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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　摂取型事象マーカデバイスであって、該摂取型事象マーカデバイスは、該摂取型事象マ
ーカデバイスを摂取した個人の身体組織を介して摂取型事象マーカデータを含む伝導信号
を伝送するように構成され、該摂取型事象マーカデータは、該摂取型事象マーカデバイス
が処方された特定の患者の一意の識別子を含み、該特定の患者の該一意の識別子は、該特
定の患者の事前決定された生理学的なデータサンプルを含む、摂取型事象マーカデバイス
と、
　該個人の身体と関連付けられるように、かつ、該個人の該身体組織を介して該伝導信号
を受信するように構成された受信機であって、該伝導信号は該個人の該身体外で検出不可
能であり、該受信機により受信された該一意の識別子に含まれる該特定の患者の該事前決
定された生理学的なデータサンプルは、さらに、該個人と該特定の患者が同一の人である
ことを検証するために、該受信機により受信された該個人の実際の生理学的なデータサン
プルと比較される、受信機と、
　該受信機から該摂取型事象マーカデータを受信するためのハブと、
　該ハブから該摂取型事象マーカデータを直接的または間接的に受信するための、少なく
とも１つの摂取型事象マーカデータシステムと
　を備える、システム。
【請求項２】
　前記摂取型事象マーカデータは、摂取事象についての情報を含む、請求項１に記載のシ
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ステム。
【請求項３】
　前記摂取型事象マーカデータは、摂取事象に対する応答についての情報を含む、請求項
１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記受信機は、個人用信号受信機を含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記ハブは、基地局、個人用通信デバイス、および携帯電話から本質的に成る群より選
択される、少なくとも１つの要素を含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　前記基地局は、デスクトップコンピュータ、ラップトップコンピュータ、およびインテ
リジェントデバイス／機器から本質的に成る群から選択される少なくとも１つの要素を含
む、請求項５に記載のシステム。
【請求項７】
　前記個人用通信デバイスは、モバイルコンピュータを備える、請求項５に記載のシステ
ム。
【請求項８】
　前記少なくとも１つの摂取型事象マーカデータシステムは、フィードバックループシス
テム、意思決定支援システム、自動補充システム、患者ツール、行動医学システム、イン
センティブシステム、個人向け商品／サービス、自動課金システム、追跡システム、禁止
システム、加入システム、摂取型事象マーカデータ収集、承認システム、予測システム、
財務システム、摂取型事象マーカデータ電話システム、およびソーシャルネットワークシ
ステムから本質的に成る群から選択される少なくとも１つの要素を含む、請求項１に記載
のシステム。
【請求項９】
　前記少なくとも１つの摂取型事象マーカデータシステムは、コンピュータ、受信機、伝
送器、アプリケーション、データ記憶媒体、プロセッサ、メモリコンポーネント、個人用
通信デバイス、ソフトウェア、および携帯電話から本質的に成る群から選択される少なく
とも１つの要素を含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記摂取型事象マーカデバイスは、前記摂取型事象マーカデータの少なくとも一部分を
生成すること、および該摂取型事象マーカデータの少なくとも一部分を伝送することを実
行するように構成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記摂取型事象マーカデータは、前記摂取型事象マーカデバイス、製品、事象、患者特
有のパラメータ、摂取型事象マーカデータアルゴリズム、および記憶レポジトリのうちの
いずれか１つにより生成される、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記摂取型事象マーカデータ、前記ハブ、および前記摂取型事象マーカデータシステム
のうちの少なくとも１つのうちの少なくとも１つに関連付けられる、少なくとも１つの商
用システムをさらに含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記商用システムは、ヘルスケアシステム、薬局システム、製薬システム、大学システ
ム、金融取引システム、医師システム、家族介護者システム、ウェブコミュニティ、規制
機関システム、および卸売業者／小売業者システムから本質的に成る群から選択される、
少なくとも１つの要素を含む、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１４】
　摂取型事象マーカデバイスであって、該摂取型事象マーカデバイスは、該摂取型事象マ
ーカデバイスを摂取した個人の身体組織を介して摂取型事象マーカデータを含む伝導信号
を伝送するように構成され、該摂取型事象マーカデータは、該摂取型事象マーカデバイス
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が処方された特定の患者の一意の識別子を含み、該特定の患者の該一意の識別子は、該特
定の患者の事前決定された生理学的なデータサンプルを含む、摂取型事象マーカデバイス
と、
　該個人の身体と関連付けられるように、かつ、該個人の該身体組織を介して該伝導信号
を受信するように構成された受信機であって、該伝導信号は該個人の該身体外で検出不可
能であり、該受信機により受信された該一意の識別子に含まれる該特定の患者の該事前決
定された生理学的なデータサンプルは、さらに、該個人と該特定の患者が同一の人である
ことを検証するために、該受信機により受信された該個人の実際の生理学的なデータサン
プルと比較される、受信機と、
　該受信機から、ハブを介して、摂取型事象マーカデータを受信するための受信モジュー
ルと、
　該ハブを介して、該摂取型事象マーカデータの少なくとも一部分を、少なくとも１つの
摂取型事象マーカデータシステムに伝達するための通信モジュールと
　を備える、システム。
【請求項１５】
　前記摂取型事象マーカデータは、摂取事象についての情報を含む、請求項１４に記載の
システム。
【請求項１６】
　前記摂取型事象マーカデータは、摂取事象に対する応答についての情報を含む、請求項
１５に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の相互参照）
　本願は、米国仮特許出願第６１／０７９，０８２号（２００８年７月８日出願）の米国
特許法第１１９条第（ｅ）項の優先権を主張し、この出願の開示は、本明細書に参考とし
て援用される。
【０００２】
　（発明の分野）
　本発明は、概して、摂取的デバイスおよび通信の技術分野に関する。より詳細には、ま
た、種々の例示的な実施形態において、本発明は、摂取事象および摂取事象に対する応答
に関連付けられた情報を生成、収集、管理、配信、および別様に利用する方法、物品、お
よびシステムに関する。
【背景技術】
【０００３】
　種々の追跡において、個人的事象に関する情報が幅広く必要とされている。個人的事象
とは、個人に特有の事象である。個人的事象の例は、対象の生理的パラメータの開始、治
療薬の摂取等を含む。
【０００４】
　個人的事象に注意する必要がある事例は、多く存在している。かかる事例の例は、病気
の症状の様子、薬剤の投与、特定の種類の食物の摂取、運動療法（ｅｘｅｒｃｉｓｅ　ｒ
ｅｓｇｉｍｅｎ）の開始、特定の物質の摂取等を含む、対象の１つ以上の生理学的なパラ
メータの開始を含む。
【０００５】
　このため、個人的事象に注意するための、種々の異なる方法および技術が開発されてい
る。例えば、個人が、ログにデータを手動で記録するか、またはコンピュータデバイスを
介してデータを物理的に入力することができる手法が開発されている。
【０００６】
　かかる表記法の精度は、データ入力の精度、実際のデータの置き換えとして使用された
プロキシの精度等に依存し得る。この結果として、誤りが生じ得る。
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【０００７】
　一実施例において、個人は、複数の薬剤による治療法を必要とする、１つまたは複数の
病状を抱える可能性がある。複数の薬剤は、複雑な投薬スケジュールに従って、処方され
る可能性がある。複数の病状、複数の薬剤治療、および複雑な投薬スケジュールに関連付
けられた複雑性は、患者を混乱させる可能性があり、それによって、データ捕捉に誤りが
生じ得る。
【０００８】
　一実施例において、個人は、それによってデータの入力および捕捉を難しくさせ得る、
物理的または認知的な不足を有する可能性がある。また、個人は、データの入力を忘れる
か、または、データを正確に入力しない可能性がある。
【０００９】
　一実施例において、個人は、面倒なことを避けたいと考え、このため、意図的にデータ
の入力を行わない可能性がある。また逆に、個人は、完全に間違ったデータを、意図せず
に、または意図して入力／記録する可能性がある。例えば、個人は、いくつかの薬剤を服
用するための、定期的な、事前にスケジュールされた通知を受信し得る。通知は、薬剤が
実際に摂取されたことを考慮できない。すなわち、個人が既に薬剤を服用している場合に
は、通知は無意味であり、かつ、その個人にとって迷惑なものとなる可能性が高い。薬剤
が服用されていない場合、迷惑または不要な通知または警告は、ユーザに対して、データ
を入力するか、または、薬剤が服用されたことを通知するメッセージを送信することを促
し得、薬剤を実際に服用していないのに、アラームを止める結果となる。また、個人は、
データの一部を意図的に省略する可能性がある。
【００１０】
　一実施例において、データおよび情報のプロキシも誤っている可能性がある。例えば、
「インテリジェントな」薬剤容器は、薬剤容器の開封を感知するマイクロチップを含み得
る。容器の開封動作を感知することで、薬剤容器に関連付けられた薬剤が摂取されたと推
定され得る。しかしながら、薬剤容器の開封によって、必ずしも薬剤が摂取されたわけで
はないので、推定は誤っている可能性がある。
【００１１】
　上記の事例は、個人以外の特定の者が、個人の個人的事象データを使用したい場合に、
さらなる問題に発展し得る。個人的事象データのユーザおよび潜在的ユーザ（本明細書で
は、単数または複数の「者」として総称される場合がある）の例は、家族および職業的介
護者、通信会社、政府の提供するヘルスケア範囲に関連付けられた省庁等の政府機関、民
間の保険会社、食品医薬品局（ＦＤＡ）、麻薬取締局（ＤＥＡ）、米国アルコール対策機
関、煙草および銃器機関（ＡＴＦ）、看護・介護提供会社、医療機器メーカー、患者、臨
床医、製薬メーカー、薬局、ウェブコミュニティ、ソフトウェアプロバイダ、マーケティ
ングおよび金融アナリスト、および保険会社を含む。
【００１２】
　個人的事象データにおける個人の機密利益と、第三者による個人的事象データの獲得な
らびに着服との間には、競合する利益が存在し得る。
【００１３】
　さらに、種々の者は、隔離された形態（特定の個人に密接に結びつくデータ）または経
験的な形態（種々のソース、種々の個人、種々の個人の個人的事象等からの集約されたデ
ータ）のいずれかの有用なデータ等、正確および包括的なデータの受信において、競合す
る利益を有する場合がある。
【００１４】
　しかしながら、多くの状況において、正確な個人的事象データが利用可能になってはい
ない。こうした者は、上記のように、不完全なデータ、または求められている情報に略近
いもの（ｃｒｕｄｅ　ａｐｐｒｏｘｉｍａｔｉｏｎ）にアクセスしている可能性がある。
このため、こうした者は、結論を出すために、かかる大まかな代用のデータ（ｐｒｏｘｉ
ｅｓ）に依存しなければならない。こうして、かかる結論は、元々、歪みがあるか、また
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は不正確であるという可能性がある。そのため、かかる結論によって取られる措置は、誤
っており、間違いのもとであり、および／または悪影響を及ぼすことを示し得る。
【００１５】
　例えば、医療従事者または家族が、患者が薬剤を服用したことを示す患者からのメッセ
ージを受信しても、患者は、実際には、薬剤を実際に服用せずにメッセージを提供してい
るにすぎない場合がある。医療従事者が、薬剤の服用を示唆する正しくない情報の受信に
時間的に近接して、患者の症状の変化に気づく場合、医療従事者は、患者の症状は、薬剤
摂取によるものであると誤って結論付け得る。医療従事者は、この間違った結論に基づい
て、その症状を緩和しようとして薬剤投薬量を調整することになり、そのせいで、患者の
健康を損ねてしまいかねない。
【００１６】
　不正確なデータが、広範に伝播し、集約されるほど、エラーに関連付けられたデータお
よびそこから導出される結論の拡散が広がり、依存性が高まることに留意されたい。
【００１７】
　さらに、個人的事象データの受信者は、タイミングよく、使い勝手が良く、信頼性が高
く、高度な手段を介して、かかる情報を受信および利用することを望んでいる。また、受
信者は、個別の領域で情報を受信および／または利用し、個人的事象情報を他のデータと
統合し、種々の目的で個人的事象情報を使用することを望む場合がある。
【００１８】
　種々の目的の例は、患者集団データ等のデータの精密化および最適化、摂取型事象マー
カデータ（「ＩＥＭデータ」）等の個人の事象データに基づく個人またはグループのイン
センティブによって奨励する（ｉｎｃｅｎｔｉｖｉｚｉｎｇ）決定の確証および進展、利
害関係者（ｓｔａｋｅｈｏｌｄｅｒｓ）の決定の支援、携帯電話のユーザアプリケーショ
ン等、個人向け製品およびサービスにおけるＩＥＭデータの使用、処方薬の自動補充、製
薬のライフサイクルシステムおよび規制物質（ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ　ｓｕｂｓｔａｎｃ
ｅｓ）の管理、ＩＰニュースおよび情報フィードのコンパイルおよび配信、匿名患者集団
データのオープンソースのアクセス、適格性の決定および補充の承認、保険の適用範囲、
患者ツールの使用、ソーシャルネットワークシステムの参加、予測情報を導出および／ま
たは生成するための集約データの分析、金融取引の支援および実行、治療および予測修正
措置における直接的および間接的な、原因となる失敗ポイントの識別、および、動的で正
確なカレンダー／スケジュール機能の提供を含む。
【００１９】
　最後に、さらに、自動薬局システム、銀行および財務システム等の商用システム等、既
存のシステムとともに、個人的事象データにアクセスすることが望まれる場合がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２０】
　以上のように、方法およびシステムが、種々の者およびシステムへ、個人的事象データ
をシームレスに収集、管理および配信することが必要である。
【００２１】
　従って、種々の目的のための、正確な個人的事象データの制御された収集、管理、およ
び複数プロファイルの者への配信が求められている。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
　摂取型事象マーカデータフレームワークは、摂取型事象マーカデータ（ＩＥＭデータ）
に関連する種々の機能および有用性（ｕｔｉｌｉｔｉｅｓ）を可能にするために、一様で
包括的なフレームワークを提供する。機能および効用は、摂取事象から導出され、摂取事
象から収集され、摂取事象によって集約され、または別様に摂取事象に関連付けられたデ
ータの一側面を有するデータおよび／または情報を含む。一実施例において、摂取された
デバイスを介して、ＩＥＭデータが生成される。「摂取されたデバイス」という用語は、
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任意のデバイス、メカニズム、構造、複合構造、またはヒトの検体またはヒト以外の検体
によって摂取可能な物体を含む。
【００２３】
　ＩＥＭデータフレームワークは、拡張性が高く、かつ、コンピュータ関連のコンポーネ
ントを有するシステム等、種々の既存のシステムと統合可能である。かかるシステムの特
定の例には、薬局システム、通信システム、財務および銀行システム、学校システム、医
療システム、政府機関、ウェブコミュニティ、およびパーソナルコンピュータシステムを
含む。かかる既存のシステムは、本明細書では「商用システム」と総称される。
【００２４】
　ＩＥＭデータフレームワークは、複数および種々の種類の実施例を可能にする。実施例
には、ハードウェア、ソフトウェア、通信コンポーネント、および／またはデータの種々
の構成を含む。例えば、一側面において、ＩＥＭデータフレームワークは、コアコンポー
ネントの基本的な補完物、すなわち、摂取型事象マーカデータ、摂取型事象マーカデータ
を受信するためのハブ、およびハブから摂取型事象マーカデータを直接的または間接的に
受信するための、少なくとも１つの摂取型事象マーカデータシステムによって補完される
。
　本明細書は、例えば、以下の項目も提供する。
（項目１）
　摂取型事象マーカデータと、
　該摂取型事象マーカデータを受信するためのハブと、
　該ハブから該摂取型事象マーカデータを直接的または間接的に受信するための、少なく
とも１つの摂取型事象マーカデータシステムと
　を備える、システム。
（項目２）
　前記摂取型事象マーカデータは、摂取事象についての情報を含む、項目１に記載のシス
テム。
（項目３）
　前記摂取型事象マーカデータは、摂取事象に対する応答についての情報を含む、項目１
に記載のシステム。
（項目４）
　前記摂取型事象マーカデータは、摂取型事象マーカデバイスによって生成される、項目
１に記載のシステム。
（項目５）
　前記摂取型事象マーカデバイスは、摂取型事象マーカおよび受信機を備える、項目１に
記載のシステム。
（項目６）
　前記受信機は、個人用信号受信機を含む、項目１に記載のシステム。
（項目７）
　前記摂取型事象マーカデータは、個人の一意の識別子と関連付けられる、項目１に記載
のシステム。
（項目８）
　前記ハブは、基地局、個人用通信デバイス、および携帯電話から本質的に成るグループ
より選択される、少なくとも１つの要素を含む、項目１に記載のシステム。
（項目９）
　前記基地局は、デスクトップコンピュータ、ラップトップコンピュータ、およびインテ
リジェントデバイス／機器から本質的に成るグループから選択される少なくとも１つの要
素を含む、項目８に記載のシステム。
（項目１０）
　前記個人用通信デバイスは、モバイルコンピュータを備える、項目８に記載のシステム
。
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（項目１１）
　前記少なくとも１つの摂取型事象マーカデータシステムは、フィードバックループシス
テム、意思決定支援システム、自動補充システム、患者ツール、行動医学システム、イン
センティブシステム、個人向け商品／サービス、自動課金システム、追跡システム、禁止
システム、加入システム、摂取型事象マーカデータ収集、承認システム、予測システム、
財務システム、摂取型事象マーカデータ電話システム、およびソーシャルネットワークシ
ステムから本質的に成る群から選択される少なくとも１つの要素を含む、項目１に記載の
システム。
（項目１２）
　前記少なくとも１つの摂取型事象マーカデータシステムは、コンピュータ、受信機、伝
送器、アプリケーション、データ記憶媒体、プロセッサ、メモリコンポーネント、個人用
通信デバイス、ソフトウェア、および携帯電話から本質的に成る群から選択される少なく
とも１つの要素を含む、項目１に記載のシステム。
（項目１３）
　前記摂取型事象マーカデータの少なくとも一部分を生成すること、および該摂取型事象
マーカデータの少なくとも一部分を伝送することのうちの少なくとも１つを行う、摂取型
事象マーカデータソースをさらに含む、項目１に記載のシステム。
（項目１４）
　前記摂取型事象マーカデータソースは、摂取型事象マーカデータソースデバイス、製品
、事象、患者特有のパラメータ、摂取型事象マーカデータアルゴリズム、および記憶レポ
ジトリから本質的に成る群から選択される、項目１３に記載のシステム。
（項目１５）
