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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　錠剤ディスペンサーであって、
　開口を規定するハウジングと、
　前記ハウジング内に配置されて前記開口に連動するように結合された錠剤投与機構と、
　前記ハウジングに連動するように結合された凹所と、
　前記凹所の画像を撮るために配置された第１の錠剤視認カメラと、
　前記ハウジングに隣接する領域の画像を撮るために配置された認識カメラと、
　前記錠剤投与機構、第１の錠剤視認カメラ、及び前記認識カメラと作動的に通信する少
なくとも一つのプロセッサと、
　プロセッサ実行指令を記憶するための記憶媒体とを備え、そのプロセッサ実行指令は、
前記少なくとも一つのプロセッサにより、
　前記錠剤投与機構に錠剤を投与するように指令し、
　第１の錠剤視認カメラに錠剤の第１の画像を撮るように指令し、
　第１の画像内の錠剤の存在を判定し、
　第１の錠剤視認カメラに第２の画像を撮るように指令し、
　第２の画像内の錠剤の非存在を判定し、
　第１の画像が錠剤の画像を含み、かつ、第２の画像が錠剤の他の画像を含まないならば
、服用遵守が生じたと判定し、及び
　前記認識カメラに第３の画像を撮るように指令することを実行するように構成されてい
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る錠剤ディスペンサー。
【請求項２】
　請求項１の錠剤ディスペンサーにおいて、前記記憶媒体はプロセッサ実行指令を更に含
み、そのプロセッサ実行指令は、前記少なくとも一つのプロセッサにより、錠剤が前記錠
剤投与機構により投与された後、所定の時間が経過した後に、前記認識カメラに第３の画
像を撮るように指令することを実行するように構成されている錠剤ディスペンサー。
【請求項３】
　請求項１の錠剤ディスペンサーにおいて、前記ハウジングに連動するように結合された
ボタンを更に備え、このボタンは前記少なくとも一つのプロセッサと作動的に通信し、前
記記憶媒体はプロセッサ実行指令を更に含み、そのプロセッサ実行指令は、前記少なくと
も一つのプロセッサにより、前記ボタンが押されたときのみ、錠剤を投与することを実行
するように構成されている錠剤ディスペンサー。
【請求項４】
　請求項１の錠剤ディスペンサーにおいて、前記ハウジングに連動するように結合された
ボタンを更に備え、このボタンは前記少なくとも一つのプロセッサと作動的に通信し、前
記記憶媒体はプロセッサ実行指令を更に含み、そのプロセッサ実行指令は、前記少なくと
も一つのプロセッサにより、前記ボタンが押されたとき、前記認識カメラに第３の画像を
撮るように指令することを実行するように構成されている錠剤ディスペンサー。
【請求項５】
　請求項１の錠剤ディスペンサーにおいて、前記ハウジングに連動するように結合された
ボタンを更に備え、このボタンは前記少なくとも一つのプロセッサと作動的に通信し、前
記記憶媒体はプロセッサ実行指令を更に含み、そのプロセッサ実行指令は、前記少なくと
も一つのプロセッサにより、前記ボタンが押されたとき、予め定められた予定に従って前
記認識カメラに第３の画像を含む複数の画像を撮るように指令することを実行するように
構成されている錠剤ディスペンサー。
【請求項６】
　請求項１の錠剤ディスペンサーにおいて、前記ハウジングに連動するように結合された
ボタンを更に備え、このボタンは前記少なくとも一つのプロセッサと作動的に通信し、前
記記憶媒体はプロセッサ実行指令を更に含み、そのプロセッサ実行指令は、前記少なくと
も一つのプロセッサにより、前記ボタンが押されたとき、前記少なくとも一つのプロセッ
サが、一連の取り込み画像の一つの取り込み画像内に少なくとも一つの顔を認識するまで
、前記認識カメラに一連の画像を撮るように指令することを実行するように構成されてい
る錠剤ディスペンサー。
【請求項７】
　請求項１の錠剤ディスペンサーにおいて、前記記憶媒体はプロセッサ実行指令を更に含
み、そのプロセッサ実行指令は、前記少なくとも一つのプロセッサにより、
　前記記憶媒体内の第３の画像を記憶し、及び、
　前記記憶媒体内の第３の画像を暗号化するように指令することを実行するように構成さ
れている錠剤ディスペンサー。
【請求項８】
　請求項７の錠剤ディスペンサーにおいて、前記記憶された第３の画像が一対の非対称の
暗号化キーの公開キーを用いて暗号化される錠剤ディスペンサー。
【請求項９】
　請求項７の錠剤ディスペンサーにおいて、前記少なくとも一つのプロセッサに作動的に
通信する通信構成要素を更に備え、前記記憶媒体はプロセッサ実行指令を更に含み、その
プロセッサ実行指令は、前記少なくとも一つのプロセッサにより、前記暗号化された第３
の画像を前記通信構成要素を介してサーバーへ作動的に通信することを実行するように構
成されている錠剤ディスペンサー。
【請求項１０】
　請求項１の錠剤ディスペンサーにおいて、前記記憶媒体はプロセッサ実行指令を更に含
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み、そのプロセッサ実行指令は、前記少なくとも一つのプロセッサにより、
　第３の画像内の顔が許可されたユーザーであるか否かを判定し、及び、
　第３の画像をこの第３の画像内の顔が認可されたユーザーであるか否かの指標と共にサ
ーバーへ通信することを実行するように構成されている錠剤ディスペンサー。
【請求項１１】
　請求項１の錠剤ディスペンサーにおいて、前記ハウジング内に配置されたスピーカーを
更に含み、前記少なくとも１一つのプロセッサは前記スピーカーと作動的に通信し、前記
記憶媒体はプロセッサ実行指令を更に含み、そのプロセッサ実行指令は、前記少なくとも
一つのプロセッサにより、第２の画像が錠剤を含み、かつ、所定の時間が経過したときに
、前記スピーカーに注意喚起を可聴的に鳴らせるように指令するように構成されている錠
剤ディスペンサー。
【請求項１２】
　請求項１の錠剤ディスペンサーにおいて、前記記憶媒体はプロセッサ実行指令を更に含
み、そのプロセッサ実行指令は、前記少なくとも一つのプロセッサにより、第１の画像を
用いて錠剤を認識させるように構成されている錠剤ディスペンサー。
【請求項１３】
　請求項１２の錠剤ディスペンサーにおいて、前記少なくとも一つのプロセッサは、錠剤
の色、錠剤の形状、錠剤における文字、及び錠剤の複数の色とのうちの少なくとも一つを
用いて錠剤を特定する錠剤ディスペンサー。
【請求項１４】
　請求項１の錠剤ディスペンサーにおいて、前記凹所と一体的にされたスケールを更に含
み、前記少なくとも１一つのプロセッサは前記スケールと作動的に通信してそれから重量
を受信し、前記記憶媒体はプロセッサ実行指令を更に含み、そのプロセッサ実行指令は、
前記スケールを用いて推定された重量に基づいて錠剤を認識するように構成されている錠
剤ディスペンサー。
【請求項１５】
　請求項１４の錠剤ディスペンサーにおいて、前記少なくとも一つのプロセッサは前記凹
所内に配置されたカップの推定重量を減じることにより錠剤の重量を推定する錠剤ディス
ペンサー。
【請求項１６】
　請求項１の錠剤ディスペンサーにおいて、透明なカップ底部を通じて錠剤の画像を撮る
ように配置された第２の錠剤視認カメラを更に備える錠剤ディスペンサー。
【請求項１７】
