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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医務室内の医療機器のための無線管理システムであって、
　医務室内に位置する可搬式医療機器を含む複数の管理可能な医療機器であって、前記医
療機器のそれぞれはその中に記憶された機器識別子を含み、そして前記可搬式医療機器は
それぞれ当該医療室を識別するためのルーム識別子を含み；
　医療室内に置かれる無線管理装置であって、前記無線管理装置はその中に記憶された機
器識別子と、医務室を識別するためのルーム識別子を含み；及び
　当該無線管理装置にコントロール指令を供給するための通信インターフェース、とから
なる無線管理システムにおいて、
　更に当該医療室を入退室する前記可搬式医療機器を監視するために出入り口近傍に配置
されるルームモニターを含み、前記ルームモニターはその中に記憶された該ルーム識別子
を有し、
　前記無線管理システムは当該医療室を入退室する前記可搬式医療機器を含めて医療室内
に位置する前記医療機器を自動的に検出し、
　前記無線管理装置は、前記通信インターフェースからのコントロール指令に応じて、該
医務室内に位置する前記医療機器の１つによって認識される無線コントロール指令を送信
し、当該１個の前記医療機器を機能させ、
　当該医療室内に置かれる前記無線管理装置は前記医療機器にルーム識別子を送信し前記
管理可能な医療機器のどれが当該医療室内に位置しているかを自動的に判断し、前記無線
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管理装置は可搬式無線管理装置からなり、そして、
　前記ルームモニターは電源が入れられたまたは電源が切られた前記可搬式医療機器また
は電源が入れられたまたは電源が切られた前記可搬式無線管理装置が当該医療室へ入室す
るのを感知し、当該入室する可搬式医療機器または可搬式無線管理装置に当該ルーム識別
子を無線によって付与することを特徴とする、無線管理システム。
【請求項２】
　前記無線管理装置は前記通信インターフェースに前記識別された医療機器を提供し表示
させることを特徴とする、請求項１に記載の無線管理システム。
【請求項３】
　出入り口近傍に配置されるルームモニターはその中に記憶されたダミー識別子を有する
、請求項１に記載の無線管理システムであって、
　前記可搬式医療機器のそれぞれはルーム識別子記憶装置を含み；
　前記可搬式無線管理装置は複数の可搬式無線管理装置のうちの１つからなり、前記可搬
式無線管理装置は前記ルーム識別子を記憶するためのルーム識別子記憶装置を含み、
　前記ルームモニターは電源が入れられたまたは電源を切られた前記可搬式医療機器また
は電源が入れられたまたは電源を切られた前記可搬式無線管理装置が当該医療室から退室
するのを感知し、前記電源が入れられたまたは電源を切られた退室する可搬式医療機器ま
たは電源が入れられたまたは電源を切られた無線管理装置に該ダミー識別子を無線によっ
て送信し意図しない作動を防止することを特徴とする、請求項１に記載の無線管理システ
ム。
【請求項４】
　前記医療機器の機器識別子は、前記無線管理装置が正しい医療機器を自動的に識別でき
るように固有の機器識別子からなり、
　該固有の機器識別子は当該医療室内にある同じタイプの２個の前記医療機器の管理を可
能にすることを特徴とする、請求項１に記載の無線管理システム。
【請求項５】
　当該医療室に位置する医療機器のそれぞれに記憶された機器識別子を感知し、当該医療
室内に位置する前記医療機器の前記無線管理装置に通知するために当該医療室内に備えら
れる少なくとも２個のトランシーバー位置測定装置を含むことを特徴とする、請求項１に
記載の無線管理システム。
【請求項６】
　前記トランシーバー位置測定装置は、飛行時間型信号によって医療室内の前記医療機器
の存在を判断する飛行時間型装置からなることを特徴とする、請求項５に記載の無線管理
システム。
【請求項７】
　前記通信インターフェースはタブレットからなり、前記タブレットはタブレット識別子
を含み、前記無線管理装置はタブレット識別子を含み、前記タブレットは前記無線管理装
置にタブレット識別子を含む無線コントロール指令を付与し、タブレット識別子を含む情
報を前記無線管理装置から受け取ることを特徴とする、請求項１に記載の無線管理システ
ム。
【請求項８】
　前記医療機器は少なくとも手術室照明灯、手術室カメラ、ポールポンプシステム、関節
鏡ポンプシステム及び廃棄物管理システムのうちの１つからなることを特徴とする、請求
項１に記載の無線管理システム。
【請求項９】
　前記通信インターフェースは、タッチスクリーンを有する少なくとも１個の無線タブレ
ットからなり、タブレットは前記無線管理装置に接続される管理コード及び音声認識装置
を有することを特徴とする、請求項１に記載の無線管理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、医療室または他の医療区域にある機器類の存在を自動的に判断し、ワイヤー
接続を行なわずにかつ当該医療室内にどの機器類が存在するか人手によって判断する必要
のない機器類の集中管理を提供する無線管理装置または管理ユニットを含むシステムに関
