物の消費を個人の健康記録及
び任意の他の第三者の健康記録システムに直接インタフェイスする、汎用的な消耗物追跡
システムを提供することが可能である。別の実施形態では、本システムは、（ａ）消耗物
の用法のゲーミフィケーション（gamification）、及び（ｂ）自動及び手動の消耗物目標
設定及び認識を可能とする、使用処理エンジン及びフロントエンドを提供することが可能
である。
【０２３２】
　上述の方法及び処理、及びその各ステップは、ハードウェア、ソフトウェア、又は特定
の用途に適したそれらの任意の組み合わせで実現することが可能である。該ハードウェア
は、汎用コンピュータ及び／又は専用コンピューティング装置を含むことが可能である。
該処理は、１つ以上のマイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、組み込みマイクロプ
ロセッサ、プログラマブルディジタル信号プロセッサ、又はその他のプログラム可能な装
置、並びに内部及び／又は外部メモリで実現することが可能である。該処理は、追加的又
は代替的に、特定用途集積回路、プログラマブルゲートアレイ、プログラマブルアレイロ
ジック、又は電子信号を処理するよう構成することが可能な任意の他のデバイス若しくは
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複数のかかるデバイスの組み合わせで実施することが可能である。更に、複数の処理のう
ちの１つ以上は、Ｃ等の構造化プログラミング言語、Ｃ++等のオブジェクト指向プログラ
ミング言語、又は他の任意の高級又は低級プログラミング言語（アセンブリ言語、ハード
ウェア記述言語、及びデータベースプログラミング言語及び技術を含む）を用いて作成さ
れたコンピュータ実行可能コードとして実現することが可能であり、かかるコンピュータ
実行可能コードは、格納し、コンパイルし、又はインタープリットして、上記装置のうち
の１つ上で、並びに、プロセッサ、プロセッサアーキテクチャ、又は様々なハードウェア
及びソフトウェアの組み合わせの異種の組み合わせ上で、実行することが可能である、と
いうことが理解されよう。
【０２３３】
　このため、一実施形態では、上述の各方法又はステップ並びにそれらの組み合わせは、
コンピュータ読み取り可能媒体（例えば、持続性コンピュータ読み取り可能媒体）で実施
されたコンピュータ実行可能コードからなるコンピュータプログラム製品として実現する
ことが可能であり、該コンピュータ実行可能コードは、１つ以上のコンピューティング装
置上で実行された際にそれら各ステップを実行するものである。別の実施形態では、本方
法は、その各ステップを実行するシステムで実施することが可能であり、及び多数の態様
で複数の装置にわたり分散させることが可能であり、又は全ての機能を専用のスタンドア
ロン装置またはその他の装置に組み込むことが可能である。別の実施形態では、上述の処
理に関連する各ステップを実行するための手段は、上述したハードウェア及び／又はソフ
トウェアの何れをも含むことが可能である。かかる変更及び組み合わせの全てを本開示の
範囲内に含めることが意図されている。
【０２３４】
　更に、上記方法は例示として提供したものであることが理解されよう。明示的な言及が
存在しない限り、本開示の各ステップは、本開示の範囲から逸脱することなく、修正し、
補充し、省略し、及び／又は再配置することが可能である。
【０２３５】
　本書で説明する本開示の方法ステップは、特に明示しない限り又は文脈から自明でない
限り、かかる方法ステップを実行させる任意の適当な方法であって特許請求の範囲の特許
性と合致する方法を含むことが意図されたものである。このため、例えば、ステップＸの
実行は、リモートユーザ又はリモート処理リソース（例えば、サーバ又はクラウドコンピ
ュータ）等の別の者が該ステップＸを実行させるための任意の適当な方法を含むことが可
能である。同様に、ステップＸ,Ｙ,Ｚの実行は、それら各ステップの利益を得るべくステ
ップＸ,Ｙ,Ｚを実行するためにかかる他の個人又はリソースの任意の組み合わせに指示し
又はそれらを制御する任意の方法を含むことが可能である。
【０２３６】
　本開示の特定の実施形態を図示し説明したが、当業者には自明であるように、本開示の
思想及び範囲から逸脱することなく、その形態及び細部に様々な変更及び修正を加えるこ
とが可能であり、かかる変更及び修正は、本書で説明した本発明の思想の一部を形成する
ことを意図したものである。



(62) JP 2016-518882 A 2016.6.30

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】



(63) JP 2016-518882 A 2016.6.30

【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】

【図１６】



(64) JP 2016-518882 A 2016.6.30

【図１７】

【図１８】

【図１９】

【図２０】

【図２１】

【図２２】 【図２３】

【図２４】

【図２５】



(65) JP 2016-518882 A 2016.6.30

【図２６】

【図２７】

【図２８】

【図２９】

【図３０】

【図３１】

【図３２】 【図３３】



(66) JP 2016-518882 A 2016.6.30

【図３４】

【図３５】

【図３６】

【図３７】 【図３８】



(67) JP 2016-518882 A 2016.6.30

【図３９】 【図４０】



(68) JP 2016-518882 A 2016.6.30

10

20

30

40

【国際調査報告】



(69) JP 2016-518882 A 2016.6.30

10

20

30

40



(70) JP 2016-518882 A 2016.6.30

10

20

30

40



(71) JP 2016-518882 A 2016.6.30

10

20

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,TJ,T
M),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,R
S,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,
BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,H
R,HU,ID,IL,IN,IR,IS,JP,KE,KG,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG
,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,
UA,UG,US

（特許庁注：以下のものは登録商標）
１．ＱＲコード
２．Ｌｉｎｕｘ

(72)発明者  アクドーガン，クタドグ
            アメリカ合衆国ペンシルベニア州１８９４０，ニュータウン，スイート・１００，テリー・ドライ
            ブ・１１０，メイクフィールド　エルエルシー内
(72)発明者  ヴェプリ，カルヤン，シー
            アメリカ合衆国ペンシルベニア州１８９４０，ニュータウン，スイート・１００，テリー・ドライ
            ブ・１１０，メイクフィールド　エルエルシー内
(72)発明者  フォン・ハイフナー，クリスチアン
            アメリカ合衆国ペンシルベニア州１８９４０，ニュータウン，スイート・１００，テリー・ドライ
            ブ・１１０，メイクフィールド　エルエルシー内
Ｆターム(参考) 4C047 KK01  KK17  KK23  NN02  NN11 
　　　　 　　  5L099 AA00 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