　請求項１６の錠剤ディスペンサーにおいて、第２の錠剤視認カメラは前記凹所内に配置
されて前記凹所に結合されたものの一つである錠剤ディスペンサー。
【請求項１８】
　請求項１７の錠剤ディスペンサーにおいて、前記記憶媒体はプロセッサ実行指令を更に
含み、そのプロセッサ実行指令は、前記少なくとも一つのプロセッサにより、
　第２の錠剤視認カメラに錠剤を含む第４の画像を撮るように指令し、及び、
　第１及び第４の画像を用いて錠剤を特定することを実行するように構成されている錠剤
ディスペンサー。
【請求項１９】
　請求項１８の錠剤ディスペンサーにおいて、前記少なくとも一つのプロセッサは、第１
及び第４の画像を用いて判定された錠剤の色、錠剤の形状、錠剤における文字、及び錠剤
の複数の色とのうちの少なくとも一つを用いて錠剤を特定する錠剤ディスペンサー。
【請求項２０】
　請求項１８の錠剤ディスペンサーにおいて、前記記憶媒体はプロセッサ実行指令を更に
含み、そのプロセッサ実行指令は、前記少なくとも一つのプロセッサにより、
　第２の錠剤視認カメラに錠剤を含む第４の画像を撮るように指令し、及び、
　錠剤の第１及び第４の画像を利用して服用遵守を判定することを実行するように構成さ
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れている錠剤ディスペンサー。
【請求項２１】
　請求項１の錠剤ディスペンサーにおいて、タッチ・スクリーンを更に備え、前記少なく
とも一つのプロセッサは前記タッチ・スクリーンと作動的に通信する錠剤ディスペンサー
。
【請求項２２】
　請求項１の錠剤ディスペンサーにおいて、前記記憶媒体はプロセッサ実行指令を更に含
み、そのプロセッサ実行指令は、前記少なくとも一つのプロセッサにより、前記錠剤投与
機構に、予め定められた予定に従って、複数の錠剤を投与するように指令することを実行
するように構成されている錠剤ディスペンサー。
【請求項２３】
　請求項１の錠剤ディスペンサーにおいて、前記少なくとも一つのプロセッサに作動的に
通信する通信構成要素を更に備え、前記記憶媒体はプロセッサ実行指令を更に含み、その
プロセッサ実行指令は、前記少なくとも一つのプロセッサにより、
　　記憶された電子的医療記録を有するサーバーに前記通信構成要素を用いて通信し、　
　　前記サーバーの電子的医療記録入力に問い合わせ、及び、
　　前記生体認証構成要素からの前記生体データが前記電子的医療記録により示されたユ
ーザーに一致するか否かを判定することを実行するように構成されている錠剤ディスペン
サー。
【請求項２４】
　請求項１の錠剤ディスペンサーは更に、
　前記少なくとも一つのプロセッサと作動的に通信するマイクロフォンと、
　前記少なくとも一つのプロセッサと作動的に通信するスピーカーとを備え、
　前記記憶媒体はプロセッサ実行指令を更に含み、そのプロセッサ実行指令は、前記少な
くとも一つのプロセッサにより、
　　前記スピーカーに一連の単語が発せられるように要請する音声記録を再生するように
指令し、
　前記マイクロフォンを用いて音を記録し、及び、
前記音に従ってユーザーを認証し、前記少なくとも一つのプロセッサは、前記音における
声が、認証されたユーザーに一致するとき、ユーザーを認証することを実行するように構
成された錠剤ディスペンサー。
【請求項２５】
　請求項１の錠剤ディスペンサーにおいて、前記少なくとも一つのプロセッサと作動的に
通信する通信構成要素を更に備え、前記錠剤ディスペンサーは更に、前記少なくとも一つ
のプロセッサに連動するように結合されて前記錠剤ディスペンサーの位置を判定するよう
に構成された全地球側位システム構成要素も備え、前記記憶媒体はプロセッサ実行指令を
更に含み、そのプロセッサ実行指令は、前記少なくとも一つのプロセッサにより、
　　　前記錠剤ディスペンサーの位置が前記全地球側位システム構成要素により判定され
た予め定められた許可された領域内にあるか否かを判定し、及び、
　　　前記錠剤ディスペンサーが予め定められた許可された領域外にあることを前記通信
構成要素を介してサーバーへ通信することを実行するように構成されている錠剤ディスペ
ンサー。
【請求項２６】
　請求項１の錠剤ディスペンサーにおいて、前記記憶媒体はプロセッサ実行指令を更に含
み、そのプロセッサ実行指令は、前記少なくとも一つのプロセッサにより、第３の画像内
の顔が未認証のユーザーであると判定して、第３の画像及び未認証のユーザーが第３の画
像内に存するという指標をサーバーへ通信することを実行するように構成されている錠剤
ディスペンサー。
【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
　関連出願の相互参照
　本出願は非仮出願であって、以下の優先権及びその利益を主張して特許協力条約の下に
出願された国際出願である。
　米国仮特許出願第６１／５７８，６４９号、２０１１年１２月２１日出願、発明の名称
「Ｓｙｓｔｅｍ，Ｍｅｔｈｏｄ，ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　Ｉｎｆｕｓｉｎ
ｇ　Ｆｌｕｉｄ」（代理人整理番号Ｊ０２）、
　米国仮特許出願第６１／５７８，６５８号、２０１１年１２月２１日出願、発明の名称
「Ｓｙｓｔｅｍ，Ｍｅｔｈｏｄ，ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　Ｅｓｔｉｍａｔ
ｉｎｇ　Ｌｉｑｕｉｄ　Ｄｅｌｉｖｅｒｙ」（代理人整理番号Ｊ０４）、
　米国仮特許出願第６１／５７８，６７４号、２０１１年１２月２１日出願、発明の名称
「Ｓｙｓｔｅｍ，Ｍｅｔｈｏｄ，ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　Ｄｉｓｐｅｎｓ
ｉｎｇ　Ｏｒａｌ　Ｍｅｄｉｃａｔｉｏｎｓ」（代理人整理番号Ｊ０５）、
　米国仮特許出願第６１／６５１，３２２号、２０１２年　５月２４日出願、発明の名称
「Ｓｙｓｔｅｍ，Ｍｅｔｈｏｄ，ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　Ｅｌｅｃｔｒｏ
ｎｉｃ　Ｐａｔｉｅｎｔ　Ｃａｒｅ」（代理人整理番号Ｊ４６）、及び、
　米国仮特許出願第６１／６７９，１１７号、２０１２年　８月　３日出願、発明の名称
「Ｓｙｓｔｅｍ，Ｍｅｔｈｏｄ，ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　Ｍｏｎｉｔｏｒ
ｉｎｇ，Ｒｅｇｕｌａｔｉｎｇ，ｏｒ　Ｃｏｎｔｒｏｌｉｎｇ　Ｆｌｕｉｄ　Ｆｌｏｗ」
（代理人整理番号Ｊ３０）、以上の各々は参照によりその全体が本明細書に組み込まれて
いる。
　本出願は、以下の一部継続出願でもあり、その優先権及び利益を主張する。
　米国特許出願第１３／３３３，５７４号、２０１１年１２月２１日出願、発明の名称「
Ｓｙｓｔｅｍ，Ｍｅｔｈｏｄ，ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ
ｉｃ　Ｐａｔｉｅｎｔ　Ｃａｒｅ」、現在は米国出願公開公報第ＵＳ－２０１２－０１８
５２６７－Ａ１号、２０１２年７月１９日公開（代理人整理番号ｌ９７）、及び、
　ＰＣＴ出願第ＰＣＴ／ＵＳ１１／６６５８８号、２０１１年１２月２１日出願、発明の
名称「Ｓｙｓｔｅｍ，Ｍｅｔｈｏｄ，ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　Ｅｌｅｃｔ