する。
（関連出願の相互参照）
　本願は２００８年５月２７日に出願された米国仮特許出願第６１／１２９０００の全体
に言及することによりその利益を主張するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ある医療区域、例えば外科手術室内にある医療機器を管理するための有線接続の集中リ
モート管理ユニットは、電気管理信号コードを使う必要があるので各医療機器に有線接続
を行なわなければならないという物理的制約がある。また、コードによって医療機器のリ
モート管理ユニットからの稼動距離が制約される。電気コードをなくすことによって、医
療区域における動作性を向上することができる。更に医療従事者は、医療機器と集中管理
ユニットとの間のコード類の接続を行うために相当の時間を使う。
【０００３】
　また、外科室の壁または天井に取り付けたカメラや室内灯等のある種の医療機器を集中
管理装置と有線接続を行うことは極めて実用的でない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　既存の手術室管理システムにおいては、マスター管理装置を備え、複数の通信ポートを
介してスレーブ管理装置及び／または医療機器に電気的に接続されている。別の例では、
マスター管理装置は、赤外線または無線周波数等の信号送受信装置の無線通信システムを
介してマスター管理装置、スレーブ管理装置及び医療機器上のスレーブ管理装置または医
療機器と接続される場合もある。かかる手術室管理システムにおいては、望みの作業スペ
ースから離れたところにある医療機器を作動させることが可能である。マスター管理装置
が、希望する作業スペースの外側から他の外科機器と通信できる無線管理信号を出すこと
ができれば、このような環境が実現可能である。例えば、マスター管理装置が当該室また
は手術室に近接する外側の廊下に置かれた場合でも、マスター管理装置は、近接する別の
手術室内にある医療機器を作動させることができる。
【０００５】
　従って、本発明は、無線管理装置が希望する医療室内にある複数の機器類のみを操作で
きる配置を対象とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、医務室内の医療機器のための無線管理システムであって、
　医務室内に位置する可搬式医療機器を含む複数の管理可能な医療機器であって、前記医
療機器のそれぞれはその中に記憶された機器識別子を含み、そして前記可搬式医療機器は
それぞれ当該医療室を識別するためのルーム識別子を含み；
　医療室内に置かれる無線管理装置であって、前記無線管理装置はその中に記憶された機
器識別子と、医務室を識別するためのルーム識別子を含み；及び
　当該無線管理装置にコントロール指令を供給するための通信インターフェース、とから
なる無線管理システムにおいて、
　更に当該医療室を入退室する前記可搬式医療機器を監視するために出入り口近傍に配置
されるルームモニターを含み、前記ルームモニターはその中に記憶された該ルーム識別子
を有し、
　前記無線管理システムは当該医療室を入退室する前記可搬式医療機器を含めて医療室内
に位置する前記医療機器を自動的に検出し、
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　前記無線管理装置は、前記通信インターフェースからのコントロール指令に応じて、該
医務室内に位置する前記医療機器の１つによって認識される無線コントロール指令を送信
し、当該１個の前記医療機器を機能させ、
　当該医療室内に置かれる前記無線管理装置は前記医療機器にルーム識別子を送信し前記
管理可能な医療機器のどれが当該医療室内に位置しているかを自動的に判断し、前記無線
管理装置は可搬式無線管理装置からなり、そして、
　前記ルームモニターは電源が入れられたまたは電源が切られた前記可搬式医療機器また
は電源が入れられたまたは電源が切られた前記可搬式無線管理装置が当該医療室へ入室す
るのを感知し、当該入室する可搬式医療機器または可搬式無線管理装置に当該ルーム識別
子を無線によって付与することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明は、医療室または他の医療区域にある機器類の存在を自動的に判断し、ワイヤー
接続を行なわずにかつ当該医療室内にどの機器類が存在するか人手によって判断する必要
のない機器類の集中管理を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は手術室内に位置する管理可能な固定医療機器及び管理可能な可搬式医療機
器に出力信号を供給する無線集中管理装置を含む手術室の斜視図である。（実施例）
【図２】図２は本発明の第１の実施例に係る無線集中管理装置を支持するカートを含む、
医療室内で使用するためのシステムのブロック図である。（実施例）
【図３】図３は手術室のドア近傍に位置するルームモニターの登録ゾーンを通過する可搬
式集中管理装置及び可搬式医療機器の通過域を示すブロック図である。（実施例）
【図４】図４は手術室内にある管理可能な医療機器の存在を判断するトランシーバー位置
識別装置を有する手術室の斜視図である。（実施例）
