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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　薬剤容器であって、
薬剤のためのハウジングと、
前記ハウジングに着脱可能に接続されたキャップと、
前記キャップの開閉を検知するように構成されたキャップセンサと、
前記ハウジングに接続された、前記ハウジング内における薬剤の量を検知する測定センサ
と、
前記キャップセンサのステータスに少なくとも部分的に基づいて前記測定センサの読取り
をトリガーするように構成された１又は複数のプロセッサと、
前記測定センサの前記読取りに関するデータをリモートコンピュータへワイヤレス送信す
る送信装置と、
光源、グラフィカルディスプレイ装置、テキスト表示装置およびスピーカの少なくともい
ずれか１つを備えるアラート部と
前記リモートコンピュータからの前記アラート部を起動するための起動命令を受信するよ
うに構成され、または、前記リモートコンピュータによって起動されるように構成された
無線受信装置と、
を備え、
前記１又は複数のプロセッサが、前記無線受信装置による前記起動命令の受信に少なくと
も部分的に基づいて前記アラート部を起動するように構成されている、薬剤容器。
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【請求項２】
　前記測定センサが静電容量センサで構成されている、請求項１に記載の薬剤容器。
【請求項３】
　前記静電容量センサが、交互配置パターンにしたがって配置された、前記ハウジング内
における前記薬剤の量に対応する静電容量を検知する複数の導電性電極を備えている、請
求項２に記載の薬剤容器。
【請求項４】
　前記測定センサが重量センサで構成されている、請求項１に記載の薬剤容器。
【請求項５】
　薬剤容器であって、
薬剤のためのハウジングと、
前記ハウジングに接続された、前記ハウジング内における前記薬剤の量に対応する静電容
量を検知する静電容量センサであって、交互配置パターンにしたがって配置された複数の
導電性電極を備えている静電容量センサと、
前記ハウジングに着脱可能に接続されたキャップと、
前記キャップの開閉を検知するように構成されたキャップセンサと、
前記キャップセンサのステータスに少なくとも部分的に基づいて前記静電容量センサの読
取りをトリガーするように構成された１又は複数のプロセッサと、
前記静電容量センサの前記読取りに関するデータをリモートコンピュータへワイヤレス送
信する送信装置と、
光源、グラフィカルディスプレイ装置、テキスト表示装置およびスピーカの少なくともい
ずれか１つを備えるアラート部と
前記リモートコンピュータからの前記アラート部を起動するための起動命令を受信するよ
うに構成され、または、前記リモートコンピュータによって起動されるように構成された
無線受信装置と、
を備え、
前記１又は複数のプロセッサが、前記無線受信装置による前記起動命令の受信に少なくと
も部分的に基づいて前記アラート部を起動するように構成されている、薬剤容器。
【請求項６】
　前記静電容量センサが、
第１の導電端子と電気的に連通された第１の導電性電極と、
第２の導電端子と電気的に連通された第２及び第３の導電性電極と、
を備え、
前記第１の導電性電極が、前記第２の導電性電極と前記第３の導電性電極との間に配置さ
れ、かつ、
前記ハウジング内における前記薬剤の量に起因する前記静電容量が、前記第１の導電端子
と前記第２の導電端子との間で検知される、請求項５に記載の薬剤容器。
【請求項７】
　前記導電性電極の交互配置パターンには、一定間隔で配置された複数の導電性電極が含
まれている、請求項５に記載の薬剤容器。
【請求項８】
　前記導電性電極の交互配置パターンには、矩形形状とされた導電性電極が含まれている
、請求項５に記載の薬剤容器。
【請求項９】
　前記薬剤容器が縦置き位置にあるときに、前記複数の導電性電極の少なくとも１つが、
前記薬剤容器の垂直軸に対して平行に配置されている、請求項５に記載の薬剤容器。
【請求項１０】
　前記薬剤容器が縦置き位置にあるときに、前記複数の導電性電極の少なくとも１つが、
前記薬剤容器の垂直軸に対して垂直に配置されている、請求項５に記載の薬剤容器。
【請求項１１】
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　前記薬剤容器が縦置き位置にあるときに、前記複数の導電性電極の少なくとも１つが、
前記薬剤容器の垂直軸に対して角度をなす角度関係に配置され、かつ、
前記角度関係が、非水平かつ非垂直な関係とされている、請求項５に記載の薬剤容器。
【請求項１２】
　前記薬剤容器が縦置き位置にあるときに、前記複数の導電性電極の少なくとも１つが、
前記薬剤容器の垂直軸に対して３５から５５度の間の角度をなすように配置されている、
請求項５に記載の薬剤容器。
【請求項１３】
　前記薬剤に対応する前記静電容量が前記ハウジング内に存在する前記薬剤の量に対して
線形的に変化するように、前記静電容量センサが構成されている、請求項５に記載の薬剤
容器。
【請求項１４】
　前記薬剤の量に対応する前記静電容量が前記ハウジングに追加されまたは取出される錠
剤１個あたり１０フェムトファラッド（ｆＦ）から１００フェムトファラッド（ｆＦ）の
間で変化するように、前記静電容量センサが構成されている、請求項５に記載の薬剤容器
。
【請求項１５】
　前記薬剤の量に対応する前記静電容量が前記ハウジングに追加されまたは取出される液
体薬剤１ミリリットルあたり２５０フェムトファラッド（ｆＦ）から４５０フェムトファ
ラッド（ｆＦ）の間で変化するように、前記静電容量センサが構成されている、請求項５
に記載の薬剤容器。
【請求項１６】
　前記静電容量センサによって検知された前記静電容量をデジタルデータに変換する容量
デジタル・コンバータをさらに備えている、請求項５に記載の薬剤容器。
【請求項１７】
　前記静電容量センサによって検知された前記薬剤の量に対応する前記静電容量に少なく
とも部分的に基づいて起動するように構成された少なくとも１つのアラート部をさらに備
えている、請求項５に記載の薬剤容器。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
［関連出願の相互参照］
　本出願は、２０１２年２月２６日に出願された米国仮出願第６１／６０３，３５３号お
よび２０１３年１月１５日に出願された米国仮出願第６１／７５２，６７９号に基づく米
国特許法第１１９条（ｅ）の規定による優先権を主張し、その内容を参照により本明細書
に援用される。
【０００２】
［実施形態の分野］
　本開示の実施形態は、患者が自分の薬剤を服用しているかどうか、および／またはいつ
服用したかを判定し、適切な場合には、患者に対する適切なリマインダーおよび／または
アラートを提供して投薬計画の遵守を向上させるためのシステムおよび方法に関するもの
である。いくつかの実施形態によれば、薬剤容器の内容物（例えば錠剤の個数または液体
薬剤の量）を検知するための静電容量センサを備えた薬剤容器が提供される。特定の実施
形態においては、静電容量センサは、容器内容物に起因する静電容量を測定するために薬
剤容器の軸に対して垂直向き、水平向きもしくは斜め向きにまたはその他の適切な態様に
て配置された、交互配置形または櫛形電極を備えている。いくつかの実施形態においては
、ここに記載されたシステムおよび方法は、薬剤容器の内容物、容器のキャップが最後に
開閉された時間、薬剤容器の所在場所および／または容器の周囲環境を表すデータに少な
くとも部分的に基づいて、患者に対するリマインダーおよび／またはアラートをトリガー
する。
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【背景技術】
【０００３】
　米国だけをみても１億３３００万人の人々が少なくとも１つの慢性疾患を患っていると
推定され、また、慢性疾患は毎年米国においておよそ１０人中７人の死亡につながってい
ると推定されている。これらの疾病を軽減および治療するために薬剤がしばしば処方され
るが、薬剤が服用されないままになることがある。投薬計画の遵守に係る現在のレベルは
、５０％程度またはそれを下回るレベルであって、患者は予防薬や苦痛緩和剤を手に入れ
ることができるにもかかわらず、患者が自分の慢性疾患に対して適切な処置を行っている
とはいえない。典型的には、患者が自分の薬剤を服用しない主要な理由は、飲み忘れであ
る。
【０００４】
　上記に鑑みて必要となるのは、患者による投薬計画の遵守を増大するためのシステムお
よび方法である。そして、患者による投薬計画の遵守が増せば患者の治療結果および生活
の質を改善することが期待できる。
【発明の概要】
【０００５】
　すなわち、本開示の一態様によれば、薬剤のためのハウジング（例えばボトル）と、ハ
ウジングに着脱可能に接続されたキャップとを備えた薬剤容器が提供される。いくつかの
実施形態においては、薬剤容器は、キャップの開閉を検知するように構成されたキャップ
センサを備えている。代替的にまたは追加的に、いくつかの実施形態においては、薬剤容
器は、ハウジングに接続された、当該ハウジング内における薬剤の量を検知するための測
定センサ（例えば静電容量センサまたは重量センサ）を備えている。いくつかの実施形態
においては、薬剤容器は、キャップセンサのステータスに少なくとも部分的に基づいて、