　前記摂取型事象マーカデータ、前記ハブ、および該摂取型事象マーカデータシステムの
うちの少なくとも１つのうちの少なくとも１つに関連付けられる、少なくとも１つの商用
システムをさらに含む、項目１に記載のシステム。
（項目１６）
　前記商用システムは、ヘルスケアシステム、薬局システム、製薬システム、大学システ
ム、金融取引システム、医師システム、家族介護者システム、ウェブコミュニティ、規制
機関システム、および卸売業者／小売業者システムから本質的に成る群から選択される、
少なくとも１つの要素を含む、項目１５に記載のシステム。
（項目１７）
　ハブを介して、摂取型事象マーカデータを受信することと、
　該ハブを介して、該摂取型事象マーカデータの少なくとも一部分を、少なくとも１つの
摂取型事象マーカデータシステムに伝達することと
　を含む、方法。
（項目１８）
　前記摂取型事象マーカデータは、摂取事象についての情報を含む、項目１７に記載の方
法。
（項目１９）
　前記摂取型事象マーカデータは、摂取事象に対する応答についての情報を含む、項目１
７に記載の方法。
（項目２０）
　機械によって実行されると、該機械に項目１７に記載の方法を実施させる、一式の命令
を具現化する機械可読媒体の形態である、項目１７に記載の方法。
（項目２１）
　命令を有する記憶媒体であって、該命令は、コンピューティングプラットフォームによ
って実行されると、摂取型事象マーカフレームワークを介して、摂取型事象マーカデータ
を伝達する方法の実行をもたらし、
　ハブを介して、該摂取型事象マーカデータを受信することと、
　該ハブを介して、該摂取型事象マーカデータの少なくとも一部分を、少なくとも１つの
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摂取型事象マーカデータシステムに伝達することと
　を含む、記憶媒体を備える、物品。
（項目２２）
　前記摂取型事象マーカデータは、摂取事象についての情報を含む、項目２１に記載の物
品。
（項目２３）
　前記摂取型事象マーカデータは、摂取事象に対する応答についての情報を含む、項目２
１に記載の物品。
（項目２４）
　ハブを介して、摂取型事象マーカデータを受信するための受信モジュールと、
　該ハブを介して、該摂取型事象マーカデータの少なくとも一部分を、少なくとも１つの
摂取型事象マーカデータシステムに伝達するための通信モジュールと
　を備える、システム。
（項目２５）
　前記摂取型事象マーカデータは、摂取事象についての情報を含む、項目２４に記載のシ
ステム。
（項目２６）
　前記摂取型事象マーカデータは、摂取事象に対する応答についての情報を含む、項目２
５に記載のシステム。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】図１は、一実施形態に従う、ＩＥＭデータフレームワークを含む通信環境の図を
示す。
【図２】図２は、一実施形態に従う、図１のＩＥＭデータフレームワークの図を示す。
【図３】図３は、一実施形態に従う、図２のＩＥＭデータフレームワークに関連付けられ
たＩＥＭデータおよびＩＥＭデータ環境を示す。
【図４】図４は、一実施形態に従う、図２のＩＥＭデータフレームワークに関連付けられ
たハブを示す。
【図５】図５は、一実施形態に従う、図２のＩＥＭデータフレームワークに関連付けられ
た例示的なＩＥＭデータシステムを示す。
【図６】図６は、一実施形態に従う、フィードバックループシステムを有する例示的なＩ
ＥＭデータフレームワークを示す。
【図７】図７は、一実施形態に従う、意思決定支援システムを有する例示的なＩＥＭデー
タフレームワークを示す。
【図８】図８は、一実施形態に従う、自動補充システムを有する例示的なＩＥＭデータフ
レームワークを示す。
【図９】図９は、一実施形態に従う、患者ツールを有する例示的なＩＥＭデータフレーム
ワークを示す。
【図１０】図１０は、一実施形態に従う、行動医学システムを有する例示的なＩＥＭデー
タフレームワークを示す。
【図１１】図１１は、一実施形態に従う、インセンティブシステムを有する例示的なＩＥ
Ｍデータフレームワークを示す。
【図１２】図１２は、一実施形態に従う、個人向け商品／サービスシステムを有する例示
的なＩＥＭデータフレームワークを示す。
【図１３】図１３は、一実施形態に従う、自動課金システムを有する例示的なＩＥＭデー
タフレームワークを示す。
【図１４】図１４は、一実施形態に従う、追跡システムを有する例示的なＩＥＭデータフ
レームワークを示す。
【図１５】図１５は、一実施形態に従う、禁止システムを有する例示的なＩＥＭデータフ
レームワークを示す。
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【図１６】図１６は、一実施形態に従う、加入システムを有する例示的なＩＥＭデータフ
レームワークを示す。
【図１７】図１７は、一実施形態に従う、摂取型事象マーカデータ収集システムを有する
例示的なＩＥＭデータフレームワークを示す。
【図１８】図１８は、一実施形態に従う、承認システムを有する例示的なＩＥＭデータフ
レームワークを示す。
【図１９】図１９は、一実施形態に従う、予測システムを有する例示的なＩＥＭデータフ
レームワークを示す。
【図２０】図２０は、一実施形態に従う、財務システムを有する例示的なＩＥＭデータフ
レームワークを示す。
【図２１】図２１は、一実施形態に従う、摂取型事象マーカデータ電話システムを有する
例示的なＩＥＭデータフレームワークを示す。
【図２２】図２２は、一実施形態に従う、ソーシャルネットワークシステムを有する例示
的なＩＥＭデータフレームワークを示す。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
１．０　概要
２．０　摂取型事象マーカ（ＩＥＭ）データフレームワーク
　　　　　２．１　ＩＥＭデータ
　　　　　　　　　　２．１．１　ＩＥＭデータ環境
　　　　　　　　　　　　　２．１．１．１　ＩＥＭデータソースデバイス
　　　　　　　　　　　　　２．１．１．２　製品
　　　　　　　　　　　　　２．１．１．３　事象
　　　　　　　　　　　　　２．１．１．４　患者に特有のパラメータ
　　　　　　　　　　　　　２．１．１．５　ＩＥＭデータアルゴリズム
　　　　　　　　　　　　　２．１．１．６　記憶レポジトリ
　　　　　　　　　　　　　２．１．１．７　他のＩＥＭデータソース
　　　　　２．２　ハブ
　　　　　２．３　ＩＥＭデータシステム
　　　　　　　　　　２．３．１　フィードバックループ
　　　　　　　　　　２．３．２　意思決定支援システム
　　　　　　　　　　２．３．３　自動補充システム
　　　　　　　　　　２．３．４　患者ツール
　　　　　　　　　　２．３．５　行動医学システム
　　　　　　　　　　２．３．６　インセンティブシステム
　　　　　　　　　　２．３．７　個人向け商品／サービス
　　　　　　　　　　２．３．８　自動課金システム
　　　　　　　　　　２．３．９　追跡システム
　　　　　　　　　　２．３．１０　禁止システム
　　　　　　　　　　２．３．１１　加入システム
　　　　　　　　　　２．３．１２　ＩＥＭデータ収集システム
　　　　　　　　　　２．３．１３　承認システム
　　　　　　　　　　２．３．１４　予測システム
　　　　　　　　　　２．３．１５　財務システム
　　　　　　　　　　２．３．１６　ＩＥＭデータ電話
　　　　　　　　　　２．３．１７　ソーシャルネットワークシステム
３．０　ＩＥＭデータフレームワークの方法
４．０　ＩＥＭデータフレームワークの物品
５．０　ＩＥＭデータフレームワークのシステム
　（１．０　概要）
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　摂取型事象マーカ（ＩＥＭ）データフレームワークは、ＩＥＭデータの収集、管理、配
信、および利用を可能にするために統合されたシームレスなソリューションを提供する。
多目的なＩＥＭデータフレームワークは、既存のデータによるＩＥＭデータの統合および
実行、および商用システム等の既存のシステムによるＩＥＭデータの利用を容易にする。
情報および通信システムは、個別のシステム、相互設定されたシステム、および混成シス
テムを含む。
【００２７】
　広義には、ＩＥＭデータフレームワークの種々の側面は、ＩＥＭデータ、ハブ、および
少なくとも１つのＩＥＭデータシステム等のコアコンポーネントの基本的な補完物を含む
。これらのコアコンポーネントのいずれか１つまたは組み合わせは、他の情報／通信シス
テムの種々のコンポーネントとの、相互運用、通信、および／または統合が可能である。
「データ」および「情報」という用語は、本明細書において同義的に使用される。
【００２８】
　ＩＥＭデータは、摂取事象についての情報、摂取事象への応答についての情報、または
その両方を含む。摂取事象についての情報は、例えば、薬剤または一式の薬剤の摂取事象
についての情報を含んでもよい。摂取事象の応答についての情報は、例えば、摂取事象に
基づく生理学的な状態または生理学的な変化事象等、生理学的なパラメータを含み得る。
生理学的な状態は、（および、従って、薬剤の摂取によって、またはその結果として影響
がある可能性の高い）薬剤の摂取時間に時間的に近接していることが判明している、例え
ば、心拍数、血圧測定値等であってもよい。
【００２９】
　ＩＥＭデータの例は、薬剤の摂取時間、特定の時間に摂取された薬剤の種類の識別、特
定の時間に摂取された薬剤の投薬量等のデータを含む。
【００３０】
　一般的には、ＩＥＭデータは、摂取事象に関連付けられたデータを生成および伝達する
、摂取型事象マーカ（ＩＥＭ）等の摂取デバイスを介して、生成および／または伝達され
得る。ＩＥＭは、摂取におけるＩＥＭデータの受信が可能であり、さらに、摂取事象の応
答においてさらなるＩＥＭデータの計測が可能なデバイス等、例えば、受信機に関連付け
られてもよい。ＩＥＭおよび受信機については、以下に詳述する。種々の側面において、
摂取事象データは、複数の摂取された事象マーカから生じるものであってもよい。種々の
側面において、ＩＥＭデータは、ＩＥＭから、通信チャネルを介して、ＩＥＭから直接Ｉ
ＥＭデータを受信するように適合されるＩＥＭビジネスシステム等、受信機以外のデバイ
スへ直接伝達されてもよい。
【００３１】
　種々の側面において、ＩＥＭデータは、例えば、摂取事象または摂取事象への応答以外
の事象に関連するデータと組み合わせられた他のデータに関連付けられてもよい。他のデ
ータのいくつかの例は、種々の医療デバイスに関連付けられたデータ、およびインテリジ
ェントデバイス／機器等の消費者および個人向けデバイスに関連付けられたデータである
。全てを以下に詳述する。
【００３２】
　種々の側面において、ＩＥＭデータは、ＩＥＭデータ環境および／または商用システム
に関連付けられてもよい。
【００３３】
　種々の側面において、ＩＥＭデータは、心拍変動、呼吸数、および／または心拍（ＥＣ
Ｇ）パターン等、特定の個人に関連付けられた生理学的なパターンを反映するサンプルデ
ータ等、一意の識別子に関連付けられてもよい。例えば、ＩＥＭデータの一部または全て
は、受信機によって生成されたまたは受信機に格納された一意の識別子と比較されてもよ
い。
【００３４】
　ハブは、任意のハードウェアデバイス、ソフトウェア、および／または通信コンポーネ
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ント、さらに、システム、サブシステム、およびＩＥＭデータと通信するように概して機
能するこれらの組み合わせを含む。ＩＥＭデータの通信は、ＩＥＭデータの受信、格納、
操作、表示、処理、および／または伝送を含む。
【００３５】
　種々の側面において、ハブは、さらに、非ＩＥＭデータの伝達、例えば、受信および伝
送のための機能を含む。非ＩＥＭデータは、非ＩＥＭの生理学的なデータを含む。一例に
、埋め込み型ペースメーカー等の個別の心臓関連のデバイスによって生成され、かつ、例
えば、受信機を介して直接的または間接的にハブに伝達される、心臓についてのデータが
ある。
【００３６】
　ハブの広義の区分には、例えば、基地局、パーソナル通信デバイス、および携帯電話を
含む。
【００３７】
　例えば、ハブは、患者の携帯電話に関連付けられたソフトウェアアプリケーションを含
む。アプリケーションおよび携帯電話は、患者によって摂取された摂取的デバイスからＩ
ＥＭデータを受信するか、受信機からＩＥＭデータを受信するように機能する。ハブは、
単独で、または他のデータとの組み合わせにおいて、ＩＥＭデータを格納、操作、および
／またはＩＥＭデータシステムへ転送する。
【００３８】
　ＩＥＭデータシステムは、任意のハードウェアデバイス、ソフトウェア、および／また
は通信コンポーネント、さらに、概して、ＩＥＭデータに関連するサービスまたはアクテ
ィビティを提供するために機能する、これらのシステムおよびサブシステムを含む。例え
ば、ＩＥＭデータシステムは、ＩＥＭデータの少なくとも一部分を収集、操作、計算、伝
送、受信、格納および／または伝達する。
【００３９】
　各ＩＥＭデータシステムは、事前定義された機能またはサービスについて構築されても
よく、ＩＥＭデータフレームワークを介して有効にされてもよい。
【００４０】
　１つ以上のＩＥＭデータシステムは、統合されてもよく、相互運用、相互通信または別
様にさらに、収集、管理、配信／伝達、課金またはＩＥＭデータに関する他のアクティビ
ティを共有してもよい。ＩＥＭデータシステムの一例は、ＩＥＭデータおよび、医療デー
タベースデータ等の他のデータを精密化および最適化するためのフィードバックループシ
ステムである。
【００４１】
　ＩＥＭデータフレームワークの種々の側面は、従来技術において時に見られる、個人的
事象データに関連付けられた冗長性、エラー、および誤りを低減しつつ、ＩＥＭデータの
提供および利用に関して、オンデマンドの、正確かつ効率的なサービスを提供する。ＩＥ
Ｍデータフレームワークの種々の側面は、さらに、タイムリーかつ正確なＩＥＭデータの
生成および通信を確実にする。
【００４２】
　さらに、ＩＥＭデータフレームワークは、任意の通信環境に適用可能である。通信環境
は、本明細書で有する、または、データあるいはデータの通信に関連付けられた任意の環
境を含む。
【００４３】
　ＩＥＭデータフレームワークの種々の側面は、１つまたは種々の通信環境において、複
数プロファイルの者の間の、ＩＥＭデータの有用、安全、および効率的な利用を可能にす
るために、ＩＥＭデータ、ハブ、および１つ以上のＩＥＭデータシステムを利用する。
【００４４】
　図１は、一実施形態に従う、ＩＥＭデータフレームワーク１０２を含む通信環境１００
の図を示す。通信環境１００は、さらに、例えば、ＩＥＭデータ環境１０４および１つ以
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上の商用システム１０６を含んでもよい。
【００４５】
　通信環境１００は、その中に、または、データもしくはデータの通信に関連付けられた
任意の環境を含む。通信は、通信の任意の方法、行為、または媒介物、および／またはそ
の組み合わせを含む。例えば、通信方法は、手動、配線接続、および無線等を含む。無線
技術は、Ｘ線、紫外線光、可視スペクトル、赤外線、電磁波、および電波等の無線信号を
含む。無線サービスは、音声およびメッセージング、ハンドヘルドおよび他のインターネ
ットで有効なデバイス、データネットワーキング等を含む。
【００４６】
　通信の媒介物は、データ通信が可能な／データ通信に関連付けられた他のデバイスおよ
び／またはコンポーネントを含む、電話、コンピュータ、配線、無線、光または他の電磁
チャネル、およびその組み合わせを含む、インターネット、配線接続チャネル、無線チャ
ネル、通信デバイスを含む。例えば、通信環境は、身体内通信、種々のデバイス、また、
無線通信、配線接続通信、およびこれらの組み合わせ等、種々の通信モードを含む。
【００４７】
　身体内通信は、身体間側面、身体内部側面、およびこれらの組み合わせを介した、また
はこれらに関連付けられた通信等、身体を介したデータまたは情報の任意の通信を含む。
例えば、身体間側面は、体表面に取り付けられるように設計されたデバイスに関連付けら
れた通信を含む。身体内部側面は、身体自体によって、または、埋め込まれた、摂取され
た、あるいは別様に、身体内の、または部分的に身体内の位置確認可能なデバイス等によ
って、身体内から生成されたデータに関連付けられた通信を含む。
【００４８】
　通信は、ソフトウェア、ハードウェア、回路、種々のデバイス、およびその組み合わせ
を含む、および／または、これらに関連付けられてもよい。
【００４９】
　デバイスは、ＩＥＭデータ生成、伝送、受信、通信等に関連付けられたデバイスを含む
。デバイスはさらに、ヒトの身体または他の生命体に関連付けられた種々の埋め込み可能
、摂取的、挿入可能、および／または取り付け可能なデバイスを含む。デバイスは、さら
に、電話、ステレオ、オーディオプレイヤー、ＰＤＡ、ハンドヘルドデバイス、およびマ
ルチメディアプレイヤー等のマルチメディアデバイスを含む。
【００５０】
　無線通信モードは、種々のプロトコル、および無線伝送、データ、およびデバイスに関
連付けられたプロトコルの組み合わせを含む、無線技術を少なくとも一部利用するポイン
トの間の任意の通信モードを含む。このポイントには、例えば、無線ハンドセット等の無
線デバイス、オーディオプレイヤーおよびマルチメディアプレイヤー等のオーディオおよ
びマルチメディアデバイスおよび機器、携帯電話およびコードレス電話を含む電話、およ
びコンピュータおよびプリンタ等のコンピュータ関連デバイスおよびコンポーネントを含
む。
【００５１】
　配線接続通信モードは、種々のプロトコルおよび配線接続伝送、データ、およびデバイ
スに関連付けられたプロトコルの組み合わせを含む、配線接続技術を利用するポイント間
の任意の通信モードを含む。ポイントには、例えば、オーディオおよびマルチメディアデ
バイス等のデバイス、および、オーディオプレイヤーおよびマルチメディアプレイヤー等
の機器、携帯電話およびコードレス電話を含む電話、およびコンピュータおよびプリンタ
等のコンピュータ関連デバイスおよびコンポーネントを含む。
【００５２】
　ＩＥＭデータフレームワーク１０２は、交換、伝送、受信、操作、管理、格納、および
ＩＥＭデータに関連する他のアクティビティおよび事象を可能にする。かかるアクティビ
ティおよび事象は、ＩＥＭデータフレームワーク１０２に部分的に統合された、または、
ＩＥＭデータフレームワーク１０２外にあるアクティビティ、システム、コンポーネント
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等の外部機能（ｅｘｔｅｒｎａｌｉｔｉｅｓ）に関連付けられた、ＩＥＭデータフレーム
ワーク１０２内に含まれてもよい。外部機能には、いずれかまたは両方が、ＩＥＭデータ
フレームワーク１０２へ、さらに統合されてもよい、またはこれに部分的に統合されても
よい、例えば、ＩＥＭデータ環境１０４および商用システム１０６を含む。
【００５３】
　ＩＥＭデータ環境１０４は、リモートコンピュータシステム、ローカルコンピュータデ
バイス等を含む、情報またはデータの任意のソースを含む。情報またはデータは、全体的
または部分的に、ＩＥＭデータを含んでもよい。情報またはデータは、さらに、ＩＥＭデ
ータから独立していてもよい、例えば、ＩＥＭデータで集約することが可能であってもよ
い、および／またはこれとの統合が可能であってもよい。
【００５４】
　商用システム１０６は、特定の目的を達するために、１つまたは種々の種類のデータを
利用する種々の既存のシステムを含む。商用システムの一例は、薬局で利用されるコンピ
ュータ化された薬局システムである。コンピュータ化された薬局システムは、自動的に、
例えば、電子的に処方箋を受信し、患者および処方情報を検証し、保険の適用範囲を検証
し、処方の注文を処理し、請求書を発行するように機能してもよい。
【００５５】
　ＩＥＭデータフレームワーク１０２、ＩＥＭデータ環境１０４、および商用システム１
０６について、以降に詳述する。
【００５６】
　（２．０　ＩＥＭデータフレームワーク）
　図２は、一実施形態に従う、図１のＩＥＭデータフレームワーク１０２の図を示す。Ｉ
ＥＭデータフレームワーク１０２は、ＩＥＭデータ２００、ハブ２０２、および１つ以上
のＩＥＭデータシステム２０４を含む。
【００５７】
　ＩＥＭデータ２００は、摂取事象、すなわち、摂取の行為に関連付けられたデータを含
む。さらに、ＩＥＭデータ２００は、医療デバイス、ローカルまたはリモートコンピュー
タデバイスおよびシステム等、他のシステムまたはソースを含み得るか、他のシステムま
