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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ヘルスケアプロバイダーが手指衛生を遵守するのを監視できるシステムであって、
　ヘルスケアプロバイダーが装着可能なデータリーダと、
　病室の各ドアの入口部に配備され、ヘルスケアプロバイダーが病室に入ったとき、デー
タリーダを作動させて、入室した事を記録する入室トリガと、
　各病室の中又は入口にある洗浄剤入りの各ディスペンサーに配備され、ヘルスケアプロ
バイダーがディスペンサーの洗浄剤を使用したとき、データリーダを作動させて、ディス
ペンサーを使用した事を記録するディスペンサートリガと、を具えており、
　データリーダは、ディスペンサーを使用した回数及び入室した回数を表示する、システ
ム。
【請求項２】
　データリーダはディスプレイを具えており、該ディスプレイは、ディスペンサーを使用
した回数と入室した回数の比を表示する請求項１に記載されたシステム。
【請求項３】
　ディスプレイは、前記比、入室した回数及びディスペンサーを使用した回数を同時に表
示する請求項２に記載されたシステム。
【請求項４】
　データリーダは、データリーダによって記録されたディスペンサーを使用した回数、入
室した回数及びその比へのアクセスを制御するために、ヘルスケアプロバイダーが制御可
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能なロックを含んでいる請求項３に記載されたシステム。
【請求項５】
　ディスペンサーは、ディスペンサートリガが接続されたレバーを含んでいる請求項４に
記載されたシステム。
【請求項６】
　データリーダは、ディスペンサーを使用した回数、入室した回数及びその比を所定時間
経過後にゼロにリセットする請求項５に記載されたシステム。
【請求項７】
　データリーダは、ディスペンサーを使用した回数、入室した回数及びその比を格納する
メモリを含んでいる請求項６に記載されたシステム。
【請求項８】
　データリーダは、タイマーを含んでいる請求項７に記載されたシステム。
【請求項９】
　データリーダは、ＣＰＵを含んでいる請求項８に記載されたシステム。
【請求項１０】
　データリーダは、タグ又はページャの一部である請求項９に記載されたシステム。
【請求項１１】
　入室トリガ及びディスペンサートリガは、送信機と受信機を有している請求項１０に記
載されたシステム。
【請求項１２】
　データリーダは、送信機と受信機を有している請求項１１に記載されたシステム。
【請求項１３】
　メモリは、外部から電子的に照会されることができる請求項１２に記載されたシステム
。
【請求項１４】
　入室した事が起こるのは、データリーダが病室の中に入ったときのみである請求項１３
に記載されたシステム。
【請求項１５】
　入室１回について、ディスペンサーを使用した回数は、多くても２回である請求項１４
に記載されたシステム。
【請求項１６】
　データリーダは、電子キーから第１の信号を受け取ると動作可能状態になり、電子キー
から第２の信号を受け取ると作動された状態になり、電子キーから第３の信号を受け取る
と終了状態になるように構成されている請求項１５に記載されたシステム。
【請求項１７】
　ディスペンサートリガは、動作可能状態と作動された状態との間で移動可能に構成され
ており、データリーダが動作可能状態になると、ディスペンサートリガは動作可能状態と
なり、ディスペンサーを使用した事が起こると、ディスペンサートリガは作動された状態
となる請求項１６に記載されたシステム。
【請求項１８】
　他のヘルスケアプロバイダーが装着した追加のデータリーダを含んでおり、各データリ
ーダは、対応するデータリーダを有するヘルスケアプロバイダーがディスペンサーを使用
したことのみを記録する請求項１７に記載されたシステム。
【請求項１９】
　ディスペンサーは、ヘルスケアプロバイダーのデータリーダに関連づけされたディスペ
ンサーが使用される毎に、ディスペンサーを使用した事を示す信号をデータリーダに送信
する請求項１８に記載されたシステム。
【請求項２０】
　データリーダと入室トリガ及びディスペンサートリガは、相互の通信を行なうためにＲ
ＦＩＤを用いる請求項１７に記載されたシステム。
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【請求項２１】
　データリーダと入室トリガ及びディスペンサートリガは、相互の通信を行なうためにブ
ルートゥース通信を用いる請求項１７に記載されたシステム。
【請求項２２】
　ヘルスケアプロバイダーが手指衛生を遵守するのを監視することができる方法であって
、
　ヘルスケアプロバイダーが装着したデータリーダを、病室の各ドアの入口部に配備され
た入室トリガによって作動させ、ヘルスケアプロバイダーが病室に入ったとき、入室した
事を記録するステップ、
　各病室の入口にある洗浄剤入りの各ディスペンサーに配備されたディスペンサートリガ
により、データリーダを作動させ、ヘルスケアプロバイダーがディスペンサーの洗浄剤を
使用したとき、ディスペンサーを使用した事を記録するステップ、及び
　ディスペンサーを使用した回数及び入室した回数を、データリーダのディスプレイに表
示する表示ステップ、を有している方法。
【請求項２３】
　表示ステップは、ディスペンサーを使用した回数と入室した回数の比をディスプレイに
表示するステップを含んでいる請求項２２に記載された方法。
【請求項２４】
　表示ステップは、前記比、入室した回数及びディスペンサーを使用した回数を同時に表
示するステップを含んでいる請求項２３に記載された方法。
【請求項２５】
　データリーダによって記録されたディスペンサーを使用した回数、入室した回数及びそ
の比へのアクセスを制御するために、ヘルスケアプロバイダーによってデータリーダのロ
ックを制御するステップを含んでいる請求項２４に記載された方法。
【請求項２６】
　ディスペンサーを使用した回数、入室した回数及びその比を所定時間後にゼロにリセッ
トするステップを含んでいる請求項２５に記載された方法。
【請求項２７】
　メモリを外部から電子的に照会するステップを含んでいる請求項２６に記載された方法
。
【請求項２８】
　データリーダが電子キーから第１の信号を受け取ると、データリーダを動作可能状態に
するステップ、
　データリーダが電子キーから第２の信号を受け取ると、データリーダを作動された状態
にするステップ、
　データリーダが電子キーから第３の信号を受け取ると、データリーダを終了状態にする
ステップを含んでいる請求項２７に記載された方法。
【請求項２９】
　ディスペンサートリガを、動作可能状態と作動された状態との間で移動させるステップ