測定センサの読取りをトリガーする（例えばキャップセンサがキャップが閉じられたこと
を示した直後や５秒または１０秒後に測定センサの読取りをトリガーする）ように構成さ
れたプロセッサを備えている。
【０００６】
　いくつかの実施形態においては、薬剤容器は、測定センサの読取りに関するデータ（例
えば薬剤容器内における錠剤の個数または液体薬剤の量を表すデータ）をリモートコンピ
ュータへワイヤレス送信するための送信装置（例えば送受信装置）を備えている。
【０００７】
　いくつかの実施形態においては、薬剤容器は、無線受信装置および／またはアラート部
（例えば１つ以上の光源、グラフィカルディスプレイ装置、テキスト表示装置および／ま
たはスピーカ）を備えている。例えば、無線受信装置は、リモートコンピュータ（例えば
バックエンドシステム、または、薬剤容器と通信を行うための適切な通信アプリケーショ
ンを実行している携帯電話などのユーザコンピュータ）から起動命令を受信するように、
あるいは、リモートコンピュータによって起動されるように構成されていてもよい。薬剤
容器内に設けられたプロセッサは、起動命令の無線受信装置による受信に少なくとも部分
的に基づいてアラート部を起動してもよい。
【０００８】
　本開示のいくつかの実施形態に係る別の態様によれば、薬剤のためのハウジングと、こ
のハウジングに接続されていて、ハウジング内に存在する薬剤の量に対応する静電容量を
検知する静電容量センサと、を備えた薬剤容器が提供される。いくつかの実施形態におい
ては、静電容量センサは、交互配置形または櫛形パターンにしたがって配置された複数の
導電性電極で構成されている。いくつかの実施形態においては、薬剤容器は、静電容量セ
ンサによって検知された静電容量をデジタルデータに変換するための容量デジタル・コン
バータをさらに備えている。
【０００９】
　いくつかの実施形態においては、静電容量センサの導電性電極は、第１の導電端子と電
気的に連通された第１の導電性電極と、第２の導電端子と電気的に連通された第２の導電
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性電極および第３の導電性電極と、を備えている。第１の導電性電極は、第２の導電性電
極と第３の導電性電極との間に配置されていてもよい。ハウジング内における薬剤の量に
起因する静電容量が、第１の導電端子と第２の導電端子との間で検知されてもよい。
【００１０】
　静電容量センサの電極は、任意の適切なサイズ、形状および／または構成態様を有する
ことができる。いくつかの実施形態においては、静電容量センサの導電性電極には、導電
性電極の交互配置パターンには、一定間隔で配置された複数の導電性電極が含まれている
。いくつかの実施形態においては、導電性電極の交互配置パターンは、導電性電極の交互
配置パターンには、矩形形状または概ね矩形形状とされた導電性電極が含まれている。い
くつかの実施形態においては、薬剤容器が縦置き位置にあるときに、複数の電極の１つ以
上が、薬剤容器の垂直軸に対して平行にまたは概ね平行に配置されている。いくつかの実
施形態においては、薬剤容器が縦置き位置にあるときに、電極の１つ以上が、薬剤容器の
垂直軸に対して斜め方法に、概ね斜め方向に、または別の角度関係（例えば３５度から５
５度の間の角度）で配置されている。
【００１１】
　いくつかの実施形態においては、静電容量センサは、薬剤に対応する静電容量がハウジ
ング内の薬剤の量に対して線形的にまたは概ね線形的に変化するように、構成されている
。
【００１２】
　いくつかの実施形態においては、薬剤の量に対応する静電容量がハウジングに追加され
または取出される錠剤１個あたり１０フェムトファラッド（ｆＦ）から１００ｆＦの間で
変化する。
【００１３】
　いくつかの実施形態においては、薬剤の量に対応する静電容量がハウジングに追加され
または取出される液体薬剤１ミリリットルあたり２５０フェムトファラッド（ｆＦ）から
４５０ｆＦの間で変化する。
【００１４】
　本開示のいくつかの実施形態に係る他の態様によれば、患者に対して薬剤を服用すべき
旨をリマインドするシステムおよび方法が提供される。システムは、患者と関連する投薬
計画を表すデータを格納するように構成されたコンピュータメモリを備えていてもよい。
また、システムは、患者と関連する薬剤容器からの通信を受信するように構成された１つ
以上のコンピュータを備えていてもよい。１つ以上のコンピュータは、１つ以上のコンピ
ュータによって薬剤容器から通信（例えば患者が自分の薬剤を服用したことを表す通信）
が最後に受信されたのはいつかを表すデータと、患者と関連する投薬計画を表すデータと
の比較を行ってもよい。この比較の結果に少なくとも部分的に基づいて、１つ以上のコン
ピュータは、患者に対する薬剤を服用すべき旨のリマインダーをトリガーしてもよい。
【００１５】
　いくつかの実施形態においては、このシステムおよび方法は、特定の時間において薬剤
容器内に存在する薬剤の量を表す薬剤容器からの通信を受信するように構成された１つ以
上のコンピュータを備えていてもよい。１つ以上のコンピュータは、薬剤容器内に存在す
る薬剤の量を表すデータと、患者と関連する投薬計画を表すデータとの比較を行ってもよ
い。この比較の結果に少なくとも部分的に基づいて、１つ以上のコンピュータは、患者に
対する薬剤を服用すべき旨のリマインダーをトリガーしてもよい。
【００１６】
　前述した概要はここに開示した実施形態を説明するためのものにすぎず、システム、方
法、装置、コンピュータ読取可能媒体およびここに開示した諸機能を実行するための手段
を含む追加的な本開示の実施形態は、詳細な説明に記載されかつ図面に示されている。
【００１７】
　本開示の実施形態の様々な側面は、以下の図面を参照して説明されるところ、これらの
図面は必ずしも原寸に対応するものではなく、実施形態を限定する趣旨のものでもない。
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複数の図面に記載された要素には、それらが記載されたすべての図面において同一の引用
符号・記号を付するものとする。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】図１は、本開示のいくつかの実施形態に係る、薬剤容器の内容物を判定するため
の、および／または、患者に対して当該患者の薬剤を服用すべき旨のリマインダーおよび
／またはアラートを提供するための例示的システムを示したブロックダイヤグラムである
。
【００１９】
【図２Ａ】図２Ａは、本開示のいくつかの実施形態に係る容器の内容物を測定するための
２電極型静電容量センサを備えた薬剤容器を示した図である。
【図２Ｂ】図２Ｂは、本開示のいくつかの実施形態に係る容器の内容物を測定するための
２電極型静電容量センサを備えた薬剤容器を示した図である。
【図２Ｃ】図２Ｃは、本開示のいくつかの実施形態に係る容器の内容物を測定するための
２電極型静電容量センサを備えた薬剤容器を示した図である。
【００２０】
【図３Ａ】図３Ａは、本開示のいくつかの実施形態に係る容器の内容物を測定するための
縦向きの交互配置形または櫛形電極を備えた静電容量センサを示した図である。
【図３Ｂ】図３Ｂは、本開示のいくつかの実施形態に係る容器の内容物を測定するための
縦向きの交互配置形または櫛形電極を備えた静電容量センサを示した図である。
【図４Ａ】図４Ａは、本開示のいくつかの実施形態に係る容器の内容物を測定するための
縦向きの交互配置形または櫛形電極を備えた静電容量センサを示した図である。
【図４Ｂ】図４Ｂは、本開示のいくつかの実施形態に係る容器の内容物を測定するための
縦向きの交互配置形または櫛形電極を備えた静電容量センサを示した図である。
【００２１】
【図５Ａ】図５Ａは、本開示のいくつかの実施形態に係る容器の内容物を測定するための
縦向きの交互配置形または櫛形電極を備えた静電容量センサを示した図である。
【図５Ｂ】図５Ｂは、本開示のいくつかの実施形態に係る容器の内容物を測定するための
縦向きの交互配置形または櫛形電極を備えた静電容量センサを示した図である。
【００２２】
【図６Ａ】図６Ａは、本開示のいくつかの実施形態に係る縦向きの交互配置形または櫛形
電極を備えた別の静電容量センサを示した図である。
【図６Ｂ】図６Ｂは、本開示のいくつかの実施形態に係る縦向きの交互配置形または櫛形
電極を備えた別の静電容量センサを示した図である。
【００２３】
【図７Ａ】図７Ａは、本開示のいくつかの実施形態に係る斜め向きの交互配置形または櫛
形電極を備えた薬剤容器のための静電容量センサを示した図である。
【図７Ｂ】図７Ｂは、本開示のいくつかの実施形態に係る斜め向きの交互配置形または櫛
形電極を備えた薬剤容器のための静電容量センサを示した図である。
【００２４】
【図８】図８は、本開示の一実施形態に係る静電容量センサによって測定された、薬剤容
器内の錠剤の個数に対する静電容量測定値を表したグラフである。
【００２５】
【図９】図９は、本開示の一実施形態に係る静電容量センサによって測定された、薬剤容
器内の液体薬剤の量に対する静電容量測定値を表したグラフである。
【００２６】
【図１０Ａ】図１０Ａは、本開示のいくつかの実施形態に係る容器内の薬剤の重量を測定
するための重量センサを備えた薬剤容器を示した図である。
【図１０Ｂ】図１０Ｂは、本開示のいくつかの実施形態に係る容器内の薬剤の重量を測定
するための重量センサを備えた薬剤容器を示した図である。