ｒｏｎｉｃ　Ｐａｔｉｅｎｔ　Ｃａｒｅ」（代理人整理番号ｌ９７ＷＯ）、これらの両方
は参照によりその全体が本明細書に組み込まれている。
　本出願はこれと共に同日に出願された以下の特許出願の一つ以上にも関連する場合があ
り、その全ては参照によりそれらの全体が本明細書に組み込まれている。
　「Ｓｙｓｔｅｍ，Ｍｅｔｈｏｄ，ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　Ｃｌａｍｐｉ
ｎｇ」についての非仮出願（代理人整理番号Ｊ４７）
　「Ｓｙｓｔｅｍ，Ｍｅｔｈｏｄ，ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　Ｄｉｓｐｅｎ
ｓｉｎｇ　Ｏｒａｌ　Ｍｅｄｉｃａｔｉｏｎｓ」についての非仮出願（代理人整理番号Ｊ
７４）、
　「Ｓｙｓｔｅｍ，Ｍｅｔｈｏｄ，ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　Ｅｓｔｉｍａ
ｔｉｎｇ　Ｌｉｑｕｉｄ　Ｄｅｌｉｖｅｒｙ」についての非仮出願（代理人整理番号Ｊ７
５）、
　「Ｓｙｓｔｅｍ，Ｍｅｔｈｏｄ，ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　Ｉｎｆｕｓｉ
ｎｇ　Ｆｌｕｉｄ」についての非仮出願（代理人整理番号Ｊ７６）、
　「Ｓｙｓｔｅｍ，Ｍｅｔｈｏｄ，ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　Ｉｎｆｕｓｉ
ｎｇ　Ｆｌｕｉｄ」についてのＰＣＴ出願（代理人整理番号Ｊ７６ＷＯ）、
　「Ｓｙｓｔｅｍ，Ｍｅｔｈｏｄ，ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　Ｅｌｅｃｔｒ
ｏｎｉｃ　Ｐａｔｉｅｎｔ　Ｃａｒｅ」についての非仮出願（代理人整理番号Ｊ７７）、
　「Ｓｙｓｔｅｍ，Ｍｅｔｈｏｄ，ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　Ｅｌｅｃｔｒ
ｏｎｉｃ　Ｐａｔｉｅｎｔ　Ｃａｒｅ」についての非仮出願（代理人整理番号Ｊ７８）、
　「Ｓｙｓｔｅｍ，Ｍｅｔｈｏｄ，ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　Ｍｏｎｉｔｏ
ｒｉｎｇ，Ｒｅｇｕｌａｔｉｎｇ，ｏｒ　Ｃｏｎｔｒｏｌｉｎｇ　Ｆｌｕｉｄ　Ｆｌｏｗ
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」についての非仮出願（代理人整理番号Ｊ７９）、
　「Ｓｙｓｔｅｍ，Ｍｅｔｈｏｄ，ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　Ｍｏｎｉｔｏ
ｒｉｎｇ，Ｒｅｇｕｌａｔｉｎｇ，ｏｒ　Ｃｏｎｔｒｏｌｉｎｇ　Ｆｌｕｉｄ　Ｆｌｏｗ
」についてのＰＣＴ出願（代理人整理番号Ｊ７９ＷＯ）、
　「Ｓｙｓｔｅｍ，Ｍｅｔｈｏｄ，ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　Ｅｓｔｉｍａ
ｔｉｎｇ　Ｌｉｑｕｉｄ　Ｄｅｌｉｖｅｒｙ」についての非仮出願（代理人整理番号Ｊ８
１）、
　「Ｓｙｓｔｅｍ，Ｍｅｔｈｏｄ，ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　Ｅｓｔｉｍａ
ｔｉｎｇ　ＬｉｑｕＩＤ　Ｄｅｌｉｖｅｒｙ」についてのＰＣＴ出願（代理人整理番号Ｊ
８１ＷＯ）、及び、
　「Ｓｙｓｔｅｍ，Ｍｅｔｈｏｄ，ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　Ｅｌｅｃｔｒ
ｏｎｉｃ　Ｐａｔｉｅｎｔ　Ｃａｒｅ」についての非仮出願（代理人整理番号Ｊ８５）。
　背景
　関連分野
【０００２】
　本開示事項は、経口薬を投与することに関する。更に詳しくは、本開示事項は、経口薬
を投与するシステム、方法及び装置に関する。
　関連技術の説明
【０００３】
　薬物は幾多の異なる理由、例えば病気を治療し、痛みを軽減し、低い危険範囲内に生物
学的パラメータ（例えば、血圧）を保ち、栄養的な補給、及び他の理由などのために服用
される。薬物は、短期間に亘って、又は終身に亘って服用され得る。例えば、耳感染症の
者は、一週間に亘って服用する特定の薬物の処方を得るであろう。時には、薬物は長期間
に亘って、おそらく生涯服用される。例えば、高血圧の者は、特定の薬物を常に服用する
であろう。長期間に亘って薬物を服用する人々は、おそらく一回以上の補充で薬剤師又は
医師によって患者へ与えられる薬物の特定の量についての処方を受け取るであろう。処方
薬が失効した（例えば、すべての補充が使用された）後、服用者、又はその介護をする誰
かは、新しい処方を受け取るために医師又は介護者を呼ぶ必要があり得る。或る薬物は、
一般的に、経口的に服用されるように設計された薬物の小さなカプセル、又は坐薬である
場合がある錠剤の形態で投与される。これらの説明のために、錠剤は、ユーザーによって
服用されるに設計された処方薬、店頭薬物、ビタミン、栄養剤、又は、任意の他のタブレ
ット状物である場合がある。
【０００４】
　処方の状態は、処方が失効しないことを確実にするために追跡する必要がある。新たに
された（若しくはおそらく変更された）処方を得るために医師との予約が必要になる場合
がある。保険、薬物、及び／又は薬局（例えば、インターネット上に存在しない従来型、
メール注文など）の形式に依存して、処方は、薬物が必要な時に先立って調合する必要が
あり得る。
【０００５】
　多くのユーザーは、様々な異なる薬物を服用する必要がある。薬物は、異なる時間（例
えば、日、時間など）において、異なる量で服用される必要があり得る。薬物オーガナイ
ザーは、服用する必要がある薬物の追跡を支援するために利用される。オーガナイザーは
、様々な形式で到来するであろう。例えば、オーガナイザーは複数の容器を含むことがあ
り、その各々の容器は特定の期間（例えば、時間、日など）に亘って服用する薬物を含む
。
【０００６】
　特定の処方は、処方を新たにするか変更するとき、ユーザーに特定の身体パラメータ（
例えば、血糖）を監視及び／又は計測して、それらのパラメータを検討のために医師へ持
っていくことを要求し得る。これは、ユーザーに、詳細な記録を残して、それらを医師へ
持っていくことを忘れないことを要求する場合がある。或るユーザーは運動性を制限され
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ていることがあるので、処方を調合するために薬局へ行くか、又は追跡されたパラメータ
を提供するために医者へ行くことが困難な場合がある。
概要
【０００７】
　本開示事項の一つの態様においては、錠剤ディスペンサーは、ハウジング、錠剤投与機
構、貯蔵器、第１の錠剤視認カメラ、認識カメラ、一つ以上のプロセッサ、及び記憶媒体
を含む。ハウジングは開口を規定する。錠剤投与機構はハウジング内に配置されて、開口
に動作可能なように結合されている。貯蔵器は、ハウジングに動作可能なように結合され
ている。貯蔵器は、カップを収容するように構成されているカップ・ホルダーとし得る。
第１の錠剤視認カメラは、貯蔵器の画像を撮るために配置される。認識カメラは、ハウジ
ングに隣接する領域の画像を撮るために配置される。認識カメラは、パンニング・カメラ