【図５】図５は本発明の他の実施例に係るグローバルネットワークシステムの医療施設ま
たは建屋の外科手術室内における配置を示す模式ブロック図である。（実施例）
【図６】図６は本発明の他の実施例に係るグローバルネットワーク処理システムに出力を
付与するグローバルネットワークシステムを示す医療施設の部分図である。（実施例）
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明のいくつかの実施例は例示として示すものであって、付属の図面に示す特定の実
施例に限定されるものと理解すべきではない。図面において同じ参照番号は同じ要素を示
す。
【００１０】
　本発明に係る複数の医療機器等の意図せぬ作動を防止するためのシステムは、医療機器
毎の機器識別子を検出する無線管理装置を備える。この医療機器は可搬式でもよく、医療
室内に固定的に据え付けられてもよい。更に、無線管理装置は可搬式でもよく、医療室内
に固定的に据え付けられてもよい。医療室に入る医療機器及び無線管理装置にルーム識別
子を送信するルームモニターを設置することもできる。作動中、無線管理装置は、医療室
内のそれぞれの医療機器を特定するためにルーム識別子及び機器識別子を用いる。
【００１１】
　１実施例において、グローバルネットワークシステムは、複数のルームモニターからデ
ータを受け取り、何れの機器類及び管理装置が各手術室内に位置しているかを判断する。
情報は１室内の様々な医療機器のタイプと所在を表示するために使うことができる。
【００１２】
　他の実施例では、ユーザが離れた集中位置から医療施設内の病室、手術室、所蔵室及び
ナースステーション等の複数の医療室に位置する医療機器の正確な数とタイプを自動的に
表示することができる。
【００１３】
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　１実施例において、第２の無線管理装置が、第１の無線管理装置による医療機器管理を
妨害するのを防止する。
【００１４】
　他の実施例は、可搬式医療機器及び医療室内の壁カメラ及び天井取り付け照明器具等の
固定医療機器を、有線管理接続を必要とせずに無線集中管理を可能にする。
【００１５】
　他の実施例は、各トランシーバー位置測定装置からのそれぞれの医療機器の距離によっ
てそれぞれの存在を判断する飛行時間型配置用の２個以上のトランシーバー位置測定装置
を室内に備えることによって、医療室の複数の医療機器の無線管理を可能にする。したが
って、ルーム識別子を必要としない。複数のトランシーバー位置測定装置を有する実施例
では、手術室における医療機器の正確な位置を判断し表示することができる。
【実施例】
【００１６】
　図１は、本発明の１実施例に係る手術室１０等の医療区域または治療室の斜視図である
。手術室１０は、天井、部屋の壁１５または他の固定構造物に取り付けられた手術室内照
明器具１２及びカメラ１４を備える。手術室１０は、更に手術台１６、関節鏡ポンプシス
テム１８を支持する移動式カート１７及び可搬式廃棄物管理システム２０を備える。更に
、図１に示すように、移動式カート２２は、手術室１０内のさまざまな医療機器１２、１
４、１６、１８、２０を管理するための無線集中管理装置３０とともに移動式タッチスク
リーン無線タブレット２４等の通信インターフェースを搬送する。
【００１７】
　実施例によっては、無線管理装置３０は室内に設置し、したがってカート２２を不要と
することもできる。
【００１８】
　図１は更に、ドアまたは入り口３４近傍に置かれるルームモニター３２を示す。このル
ームモニター３２のみが、手術室１０に出入りする医療機器１６、１８、２０、２４及び
管理装置３０と通信を行う。
【００１９】
　図２の実施例は、手術室内の各固定医療機器１２、１４、１６及び手術室に固定的に備
えられる固定医療機器３６を示す。医療機器３６は、手術室１０内に備えることができる
固定医療機器１２、１４、１６を含む全てのタイプの既知の固定医療機器を代表するもの
とする。いずれの固定医療機器３６も、マイクロコントローラユニット（ＭＣＵ）４２を
内包する無線アダプターモジュール（ＷＡＭ）４０を有する。
【００２０】
　図２は、可搬式ポールポンプシステム４８及び可搬式医療機器５０とともに図１に示す
カート１７上に備えられた関節鏡ポンプシステム１８を示す。可搬式医療機器５０は、可
搬式機器１８、２０、４８を含む手術室に備えることができる全てのタイプの可搬式医療
機器を代表すものとする。いずれの可搬式医療機器５０も、無線アダプターモジュール（
ＷＡＭ）４０を備える。無線アダプターモジュール（ＷＡＭ）４０は、マイクロコントロ
ーラユニット（ＭＣＵ）４２及びルーム識別子記憶装置（ＲＩＳＤ）４６の両方を備える
。
【００２１】
　図２において、無線集中管理装置３０は、破線で示される可搬式無線集中管理装置であ
る。無線管理装置３０は、無線ルータ５４に接続されたコントローラユニット５２を有す
る。無線管理装置３０は可搬式なので、ルーム識別子記憶装置（ＲＩＳＤ）４６が内蔵さ
れている。コントローラユニット５２及び／または無線ルータ５４は、無線タブレット２
４に記憶された固有のタブレット／コントローラ識別子に対応する固有のタブレット／コ
ントローラ識別子を記憶する。更に無線ルータ５４は、コントローラユニット５２から医