を含んでおり、データリーダが動作可能状態になったとき、ディスペンサートリガは動作
可能状態となり、ディスペンサーを使用した事が起こると、ディスペンサートリガは作動
された状態となる請求項２８に記載された方法。
【請求項３０】
　ヘルスケアプロバイダーのデータリーダに関連づけされたディスペンサーを使用する毎
に、ディスペンサートリガにより、ディスペンサーを使用した事を示す信号をデータリー
ダに送信するステップを含んでいる請求項２９に記載された方法。
【請求項３１】
　人が手指衛生を遵守するのを監視することができるシステムであって、
　人が装着可能なデータリーダと、
　トイレの各ドアの入口部に配備され、人がトイレに入ったとき、データリーダを作動さ
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せて、トイレへの入室を記録する入室トリガと、
　トイレにある洗浄剤入りの各ディスペンサーに配備され、人がディスペンサーの洗浄剤
を使用したとき、データリーダを作動させて、ディスペンサーを使用した事を記録するデ
ィスペンサートリガと、を具えており、
　データリーダは、ディスペンサーを使用した回数及び入室した回数を表示するディスプ
レイを有している、システム。
【請求項３２】
　入室１回について、ディスペンサーを使用した回数は、多くても１回である請求項３１
に記載されたシステム。
【請求項３３】
　人が手指衛生を遵守するのを監視することができる方法であって、
　人が装着したデータリーダを、トイレの各ドアの入口部に配備された入室トリガによっ
て作動させ、人がトイレに入ったとき、トイレに入室したことを記録するステップと、
　トイレにある洗浄剤入りの各ディスペンサーに配備されたディスペンサートリガによっ
てデータリーダを作動させ、人がディスペンサーの洗浄剤を使用したとき、ディスペンサ
ーを使用した事を記録するステップと、
　ディスペンサーを使用した回数及び入室した回数をデータリーダのディスプレイに表示
するステップと、を有している方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、手指衛生(hand　hygiene)の遵守(compliance)を監視することに関する。よ
り具体的には、本発明は、トリガを用いて手指衛生の遵守を監視するもので、入室した事
及びディスペンサーを使用した事が記録される。
【背景技術】
【０００２】
　病院での感染及びそれに関連する合併症は、患者、医師及びヘルスケアシステムに大き
な負担になっている。これまで、これら問題の取組みは数多く行われているが、結局のと
ころ、手指衛生の遵守が、感染の広がりを最も効果的に防止する単純な手段である。ヘル
スケアプロバイダーで手指衛生基準に合格するのは３０～４０％であると推定されている
。
【０００３】
　手洗いを追跡する手段は、簡単で、誇示的なものではなく、リアルタイムでフィードバ
ックすることができるものであることが要求される。
【発明の開示】
【０００４】
　本発明は、ヘルスケアプロバイダーが手指衛生を遵守するのを監視することができるシ
ステムに関する。システムは、ヘルスケアプロバイダーが装着可能なデータリーダを具え
ている。システムは、病室の各ドアの入口部(door　portal)に配備された入室トリガ(por
tal　trigger)を具えており、ヘルスケアプロバイダーが病室に入ったとき、データリー
ダを作動させて、入室した事(entrance　event)が記録される。システムは、各病室の中
又は入口にある洗浄剤(cleanser)入りの各ディスペンサーに配備されたディスペンサート
リガを具えており、ヘルスケアプロバイダーがディスペンサーにより洗浄剤を使用したと
き、データリーダを作動させて、ディスペンサーを使用した事(dispensing　event)を記
録する。データリーダは、ディスペンサーを使用した回数及び入室した回数を表示するデ
ィスプレイを有している。
【０００５】
　本発明は、ヘルスケアプロバイダーが手指衛生を遵守するのを監視することができる方
法に関する。本発明の方法は、ヘルスケアプロバイダーが装着可能なデータリーダを、病
室の各ドアの入口部に配備された入室トリガによって作動させるステップ、及びヘルスケ
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アプロバイダーが病室に入ったとき、入室した事を記録するステップを有している。また
、各病室の中又は入口にある洗浄剤入りの各ディスペンサーに配備されたディスペンサー
トリガにより、データリーダを作動させて、ヘルスケアプロバイダーがディスペンサーの
洗浄剤を使用したとき、ディスペンサーを使用した事を記録するステップがある。ディス
ペンサーを使用した回数及び入室した回数を、データリーダのディスプレイに表示する表
示ステップがある。
【０００６】
　本発明は、人が手指衛生を遵守するのを監視することができるシステムに関する。シス
テムは、人が装着可能なデータリーダを具えている。システムは、トイレの各ドアの入口
部に配備された入室トリガを具えており、ヘルスケアプロバイダーがトイレに入ったとき
、データリーダを作動させて、トイレへの入室が記録される。システムは、トイレにある
洗浄剤入りの各ディスペンサーに配備されたディスペンサートリガを具えており、ヘルス
ケアプロバイダーがディスペンサーの洗浄剤を使用したとき、データリーダを作動させて
、ディスペンサーを使用した事を記録する。ディスペンサーを使用した回数及び入室した
回数を表示するディスプレイを有している。
【０００７】
　本発明は、人が手指衛生を遵守するのを監視することができる方法に関する。方法は、
人が装着可能なデータリーダを具えている。システムは、人が装着したデータリーダを、
トイレの各ドアの入口部に配備された入室トリガによって作動させるステップ、及び人が
トイレに入ったとき、トイレに入室したことを記録するステップを有している。また、ト
イレにある洗浄剤入りの各ディスペンサーに配備されたディスペンサートリガによってデ
ータリーダを作動させるステップ、人がディスペンサーの洗浄剤を使用したとき、ディス
ペンサーを使用した事を記録するステップがある。ディスペンサーを使用した回数及び入
室した回数をディスプレイに表示するステップを有している。
【０００８】
　図面中、同じ引用符号は、複数の図において類似又は同一の要素を表すものとする。よ
り具体的には、図５を参照すると、ヘルスケアプロバイダー(医療サービス提供者)が手指
衛生を遵守するのを監視することができるシステム(10)が示されている。システム(10)は
、ヘルスケアプロバイダーが装着できるようにしたデータリーダ(12)を具えている。シス