とし得る。記録媒体は、パンニング・カメラによる指令として顔（例えば、顔の位置）を
認識して、顔を中央に置くようにカメラを顔の方へパンニングする指令を含み得る。一つ
以上のプロセッサは、錠剤投与機構、第１の錠剤視認カメラ、及び認識カメラと連動する
ように交信する。
【０００８】
　記憶媒体は、一つ以上のプロセッサ実行可能な（例えば、一つ以上のプロセッサにより
実行可能な）指令を記憶し、これは、錠剤投与機構に錠剤を投与するように指令すること
、第１の錠剤視認カメラに錠剤の第１の画像を撮るように指令すること、第１の画像の範
囲内で錠剤の存在を判定すること、第１の錠剤視認カメラに第２の画像を撮るように指令
すること、第２の画像の範囲内で錠剤の非存在を判定すること、及び、認識カメラに第３
の画像を撮るように指令することを含む。或る特定の実施形態において、第１の画像の範
囲内の錠剤の存在（例えば、第１の画像の範囲内の錠剤の画像）及び第２の画像の範囲内
の錠剤の非存在（例えば、錠剤の画像は第２の画像の範囲内に無い）は服薬遵守の判定に
用いられることがある（例えば、タイム・フレーム内の存在及び非存在は服薬遵守として
考慮され得るか、及び／又は、服薬遵守の判定の必要条件である場合がある）。記憶媒体
は、許可されたユーザー及び第３の画像内の錠剤を特定して服用遵守を判定し、許可され
たユーザー及び第３の画像内のカップの底を認識して服用遵守を判定し、及び／又は、第
３の画像内のバーコードを解読するための指令を含み得る。
【０００９】
　本開示事項の他の態様においては、錠剤ディスペンサーは、ドックへの挿入のために構
成されている。ドックは、錠剤ディスペンサーと、監視クライアントへの通信リンクとに
電力を供給し得る。
【００１０】
　本開示事項の他の態様においては、記憶媒体は更に、第１の画像が錠剤の画像を含み、
かつ、第２の画像が錠剤の他の画像を含まないならば、服用遵守が生じたことを判定する
少なくとも一つのプロセッサにより実行するように構成されたプロセッサ実行可能指令を
含む。
【００１１】
　記憶媒体は、錠剤投与機構により錠剤が投与された後、所定の時間の後に、認識カメラ
に第３の画像を撮るように指令するための指令を含み得る。
【００１２】
　本開示事項の他の態様においては、錠剤ディスペンサーは、ハウジングへ動作可能に結
合されたボタンを含む。このボタンは、一つ以上のプロセッサと連動するように交信する
。記憶媒体は、ボタンが押されたときのみに錠剤を投与するか、及び／又は、ボタンが押
されたときに認識カメラに第３の画像を撮るように指令する（例えば、例として、ボタン
を押している人の画像を撮る）指令を更に含み得る。付加的に又は代替的に、記憶媒体は
、ボタンが押されたときに、認識カメラに、予め定められた予定に従って、第３の画像を
含む複数の画像を撮るように指令するための指令を含み得る。許可されていないユーザー
は、認可アルゴリズムの間、錠剤を投与することを認可するように判定し得る。



(8) JP 5894680 B2 2016.3.30

10

20

30

40

50

【００１３】
　本開示事項の更に他の態様においては、記憶媒体は、ボタンが押されたときに、少なく
とも一つのプロセッサが、一連の捕捉された画像の一つの捕捉された画像における少なく
とも一つの顔の存在を認識するまで、認識カメラに一連の画像を撮るように指令するため
の指令を含み得る。記憶媒体は、判定された許可されていないユーザーに応じて警報を発
するための指令を含み得る。
【００１４】
　記憶媒体は、第３の画像内の顔が許可されていないユーザーであることを判定して、第
３の画像及び許可されていないユーザーが第３の画像内にある指標をサーバーへ交信する
ための指令を含み得る。
【００１５】
錠剤ディスペンサーは、記憶媒体を含むことがあり、これは、第３の画像を記憶媒体に記
憶して、及び／又は、記憶媒体内の第３の画像を暗号化するための指令を有する。第３の
画像は、一対の非対称の暗号化キーの公開キーを用いて暗号化し得る。暗号化された第３
の画像は、錠剤ディスペンサーの交信構成要素を介してサーバーに交信し得る。
【００１６】
　本開示事項の他の態様においては、記憶媒体は、第３の画像内の顔が許可されたユーザ
ーであるか否かを判定して、第３の画像内の顔が認可されるか否かの指標と共に第３の画
像をサーバーへ交信するための指令を含み得る。
【００１７】
　更に他の態様においては、錠剤ディスペンサーは、ハウジング内に配置されたスピーカ
ーを含む。一つ以上のプロセッサは、スピーカーと交信し得る（例えば、スピーカーを制
御するため）。記憶媒体は、第２の画像が錠剤を含み、所定の時間が経過したとき、スピ
ーカーに注意喚起を可聴的に鳴らすように指令するための指令を含み得る。付加的に又は
代替的に、記憶媒体は、ユーザーに、患者に錠剤を服用するように注意喚起するように記
録されたメッセージ、例えば錠剤を服用させるように肉親の記録を再生させるための指令
を含み得る。
【００１８】
　本開示事項の幾つかの態様においては、記憶媒体は、第１の画像を用いて錠剤を特定す
るための指令を含み得る。錠剤は、錠剤の色、錠剤の形状、錠剤における文字、及び錠剤
の複数の色に基づいて特定し得る。付加的に又は代替的に、錠剤は、貯蔵器に集積された
尺度から推定された重量に基づき得る。プロセッサは、貯蔵器内に置かれたカップの推定
された重量を減じることにより、錠剤の重量を見積もり得る。
【００１９】
　本開示事項の更に他の態様においては、錠剤ディスペンサーは、例えば透明カップの底
を通じて、錠剤の画像を撮るように配置された第２の錠剤視認カメラを含む。第２の錠剤
視認カメラは貯蔵器内に配置するか、及び／又は、貯蔵器へ結合し得る。記憶媒体は、第
２の錠剤視認カメラに、錠剤を含む第４の画像を捉らせて、第１及び第４の画像を用いて
錠剤を特定するように指令するための指令を含み得る。一つ以上のプロセッサは、第１及
び第４の画像を用いる判定として、錠剤の色、錠剤の形状、錠剤における文字、及び錠剤
の複数の色とのうちの少なくとも一つを用いて錠剤を特定し得る。例えば、錠剤は三色を
有することがあり、これは他の全ての既知の錠剤と比較してそれを識別し、錠剤視認カメ
ラの一つ以上が全３色を認識するならば、プロセッサは、錠剤の形式を決定するために、
それらの識別された三色を使用し得る。
【００２０】
　本開示事項の更に他の態様においては、記憶媒体は、第２の錠剤視認カメラに錠剤を含
む第４の画像を撮るように指令して、錠剤の第１及び第４の画像を利用して服用遵守を決
定するための指令を含み得る。
【００２１】
　本開示事項の更なる態様においては、錠剤ディスペンサーは、タッチ・スクリーンも含
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み得る。一つ以上のプロセッサは、タッチ・スクリーンに連動するように交信し得る。記
憶媒体は、少なくとも一つのプロセッサがいつ錠剤投与機構に錠剤を投与するように指令
したかについて、処方された錠剤の予め記憶された画像をタッチ・スクリーンに表示する
ようにタッチ・スクリーンに指令するための指令を含み得る。
【００２２】
　記憶媒体は、少なくとも一つのプロセッサにより実行されるように構成されたプロセッ
サ実行可能指令を更に含むことがあり、これは、タッチ・スクリーンに、タッチ・スクリ
ーン上の処方された錠剤の予め記憶された画像が投与された錠剤に整合するユーザー認証