(7) JP 6321552 B2 2018.5.9

10

20

30

40

50

【００２７】
【図１１】図１１は、本開示のいくつかの実施形態に係る患者に対して薬剤の服用を通知
する例示的方法を説明したフローチャートである。
【図１２】図１２は、本開示のいくつかの実施形態に係る患者に対して薬剤の服用を通知
する例示的方法を説明したフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　本開示は、概ね、患者による投薬計画の遵守を促進するためのシステムおよび方法に関
するものである。図１は、本開示のいくつかの実施形態に係る、薬剤容器１０２の内容物
を判定するための、および／または、患者に対して自分の薬剤を服用すべき旨のリマイン
ダーおよび／またはアラートを提供するための例示的なシステム１００を示したブロック
ダイヤグラムである。薬剤容器１０２は、入手に処方箋を要する錠剤もしくは液体薬剤ま
たは処方箋を要しない錠剤もしくは液体薬剤を収容するためのボトルまたはその他の容器
である。いくつかの実施形態においては、システム１００は、薬剤容器１０２とバックエ
ンドシステム１０４とを備えており、このバックエンドシステム１０４は１つ以上のサー
バを備えている。いくつかの実施形態においては、システム１００は、ユーザコンピュー
タ１２８（例えば携帯電話、タブレットＰＣ、ラップトップコンピュータ、携帯情報端末
（ＰＤＡ）、またはデスクトップコンピュータ）、薬局のコンピュータ１３０および／ま
たは医師のコンピュータ１３２を備えている。
【００２９】
　薬剤容器１０２は、通信機能１０６を介して、バックエンドシステム１０４、ユーザコ
ンピュータ１２８、薬局のコンピュータ１３０および／または医師のコンピュータ１３２
のいずれか１つ以上（例えばこれらすべて）と通信が可能となるように接続されている。
例えば、いくつかの実施形態においては、薬剤容器１０２は、例えばセルラーモデム（例
えばＴｅｌｉｔ　ＣＣ８６４－Ｄｕａｌ、Ｓｉｅｒｒａ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　６０８７（
または５０１１）またはＪａｎｕｓ　ＣＤＭＡ　Ｔｅｒｍｉｎｕｓ　Ｐｌｕｇ－ｉｎ　Ｃ
ＤＭＡ８６４Ｃ）を含む、通信を送信および／または受信するための無線送信装置または
送受信装置１０８を備えている。通信機能１０６は、無線リンク（例えば無線周波数（Ｒ
Ｆ）リンク、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈリンク、２Ｇリンク、３Ｇリンク）、その他の通信リン
クまたはこれらを組み合わせた通信リンクで構成してもよい。様々な実施形態において、
薬剤容器１０２は、異なるコンピュータと通信を行うための同一または異なる通信リンク
を利用してもよい（例えば、バックエンドシステム１０４との通信およびユーザコンピュ
ータ１２８との通信を異なる通信リンクを利用して行うなど）。
【００３０】
　いくつかの実施形態においては、薬剤容器１０２は、通信機能１０６の１つ以上の通信
リンクを介して直接的にバックエンドシステム１０４との通信を行ってもよい。他の実施
形態においては、通信機能１０６は、薬剤容器１０２とバックエンドシステム１０４との
間の通信を実現する１つ以上の中間装置を備えていてもよい。例えば、いくつかの実施形
態においては、通信機能１０６は、バックエンドシステム１０４（例えば携帯電話、携帯
情報端末（ＰＤＡ）または通信アプリケーションを実行するデスクトップコンピュータな
どの汎用コンピュータ）との通信を実現するためにユーザの自宅内に設けられた専用の基
地局（例えば壁コンセントに差し込むように構成された基地局）またはその他の中間コン
ピュータを含んでいてもよい。そして、かかる実施形態においては、薬剤容器１０２は、
有線接続または無線接続（例えばＵＳＢ接続、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ接続またはその他の有
線もしくは無線接続）を介して中間装置との通信を行ってもよい。これに対応して、中間
装置は、適切な有線および／または無線接続（例えばセルラーネットワーク、ローカルエ
リアネットワーク（ＬＡＮ）、インターネットなどのワイドエリアネットワークおよび／
または公衆交換電話網（ＰＳＴＮ））を介してバックエンドシステム１０４との通信を行
ってもよい。いくつかの実施形態においては、中間装置は、薬剤容器１０２によって通信
が行われるデータの一部もしくは全部および／またはその他のデータをバックエンドシス
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テム１０４に向けて通信してもよい。
【００３１】
　薬剤容器１０２は、その動作、知能および／またはバックエンドシステム１０４および
／またはその他のコンピュータとの通信を実現するための１つ以上のコンポーネントを備
えていてもよい。例えば、薬剤容器１０２は、容器内に設けられた電気回路に電源を供給
するためのローカル電源１１０（例えばリチウム電池、リチウムポリマー電池、グラフェ
ン電池、スーパーキャパシタおよび／または関連する充電回路）、コンピュータまたはプ
ロセッサ１１２（例えばＡＴＭＥＬ　ＡＴｍｅｇａ３２Ｕ４、ＡＴＭＥＬｍｅｇａ３２８
またはＰＩＣ１６Ｆ５７などのマイクロコントローラ）、メモリ１１４（例えばランダム
アクセスメモリ（ＲＡＭ））および／または送受信装置ブロック１０８の一部として設け
られた１つ以上のアンテナ（例えば８００／１９００ＭＨｚアンテナ）を備えている。
【００３２】
　いくつかの実施形態においては、薬剤容器１０２は、容器内における薬剤の量（例えば
錠剤の個数または液体薬剤の量）を検知するための１つ以上のセンサ１１６を備えていて
もよい。例えば、いくつかの実施形態においては、薬剤容器１０２は、少なくとも１つの
静電容量センサを備えていてもよい。
【００３３】
　いくつかの実施形態においては、薬剤容器１０２は、容器内の薬剤の量を検知するため
の交互配置形（ｉｎｔｅｒｌｅａｖｅｄ）または櫛形（ｉｎｔｅｒｄｉｇｉｔａｔｅｄ）
電極を有する静電容量センサを備えている。例えば、静電容量センサは、第１の導電性電
気端子（例えば１個、２個、３個、４個、５個、６個、７個、８個、９個、１０個、２０
個、３０個、５０個または１００個あるいはそれ以上の電極、または任意の数値範囲の数
の電極）と電気通信を行う１つ以上の導電性電極を備えていてもよい。これらの電極の１
つ以上の電極は、第２の導電性電気端子（例えば１個、２個、３個、４個、５個、６個、
７個、８個、９個、１０個、２０個、３０個、５０個または１００個あるいはそれ以上の
電極、または任意の数値範囲の数の電極）と関連する導電性電極と（例えば互いに対向す
る櫛形構成において）交錯されていてもよい。例えば、いくつかの実施形態においては、
第１の電気端子と電気通信を行う電極は、第２の電気端子と電気通信を行う２つの電極の
間に配置されていてもよい。第１の電気端子と第２の電気端子との間における静電容量を
表す測定値は、薬剤容器１０２内の薬剤の量（例えば錠剤の個数または液体薬剤の量）に
対応していてもよい。いくつかの実施形態においては、静電容量は、例えば３ボルト以下
および２５０キロヘルツ（ｋＨｚ）以下（例えば３２ｋＨｚまたは１ｋＨｚ）の励磁信号
のような励磁信号をこれら端子の１つ以上で印加することによって端子間において測定さ
れてもよい。
【００３４】
　いくつかの実施形態においては、静電容量センサ１１６の交互配置形または櫛形電極の
少なくとも一部分（例えば全部）は、薬剤容器１０２の通常の縦置き通常の縦置き位置に
対して水平に、垂直に、斜めに（４５度）、または任意のその他の角度関係（例えば０度
から３０度の間、３０度から６０度の間、６０度から９０度の間、または、任意のその他
の値もしくはその間の数値範囲）に向けられていてもよい。いくつかの実施形態において
は、静電容量センサ１１６の電極は、例えばノイズ耐性を改善するために（例えば銅箔で
）シールドを施されてもよい。
【００３５】
　薬剤容器１０２内の内容物センサ１１６が静電容量センサである場合には、薬剤容器１
０２内における適切な容量デジタル・コンバータ１１８（例えばＡｎａｌｏｇ　Ｄｅｖｉ
ｃｅｓ社製ＡＤ７７４６）によってデジタルデータに変換される静電容量読取り（例えば
アナログ読取り）を提供してもよい。いくつかの実施形態においては、デジタルデータは
、メモリ１１２に格納されてもよい。薬剤容器１０２は、容器１０２内の薬剤の量に対応
するデジタルデータおよび／または関連情報を、通信機能１０６を介してバックエンドシ
ステム１０４および／またはその他のコンピュータ（例えば患者の携帯電話１２８）に送
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信してもよい。
【００３６】
　いくつかの実施形態においては、バックエンドシステム１０４および／またはその他の
コンピュータ（例えば患者の携帯電話１２８）は、薬剤容器１０２内におけるセンサ１１
６による測定結果に対応するデータを薬剤容器１０２から受信して、当該データを例えば
１つ以上の錠剤の個数または液体薬剤の量などの薬剤の量に変換してもよい。例えば、バ
ックエンドシステム１０４および／またはその他のコンピュータは、静電容量および／ま
たはその他の読取りを、例えば、錠剤サイズ、形状、密度、組成および／または静電容量
線形回帰定数を含む、様々なタイプの薬剤に係る錠剤の個数または液体薬剤の量と関連付
けした変換データを格納するためのメモリ１２０を備えていてもよい。１つ以上のコンピ
ュータ、または、バックエンドシステム１０４および／またはその他のコンピュータのプ
ロセッサ１２２は、静電容量の測定値を１つ以上の薬剤の量に変換するために変換データ
を利用してもよい。他の実施形態において、薬剤容器１０２内のプロセッサ１１２は、例
えば量に対応するデジタルデータをバックエンドシステム１０４および／またはその他の
コンピュータに送信する前に、静電容量の測定値を１つ以上の薬剤の量に変換してもよい
。いくつかの実施形態においては、薬剤容器１０２、バックエンドシステム１０４および
／またはその他のコンピュータ（例えば患者の携帯電話１２８）は、センサ１１６による
静電容量測定の結果として受信されたあるいは測定の結果から得られたデータに少なくと
も部分的に基づいて、薬剤を服用するように指示する、患者に対する１つ以上のリマイン
ダーおよび／またはアラート部をトリガーしてもよい。例えば、バックエンドシステム１
０４または患者の携帯電話またはタブレットＰＣ１２８が実行するアプリケーションは、
薬剤容器１０２内の薬剤の内容を表すデータを（例えば薬剤容器１０２から）受信しても
よく、そして、このデータに少なくとも部分的に基づいて、患者に対する１つ以上のリマ
インダーおよび／またはアラート部を起動してもよい。
【００３７】
　薬剤容器１０２用の静電容量センサ１１６は、任意の適切な態様にて形成および／また
は利用することができる。例えば、いくつかの実施形態においては、静電容量センサ用の
導電性電極（例えばプレート）は、接着性導電体（例えば銅テープ）から形成されてもよ
い。いくつかの実施形態においては、静電容量センサ用電極は、１つ以上のフレキシブル
多層プリント回路基板（ＰＣＢ）から形成されてもよい。いくつかの実施形態においては
、２層フレキシブルＰＣＢを利用して、一方のレイヤで静電容量を測定するとともに他方
のレイヤを接地電気シールド（キャパシタンスサブトラクタ）として作用させるようにし
てもよい。いくつかの実施形態においては、静電容量を測定するのに用いられる物体の外
面を接地してもよい。本開示のいくつかの実施形態に係る接地シールドは、測定機器（例
えばデジタルコンバータ１１８）がすでに２つのセンス電極の間で読み取った電気容量に
静的キャパシタンスを加える。システム１００は、薬剤検知のためにコンバータ１１８の
ダイナミックレンジを最大に利用ことができる状態に維持されるように、静電容量‐デジ
タル取得の一部をなすものとして静的キャパシタンスをキャンセルしてもよい。接地電極
（例えばプレート）は、有利には、ボトル内部の静電容量のすべての電界（Ｅ）線はシー
ルド内部で終端するので、シールド外部のいかなるものも電界線を攪乱させることがない
（または実質的に攪乱させることがない）ように、近接する物体または人の手によって生
じる静電容量の読取りの変動を除去するようにしてもよい。いくつかの実施形態において
は、静電容量測定に用いられる電極（例えば銅板またはフレキシブルＰＣＢの一部分）は
、プラスチック射出成形プロセスを用いてオーバーモールドされてもよい。いくつかの実
施形態においては、導電板（例えば銅板）が、薬剤の量を測定するのに利用するため薬剤
容器１０２の内側に挿入されてもよい。いくつかの実施形態においては、１つ以上のセン
サ１１６用の導体は、薬剤容器１０２の１つ以上の壁部に埋め込みまたは一体化（例えば
２つのプラスチック製壁部の間の小さな通路の中にはめ込みまたは配置）されてもよい。
【００３８】
　いくつかの実施形態においては、薬剤容器１０２のセンサ１１６は、例えば、薬剤容器
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１０２内の薬剤の重量を検出する重量センサ（例えば図１０Ａおよび図１０Ｂに示すセン
サ）、抵抗センサおよび／またはイダクティブセンサを含む他のタイプのセンサを含んで
いてもよい。本開示のいくつかの実施形態に係る薬剤容器１０２およびセンサ１１６に関
するこの他の詳細については、以下、例えば図２ないし図１０Ｂとの関連で説明するもの
とする。
【００３９】
　いくつかの実施形態においては、薬剤容器１０２内の薬剤の量を表すデータを、予想さ
れる容器１０２内の薬剤の量を表すデータと比較するようにしてもよい。この比較の結果
に少なくとも部分的に基づいて、システム１００（例えばバックエンドシステム１０４お
よび／または薬剤容器１０２）は、薬剤を服用すべき旨の１つまたは複数のリマインダー
および／またはアラートを患者に対して提供してもよい。いくつかの実施形態においては
、所定の患者に割当てられた薬剤容器１０２内に残っている薬剤の予想量を表すデータを
、患者が自分の薬剤を充填または取り出した日付および／または時間、患者に与えられた
当初の薬剤の量、患者の投薬計画（例えば服用サイズおよび一日当たりの服用回数）を表
すデータに少なくとも部分的に基づいて判定するものとしてもよく、ならびに／または、
センサ１１６が薬剤容器１０２内に残っている薬剤の量を測定した日付および／もしくは
時間に基づいて判定するものとしてもよい。いくつかの実施形態においては、この比較は
、メモリ１２０に格納されたデータに基づきバックエンドシステム１０４によって行って
もよく、および／または、その他のコンピュータ（例えば患者の携帯電話１２８）によっ
て行ってもよい。いくつかの実施形態においては、この比較は、メモリ１１２に格納され
た情報に基づいて、薬剤容器１０２内のプロセッサ１１０によって行われてもよい。
【００４０】
　システム１００は、様々な実施形態にしたがって患者に対して異なるタイプのリマイン
ダーおよび／またはアラートを提供してもよい。いくつかの実施形態においては、バック
エンドシステム１０４は、患者が自分の投薬計画を遵守していないとバックエンドシステ
ム１０４および／または薬剤容器１０２が判定した場合に、患者に関連する電話番号（例
えば患者について記録されたデータと関連する、メモリ１２０内に格納された電話番号）
に対して電話呼び出し（例えば自動メッセージまたは直接オペレータによる呼び出し）の
開始をトリガーしてもよい。いくつかの実施形態においては、電話呼び出しは、患者の自
宅、携帯電話および／もしくは勤務先電話に対して、ならびに／または、患者の医師（例
えば医師のコンピュータ１３２）、家族および／もしくはその他の被指定人に関連する電
話番号に対して、開始されてもよい。代替的にまたは追加的に、いくつかの実施形態にお
いては、バックエンドシステム１０４は、メモリ１２０に格納された指示が表すところに
より患者（例えば患者の携帯電話１２８）、患者の医師（例えば医師のコンピュータ１３
２）、および／または患者の被指定人に対して、テキストメッセージ、電子メールまたは
その他のデジタルメッセージなどの電子メッセージをトリガーしてもよい。いくつかの実
施形態においては、薬剤容器１０２は、薬剤容器１０２の１つ以上のアラート部１２４お
よび／またはユーザコンピュータ１２８との通信（例えばテキストメッセージ）を介して
、患者へのリマインダーおよび／またはアラートの発生をトリガーしてもよい。
【００４１】
　いくつかの実施形態においては、薬剤容器１０２は、バックエンドシステム１０４およ
び／または薬剤容器１０２が、患者が自分の投薬計画を遵守していないと判定した場合に
は、１つ以上のアラート１２４を発生させてもよい。例えば、薬剤容器１０２は、患者が
自分の投薬計画を遵守しないときに点灯する１つ以上の光源１２４（例えば発光ダイオー
ド（ＬＥＤ））を備えていてもよい。例えば、光源は、特定の色で点灯し、あるいは、点
滅パターンで点灯し、および／または、異なる状況に応じて発光色または点灯パターンを
変化させてもよい（例えば患者が薬剤を服用するのを忘れたとき、バックエンドサーバ１
０４への接続が切断されているとき、または、患者が薬剤の服用を怠った時間が長くなる
につれて強度または光量が漸次増大するライトなど）。光源１２４は、本体および／また
はキャップの様々な領域を含め、薬剤容器１０２の上またはその内部における任意の適切