テム(10)は、病室(18)の各ドアの入口部(16)に配備された入室トリガ(14)を具えており、
ヘルスケアプロバイダーが病室(18)に入ったとき、データリーダ(12)を作動させて、入室
した事を記録する。システム(10)は、各病室(18)の中又は入口にある洗浄剤入りの各ディ
スペンサー(22)に配備されたディスペンサートリガ(20)を具えており、ヘルスケアプロバ
イダーがディスペンサーの洗浄剤を使用したとき、データリーダを作動させて、ディスペ
ンサーを使用した事を記録する。なお、データリーダ(12)は、ディスペンサーを使用した
回数及び入室した回数を表示するディスプレイ(24)を有している。
【０００９】
　好ましくは、ディスプレイ(24)は、ディスペンサーを使用した回数と入室した回数の比
(ratio)を表示する。ディスプレイ(24)は、好ましくは、その比、入室した事の回数及び
ディスペンサーを使用した事の回数を同時に表示する。好ましくは、データリーダ(12)は
、データリーダ(12)に記録されたディスペンサーを使用した回数、入室した回数及び比へ
のアクセスを制御するために、ヘルスケアプロバイダーが制御可能なロック(26)を含んで
いる。ディスペンサーは、好ましくは、ディスペンサートリガ(20)に接続されたレバー(2
8)を含んでいる。
【００１０】
　ロックは、パスワードコントローラアクセスと同様なものであってよく、ヘルスケアプ
ロバイダーによるデータリーダへのアクセスを可能とするには、ウインドウズ・オペレー
ティング・システム(ウインドウズは登録商標)で利用されるものと同様、データリーダへ
入力される必要がある。
【００１１】
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　好ましくは、データリーダ(12)は、ディスペンサーを使用した回数、入室した回数及び
比を所定時間後にゼロにリセットする。データリーダ(12)は、好ましくは、ディスペンサ
ーを使用した回数、入室した回数及びその比を格納するメモリを含んでいる。好ましくは
、データリーダ(12)はタイマー(12)を含んでいる。データリーダ(12)は、好ましくはＣＰ
Ｕ(34)を含んでいる。
【００１２】
　好ましくは、データリーダ(12)は、タグ又はページャ(36)の一部である。トリガは、好
ましくは送信機(38)と受信機(40)を有している。好ましくは、データリーダ(12)は、送信
機(38)と受信機(40)を有している。メモリ(30)へは、好ましくは、外部から電子的に照会
することができる。好ましくは、入室した事は、データリーダ(12)が病室(18)に入るとき
にのみ起こる。１回の入室に随伴して行われるディスペンサーの使用は多くても２回であ
ることが好ましい。好ましくは、データリーダ(12)は、入室又はディスペンサーの使用の
どちらかが起こると動作可能状態(enabled　state)となり、データリーダ(12)が動作可能
状態のときに入室又はディスペンサーの使用が起こると、データリーダは作動された状態
(activated　state)となり、データリーダ(12)が作動された状態のときにディスペンサー
の使用が起こると、データリーダは終了状態(finalized　state)となる。
【００１３】
　ディスペンサートリガ(20)は、好ましくは、動作可能状態(enabled　position)と作動
された状態(activated　position)を有している。データリーダ(12)が動作可能状態にな
ると、その結果として及びそれに基づいて、ディスペンサートリガ(20)は動作可能状態に
なる。ディスペンサーの使用が行われると、ディスペンサートリガ(20)は作動された状態
になる。好ましくは、システム(10)は、他のヘルスケアプロバイダーが装着できるように
するための追加のデータリーダ(12)を含んでおり、各データリーダ(12)は、対応するデー
タリーダ(12)を有するヘルスケアプロバイダーによるディスペンサーの使用のみを記録す
る。ヘルスケアプロバイダーのデータリーダ(12)に関連付けられたディスペンサーが使用
される毎に、ディスペンサーは、ディスペンサーが使用された事を示す信号を送信するこ
とが好ましい。データリーダ(12)とトリガは、相互の通信を行なうために、ＲＦＩＤを用
いることができるし、或いはまた、ブルートゥース通信(ブルートゥースは登録商標)又は
その他の無線技術を用いることもできる。
 
【００１４】
　本発明は、ヘルスケアプロバイダーが手指衛生を遵守するのを監視することができる方
法に関する。本発明の方法は、ヘルスケアプロバイダーが装着可能なデータリーダ(12)を
、病室(18)の各ドアの入口部(16)に配備された入室トリガ(14)によって作動させるステッ
プ、及びヘルスケアプロバイダーが病室(18)に入ったとき、入室した事を記録するステッ
プを含んでいる。各病室(18)の入口(16)にある洗浄剤入りのディスペンサー(22)に配備さ
れたディスペンサートリガ(20)により、データリーダ(12)を作動させ、ヘルスケアプロバ
イダーがディスペンサーの洗浄剤を使用したとき、ディスプレイを使用した事を記録する
ステップがある。ディスペンサーを使用した回数及び入室した回数を、データリーダ(12)
のディスプレイ(24)に表示する表示ステップがある。
【００１５】
　好ましくは、表示ステップは、ディスペンサーを使用した回数と入室した回数の比をデ
ィスプレイ(24)に表示するステップを含んでいる。表示ステップは、好ましくは、その比
、入室した回数及びディスペンサーを使用した回数を同時に表示するステップを含んでい
る。
【００１６】
　好ましくは、データリーダ(12)によって記録されたディスペンサーの使用した回数、入
室した回数及びその比へのアクセスを制御するために、ヘルスケアプロバイダーによりデ
ータリーダ(12)のロックを制御するステップがある。好ましくは、ディスペンサーを使用
した回数、入室した回数及び所定時間後に比をゼロにリセットするステップがある。
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【００１７】
　好ましくは、メモリ(30)を外部から電子的に照会する(interrogating)ステップがある
。好ましくは、入室するか又はディスペンサーを使用すると、データリーダ(12)を動作可
能状態にし、データリーダ(12)が動作可能状態のときに入室するか又はディスペンサーを
使用すると、データリーダ(12)を作動された状態にし、データリーダ(12)が作動された状
態のときにディスペンサーを使用するデータリーダ(12)を終了状態にするステップがある
。好ましくは、データリーダ(12)が動作可能状態になったとき、その結果として及びそれ