を要請するユーザー選択可能促進を表示させるように指令する。
【００２３】
　本開示事項の更に他の態様においては、錠剤ディスペンサーは、ハウジング内に配置さ
れたスピーカーを含み得る。一つ以上のプロセッサは、スピーカーと連動して交信し得る
。記憶媒体は、所定の時間が経過したとき、スピーカーに、ユーザー選択可能促進のユー
ザー認証が生じていないことの注意喚起を可聴的に鳴らすように指令するための指令を含
み得る。
【００２４】
　本開示事項の更なる他の態様においては、記憶媒体は、錠剤投与機構に予め定められた
予定に従って複数の錠剤を投与するように指令するための指令を含み得る。錠剤投与機構
は、各錠剤が予め定められた予定に従って投与されるように予定されているときに、複数
の錠剤を自動的に投与し得る。
【００２５】
　記憶媒体は、所定の服用遵守を記録して、ログ・エントリを記憶媒体に記憶させる指令
を含み得る。ログ・エントリは、ユーザーを認証することに用いられるユーザーの音声デ
ータ、ユーザーを認証することに用いられるユーザーの画像、第１の錠剤視認カメラから
の錠剤の画像、第２の錠剤視認カメラからの錠剤の画像、錠剤投与機構の位置、タイムス
タンプ、データ・スタンプ、ＲＦＩＤタグからの患者ＩＤ、他のＲＦＩＤタグからの看護
婦ＩＤ、周囲温度値、及び／又は、環境照明値のタのうちの少なくとも一つを含み得る。
【００２６】
　本開示事項の他の態様においては、錠剤ディスペンサーは、一つ以上のプロセッサと連
動的に交信する生体認証構成要素を含む。記憶媒体は、生体認証構成要素からの生体デー
タを用いてユーザーを認証するための指令を含み得る。
生体認証構成要素は、マイクロフォン、カメラ、指紋スキャナ、ハンド・スキャナ、虹彩
スキャナ、及び網膜スキャナのうちの一つである。更に、或る実施形態においては、記憶
媒体は以下のための指令を含み得る。即ち、交信構成要素を用いて、記憶された電子医療
記録を有するサーバーと交信すること、サーバーの電子医療記録入力を問い合わせること
、及び、電子医療記録によって示されたものとして、生体認証構成要素からの生体データ
がユーザーに一致するか否かを判定することである。
【００２７】
　本開示事項の他の態様においては、錠剤ディスペンサーは、一つ以上のプロセッサと連
動的に交信するマイクロフォン及びスピーカーを含む。記憶媒体は、以下のための指令を
含み得る。即ち、スピーカーに発話される一連の単語を要請する音声記録を再生するよう
に指令すること、マイクロフォンを用いて録音すること、及び、音に従ってユーザーを認
証し、音における音声が認可されたユーザーに一致するとき、少なくとも一つのプロセッ
サはユーザーを認証することである。
【００２８】
　記憶媒体は、交信構成要素を用いて、記憶された電子医療記録を有するサーバーと交信
し、錠剤ディスペンサーの少なくとも一人の認可されたユーザーについてのサーバーの電
子医療記録の電子医療記録入力を問い合わせ、及び、録音における音声が、電子医療記録
入力によって示されたものとして、少なくとも一人の許可されたユーザーのユーザーに一
致するか否かを判定するための指令を含み得る。
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【００２９】
　本開示事項の更に他の態様においては、錠剤ディスペンサーは、ユーザーを特定して、
及び／又は、ユーザーが認可されたユーザーであるか否かを判定するように構成されたス
キャナを含み得る。このスキャナは、バーコード・スキャナ、バーコードを読み込むのに
適しているカメラ、ＲＦＩＤトランスポンダ、及び／又はレーザー・バーコード・スキャ
ナのうちの一つとし得る。
【００３０】
本開示事項の更に他の態様においては、錠剤ディスペンサーは、一つ以上のプロセッサに
連動的に交信する交信構成要素、例えば、トランシーバーを含む。記憶媒体は、交信構成
要素を用いて患者介護デバイスからサーバーまでデータを伝達するための指令を含み得る
。
【００３１】
　本開示事項の更に他の態様においては、錠剤調合機構が、一つ又は一つ以上の錠剤カー
トリッジ（例えば、三つ）に結合されることがあり、その各々は複数の錠剤を投与するよ
うに構成されている。錠剤カートリッジは、投与予定が予めプログラムされるメモリを含
み得る。このメモリは、プロセッサと連動的に交信する。メモリはコンピュータ可読媒体
の一部であるか、或いはそれとは別個にし得る。
【００３２】
　本開示事項の更に他の態様においては、錠剤ディスペンサーは、ハウジングに連動的に
結合し、かつ、一つ以上のプロセッサに連動的に交信するボタンを含む。記憶媒体は、以
下のための指令を含み得る。即ち、予め定められた予定に従って予定された錠剤投与のユ
ーザーに警報を発し、ユーザーを認証し、錠剤調合機構に、ボタンが押されてユーザーが
認可されたときに、予定された錠剤投与に従って錠剤を投与するように指令し、及び、予
定された錠剤投与の服用遵守を決定することである。
【００３３】
　警報はスピーカーからの可聴音を含むことがあり、これは、予め定められた予定に従っ
て予定された錠剤投与が生じたという注意喚起を含む。
【００３４】
　本開示事項の更に他の態様においては、錠剤ディスペンサーは、ハウジング内に配置さ
れたスピーカーと、全地球測位システム構成要素とを含む。一つ以上のプロセッサは、ス
ピーカー及び全地球測位システム構成要素と連動的に交信し得る。全地球測位システム部
品は錠剤ディスペンサーの位置を測定して、その位置を一つ以上のプロセッサに（例えば
、直接に、又は、コンピュータ可読媒体などのメモリを通じて）通信する。記憶媒体は、
以下のための指令を含み得る。即ち、錠剤ディスペンサーの位置が全地球測位システム構
成要素により判定された予め定められた認可された領域内にあるか否かを判定し、及び、
錠剤ディスペンサーが予め定められた認可された領域外にあるという警報を可聴的に鳴ら
すようにスピーカーに指令することである。
【００３５】
　本開示事項の更に他の態様においては、錠剤ディスペンサーは、一つ以上のプロセッサ
及び全地球測位システム構成要素に連動的に交信する交信構成要素を含み、一つ以上のプ
ロセッサと全地球測位システム構成要素との両方は一つ以上のプロセッサに連動的に結合
している。全地球測位システム部品は、錠剤ディスペンサーの位置を判定するように構成
されている。記憶媒体は、以下のための指令を含み得る。即ち、錠剤ディスペンサーの位
置が全地球測位システム構成要素により判定された予め定められた認可された領域内にあ
るか否かを判定し、及び、錠剤ディスペンサーが予め定められた認可された領域外にある
ことを交信構成要素を介してサーバーに交信することである。
【００３６】
　本開示事項の他の態様においては、錠剤ディスペンサーは、交信構成要素及び全地球側
位システム構成要素を含み、これらの両方は一つ以上のプロセッサと連動的に交信する。
記憶媒体は、交信構成要素を介して錠剤ディスペンサーの位置をサーバーに通信するため
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の指令を含み得る。
【００３７】
　記憶媒体は、全地球測位システム構成要素を介して錠剤ディスペンサーの位置を判定し
、ユーザーの位置を判定し、錠剤ディスペンサーとユーザーとが互いに予め定められた距
離内にあるときのみに錠剤を投与するための指令を含み得る。