たはソースに含まれ得るか、またはこれからのデータに組み合わせられ得る。ＩＥＭデー
タ２００の例は、摂取された薬剤の種類の識別、および薬剤が摂取された時間を有するデ
ータである。
【００５８】
　ハブ２０２は、概して、ＩＥＭデータ２００に伝達するように機能する、任意の組み合
わせ／設定の、任意のハードウェア、ソフトウェア、および／または通信コンポーネント
を含む。一例は、ＩＥＭデータ２００のＩＥＭデータシステム２０４への伝達を含む。例
えば、ハブ２０２は、摂取されたデバイスからＩＥＭデータ２００を受信し、ＩＥＭデー
タ２００を、単独で、または他のソースからの他のデータとの組み合わせで、ＩＥＭデー
タシステム２０４へ転送する。
【００５９】
　ＩＥＭデータシステム２０４は、ＩＥＭデータ２００に関連する個別のサービスおよび
／またはアクティビティを提供する。個別のサービスおよび／またはアクティビティは、
例えば、種々のシステムコンポーネント設定等による、特定のユーザ、またはユーザグル
ープへの、情報、データ等の伝播を含む。
【００６０】
　一実施例において、自動補充システムは、ハブ２０２から、ＩＥＭデータ２００を受信
する。ＩＥＭデータ２００は、処方の最後の錠剤が摂取されたという通知を含む。自動補
充システムは、補充情報を有するローカルまたはリモートのデータリソースにコンタクト
し、補充情報を検証し、処方の補充のために、薬局システム（商用システム）にリクエス
トを自動的に伝送するようにこの情報を使用する。
【００６１】
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　（２．１　ＩＥＭデータ）
　摂取型事象マーカ（ＩＥＭ）データ２００は、摂取事象および摂取事象の応答の少なく
とも１つに関連付けられる。摂取事象は、口腔、咽頭、食道、胃、小腸、大腸、肛門等の
消化器系に関する、および／またはこれらを通過する間に収集されるデータ等に関連付け
られてもよい。ＩＥＭデータの例は、摂取時間、摂取された物質の識別、関連付けられた
薬剤の使用期限、摂取された物質の投薬量等を含む。摂取事象についての情報は、例えば
、薬剤または一式の薬剤の摂取事象についての情報を含み得る。摂取事象の応答について
の情報は、例えば、摂取事象に基づいて、生理学的な状態または生理学的な変化事象等、
生理学的なパラメータを含み得る。生理学的な状態は、例えば、摂取時間に時間的に近接
して確定された心拍数、血圧測定等であり得る。
【００６２】
　種々の側面において、ＩＥＭデータ２００は、一般的には、以降に詳述される１つ以上
の摂取型事象マーカ（ＩＥＭ）を介して生成され得る。複数のＩＥＭを介したＩＥＭデー
タの生成は、時間間隔における複数のＩＥＭの複数の摂取事象から生成されたデータ、お
よそ同じ時間等において摂取された複数のＩＥＭから生成されたデータ等、包括的なデー
タ報告を確実にする。このように、包括的なＩＥＭデータが提供されてもよい。
【００６３】
　種々の側面において、ＩＥＭデータは、受信機に伝達される、すなわち、受信機によっ
て受信されて得る。受信機は、埋め込み可能デバイス、皮下デバイス等の半埋め込み可能
デバイス、および、個人的信号受信機等の外部適用デバイスを含む、種々の方法で具現化
されてもよい。個人的信号受信機の一例は、個人、衣服等に、取り外し可能に貼付しても
よい、「パッチ」の受信機である。
【００６４】
　種々の側面において、ＩＥＭデータ２００は、摂取事象に関連付けられていない個人的
事象、または摂取事象への応答等、他のデータに関連付けることができる。個人的事象は
、デバイス、物質、液体等の摂取、吸入、注入、埋め込み、挿入、および／または吸収に
関連付けられた任意の事象等、人に関連付けられた任意のパラメータまたは状況を含む。
個人的事象は、さらに、例えば、体重等の生理学的なパラメータ等の個人的データに関連
付けられた任意の事象を含む。
【００６５】
　種々の側面において、ＩＥＭデータは、特定の個人に関連付けられた心拍変動、呼吸数
、および／または心拍（ＥＣＧ）パターン等、一意の識別子に関連付けられ得る。一意の
識別子は、様々に具現化され得る。一例は、英数字等、個人に割り当てられた個人的識別
子である。別の例は、生理学的なパターン等の個人の特徴を表す一意の識別子である。
【００６６】
　例えば、患者は、薬剤に統合されたＩＥＭ（以降に記載）を摂取し得る。ＩＥＭは、パ
ッチ受信機（以降に記載）等の受信機にＩＥＭデータを伝達し得る。データは、例えば、
検証目的のために、受信機に関連付けられたデータと比較し得る一意の識別子を含んでも
よい。
【００６７】
　あるシナリオにおいて、特定の患者のために処方された薬剤に関連付けられたＩＥＭは
、それぞれ、符号化され得、また、対応する一意の識別子とともに配備（ｄｅｐｌｏｙｅ
ｄ）され得る。例えば、一意の識別子は、特定の患者に関連付けられた事前決定された生
理学的なデータサンプルであってもよい。種々の生理学的なデータサンプルは、特定の患
者の心拍変動を表すデータサンプル、特定の患者の呼吸数を表すデータサンプル、特定の
患者の心拍（ＥＣＧ）パターンを表すデータサンプル等を含む。
【００６８】
　受信機が貼付されるか、または別様に個人に関連付けられる場合、受信機に関連付けら
れたプログラミング論理は、例えば、心臓デバイス等のデータソースから、個人の実際の
データサンプルを受信し得る。受信機は、データソースから受信した実際のデータサンプ
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ルおよびＩＥＭから受信した一意の識別子を、薬剤が、処方された特定の患者によって実
際に摂取されたことを検証するために、個人の実際のデータサンプルと、一意の識別子を
比較し得るサーバ等のコンピュータ関連デバイスに伝達し得る。種々の側面において、検
証の結果に基づいて事前決定されたアクションを行ってもよく、例えば、処方を行った医
師に関連付けられたデバイス等に警告を送信してもよい。
【００６９】
　（２．１．１　ＩＥＭデータ環境）
　種々の実施形態において、１つまたは種々のソースから、ＩＥＭデータ２００を生成、
受信、集結等してもよく、種々の構造、コンテンツ、種類等を含んでもよい。ＩＥＭデー
タ環境は、ＩＥＭデータソースデバイス、製品、事象、患者に特有のパラメータ、ＩＥＭ
データアルゴリズム、および記憶レポジトリのうちの少なくとも１つを含む。ソースは、
例えば、摂取、摂取環境、例えば、ヒトの検体またはヒト以外の検体および／または他の
個人的事象の消化器系に関するデータを生成、識別、集結または別様に生成できる、種々
のデバイス、記憶レポジトリ、およびシステムを含む。種類には、例えば、未処理のデー
タ、処理されたデータ、集約されたデータ、組み合わせられたデータ、種々のソースから
のデータ等を含む。処理されたデータには、例えば、以下に記載のＩＥＭデータアルゴリ
ズム等のアルゴリズム等、種々の方法に従って処理されたデータを含む。
【００７０】
　図３は、一実施形態に従う、図２のＩＥＭデータフレームワーク１０２に関連付けられ
たＩＥＭデータ環境１０４を示す。ＩＥＭデータ環境１０４は、例えば、ＩＥＭデータソ
ースデバイス３００、製品３０２、事象３０４、患者に特有のパラメータ３０６、ＩＥＭ
データアルゴリズム３０８、記憶レポジトリ３１０、および他のソース３１２を含む。
【００７１】
　（２．１．１．１　ＩＥＭデータソースデバイス）
　摂取型事象マーカ（ＩＥＭ）データソースデバイス３００は、例えば、ＩＥＭデータの
集結、収集、生成、受信、格納および／または伝送等が可能なデバイスを含む。かかるデ
バイスの一例は、データの収集、生成、受信、伝送等を可能にするまたは別様に有効また
は促進するマイクロチップである。かかるマイクロチップは、ＩＥＭデータソースデバイ
ス３００に統合または関連付けられてもよい。ＩＥＭデータソースデバイス３００は、例
えば、摂取的デバイス３００ａ、受信機３００ｂ、および／またはヘルスデバイス３００
ｃとして、具現化されてもよい。
【００７２】
　種々の側面において、ＩＥＭデータは、種々のデバイスに関連してもよい。例えば、デ
バイスは、摂取的デバイス、吸入可能デバイス、注入可能デバイス、埋め込み可能デバイ
ス、挿入可能デバイス、および吸収可能デバイスにしてもよい。上記は、それぞれ、ヒト
の身体またはヒト以外の身体によって、摂取、吸入、注入、埋め込み、挿入、および吸収
のうちの少なくとも１つを行うことが可能な、例えば、マイクロチップのみまたは他の構
造的コンポーネントとの組み合わせとして、具現化してもよい。
【００７３】
　摂取的デバイスは、例えば、マイクロチップを含み得る。マイクロチップは、独立して
配備されてもよい。マイクロチップは、さらに、錠剤（以下のＩＥＭシステムを参照）等
の薬剤に取り付けられるか、埋め込まれるか、または別様に統合されてもよい。
【００７４】
　吸入可能デバイスは、例えば、マイクロチップを含み得る。マイクロチップは、独立し
て配備されてもよい。マイクロチップは、さらに、デバイスに、取り付けられるか、埋め
込まれるか、または別様に統合されてもよい。吸入可能デバイスは、吸入器具の投薬量の
計測または集計等、吸入に関連付けられたパラメータを確定できる。吸入可能デバイスは
、例えば、吸入時間等のパラメータを確定するように使用される吸入可能なマイクロチッ
プを含み、吸入された物質等を識別してもよい。
【００７５】
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　注入可能デバイスは、例えば、マイクロチップを含み得る。マイクロチップは、独立し
て配備されてもよい。マイクロチップは、さらに、デバイスに、取り付けられるか、埋め
込まれるか、または別様に統合されてもよい。注入可能デバイスは、注入時間、注入され
た物質の識別等、注入に関連付けられたパラメータを確定できる。種々の側面において、
注入可能デバイスは、ヒトの身体の循環系への注入等、ヒトの身体またはヒト以外の身体
へ注入できる。
【００７６】
　埋め込み可能デバイスは、例えば、マイクロチップを含み得る。マイクロチップは、独
立して配備されてもよい。マイクロチップは、さらに、デバイスに、取り付けられるか、
埋め込まれるか、または別様に統合されてもよい。埋め込み可能デバイスは、埋め込み時
間等の埋め込みに関連付けられたパラメータ、心拍、ＥＫＧデータ、アクティビティ管理
データ、温度、電気皮膚応答データ、呼吸器データ、流体状態データ、心拍変動等の生理
学的なパラメータを確定できる。
【００７７】
　一側面において、埋め込み可能デバイスは、種々のデータの受信のために、上部（ｓｕ
ｐｒａ）埋め込み可能受信機として具現化される。埋め込み可能受信機は、データを処理
、格納、伝送等し得る。種々の他の埋め込み可能デバイスは、心拍、心臓圧力等のパラメ
ータを確定するようにマイクロチップを有する、例えば、心臓モニタ等を含む。
【００７８】
　挿入可能デバイスは、例えば、マイクロチップを含み得る。マイクロチップは、独立し
て配備されてもよい。マイクロチップは、さらに、デバイスに、取り付けられるか、埋め
込まれるか、または別様に統合されてもよい。挿入可能デバイスは、挿入時間等の挿入に
関連付けられたパラメータ、環境内容／流体識別等の生理学的なパラメータを確定できる
。一側面において、挿入可能デバイスは、直腸挿入、膣挿入等のための座薬に機械的に関
連付けられたマイクロチップとして具現化されてもよい。
【００７９】
　吸収可能デバイスは、例えば、マイクロチップを含み得る。マイクロチップは、独立し
て配備されてもよい。マイクロチップは、飲料等、飲用溶液または流体等の物質に、取り
付けられるか、埋め込まれるか、または別様に統合されてもよい。吸収可能デバイスは、
飲用時間等、吸収に関連付けられたパラメータ、環境コンテンツ／流体識別等の生理学的
なパラメータを確定できる。一側面において、吸収可能デバイスは、マイクロチップとし
て具現化され、飲料とともに吸収される。飲料は、嚥下の補助となってもよく、薬剤等と
して使用されてもよい。
【００８０】
　さらに、ＩＥＭデータは、治療薬の投与等に関連付けられ得る。例えば、投与は、非経
口投与、すなわち、静脈内または筋肉内注入または吸入等、消化器系を介する以外の方法
での投与を含むが、これに制限されない。
【００８１】
　いくつかの側面において、デバイスは、摂取、すなわち、ヒトまたはヒト以外の身体の
消化器系への進入、吸入（鼻吸入器等のデバイスまたはデバイスに関連付けられた物質の
いずれか）を行うことができる。種々の側面において、デバイスは、ヒトの身体またはヒ
ト以外の身体への／による、注入、挿入、埋め込みおよび／または吸収等が可能である。
【００８２】
　摂取的デバイス３００ａは、摂取タイミング、消化器系物質との接触、サンプリング等
の種々の方法によって、ＩＥＭデータを集結／収集／生成する。さらに、種々の摂取型事
象マーカデータソースデバイス３００は、無線方法、体内組織等を介した導電的な方法等
の種々の方法によって、ＩＥＭデータを伝達する。以下は、摂取的デバイス３００ａの実
施例である。
【００８３】
　２００６年４月２８日に出願されたＰＣＴ／ＵＳ２００６／０１６３７０号に記載され
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る薬事学（ｐｈａｒｍａ－ｉｎｆｏｒｍａｔｉｃｓ）システムは、身体への薬剤の実際の
物理的送達の検出を可能にする、組成、システムおよび方法を含む。組成の実施形態には
、識別子および活性エージェントを含む。
【００８４】
　２００８年２月１日に出願されたＰＣＴ／ＵＳ２００８／５２８４５号に記載されるＩ
ＥＭシステムは、摂取型事象マーカ（ＩＥＭ）および個人的信号受信機を含む。ＩＥＭの
側面は、生理学的に受容可能な搬送波に存在し得るか、または存在し得ない識別子を含む
。識別子は、消化管の内部の対象部位等、対象となる生理学的な身体内部位に接触される
際に活性化されることによって特徴付けられる。個人的信号受信機は、体内または身体表
面等の生理学的な位置に関連付けられるように、および、ＩＥＭの信号を受信するように
構成される。使用時において、ＩＥＭは、個人的信号受信機によって受信される信号を発
信する。
【００８５】
　ＩＥＭシステムに関連付けられたＩＥＭデータは、ＩＥＭによって生成された生理学的
なデータ等の個人的データを含む。この例は、摂取時間データ等の種々の数的指標を導き
出すように処理された物理的データ等の導き出された数的指標、摂取された物質を識別す
るデータに組み合わせられた摂取時間データ等、他の導き出された数的指標データに組み
合わせられた導き出された数的指標等、組み合わせられた数的指標、および、摂取された
物質および、ＥＣＧデータ、温度等の生理学的なデータを識別するデータに組み合わせら
れた摂取時間データ等、導き出された数的指標および／または種々の生理学的なデータで
集約された組み合わせられた数的指標等のＩＥＭデータである。
【００８６】
　２００７年１０月１７日に出願されたＰＣＴ／ＵＳ０７／８２５６３号に記載される規
制活性化摂取的識別子は、薬事学（ｐｈａｒｍａ－ｉｎｆｏｒｍａｔｉｃｓ）が有効化さ
れた組成等の摂取組成を含む。規制活性化摂取的識別子は、問題の対象部位における事前
決定された刺激の存在に対して応答する識別子の活性化を提供する、規制活性化要素を含
む。
【００８７】
　２００８年３月５日に出願された米国特許出願第６１／０３４，０８５号に記載されて
いるライフサイクル薬事学システムは、薬剤を、その存在する持続期間中において追跡可
能にする、薬剤および／または薬剤パッケージングに組み合わせられたＲＦＩＤおよび導
電通信技術を含む。システムは、さらに、ＲＦＩＤ技術に関連付けられた潜在的な機密お
よび信号の低下の懸念を解決しながら、身体内のデータ伝送を可能にする。
【００８８】
　ＩＥＭデータ受信機３００ｂは、ＩＥＭデータ２００の受信が可能なデバイスを含む。
受信は、例えば、無線または配線接続チャネル等を介し得る。ＩＥＭデータ受信機３００
ｂは、データを伝送または別様に転送してもよい。種々の側面において、ＩＥＭデータ受
信機３００ｂは、ＩＥＭデータ２００および／または他のデータに関連する種々の他の機
能性を実行、促進または可能にしてもよい。種々の側面において、ＩＥＭデータ受信機３
００ｂは、ヒトの身体またはヒト以外の身体に取り付け可能、埋め込み可能、半埋め込み
可能または別様に関連付けられてもよい。
【００８９】
　ＩＥＭデータ受信機３００ｂは、ヒトの身体またはヒト以外の身体の外部に取り外し可
能に取り付け可能等のパッチ受信機、皮下デバイス、埋め込み可能デバイス、外部デバイ
ス、すなわち、携帯電話等、身体への取り付けまたは他の永続的または半永続的な接触の
ために設計されていないデバイス、等の個人的信号受信機を含む。以下は、ＩＥＭデータ
受信機３００ｂの例である。
【００９０】
　上記のＩＥＭシステム、ＰＣＴ／ＵＳ２００８／５２８４５号は、摂取型事象マーカ（
ＩＥＭ）および／または個人的信号受信機を含む。
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【００９１】
　２００７年１１月１９日に出願のＰＣＴ／ＵＳ０７／２４２２５号に記載された活性信
号処理個人的ヘルス信号受信機は、例えば、身体内に配置された生体内の伝送機からの信
号を受信および復号するように構成された、例えば、身体の内部または身体に近接して配
置された、身体に関連付けられた受信機を含む。
【００９２】
　ヘルスデバイス３００ｃは、ＩＥＭデータ２００に関連付けられた複数のデバイス（お
よびデバイスに関連付けられた方法）を含む。ヘルスデバイス３００ｃは、例えば、ＩＥ
Ｍデータ２００を含むデータを集結、収集、集約、格納、伝送、受信、または別様に通信
してもよい。
【００９３】
　通信は、例えば、無線または配線接続チャネル等を介し得る。ＩＥＭデータ受信機は、
さらに、データを伝送または別様に転送してもよい。種々の側面において、ＩＥＭデータ
受信機３００ｂは、ＩＥＭデータおよび／または他のデータに関連する種々の他の機能を
実行、促進、または可能にしてもよい。例には、データを格納し、データを処理するため
等の機能を含む。
【００９４】
　種々の側面において、ヘルスデバイス３００ｃは、ヒトの身体またはヒト以外の身体に
取り付け可能、埋め込み可能、半埋め込み可能または別様に関連付けられ得る。例えば、
インテリジェントスケール、インテリジェント血圧測定用カフ、インテリジェント冷蔵庫
等の「インテリジェント」デバイスは、種々の設定で統合されてもよい。本明細書に用い
られているように、「インテリジェントデバイス」という用語は、通信チャネルを介して
、送信先へ、無線で伝送されたデータ等、データを生成および／または通信可能な１つ以
上のデバイスを指す。
【００９５】
　（２．１．１．２　製品）
　ＩＥＭデータ２００は、さらに、製品３０２に関連するＩＥＭデータを含む。製品３０
２は、例えば、摂取的デバイス／製薬製品３０２ａを含む。摂取的デバイス／製薬製品３
０２ａの一例は、薬剤に機械的に関連付けられたＩＥＭである。ＩＥＭは、薬剤の外部に
貼付、薬剤に部分的に統合、および薬剤と全体的に統合、を含む、種々の方法で薬剤に機
械的に関連付けられてもよい。
【００９６】
　ＩＥＭは、例えば、種々の粘着性または配合された物質によって種々の手段を介して貼
付され得る。ＩＥＭは、薬剤製造プロセス中、薬剤製造プロセス後の種々の時間点等、種
々の段階の薬剤に関連付けられてもよい。
【００９７】
　（２．１．１．３　事象）
　ＩＥＭデータ２００は、さらには、個人的事象、事象パラメータ等の事象３０４に関連
するデータを含む。さらなる例には、薬剤の摂取時間、摂取時に服用した薬剤の投薬量お
よびＩＤ等を含む。事象は、呼吸数等の生理学的な事象、一日のうちの時間等の環境事象
、薬剤の摂取、心臓の蘇生デバイスの利用等の利用事象を含んでもよい。
【００９８】
　（２．１．１．４　患者に特有のパラメータ）
　ＩＥＭデータ２００は、さらに、個人の患者に関する個人に特化した患者データ３０６
ａおよび複数の患者に関する複数の患者データ３０６ｂ等、患者に特有のパラメータ３０
６に関連するデータを含む。患者に特有のパラメータの例は、生理学的なデータ等を含む
。複数の患者データは、少なくとも１人の患者に関するデータの種々の事前決定された側
面を含み、名前、年齢、診断等、患者が機密利益を有する、特定の患者または側面を識別
することに気を配るデータ、および／または患者が、機密および／または公的に非開示に
することを望む他のデータを除外する組み合わせられた患者データ等、集約された患者デ
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ータ、患者集団データを含む。
【００９９】