療室１０内にある可搬式医療機器５０のルーム識別子記憶装置４６に記憶されたルーム識
別子と対応するルーム識別子を受け取る。また１実施例においては、同ルーム識別子は手
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術室１０に固定的に設置される医療機器３６の無線アダプターモジュール４０のマイクロ
コントローラユニット４２内に永久的に記憶される。
【００２２】
　頭上照明具１２、頭上カメラ１４及び手術台１６等の固定的に据え付けられた医療機器
３６は、それぞれのマイクロコントローラユニット４２内に記憶されたルーム識別子を持
つので、ルーム識別子記憶装置（ＲＩＳＤ）４６を必要としないが備えてもよい。
【００２３】
　実施例によっては、搬送カート２２は追加の被管理機器５６をその上に載せて、従来の
インターフェイスケーブル５８によってコントローラユニット５２と接続することもでき
る。
【００２４】
　図３は、室と廊下６４を結ぶ出入り口６２近傍に手術室１０における登録ゾーン６０を
有するルームモニター３２の実施例を示すブロック図である。図３において、当該医療施
設の廊下６４は、ルームモニター３２の左側を向いている。
【００２５】
　また、図３は無線集中管理装置３０付き搬送カート２２とルームモニター３２の登録ゾ
ーン６０内に位置している可搬式医療機器５０の両方を示している。カート２２及び医療
機器５０は手術室１０に入室または退室しようとしている。
動作
【００２６】
　１実施例において、ルームモニター３２と少なくとも１個の可搬式医療機器５０及び／
またはカート２２上の無線集中管理装置３０が開放された出入り口６２を通って手術室１
０に入る。ルームモニター３２は、可搬式医療機器５０及び管理装置３０の入室を感知す
るこの時、ルームモニター３２は、登録ゾーン６０を通過し、手術室１０に入る可搬式医
療機器５０のルーム識別子記憶装置４６及び可搬式無線管理装置３０に記憶すべきルーム
識別子を送信する。かくして可搬式管理装置３０が手術室１０に入ると、当該室内の管理
装置３０と固定式または可搬式の手術室の機器３６、５０は同一のルーム識別子を記憶し
保持する。以下、この配置について更に詳しく説明する。
【００２７】
　機器３６、５０それぞれが稼動するように無線管理装置３０に電力が供給されると、コ
ントローラユニット５２はルーム識別子記憶装置４６に記憶されたルーム識別子を読み取
り、そのルーム識別子を無線ルータ５４に供給する。
【００２８】
　無線管理装置３０は、ルーム識別子と無線ルータ５４を使って固定式及び可搬式の管理
可能な医療機器３６、５０のどれが手術室１０に位置しているか判断する。個々の装置３
６、５０に対応する機器識別子とともにルーム識別子を送り、応答を待つ無線ルータ５４
から判断が出される。すると医療機器３６、５０は、集中管理装置３０が手術室１０内に
ある医療機器のタイプを認識できるように、ルーム識別子と機器識別子を含む無線信号を
返す。このポーリング動作は、起動に当たり操作員による指示がなくても、無線ルータ５
４がルーム識別子と異なる機器識別子を持つ連続信号送信し、手術室１０内にある異なる
装置応答を検出すると自動的に起動する。手術室１０内の医療機器３６、５０は定期的に
自動的に更新される。
【００２９】
　動作時は、１実施例において、ユーザが無線タブレット２４のタッチスクリーンにタッ
チすると、情報とコントロール指令とともにタブレット／コントローラ識別子と機器識別
子が無線ルータ５４に送信される。無線ルータ５４は、タブレット２４から送信されたタ
ブレット／コントローラ識別子を読み取る。タブレット／コントローラ識別子を比較する
ことにより、当該無線管理装置３０と関わりのない異なるタブレットからの指令が転送ま
たは通信されることを防ぐ。無線ルータ５４は、コントローラユニット５２にコントロー
ル指令と識別子を転送する。すると、コントローラユニット５２は、指令が正しいもので



(7) JP 5470376 B2 2014.4.16

10

20

30

40

50

あるかどうかを判断し、またコントロール指令の内容を判断する。次に、コントロール指
令はルーム識別子及び機器識別子とともに、コントローラユニット５２から無線ルータ５
４に送信される。無線ルータ５４はコントロールすべき医療機器３６、５０へ識別子と指
令を含む無線信号を送信する。適切な無線アダプターモジュール４０がルーム識別子と接
続される医療機器の機器識別子を照合し、指令が実行される。このように、タブレット２
４からの指令は、コントローラユニット５２に無線で転送され、更に選択された医療機器
３６、５０に無線で転送される。
【００３０】
　また、選択された被管理医療機器３６、５０は、無線集中管理装置３０に機器データま
たは情報を返すこともできる。無線アダプターモジュール４０のマイクロコントローラユ
ニット（ＭＣＵ）４２に記憶された機器識別子は、無線ルータ５４に受信される応答指令
または情報とともに無線で送信され、コントローラユニット５２に転送される。コントロ
ーラユニット５２は指令または情報を処理し、タッチスクリーン上に医療機器情報を表示
するための固有のタブレット／コントローラ識別子を含む関連情報を無線ルータ５４を介
してタブレット２４に送信する。
【００３１】