【００３８】
　錠剤ディスペンサーは取り外し可能なスクリーンを有することがあり、及び／又は、交
信モジュールは錠剤ディスペンサーに取り付け可能である場合がある。或る実施形態にお
いては、幾つかの交信モジュールは、錠剤ディスペンサーに取り付け可能であり、及び／
又は、一緒に取り付け可能で、次いで錠剤ディスペンサーに取り付け可能である。
【００３９】
本開示事項の更に他の態様においては、錠剤ディスペンサーは、一つ以上のプロセッサと
連動的に交信する不揮発性メモリを含む。一つ以上のプロセッサは、一つ以上の操作のパ
ラメータを不揮発性メモリ内に記憶することができ、それによって錠剤ディスペンサーを
電源障害から回復させることを可能にする。例えば、一つ以上のプロセッサは、不揮発性
メモリ内に錠剤カートリッジ内の錠剤の投与予定及び在庫を記憶することができる。
【００４０】
　本開示事項の更に他の態様においては、錠剤ディスペンサーは、処方を特定するように
構成されるスキャナを含む。このスキャナは、バーコード・スキャナ、バーコードを読み
込むのに適しているカメラ、ＲＦＩＤトランスポンダ、及びレーザー・バーコード・スキ
ャナのうちの一つである。
【００４１】
　本開示事項の更に他の態様においては、錠剤ディスペンサーは、無線電力及び錠剤ディ
スペンサー内の少なくとも一つの回路における電力を受信するように構成された無線電力
レシーバーを含む。
【００４２】
　本開示事項の更に他の態様においては、錠剤が投与されるとき、請求は業務サーバーへ
トランシーバーを介して電子的に通信される。
【００４３】
　本開示事項の更に他の態様においては、錠剤ディスペンサーは、ＲＦＩＤ質問機を含む
。記憶媒体は、ＲＦＩＤ質問機を介してログ・エントリをＲＦＩＤタグに記憶するように
という指令を含み得る。ログ・エントリは、ユーザーを認証することに用いられるユーザ
ーの音声データ、ユーザーを認証することに用いられるユーザーの画像、第１の錠剤視認
カメラからの錠剤の画像、第２の錠剤視認カメラからの錠剤の画像、錠剤投与機構の位置
、タイムスタンプ、日付スタンプ、ＲＦＩＤタグからの患者ＩＤ、他のＲＦＩＤタグから
の看護婦ＩＤ、周囲温度値、及び／又は、環境照明値のうちの一つ以上を含み得る。
【００４４】
　本開示事項の更に他の態様においては、錠剤ディスペンサーは、一つ以上の患者介護デ
バイスと作動的に交信する。錠剤ディスペンサーは、一つ以上の患者介護パラメータを監
視して、投与される錠剤の有効性を判定し得る。付加的に又は代替的に、錠剤ディスペン
サーは、一つ以上の患者介護パラメータを錠剤の有効性を判定することができるサーバー
にアップロードし得る。
【００４５】
　本開示事項の更に他の態様においては、錠剤ディスペンサーは、一つ以上のプロセッサ
と作動的に交信する交信構成要素を含む。記憶媒体は、交信構成要素を介して患者介護デ
バイスから患者介護パラメータを伝達するための指令を含み得る。
【００４６】
　本開示事項の更に他の態様においては、錠剤ディスペンサーは、ハウジング、錠剤投与
機構、ディスプレイ、一つ以上のプロセッサ及び記憶媒体を含む。ハウジングは、開口を
規定する。錠剤投与機構はハウジング内に配置されて、開口に連動的に結合している。一
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つ以上のプロセッサは、錠剤投与機構及びディスプレイと作動的に交信している。記憶媒
体は、錠剤を服用する患者の画像を描画するグラフィックを表示するために一つ以上のプ
ロセッサにより実行されるように構成されたプロセッサ実行可能指令を記憶する。グラフ
ィックは、ボタンが押された後、及び／又は、錠剤が投与された後に描画され得る。
【００４７】
　本開示事項の更に他の態様においては、錠剤ディスペンサーは、ハウジング、錠剤投与
機構、交信構成要素、例えばトランシーバー、一つ以上のプロセッサ及び記憶媒体を含む
。ハウジングは、開口を規定する。錠剤投与機構はハウジング内に配置されて、開口に連
動的に結合している。一つ以上のプロセッサは、錠剤投与機構及び交信構成要素に作動的
に交信している。記録媒体は、一つ以上のプロセッサによる実行のために構成されたプロ
セッサ実行可能指令を記憶し、これは、電子医療記録と、交信構成要素を介してアクセス
された投薬エラー低減システムとのうちの少なくとも一方を介して判定されたものとして
ハウジング内の一つ以上の錠剤が使用禁止であるか否かを判定する。
【００４８】
　本開示事項の更に他の態様においては、経口薬を投与するためのシステムは、錠剤ディ
スペンサー及び監視クライアントを含む。監視クライアントは、錠剤ディスペンサーへ錠
剤投与予定を交信し得る。
【００４９】
　本開示事項の更に他の態様においては、経口薬を投与するためのシステムは、錠剤を投
与するように構成された錠剤ディスペンサーと、この錠剤ディスペンサーと作動的に交信
する複数の監視クライアントとを含む。複数の監視クライアントの監視クライアントは、
錠剤ディスペンサーへ錠剤投与予定を通信するように許可されている。
【００５０】
　本開示事項の態様においては、経口薬を投与するためのシステムは、錠剤を投与するよ
うに構成された錠剤ディスペンサーと、この錠剤ディスペンサーと作動的に交信する監視
クライアントとを含む。監視クライアントは、錠剤ディスペンサーから一つ以上の画像を
受信し得る。監視クライアントは、錠剤ディスペンサーへ一つ以上の投与コマンドを通信
することによって錠剤ディスペンサーに錠剤を投与させ得る。監視クライアントはカメラ
を用いてユーザーを許可することがあり、許可されたユーザーに応じて少なくとも一つの
投与コマンドを錠剤ディスペンサーへ通信し得る。監視クライアントはマイクロフォンを
用いてユーザーを許可することがあり、許可されたユーザーに応じて一つ以上の投与コマ
ンドを錠剤ディスペンサーへ通信し得る。
【００５１】
　監視クライアントは、複数の監視クライアントの許可された監視クライアントである場
合がある。監視クライアントのユーザー・インターフェースは、監視クライアントに一つ
以上の錠剤ディスペンサーと共に関連して用いられることがあり、錠剤ディスペンサーを
監視し、及び／又は、錠剤ディスペンサー等へ電子メール、テキスト・メッセージ又は他
のメッセージを送信する。例えば、錠剤ディスペンサーは、錠剤ディスペンサーのアドレ
ス帳を作成して、錠剤ディスペンサーの操作（例えば、服用遵守及び／又は投薬量追跡）
を監視し、錠剤ディスペンサーと交信して、及び／又は、錠剤ディスペンサーの各々に関
連する何れの患者が非服用遵守かを判定するのに用いられ得る。錠剤ディスペンサーは、
監視クライアントに服用遵守データを通信し得る。監視クライアントは処方を更新するこ
とができ、この交信された処方を錠剤ディスペンサーへ通信し、ここで錠剤ディスペンサ
ーは、更新された処方に従って錠剤投与予定を変更する。錠剤ディスペンサーが、非服用
遵守が生じたと判断するとき、錠剤ディスペンサーは監視クライアントへ電子メッセージ
を通信し得る。錠剤ディスペンサーと監視クライアントとの一方は、錠剤ディスペンサー
が非服用遵守が生じたと判断するとき、双方向通信を開始し得る。監視クライアントは、
服用遵守日及び非服用遵守日を表すカレンダーを表示することができる。
【００５２】
　本開示事項の更に他の態様においては、経口薬を投与するためのシステムは、錠剤を投