(11) JP 6321552 B2 2018.5.9

10

20

30

40

50

な位置に配置されることができる。いくつかの実施形態においては、薬剤容器１０２は、
特定のライトの上方に、例えば、「切断しています」または「服用してください」などの
単語またはシンボルを備えていてもよい。
【００４２】
　代替的にまたは追加的に、薬剤容器１０２は、例えば、テキストおよび／または図形（
例えばバックエンドシステム１０４から自動受信されるテキストおよび／または図形）を
表示するための図形および／またはテキスト表示装置、および／または、音声アラートを
発行するためのスピーカを含む、その他のタイプのアラート１２４を備えていてもよい。
音声アラートについては、いくつかの実施形態においては、薬剤容器１０２は、異なる状
況（例えば患者が薬剤を服用するのを忘れたとき、バックエンドサーバ１０４への接続が
切断されているとき、または、患者が薬剤の服用を怠った時間が長くなるにつれて強度が
漸次増大する音）に応じて、異なる音、音パターンおよび／または音量を再生してもよい
。いくつかの実施形態においては、薬剤ボトル１０２は、ボイスアラート（例えば患者の
声、家族の声および／または医師の声）を再生してもよい。ボイスアラートは、メモリ１
１４に格納されてもよい。ボイスアラートは、任意の適切なアプローチ（例えばユーザが
所定の電話番号に電話をかけてボイスアラートを録音し、これをＵＳＢ接続または無線接
続を介して薬剤容器１０２にダウンロードするなど）を用いて録音したうえでメモリ１１
４にダウンロードされてもよい。
【００４３】
　いくつかの実施形態においては、薬剤容器１０２のライトおよび／またはその他のアラ
ートを起動させるための薬剤容器１０２に対する命令は、バックエンドシステム１０４、
その他のコンピュータ（例えばユーザコンピュータ１２８）および／または薬剤容器１０
２が提供するようにしてもよい。例えば、かかる命令は、前述した患者に対して予想され
る薬剤の量を表すデータおよび容器１０２内に残っている薬剤の量を表すデータに少なく
とも部分的に基づいて提供されてもよい。いくつかの実施形態においては、バックエンド
システム１０４、その他のコンピュータおよび／または薬剤容器１０２は、薬剤遵守のた
めのリマインダー／アラートのエスカレーションチェーンを実装するために、非一時的な
コンピュータで実行可能なプログラム命令をメモリに格納してもよく、これにより薬を服
用しないと予想される患者が適切な量の薬剤を薬剤容器１０２から取り出すまで（例えば
異なるおよび／または複数のリマインダー／アラートを用いて）リマインドがなされる。
【００４４】
　システム１００は、患者の過去の遵守統計（例えば、メモリ１１４および／または１２
０またはユーザコンピュータ１２８のメモリに格納されている遵守統計）に基づいて、異
なるタイプのリマインダーおよび／またはアラート、または、リマインダーまたはアラー
トのタイミングを提供するように構成されていてもよい。例えば、いくつかの実施形態に
おいては、バックエンドシステム１０４、ユーザコンピュータ１２８のようなその他のコ
ンピュータおよび／または薬剤容器１０２は、１つ以上の機械学習技術を用いて、いつ、
どのようなタイプのリマインダーを患者に対して開始させるか、および／または、いつ患
者が自分の薬剤を服用する可能性が高いか、を判定するようにしてもよい。例えば、リマ
インダーのタイミングまたはタイプは、システム１００がいつ、患者が自分の薬剤を服用
する可能性が最も高いと予測するかにしたがって変化させてもよい（例えば、予測は曜日
、服用回数等に少なくとも部分的に基づく）。いくつかの実施形態においては、リマイン
ダーは、格納された過去のデータが当該患者が薬剤容器１０２を開閉する可能性が最も高
いと示している時間（例えば、午前７時から午前８時までの朝の時間、午後の時間、夕方
の時間）に患者に対して起動される。
【００４５】
　いくつかの実施形態においては、システム１００（例えば薬剤容器１０２および／また
はバックエンドサーバ１０４）は、患者のコンピュータまたは電話１２８から受信したデ
ータに少なくとも部分的に基づいて、患者に対するリマインダーおよび／またはアラート
をトリガーしてもよい。例えば、バックエンドシステム１０４に対するテキストメッセー
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ジのような電話入力（例えば例えば服薬遵守または不遵守を表す）によって、患者が薬剤
を服用しまたは薬剤の詰替えを受けるといった役割を果たすように、少なくとも部分的に
、バックエンドシステム１０４にリマインダーまたはアラート（例えば薬剤容器１０２上
に表示され、または、薬剤容器１０２が発生させる）をトリガーさせてもよい。別の例と
して、ユーザコンピュータ１２８で実行されているアプリケーションに対する入力（また
は入力の不存在）によって、患者に対するリマインダーおよび／またはアラートをユーザ
コンピュータ１２８に発生させまたはトリガーさせてもよい。
【００４６】
　薬剤容器１０２は、容器１０２内の薬剤の量を測定および記録し、ならびに／または、
当該情報を、バックエンドサーバ１０４および／もしくはその他のコンピュータ（例えば
ユーザコンピュータ１２８）へ、任意の適切な時間に、または、任意の適切な頻度（例え
ば連続的にまたは実質的に連続的に）で報告してもよい。例えば、いくつかの実施形態に
おいては、薬剤容器１０２は、いつユーザが容器１０２のキャップを開閉したかを検出す
るための１つ以上のセンサ１２６を備えていてもよい。いくつかの実施形態においては、
センサ１２６は、キャップが閉じられると（例えば押下されて）起動されるスイッチを備
えていてもよく、これにより、患者が容器から薬剤を取り出した可能性があることを示唆
するようにしてもよい。スイッチが起動された後（例えばスイッチの起動直後または別の
時間に）、薬剤容器１０２は、容器内の薬剤の量を表すセンサ１１６からの測定値を測定
および記録し、および／または、当該測定値をバックエンドシステム１０４へ通信しても
よい。
【００４７】
　いくつかの実施形態においては、薬剤容器１０２は、容器１０２内の薬剤の量を表すデ
ータを測定し、記録しおよび／またはバックエンドサーバ１０４へ報告するためにセンサ
１２６が起動された後で、所定の時間（例えば５秒から１０秒の間）だけ待機してもよい
。いくつかの実施形態においては、メモリ１１４に格納された非一時的コンピュータプロ
グラム命令（コンピュータロジック）は、プロセッサ１１０を利用して、薬剤容器１０２
のこのタイミング機能を制御してもよい。例えば、薬剤容器１０２は、もしスイッチが前
回起動されてから所定の時間間隔の間、スイッチが起動された状態のまま（キャップは閉
じた状態のまま）である場合には、測定値を単に測定し、記録しおよび／またはバックエ
ンドサーバ１０４に対して報告してもよい。この場合、患者がいずれかの薬剤を取り出す
前に患者が偶然スイッチを起動させたとき（例えば患者の指でスイッチを押下したとき）
には、容器１０２が測定値を測定し、記録しおよび／または報告を行うことを妨げること
がある。いくつかの実施形態においては、薬剤容器１０２は、当初のデータ通信の試みが
失敗した場合には（例えば、通信チャネルにおけるノイズまたはその他の理由により）、
測定値をメモリ１１４に格納し、および、測定データをバックエンドシステム１０４およ
び／またはその他のコンピュータへの通信を再試行してもよい。
【００４８】
　いくつかの実施形態においては、薬剤容器１０２、バックエンドサーバ１０４および／
またはその他のコンピュータ（例えばユーザコンピュータ１２８）は、薬剤容器１０２の
キャップの開閉を検知するセンサ１２６に少なくとも部分的に基づいて、患者に対するリ
マインダーおよび／またはアラートをトリガーしてもよい。例えば、薬剤容器１０２、バ
ックエンドサーバ１０４および／またはその他のコンピュータが、キャップが前回開閉さ
れてから所定量の時間が経過したと判定した場合（例えば患者の投薬計画を表す格納デー
タにしたがって、服用間隔にあたる時間を超える時間が経過した場合）には、薬剤容器１
０２、バックエンドサーバ１０４および／またはその他のコンピュータは、患者に対して
当該患者が薬剤を服用すべき旨のリマインダーおよび／またはアラートをトリガーしても
よい（例えば光源の点灯、グラフィカルディスプレイ装置、テキストメッセージ、音声ア
ラート、電話呼び出し等）。
【００４９】
　いくつかの実施形態においては、センサ１１６は、薬剤容器１０２の内容物を、一日の
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うち特定の時間（例えば毎日午前８時および午後８時）に；設定間隔で（例えば４時間お
きに）；前回変化から所定時間経過時に（例えば容器が動かされてから５分）；短い時間
間隔に一括して；ある動作に応じて起動されて；ユーザまたは第三者によってトリガーさ
れて；バックエンドシステム１０４内でシステムオペレータによって遠隔的にトリガーさ
れて；および／またはユーザコンピュータ１２８で実行されているアプリケーションによ
ってトリガーされて、測定してもよい。いくつかの実施形態においては、一回に行われる
複数回の測定は、装置が動かされたとき、環境の変化に応じておよび／またはその他の仕
方で変化しまたは扱われたときに、行われてもよい。いくつかの実施形態においては、複
数の機構またはこれらの機構の組み合わせは利用されてもよく、これにより、システムの
信頼性および精度を向上することができる。
【００５０】
　本開示のいくつかの実施形態においては、一時的な読取り結果は、薬剤容器１０２の定
常状態における内容物を表すとはかぎらないこと、および、誤った判断または不正確な測
定および結果につながりうること、が理解されるべきである。したがって、いくつかの実
施形態においては、このようなことが発生しないように確保すべく、容器内容物の測定は
一括して行われる。例えば、複数の感覚的読取りは、短時間で、センサ１１６によって実
行されて、システム１００が測定結果が正確であることを検証および確認することができ
るようにしてもよい。所定時間枠内の複数の読取りが（例えば薬剤容器１０２内の１つ以
上のプロセッサ、バックエンドサーバ１０４および／またはパーソナルコンピュータ１２
８などのその他のコンピュータによって判定されるところにしたがい）一致しない場合に
は、患者は、より一層正確な読取りが可能となるように容器の状態を変更するように、（
例えば１つ以上のアラート１２４によって）リマインドされてもよい。患者はそのうえで
必要な修正を施したうえで新たな測定を開始することができる（例えば、容器が再度動か