　実施例によっては、コントローラユニット５２も、従来の有線インターフェイスケーブ
ル５８を介して、カート２２に搭載された被管理機器５６を管理する。本配置においては
、集中管理装置３０は、管理医療機器５６を動作させるための無線接続もルーム識別子も
不要である。したがって、被管理医療機器５６は、無線アダプターモジュール４０を必要
としない。
【００３２】
　　　　　　　　　　　　　　　　手術室の入退室
【００３３】
　搬送カート２２上の無線管理装置３０が手術室１０から退室するときは、ルームモニタ
ー３２が管理装置の退室を検出する。検出に応じて、ルームモニター３２はダミー識別子
を送信し、ルーム識別子記憶装置（ＲＩＳＤ）４６に記憶された識別子を上書きする。こ
のように手術室１０から退室し廊下６４に入る時は、無線集中管理装置３０は医療施設内
のいずれの近隣手術室１０のいずれの医療機器３６、５０をも無線管理することを禁止さ
れる。同様に、手術室１０を退室する可搬式医療機器５０の何れも、隣接位置にある無線
管理装置３０からの管理信号に反応して当該医療機器が動作することを防止するダミー識
別子が付与される。
【００３４】
　登録ゾーン６０を通って手術室１０に入室または退室する可搬式医療機器５０に関して
は、例え医療機器５０に電源が入っていなくても、それぞれのルーム識別子またはダミー
識別子がルーム識別子記憶装置（ＲＩＳＤ）４６内に記憶される。例えば、電源の入って
いない可搬式医療機器５０が手術室１０に入り、後に電源が入れられても、当該ルーム識
別子は無線アダプターモジュール４０のＭＣＵ４２によって読み取られる。
【００３５】
　同様に、無線管理装置３０が電源を切って、登録ゾーン６０を通って手術室１０内に移
動する場合、ルーム識別子がルーム識別子記憶装置４６内に記憶される。無線集中管理装
置３０に後に電源が入れられると、コントローラユニット５２はルーム識別子記憶装置４
６からルーム識別子を受け取り、無線ルータ５４に当該ルーム識別子を送り、室内の電源
が入れられ正しいルーム識別子を持つ全ての医療機器３６、５０と通信を開始し自動的に
ポーリングを行う。
【００３６】
　他の実施例においては、カート２２上の電源を切られた無線管理装置３０が登録ゾーン
６０を通って出入り口６２から退室するときは、カート２２に搭載されたルーム識別子記
憶装置（ＲＩＳＤ）４６がルームモニター３２からダミー識別子を受け取る。後に、無線
管理装置３０に電源が入れられると、コントローラユニット５２によりダミー識別子が設
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定され、無線ルータ５４に送られ、ルータ及び、従って無線管理装置３０がいかなる医療
機器とも通信することを防止する。このように、手術室１０の外側では、無線集中管理装
置３０は、インターフェイスケーブル５８を通じて直接有線接続された医療機器５６の管
理のみが可能となる。
【００３７】
　他の実施例においては、第１と第２の無線集中管理装置３０が同じ手術室１０内に置か
れる場合がある。例えば、ある場合には、第１無線集中管理装置３０がある手術室１０に
置かれ、その室内の医療機器３６、５０が同装置３０と無線によって接続され、ユーザの
操作に備えている。電源を切られた第２の無線集中管理装置３０がルームモニター３２の
登録ゾーン６０を通って当該室内に入る。この実施例においては、ルームモニター３２は
メモリを備え、当該室内で管理可能な可搬式医療機器５０のタイプを記憶し、無線管理装
置３０が手術室１０にすでに置かれているかどうかを記憶する。ルームモニター３２は第
１の無線管理装置３０がすでに当該手術室１０内に存在していることを認識しているので
、ルームモニター３２は、当該室内に入る第２の無線集中管理装置３０のルーム識別子記
憶装置（ＲＩＳＤ）４６に管理不能化識別子を書き込む。
【００３８】
　手術室１０内の第２の無線管理装置３０が電源供給源にプラグ挿入され電源が入れられ
ると、第２の無線管理装置３０の無線管理装置５２はルーム識別子記憶装置（ＲＩＳＤ）
４６から不能化識別子を受け取る。第２の無線管理装置３０は不能化識別子を設定され管
理可能な医療機器３６、５０との通信を防止される。無線管理装置５２は、第２の無線管
理装置３０の不能化識別子を読み取り、自身の無線ルータ５４を通じてタブレット２４に
エラーメッセージを与え、タブレット２４は複数の無線管理装置３０が当該医療室１０内
にあって、第２の無線集中管理装置が使用不能であることを表示する。
【００３９】
　続いて第２の無線管理装置３０が当該手術室１０から移動されると、ルームモニター３
２は不能化識別子を取り除き、別のダミー識別子を当該装置に付与する。このように、第
２の無線管理装置は、他の何れの手術室１０に入っても再度使用できるように備える。
【００４０】
　第２の不能化された無線管理装置３０が当該手術室１０を入退室する間、第１の無線集
中管理装置３０が通常の方法で機能する。
【００４１】
　他の実施例においては、第２の無線集中管理装置３０が、第１の無線管理装置３０があ
る手術室１０に入り、上記のような不能化識別子を受け取る。第１の無線管理装置３０は
当該手術室１０から取り除かれる。第１の無線管理装置３０は登録を解除され、ルームモ