に依存して、ディスペンサートリガ(20)を動作可能状態にし、ディスペンサーを使用する
と、ディスペンサートリガ(20)を作動された状態にするステップがある。好ましくは、ヘ
ルスケアプロバイダーのデータリーダ(12)に関連づけされたディスペンサーが使用される
毎に、ディスペンサートリガ(20)によってディスペンサーを使用した事を示す信号を送信
するステップがある。
【００１８】
好ましい実施例について次に説明する。
［用語の説明］
【００１９】
＜データリーダ(12)＞
　システム(10)内にあり、入室した事と、それに随伴して手洗いを行なった事を記録する
電子ＣＰＵ(34)。システム(10)内には、電子ロックＡ(説明は後記)がある。電子ロックＡ
は、ロックＢ及びロックＣへ信号を送ることができ、電子ロックＡから信号が送られると
、これらのロックは動作可能位置になる。
【００２０】
＜ロックＡ＞
　・データリーダ(12)の内部にて、閉状態又は開状態で存在する。開状態は、動作可能位
置、(動作可能α(enabled-α))、作動された位置、終了位置で動作可能である。
　・動作可能位置(Enabled)：　電子キーから１つの初期信号が送られた後のロックの状
態。
　・動作可能α位置(Enabled-α)：　完全に動作可能状態になるためのポテンシャルを示
し、基本モデルのシーケンスから外れた手洗い行動を示すロックの状態。
　・作動された位置(Activated)：　第２の信号を電子キーから受信した後のロックの状
態。
　・終了状態(Finalized)：　電子キーが第３の信号を受信した後のロックの状態で、回
路を閉じることによって起こる。
【００２１】
＜ロックＢ及びＣ＞
　ソープディスペンサー及びアルコールゲル剤(alcohol　gel　wash)ディスペンサーの中
に組み込まれ、閉状態又は開状態で作動することができるバーチャル又は電子ロックシス
テム。開状態は、動作可能位置、作動された位置から構成され、後記する作用によってト
リガされた電子キー機構によって“クローズドアウト(closed　out)”位置へ進む。
【００２２】
＜自律系回路(autonomous　circuits)＞
　一人のデータリーダ(12)によって追跡される電子回路で、ユーザ毎の機能性が保存され
た(preserved　functionality)固有のキーセット(電子的に生成されたコード)を利用する
。この回路は、病室(18)へ入る前後に手洗いが行なわれると、独立して進行させることが
でき、他の者が同時に病室に入ったかどうかとは関係なく、個人の行動の追跡を続けるこ
とができる。
【００２３】
＜キー＞
　入室回路の中で生成され、ロックを異なる位置(接続状態)に進めることができる信号。
ソープ又はアルコールゲル剤を使用し、出入口(doorway)の敷居(threshold)を通って病室
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(18)に入ることは、異なる信号又はキーを発生させる手段である。生成されたキーは、シ
ステム(10)内のロック間で作用する信号として供される。各人には、病室に入った他のヘ
ルスケアプロバイダーの行動から独立してその行動の如何に拘わらず、各人の具体的行動
を追跡する固有の一時キーが与えられる。
【００２４】
＜無線通信＞
　手指衛生の励行を追跡されるべき人が装着可能なデータリーダ(12)に通信する手段であ
る。これは、無線利用個体識別(ＲＦＩＤ)技術、磁気カプラー、ブルートゥース技術等を
利用しして、描写された(delineated)バーチャル電子ロック及びキーシステムによって達
成される。システムは、手指衛生／入室回路を初期化するためのオプションとして認識さ
れたアクションが開始されると、回路が開くように設計及び構成されている。
【００２５】
　システム(10)は、２つの部品(無線利用個体識別(ＲＦＩＤ)技術、ブルートゥース技術
、又は他のシステムの何れかを利用)が配備された装置である。第１は、データリーダ(理
想的には、幅約３ｃｍ、高さ１ｃｍ、奥行き５ｍｍ)で、第２の要素であるデータトリガ
と通信する病院従業員のページャ又は識別タグに慎重に装着されるか又は取り付けられる
。トリガは、部屋の内部に配備され、ソープ又はアルコールゲル剤ディスペンサーに取り
付けられる。これらの「トリガ」は、ドアの入口部にて(ドアの敷居を物理的に通過する
と作動する)、ソープ又はアルコールゲル剤ディスペンサーのレバー機構(ディスペンサー
装置を押すと作動する)の内部に配置される。完全な回路は、受診に来た患者が１つの部
屋に入室して、手洗いを２回行なう事を必要とする。この比は、この設定での最良の行動
であり、患者を診察する前と後に手を洗う事を意味する。その比は、異なる設定に用いる
場合は変更可能である。例えば、フードサービス産業では、完全な回路は、トイレに入る
毎に手を洗う事になるであろう。
【００２６】
　データリーダ装置には、小さなＬＣＤディスプレイ(又はその他のもの)を含むことがで
き、該ディスプレイは、１）手洗い回数、２）入室回数、３）比(２：１その他)を表す３
つのカラムを有する。ユーザは、１日のうちのどの時間にも装置を視覚的に検査し、その
状況をチェックすることができる。設定された時間、例えば真夜中にリセットする自動装
置は、ヘルスケアプロバイダーに対して、自分の行動を変える機会を与えることになるで
あろう。このような装置の目的は、トラッカー(追跡手段)として用いられる歩数計と同じ
ように、ユーザに多くの力を与え、行動を促進／変化させるための動機として供されるこ
とである。装置を用いる人は、装置に所定間隔で電子的に照会するオプションを有するこ
ともできる。ユーザは、格納されたデータにアクセスして、個人的に報告を受けることが
できる。ユーザは、外部の評価を求めるために、自分のデータリーダ(12)を自発的に開示
することもできる。最高の行動には、報奨を与えられることができる。全体的な目的は、
手洗いの励行を改善することであり、装着者に対してリアルタイムのフィードバックを行
ない、スタッフに権限をもたせて、最終的に感染を防止し、救命を図ることである。これ
を行なうのに、コンピュータプログラミングの拡張を必要とせず、ソフトウエアの開発も
不要であり、病室内の電気配線も不要である。装置は、単純なカウンターとして作用し、
ユーザに対して生のデータを表示する。さらにまた、このシステムは、脅迫的なものとし
て認識されることがある外部監視モデルを作るというのではなく、データを収集する者と
、雇用者／スタッフとの対立関係が形成されるのを回避するものである。ある意味で、シ
ステム(10)を使用する者は、自らのデータと行動を所有するものである。
【００２７】
　この技術は、労働規律として手指の衛生遵守が重要な場所に主に用いられることができ