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与するように構成された錠剤ディスペンサー、錠剤ディスペンサーと作動的に交信する音
声/視覚デバイス、及び錠剤ディスペンサーと作動的に交信する監視クライアントを含む
。錠剤ディスペンサーと監視クライアントとは双方向通信のために構成されており、錠剤
ディスペンサーは双方向通信において音声/視覚デバイスを利用する。
【００５３】
　本開示事項の更に他の態様においては、経口薬を投与するためのシステムは、各々がカ
メラを有する複数の錠剤ディスペンサー、各々のカメラから少なくとも一つの画像を受診
するためのサーバー、及び服用遵守ユーザー判定のために少なくとも一つの画像を表示す
るためのターミナルを含む。
【００５４】
　本開示事項の更に他の態様においては、経口薬を投与するためのシステムは、錠剤ディ
スペンサーと、カメラを有する監視クライアントとを含む。監視クライアントは、錠剤を
特定するように錠剤の画像を撮らえて、特定された錠剤をサーバーと錠剤ディスペンサー
とのうちの少なくとも一方へ通信するように構成されている。
【００５５】
　サーバー及び／又は錠剤ディスペンサーは、錠剤ディスペンサーにより投与されるよう
に予定された一つ以上の錠剤に従って、錠剤が予め定められた安全基準を満たすか否かを
判定する。監視クライアントは、特定された錠剤を予定と比較して服用遵守を決定する。
監視クライアントは、決定された服用遵守を記録する。
【００５６】
　本開示事項の更に他の態様においては、システムは、錠剤ディスペンサーと、スキャナ
を有する監視クライアントとを含む。監視クライアントは、（例えば、錠剤の瓶の）ラベ
ルを走査して薬剤及び／又は処方を特定するように構成されている。監視クライアントは
、特定された錠剤又は処方をサーバー及び／又は錠剤ディスペンサーへ通信することがで
きる。サーバー及び錠剤ディスペンサーは、錠剤ディスペンサーにより投与されるように
予定された一つ以上の錠剤に従って、錠剤が予め定められた安全基準を満たすか否かを判
定するように構成されている。
【００５７】
　本開示事項の更に他の態様においては、経口薬を投与するためのシステムは、錠剤ディ
スペンサー及び監視クライアントを含む。監視クライアントは、錠剤ディスペンサーによ
り投与された錠剤を服用するために、注意喚起を発する。監視クライアントは、錠剤ディ
スペンサーと交信し、錠剤が服用されたか否かを判定し、錠剤が所定の時間の後に服用さ
れなかったならば、監視クライアントは他の注意喚起を発する。
【００５８】
　監視クライアントは、服用遵守決定アルゴリズムを実行することができる。服用遵守は
、監視クライアントから錠剤ディスペンサー上のカメラで視認することによって判定され
得る。即ち、錠剤ディスペンサーにおける患者の確認によって、監視クライアントにおけ
る患者の確認によって、及び／又は錠剤視認カメラによってである。
【００５９】
　錠剤ディスペンサーは、マイクロフォン及びスピーカーを含み得る。監視クライアント
は、スピーカーを介する音として再生された音声データを送信することがあり、かつ、監
視クライアントはマイクロフォンから音声を受信する。
例えば、監視クライアントは、監視クライアントとスマートフォンとの間の双方向音声通
信を達成することができるスマートフォンとし得る。錠剤ディスペンサーと監視クライア
ントとは、それらの間の双方向音声及び視覚通信（例えば、テレビ会議を介して）のため
に構成し得る。監視クライアントは、ユーザーに服用遵守決定を促し得る（例えば、ポッ
プアップ対話は、選択可能な「はい」及び「いいえ」ボタンと共に「貴方は錠剤を服用し
たか？」を尋ね得る）。服用遵守の決定は、錠剤ディスペンサーと監視クライアントとの
うちの少なくとも一方により記録し得る。
【００６０】
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　システムは、監視クライアント、薬局コンピュータ、錠剤装填ロボット、錠剤ディスペ
ンサー、及びデータ・ダウンロード・デバイスを含む。監視クライアントは、ユーザー・
インターフェースを介して処方の注文を通信するように構成されている。薬局コンピュー
タは、処方の注文を受信するために、監視クライアントと作動的に交信する。
【００６１】
　錠剤装填ロボットは、処方を受信するために、薬局コンピュータと作動的に交信する。
錠剤ディスペンサーはメモリを有し、かつ、処方の注文に一致する一つ以上の錠剤を収納
するように構成されている。錠剤装填ロボットは、処方に従って一つ以上の錠剤を錠剤デ
ィスペンサーへ挿入するように構成されている。データ・ダウンロード・デバイスは、処
方の注文を受信するために、薬局コンピュータと作動的に交信する。データ・ダウンロー
ド・デバイスは、薬局コンピュータから処方の注文を錠剤ディスペンサーのメモリにダウ
ンロードするように構成されている。データ・ダウンロード・デバイスは錠剤装填ロボッ
トに連動的に結合することがあり、錠剤装填ロボットがデータ・ダウンロード・デバイス
に処方の注文を錠剤ディスペンサーへダウンロードするように指令する。
【００６２】
　本開示事項の更に他の態様においては、錠剤ディスペンサーを準備するためのシステム
は、監視クライアント、薬局コンピュータ、配合ロボット、錠剤ディスペンサー、及びデ
ータ・ダウンロード・デバイスを含む。監視クライアントは、ユーザー・インターフェー
スを介して処方の注文を通信するように構成されている。薬局コンピュータは、処方の注
文を受信するために、監視クライアントと作動的に交信する。配合ロボットは、処方の注
文に対応する一つ以上の錠剤に処方を調合するように構成されている。配合ロボットは、
薬局コンピュータから処方の注文を受信し得る。錠剤ディスペンサーは、処方の注文に一
致している一つ以上の錠剤を受け取る。データ・ダウンロード・デバイスは、処方の注文
を錠剤ディスペンサーのメモリにダウンロードするように構成されている。データ・ダウ
ンロード・デバイスは、配合ロボット及び／又は薬局コンピュータから処方の注文を受信
し得る。配合ロボットは、一つ以上の錠剤を錠剤ディスペンサーに装填し得る。或る実施
形態においては、データ・ダウンロード・デバイスが配合ロボットに連動的に結合してお
り、配合ロボットがデータ・ダウンロード・デバイスに処方の注文を錠剤ディスペンサー
へダウンロードするように指令する。
【００６３】
　本開示事項の更に他の態様においては、錠剤を投与する方法は、錠剤投与機構に錠剤を
投与するように指令し、第１の錠剤視認カメラに錠剤の第１の画像を撮るように指令し、
第１の画像の範囲内で錠剤の存在を判定し、第１の錠剤視認カメラに第２の画像を撮るよ
うに指令し、第２の画像の範囲内で錠剤の非存在を判定し、認識カメラに第３の画像を撮
るように指令し、及び、第３の画像を用いてユーザーを特定することを含む。
【００６４】
　本開示事項の他の態様においては、錠剤ディスペンサーは、ボディ及びカメラを含む。
ボディは、複数の凹所を有し、その各々は錠剤容器を受け入れるのに適している。カメラ
は、複数の凹所の一つの凹所内に配置された錠剤容器の画像を撮るために配置される。プ
ロセッサはカメラに結合されることがあり、
複数の凹所の一つの凹所へ挿入された挿入錠剤容器に配置されたラベルを読み取る。プロ
セッサは、以下の一つ以上を含む一つ以上のパラメータを判定し得る。即ち、投薬量値、