ニター３２からダミー識別子を受け取る。すると、第１の無線管理装置３０は、望みどお
り廊下６４から医療機器３６、５０を管理することはできない。しかし、手術室１０に残
っている第２の無線集中管理装置３０は、使用不能状態にあり、上記のように使用不能で
ある。この使用不能状態を解除するには、ユーザによって第２の無線集中管理装置３０を
手術室１０から退室し、第２の管理装置３０を再度当該手術室に戻されることによって、
第２の管理装置３０は、ルーム識別子を取得して正常に機能し、手術室内に位置する固定
医療機器３６とともに可搬式機器５０を無線によって管理する。
【００４２】
　他の実施例では、不能化識別子は、第２の管理装置３０によって認識されないフォーム
のルーム識別子を含む。不能化識別子はダミー識別子とは異なるので、第２の管理装置３
０は、それが手術室１０に存在することを認識する。この場合、ユーザは、タッチスクリ
ーンタブレット２４等のインターフェースを通じて第２の無線集中管理装置３０を作動し
、第２の無線管理装置３０が不能化識別子内に記憶されたルーム識別子を取得することが
できるようにする選択肢がある。すると、第２の無線管理装置３０は手術室１０内の医療
機器３６、５０を管理する動作ができるようになる。
【００４３】
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　他の実施例では、２個以上の無線集中管理装置３０がほぼ同時に手術室に入る。例えば
、２個の無線集中管理装置３０が同じ搬送カート２２に置かれる。ルームモニター３２に
検出された第１の無線管理装置３０がルーム識別子を付与され、通常の方法で医療機器３
６、５０を無線によって管理する動作を行う。しかし、検出された第２の無線集中管理装
置３０は、不能化識別子を付与される。このとき、管理装置３０は上記の方法で動作を行
う。
【００４４】
　他の実施例では、２個の監視カメラ等の同じタイプの複数の医療機器３６、５０が同じ
手術室１０内に置かれる。１実施例では、同じ機器識別子を持つ同じタイプの複数の医療
機器が存在することを検出されることは許されず、無線集中制御装置３０によってタブレ
ット２４に重複機器警告メーセージが出される。複数の医療機器３６、５０のうち、無線
によって無線ルータ５４を介して無線制御装置３０のコントローラユニット５２と最初に
接続する１個が無線集中制御装置３０による制御が可能となる。しかし、他の重複する医
療機器は無視され、無線によって作動できない。
【００４５】
　実施例によっては、第２の不能化された医療機器３６、５０が接続され、次に起動され
た同じ医療機器が接続を解除される。次に第２の医療機器３６、５０が起動され、無線制
御装置３０による使用と制御ができる。
【００４６】
　手術室１０内に、例えば異なる２個の室内照明器具１２が備えられる実施例においては
、室内照明器具はそれぞれ異なる特定の機器識別子を持つ。このように室内照明器具１２
は、無線制御装置３０から送られる指令によって別々にまたは組み合わせて動作すること
ができる。
【００４７】
　実施例によっては、無線ルータ５４は異なるタブレットに対応する２個の異なるタブレ
ット／コントローラ識別子が付与され、１個の無線制御装置３０を通じて２個のタブレッ
トが機器を制御できるようになる。
【００４８】
　種々の実施例において、ルームモニター３２は、無線自動識別装置（ＲＦＩＤ）装置で
あるルーム識別子記憶装置（ＲＩＳＤ）４６との通信を行うための検出及び通信システム
の役割を担う。他の実施例では、異なるタイプの既存の通信またはメモリ記憶装置４６を
利用してもよい。例えば、赤外線及び超音波信号を無線周波数の信号の代わりに用い、ル
ーム識別子またはデータ信号を手術室１０に入退室するルーム識別子記憶装置４６に付与
することもできる。
【００４９】
　他の実施例では、ルームモニター３２の登録ゾーン６０は、出入り口６４を横断して延
びる一組の近接ゾーンから構成される。出入り口６２の第１のゾーンはダミー識別子を付
与する。手術室１０内にあって第１のゾーンに近接する第２のゾーンが当該手術室に入る
医療機器５０にルーム識別子を付与する。この実施例においては、ルームモニター３０は
登録ゾーン６０内にある医療機器５０からのいかなる識別データをも読み取らない。登録
ゾーン６０を通って手術室１０に入退室する可搬式無線制御装置３０は、同様の方法で識
別子を付与される。
【００５０】
　無線アダプターモジュール４０はそれぞれ固定の医療機器３６に接続された別々の外部
装置として説明した。図２では、無線アダプターモジュール４０は、各医療機器５０の筐
体の中に位置して示されている。いずれの配置も、医療機器３６、５０のいずれにおいて
も許容される。
【００５１】
　上記説明では、主にカート１７または可動式スタンド上に搭載されたポンプシステム１
８及びポールポンプ４８等の他の医療機器との組み合わせで搬送カート２２上に置かれた
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可搬式無線集中制御装置３０の実施例に向けられたが、同じ動作が機器類３６、５０で代
表される無線アダプターモジュール４０が備えられたその他のタイプの医療ないし外科用
機器にも可能である。かかる外科機器には、医療または外科治療用で用いられるカミソリ