　（２．１．１．５　ＩＥＭデータアルゴリズム）
　ＩＥＭデータ２００は、さらに、未処理のデータ、処理されたデータ、または処理を実
行するこれらの組み合わせ等、ＩＥＭデータアルゴリズム３０８に関するデータを含む。
一実施例において、ＩＥＭデータ２００は、出力としての処理データを有する、これに適
用される１つ以上のアルゴリズムを有する。データは、例えば、患者集団データ等、個人
に特化した患者データ３０６ａおよび複数の患者データ３０６ｂを含む。
【０１００】
　ＩＥＭデータアルゴリズムは、ＩＥＭシステム等、１つ以上の摂取的デバイスによって
生成されたＩＥＭデータ２００に関連付けられたデータ処理等の側面に関連してもよい。
【０１０１】
　摂取的デバイスに関連付けられたＩＥＭデータ処理について、側面は、例えば、ＩＥＭ
データ２００の伝送、受信機に関連付けられたＩＥＭデータ処理、および処理後のＩＥＭ
データ側面を含む。
【０１０２】
　ＩＥＭデータおよびアルゴリズムの伝送側面は、例えば、変調方式、符号化、およびエ
ラーコード側面を含んでもよい。
【０１０３】
　伝送側面は、例えば、アナログ、デジタル、スペクトラム拡散、組み合わせ、およびコ
ンテンション回避を含む。
【０１０４】
　アナログ伝送側面は、例えば、振幅変調、単側波帯変調、周波数変調、位相変調、直交
振幅変調、および空間変調方法等を含む。
【０１０５】
　デジタル伝送側面は、二相位相シフトキーイング、直交位相シフトキーイング、高位お
よび差分符号化、直交振幅変調、最小変位変調、連続相変調、パルス位置変調、トレリス
コード化変調、および直交周波数分割多重等、オン／オフキーイング、周波数シフトキー
イング、振幅シフトキーイング、位相シフトキーイングを含む。
【０１０６】
　スペクトラム拡散伝送側面は、例えば、周波数ホッピングスペクトラム拡散および直接
シーケンススペクトラム拡散を含む。
【０１０７】
　組み合わせ伝送側面は、例えば、搬送波周波数変調による二相位相シフトキーイングを
含む。
【０１０８】
　コンテンション回避伝送側面は、例えば、反復変調および搬送波周波数変調を含む。
【０１０９】
　符号化側面は、例えば、ウェークアップ方式、プリアンブル方式、データパケット方式
、およびエラーコード方式を含む。
【０１１０】
　ウェークアップ方式は、例えば、マルチトーン方式およびチャープ方式を含む。
【０１１１】
　プリアンブル方式は、例えば、パケット開始方式の一意の識別子を含む。
【０１１２】
　データパケット方式は、例えば、錠剤の種類、錠剤の期限、メーカー、ロット番号、分
量、処方を行った医師、薬局等に関するデータを含む。
【０１１３】
　エラーコード方式は、リード－ソロモンコード、二相ゴーレイコード、脳回コード、タ
ーボコード等、例えば、繰り返し方式、パリティ方式、チェックサム、循環冗長性チェッ
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ク、ハミング距離方式、および前進型誤信号訂正方式を含む。
【０１１４】
　ＩＥＭデータ処理および受信機に関して、例えば、位置、エネルギー保存方式、搬送波
識別、復号化および誤り修正を考慮してもよい。
【０１１５】
　受信機の位置は、例えば、胃、横腹および剣状突起を含む。
【０１１６】
　エネルギー保存方式は、バッテリーリソース等のエネルギーが、非アウェーク期間に保
存されるように、ＩＥＭウェークアップを感知する等、定期的なウェークアップのための
方式を含む。
【０１１７】
　搬送波識別側面は、例えば、高速フーリエ変換および離散（ｄｉｓｃｒｅｔｅ）フーリ
エ変換等のフーリエ変換分析、位相固定ループ、フィルタバンク、マッチフィルタ、およ
び、受信する周波数についての以前の知識の利用等の組み合わせを含む。
【０１１８】
　復号化側面および誤り修正側面は、例えば、上記の反復される側面を含む。
【０１１９】
　処理後のＩＥＭデータに関して、側面は、例えば、複数回の識別等のおよび時間的なカ
ウントの側面、順守の数的指標等の錠剤の検知を含む。
【０１２０】
　生理学的なパラメータ数的指標に関連付けられたＩＥＭデータ処理に関し、側面は、例
えば、心電図（ＥＫＧまたはＥＣＧ）、インピーダンス、加速、光、圧力、温度、音、生
化学／生物学、体重、位置、導き出された筋電図（ＥＭＧ）、および脳波検査（ＥＥＧ）
を含む。
【０１２１】
　ＥＫＧに関するＩＥＭデータ処理は、例えば、ウェーブレットおよびＩＣＡ／ＰＣＡ等
の圧縮データ、ハミルトン－トンプキン等のＲ波検知、ＳＤＮＮ、２４時間の期間の標準
偏差、連続５分間の標準偏差、フットプリント心拍対標準心拍、配信ベースのヒストグラ
ム等の心拍数変動、不整脈、および主軸変調等の呼吸を含む。
【０１２２】
　インピーダンスに関するＩＥＭデータ処理は、例えば、呼吸、流体状態、電気皮膚応答
、血流等を含む。
【０１２３】
　加速に関するＩＥＭデータ処理は、例えば、さらにアクティビティ種類を含む、全アク
ティビティおよび導き出された加速を含む、直接加速を含む。
【０１２４】
　光に関するＩＥＭデータ処理は、例えば、ヘマトクリット、Ｏ２飽和、パルス酸素測定
等を含む。
【０１２５】
　温度に関するＩＥＭデータ処理は、例えば、体温、熱流束等を含む。
【０１２６】
　音に関するＩＥＭデータ処理は、例えば、心臓音、弁膜事象等を含む。
【０１２７】
　生化学／生物学に関するＩＥＭデータ処理は、例えば、乳糖、ブドウ糖、抗体、バイオ
マーカ、細菌、浸透圧等を含む。
【０１２８】
　導き出されたデータに関するＩＥＭデータ処理は、例えば、睡眠、全エネルギー等を含
む。
【０１２９】
　（２．１．１．６　記憶レポジトリ）
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　摂取型事象マーカデータは、さらに、記憶レポジトリ３１０、すなわち、一時的および
／または永続的に保持、格納等を行うデータベースおよび／または他の記憶装置の実施例
に関するデータ、摂取型事象マーカデータと組み合わされたまたは集約されたデータを含
む、ＩＥＭデータに関するデータを含む。
【０１３０】
　記憶装置は、公知であるように、または将来公知となるように、任意の形態またはフォ
ーマットにしてもよい。種々の側面において、記憶レポジトリ３１０は、独立して具現化
してもよい、および／または、コンピュータに関連するシステムに部分的または全体的に
統合されてもよい。例えば、記憶レポジトリ３１０は、種々のコンピュータシステム、ソ
フトウェア、ハードウェア、通信コンポーネント等と相互運用し得、または、別様に関連
付けられ得る。例えば、記憶レポジトリ３１０は、診療所のコンピュータシステムの一部
であってもよく、また、特定の患者の投薬計画に関するＩＥＭデータ２００を含んでもよ
い。スケジュールされたまたはスケジュールされていない等、種々の時間において、医療
データとして具現化された種々のＩＥＭデータ２００は、記憶レポジトリ３１０へ／から
伝達、および／または、種々のポイント／コンポーネントから／へ、伝達されてもよい。
【０１３１】
　別の実施例において、患者がカスタマイズした治療上の投薬計画に従って、患者を治療
できるようにする方法、システムおよび組成が、患者からの投薬量投与情報の取得および
、患者のための治療上の投薬計画の調整のための患者からの投薬量投与情報の使用、さら
に、カスタマイズされた治療上の投薬計画に基づく患者の物理的投薬量の作成および転送
を含む、２００７年５月２日に出願されたＰＣＴ／ＵＳ２００７／１０６８号に記載され
ている。患者からの投薬量投与情報は、例えば、データベース３０６上に格納されてもよ
い。特定の薬剤の摂取時間についての情報を含むＩＥＭデータ２００は、治療計画をカス
タマイズするために、投薬量投与情報と組み合わせることができる。
【０１３２】
　（２．１．１．７　他のＩＥＭデータソース）
　種々の側面において、種々の他のＩＥＭデータソース３１２が、含まれる／含まれるこ
とが可能である。さらに、種々の方法によって、複数のソースからのデータおよび／また
はＩＥＭデータ２００を集約、統合、精緻化等できることが留意される。例えば、薬剤の
摂取に関する摂取データ等のＩＥＭデータ２００が、ＩＥＭシステム等のＩＥＭデータソ
ースデバイス３００から生成される。摂取データは、ＩＥＭ受信機に無線で伝送される。
【０１３３】
　一斉にまたは別の期間において、ヘルスデバイス３００ｃによって、心臓のパラメータ
等の生理学的なデータが生成され、これにより、上記の血流力学のパラメータを監視およ
び処理するためのシステムが、生成され、ＩＥＭデータ受信機３００ｂに無線で伝送され
る。ＩＥＭデータ２００および心臓の生理学的なデータは、自動補充システム等のＩＥＭ
データシステムへの前方への通信のために集約される。
【０１３４】
　例えば、種々の方法およびシステムによって、心臓のデータが導き出される。一例は、
電子断層撮影（ＥＴ）等の連続領域断層撮影である。ある連続領域断層撮影方法が、２０
０６年５月２日出願の米国特許出願第６０／７９７，４０３号に記載されている。心臓の
データは、心臓関連のパラメータ、さらに、臨床応用のための臨床データを含む。ＥＴを
使用して、１回拍出量、駆出分画、ｄＰ／ｄｔ（最大）、歪み速度（最大）、ピーク収縮
僧帽弁速度、収縮末期容量、拡張末期容量、およびＱＲＳ長さ等の種々の心臓のパラメー
タを計測する。心臓の計測値は、種々の性能および健康度診断／推論を導き出すまたは推
論するために使用されてもよい。例えば、駆出分画パラメータは、心室同調性能力を予測
するための基礎として使用されてもよい。
【０１３５】
　連続領域断層撮影から生成される数的指標は、例えば、速度、加速、および変位を含む
。
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【０１３６】
　数的指標から導き出された臨床データは、例えば、左心室硬直、さらに、駆出分画（Ｅ
Ｆ）およびｄＰ／ｄｔ等の他の生理学的なパラメータのＥＴ近似値（ｐｒｏｘｉｅｓ）を
含む。
【０１３７】
　種々の側面において、さらなる情報を提供するために、臨床的データをＩＥＭデータに
組み合わせてもよい。情報は、例えば、種々の診断的および分析的追跡において有用であ
り得る。臨床データおよびＩＥＭデータを有する包括的な患者関連のデータ表示は、ＥＦ
および心室硬直等の種々のＥＴの生理学的なパラメータおよび偏差が、薬剤摂取時間等の
ＩＥＭデータとともに表示される、２００８年６月２７日出願の米国特許出願第６１／０
７６，５７７号に記載されている。かかる表示から、薬剤治療の有効性が測定され得る。
【０１３８】
　（２．２　ハブ）
　ハブ２０２は、任意のハードウェアデバイス、ソフトウェア、および／または通信コン
ポーネント、さらに、ＩＥＭデータ２００の受信、格納、操作、表示、処理、および／ま
たは伝送を含む、ＩＥＭデータ２００の伝達のために概して機能する、システム、サブシ
ステム、およびこれらの組み合わせを含む。
【０１３９】
　種々の側面において、ハブ２０２は、ＩＥＭデータ２００のみまたは他のデータ、すな
わち、種々のソースからの非ＩＥＭデータとの組み合わせで、受信、生成、伝達、および
／または伝送を行う。非ＩＥＭデータは、非ＩＥＭ生理学的なデータを含む。非ＩＥＭデ
ータの例は、心拍、心拍変動、呼吸、物理的アクティビティレベル、ウェークパターン、
温度等を含む。
【０１４０】
　ハブ２０２へのおよびハブ２０２からのＩＥＭデータ２００の通信は、当該技術におい
て公知の、または、将来利用可能になる可能性のある、無線、配線接続、ＲＦ、導電等を
含む、任意の伝送手段または搬送波、およびその組み合わせを含む。
【０１４１】
　図４は、一実施形態に従う、図２のＩＥＭデータフレームワーク１０２に関連付けられ
たハブ２０２を示す。ハブ２０２は、個人的通信デバイス、基地局、および携帯電話等の
デバイスの種々の区分を含む。
【０１４２】
　個人的通信デバイスは、例えば、「ハンドヘルドデバイス」と称される場合のあるモバ
イルコンピュータ等、通信およびコンピュータの機能性を有し、一般的には、個人利用を
意図されたデバイスを含む。
【０１４３】
　基地局は、ＩＥＭデータ等のデータを受信可能な任意のデバイスまたは機器を含む。例
には、デスクトップコンピュータおよびラップトップコンピュータ等のコンピュータ、お
よびインテリジェントデバイス／機器を含む。
【０１４４】
　インテリジェントデバイス／機器は、ＩＥＭデータ等のデータを受信可能な消費者向け
および家庭用デバイスおよび機器を含む。インテリジェントデバイス／機器は、さらに、
伝送、表示、格納、および／または処理データ等、他のデータ関連機能を実行してもよい
。インテリジェントデバイス／機器の例は、冷蔵庫、体重計、トイレ、テレビ、ドアフレ
ームアクティビティモニタ、ベッドサイドモニタ、ベッドスケールを有するデバイスおよ
び機器を含む。かかるデバイスおよび機器は、体重、心拍等の種々の生理学的なパラメー
タの感知および監視等のさらなる機能を含んでもよい。
【０１４５】
　携帯電話は、携帯ネットワーク等の種々の携帯技術に関連付けられた電話通信デバイス
を含む。
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【０１４６】
　一側面において、ハブ２０２は、例えば、パッチ受信機４００等の受信機、ハンドヘル
ドデバイス４０２等の個人的通信デバイス、基地局４０４、および携帯電話４０６として
具現化されたＩＥＭデータ受信機を含む。
【０１４７】
　パッチ受信機４００は、例えば、少なくとも、データ、信号等の受信が可能なデバイス
を含む。パッチ受信機４００は、取り付け可能、例えば、ヒトの身体またはヒト以外の身
体の外部に永続的または取り外し可能に取り付け可能であってもよい。例えば、パッチ受
信機４００は、皮膚領域への取り付けおよび皮膚領域からの取り外しを行うための、受信
機および粘着層を含んでもよい。あるいは、パッチ受信機４００は、埋め込み可能または
皮下埋め込み等の半埋め込み可能にしてもよい。１つのかかる取り外し可能な取り付け可
能パッチ受信機４００は、上記のＰＣＴ／ＵＳ２００８／５２８４５号に記載のＩＥＭシ
ステムの個人的信号受信機である。
【０１４８】
　「モバイルコンピュータ」とも称されるハンドヘルドデバイス４０２は、例えば、一般
的には、タッチ入力機能性、ミニチュアキーボード等を有するディスプレイ画面を有する
等、コンピュータ関連の機能性を有するコンピューティングデバイスを含む。ハンドヘル
ドデバイスの種類は、例えば、タッチ画面のインターフェースに組み合わせられた入力お
よび出力を有する携帯情報端末（ＰＤＡ）、および、バーコード、無線周波数識別（ＲＦ
ＩＤ）、およびスマートカードリーダ等の統合データ捕捉デバイスを提供する企業用情報
端末を含む。
【０１４９】
　種々の側面において、ハンドヘルドデバイス４０２は、ＩＥＭデータ２００に関連付け
られたソフトウェアエージェント／アプリケーション等、ソフトウェアを含む。ハンドヘ
ルドデバイス４０２の種々の実施形態において、ソフトウェアは、事前設定されている、
すなわち、メーカー／小売業者によって設定可能、消費者によって設定可能、すなわち、
ウェブサイトからダウンロード可能、またはこれらの組み合わせになっている。
【０１５０】
　ソフトウェアの一例は、自動化された処方補充機能を促進するために、自動補充システ
ムに関連するまたは自動補充システムに統合された自動補充アプリケーションである。
【０１５１】
　基地局４０４は、ＩＥＭデータ２００を受信、伝送、および／または中継するシステム
、サブシステム、デバイス、および／またはコンポーネントを含む。種々の側面において
、基地局は、パッチ受信機４００等の受信機およびインターネット等の通信ネットワーク
と通信可能に相互運用する。基地局４０４の例は、後述されるように、サーバ、パーソナ
ルコンピュータ、デスクトップコンピュータ、ラップトップコンピュータ、インテリジェ
ントデバイス／機器等のコンピュータである。
【０１５２】
　種々の側面において、基地局４０４は、互いに通信する、ならびにパッチ受信機および
インターネットと通信する、デスクトップコンピュータや携帯電話等、統合ユニットまた
は分散コンポーネントとして具現化されてもよい。
【０１５３】
　いくつかの側面において、基地局４０４は、パッチ受信機４００およびインターネット
から受信された、およびこれらに伝送されたＩＥＭデータ２００等のデータを、無線で受
信および／または無線で伝送するための機能性を含む。
【０１５４】
　さらに、種々の側面において、基地局４０４は、種々のデバイスを組み込む、および／
または、例えば、種々のデバイスと通信等、種々のデバイスに関連付けられてもよい。か
かるデバイスは、データ、例えば、ＩＥＭデータ２００を生成、受信、および／または伝
達してもよい。デバイスは、例えば、時計付きラジオ、インテリジェント錠剤ディスペン
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サ、さらに、種々の物質を受け入れ、組み合わせられた物質、物質の投与量等を生成でき
るデバイス等の錠剤管理装置、製薬調合デバイス、スケール等の「インテリジェント」デ
バイス、血圧測定デバイス、トレッドミル等のエクササイズ機器を含む。さらなる例は、
体重センサ、動作センサ、ベッドセンサ、チェアセンサ、ドア内ポータル方法、冷蔵庫お
よび食品デバイス等の位置センサ、バスルーム設備デバイス等を含む。
【０１５５】
　携帯電話４０６は、例えば、短距離の、特化された移動通信基地局のネットワークにお
ける携帯音声またはデータ通信のために使用される携帯電子デバイス等のデバイスを含む
。携帯電話４０６は、「携帯」、「無線」、「携帯電話」、「セル方式携帯電話」、また
は「ハンド電話（ＨＰ）」として公知または称される場合がある。
【０１５６】
　電話の標準的な音声機能に加えて、携帯電話の種々の実施形態は、テキストメッセージ
のためのショートメッセージサービス（ＳＭＳ）、電子メール、インターネットアクセス
のためのパケット切り替え、Ｊａｖａ（登録商標）ゲーム、ブルートゥース（短距離デー
タ／音声通信）、赤外線、ビデオレコーダー付きのカメラ、および写真および動画を送受
信するためのＭＭＳ等、多くのさらなるサービスおよびアクセサリをサポートしてもよい
。携帯電話のいくつかの実施形態は、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）または衛星電話の場合
の衛星通信に相互接続される、基地局の携帯ネットワーク（移動通信基地局）に接続する
。携帯電話の種々の実施形態は、少なくとも一部分は、携帯電話を使用してナビゲート可
能な、インターネットに接続可能である。
【０１５７】
　種々の側面において、携帯電話４０６は、ＩＥＭデータ２００に関連付けられたソフト
ウェアエージェント／アプリケーション等、ソフトウェアを含む。一例は、自動化された
処方補充機能を促進するために、自動補充システムに関連するまたは統合された自動補充
アプリケーションである。携帯電話４０６の種々の実施形態において、ソフトウェアは、
事前設定されており、すなわち、メーカー／小売業者によって設定可能、消費者によって
設定可能、すなわち、ウェブサイトからダウンロード可能、またはこれらの組み合わせで
ある。
【０１５８】
　さらに、ハブの種々の実施形態は、事前決定された方法によって機密要件を確実にする
、例えば、個人によって摂取されたＩＥＭデータソースデバイス３００は、個人の身体に
取り外し可能に取り付けられるパッチ受信機４００に具現化されるＩＥＭデータ受信機３
０２へ、身体組織を介して、感度の高いＩＥＭデータ２００を伝送する。感度の高いＩＥ
Ｍデータ２００に関連付けられた信号は、個人の身体外でも検出不可能である。パッチ受
信機４００によって受信されると、パッチ受信機４００の種々のコンピューティングコン
ポーネントは、前方への安全な伝送のために、ＩＥＭデータ２００を浄化および／または
暗号化する。このように、感度の高いデータ伝送の違反（ｂｒｅａｃｈｅｓ）および／ま
たは感度の高いデータへの不正アクセスが回避される。
【０１５９】
　さらに、ハブの種々の側面は、デバイスの組み合わせを含む。１つのかかる組み合わせ
は、ハンドヘルドデバイス４０２または携帯電話４０６と通信するパッチ受信機４００等
のＩＥＭデータ受信機３００ｂである。このため、例えば、パッチ受信機４００は、無線
で、受信機を有する携帯電話４０６およびそこで利用可能なソフトウェアエージェントへ
、ＩＥＭデータ２００を伝送する。携帯電話４０６の受信機は、ＩＥＭデータ２００を受
信する。アプリケーション等のソフトウェアエージェントは、摂取された報告データ２０
０を処理し、例えば、カスタマイズされたグラフィカルユーザインターフェース（ＧＵＩ
）によって、ＩＥＭデータ２００に関連する種々の情報を表示する。いくつかの側面にお