る。例えば、病院、クリニック、診療所等の場所や、レストラン又は食品取扱い産業でも
使用される他、コンピュータ用プロセッサ製造等のように無菌環境が製造工程で重要とさ
れる産業にも使用可能である。
【００２８】
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　システム(10)は、雇用者の手指衛生状況に関して、雇用者にリアルタイムのフィードバ
ックを提供することにある。生のデータは、１日のうちのどの時間でも視覚的にチェック
するために利用可能であり、計算によって求められた比は、成績として表示又はランク付
けすることができる。このようなフィードバックは、行動修正を円滑に行なうための訓練
に効果を発揮することが示されている。装置は、電子機器のネットワークや配線の拡張を
必要とせず、分析用の複雑なソフトウエアを必要とせず、ユーザに対して不必要な情報を
提供することなく、ユーザは自分らの行動に対してより多くの責任をもつことができる。
ペースメーカーが医師による診察と診察の間に異常な動き／警報がチェックされることが
できるように、本発明の装置は、電子的に照会されることができる。情報を集めて広める
ことにより、作業者グループの行動の総合成果(collective　performance)が反映される
。データは、匿名でのフィードバックの追加機構として、作業者に対して表示又は送信さ
れることができる。例えば、データは、病院内の全ての医師又は全ての看護スタッフの手
指衛生励行を表す全てのものが表示されることができる。各人は、仕事に関する昇進、ボ
ーナス、優待等の業績評価の一部として、自らの個人データを雇用者に自発的に開示する
オプションを有することもできる。
【実施例】
【００２９】
　アンドリュー医師が病室(18)まで歩いて行く。彼は、病室(18)に隣接する壁に配置され
た手洗い用アルコールゲルディスペンサーのレバー(28)を押す。この操作により、ロック
Ａは、「閉」位置から「開」位置に移動する。具体的には、この操作によって、ロックＡ
は、「動作可能」位置に移動する。ロックＡは、電子ロックであり、アンドリュー医師が
装着しているデータリーダ(12)の一部である。ロックＡは、「動作可能(enabled)位置」
「作動された(activated)位置」「終了(finalized)位置」の３つの開位置を有している。
動作可能位置にするには、第１の電子キーによる初期動作が必要であり、作動された位置
にするには、第２の電子キーの作動を必要とする。レバー(28)を押すと、手の清浄剤が分
配されるが、これは第１キーをスイッチオンすることになり、該キーから、アンドリュー
医師が装着しているデータリーダ(12)へ信号が送られ、ロックＡは動作可能位置になる。
データリーダ(12)は、タイマー(32)機構により、所定時間動作可能位置の儘である。アン
ドリュー医師が病室(18)へ入らないとき、データリーダ(12)のロックＡは、自動的に「閉
位置」へ移動して動作を停止し、回路を記録しない。回路は、最初に手洗いを行なった事
、次に病室(18)へ入室した事(最初の手洗いから５分以内)、最後に手洗いを行なった事、
及び病室(18)からの退室した事から構成される(又は、このテーマでの変形例として、例
えば、最初に病室(18)に入った事、病室内で手を洗った事、患者を診察した事、部屋を出
るときに壁にあるアルコールゲル剤ディスペンサーを使用した事を示すことができる)。
不完全な回路は、入室の前後に手洗いを行わなかった事、又は患者の診察後にだけ手洗い
を行なったことを意味する。
【００３０】
　上記のとおり進み、アンドリュー医師が歩いて部屋の中へ入ると(出入口の敷居を通る)
、この動作により、第２キーが、彼のデータリーダ(12)のロックＡを作動させることがで
きる。出入口の敷居を通ることは、ロックＡの第２キーを作動させることと同じであり、
これは、受動型ＲＦＩＤカップリング又は他の手段によって達成されることができる。ア
ンドリュー医師が装着したデータリーダ(12)のロックＡが一旦作動させられると、データ
リーダ(12)は、ロックＢ及びＣに電子的に接続された信号(キー３)を発生する。ロックＢ
は、病室の直ぐ外又は内部にあるアルコールゲル剤ディスペンサーの内部に配置され、ロ
ックＣは、一般的には、病室に配備されたソープディスペンサーの内部に配置されている
。アンドリュー医師が装着したデータリーダ(12)から送られた信号は、キー３をオンにす
るので、ロックＢ及びＣは動作可能になる。
【００３１】
　このとき、アンドリュー医師が装着したデータリーダ(12)のロックＡは、作動された位
置にあり、ロックＢ及びＣ(室内環境にある)は動作可能位置にある。ロックＢ及びＣは、
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タイムアウトするまで、又は作動された位置に移るまで、動作可能状態にある。
【００３２】
　続いて、アンドリュー医師は患者を診察する。診察行為が終了すると、医師は、ａ）ソ
ープと水で手を洗うか(部屋のシンクにて)、ｂ）病室の直ぐ外又は入口近傍にあるアルコ
ールゲル剤装置を利用して手を洗うか、ｃ）手を洗うことなく部屋を出て行く。
【００３３】
　アンドリュー医師がシンクで手を洗う場合、彼は、ディスペンサーのレバー(28)を押し
て液体ソープを使用する。この操作により、信号は彼のデータリーダ(12)へ送られ、ロッ
クＡを終了状態にするための信号を生成する。この信号は、キー４を構成する。キー４に
より、データリーダ(12)のロックＡが終了位置に移動すると、回路は閉じて完了する。ア
ンドリュー医師が装着したシステム(10)(データリーダ(12)が組み込まれている)は、「入
室１、手洗い２、比２：１」を読み出す。もし、アンドリュー医師が、患者の診察を終了
した後、部屋にあるシンクのソープディスペンサーを使用せずに、出入口に向かって歩い
たとしても、この位置で、アルコールゲル剤を使用することができる。これは、アンドリ
ュー医師が装着したデータリーダ(12)に対し、キー４による信号を送信させる代替手段と
しての役割を果たし、またロックＡを終了位置にすることができる。前述の如く、この代
替手段が行われると、ロックＡは、回路が閉じて完了したものとみなされる。システム(1
0)は、再び、「入室１、手洗い２、比２：１」を表示する。液体ソープディスペンサー又
はアルコールゲル剤ディスペンサーを使用すると、回路は、独立して閉じられるため、患
者の診察終了後、データリーダ(12)に２回の手洗いが記録されることがないようにしてお
り、これにより、誤った値つまり誇張された値が記録されないようにしている。
【００３４】
　アンドリュー医師が患者を診察した後、病室を退室するときに自分の手を洗わないとき