、内視鏡カメラ、切開器具、ドリル及びその他の電動器具などが含まれる。
【００５２】
　上記実施例では、通信インターフェースとして無線タッチスクリーンタブレット２４の
使用について開示したが、他の実施例においては、通信インターフェースはケーブルによ
って無線制御装置３０と接続されてもよい。かかる場合は、タブレット識別子は不要であ
る。
【００５３】
　実施例によっては、通信インターフェースは情報を表示するためのビデオスクリーンと
制御装置３０に接続された個別のコントロールキーボードである。他の実施例では、音声
インターフェースから、音声認識装置によって翻訳される音声指令を提供し、無線集中制
御装置３０を通じて手術室１０内で医療機器３６、５０の制御をするために利用される。
【００５４】
　上記実施例では、一般にルーム識別子及び機器識別子の使用が含まれるが、更に手術室
１０内にある特定の医療機器３６、５０を表す固有の識別子を備えてもよい。例えば、機
器識別子に加えて、特定の製造者モデル登録コードを備え、ルームモニター３２が医療機
器のタイプのみならず正確な医療機器を識別することもできる。これにより、以下に説明
するように、使用歴または機器の所在に関するデータを記憶することができる。更に、同
じタイプの複数の医療機器３６、５０を手術室１０内で別々に識別し管理することができ
る。
【００５５】
　上記実施例は、可搬式または移動装置として無線集中管理装置３０を含むが、実施例に
よっては、無線集中管理装置３０は手術室１０内に固定された永久構造でもよく、手術室
内に置くようにしても良い。これらの実施例では、無線集中管理装置３０はルーム識別子
記憶装置（ＲＩＳＤ）４６を必要とせず、コントローラユニット５２及び／または無線ル
ータ５４に記憶されたルーム識別子を持つ。記憶された識別子は、手術室１０用のルーム
モニター３２に付与されたルーム識別子に対応する。その他、固定無線管理装置３０は上
記のカート搭載型または可搬式無線集中管理装置３０と同じ方法で動作する。
【００５６】
　　　　　　　　　　　　　　　　飛行時間型配置
【００５７】
　図４は、ほとんどの実施例において手術室１０内に固定的に設置される無線集中管理装
置３０のための「飛行時間型」配置を示す。図４において、図１から３に示す配置と同じ
参照番号を持つ要素は、同じ要素または装置を表す。
【００５８】
　図４の実施例と上記実施例との主要な相違点は、手術室１０のドア３４近傍に位置する
ルームモニター３２がないことである。その代わりに、集中管理装置３０は、手術室１０
内に置かれる２個以上のトランシーバー位置測定装置６６、更に例えば少なくとも５個の
トランシーバー位置測定装置に依存し、手術室にある固定医療機器３６及び可搬式医療機
器５０の存在を判断する。
【００５９】
　複数の図４に示すトランシーバー位置測定装置６６を有する飛行時間型実施例において
は、例えば、特定の装置へ特定の信号を送る時間と固有の機器識別子を含むリターン信号
の返り時間を測定することによって、各位置測定装置６６から各医療機器３６、５０まで
のそれぞれの距離を提供する。１実施例では、この情報は無線によって無線管理装置３０
に送られる。無線管理装置３０は、複数のトランシーバー位置測定装置６６からの各装置
の距離値をコンパイルして、手術室１０内にある各固定または可搬式医療機器３６、５０
の正確な位置を判断する。実施例によっては、各位置は表示スクリーンまたはタブレット
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２４上に表示されるルームマップに表示される。集中管理装置３０は上記の如く、手術室
１０内に位置する確認された医療機器３６、５０を無線によって管理する。
【００６０】
　図４の実施例では、医療室１０内にある医療機器３６、５０の存在特定することができ
る２個のトランシーバー位置測定装置６６を示すが、他の実施例においては、固定式のト
ランシーバー位置測定装置６６が床と天井に沿って各壁に取り付けられる。この実施例に
おいては、６個のトランシーバー位置測定装置６６が各医療機器３６、５０及び管理装置
３０からのそれぞれの距離を測定する。６個の各トランシーバー位置測定装置６６から医
療機器３６、５０のそれぞれ測定された距離は相互の関係を比較され、医療機器のそれぞ
れが手術室１０内に存在し使用できるかどうか判断される。更に、機器類３６、５０及び
管理装置３０の正確な位置は、集中飛行時間型マイクロコンピュータ等によって判断され
る。これらの位置は、モニター、ディスプレイ画面またはタブレット上に提供されるルー
ムマップに表示するために無線管理装置３０に提供される。このマップにより、ユーザは
手術室内にある機器類３６、５０の所在を容易に知ることができる。
【００６１】
　他の実施例においては、飛行時間型位置判定システムは、米国特許ＮＯ．５６６１４９
０に開示するシステムに係る手術室１０内の機器類の存在を検出するために動作する。当
該開示は、参照することによりその全体を本願に組み込まれる。
【００６２】
　上記飛行時間型配置の１実施例において、可搬式機器３６はルーム識別子を記憶するた
めのルーム識別子記憶装置（ＲＩＳＤ）４６を必要としない。その代わりに、各可搬式ま
たは固定医療機器３６、５０だけがトランシーバー位置測定装置６６からの送信を受け取