されたことを自動的に検知するか、あるいは、複数の通知がされる間の設定時間間隔等の
その他のファクターに基づいて）。プロセスは、正確な測定結果が収集されたと判定され
るまで繰り返されてもよい。容器が頻繁に動かされまたは通常でない位置におかれていて
、かつ、短い時間間隔の間に読取り結果に変化が存在している場合には、システムは、予
想される不規則性を検知し、潜在的な問題を察知し、適切な関係者に通知し、および適切
と判断した場合には測定を再度実行することができる。
【００５１】
　いくつかの実施形態においては、システムは、ある物質がその使用期間と比較してどの
程度長く容器内に存在しているかを（例えばメモリ１１４またはメモリ１２０に格納され
たテータに基づいて）把握している（これは、薬剤容器１０２内の１つ以上のプロセッサ
、バックエンドサーバ１０４および／またはパーソナルコンピュータ１２８などのその他
のコンピュータによって判定される）。したがって、いくつかの実施形態においては、シ
ステムは、前述したアラート機構および／またはその他のアラートを用いて、患者（また
は被指定連絡先）に対してその物質を廃棄または交換すべきことをリマインドすることが
できる。
【００５２】
　薬剤容器１０２は、様々な実施形態において異なるタイプのセンサ１２６を備えている
。例えば、いくつかの実施形態においては、センサ１２６は、容器キャップとの係合を検
出するとともに開閉状態を表す信号またはデータを出力する検出スイッチを備えていても
よい。いくつかの実施形態においては、センサ１２６は、容器キャップの開閉状態を検知
するための超音波センサ機構を備えていてもよい。他の実施形態において、センサ１２６
は、近接プローブセンサ、フォトインタラプタ、オプティカルスイッチおよび／または容
器キャップの開閉状態を検出するためのその他のトリガー機構を含んでいてもよい。
【００５３】
　いくつかの実施形態においては、薬剤容器１０２、バックエンドサーバ１０４および／
またはその他のコンピュータは、ユーザコンピュータ１２８（例えば患者の携帯電話）、
所在場所（例えば患者の自宅）または中間装置（例えば患者の自宅内における壁面設置可
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能な専用基地局）に対する薬剤容器１０２の近接性に少なくとも部分的に基づいて、患者
に対してリマインダーおよび／またはアラートをトリガーしてもよい。例えば、薬剤容器
１０２で実行されているアプリケーション（例えばメモリ１１２に格納されたコンピュー
タ実行可能な命令を含む）は、容器１０２に、携帯電話または中間装置（例えば壁コンセ
ントに差し込まれた専用基地局）の存在についてワイヤレスで（例えば定期的にまたは任
意のその他の適切な時間で）チェックまたは接続確認をさせてもよく、これはまた、かか
る通信を受信および監視するためのアプリケーションを実行することによってもよい。別
の例として、薬剤容器１０２における全地球測位モジュールによって、ボトルの所在場所
がメモリに格納された所在場所と一致するかどうかを（例えば定期的にまたは任意のその
他の適切な時間で）チェックしてもよい。いくつかの実施形態においては、薬剤容器１０
２の全地球測位モジュールは、薬剤容器１０２が開閉された場所を登録してもよい。かか
る場所データは、メモリ１１４に格納され、メモリ１２０への格納のためバックエンドシ
ステム１０４に通信され、および／または、その他のコンピュータ（例えばユーザコンピ
ュータ１２８）に通信されてもよい。
【００５４】
　いくつかの実施形態においては、患者に対するリマインダーおよび／またはアラートは
、ユーザコンピュータ１２８（例えば患者の携帯電話）の薬剤容器１０２との近接性、所
在場所（例えば患者の自宅）、または中間装置（例えば患者の自宅における壁面設置可能
な専用基地局）に少なくとも部分的に基づいてトリガーされてもよい。例えば、ユーザコ
ンピュータ１２８で実行されているアプリケーション（例えばコンピュータ１２８のメモ
リに格納されたコンピュータ実行可能な命令を含む）は、ユーザコンピュータ１２８に、
薬剤容器１０２または中間装置の存在についてワイヤレスで（例えば定期的にまたは任意
のその他の適切な時間で）チェックまたは接続確認をさせてもよく、これはまた、かかる
通信を受信および監視するためのアプリケーションを実行することであってもよい。別の
例として、ユーザコンピュータ１２８における全地球測位モジュールは、電話の所在場所
がメモリに格納された所在場所と一致するかどうかを（例えば定期的にまたは任意のその
他の適切な時間で）チェックしてもよい。
【００５５】
　いくつかの実施形態においては、薬剤容器１０２は、オープンソースまたはその他のア
プリケーションプログラミングインターフェース（ＡＰＩ）を利用してもよい。これによ
り、他の装置およびシステム（例えばバックエンドシステム１０４、ユーザコンピュータ
１２８および／または薬局のコンピュータ１３０）がより一層効率的かつユーザフレンド
リな仕方で薬剤容器１０２との通信を行うことができる。
【００５６】
　薬剤容器１０２は、任意の適切なサイズおよび／または形状を有することができる。例
えば、いくつかの実施形態においては、薬剤容器１０２は錠剤ボトルとされていてもよい
。いくつかの実施形態においては、錠剤ボトルは、従来の錠剤ボトルと同様の円筒状また
は実質的に円筒状の本体を有していてもよい。本体は、円形または実質的に円形の断面を
有していてもよい。医療用容器１０２のキャップは、本体への取付けのためにその断面が
円形または実質的に円形であってもよい。その通常の縦置き位置において、本体は、容器
の底部から垂直に延びていて、この底部はキャップに至るまで円形または実質的に円形の
断面を有していてもよい。他の実施形態において、薬剤容器１０２の本体は、非円筒状（
例えば正方形、楕円形、円錐形、矩形、または装飾的、人間工学的にまたは子供にとり扱
いやすい形状または外観）とすることができる。いくつかの実施形態においては、薬剤容
器１０２は、クラムシェル形状を有していてもよい。
【００５７】
　いくつかの実施形態においては、薬剤容器１０２は、複数のコンパートメントを有して
いてもよい。例えば、錠剤ボトルまたは液体薬剤ボトルは、（例えば半分あるいはその他
の比例関係にて）分割または分離されてもよく、これは、電気回路（例えばセルラーモデ
ムおよび／またはマイクロプロセッサ等）が実物の薬剤用のコンパートメントからは隔て
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られつつ同時に接続されている１つ以上の電子部品コンパートメント内に収容されるよう
にするためである。いくつかの実施形態においては、この分割または分離は、錠剤ボトル
の一部分（例えば底部から始まって途中まで）に沿ってのみ存在しており、これにより容
器がより一層多くの薬剤を収容することができるようにするためである。いくつかの実施
形態においては、薬剤容器１０２の分割によって、薬剤が容器の電気回路と直接物理的に
接触することがないように確保することができる。
【００５８】
　いくつかの実施形態においては、薬剤容器１０２は、薬剤が仕様で規定される態様で（
例えばセンサ１１６の近くに）容器の底に集まるように、薬剤コンパートメント内に円錐
状の形状を有していてもよい。
【００５９】
　いくつかの実施形態においては、薬剤容器１０２は、キャップおよび／または容器の本
体に貼付けられるステッカー又はその他の識別標識を備えていてもよい。かかる識別標識
は、当該容器が誰に属するかを表すという機能をもつものである。
【００６０】
　いくつかの実施形態においては、薬剤容器１０２は、容器を把持しやすくなるように、
本体および／またはキャップなど容器の少なくとも一部分に設けられた把持材（例えばゴ
ムまたはリブ付きプラスチック）を備えていてもよい。
【００６１】
　いくつかの実施形態においては、薬剤容器１０２は、少なくとも部分的に薬剤容器１０
２内部に嵌合される、連日用薬剤容器を収容することができる程度に大きな容器であって
もよい（例えば通常の既製品、すなわち地域の薬局で購入可能な錠剤ボックスであって、
複数コンパートメント、典型的には週の一日につき１つのコンパートメントを含む錠剤ボ
ックス）。いくつかの実施形態においては、薬剤容器１０２は、連日用薬剤容器の複数の
コンパートメントのいずれかからいつ薬剤が取り出されたかを検知するための１つ以上の
センサ１１６を備えていてもよい。
【００６２】
　いくつかの実施形態においては、薬剤容器１０２は、電力管理を目的とした１つ以上の
機能を備えていてもよい。例えば、いくつかの実施形態においては、容器１０２は、ロー
カル電源１１０を充電するためのＭｉｎｉ－ＵＳＢ／Ｍｉｃｒｏ－ＵＳＢ充電器またはそ
の他の充電機能を備えていてもよい。ローカル電源１１０（例えばバッテリ）は、任意の
適切なタイプおよび／または形状を有していてもよい。いくつかの実施形態においては、
薬剤容器１０２は、容器の一部分（例えば底部）の外周に巻かれているとともに壁コンセ
ントに差し込まれるように構成された格納式充電器を備えていてもよい。いくつかの実施
形態においては、薬剤容器１０２内の電子部品（例えば受信装置）の一部または全部は、
定期的にまたは任意のその他の適切なスケジュールまたは要因にしたがって、電源投入さ
れてもよい（例えばＸ時間ごとに又は外部プロンプトを介して）。これにより、容器１０
２が電力を節減することができ、それにより容器１０２が選択的に（例えばバックエンド
システム１０４から、Ｘ時間ごとに１回）オンしてリマインダーを受信することができ、
ならびに／または、信号および／もしくはデータを受信および／もしくは処理することが
できる。いくつかの実施形態においては、薬剤容器１０２は、関連する異なる電力消費レ
ベルを有する２つまたはそれ以上の接続オプションであって、バックエンドサーバ１０４
および／またはその他のコンピュータとの通信（例えばＢｌｕｅｔｏｏｔｈ、２Ｇ、また
は３Ｇを経由）のための接続オプションを備えていてもよい。薬剤容器１０２は、バック
エンドサーバ１０４または患者の携帯電話１２８などの別のデバイスへ信号を送出するた
めに、最初は電力消費がより少ない接続モード（例えばＢｌｕｅｔｏｏｔｈ）を利用する
ことを試み、そのようにしても接続を確立することができない場合にかぎり、より消費電
力の大きいモード（例えば３Ｇ）を利用してもよい。いくつかの実施形態においては、薬
剤容器１０２は、ＯＮ－ＯＦＦボタンまたはスイッチを備えていてもよい。例えば、ひと
たびオンすると、ボトルは、患者がオフにすることができないようにしてもよい。これに