(部屋のシンクで液体ソープを使用せず、病室(18)の直ぐ外又は入口にあるアルコールゲ
ル剤ディスペンサーも使用しない)、データリーダ(12)のロックＡは、作動された位置に
ある。さらに、ロックＢ(ソープの中)とロックＣ(ゲル剤ディスペンサーの中)は、依然と
して動作可能位置の儘である。アンドリュー医師が部屋を出て、出入口の敷居を通ると、
ロックＡ、Ｂ及びＣは、夫々のタイマー機構がタイムアウトした後に、閉じる。彼のシス
テムは、「入室１、手洗い１、比１：１」を記録する。
【００３５】
　アンドリュー医師がアルコールゲルディスペンサーで手を洗わずに部屋に入ると、キー
２により、部屋に入室した信号をデータリーダ(12)へ送信する。ロックＡは、開位置にな
り、動作可能α位置が指定される。このように、動作可能α位置は、医師が承認された行
動を異なる順序で行なう回路を示す。アンドリュー医師が病室に入り、シンクで液体ソー
プを使って手を洗うと、彼のロックＡは、入室した記録を同時に検出する。なお、ロック
２は動作可能α位置である。この後、手洗いを行なうと、彼のロックＡは動作可能状態か
ら作動された状態に即座に移動する。換言すれば、アンドリュー医師のデータリーダ(12)
が一旦、入室した事及びソープを使用した事を確認すると、彼のロックＡは、正規シーケ
ンスで進行する上記実施例に示された作動された位置に自動的に切り換わる。医師のロッ
クＡがアクティブ状態になると、ロックＢとＣは動作可能状態になる。ロックＢ及びＣは
、前述の如く、ソープディスペンサー及びアルコールゲル剤ディスペンサーの中にある。
これらのロックは、アンドリュー医師が患者の診察を終了し、どちらかのステーションで
手を洗うまでは、動作可能位置の儘である。これらのうちのどちらかの行動が行われると
、回路は閉じる。
【００３６】
　もし、数人の医師が交互に病室へ入室したとき、彼らが入室した事と手洗いを行なった
事は、前述と同じ行動によって作られる分離した自律系回路の形態で、互いに独立して追
跡されることになる。各回路が初期化されると、手洗い剤のディスペンサー装置は、次の
電子キー(又はデジタルコード)へサイクルが進行し、これによって、ユーザ固有の別の電
子ロック及びキーが初期化される。その後のロック及びキーの経路では、多くのヘルスケ
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アプロバイダーが部屋へ入室する事を許容し、各ヘルスケアプロバイダーは、他の者の行
動の如何に拘わらずそれに干渉されることなく、自分自身の行動が記録される。
【００３７】
　例えば、もしアンドリュー医師が病室(18)の外側まで歩いて行き、アルコールゲル剤を
使用すると、彼のロックＡは、キー００１－１によって動作可能状態になる。ハナー医師
がアンドリュー医師の後を歩いて行き、アンドリュー医師の後で、アルコールゲル剤を使
用する。ハナー医師がこれを行なうと、ディスペンサーのサイクルは別のキーになる。キ
ー００１－１はアンドリュー医師が使用する一時キーになるので(この部屋への入室／手
洗い回路)、その代わりに、ハナー医師はキー００２－１が与えられる。他の人が部屋に
入ると、その人は、例えば、キー００３－１を受け取る。他の医師又は人が部屋に入って
、ディスペンサーを使用すると、他のキーが与えられ、独立して作動され、シーケンスは
自らの回路に設定される。これが起こるようにするには、キーは、原則的には、順次又は
ランダムに生成された数値コードを反映することができるであろう。
【００３８】
　同時回路(concurrent　circuits)がどのようにして存在できるかが理解されるように、
アルコールゲル剤を使用した後にアンドリュー医師が病室に入り、これによって、彼のデ
ータリーダ(12)のロックＡがキー００１で動作可能状態になる例を引き続いて説明する。
ハナー医師が後に続いて、アルコールゲル剤を使用するために、ディスペンサーのレバー
(28)を押すと異なるキーが生成され、ハナー医師のロックＡは動作可能状態になる。これ
を前記のキー００２と称する。レバー(28)が押される毎に、新たなキーが初期化され、次
のユーザがディスペンサー装置を押すまでの約３～５秒間ロックされる。このようにして
、追加のゲル剤／ソープを使用するためにポンピング操作を２回行なっても、追加のキー
信号は発生しない。部屋に入って患者の診察が行われ、アンドリュー医師がドアの敷居を
通ると(キー００１－２をトリガすることにより)、彼のデータリーダ(12)は、動作可能位
置から作動された位置に移る。次に、ハナー医師が出入口の敷居を通ると、彼女のデータ
リーダ(12)のロックＡもまた、同じように動作可能位置から作動された位置に移る(出入
口の敷居を通ると、第２のキーがトリガする)。アンドリュー医師がハナー医師と一緒に
患者を診察するとき、両人のデータリーダにあるロックＡは両方とも作動された位置の儘
であり、ソープディスペンサー及びアルコールゲル剤の夫々の内部にあるロックＢ及びＣ
は、動作可能位置の儘である。より具体的には、ロックＢ及びＣは、同時にサブロック状
態にあることを表示することができる。サブロックは、部屋に入った各人の行動によって
作動された状態になる。この例では、アンドリュー医師の行動は、ハナー医師から独立し
た自律系回路を作り出した。もし、チェックが行われると、ロックＢ及びＣは、２人の医
師を追跡する役割を有する２つのサブロックは動作可能状態にあることを示す。もし、他
の者がアルコールゲルディスペンサーで手洗いを行なった後で入室した場合、ロックＢ及
びＣは、動作可能状態の第３のサブロックを登録する。アンドリュー医師及びハナー医師
の場合に戻ると、患者の診察が終了すると、アンドリュー医師はシンクで手を洗うことを
選択する。この行動により、アンドリュー医師のデータリーダ(12)のロックＡが終了状態
になり、その回路が閉じられる。ハナー医師は、部屋の入口でアルコールゲル剤ディスペ
ンサーを用いて手を洗うことを選択する。この行動により、ハナー医師のロックＡはトリ
ガされて、終了位置となり、これによりハナー医師の回路は終了する。
【００３９】
　システム(10)は、持ち運び可能である。ユーザは装置を装着し、チェックしてフィード
バックすることができるので、行動の変化を促進することができる。装置は、１日に１回
、その値をゼロにリセットできるように構成されている。毎日、手指衛生遵守を向上させ
るという新たな目標で開始することができる。システム(10)へは、電子的に照会すること
ができる。電磁手段又は直接ポート(例えばＵＳＢ)を通じて、データは、ダウンロードさ
れることができ、自分の行動の傾向を知り、調べることができる。システム(10)は、全て
のヘルスケアプロバイダーが利用するのが理想であるが、持ち運び可能であれば、利用可