いて、ソフトウェアエージェントは、事前決定された「見た目（ｌｏｏｋ　ａｎｄ　ｆｅ
ｅｌ）」によって、すなわち、ソフトウェアプログラム、ＧＵＩ、ソースデバイス、コミ
ュニティの事前決定されたグループ等に属するものとして、ユーザに認識可能な、表示を
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生成する。
【０１６０】
　例えば、上記のＩＥＭデータ２００は、摂取された薬剤についてのデータを含んでもよ
い。携帯電話４０６によって受信されると、ソフトウェアエージェントは、薬剤について
のデータを、事前決定された投薬計画と比較してもよい。適切な薬剤が適切な時間に摂取
されたことが検証されると、ソフトウェアは、個人に（既に摂取された）薬剤を服用する
ように警告するようにスケジュールされた警報を無効にすることで、不要な通知を回避し
、それに関連付けられた不快さを生じさせないようにする。ソフトウェアエージェントは
、ＧＵＩを介して、個人に、摂取する薬剤および次の投薬時間を通知する標準的なメッセ
ージを表示する。
【０１６１】
　さらに、ソフトウェアエージェントは、金融取引を実行または促進するための機能性を
含んでもよい。一実施例において、適切な薬剤が適切な時間に摂取されたという検証等、
特定の事象の発生時において、ソフトウェアエージェントは、摂取する薬剤、検証サービ
ス、または両方のための事前決定された請求を生成する。請求は財務システムに伝送され
、例えば、患者の携帯電話が、ＩＥＭデータシステムを介して、患者の会計口座に対して
請求が自動的に適用される患者の金融機関に関連付けられたコンピュータシステムへ、請
求を伝送する。
【０１６２】
　種々の他の側面において、取引モデルは、種々のパラメータに基づいてもよい。一実施
例において、取引は、製品またはサービスの利用が製品またはサービスが使用される時間
の長さに従って請求される、時間に基づくモデルに関連付けられる。別の実施例において
、取引は、測定された値の送達に関連付けられ、ここで、製品またはサービスの値は、計
量、計測、または、事前決定された時間間隔において確定された値に従って、別様に評価
および請求される。さらに別の例では、取引は、治療法の送達、すなわち、治療上の物質
、事象、サービスの送達等に関連付けられる。治療上の物質の例は、薬剤を含む。治療上
の事象の例は、心臓の除細動行為および心臓の再同期行為を含む。治療サービスの例は、
治療薬の投与、治療上の診察等を含む。
【０１６３】
　（２．３　ＩＥＭデータシステム）
　ＩＥＭデータシステム２０４は、概して、ＩＥＭデータ２００に関するサービス、機能
、アクティビティ等を提供するように機能する、任意のハードウェアコンポーネント、ソ
フトウェアコンポーネント、および／または通信コンポーネント、さらに、これらのネッ
トワーク、システム、およびサブシステムを含む。ＩＥＭデータシステムは、例えば、Ｉ
ＥＭデータの少なくとも一部分を、収集、操作、計算、伝送、受信、格納、および／また
は別様に伝達する。
【０１６４】
　各ＩＥＭデータシステムは、事前定義されたビジネス機能またはサービスに関して構築
され、ＩＥＭデータフレームワークを介して可能にされる。１つ以上のＩＥＭデータシス
テムは、統合、相互運用、相互通信または別様に共有してもよい、あるいはさらに、収集
、管理、配信／伝達、課金、および／またはＩＥＭデータに関する他のアクティビティを
行ってもよい。
【０１６５】
　さらに、１つ以上のＩＥＭデータシステムを、１つ以上の商用システムに関連付けても
よい。例えば、１つ以上のＩＥＭデータシステムは、１つ以上の商用システムに統合され
る、相互運用する、および／または相互通信してもよい。１つ以上のＩＥＭデータシステ
ムは、別様に、またはさらに、１つ以上の市販のシステムと、ＩＥＭデータ関連のアクテ
ィビティを共有してもよい。
【０１６６】
　ＩＥＭデータシステム２０４は、ハブ２０２からＩＥＭデータ２００を受信し、他の情



(26) JP 5654988 B2 2015.1.14

10

20

30

40

50

報とともにＩＥＭデータ２００を表示するためのコンピュータ等、ＩＥＭデータ２００に
関連するサービスまたはアクティビティを提供するように、概して機能する、ハードウェ
アデバイス、ソフトウェア、および／または通信コンポーネント等の少なくとも１つのコ
ンポーネントを含む。
【０１６７】
　コンポーネントの例は、コンピュータ、受信機、伝送機、アプリケーション、ソフトウ
ェアモジュール、データ記憶媒体、プロセッサ、メモリコンポーネント、個人的通信デバ
イス、ソフトウェア、通信リンク、およびハンドヘルドデバイスを含む。なお、２つ以上
のＩＥＭデータシステム２０４は、同じコンポーネントのうちの１つ以上を連携的または
独立して使用できる。例えば、自動補充システムおよび承認システムは、患者および処方
に関連するＩＥＭデータを有するデータ記憶媒体にそれぞれアクセスでき、それぞれ、事
前決定された目的のためにＩＥＭデータを利用できる。
【０１６８】
　図５は、一実施形態に従う、図２のＩＥＭデータフレームワークに関連付けられた例示
的なＩＥＭデータシステム２０４を示す。例示的なＩＥＭデータシステム２０４は、例え
ば、フィードバックループシステム２０４ａ、意思決定支援システム２０４ｂ、自動補充
システム２０４ｃ、患者ツール２０４ｄ、行動医学システム２０４ｅ、インセンティブシ
ステム２０４ｆ、個人向け商品／サービス２０４ｇ、自動課金システム２０４ｈ、追跡シ
ステム２０４ｉ、禁止システム２０４ｊ、加入システム２０４ｋ、ＩＥＭデータ収集２０
４ｌ、承認システム２０４ｍ、予測システム２０４ｎ、財務システム２０４ｏ、ＩＥＭデ
ータ電話システム２０４ｐ、およびソーシャルネットワーク２０４ｑを含む。
【０１６９】
　（２．３．１　フィードバックループシステム）
　フィードバックループシステムは、ＩＥＭデータ等の種々のデータソースを集約し、集
約されたデータを分析し、および／または、集約／分析に基づいて、フィードバック情報
を複数のプロファイル受信者に提供する。
【０１７０】
　図６は、一実施形態に従う、フィードバックループシステム２０４ａを含む例示的なＩ
ＥＭデータフレームワーク１０２を示す。フィードバックループシステム２０４ａは、例
えば、アプリケーション５０２およびデータベース５０４を有するサーバ５００を含む。
ＩＥＭデータフレームワーク１０２は、さらには、ＩＥＭデータ２００および、携帯電話
４０６としてここに具現化されるハブを含む。種々の側面において、フィードバックルー
プシステム２０４ａは、１つ以上のＩＥＭデータシステム２０４および／または１つ以上
の商用システム１０６と相互運用し得、または、これらに別様に関連付けられ得る。
【０１７１】
　あるシナリオにおいて、患者５０６は、そこに統合された摂取的デバイスを有する薬剤
を摂取する。摂取的デバイスは、薬剤識別の形態および摂取情報時間において、ＩＥＭデ
ータ２００を生成する。摂取的デバイスは、情報を受信機に伝送する。受信機は、次に、
患者５０６に関連付けられた携帯電話４０６として具現化された、ハブ２０２に情報を伝
達する。
【０１７２】
　携帯電話４０６上に常駐するソフトウェアエージェントは、血圧測定情報とともに、受
信された薬剤識別および摂取時間の情報を集約し、集約されたデータをフィードバックル
ープシステム２０４ａに転送する。サーバ５００、ソフトウェア５０２、およびデータベ
ース５０４を有するフィードバックループシステム２０４ａは、携帯電話４０６からの集
約されたデータを受信し、ソフトウェア５０２を介して、患者５０６が、最も最近の薬剤
投与量を時間通りに摂取したか否か、患者５０６が、薬剤を時間通りに一貫して服用した
か否か、および、血圧測定が血圧測定の受容可能な範囲と一致しているか否かを決定する
ために、集約されたデータをデータベース５０４内の患者情報と比較する。
【０１７３】
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　データ分析に基づいて、フィードバックループシステム２０４ａは、患者の順守度の決
定および治療有効性の決定の形態の、さらなるＩＥＭデータ２００を生成する。ＩＥＭデ
ータ２００の決定は、将来の参考のためにデータベース５０４に格納され、医療センター
のコンピュータシステムに関連付けられ、医師の薬剤指示等の患者データを有するヘルス
ケアシステム１０６ａ等の商用システムへ転送される。
【０１７４】
　ヘルスケアシステム１０６ａは、自動的な処理およびフィードバックを促進し、例えば
、医療従事者による、ＩＥＭデータ２００へのアクセス可能性を可能にし、医療従事者等
によるヘルスケア指示等のデータ入力を可能にする。
【０１７５】
　例えば、ヘルスケアシステム１０６ａは、フィードバックループシステム１０６ａから
受信された決定データを、例えば、投薬計画の順守度が十分なものであり、この時間にお
いてアクションは不要である、投薬計画の順守度が十分なものではなく、この時間におい
てアクションが必要である、投薬計画は十分なものであるが、この時間において滴定等の
アクションは必要である等、格納された医療従事者指示と比較し、医療従事者が概観する
ための比較結果データを生成する。
【０１７６】
　医療従事者は、処方および投薬量要件等の患者治療パラメータを有利に調整するための
情報を利用する。医療従事者は、調整された治療パラメータ等の比較結果に基づいて、デ
ータを入力する。入力データは、ヘルスケアシステム１０６ａによって処理され、フィー
ドバックループシステム２０４ａへ転送される。フィードバックループシステム２０４ａ
は、フィードバックループデータを受信し、データベース５０４に常駐する患者情報によ
って、フィードバックループデータを調整し、患者５０６の携帯電話４０６に、通知を転
送する。
【０１７７】
　種々の側面において、フィードバックループシステム２０４ａおよび／またはヘルスケ
アシステム１０６ａは、相互運用する、例えば、少なくとも１つの他のＩＥＭデータシス
テム２０４および／または商用システム１０６と通信する。
【０１７８】
　以上の説明を続けるために、患者の携帯電話４０６への調整された投薬計画指示の転送
に加えて、フィードバックループシステム２０４ａまたはヘルスケアシステム１０６ａの
いずれかが、補充のために、薬局システム１０６ｂ等の商用システムへの処方の形態で、
調整された投薬計画を転送する。薬局システム１０６ｂは、処方を履行し、これに通知す
るフィードバックループシステム２０４ａへ、メッセージを伝達する。フィードバックル
ープシステム２０４ａは、新しい処方および処方の履行を反映するためにデータベース５
０４で患者のデータを更新し、患者の携帯電話４０６へ通知を伝達する。
【０１７９】
　（２．３．２　意思決定支援システム）
　個人健康度システム等の意思決定支援システムは、管理者の決定等の決定を通知および
支援するために使用してもよい、ＩＥＭデータ等のデータを生成、格納、提供してもよい
。一実施例において、個人に特化した摂取型事象マーカデータおよび生理学的なデータの
複数の事例が集結され、匿名の患者集団データへと組み合わせられる。
製薬研究および開発グループ、大学等は、新しい製品ラインの形成、既存の治療法の調整
等のための情報等、種々の目的でデータを利用する。データは、データフィードの投入、
データベースのアクセス等のために、例えば、加入によってアクセスされてもよい。
【０１８０】
　図７は、一実施形態に従う、意思決定支援システム２０４ｂを有する例示的なＩＥＭデ
ータフレームワーク１０２を示す。ＩＥＭデータフレームワーク１０２は、さらに、ここ
で携帯電話４０６として具現化されて示されるＩＥＭデータ２００およびハブ２０２を含
む。種々の側面において、フィードバックループシステム２０４ａは、１つ以上のＩＥＭ
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データシステム２０４および／または１つ以上の商用システム１０６と相互運用し得、ま
たは、別様に関連付けられ得る。
【０１８１】
　あるシナリオにおいて、それぞれ、患者５０６ａおよび患者５０６ｂ等の複数の個人に
関する、ＩＥＭデータ２００ａおよびＩＥＭデータ２００ｂ等のＩＥＭデータは、それぞ
れ、携帯電話４０６ａおよび携帯電話４０６ｂ等のハブを介して、例えば、サーバ５００
、ソフトウェア５０２、およびデータベース５０４を含む意思決定支援システム２０４ｂ
へ、伝達される。ＩＥＭデータ２００ａおよび２００ｂは、暗号化されてもよい。意思決
定支援システム２０４ｂは、受信されたデータを処理および格納する。例えば、ソフトウ
ェア５０２は、患者データを匿名にする、すなわち、個人を特定できる全てのデータ側面
を削除し、事前決定された方式に従い、機密性の、感度の高い、本質的に機密である等と
して指定される全てのデータ側面を削除する。ソフトウェア５０２は、匿名の患者データ
の、データベース５０４内の既存の患者集団データとの統合等、種々の他の機能を提供し
てもよい。
【０１８２】
　データベース５０４の統合されたデータは、複数のシステムおよび者によってアクセス
される、送達されるまたは別様に利用されてもよい。かかるシステムは、例えば、製薬シ
ステム１０６ｃおよび大学システム１０６ｄ等の商用システム１０４を含む。製薬システ
ム１０６ｃに関連付けられた者は、例えば、特定の薬剤の有効性、コスト効率性、利益等
の決定および決定からの、新しい製品ライン概念／治療法等の投影等、統計分析および投
影機能のために、患者集団データを利用してもよい。大学に関連付けられた者は、症候学
の研究、薬剤リスクの分析等のために患者集団データを利用してもよい。
【０１８３】
　種々の側面において、意思決定支援システム２０４ｂ、ＩＥＭデータシステム、および
／または商用システムは、相互運用する、例えば、その間で通信してもよい。
【０１８４】
　上記の説明の続きとして、また、患者集団データ等の意思決定支援データの提供に加え
て、意思決定支援システム２０４ｂは、患者集団データをフィードバックループシステム
２０４ａに伝達する。フィードバックループシステム２０４ａは、患者集団データを、患
者５０６ａの携帯電話４０６ａへ伝達する。
【０１８５】
　あるシナリオにおいて、薬剤有効性等の患者集団から導き出された決定データは、個人
の薬剤治療法に相関付けられてもよく、その個人を特に目的とするマーケティングシステ
ムを介して伝達されてもよい。
【０１８６】
　（２．３．３　自動補充システム）
　自動補充システムは、自動的に、処方箋を記入または補充する。一実施例において、摂
取された薬剤を識別するＩＥＭデータが、集結され、残り少ない処方消耗品を識別するた
めに、現在の処方情報で調整される。消耗品が残り少ない場合、補充注文が、自動的に適
切な薬局にトリガされる。薬局は、自動的に注文を補充し、請求書を生成し、例えば、実
時間で、オンライン金融取引の適切な口座に請求する。
【０１８７】
　図８は、一実施形態に従う、自動補充システム２０４ｃを有する例示的なＩＥＭデータ
フレームワーク１０２を示す。ＩＥＭデータフレームワーク１０２は、さらに、ここで基
地局４０４として具現化されて示されるＩＥＭデータ２００およびハブ２０２を含む。種
々の側面において、自動補充システム２０４ｃは、１つ以上のＩＥＭデータシステム２０
４および／または１つ以上の商用システム１０６を、これらに別様に関連付けてもよい。
【０１８８】
　あるシナリオにおいて、患者５０６は、摂取的デバイスとともに、処方薬剤を摂取する
。摂取的デバイスは、薬剤の種類および投薬量を識別し、例えば、患者５０６に取り外し
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可能に取り付けられてもよい、パッチ受信機４００への伝導伝送を介して、ＩＥＭデータ
２００を伝送する。パッチ受信機４００は、ＩＥＭデータ２００を基地局４０４に伝送す
る。基地局４００は、ＩＥＭデータ２００を自動補充システム２０４ｃに転送する。自動
補充システム２０４ｃのソフトウェア５０２は、データベース５０４に格納された処方情
報に対し、ＩＥＭデータ２００の薬剤の種類および投薬量を比較する。処方情報は、例え
ば、補充時における処方の錠剤数、投薬量の指示、および以前に受信された情報の通りに
摂取された錠剤の現在の合計数を含んでもよい。比較が処方薬剤の減少を示す場合、デー
タベース５０４は、残りの補充数についてチェックされる。補充が残っている場合、ＩＥ
Ｍデータ２００の任意の感度の高いデータが浄化され、すなわち、除去され、適正な情報
を有する処方補充リクエストが、事前決定されたセキュリティプロトコルに従い、事前決
定されたチャネルを介して、薬局システム１０６ｂ等の商用システム１０６へと、コンパ
イルおよび伝送される。薬局システム１０６ｂによる受信の際に、補充リクエストが解析
および検証され、処方が補充される。
【０１８９】
　補充の支払いは、例えば、薬局システム１０６ｂおよびＩＥＭデータシステム２０４お
よび／または金融取引システム１０６ｅ等の商用システムの間の、実時間のオンライン取
引で行うことができる。金融取引システム１０６ｅは、事前決定通信チャネルによって、
例えば、処方補充請求等の金融取引を受信してもよい。金融取引システム１０６ｅは、患
者口座情報を検証し、取引を完了し、薬局システム１０６ｂに通知する。
【０１９０】
　補充状態の通知および補充の支払いは、ラップトップコンピュータでの表示のための電
子メール、患者の携帯電話へのテキストメッセージ等、基地局３００へ事前決定された通
信チャネルを介して提供することができる。
【０１９１】
　（２．３．４　患者ツール）
　患者ツールは、心臓の健康管理、自身のデータのための患者のカスタマイズ等の患者を
支援するための追跡ツール等、情報を提供し、特定の患者にフォーカスするための、任意
のデータ、情報、ソフトウェア、ウェブサイト等を含む。種々のユーザは、患者ツールに
関連付けられてもよい。例には、患者、家族介護者等、患者コミュニティ内の種々のユー
ザ、および医師等の職業的介護者を含む。
【０１９２】
　図９は、一実施形態に従う、患者ツール２０４ｄを有する例示的なＩＥＭデータフレー
ムワーク１０２を示す。ＩＥＭデータフレームワーク１０２は、さらに、ＩＥＭデータ２
００ａ－ｃ、および基地局４０４、携帯電話４０６、ならびにハンドヘルドデバイス４０
２としてここで具現化されて示されるハブを含む。種々の側面において、患者ツール２０
４ｄは、１つ以上のＩＥＭデータシステム２０４および／または１つ以上の商用システム
１０６と相互運用し得るか、または、別様に関連付けられ得る。
【０１９３】
　あるシナリオにおいて、患者５０６ａ－ｃ等の複数の者は、ソフトウェア５０２を有す
るサーバ５００および、少なくとも患者ツールの形態のＩＥＭデータ２００を有するデー
タベース５０４として具現化し得る患者ツール２０４ｄにアクセスする。患者５０６ａ－
ｃは、例えば、それぞれ、基地局４０４、携帯電話４０６、およびハンドヘルドデバイス
４０２の患者ツール２０４ｄにアクセスし得る。
【０１９４】
　患者５０６ｂは、データベース５０４で、精神病管理に関連する患者ツールを検索して
もよい。患者ツールを、例えば、投薬量スケジュール等の関連する健康問題を、追跡、監
視、診断し、患者に通知する補助となるように、ダウンロード可能なデータ／アプリケー
ションの形態で提供可能である。患者５０６ｂは、アプリケーションを、例えば、携帯電
話４０６にダウンロードしてもよい。患者５０６ｂは、さらに、例えば、携帯電話４０６
を介して、患者５０６ｂの精神病管理の追跡に関連するさらなる医療データ、指示等を提
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供し得る、ヘルスケアシステム１０６ａ等の少なくとも１つの商用システムと通信しても
よい。
【０１９５】
　種々の側面において、患者ツール２０４ｄは、患者コミュニティ、家族介護者、および
職業的介護者等、患者のそばにいる種々の者のために構成する、および種々の者によって
利用されてもよい。
【０１９６】
　（２．３．５　行動医学システム）
　行動医学システムは、治療における原因となる障害ポイントを識別するために、および
、特定の行動修正を処方することによる修正アクションを予測するために、行動関連デー
タを収集、追跡および分析し得る。種々の側面において、行動医学システムは、例えば、
メニューでガイドされた一連の質問の表示および患者からの回答の受信による、種々の決
定プロセスにおける等、症候学的または治療上の対象における、アンケートおよび患者プ
ロファイル査定によって患者を補助し得る。
【０１９７】
　図１０は、一実施形態に従う、行動医学システム２０４ｅを有する例示的なＩＥＭデー