り、固有の機器識別子とともに信号を返す。
【００６３】
　更に、上記飛行時間型の実施例は、ルームモニター３２、まして手術室１０内に位置す
る可搬式管理装置３０及び可搬式医療機器５０を記憶するためのメモリを有するルームモ
ニターを必用としない。
【００６４】
　大部分の実施例においては、正確な個々の医療機器３６、５０を判断する固有の機器識
別子は記憶されたモデル登録ナンバーである。
【００６５】
　　　　　　　　　　　　　グローバルネットワークシステム
【００６６】
　図５及び６は、室内の様々な機器類を検出するグローバルネットワークシステムを示す
。本願譲受人が保有する２００７年９月２６日出願の米国仮出願ＮＯ．６０／９９５３３
０にフット管理装置のためのグローバルネットワークシステムのための他の配置が、開示
されている。当該開示は、参照することによりその全体を本願に組み込まれる。
【００６７】
　図５に示す医療施設６８の部分図には廊下６４及び複数の医療室１０が含まれる。医療
室１０は手術室及び保管室を含む。個々の手術室１０は、上記実施例に関わって同じ参照
番号で代表される手術台１６及びその他のシステム及び医療機器３６、５０を有する。
【００６８】
　図６は、本発明の１実施例に係わるグローバルネットワークシステム７０のブロック図
である。グローバルネットワークシステム７０は、グローバルネットワークプロセッサ７
２、データ記憶装置７４、グローバルネットワークプロセッサ７２に接続された管理イン
ターフェース７６及びディスプレイ７８を含む。管理インターフェース７６及びディスプ
レイ７８は離れた場所に置かれる。
【００６９】
　上記実施例で説明したように、ルームモニター３２は、可搬式無線集中管理装置３０及
び可搬式医療機器５０の各手術室１０への入退室を検出する。本実施例では、検出された
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情報はルームモニター３２に記憶される。検出された情報は、固有の機器識別子とともに
各手術室１０内の医療機器３６、５０用の機器データが含まれてもよい。
【００７０】
　グローバルネットワークプロセッサ７０は各ルームモニター３２からの出力を受け取る
。実施例において、グローバルネットワークシステム７０は、特定の手術室１０内に可搬
式医療機器５０及び可搬式無線管理装置３０が存在するか判断し、予定の手術の特定のタ
イプに必用な医療機器が確実に存在するようにする。手術室１０内の医療機器はディスプ
レイ７８上にリスト化される。
【００７１】
　実施例によっては、ルームモニター３２は、その中に医療機器５０及び可搬式無線管理
装置３０を有する医療建屋または施設６８内の各手術室１０を判断するだけでなく、各可
搬式医療機器５０及び可搬式無線集中管理装置３０のための固有の識別子も感知する。固
有の識別子は、その他の一切の関連データとともに、各特定の可搬式医療機器５０及び各
可搬式管理装置３０の所在と使用歴を記録することができる。グローバルネットワークプ
ロセッサ７２は全ての可搬式医療機器５０及び各無線集中管理装置３０の所在データをル
ームモニター３２から受け取る。グローバルネットワークプロセッサ７２はデータをコン
パイルし、データ記憶装置７４内にデータを記憶する。
【００７２】
　他の実施例において、データ記憶装置７４は、医療機器が消毒済みかどうか等の各特定
の医療機器３６、５０の付随的データ及び他の情報を記憶する。このデータも、先ず各ル
ームモニター３２からグローバルネットワークプロセッサ７２が受け取る。管理インター
フェース７６の側での入力に応じて、ディスプレイ７８は正しい可搬式医療機器５０と所
在を示し使用医療機器を配列を支援をする。
【００７３】
　他の実施例において、個別の所蔵室もルームモニター３２を有する。この配置により、
グローバルネットワークシステム７０は、可搬式医療機器５０及び可搬式無線管理装置３
０、及び、医療室、貯蔵室、病室及び施設全体の所在を提供することができる。
【００７４】
　本発明は、特定の例示的実施例を参照して説明したが、本発明は説明した実施例に限定
されるものではなく、付随する請求項の精神及び範囲内で改良、変更を加えて実施できも
のである。したがって、明細書及び図面は、限定的意味ではなく、例示的意味で理解され
るべきである。
【産業上の利用可能性】
【００７５】
　本発明は、医療室または他の医療区域にある機器類の集中管理を提供するものであり、
医療機器に限らず、その他の機器の無線管理装置または管理ユニットを含むシステムに適
用できる。
【符号の説明】
【００７６】
　１０　手術室
　１２　手術室内照明器具
　１４　カメラ
　１５　壁
　１６　手術台
　１７　移動式カート
　１８　関節鏡ポンプシステム
　２０　可搬式廃棄物管理システム
　２２　移動式カート
　２４　移動式タッチスクリーン無線タブレット
　３０　無線集中管理装置
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　３２　ルームモニター

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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