能な数が限られている場合、異なるグループのヘルスケアプロバイダーが装着することが
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できる。例えば、全てのナースにシステム(10)を与えることができるし、特定病棟の全て
のナースにシステム(10)を与えることができる。また、これは、所定の期間だけ行なうこ
とができる。ユーザは、装置を装着し使用している間は、１日中、間欠的に装置のチェッ
クを行なうことができる。装置を照会すると、　データの明細が個々のユーザに提供され
る。全ての装置を集めて、蓄積されたデータをダウンロードし、グループの名を伏せて、
グループの蓄積値を表示することにより、グループの者に教える手段として用いられるこ
とができる。システム(10)は、最も良い行動を行なった者の報奨の手段として、自発的に
その者を明らかにすることができる。
【００４０】
　図１を参照して説明する。
　ａ）医師は、病室(18)の外に立ち、データリーダ(12)が組み込まれたシステム(10)を装
着し、電子ロックＡを携行している。
　ｂ）医師は、病室(18)の外にあるアルコールゲル剤ディスペンサー(A.G.W.D.)に接近す
る。医師は、A.G.W.D.を使用する。この行動(キー１)により、ロックＡは、動作可能位置
となる。
　ｃ）医師は病室に入る。出入口の敷居を越えると、この行動(キー２経由)により、ロッ
クＡは作動された位置となる。これにより、ロックＡは、ロックＢ及びＣに信号を送る(
キー３経由)。ロックＢとＣは、これにより、動作可能位置になる。
　ｄ）医師は患者を診察する。
　ｅ）医師は、患者の診察を終えて、ドアの敷居を通る。医師は、アルコールゲル剤で手
を洗う。この行動(キー４)により、回路は完了する。
　ｆ）医師のシステム(10)がチェックされ、システムは、手洗い２、入室１、比２：１を
示す。
【００４１】
　図２を参照して説明する。
【００４２】
　経路(200)；部屋に近づいて手を洗うが、部屋には入らない。ロックＡは動作可能状態
になり、タイムアウト－作動なし(no-activity)が記録される。
【００４３】
　経路(201)；部屋の外で手を洗う。ロックＡが動作可能になる。ドアの敷居を通る。ロ
ックＡが作動され、ロックＢ及びＣが動作可能になる。医師は、患者の診察を行ない、部
屋の中のシンクで手を洗う。ロックＣが作動され、ロックＡが終了して、回路が閉じる。
【００４４】
　経路(202)；手を洗わずに部屋に入る。ドアの敷居を通ると、キー２により、ロックＡ
は動作可能α位置に設定される。これは、理想的手順から逸脱した行動を表す。ドアの敷
居を通ると、入室１が記録される。抗菌性ソープディスペンサー(A.S.D.)の所に行き、患
者の診察前に手を洗う。この行動により、遡及的に、ロックＡは、動作可能位置になり、
直ちに作動された位置になる。ロックＡは、次に、ロックＢ及びＣに信号を送り、ロック
Ｂ及びＣは、動作可能位置になる。患者の診察が終わると、医師は、A.S.D.に戻り、手を
洗う。この行動により、ロックＡは終了位置になり、回路が閉じる。
【００４５】
　経路(203)(204)；医師Ａは、A.G.W.D.で手を洗う。医師のデータリーダ(12)のロックＡ
は、動作可能状態になる。医師Ｂが医師Ａの後に続いて、A.G.W.D.で手を洗う。医師Ａと
Ｂは、病室に入る。このとき、両医師のロックは作動される。両医師のロックＡは、固有
の電子キーによって作動された。これらのキーは、A.G.W.D.を用いて生成される。各医師
は、各自の回路内に入る。各医師のロックは、ロックＢ及びＣを動作可能にする。
【００４６】
＜実行可能な回路(Possible　Circuits)＞
　・アルコールゲル剤に接近→アルコールゲルを使用→入室せずに、部屋から離れる
　・アルコールゲル剤に接近→アルコールゲル剤を使用→入室→患者を診察
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　・(ａ)ソープディスペンサー
　・(ｂ)アルコールゲル剤
　・(ｃ)手を洗わずに、部屋を出て行く
　・(ｄ)ソープディスペンサー＋アルコールゲル剤
　・部屋に入る→ソープディスペンサーを使用→患者を診察
　・(ａ)ソープディスペンサー
　・(ｂ)アルコールゲル剤
　・(ｃ)手を洗わずに、部屋を出て行く
　・(ｄ)ソープディスペンサー＋アルコールゲル剤
　・部屋に入る→患者を診察
　・(ａ)ソープディスペンサー
　・(ｂ)アルコールゲル剤
　・(ｃ)手を洗わずに、部屋を出て行く
　・(ｄ)ソープディスペンサー＋アルコールゲル剤
　・部屋に入る→患者を診察しない
　・(ａ)手を洗わずに、部屋を出て行く
　・(ｂ)アルコールゲル剤
　・(ｃ)ソープディスペンサー
　・(ｄ)ソープディスペンサー＋アルコールゲル剤
　・アルコールゲル剤に接近→患者を診察しない
　・(ａ)手を洗わずに、部屋を出て行く
　・(ｂ)アルコールゲル剤
　・(ｃ)ソープディスペンサー
　・(ｄ)ソープディスペンサー＋アルコールゲル剤
　・部屋に入る→ソープディスペンサー→患者を診察しない
　・(ａ)手を洗わずに、部屋を出て行く
　・(ｂ)アルコールゲル剤
　・(ｃ)ソープディスペンサー
　・(ｄ)ソープディスペンサー＋アルコールゲル剤
【００４７】
　ディスペンサーは、ヘルスケアプロバイダーが次のとおりディスペンサーを使用してい
るか判断する。ディスペンサーは一旦使用されると、装置から最も近距離(約２フィート)
の範囲に立っているヘルスケアプロバイダーに対して偵察信号(scouting　signal)を速や
かに送信する。これは、ユーザに関するＩＤ(identity)／電子キーを確認するものである
。ディスペンサーは、次に、このデータを受信し、適合する特定の電子キーを直ちに発す
る。電子的に送られたカスケードから生じるイネーブル状態のディスペンサーに維持され
るいかなるキーも、キーが最初にヘルスケアプロバイダーに発せられた時に開始すること
が想起される。
【００４８】
　回路の開始時にキーがヘルスケアプロバイダーへ発せられると、ディスペンサーを動作
可能状態にする固有信号が送られる。それゆえ、部屋に入り電子キーが発せられた各ヘル
スケアプロバイダーに対して、各ディスペンサーに、特異的な動作可能状態の「サブ状態
(sub-state)」がある。それゆえ、ディスペンサーには、各ヘルスケアプロバイダーに固
有の電子キーが連繋された動作可能状態の「サブ状態」が多数あることになる。
【００４９】
　ヘルスケアプロバイダーのデータリーダ(12)がこの適合キーを受信すると、このヘルス
ケアプロバイダーに対しては、ディスペンサーはクローズドアウト状態の儘である。しか
しながら、他のヘルスケアプロバイダーが部屋に入ると、ディスペンサーは、他の者を動