タフレームワーク１０２を示す。ＩＥＭデータフレームワーク１０２は、さらに、基地局
４０４および携帯電話４０６としてここで具現化されて示されるＩＥＭデータ２００およ
びハブを含む。種々の側面において、行動医学システム２０４ｅは、１つ以上のＩＥＭデ
ータシステム２０４および／または１つ以上の商用システム１０６と相互運用し得るか、
または、別様に関連付けられ得る。
【０１９８】
　あるシナリオにおいて、ソフトウェアエージェント等の行動医学システム２０４ｅは、
携帯電話４０６等の患者関連デバイスに、全体的または部分的に配置され得る。ソフトウ
ェアエージェントは、食事の選択範囲、禁煙等の種々の努力において患者を支援し得る。
例えば、携帯電話４０６での表示のために、ダイエットおよび禁煙に関する一式の質問を
生成することによって支援してもよい。患者は、質問に答え得、例えば、種々の質問のオ
プションから選択してもよい。質問に対する患者の回答に基づいて、ソフトウェアエージ
ェントは、事前決定された区分に従って患者を区分してもよい。ソフトウェアエージェン
トは、患者区分に基づいて、言語およびメニューを選択してもよい。
【０１９９】
　別のシナリオにおいて、患者の行動は、本明細書において「健康度のセンチネル」と称
される場合もある、患者パラメータ等の種々のＩＥＭデータに対して追跡される。健康度
のセンチネルの例は、薬剤治療の順守、体重、血圧等を含む。健康度のためのセンチネル
は、例えば、インテリジェントスケール、心臓の関連デバイス等の種々のヘルスデバイス
３００ｃから導き出されてもよい。
【０２００】
　例えば、患者５０６は、医師の指示に従って薬剤を摂取する。摂取された薬剤および摂
取時間を識別する摂取情報の形態のＩＥＭデータ２００は、摂取デバイスを介して捕捉さ
れ、患者の携帯電話４０６に伝達される。さらに、薬剤摂取時にヘルスデバイス３００ｃ
を介して、患者の血圧および体重が捕捉される。上記のデータ捕捉のタイミングは、例え
ば、患者が特定の時間に薬剤を服用するように警告するために、通知システムを利用する
ソフトウェアを介して、同期化され得る。摂取の確認等の摂取情報の受信時において、携
帯電話４０６に関連付けられたソフトウェアは、血圧および体重を決定するためにヘルス
デバイス３００ｃを通信可能にトリガし、摂取情報の形態のＩＥＭデータ２００を集約す
るために、携帯電話４０６へ、かかるデータを転送する。
【０２０１】
　集約されたデータは、例えば、携帯電話およびソフトウェア４０６、ソフトウェア５０
２およびデータベース５０４を含むサーバ５００、および／または他の設定として設定さ
れ得る行動医学システム２０４ｅに転送され得る。集約されたデータの受信時において、
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種々の処理を実行してもよい。
【０２０２】
　処理の一例は、投薬計画の患者の順守の度合い、すなわち、患者が、正しい投薬量が処
方された時間間隔で処方された薬剤を摂取しているか否かを決定するという、ＩＥＭデー
タ２００の分析である。
【０２０３】
　別の処理例は、血圧測定が、医師の予測に沿ったものであるか否かを決定するための、
ＩＥＭデータ２００の分析である。このため、投薬計画および血圧測定の患者の順守の通
知は、患者の医師が確認するために、医師システム１０６ｆに伝達され得る。医師は、次
いで、ＩＥＭデータ２００を更新し得、例えば、投薬計画の調整が必要であることを決定
し、行動医学システムを介して更新された処方を記入するために、患者の携帯電話４０６
および薬局システム１０６ｂへ、更新された薬剤投薬計画を伝達する。
【０２０４】
　順守していないと決定される場合、医師は、身体的な見直しの予約を行うために、行動
医学システム２０４ｅによって患者に警告し得る。種々の側面において、行動医学システ
ム２０４ｅは、通知を生成および／または、患者５０６の携帯電話４０６等のハブへ通知
を転送してもよい。例えば、通知は、投薬スケジュール、次の投薬の通知、投薬を服用し
なかった場合に行われる指示等を含んでもよい。
【０２０５】
　投薬量が少なすぎる／投薬量が多すぎる場合に、行動医学システム２０４ｅは、以降の
ＩＥＭデータ電話システム等の警告システムと相互運用し得、患者の症状にかかわるほど
投薬量が少なすぎるか、または多すぎる等、重要な状態の投薬量事象が存在するか否かを
決定するために、現在の投薬量情報を事前決定された閾値と比較する。かかる決定が行わ
れると、適切なシステムが警告を適切な者に生成し得、例えば、医療アドバイスのために
９１１の緊急サービスに電話し、医師システム１０６ｆへの緊急警告を生成し、家族の携
帯電話等の家族介護者システム１０６ｇへの警告を生成し得る。
【０２０６】
　さらに別のシナリオにおいて、患者パラメータ、示されたアクション等を決定するため
に、患者の通信パターン／習慣の分析が実行される。例えば、携帯電話４０６に常駐する
ソフトウェア５０２等のアプリケーションは、通信パターンを決定するために、患者の電
話利用を追跡する。例えば、家族介護者、医師等は、種々の患者の通信閾値、パターン等
を決定するために、アプリケーションの追跡パラメータを選択的に設定し得る。ソフトウ
ェアは、患者の携帯電話４０６等の選択されたデバイスから／への通信を監視する。種々
の側面において、アプリケーションは、通話元および通話先の者、長時間の通話時間、通
話時間なしを決定する等のために、関連付けられた搬送波の携帯電話記録を探し出し（ｍ
ｉｎｅｓ）、これらに対してプロファイルを構築する。アプリケーションは、携帯電話４
０６の利用を監視し、重要な、ユーザが選択したプロファイルからの逸脱等を識別する。
逸脱の識別時において、アプリケーションは事前決定されたアクションを開始し、例えば
、ヘルスケアシステム１０６ａ、医師システム１０６ｆ、および／または家族介護者シス
テム１０６ｇによって、医師および／または家族介護者に警告を伝達する。
【０２０７】
　処理の別の例は、集約されたデータ等の別のソースからのデータによるＩＥＭデータ２
００の分析である。集約されたデータは、種々のソースから収集され、種々のおよび／ま
たは複数のポイントで集約され、および／または種々のデバイスへ／から種々のチャネル
を介して伝達してもよい。
【０２０８】
　例えば、上記のように、電子断層撮影によって心臓のデータが導き出される。心臓のデ
ータは、パッチ受信機４００による等、直接または間接的に、携帯電話４０６等のハブ上
のソフトウェアアプリケーションへ伝達される。携帯電話４０６上のソフトウェアアプリ
ケーションは、錠剤摂取関連のデータ等のＩＥＭデータによって心臓のデータを集約し、
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グラフィカルユーザインターフェース（ＧＵＩ）を介して、種々のデータを表示する。
【０２０９】
　登録後、行動医学システムは、患者が適切な時間において薬剤を服用しなかったことを
確定する。携帯電話によって、患者に次の投薬時間の通知警告が送信される。警告を受信
すると、患者は、薬剤を時間通りに摂取し、これによって健康度センチネルに変更が生じ
る。
【０２１０】
　（２．３．６　インセンティブシステム）
　インセンティブシステムは、インセンティブを提供し、種々のプログラムによってリベ
ートを与える。インセンティブおよびリベートは、ＩＥＭデータに基づくか、または別様
に関連付けられる。ＩＥＭデータは、例えば、特定の基準／閾値／目標が明らかであるか
否かを決定するために、ＩＥＭデータシステム２０４を介して解析し得る。決定に基づい
て、基準／閾値／目標に関するまたは関連付けられたインセンティブが生成され得る。
【０２１１】
　図１１は、一実施形態に従う、インセンティブシステム２０４ｆを有する例示的なＩＥ
Ｍデータフレームワーク１０２を示す。ＩＥＭデータフレームワーク１０２は、さらに、
ＩＥＭデータ２００、およびここで携帯電話４０６として具現化して示されるハブを含む
。種々の側面において、インセンティブシステム２０４ｆは、１つ以上のＩＥＭデータシ
ステム２０４および／または１つ以上の商用システム１０６と相互運用し得るか、または
、別様に関連付けられ得る。
【０２１２】
　あるシナリオにおいて、患者の順守度が、薬剤治療および順守等の種々の患者パラメー
タに対して追跡される。それに従って、インセンティブが獲得され得る。例えば、患者５
０６は、医師の指示に従って薬剤を摂取する。摂取された薬剤および摂取時間を識別する
摂取情報の形態のＩＥＭデータ２００が、摂取デバイスを介して捕捉され、患者の携帯電
話４０６および行動医学システム２０４ｅに伝達される。行動医学システム２０４ｅは、
処方された投薬計画の患者５０６の順守を検証し、検証をインセンティブシステム２０４
ｆに送信する。インセンティブシステム２０４ｆは、ソフトウェア５０２およびデータベ
ース５０４を介して、薬剤に支払われる価格を決定し、リベートまたは費用に対する貸付
金額を発行する。例えば、リベートが発行されてもよく、リベートの量の金融取引が、金
融取引システム１０６ｅを介して患者の会計口座に支払われてもよい。
【０２１３】
　別の実施例において、リベートは、例えば、患者の処方薬剤の次の補充に対する貸付金
額によって、薬局システム１０６ｂを介して、患者に関連付けられた口座に伝達および適
用されてもよい。
【０２１４】
　別の実施例において、患者の血圧および体重を、薬剤摂取時に、ヘルスデバイス３００
ｃを介して捕捉し得る。上記のデータ捕捉のタイミングは、特定の時間に薬剤を服用する
ように患者に警告する通知システムを利用するソフトウェアによって同期され得る。摂取
確認等の摂取情報の受信時において、携帯電話４０６に関連付けられたソフトウェアは、
血圧および体重を決定するためにヘルスデバイス３００ｃを通信可能にトリガし、摂取情
報の形態のＩＥＭデータ２００とともに集約するために、携帯電話４０６にかかるデータ
を転送し得る。集約されたデータは、ソフトウェア５０２および／またはデータベース５
０４が、患者の体重および血圧が受容可能な事前決定された閾値に適合するか否かを決定
するように使用され得る、インセンティブシステム２０４ｆへ伝達されてもよい。例えば
、体重が受容可能な閾値を超える場合、インセンティブシステム２０４ｆは、近隣のヘル
スクラブ等におけるディスカウントメンバーシップのオファーの形態のインセンティブを
生成してもよい。オファーは、種々のデータパラメータ、および患者の地理的な位置等の
集団統計、減らすべき体重、個人に特化した患者の健康パラメータに基づく健康査定スコ
ア、参加しているヘルスクラブのリスト等を使用して構成してもよい。
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【０２１５】
　インセンティブは、例えば、患者の携帯電話５０６を介して、患者５０６に伝達しても
よい。
【０２１６】
　（２．３．７　個人向け商品／サービス）
　個人向け商品／サービスは、ＩＥＭデータで予測されたまたはＩＥＭデータに関する、
個人に特化した製品およびサービスを提供する。
【０２１７】
　図１２は、一実施形態に従う、個人向け商品／サービスシステム２０４ｇを有する例示
的なＩＥＭデータフレームワーク１０２を示す。ＩＥＭデータフレームワーク１０２は、
さらに、ＩＥＭデータ２００およびハブ２０２を含む。種々の側面において、商用製品／
サービスシステム２０４ｇは、例えば、パッチ受信機等のＩＥＭデータデバイスとして具
現化してもよい。種々の側面において、商用製品／サービスシステム２０４ｇは、１つ以
上のＩＥＭデータシステム２０４および／または１つ以上の商用システム１０６と相互運
用し得るか、別様に関連付けられ得る。
【０２１８】
　あるシナリオにおいて、商品／サービスシステム２０４ｇは、パッチ受信機等の消費者
が使いやすい受信機を含む。受信機は、種々のアクセサリを含み、種々のデザインを組み
込む。例えば、子供のパッチ受信機は、漫画のキャラクターのアップリケを含んでもよい
。ティーンエイジャーのパッチ受信機は、タトゥーのようなデザインの態様を含んでもよ
い。さらなる例は、例えば、イヤリング、臍リング、および他の装飾品手段等のアクセサ
リとして具現化された／統合されたＩＥＭデータ受信機を含む。
【０２１９】
　商用製品／サービスシステム２０４ｇは、さらに、商標の付いた、または「コミュニテ
ィ」に関連付けられた製品およびサービスを含む。
【０２２０】
　（２．３．８　自動課金システム）
　自動課金システムは、会計口座による支払いを受信、処理、および／または促進する。
自動課金システムに関連付けられた自動課金アプリケーションおよび／または金融機関シ
ステムは、請求書を生成し、口座保持者の情報、請求口座等を検証するためにシームレス
に相互運用する。支払い情報を反映するために明細書が更新される。処方箋、消耗品、個
人デバイスによる情報提供等のために、同様のアプリケーションが適用され得る。
【０２２１】
　図１３は、一実施形態に従う、自動課金システム２０４ｈを有する例示的なＩＥＭデー
タフレームワーク１０２を示す。ＩＥＭデータフレームワーク１０２は、さらに、ここで
ハンドヘルドデバイス４０２として具現して示される、ＩＥＭデータ２００およびハブを
含む。種々の側面において、自動課金システム２０４ｈは、１つ以上のＩＥＭデータシス
テム２０４および／または１つ以上の商用システム１０６と相互運用し得るか、または別
様に関連付けられ得る。
【０２２２】
　あるシナリオにおいて、患者５０６、医師、製薬会社等の種々の者は、さらなるビジネ
ス目標、ヘルスケア管理等のために、ＩＥＭデータ２００の情報フィード／患者集団デー
タに加入する。こうした者は、種々のデバイスを介して、情報フィード／アクセス集団デ
ータ等を受信し得る。例えば、患者５０６は、ソフトウェアエージェントを介して、患者
５０６のために表示された情報フィードのための請求書の形態で金融取引を生成してもよ
いか、ハンドヘルドデバイス４０２として具現化されたハブ２０２を介して、情報フィー
ドを受信してもよい。また、自動化された方法を介して、支払いを実行してもよい。
【０２２３】
　患者選択方法において、例えば、患者は、ハンドヘルドデバイス４０２で常駐するソフ
トウェアエージェントを介して、種々の支払いオプションを選択する。支払い取引が生成
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され、金融取引システム１０６ｅに伝達される。金融取引システム１０６ｅは、患者５０
６に関連付けられた口座に自動的に請求する。電子等のデジタルの請求書コピーと一緒に
、支払いの確認が、患者５０６の確認等のためにハンドヘルドデバイス４０２に常駐する
ソフトウェアエージェントに提供される。
【０２２４】
　自動化された方法において、例えば、料金および／または金融取引は、自動的に、事前
決定された基準で生成される。事前決定された基準は、例えば、情報フィードまたは他の
ソースに関連付けられた情報の送達、データ収集物へのアクセス、例えば、データベース
に格納された患者集団データ等を含む。患者は、ハンドヘルドデバイス４０２に常駐する
ソフトウェアエージェントを介して、種々の支払いオプションを選択し、支払い取引が生
成され、金融取引システム１０６ｅに伝達される。金融取引システム１０６ｅは、患者５
０６に関連付けられた口座に自動的に請求する。請求書のデジタルコピーと一緒に、支払
いの確認が、患者５０６の確認等のために、ハンドヘルドデバイス４０２に常駐するソフ
トウェアエージェントに提供される。例えば、医療従事者は、ヘルスケアシステム１０６
ａを介して、意思決定支援システム２０４ｂに格納された患者集団データにアクセスして
もよい。意思決定支援システム２０４ｂのソフトウェアは、アクセスについて課金する者
を識別するために、自動課金システム２０４ｈのソフトウェア５０２およびデータベース
５０４とともに動作してもよい。識別の際に、自動課金システム２０４ｈは、上記のチャ
ネルのうちの１つ以上を介したアクセスのための料金および／または金融取引を自動的に
生成してもよい。
【０２２５】
　（２．３．９　追跡システム）
　追跡システムは、製品の移動データを追跡および統合する。一実施例において、摂取的
デバイスのライフサイクルは、製造から出荷まで、薬局在庫、患者への送達、摂取および
排除を追跡されてもよい。
【０２２６】
　図１４は、一実施形態に従う、追跡システム２０４ｉを有する例示的なＩＥＭデータフ
レームワーク１０２を示す。ＩＥＭデータフレームワーク１０２は、さらに、ＩＥＭデー
タ２００および、スキャナ１４０２としてここで具現化されて示されるハブを含む。種々
の側面において、追跡システム２０４ｉは、１つ以上のＩＥＭデータシステム２０４およ
び／または１つ以上の商用システム１０６と相互運用し得るか、または別様に関連付けら
れ得る。
【０２２７】
　あるシナリオにおいて、製薬メーカーは、そこにＩＥＭシステムデバイスを有する特定
の薬剤として、摂取的デバイス３０２ａを生成する。ＩＥＭシステムデバイスは、薬剤識
別、バッチ番号、ロット番号、およびメーカー識別等の種々のＩＥＭデータ２００を含む
。スキャナ１４０２は、摂取的デバイス３０２ａをスキャンおよびそれに関連付けられた
ＩＥＭデータ２００を捕捉するために、種々の時間／位置で利用され得る。次いで、ＩＥ
Ｍデータ２００は、例えば、追跡システム２０４ｉのソフトウェア５０２およびデータベ
ース５０４によって格納、処理等され得る。例えば、ＩＥＭデータ２００は、出荷時点に
おいて、および薬局によって受信された際に、在庫コントロール、配信インテグリティ、
および制限付き薬物のための流通管理等を確実にするために、スキャナによって読み込ま
れてもよい。
【０２２８】
　規制の順守等を決定するために、例えば、規制機関システム１０６ｉによって追跡情報
を使用してもよい。
【０２２９】
　（２．３．１０　禁止システム）
　禁止システムは、禁止プログラムを追跡、調整および支援する。禁止プログラムは、例
えば、薬物の識別に関するプログラムおよび、許可を与えられた人員（ｓｗｏｒｎ　ｐｅ
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ｒｓｏｎｎｅｌ）による利用検知、検索および差し押さえアクティビティ等を含む。
【０２３０】
　図１５は、一実施形態に従う、禁止システム２０４ｊを有する例示的なＩＥＭデータフ
レームワーク１０２を示す。ＩＥＭデータフレームワーク１０２は、さらに、ＩＥＭデー
タ２００および、スキャナ１４０２として具現化されて、ここに示されるハブを含む。種
々の側面において、禁止システム２０４ｊは、１つ以上のＩＥＭデータシステム２０４お
よび／または１つ以上の商用システム１０６と相互運用し得るか、または、別様に関連付
けられ得る。
【０２３１】
　あるシナリオにおいて、製薬メーカーは、そこにＩＥＭシステムデバイスを有する特定
の薬剤等の摂取的デバイス３０２ａを生成する。ＩＥＭシステムデバイスは、薬剤の識別
、バッチ番号、ロット番号、およびメーカー識別等の種々のＩＥＭデータ２００を含む。
スキャナ１４０２は、摂取的デバイス３０２ａをスキャンし、そこに関連付けられたＩＥ
Ｍデータ２００を捕捉するために、種々の時間／位置で利用され得る。ＩＥＭデータ２０
０は、例えば、禁止システム２０４ｊのソフトウェア５０２およびデータベース５０４に
伝達されて得、ここでは、種々の規制および実施機能を促進し、不明な規制物質を配置し
、禁制品を阻止し、不明な物質を識別し、媒体および規制アクティビティを別様に支持す
るために、ＩＥＭデータ２００は、規制機関システム１０６ｉによってアクセスされ、ま
た、これに伝達されてもよい。
【０２３２】
　種々の側面において、ＩＥＭデータ２００を、処理、格納等のために、例えば、禁止シ
ステム２０４ｊへ／から、追跡システム２０４ｉから／へ伝達してもよい。例えば、ＩＥ
Ｍデータ２００は、出荷時にスキャナに読み込まれてもよく、また、在庫コントロール、
配信インテグリティ、および制限付きの薬物のための流通過程の管理等を確実にするため
に、薬局によって読み込まれてもよい。スキャンされた（読み込まれた）ＩＥＭデータ２
００は、確実に出荷を完了し、種々の権限によって出荷を追跡する等のために、禁止シス
テム２０４ｊおよび追跡システム２０４ｉの間で調整されてもよい。一実施例において、
識別子データ、出荷データ、患者情報、受信者情報、および商用アクティビティ等のＩＥ
Ｍデータ２００は、禁制品を阻止し、別様に各機関および規制アクティビティを支援する
ために、追跡および調整される。
【０２３３】
　（２．３．１１　加入システム）
　加入システムは、ＩＥＭデータ収集システム等の種々のＩＲ情報フィードおよびデータ
／知識収集への加入を可能にする。例えば、患者は、種々のデータソースを集約し、加入