(16) JP 6321552 B2 2018.5.9

10

20

30

40

50

より、（例えば使用可能のとき、または充電されてから）薬剤師がボトルをオンするよう
にすることができ、容器が店舗の商品棚に置かれているまたは患者への引渡を待つため倉
庫に保管されている場合にローカル電源に接続したまま電力を消費することがないから、
消費電力を節減することができる。
【００６３】
　いくつかの実施形態においては、薬剤容器１０２は、容器を、例えば患者、データ記録
および／または容器内の送信装置または送受信装置１０８を特定しまたはそれらと関連付
けする１つ以上の機能を備えていてもよい。例えば、いくつかの実施形態においては、薬
剤容器１０２は、バーコードまたはその他の識別標識（例えば容器の外面上に固定または
印刷されている）を備えていてもよい。いくつかの実施形態においては、識別標識は、患
者のアカウント番号または容器内の特定のモジュール（例えば３Ｇモジュール）と関連付
けされていてもよい。いくつかの実施形態においては、識別標識は、薬剤師により記録さ
れ（例えばスキャンされ）て、薬剤容器１０２およびその固有の識別標識を特定の患者の
データ記録と関連付けするようにしてもよい。薬剤容器１０２のための識別標識と特定の
患者とを関連付けするデータは、例えばバックエンドシステム１０４のメモリ１２０、薬
剤容器１０２のメモリ１１４、ならびに／または、薬局のコンピュータ１３０、医師のコ
ンピュータ１３２および／もしくはユーザコンピュータ１２８のメモリに格納されてもよ
い。いくつかの実施形態においては、識別標識は、一方において薬剤容器１０２と、他方
においてバックエンドシステム１０４および／またはその他のコンピュータ（例えば１２
８、１３０および／または１３２）との間の通信内容に含まれてもよい。例えば、薬剤容
器１０２は、データパケットをバックエンドサーバ１０４および／またはその他のコンピ
ュータに通信してもよく、データパケットには識別標識を表すデータおよび／または少な
くとも部分的に容器の本体の外周に配置された交互配置形または櫛形電極の間での静電容
量測定値を表すデータなどの薬剤の量を表すデータが含まれる。
【００６４】
　いくつかの実施形態においては、メモリ１２０および／もしくはメモリ１１４（ならび
に／またはコンピュータ１２８、１３０および／もしくは１３２のその他のメモリ）は、
薬剤容器１０２内のコンピュータまたはプロセッサ、バックエンドサーバ１０４および／
またはその他のコンピュータに、容器のための識別標識と処方薬／服用／詰替えスケジュ
ール、患者連絡先情報（例えば好みのタイプのリマインダーおよび／またはアラート）、
医師連絡先情報、薬局連絡先情報および／または前述した情報を含む患者のためのデータ
記録と関連する任意のその他の情報（例えば容器１０２内に残っている薬剤の量を表すデ
ータ、容器１０２から最後に薬剤の量を測定してからの経過時間を表すデータ等）とを関
連付けするために、ならびに／または、この情報に基づいてリマインダー、アラートおよ
び／またはその他の機能を起動させるための、非一時的コンピュータプログラム命令（コ
ンピュータロジック）を格納してもよい。いくつかの実施形態においては、バックエンド
サーバ１０４および／またはその他のコンピュータは、格納された患者データにアクセス
して、いつおよび／またはどのようにして、薬剤を服用すべき旨のリマインダーおよび／
またはアラートと患者とを接触させるか、を判定するようにしてもよい。
【００６５】
　いくつかの実施形態においては、薬剤容器１０２は、薬剤の詰替えをトリガーするボタ
ンまたはその他のユーザ入力機能またはオプションが（例えばキャップまたは本体の一部
分に、または、キャップが本体にねじ込まれている場所においてもしくは当該場所の近く
に）設けられていてもよい。例えば、ユーザがユーザ入力機能を起動したときに、薬剤容
器１０２は、バックエンドサーバ１０４、患者の医師または家族１３２に関連するコンピ
ュータおよび／または患者が詰替えを要求した薬局のコンピュータシステム１３０と通信
を行ってもよい。
【００６６】
　いくつかの実施形態においては、薬剤容器１０２は、誰か（例えば医師または家族）に
対してリマインドまたはその人物と会話をすることができるように、ボタンまたはその他
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のユーザ入力機能またはオプションが（例えばキャップまたは本体の一部分に、または、
キャップが本体にねじ込まれている場所もしくはその近くに）設けられていてもよい。例
えば、特定の時間間隔でこのオプションを起動することで特定の反応を惹起してもよい（
例えば、ボタン等を１０秒間保持した場合に、患者を呼び出すように医師に対して通信が
行われてもよい）。ユーザがこのユーザ入力機能を起動すると、薬剤容器１０２は、バッ
クエンドサーバ１０４、患者の医師または家族１３２に関連するコンピュータおよび／ま
たは患者が支援を要求した薬局のコンピュータシステム１３０と通信を行ってもよい。
【００６７】
　いくつかの実施形態においては、薬剤容器１０２は、１つ以上のセキュリティ機能を備
えていてもよい。例えば、薬剤容器１０２は、指紋スキャナ、コード入力のためのタッチ
パッドおよび／またはその他のロック機構を備えていてもよい。いくつかの実施形態にお
いては、かかる機構は、薬剤容器１０２内の薬剤および／またはその他の機能へのアクセ
スを制限するために用いられてもよい（例えば詰替え機能、支援要求機能等）。
【００６８】
　いくつかの実施形態においては、バックエンドシステム１０４は、不遵守の理由を判定
するために患者からのフィードバックを（例えば患者に対するテキストメッセージ、電子
メールおよび／または電話呼び出しを介して）要求してもよく、および／または、かかる
フィードバックに対して任意の適切なアプローチ（例えばテキストまたは電子メール承認
）を用いて適宜応答を行ってもよい。いくつかの実施形態においては、かかるフィードバ
ックは、患者の不遵守の確率をより一層正確に予測するためおよび／または適切なリマイ
ンダーおよび／またはアラートを選択するために、患者のためのデータ記録に格納されて
、前述した機械学習技術によって利用されてもよい。
【００６９】
　図２Ａないし図２Ｃは、本開示のいくつかの実施形態に係る２セグメント型静電容量セ
ンサ１１６を備えた薬剤容器１０２を示した図である。図２Ａは、従来形状を有する概ね
円筒状の薬剤容器１０２（例えば錠剤ボトル）を示した側面図である。図示した例におい
て、薬剤容器１０２は、容器がその通常の縦置き位置に置かれている状態で容器の底部か
ら垂直に伸びた中心軸線２０２を有している。例えば、限定する趣旨ではないが、容器は
、約３１ミリメートル（ｍｍ）のキャップ径（軸２０２に対して垂直に測定して）、約２
９．５ｍｍの本体直径および約６８ｍｍの高さ（軸２０２に対して平行な方向に測定して
）を有していてもよい。本開示のその他に実施形態においては薬剤容器１０２のその他の
サイズおよび／または形状を用いてもよい。
【００７０】
　図２Ｂは、第１の電極と電気的通信する第１の導電端子２０４と、第２の電極と電気的
に連通された第２の導電端子２０６とを含む、２セグメント型静電容量センサ１１６のた
めの電極パターンを平らにしたまたは展開した状態を示した図である。図示した例におい
て、電極は、端子２０４および端子２０６から伸びた導電性ブロックであるが、その他の
実施形態においては電極についてその他の形状を用いてもよい（例えば三角形、長円形、
円弧、筒状および／または不定形電極）。いくつかの実施形態においては、例えば容量デ
ジタル・コンバータ１１８（図１）または別の電気回路への電極の電気的接続は、第１の
端子２０４および第２の端子２０６の少なくとも一部分を介して（例えば図２Ｂに示す端
子２０４および２０６の小突起を介して）なされてもよい。
【００７１】
　図２Ｃは、薬剤容器１０２の上にまたは薬剤容器１０２の少なくとも一部分の中に配置
されるように構成された、図２Ａの２セグメント型静電容量センサ１１６の電極を示した
図である。例えば、電極は、容器の本体の外周の少なくとも一部分、外周の大半、あるい
は実質的に外周の全体の周りに配置されていてもよい。図示した例において、端子２０４
および端子２０６とそれらの関連する電極とは、対向しているものの、交互配置形または
櫛形とされていない。端子／電極２０４および端子／電極２０６の最大でも一方が薬剤容
器の外周の周りの任意の所与の点に存在しているだけである。電極によって形成されるキ
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ャパシタは、例えば平行板キャパシタに近いものである。
【００７２】
　図３Ａおよび図３Ｂは、薬剤容器用静電容量センサ１１６の一実施形態を示した図であ
るところ、図中において、静電容量センサは、縦向きの交互配置形または櫛形電極を備え
ている。例えば、図２Ａに示すタイプの薬剤容器１０２に対しては、電極が延びている方
向は、中心軸線２０２と平行であってもよい。図３Ａは、１つ以上の電極３０４（例えば
図３Ａおよび図３Ｂに示す実施形態における２つの電極）と電気的に連通した第１の端子
３０２および１つ以上の電極３０８（例えば図３Ａおよび図３Ｂに示す実施形態における
２つの電極）と電気的に連通した第２の端子３０６を含む、静電容量センサ用電極パター
ンの平らにした状態または展開状態を示した図である。
【００７３】
　図３Ｂは、薬剤容器１０２の上にまたは少なくとも薬剤容器１０２の一部の中に配置さ
れる（例えば、容器の本体の外周の少なくとも一部分、外周の大半、あるいは実質的に外
周の全体の周りに配置される）ように構成された電極を示した図である。図示した例にお
いて、電極３０４と電極３０８とは、交互パターンにおいて交互配置形／櫛形とされてい
て、少なくとも１つの電極３０４が２つの電極３０８の間に配置されている（逆も同様）
。概ね、図２Ｂないし図２Ｃの構成における２つの対向した電極に代えて、複数の（例え
ば４つの）交互配置形電極を設けることで、静電容量の測定により薬剤容器１０２の内容
物を正確にかつ反復して行う能力が向上する。概ね、図３Ａに示す電極パターンの左端領
域および右端領域を除いて、（ｉ）端子３０２および／または電極３０４、および、（ｉ
ｉ）端子３０６および／または電極３０８の少なくとも一部分は、薬剤容器の外周の周り
の任意の所与の点に存在している。他の実施形態においては、端子および／または電極は
、異なる形状（例えば三角形、長円形、円弧、筒状および／または不定形等）を有し、異
なるサイズ（例えば長さおよび／または厚さ）を有してもよく、および／または、薬剤容
器１０２との関係で異なる構成態様（例えば軸２０２に対して異なる角度をもつ構成態様
）にて配置されてもよい。図３Ａおよび図３Ｂにおける対向する電極の間に設けられたス
ペースは方形波に似ている。他の実施形態において、電極のその他の数および／または構
成態様は、静電容量センサ１１６内に設けられていてもよい。
【００７４】
　図４Ａおよび図４Ｂは、静電容量センサ１１６の別の実施形態を示した図であるところ
、図中において、静電容量センサは、縦向きの交互配置形または櫛形電極を備えている。
例えば、図２Ａに示すタイプの薬剤容器１０２に対しては、電極が延びている方向は、中
心軸線２０２と平行であってもよい。図４Ａは、１つ以上の電極４０４（例えば図４Ａお
よび図４Ｂに示す実施形態における１０個の電極）と電気的に連通した第１の端子４０２
および１つ以上の電極３０８（例えば図４Ａおよび図４Ｂに示す実施形態における１０個
の電極）と電気的に連通した第２の端子３０６を含む、静電容量センサ用電極パターンを
平らにしたまたは展開した状態を示した図である。図４Ｂは、薬剤容器１０２の上にまた
は少なくとも薬剤容器１０２の一部の中に配置される（例えば、容器の本体の外周の少な
くとも一部分、外周の主要な部分、外周の大半、あるいは実質的に外周の全体、の周りに
配置される）ように構成された電極を示した図である。図示した例において、電極４０４
と電極４０８とは、交互パターンにしたがい交互配置形／櫛形とされていて、少なくとも
１つの電極４０４が２つの電極４０８の間に配置されている（逆も同様）。概ね、図４Ａ
に示す電極パターンの左端領域および右端領域を除いて、（ｉ）端子４０２および／また
は電極４０４、および、（ｉｉ）端子４０６および／または電極４０８の少なくとも一部
分は、薬剤容器の外周の周りにおける任意の所与の点に存在している。図示した例におい
て、図４Ａおよび図４Ｂにおける垂直な電極は、図３Ａおよび図３Ｂに示す垂直な電極と
比較して薄型とされた厚さを有している。
【００７５】
　図５Ａおよび図５Ｂは、薬剤容器用静電容量センサ１１６の一実施形態を示した図であ
るところ、同図中において、静電容量センサは、横向きの交互配置形または櫛形電極を備