作可能状態のサブ状態(部屋にいる人の数と同じサブ状態がある)にする。
【００５０】
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　次のヘルスケアプロバイダーがディスペンサーを使用し、レバー(28)を押すと、前記の
シナリオの場合と同じように、ディスペンサーから直ちに偵察信号が発せられ、該信号は
最も近い位置(２～３フィート)にいる人だけが受信して、自分のキーをディスペンサー内
の動作可能位置にある電子キーと照合することによってヘルスケアプロバイダーを同定し
、自分のキーに固有の信号を送信する。データリーダ(12)がキーを受信すると、リーダ(1
2)は終了状態に進む。
【００５１】
　システム(10)はまた、雇用者がトイレの後で手洗いを行なったかを追跡するように改変
することができる。
【００５２】
　本発明は、手指衛生が励行されているかを監視できるシステム(10)に関する。システム
(10)は、ユーザが装着可能なデータリーダ(12)を具えている。システム(10)は、トイレの
各ドアの入口部(16)に配備された入室トリガ(14)を具えており、ヘルスケアプロバイダー
がトイレに入ったとき、データリーダ(12)を作動させて、トイレに入った事が記録される
。システム(10)は、トイレ内の洗浄剤入り各ディスペンサーに配備されたディスペンサー
トリガ(20)を具えており、ヘルスケアプロバイダーがディスペンサー(22)を操作して洗浄
剤を使用したとき、データリーダ(12)を作動させて、ディスペンサーを使用した事が記録
される。データリーダ(12)はディスプレイ(24)を有し、該ディスプレイにディスペンサー
を使用した事及び入室した事が表示される。なお、１回の入室に対するディスペンサーの
使用回数は、多くとも１回であることが好ましい。
【００５３】
　本発明は、手指衛生が励行されているかを監視することができる方法に関する。本発明
の方法は、ユーザが装着したデータリーダ(12)を、トイレの各ドアの入口部(16)に配備さ
れた入口トリガ(14)により、データリーダ(12)を作動させるステップ、及びユーザがトイ
レに入ったとき、トイレに入った事を記録するステップを含んでいる。また、トイレ内に
、洗浄剤入り各ディスペンサーに配備されたディスペンサートリガ(20)により、データリ
ーダ(12)を作動させ、ユーザがディスペンサー(22)を操作して洗浄剤を使用したとき、デ
ィスペンサーを使用した事を記録するステップがある。データリーダ(12)のディスプレイ
(24)に、ディスペンサーを使用した事及び入室した事を表示するステップがある。
【００５４】
　レストランの従業員がトイレの出入口に近づく。従業員は、データリーダ(12)が組み込
まれたシステム(10)を装着している。データリーダの主な特徴はロックＡと称され、ＣＰ
Ｕ(34)として機能し、信号を送信及び受信する機能を有している。トイレに入る(出入口
の敷居を通る)と、トリガ又は信号が生成される。これは、独自に生成された信号又は“
キー”であり、データリーダ(12)又はキーＡが受信される。それゆえ、従業員ジェームズ
がトイレに入り、出入口の敷居を通ると、電子信号又はキーが発生し、これをデータリー
ダ(12)が受信して、ロックＡは動作可能位置になる。一旦、これが起こると、データリー
ダ(12)は、シンク近傍のソープディスペンサー又はトイレ内のあらゆるソープディスペン
サーに組み込まれたロックＢに信号を送る。ロックＢは、動作可能位置になる。従業員ジ
ェームズに与えられた電子信号又はキーは、ジェームズがトイレに入るとき、彼が装着し
たデータリーダに維持されており、このデータリーダ(12)からロックＢに信号が送られる
。上記の如く、ロックＢは動作可能位置になるが、固有の電子信号はロックＢに送られる
。従業員ジェームズが、シンクで手を洗い、ソープを使用すると、レバー(28)の操作行為
により、回路が進行する。ディスペンサーは、直ぐ近い位置(２フィート以内)にいるユー
ザに対して、調査した信号を送信し、ロックＡ内の固有キー又は電子信号を同定する。ロ
ックＢは、次に、ロックＢを動作可能位置のホールドしているコードとの照合をチェック
する。ここで適合が確認さると、信号は、ロックＢからジェームズ従業員のロックＡに送
られ、彼のロックＡは作動された位置に移動する。ロックＡは、所定時間経過するか又は
トイレを出て出入口の敷居を通ると、自動的に終了位置に進む。トイレに入ったときに生
成された固有キー信号により、複数の人がトイレに入って使用することができ、他の従業
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【００５５】
　上記シナリオのとおり、ジェームズ従業員がトイレに入り、設備を使用し、手を洗って
部屋を出て行ったとき、システム(10)は、入室１、手洗い１、比１：１が記録されること
になる。
【００５６】
　もし、ジェームズ従業員がトイレに入り(電子信号又はキーを受信して、彼のデータリ
ーダ(12)のロックＡは動作可能位置になる)、設備を使用するが、手を洗わずに出て行っ
た場合、ソープディスペンサー内にあるロックＢ(従業員がトイレに入る毎に固有の電子
信号キーで動作可能位置に移る)は、設定時間内で自動的にタイムアウトする。これが起
こると、システム(10)には、入室１、手洗い０、比１：０が記録される。
【００５７】
　図４を参照して説明する。
　１．トイレのドアに接近する。
　２．出入口の敷居を通る。
　　・ロックＡは、動作可能位置になる。
　３ａ．／３ｂ．設備を使用する。
　４．手を洗う。
　　・ディスペンサーを使用すると、ロックＡは、「作動された位置」になる。
　５．トイレを出る。
　　・ロックＡは、「終了」位置になる。
【００５８】
　システム(10)は、入室１、手洗い１、比１：１を記録する。
【００５９】
　例示した実施例において、本発明を詳細に説明したが、それらの詳細は単なる説明のた
めであって、当該分野の専門家であれば、特許請求の範囲に記載された発明の範囲及び精
神から逸脱することなく変形をなし得ることは理解されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】本発明のシステムの略説明図である。
【図２】本発明のシステムの略説明図である。
【図３】本発明のシステムのキーに関する説明図である。
【図４】トイレに適用されたシステムの略説明図である。
【図５】本発明のシステムのブロック図である。
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【図３】

【図４】 【図５】
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