者の要件に基づいて統合された個人に特化した情報にデータを融合する、ＩＥＭデータ情
報フィードおよび／またはＩＥＭデータ収集に加入する。情報の融合物は、例えば、個人
向けの投薬計画および警告アプリケーション、個人のソーシャルコミュニティ情報、音楽
等を含んでもよい。情報は、例えば、反復的に、請求モデルの単一の時点で、自動的に課
金されてもよい。エージェントは、携帯電話の標準的なアプリケーション等の埋め込みデ
バイスの一部として提供されてもよい。
【０２３４】
　図１６は、一実施形態に従う、加入システム２０４ｋを有する例示的なＩＥＭデータフ
レームワーク１０２を示す。ＩＥＭデータフレームワーク１０２は、さらに、ＩＥＭデー
タ２００および、ここで携帯電話４０６として具現化されて示されるハブを含む。種々の
側面において、加入システム２０４ｋは、１つ以上のＩＥＭデータシステム２０４および
／または１つ以上の商用システム１０６と相互運用し得るか、または、別様に関連付けら
れ得る。
【０２３５】
　あるシナリオにおいて、患者５０６は、以降に詳細に記載される種々の情報フィードお
よび／またはＩＥＭデータ収集に加入する。情報フィードは、ウェブサイト、ブログ等の
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種々のソースから生成または配信される種々のトピックの、例えば、構成されたおよび構
成されていない情報を含む。ＩＥＭデータ収集は、ＩＥＭデータを有する記憶レポジトリ
を含む。記憶レポジトリは、加入システム２０４ｋに統合されるか、または加入システム
２０４ｋからリモートである等で関連付けられ得る。例えば、ＩＥＭデータ収集は、加入
システム２０４ｋのデータベース５０４に、部分的または全体的に常駐してもよい。
【０２３６】
　あるシナリオにおいて、ＩＥＭデータ２００が、加入者のデバイス等の加入者への加入
ソースから伝達される。加入ソースは、例えば、加入システム２０４ｋのデータベース５
０４等のＩＥＭデータシステム２０４、フィードバックループシステム２０４ａ、患者ツ
ール２０４ｄ、および意思決定支援システム２０４ｂ、オンライン医療およびビジネス情
報／ニュースフィードソース等の商用システム１０６ｂ、ヘルスケアシステム１０６ａ、
および、患者５０６、ハブに関連付けられたデバイス等の他のソースを含む。加入者は、
例えば、人、グループ、またはデータベース等のリソース、コンピュータシステム、サー
バ、ネットワーク等を含む。
【０２３７】
　種々の側面において、加入サービスは、例えば、ハブ上に常駐するソフトウェアエージ
ェントまたはヘルスケアシステム１０６ａ等のローカルまたはリモートシステムとの通信
を介して、開始してもよい。
【０２３８】
　種々の側面において、加入サービスは、例えば、加入システム２０４ｋおよび金融取引
システム１０６ｅを介して、課金および支払いされてもよい。
【０２３９】
　種々の側面において、加入ニュースフィード／データは、単一のまたは複数のニュース
フィードに組み合わせまたは統合されてもよく、例えば、加入システム２０４ｋのソフト
ウェア５０２および／またはデータベース５０４が、データ集約等を可能にしてもよい。
【０２４０】
　例えば、患者５０６は、１つ以上が加入システム２０４ｋを介してＩＥＭデータ２００
を有するヘルスケアニュースフィードおよび薬局ニュースフィードに加入する。患者は、
携帯電話４０６としてここで例示的に具現化されている、ハブに常駐するソフトウェアエ
ージェント等のアプリケーションを選択することによって加入する。患者が加入オプショ
ンを選択すると、ソフトウェア５０２およびデータベース５０４を介して、注文を確認、
処理、格納、および課金する加入システム２０４ｋに注文が伝達される。例えば、請求書
情報を、加入者の口座に関連付けられた金融取引システム１０６ｅに伝達することにより
、加入者の会計口座に自動的に請求されてもよい。請求の確認が、金融取引システム１０
６ｅから、加入システム２０４ｋおよび／または携帯電話４０６を介して、加入者へと伝
達されてもよい。
【０２４１】
　加入パラメータに基づいて、加入システム２０４ｋは、ヘルスケアニュースフィード情
報および薬局ニュースフィード情報を受信する。加入システムのソフトウェア５０２は、
データベース５０４の患者５０６の加入者データを、心臓治療のために薬剤処方された患
者等の薬局ニュースフィードに見られる加入者データと比較する。比較に基づいて、ソフ
トウェア５０２は、加入者に関連する薬局ニュースフィードのデータを分割し、関連する
データをヘルスケアニュースフィード情報に組み合わせ、組み合わせられたニュースフィ
ード情報を、アクセスおよび表示できるように携帯電話４０６に伝達する。
【０２４２】
　（２．３．１２　ＩＥＭデータ収集システム）
　ＩＥＭデータ収集システムは、ＩＥＭデータへのアクセス／格納を提供／促進する。Ｉ
ＥＭデータの例は、患者集団データおよび電子医療記録を含む。種々の側面において、Ｉ
ＥＭデータ収集は、ＩＥＭデータの収集、管理、操作、格納、伝達、および課金に関連す
る機能性を含んでもよい。
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【０２４３】
　図１７は、一実施形態に従う、ＩＥＭデータ収集システム２０４ｌを有する例示的なＩ
ＥＭデータフレームワーク１０２を示す。ＩＥＭデータフレームワーク１０２は、さらに
、ＩＥＭデータ２００および、ハンドヘルドデバイス４０２としてここで具現化されて示
されているハブを含む。種々の側面において、ＩＥＭデータ収集システム２０４ｌは、１
つ以上のＩＥＭデータシステム２０４および／または１つ以上の商用システム１０６と相
互運用し得るか、または別様に関連付けられ得る。
【０２４４】
　あるシナリオにおいて、匿名の経験的な患者データ等の患者集団データは、ＩＥＭデー
タ収集システム２０４ｌのデータベース５０４等の１つ以上のレポジトリに格納される。
患者集団データは、１人以上の患者５０６に関連付けられたＩＥＭデータ２００、行動医
学システム２０４ｅ、加入システム２０４ｋ、患者ツール２０４ｄ等のＩＥＭデータシス
テム２０４、および商用システム等のヘルスケアシステム１０６ａ、製薬システム１０６
ｃ、大学システム１０６ｄ等、種々のソースから受信されてもよい。
【０２４５】
　種々の側面において、ＩＥＭデータ収集システム２０４ｌは、ＩＥＭデータ収集システ
ム２０４ｌのサーバ５００のデータベース５０４等、単一の物理的および／または論理位
置で一本化されてもよく、または、商用システム１０６に関連付けられた、複数のＩＥＭ
データシステム２０４にリモートで分散された等、２つ以上のシステムまたは位置にわた
って分散、および／または、ＩＥＭデータ収集システム２０４ｌおよび他のシステム／位
置の間に分散されてもよい。
【０２４６】
　複数プロファイルユーザは、ＩＥＭデータ収集システム２０４ｌに、アクセス、利用、
および／または貢献してもよい。複数プロファイルユーザは、例えば、アクセス、利用、
および／または貢献のための種々の方法／デバイスを使用する、個人またはグループを含
む。複数プロファイルユーザの例は、患者５０６、家族および家族介護者、専門家、研究
者、企業等を含む。方法／デバイスは、携帯電話、基地局、ハンドヘルドデバイス等のハ
ブデバイス、さらに、ＩＥＭデータシステムに関連付けられたシステムコンポーネントお
よび、大学ネットワークに関連付けられたラップトップコンピュータ、家族介護者システ
ム１０６ｇに関連付けられたデスクトップコンピュータ等の商用システムを含む。
【０２４７】
　上記の説明の続きとして、研究者は、大学システム１０６ｄを使用して、インターネッ
ト等を介してＩＥＭデータ収集システム２０４ｌにアクセスし、患者集団データに対して
クエリを送信し、種々のデータを抽出する。
【０２４８】
　種々の側面において、ＩＥＭデータ収集システム２０４ｌは、会計、医療、および他の
機密情報についての機密保持、認証、および検証メカニズムを含む。例えば、ソフトウェ
ア５０２は、ユーザを認証してもよい。ソフトウェア５０２は、事前決定された機密閾値
が確実に適合するように、データを浄化／検証してもよい。
【０２４９】
　（２．３．１３　承認システム）
　承認システムは、通知された承認の決定を可能にするために、種々のデータを集約およ
び／または分析する。
【０２５０】
　図１８は、一実施形態に従う、承認システム２０４ｍを有する例示的なＩＥＭデータフ
レームワーク１０２を示す。ＩＥＭデータフレームワーク１０２は、さらに、ＩＥＭデー
タ２００、ハンドヘルドデバイス４０２として具現化してここで示されるハブ、および関
連付けられたインテリジェントな錠剤ディスペンサ１８０２を含む。種々の側面において
、承認システム２０４ｍは、１つ以上のＩＥＭデータシステム２０４および／または１つ
以上の商用システム１０６と相互運用し得、または、別様に関連付けられ得る。
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【０２５１】
　あるシナリオにおいて、患者５０６は、マイクロチップおよび通信機能を有する錠剤デ
ィスペンサ等のインテリジェント錠剤ディスペンサ１８０２を開く。患者５０６は、イン
テリジェント錠剤ディスペンサ１８０２からＩＥＭシステムを有する錠剤を除去する。イ
ンテリジェントな錠剤ディスペンサ１８０２は、そのマイクロチップを介して、錠剤の除
去を感知し、患者５０６が錠剤を摂取したというＩＥＭシステムからの信号を受信し、残
りの量を決定する。残りの数量が事前決定された閾値量よりも少ない場合に、インテリジ
ェントな錠剤ディスペンサ１８０２は、承認システム２０４ｍへ、補充リクエストを伝達
する。承認システム２０４ｍは、例えば、ソフトウェア５０２およびデータベース５０４
を介して、患者名、処方の識別、薬剤摂取の検証、補充タイミング等の患者５０６に関連
付けられた情報を検証する。承認システム２０４ｍは、例えば、情報を取得／検証するた
めに、種々のＩＥＭデータシステム２０４および／または商用システム１０６と相互運用
してもよく、通信してもよい。例えば、承認システム２０４ｍに提供される／常駐するデ
ータは、ヘルスケアシステム１０６の医療記録、承認システム２０４ｍによって承認され
た補充リクエスト、および薬局システム１０６ｂに伝達される補充で調整されてもよい。
【０２５２】
　（２．３．１４　予測システム）
　予測システムは、データを集約し、および／または、予測情報を導き出す／生成するた
めに、集約されたデータ／データ収集の分析を促進する。
【０２５３】
　図１９は、一実施形態に従う、予測システム２０４ｎを有する例示的なＩＥＭデータフ
レームワーク１０２を示す。ＩＥＭデータフレームワーク１０２は、さらに、ＩＥＭデー
タ２００および、基地局４０４としてここで具現化されて示されるハブを含む。種々の側
面において、予測システム２０４ｎは、１つ以上のＩＥＭデータシステム２０４および／
または１つ以上の商用システム１０６と相互運用し得、または別様に関連付けられ得る。
【０２５４】
　あるシナリオにおいて、例えば、ＩＥＭデータ２００は、患者５０６ａ－ｃに関連付け
られた摂取的デバイスから、基地局４０４によって受信される。基地局４０４は、ＩＥＭ
データ２００を匿名化し、患者集団データによって匿名のＩＥＭデータ２００を集約する
ＩＥＭデータ収集システム２０４ｌへＩＥＭデータ２００を伝達する。
【０２５５】
　ＩＥＭデータ収集システム２０４ｌは、患者集団データの全てまたは一部を予測システ
ム２０４ｎへ伝達し、ここで、１つ以上のアプリケーション等のソフトウェア５０２は、
事前決定された要件、目的等に従って、種々の統計、結論、予測等を導き出すために、患
者集団データを処理する。例えば、ソフトウェア５０２は、患者集団データを処理して、
投薬計画の全体的な有効性を決定し、全体的な有効性の調査結果に基づいて、患者の投薬
を予測するために、投薬計画の順守に対して、服用された薬剤に対する事前決定された期
間における、血圧等の種々のデータの読み取り値を相関付ける。
【０２５６】
　薬局システム１０６ｅを使用する分析者、規制機関システム１０６ｉを使用するエージ
ェント、および大学システム１０６ｄを使用する研究者等の複数のプロファイル者は、予
測システム２０４ｎにアクセスする。複数のプロファイル者は、患者集団データに対して
分析および予測アプリケーションを実行し、予測システム２０４ｎに関連して利用可能な
種々の予測データにアクセスするために、ソフトウェア５０２等の種々のツールを利用す
る。
【０２５７】
　（２．３．１５　財務システム）
　財務システムは、ＩＥＭデータに関連付けられた金融取引を支援および可能にする。種
々の側面において、財務システムは、既存の自動化された銀行システムおよびネットワー
ク等に通信可能に相互運用可能である。
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【０２５８】
　図２０は、一実施形態に従う、財務システム２０４ｏを有する例示的なＩＥＭデータフ
レームワーク１０２を示す。ＩＥＭデータフレームワーク１０２は、さらに、ＩＥＭデー
タ２００および、携帯電話４０６としてここで具現化されて示されるハブを含む。種々の
側面において、財務システム２０４ｏは、１つ以上のＩＥＭデータシステム２０４および
／または１つ以上の商用システム１０６と相互運用し得るか、または、別様に関連付けら
れ得る。
【０２５９】
　あるシナリオにおいて、患者５０６は、携帯電話４０６によって、加入システム２０４
ｋからのニュースフィードサービス等の製品／サービスの注文を行う。加入システム２０
４ｋは、そのソフトウェアによって、財務システム２０４ｏと相互運用する。加入システ
ム２０４ｋは、例えば、口座番号および加入情報等の暗号化された患者の会計情報を安全
に伝達する。財務システム２０４ｏは、患者情報を認証して、患者の口座への請求を行う
、および、例えば、携帯電話４０６によって、患者５０６へ請求情報／確認を提供するた
めに、金融取引システム１０６ｅ等の商用システム１０６等によって、患者の金融機関と
安全に相互運用する。
【０２６０】
　（２．３．１６　ＩＥＭデータ電話）
　ＩＥＭデータ電話は、ＩＥＭデータ関連アプリケーションを有効にする。例えば、アプ
リケーションは、錠剤投薬計画スケジューリングアプリケーション、警告通知アプリケー
ション、薬剤アプリケーションの自動補充、患者ツールアプリケーション、ソーシャルネ
ットワーキングアプリケーション、インセンティブトラッカーアプリケーション、自動課
金アプリケーション、加入アプリケーション、承認アプリケーション、および金融取引ア
プリケーションを含む。アプリケーションは、統合、関連付け、または互いに独立してい
てもよい。アプリケーションは、さらに、ＩＥＭデータ電話でメーカーがインストール可
能、卸売業者、小売業者、ユーザ等によってダウンロード可能または別様にインストール
可能であってもよい。インストールは、他のソフトウェア、製品等とは独立していてもよ
い、または、バンドルされていてもよい。種々の側面において、アプリケーションは、ユ
ーザで設定可能、ダウンロード可能、アップグレード可能等であってもよい。
【０２６１】
　種々の側面において、ＩＥＭデータ電話および／またはそのアプリケーションは、共通
グラフィカルユーザインターフェース（ＧＵＩ）等の共通の特徴、ブランド設定、すなわ
ち、名前、ロゴ、スローガン、デザイン方式等として具現化される具体的なシンボル等の
経済的生産者を表す画像およびアイデアの集合を共有してもよい。ＩＥＭデータ電話は、
さらに、インターネットおよび携帯電話等の種々の接続方式を含んでもよく、マルチメデ
ィア機能を提供してもよく、種々のハードウェアおよびソフトウェアの設定を具現化して
もよい。ＩＥＭデータ電話は、携帯電話４０６、ハンドヘルドデバイス４０２等の種々の
デバイスで具現化されてもよい。
【０２６２】
　図２１は、一実施形態に従う、ＩＥＭデータ電話２０４ｐを有する例示的なＩＥＭデー
タフレームワーク１０２を示す。ＩＥＭデータ電話２０４ｐは、例えば、ハブとして機能
してもよい。ＩＥＭデータフレームワーク１０２は、さらに、ＩＥＭデータ２００を含む
。種々の側面において、ＩＥＭデータ電話２０４ｐは、、１つ以上のＩＥＭデータシステ
ム２０４および／または１つ以上の商用システム１０６に別様に関連付けられてもよい。
【０２６３】
　あるシナリオにおいて、ＩＥＭデータ電話２０４ｐは、錠剤投薬計画スケジューリング
、警告通知、自動補充、患者ツール、ソーシャルネットワーキング、インセンティブトラ
ッカー、自動課金、加入、承認、および会計アプリケーション等のブランド設定されたア
プリケーションの製品ライン等、ソフトウェア５０２を含む。
【０２６４】
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　錠剤投薬計画スケジューリングアプリケーションは、投薬計画の禁忌および相互作用を
、受容、調整、カレンダー設定および管理してもよい。例えば、患者５０６は、薬剤名お
よび投薬量を含む、１つ以上の処方に関する情報を入力してもよい。錠剤投薬計画スケジ
ューリングアプリケーションは、データベース５０４、または薬局１０６ｂ等のその他の
場所等、ＩＥＭデータ電話２０４ｐに格納された既存の情報に対し、入力情報をチェック
してもよい。錠剤投薬計画スケジューリングアプリケーションは、禁忌である薬剤、副作
用、予備的指示に関する情報を提供してもよい。錠剤投薬計画スケジューリングアプリケ
ーションは、投薬情報をカレンダー入力してもよく、薬剤を摂取するように患者に警告す
る、適切な時間に生成された通知等の警告を生成してもよい。警告は、音声によるもの、
視覚によるもの、電子メール、テキストメッセージ等にしてもよく、警告通知アプリケー
ションに統合するか、またはこれから独立していてもよい。
【０２６５】
　警告通知アプリケーションは、ＩＥＭデータ２００を含むスケジューリングに関連付け
られた種々のデータを受容またはアクセスしてもよく、また、適切な時間に警告を生成し
てもよい。警告は、音声によるもの、視覚によるもの、電子メール、テキストメッセージ
等にしてもよく、警告通知アプリケーションに統合するか、またはこれから独立していて
もよい。警告アプリケーションは、警告の種類、警告の反復、反復の間隔、警告の受信機
等、ユーザで設定可能であってもよい。警告は、患者、家族介護者、友人等の種々のデバ
イスに関連付けられてもよい。一実施例において、患者５０６は、ＩＥＭデータ電話２０
４ｐ、ハンドヘルドデバイス４０２、基地局４０４、携帯電話４０６等のユーザのデバイ
スに送信される通知をスケジュールしてもよい。
【０２６６】
　警告通知アプリケーションは、他のアプリケーション／システムに統合されてもよい。
ＩＥＭシステムは、例えば、薬剤摂取事象を検知してもよい、ＩＥＭデータ電話２０４ｐ
を介して、警告通知アプリケーションへ、薬剤摂取事象に関連付けられたＩＥＭデータ２
００を伝達してもよい、患者５０６に関連付けられる。警告通知アプリケーションは、錠
剤投薬計画スケジューリングアプリケーションと相互運用してもよく、また、摂取された
薬剤は、それを摂取された人に実際に処方された、摂取された薬剤が、正しい投薬量で摂
取された、摂取された薬剤が、処方された時間間隔で摂取された等、種々のチェックを実
行してもよい。
【０２６７】
　警告通知アプリケーションが警告、通知等を生成するか否か／生成した時間を決定する
ために、事前決定された基準を使用してもよい。上記の説明の続きとして、摂取された薬
剤が、それを摂取する人のために処方されていない、または間違った投薬量が摂取された
という決定がなされた際に、警告通知システムは、家族介護者システム１０６ｇに関連付
けられた携帯電話へのテキストメッセージの形態の警告、ヘルスケアシステム１０６ａお
よび医師システム１０６ｆへの電子メール／テキストメッセージの形態の警告等、事前決
定された送信先への警告を生成する。処方されていない薬剤の摂取、多すぎる投薬量等、
事象が重要であると判断される場合には、警告通知アプリケーションが、９１１への通話
等、緊急アシスタンスシステムに、ＩＥＭデータ電話２０４ｐから通話してもよい。通話
（事前に録音されたオーディオ、テキストメッセージ等）は、患者の名前、緊急事態の性
質、摂取の詳細、医師および家族介護者の情報、および薬剤を摂取した人の物理的位置等
の情報を含んでもよい。
【０２６８】
　自動補充アプリケーションは、例えば、薬局システム１０６ｂ等の相互運用を介して、
処方薬剤の自動的な補充を促進してもよい。
【０２６９】
　患者ツールアプリケーションが、ＩＥＭデータ電話２０４ｐに提供されてもよい、また
はこれからアクセス可能でもよい。例えば、食事内容および生理学的な症状を追跡するた