(19) JP 6321552 B2 2018.5.9

10

20

30

40

50

えている。例えば、図２Ａに示すタイプの薬剤容器１０２に対しては、電極が延びている
方向は、中心軸線２０２に対して垂直であってもよい。図５Ａは、１つ以上の電極５０４
（例えば図５Ａおよび図５Ｂに示す実施形態における１０個の電極）と電気的に連通した
第１の端子５０２および１つ以上の電極５０８（例えば図５Ａおよび図５Ｂに示す実施形
態における１０個の電極）と電気的に連通した第２の端子５０６を含む、静電容量センサ
用電極パターンを平らにしたまたは展開した状態を示した図である。図５Ｂは、薬剤容器
１０２の上にまたは少なくとも薬剤容器１０２の一部の中に配置されるように構成された
電極を示した図である（例えば、容器の本体の外周の少なくとも一部分、外周の主要な部
分、あるいは実質的に外周の全体の周りに配置される）。図示した例において、電極５０
４および電極５０８は、交互パターンにしたがい交互配置形／櫛形とされていて、少なく
とも１つの電極５０４が２つの電極５０８の間に配置されている（逆も同様）。概ね、端
子５０２および端子５０６がある領域またはこれら端子の近傍領域を除いて、（ｉ）電極
５０４および（ｉｉ）電極５０８の少なくとも一部分は、薬剤容器の外周の周りにおける
任意の所与の点に存在している。
【００７６】
　図６Ａおよび図６Ｂは、薬剤容器のための静電容量センサ１１６のさらなる別の実施形
態を示した図であるところ、図中において、静電容量センサは、縦向きの交互配置形また
は櫛形電極を備えている。例えば、図２Ａに示すタイプの薬剤容器１０２に対しては、電
極が延びている方向は、中心軸線２０２に対して平行であってもよい。図６Ａは、１つ以
上の電極６０４（例えば図６Ａおよび図６Ｂに示す実施形態における６個の電極）と電気
的に連通した第１の端子６０２および１つ以上の電極６０８（例えば図６Ａおよび図６Ｂ
に示す実施形態における６個の電極）と電気的に連通した第２の端子６０６を含む、静電
容量センサ用電極パターンを平らにしたまたは展開した状態を示した図である。図６Ｂは
、薬剤容器１０２の上にまたは少なくとも薬剤容器１０２の一部の中に配置される（例え
ば、容器の本体の外周の少なくとも一部分、外周の主要な部分、あるいは実質的に外周の
全体の周りに配置される）ように構成された電極を示した図である。図示した例において
、電極６０４および電極６０８は、交互パターンにしたがい交互配置形／櫛形とされてい
て、少なくとも１つの電極６０４が２つの電極６０８の間に配置されている（逆も同様）
。概ね、図６Ａに示す電極パターンの左端領域および右端領域を除いて、（ｉ）端子６０
２および／または電極６０４、および、（ｉｉ）端子６０６および／または電極６０８の
少なくとも一部分は、薬剤容器の外周の周りにおける任意の所与の点に存在している。薬
剤容器。図示した例において、図６Ａおよび図６Ｂにおける垂直な電極は、図３Ａ、３Ｂ
、４Ａおよび図４Ｂに示す電極とは異なる形状を有している。図６Ａおよび図６Ｂにおい
て、電極と端子とは、滑らかな端部を有している。図６Ａおよび図６Ｂにおける対向する
電極の間に設けられたスペースは正弦波に似ている。
【００７７】
　図７Ａおよび図７Ｂは、薬剤容器用静電容量センサ１１６のさらなる別の実施形態を示
した図であるところ、図中において、静電容量センサは、斜め向きの交互配置形または櫛
形電極を備えている。例えば、図２Ａに示すタイプの薬剤容器１０２に対しては、電極が
延びている方向は、中心軸線２０２に対して４５度の角度とされていてもよい。本開示の
その他の実施形態においては、１つ以上の（例えば全部）の電極についてその他の角度関
係（例えば０度ないし３０度の間、３０度ないし６０度の間および０度ないし９０度の間
）を用いてもよい。図７Ａは、１つ以上の電極７０４と電気的に連通した第１の端子７０
２および１つ以上の電極７０８と電気的に連通した第２の端子７０６を含む、静電容量セ
ンサ用電極パターンを平らにしたまたは展開した状態を示した図である。図７Ｂは、薬剤
容器１０２の上にまたは少なくとも薬剤容器１０２の一部の中に配置される（例えば、容
器の本体の外周の少なくとも一部分、外周の主要な部分、外周の大半、あるいは実質的に
外周の全体の周りに配置される）ように構成された電極を示した図である。図示した例に
おいて、電極７０４および電極７０８は、交互パターンにしたがい交互配置形／櫛形とさ
れていて、少なくとも１つの電極７０４が２つの電極７０８の間に配置されている（逆も
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同様）。
【００７８】
　静電容量センサ１１６は、本開示のいくつかの実施形態に係る追加的な電極および／ま
たは端子を有していてもよい。例えば、いくつかの実施形態においては、追加的な端子（
例えば円形導電端子）は、静電容量を測定するために薬剤容器１０２の上にまたは薬剤容
器１０２の底面に配置されていてもよい。静電容量は、例えば、前述した実施形態のいず
れにおいても、底部端子と第１の端子または第２の端子（例えば図４Ａおよび図４Ｂに示
す実施形態における第１の端子４０２）との間で測定してもよい。これにより、容器底部
における薬剤の量（例えば錠剤または液体薬剤）の測定の精度を向上させることができ、
あるいは、容器が少ない個数の錠剤のみを有するときに測定の精度を向上させることがで
きる。いくつかの実施形態においては、薬剤容器１０２のメモリ１１４に格納されたコン
ピュータで実行可能な命令は、静電容量を測定する端子ペアを、例えば容器内の薬剤の量
に応じて変更する。
【００７９】
　いくつかの実施形態においては、静電容量センサ１１６は、薬剤容器１０２内に（例え
ば、図２Ａにおける中心軸線２０２の全長または一部分にわたって）、静電容量を測定す
るための端子および電極を備えていてもよい。静電容量は、例えば、この端子（例えば薬
剤容器１０２の底部表面上または底部表面内に位置している）と、前述した実施形態のい
ずれかによる第１の端子または第２の端子（例えば図４Ａおよび図４Ｂに示す実施形態に
おける第１の端子４０２）との間で測定してもよい。かかる追加的な電極を設けることで
、容器１０２内における薬剤のより大きな部分を電極間に位置付けることができ、測定の
精度を向上させることができる。
【００８０】
　図８は、本開示の一実施形態に係る静電容量センサ１１６によって測定した、錠剤個数
（ｘ軸）に対する静電容量（ｙ軸）を表すグラフである。この例においては、静電容量セ
ンサ１１６を図３Ａおよび図３Ｂに示すように構成した。図に示すとおり、静電容量測定
は、薬剤容器１０２の内容物が錠剤０個から錠剤５０個まで変化するのに応じて、それぞ
れ、１０．７ピコファラッド（ｐＦ）を若干下回るあたりから１２ピコファラッド（ｐＦ
）を若干下回るまでの範囲であった。この例において、錠剤はアスピリン３２５ミリグラ
ム（ｍｇ）錠剤としたが、その他の実施形態においてその他のサイズおよびタイプの錠剤
（または液体薬剤）を用いてもよい。図に示すとおり、静電容量は、概ね錠剤の個数に応
じて線形的に変化し、各錠剤は、この例では約２４フェムトファラッド（ｆＦ）の静電容
量の変化を生じさせた。これは、利用可能な静電容量コントローラ（例えば容量デジタル
・コンバータ１１８（図１））の範囲内であった。本実験において、測定値は、アナログ
・デバイセズ社製コントローラＡＤ７７４６用の評価キットを用いて取得した。他の実施
形態においては、静電容量センサ１１６の構成態様に応じて、および薬剤容器１０２内に
収容された錠剤のタイプに応じて、各錠剤は、約１０ｆＦから１００ｆＦまたはそれ以上
の間（例えば２０ｆＦから４０ｆＦの間）の静電容量の変化を生じうる。
【００８１】
　図９は、本開示の一実施形態に係る静電容量センサ１１６によって測定された、液体薬
剤の堆積（ｘ軸）に対する静電容量（ｙ軸）を示したグラフである。この例において、静
電容量センサ１１６は、図６Ａおよび図６Ｂに示すように構成した。図に示すとおり、静
電容量測定は、薬剤容器１０２の内容物が０ミリリットル（ｍＬ）から３５ミリリットル
（ｍＬ）まで変化するのに応じて、それぞれ、７ピコファラッド（ｐＦ）を若干上回るあ
たりから約１９．５ピコファラッド（ｐＦ）を若干下回るまでの範囲である。この例にお
いて、液体薬剤は液体Ｔｕｓｓｉｎとしたが、その他の実施形態においてはその他のタイ
プの液体薬剤を用いてもよい。図に示すとおり、静電容量は、液体薬剤の量とともに概ね
線形的に変動した。この例において、静電容量コントローラ（アナログ・デバイセズ社製
ＡＤ７７４６）に適用されるところにより、丸で示した測定値は第１のオフセット値で測
定し、四角で示した測定値は第２のオフセット値で測定した。これらのオフセット値が異
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なっていることが、１０番目の測定値と１１番目の測定値との間において同値または若干
下落した静電容量測定値がみられる理由であって、測定の際に追加的な調整を行うことで
実用上は解消することができるものである。図に示すとおり、平均では、液体薬剤は１ミ
リリットル毎に約３５０ｆＦの静電容量の変化をもたらした。他の実施形態において、静
電容量センサ１１６の構成態様に応じて、および、薬剤容器１０２内に収容された液体薬
剤のタイプに応じて、薬剤１ミリリットルは、約１００ｆＦから５００ｆＦまたはそれ以
上の間（例えば２５０ｆＦから４５０ｆＦの間）の静電容量の変化を生じうる。
【００８２】
　図１０Ａおよび図１０Ｂは、容器内の薬剤の重量を測定するための重量センサ１１６を
備えた薬剤容器１０２を示した図である。本開示のいくつかの実施形態においては、セン
サ１１６は、容器内容物を判定するために、組み込み型の歪みゲージおよびジャイロスコ
ープ構造を利用してもよい。図１０Ａは、後退／休止状態におけるセンサを示した図であ
る。図１０Ｂは、前進／動作状態におけるデバイスを示した図である。錠剤または液体薬
剤は、可動プラットフォーム（ｅ）上に置かれている。可動プラットフォームは、固定プ
ラットフォーム（ｆ）上に載っている。可動プラットフォームは、安全位置を逸脱して動
き出さないように固定されている。いくつかの実施形態においては、これは、可動プラッ
トフォームを固定プラットフォーム（ｅ）の片側に保護させ、かつ、反対側においてボト
ル本体の小突起（ｄ）に保護させることによって達成される。
【００８３】
　いくつかの実施形態においては、はかりなどの計量機構が、装置（ａ、ｂ）に収納され
ている。計量機構は、後退状態におかれている伸縮機構（ｃ）に取付けられている。その
後退状態において、はかりのベースプレート（ａ）など、物品の質量を判定する計量機構
の領域は、いくつかの実施形態においては、可動プラットフォーム（ｅ）より低い位置に
あり、かつ、いずれのプラットフォーム、材料または物質とも接触していない。これによ
り計量機構が、計量機構が適切に調整された状態にとどまるようにするために、一定の重
量および圧力が機構の構成部品にかかることによる応力を受けないように確保することが
できる。計量機構は、精度を確保するために、後退状態においては定期的にベースライン
を確立する。
【００８４】
　薬容器の内容物を測定すべきであると（例えば前述したとりキャップセンサを用いて）
判定した場合、計量機構は図１０Ｂに示すようにその前進状態に立ち上げられる。伸縮機
構（ｃ）がその前進状態に立ち上げられると、機構は、ベースプレート（ａ）が可動プラ
ットフォーム（ｅ）と接触するように、ベースプレート（ａ）とはかり本体（ｂ）とを一
緒に上昇させる。計量機構（ｃ）は、その完全な前進状態に至るまで上昇し続け、可動プ
ラットフォーム（ｅ）を、固定プラットフォーム（ｆ）から離れて固定プラットフォーム
（ｆ）の上方に上昇させる。
【００８５】
　計量機構がその完全な前進状態にあるとき、可動プラットフォーム（ｅ）およびボトル
の内容物は、図１０Ｂに示すように計量機構の上に完全に載った状態である。計量機構（
ａ、ｂ）は、可動プラットフォーム（ｅ）およびボトルの内容物の全重量を担っている状
態である。いくつかの実施形態においては、可動プラットフォーム（ｅ）およびボトルの
内容物の重量合計は、計量機構（ａ、ｂ）によって記録されかつ保存される。かかる情報
は、例えばメモリ１１４および／またはメモリ１２０（図１）に格納されてもよい。
【００８６】
　ひとたび装置イスが正確にプラットフォームおよびボトルの内容物の重量を記録すると
、伸縮機構（ｃ）は、伸縮機構自体と計量機構（ａ、ｂ）を再度その後退状態にまで引き
下げる。計量機構がその後退状態にまで引き下げられると、可動プラットフォーム（ｅ）
は、固定プラットフォーム（ｆ）と接触する。伸縮機構（ｃ）は、ベースプレート（ａ）
が可動プラットフォーム（ｅ）より下方になる点に至るまで、伸縮機構自体と計量機構（
ａ、ｂ）とを引き続き引下げ続ける。
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【００８７】
　装置が図１０Ａに示すように完全な後退状態になると、可動プラットフォーム（ｅ）お
よびボトルの内容物は、完全に、固定プラットフォーム（ｆ）の上に載った状態となる。
固定プラットフォームは、可動プラットフォームおよびボトルの内容物の全重量を担った
状態となる。そして、装置はその後退状態に維持される（ｅ）。はかりのベースプレート
（ａ）のような物品の質量を判定する計量機構の領域は、いずれのプラットフォーム、材
料または物質とも接触しない。
【００８８】
　このように、図１０Ａおよび図１０Ｂに示す薬剤容器１０２は、ベースと動作可能に結
合されたプラットフォームと、プラットフォームと動作可能に結合された測定センサ１１
６と、を備えていて、この測定センサが第１の位置と第２の位置とを有し、測定センサが
、第１の位置においてはプラットフォームと接触しておらず、かつ、測定（例えば重量測
定）を行うために第２の位置においてはプラットフォームと接触し、そして、測定センサ
が第２の位置で測定を行った後第１の位置にリセットされることが理解される。
【００８９】
　いくつかの実施形態においては、薬剤容器は、送受信装置１０８および／またはプロセ
ッサ１１２（図１）を備えた通信機器（ｇ）を介して、重量測定情報をリモートコンピュ
ータ（例えばバックエンドシステム１０４またはユーザコンピュータ１２８）へ通信して
もよい。
【００９０】
　図１１は、患者に対して薬剤を服用すべき旨をリマインドする方法に関わる例示的な段
階を含むフローチャート１１００を示した図である。段階１１０２において、患者に関連
する投薬計画を表すデータをメモリに格納する。段階１１０４において、患者に関連する
薬剤容器からの１つ以上の通信を受信する。段階１１０６において、通信が最後に薬剤容
器から受信されたのはいつかを表すデータを、患者に関連する投薬計画を表すデータと比
較する。段階１１０８において、患者に対する薬剤を服用すべき旨のリマインダーを、比
較の結果に少なくとも部分的に基づいてトリガーする。
【００９１】
　図１２は、患者に対して薬剤を服用すべき旨をリマインドする方法に関わる例示的段階
をからなる含む別のフローチャート１２００を示した図である。段階１２０２において、
特定の時間における薬剤容器内にある薬剤の量を表すデータを受信する。段階１２０４に
おいて、薬剤容器内における薬剤の量を表すデータを、患者に関連する投薬計画を表すデ
ータと比較する。段階１２０６において、患者に対する薬剤を服用すべき旨のリマインダ
ーを、比較の結果に少なくとも部分的に基づいてトリガーする。
【００９２】
　ここに開示した実施形態との関連で説明するとともに図面に示した様々な例示的な論理
ブロック、モジュールおよび回路は、ここに説明した機能を実行するように設計された汎
用プロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集積回路（ＡＳＩ
Ｃ）、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ（ＦＰＧＡ）またはその他のプログ
ラム可能論理回路、個別ゲートロジックまたはトランジスタロジック、個別ハードウェア
コンポーネントまたはこれらの任意の組み合わせを用いて実装または実行することができ
る。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサとしてもよいが、代替的には、プロセッサは
、任意のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、またはステートマシンとし
てもよい。また、プロセッサは、コンピュータデバイスの組み合わせとして、例えばＤＳ
Ｐとマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと連携する
１つ以上のマイクロプロセッサ、または任意のその他のかかる構成態様の組み合わせとし
て実装することができる。
【００９３】
　１つ以上の例示的な実施形態において、記載された機能、方法および／またはアプリケ
ーションは、ハードウェア、ソフトウェア、またはプロセッサ上で実行されるファームウ
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て実装される場合には、諸機能は、コンピュータ読取り可能な媒体またはメモリ内の１つ
以上の命令またはコードとして格納または送信されてもよい。コンピュータ読取り可能な
媒体には、非一時的コンピュータ記憶媒体と、コンピュータプログラムの転送を支援する
任意の媒体を含む、通信媒体と、の双方が含まれる。記憶媒体は、コンピュータによって
アクセスすることができる任意の利用可能な媒体であればよい。一例として、かつ限定す
る趣旨ではなく、かかるコンピュータ読取り可能な媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯ
Ｍ、ＣＤ－ＲＯＭまたはその他の光学ディスク記憶装置、磁気記憶装置またはその他の磁
気記憶デバイスを含む非一時的コンピュータ読取り可能な媒体、または、命令またはデー
タ構造の形態で所望のプログラムコードを保持または格納するために用いることができか
つコンピュータによってアクセスすることが可能な任意のその他の媒体、を含むことがで
きる。コンピュータ読取り可能な媒体は、通信信号経路を含むことができる。例えば、ソ
フトウェアが同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペアケーブル、デジタル加入
者網（ＤＳＬ）、または、赤外線、電波およびマイクロ波を含む無線技術を利用してウェ
ブサイト、サーバまたはその他のリモートソースから送信される場合には、同軸ケーブル
、光ファイバケーブル、ツイストペアケーブル、ＤＳＬ、または赤外線、電波およびマイ
クロ波を含む無線技術は、「媒体」の定義に含まれる。
【００９４】
　本システムは、前述のとおり説明するとともに図面に示した様々なブロックまたはモジ
ュールを備えていてもよい。技術分野における通常の知識を有する者が理解することがで
きるように、各モジュールは、１つ以上の多様なサブルーチン、プロシージャ、定義宣言
およびマクロを備えていてもよい。各モジュールは、各別にコンパイルされて単一の実行
可能プログラム内にリンクされてもよい。したがって、各モジュールの記述は、開示され
た実施形態の機能を記述するのに便宜な方法で使用される。このように、各モジュールが
経るプロセスは、その他のモジュールのいずれかに再配分され、単一のモジュールに結合
され、または、共有可能なダイナミックリンクライブラリにおいて利用可能とすることが
できる。
【００９５】
　本システムは、Ｌｉｎｕｘ（登録商標）、ＵＮＩＸ（登録商標）またはＭｉｃｒｏｓｏ
ｆｔ　Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）などの様々なオペレーティングシステムと組み合わせ
て用いることができる。本システムは、Ｃ、Ｃ＋＋、ＢＡＳＩＣ、Ｐａｓｃａｌ、または
Ｊａｖａなどの任意の従来のプログラミング言語で記述されてもよく、従来のオペレーテ
ィングシステムのもとで実行されてもよい。システムは、また、ＶｉｓｕａｌＢａｓｉｃ
（ＶＢ．ＮＥＴ）、Ｐｅｒｌ、ＰｙｔｈｏｎまたはＲｕｂｙなどのインタープリタ型言語
を用いて記述されてもよい。
【００９６】
　記載された技術の範囲を逸脱することなく様々な改変および変更がなされうることが、
技術分野における通常の知識を有する者に理解されるであろう。そして、かかる改変およ
び変更もまた記載された実施形態の範囲内にあることが意図されている。また、一実施形
態に含まれる機能は、その他の実施形態と互換的であって、記載された実施形態に由来す
る１つ以上の機能は、その他の記載された実施形態の任意の組み合わせにもまた含まれる
ことが、技術分野における通常の知識を有する者に理解されるであろう。例えば、ここに
記載しおよび／または図面に記載した様々なコンポーネントは、その他の実施形態と組み
合わせ、交換しまたは除外してもよい。
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