めのソフトウェアツールは、食物の摂取および症状のユーザ入力、デバイスに関連付けら
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れた生理学的なパラメータ等の血圧、心拍等の収集、データの修正／分析、および修正／
分析に基づくフィードバックを促進してもよい。患者ツールアプリケーションは、ＩＥＭ
データ電話２０４ｐ、ＩＥＭデータシステム２０４、および／または商用システム１０６
での表示のためのフィードバック等のデータを提供してもよい。
【０２７０】
　ソーシャルネットワーキングアプリケーションは、ソーシャルネットワーキング機能性
を促進してもよい。例えば、ソーシャルネットワーキングアプリケーションは、種々のソ
ーシャルネットワークの選択されたプロファイルへの種々のリンクを保持し、プロファイ
ルへの更新等の選択されたプロファイルに関するデータを受信し、メッセージングおよび
他の通信を促進し、ユーザのプロファイル等を更新し、ＩＥＭデータシステム２０４、お
よび／または、患者ツール／ソーシャルネットワーク２０４ｄおよびウェブコミュニティ
１０６ｈ等の商用システム１０６と通信してもよい。
【０２７１】
　インセンティブトラッカーアプリケーションは、インセンティブ情報の収集、管理、追
跡、更新等をしてもよい。例えば、インセンティブトラッカーアプリケーションは、患者
リベート等のインセンティブの適格性を決定するために、ＩＥＭデータ収集システム２０
４ｌおよび卸売業者／小売業者システム１０６ｊに関連付けられたデータを調整してもよ
い。インセンティブトラッカーアプリケーションは、さらに、種々の報奨システムのポイ
ントを集計し、患者５０６にマイルストーン、目標、インセンティブの賞金等を通知して
もよい。
【０２７２】
　自動課金アプリケーションは、種々の取引の課金を促進してもよい。自動課金アプリケ
ーションは、薬局システム等を介した自動補充のための課金等のＩＥＭデータシステム２
０４および／または商用システム１０６を含む、種々のアプリケーション／システムと相
互運用してもよい。
【０２７３】
　加入アプリケーションは、注文、受信、ニュースフィード等の種々の加入の管理、加入
ベースの種々のデータ収集へのアクセス等を促進する。加入アプリケーションは、ＩＥＭ
データシステム２０４および／または、加入システム２０４ｋ、ＩＥＭデータ収集システ
ム２０４ｌ等の商用システム１０６を含む、種々のアプリケーション／システムと相互運
用してもよい。
【０２７４】
　承認アプリケーションは、通知された承認決定を可能にするために、種々のデータソー
スを集約および／または分析する。承認アプリケーションは、ＩＥＭデータシステム２０
４および／または、自動補充システム２０４ｃ、加入システム２０４ｆ、財務システム２
０４ｏ、薬局システム１０６ｂ、卸売業者／小売業者システム１０６ｊ等の商用システム
１０６を含む種々のアプリケーション／システムと相互運用してもよい。
【０２７５】
　会計アプリケーションは、ＩＥＭデータ２００に関連付けられた金融取引を支援および
可能にする。会計アプリケーションは、ＩＥＭデータシステム２０４および／または、自
動補充システム２０４ｃ、インセンティブシステム２０４ｆ、加入システム２０４ｋ、承
認システム２０４ｍ、財務システム２０４ｏ、薬局システム１０６ｂ、卸売業者／小売業
者システム１０６ｊ等の商用システム１０６を含む、種々のアプリケーション／システム
と相互運用してもよい。
【０２７６】
　（２．３．１７　ソーシャルネットワークシステム）
　ソーシャルネットワークは、個人または組織によってアクセスされるウェブサイト等の
コンポーネント等、１つ以上のノードで作成される社会構造である。ソーシャルネットワ
ークは、一般的には、伝染病、治療上の投薬計画、ヘルスケア管理等の１つ以上の特定の
種類の相互依存性に関連しており、このため、そうでなければ関係を持つことのない、相
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互依存性に共通の関心を有する個人およびグループの関心を捉え得る。ソーシャルネット
ワークは、家族介護者、患者、医療状態等の種々のコミュニティについて構築されてもよ
い。
【０２７７】
　ソーシャルネットワークの一例は、プロバイダおよび事例的なデータの両方に基づく、
特定の医療条件、治療、薬剤、投薬計画、および副作用に関する情報を提供する患者情報
コミュニティである。かかるデータの利用可能性は、ベンチマークのようなサービスを提
供してもよい、例えば、同じ条件、同様の治療等を行っている他の個人との、個人の病状
の進展の比較および対照によって、治療法および行動の個人的な進展および調整の自己査
定を行うことが容易になる。
【０２７８】
　図２２は、一実施形態に従う、ソーシャルネットワークシステム２０４ｑを有する例示
的なＩＥＭデータフレームワーク１０２を示す。ＩＥＭデータフレームワーク１０２は、
さらに、ＩＥＭデータ２００および、基地局４０４としてここで具現化されて示されるハ
ブを含む。種々の側面において、ソーシャルネットワークシステム２０４ｑは、１つ以上
のＩＥＭデータシステム２０４および／または１つ以上の商用システム１０６にと相互運
用し得、または別様に関連付けられ得る。
【０２７９】
　あるシナリオにおいて、患者５０６は、心臓の症状を持っている。患者５０６は、ソフ
トウェア５０２を有するサーバ５００およびＩＥＭデータ２００を有するデータベース５
０４として具現化されてもよい、ソーシャルネットワークシステム２０４ｑにアクセスす
る。患者５０６は、例えば、基地局４０４を介してソーシャルネットワークシステム２０
４ｑにアクセスしてもよい。患者５０６ａは、データベース５０４を、患者５０６の心臓
の症状と同様の心臓の症状を有する患者プロファイルを検索する。ソーシャルネットワー
クシステム２０４ｑは、同様の症状を有する患者の複数のプロファイルを提供する。プロ
ファイルは、各患者等の薬剤治療法、個人的行動履歴に適正な種々のデータ等を含む。患
者５０６は、薬剤治療法、薬剤治療法順守、およびプロファイルにリストされる行動の比
較をリクエストする。ソーシャルネットワークシステム２０４ｑは、グラフィカルディス
プレイの形態のリクエストされた比較データを提供する。ディスプレイから、患者５０６
は、最も好ましい治療結果を有するプロファイルを決定することができる。かかるプロフ
ァイルから、患者５０６および／またはソーシャルネットワークシステム２０４ｑは、薬
剤、薬剤治療法順守、行動等の間の差を分析し、最も好ましい治療結果を有するプロファ
イルの相互依存性に対応する。分析は、種々のエリアで見られる差と対照をなしてもよく
、さらに、分析に基づいて、患者５０６が調整したいおよび特に調整したい領域等におい
て、規範的なアドバイスを生成してもよい。患者５０６は、規範的なアドバイスを採用し
てもよく、すなわち、それに従って、個人的結果を改善するように調整する。さらに、患
者５０６は、追跡個人的改善のために、さらに、他の個人による目的のベンチマークのた
めに、将来使用してもよい調整データによって、ソーシャルネットワークシステム２０４
ｑを更新してもよい。種々の側面において、ソーシャルネットワークシステム２０４ｑは
、十代のコミュニティ、ビジネスコミュニティ等の他のウェブコミュニティ１０６ｈに通
信可能に関連付けられてもよい。
【０２８０】
　（３．０　ＩＥＭデータフレームワーク方法）
　一側面は、例えば、複数の摂取された事象マーカから生じる摂取事象データの、ハブを
介した受信、および、ハブを介した、摂取型事象マーカデータの少なくとも一部分の、少
なくとも１つの摂取型事象マーカデータシステムへの伝達を含む。
【０２８１】
　（４．０　ＩＥＭデータフレームワーク物品）
　一側面は、例えば、コンピューティングプラットフォームによって実行される場合に、
指示を有する記憶媒体を含み、これにより、複数の摂取された事象マーカから生じる摂取
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事象データの、ハブを介した受信、および、ハブを介した、摂取型事象マーカデータのう
ちの少なくとも一部分の、少なくとも１つの摂取型事象マーカデータシステムへの伝達を
含む、摂取型事象マーカデータを利用する方法が実行される。
【０２８２】
　（５．０　ＩＥＭデータフレームワークシステム）
　一側面は、例えば、ハブを介して、複数の摂取された事象マーカから生じる摂取事象デ
ータを受信するための受信モジュール、および、ハブを介して、摂取型事象マーカデータ
のうちの少なくとも一部分を、少なくとも１つの摂取型事象マーカデータシステムに伝達
するための通信モジュールを含む。
【０２８３】
　さらに、本明細書に開示される実施形態のいずれかは、データ処理システムで実行され
てもよい。例えば、図表システムは、例えば、一実施形態に従う、プロセッサ、メインメ
モリ、静的メモリ、バス、動画ディスプレイ、英数字入力デバイス、カーソル制御デバイ
ス、ドライブユニット、信号生成デバイス、ネットワークインターフェースデバイス、機
械可読媒体、指示およびネットワークを含む。
【０２８４】
　図表システムは、本明細書に開示される１つ以上の動作が実行されてもよい個人的コン
ピュータおよび／またはデータ処理システムを示してもよい。プロセッサは、マイクロプ
ロセッサ、ステートマシン、特定用途向け集積回路、フィールドプログラム可能なゲート
アレイ等であってもよい。メインメモリは、動的ランダムアクセスメモリおよび／または
コンピュータシステムの一次メモリにしてもよい。静的メモリは、ハードドライブ、フラ
ッシュドライブ、および／またはデータ処理システムに関連付けられた他のメモリ情報に
してもよい。
【０２８５】
　バスは、データ処理システムの種々の回路および／または構造の間の相互接続であって
もよい。動画ディスプレイは、データ処理システムの情報のグラフィカル表示を提供して
もよい。英数字入力デバイスは、物理的に難しいものを補助するための特別なデバイス等
のキーパッド、キーボードおよび／または任意の他のテキスト入力デバイスにしてもよい
。カーソル制御デバイスは、マウス等のポインティングデバイスであってもよい。ドライ
ブユニットは、ハードドライブ、記憶装置システム、および／または他のより長期の記憶
装置サブシステムであってもよい。信号生成デバイスは、データ処理システムのビオスお
よび／または機能的なオペレーティングシステムであってもよい。ネットワークインター
フェースデバイスは、インターフェース機能等のコード転換、プロトコル変換および／ま
たはネットワークへ／およびネットワークからの通信に必要なバッファリングを実行し得
るデバイスであってもよい。機械可読媒体は、本明細書で開示された方法のいずれかが、
実行してもよい、指示を提供してもよい。指示は、本明細書で開示される任意の１つ以上
の動作を有効にするために、プロセッサへ、ソースコードおよび／またはデータコードを
提供してもよい。
【０２８６】
　本実施形態は、特定の例実施形態を参照して記載されているが、種々の実施形態のより
広い精神および範囲から逸脱せずに、これらの実施形態に種々の修正および変更を行って
もよいことが明らかであろう。例えば、本明細書に記載される種々のデバイス、モジュー
ル等は、ＣＭＯＳベースの論理回路等のハードウェア回路、ファームウェア、ソフトウェ
アおよび／または、機械可読媒体で具現化可能等のハードウェア、ファームウェア、およ
び／またはソフトウェアの任意の組み合わせを使用して、有効にしてもよい、および動作
されてもよい。
【０２８７】
　例えば、種々の電子構造および方法は、トランジスタ、論理ゲート、および、アプリケ
ーション特定の統合された回路（ＡＳＩＣ）および／またはデジタル信号プロセッサ（Ｄ
ＳＰ）回路等の電子回路を使用して具現化されてもよい。例えば、受信モジュールおよび
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通信モジュールおよび他のモジュールは、本明細書中において記載される技術のうちの１
つ以上を使用して有効にされてもよい。
【０２８８】
　さらに、本明細書で開示されている種々の動作、処理、および方法は、コンピュータシ
ステム等のデータ処理システムと互換可能な機械可読媒体および／または機械アクセス可
能な媒体で具現化されてもよく、任意の注文で実行されてもよいことが明らかであろう。
従って、明細書および図面は、制限的な意味ではなく説明的であるとみなされるべきであ
る。
【０２８９】
　例えば、上記のデバイスおよび方法に関連付けられた任意のまたは全てのデータを、Ｉ
ＥＭデータ、すなわち、ＩＥＭデータ側面を有するデータを構成するために、単独で、ま
たは他のデータとの組み合わせで、使用してもよい。
【０２９０】
　特定の実施形態において、システムおよび／または方法ステップは、さらに、この要素
が、ベッドサイドモニタ、ＰＤＡ、スマートフォン、コンピュータサーバ等の外部デバイ
スに存在する、データを格納するための要素、すなわち、データ記憶装置要素を含む／利
用する。一般的には、データ記憶装置要素は、コンピュータ可読媒体である。本明細書で
使用される「コンピュータ可読媒体」という用語は、実行および／または処理のための、
コンピュータへの指示および／またはデータの提供に関与する任意の記憶装置または伝送
媒体を指す。記憶装置媒体の例には、フロッピー（登録商標）ディスク、磁気テープ、Ｃ
Ｄ－ＲＯＭ、ハードディスクドライブ、ＲＯＭまたは集積回路、光磁気ディスク、または
ＰＣＭＣＩＡカード等のコンピュータ可読カードを、かかるデバイスが、コンピュータの
内部にあるか外部にあるかに関係なく、含む。情報を含むファイルは、コンピュータ可読
媒体に「格納され」てもよく、ここで、「格納」手段は、コンピュータおよび／またはコ
ンピュータ関連コンポーネントによって、後のデータにおいてアクセス可能および取り出
し可能となるように、情報を記録する。コンピュータ可読媒体について、「永続的メモリ
」は、永続的であるメモリを指す。永続的メモリは、プロセッサコンピュータへの電力供
給の終了によって消去されない。コンピュータのハードドライブＲＯＭ（すなわち、仮想
メモリとして使用されない）、ＣＤ－ＲＯＭ、フロッピー（登録商標）ディスクおよびＤ
ＶＤは、全て、永続的メモリの例である。ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）は、非永続
的メモリの例である。永続的メモリ内のファイルは、編集可能および再書き込み可能にし
てもよい。
【０２９１】
　コンピュータ実行可能な指示、すなわち、例えば、ＩＥＭ、受信機、およびシステムの
他のコンポーネントのプログラミングのための、上記の方法を実行するためのプログラミ
ングも提供される。コンピュータで実行可能な指示は、コンピュータ可読媒体に存在する
。それに従って、種々の側面は、摂取型事象マーカデータの提供における利用のために、
プログラミングを含むコンピュータ可読媒体を提供する。
【０２９２】
　このため、特定の実施形態において、システムは、データ記憶装置要素、データ処理要
素、データ表示要素、データ伝送要素、通知メカニズム、およびユーザインターフェース
のうちの１つ以上を含む。これらの要素は、存在してもよい、または、摂取型事象マーカ
データ、ハブ、およびＩＥＭデータシステムのうちの少なくとも１つに別様に関連付けら
れてもよい。
【０２９３】
　上記のシステムのうちの１つは、受信モジュールおよび通信モジュールについて見直し
される。しかしながら、側面はそのように制限されない。より広義において、システムは
、上記で概説されたようなハブ機能性の使用、通信内のＩＥＭデータの使用、ＩＥＭデー
タシステムの機能性の使用等、互いに通信する２つ以上の異なるモジュールで構成される
。
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【０２９４】
　本発明は、記載されている特定の実施形態に制限されず、そのため、変更し得ることを
理解されたい。さらに、本明細書において用いられる用語は、特定の実施形態を説明する
ものにすぎず、本発明の範囲は、添付の特許範囲の請求によって制限されることから、制
限的となるように意図されたものではないことを理解すべきである。
【０２９５】
　ある範囲の値が示されている場合、下限から１０番目までの各介在する値は、文脈にお
いて明確にそうでないと述べられている場合を除き、その範囲の上限および下限の間、お
よび、その述べられた範囲内のいずれか他の述べられたまたは介在する値は、本発明内に
包含されることが、理解される。述べられた範囲におけるいずれかの特に除外された限界
値により、これらのより小さい範囲の上限および下限は、独立して、より小さい範囲に含
まれてもよく、また、本発明内に包含される。記載された範囲が、限界値の一方または両
方を含む場合、含まれた限界値の一方または両方を除外する範囲は、本発明にも含まれる
。
【０２９６】
　特に定義されていない限り、本明細書で用いられる全ての技術用語および科学用語は、
本発明が属する技術分野の当業者によって通常理解されるものと同じ意味を有する。本明
細書に記載されるものと同様または均等な任意の方法および材料は、本発明の実施または
試験においても用いることができるが、代表的な例示的な方法および材料を、ここでは記
載している。
【０２９７】
　各個別の文書または特許が、特におよび個人的に、参照することによって組み込まれる
ように示され、また、文書で詳述されている関連する方法および／または材料を開示およ
び記載するように、参照することによって本明細書中に組み込まれるかのように、本明細
書に詳述される全ての文書および特許は、参照することにより、本明細書に組み込まれる
。いずれの刊行物の引用も、出願日以前のその開示に対するものであって、本発明が、先
行発明に基づくそのような刊行物に先行する権利がないことの是認として解釈されるべき
ではない。さらに、提供される文書の日付は、独立して確認する必要があり得る実際の文
書の日付と異なってもよい。
【０２９８】
　なお、本明細書および添付の特許請求の範囲で用いられているように、「１つの」とい
う単数形は、文脈が明らかにそうでないことを示す場合を除き、複数の指示対象を含む。
さらに、請求項は、任意の選択的な要素を除外するように作成され得ることが留意される
。このため、この記述は、請求要素の詳述、または「否定的な」制限の利用に関連して、
かかる「限る」「のみ」等の排他的な用語の利用のための先行する基礎として機能するよ
うに意図されている。
【０２９９】
　本開示を一読すると当業者には明らかであるように、本明細書に記載および説明される
各個別の実施形態は、本発明の範囲または精神から逸脱せずに、他のいくつかの実施形態
のいずれかの特徴から促進、分離されてもよい、または組み合わせてもよい、個別のコン
ポーネントおよび特徴を有する。詳述された方法は、詳述された事象の順で、または論理
的に可能な任意の他の順で実行することができる。
【０３００】
　上記の発明は、例示のため、および理解を深めることを目的として、ある程度詳細に記
載されているが、添付の特許請求の範囲の精神または範囲から逸脱せずに、特定の変更お
よび修正をこれに行ってもよいことが、本発明の教示に照らし、当業者に明らかである。
【０３０１】
　これに従い、上記の記載は、本発明の原則を示すものにすぎない。明示的に記載されて
いない、または本明細書に示されていないが、本発明の原則を具現化し、その精神および
範囲に含まれる種々の構成を考案することが可能であることが、当業者に理解されよう。
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さらに、本明細書に記載される全ての実施例および条件的な言葉は、発明者によって与え
られる本発明の原則および概念の理解について読者を支援することを主に意図しており、
かかる特に詳述された実施例および条件を制限することのないものとして解釈すべきであ
る。さらに、原則、側面、および本発明の実施形態、さらに特定のその実施例について述
べる本明細書の全記述は、その構造的および機能的な両方の均等物を包含することが意図
されている。さらに、かかる均等物は、現在公知の均等物および将来開発される均等物の
両方、すなわち、構造に関係なく同じ機能を実行する開発された任意の要素を含むことが
意図されている。従って、本発明の範囲は、本明細書に図示および記載される例示的な実
施形態に制限されることを意図するものではない。そうではなく、本発明の範囲および精
神は、添付の特許請求の範囲によって具現化される。

【図１】 【図２】
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