補充日付、補充時間、ラベルにおける文字、錠剤容器の挿入の時間、錠剤容器の挿入の日
付、錠剤容器における錠剤の数、及び／又は複数の凹所の一つの凹所へ挿入された挿入錠
剤容器におけるラベルの画像を用いる処方を満たした日付である。これらのパラメータは
、監視クライアントへ通信される。
【００６５】
　錠剤ディスペンサーは、ボディの周辺に配置された他のカメラを有し得る。
錠剤ディスペンサーは、ユーザー・インターフェースを与えるように構成されたタッチ・
スクリーンを有し得る（例えば、上部から見て複数の凹所の中心内に配置されている）。
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【００６６】
　本開示事項の更に他の態様においては、錠剤ディスペンサーは、ハウジング、錠剤投与
機構、錠剤投与インストラクター、容器、第１の錠剤視認カメラ、認識カメラ、及び画像
分析ユニットを含む。
【００６７】
　ハウジングは、開口を規定する。錠剤投与機構はハウジング内に配置されて、開口に連
動的に結合している。錠剤投与インストラクターは、錠剤投与機構に錠剤を投与するよう
に指令するために配置されている。容器は、ハウジングに連動的に結合している。第１の
錠剤視認カメラは、容器の画像を撮るために配置されて、第１の画像及び第２の画像を撮
るために構成されている。認識カメラは、ハウジングに隣接する領域の画像を撮るために
配置されて、第３の画像を撮るために構成されている。画像分析ユニットは、錠剤が第１
の画像の範囲内に存在するか否か、かつ、錠剤が第２の画像の範囲内に存在するか否かを
判定するように構成されている。
【００６８】
　錠剤ディスペンサーは服用遵守判定ユニットを更に含むことがあり、これは第１の画像
が錠剤の画像を含み、かつ、第２の画像が錠剤の画像を含まないならば、服用遵守が生じ
たと判定するように構成されている。
【００６９】
　認識カメラは、錠剤投与インストラクターが錠剤投与機構に錠剤を投与するように指令
した後の所定の時間に第３の画像を撮るように構成されている。
【００７０】
　錠剤ディスペンサーは、ハウジングに連動的に結合したボタンを更に含み得る。この錠
剤ディスペンサーは、（１）ボタンが押されたとき、錠剤投与インストラクターは錠剤デ
ィスペンサーに錠剤を投与するように指令し、（２）ボタンが押されたとき、認識カメラ
は第３の画像を撮り、及び／又は、（３）ボタンが押されたとき、認識カメラは予め定め
られた予定に従って第３の画像を含む複数の画像を撮るように構成され得る。
【００７１】
　画像分析ユニットは、少なくとも一つの顔が認識カメラにより撮らえられた画像内に存
在するか否かを特定するように構成し得る。錠剤ディスペンサーは、ボタンが押されたと
きに、画像分析ユニットが一連の撮られた画像の一つの撮らえられた画像内に少なくとも
一つの顔の存在を認識するまで、認識カメラが一連の画像を撮るように構成し得る。
【００７２】
　錠剤ディスペンサーは、記憶媒体を更に含み得る。そして、錠剤ディスペンサーは、第
３の画像を記憶媒体に記憶させて、記憶媒体内で第３の画像を暗号化するように構成し得
る。記憶された第３の画像は、一対の非対称の暗号化キーの公開キーを用いて暗号化し得
る。錠剤ディスペンサーは、暗号化された第３の画像をサーバーへ送信するように構成さ
れた送信機を更に含み得る。
【００７３】
　画像分析ユニットは、第３の画像内の顔が許可されたユーザーであるか否かを判定する
ように構成されることがあり、かつ、錠剤ディスペンサーは送信機を更に含み、これは、
第３の画像を、この第３の画像内の顔が認可されるか否かの指標と共にサーバーへ通信す
るように構成されている。
【００７４】
　本開示事項の更に他の実施形態において、錠剤ディスペンサーは、ハウジング、錠剤投
与機構、錠剤視認場所、第１及び第２の錠剤視認カメラ、一つ以上のプロセッサ、及び記
憶媒体を含む。ハウジングは開口を規定する。錠剤投与機構はハウジング内に配置されて
、錠剤を投与するように構成されている。錠剤視認場所は、錠剤投与機構に連動的に結合
している。第１の錠剤視認カメラは、錠剤視認場所の画像を撮るために配置されている。
第２の錠剤視認カメラは、錠剤視認場所に関連した透明窓を通じて錠剤の画像を撮るよう
に配置されている。一つ以上のプロセッサは、錠剤投与機構及び第１の錠剤視認カメラと
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作動的に交信する。プロセッサ実行可能指令を記憶するための記憶媒体は、一つ以上のプ
ロセッサによる実行が一つ以上のプロセッサに、錠剤投与機構に錠剤を錠剤視認領域へ投
与するように指令し、第１の錠剤視認カメラに錠剤の第１の画像を撮るように指令し、第
２の錠剤視認カメラに錠剤の第２の画像を撮るように指令し、及び、第１及び第２の画像
を用いて錠剤を特定するように構成されている。
【００７５】
　一つ以上のプロセッサは、第１及び第４の画像を用いて判定された錠剤の色、錠剤の形
状、錠剤における文字、及び錠剤の複数の色のうちの一つ以上を用いて錠剤を特定し得る
。
【００７６】
　錠剤視認領域は、ハウジングに対して外側又はハウジングに対して内側である場合があ
る。指令は、一つ以上のプロセッサに錠剤をハウジングの外側の錠剤保持領域へ投与させ
ることがある。
【００７７】
　錠剤ディスペンサーは、スケールを含み得る。一つ以上のプロセッサは、スケールと作
動的に交信して、そこから重量を受信し得る。指令は、少なくとも一つのプロセッサに、
スケールを用いる錠剤の推定された重量に、少なくとも部分的に、基づいて錠剤を特定さ
せるようにし得る。錠剤の重量は、スケールにより受信された重量から錠剤ホルダーの推
定重量を減じることにより判定し得る。
【００７８】
　指令は、電子医療記録、薬剤エラー低減システム，及び／又は監視クライアントの一つ
以上からの報に基づいて適切に錠剤の特定が判定されない限り、一つ以上のプロセッサに
錠剤を投与させないことがある。
【００７９】
　本開示事項の更なる実施形態においては、錠剤ディスペンサーは、ハウジング、錠剤視
認場所、錠剤投与機構、ドア機構、錠剤視認カメラ、一つ以上のプロセッサ、及び記憶媒
体を含む。ハウジングは、開口を規定する。錠剤視認場所は、ハウジング内に配置されて
、開口に連動的に結合する。錠剤投与機構はハウジング内に配置されて、錠剤を錠剤視認
場所へ投与するように構成されている。ドア機構は錠剤視認場所に関係しており、錠剤視
認場所内に錠剤を保持して、開口を通じて錠剤を投与するように構成されている。錠剤視
認カメラは、錠剤視認場所の画像を撮るために配置される。一つ以上のプロセッサは、錠
剤投与機構、錠剤視認カメラ、及びドア機構と作動的に交信する。プロセッサ実行可能な
指令を記憶する記憶媒体は、一つ以上のプロセッサにより実行されて、一つ以上のプロセ
ッサに、錠剤投与機構に錠剤視認場所へ錠剤を投与するように指令し、錠剤視認カメラに
錠剤の画像を撮るように指令し、画像を用いて錠剤を確認し、及び、錠剤が画像を用いて
確認された後、ドア機構に開口を通じて錠剤視認場所から錠剤を投与するように指令する
ように構成されている。
【図面の簡単な説明】
【００８０】
　これらと他の態様は、図面を参照する本開示事項の様々な実施形態の以下の詳細な説明
からより明らかになる。
【００８１】
【図１】図１は、本開示事項の実施形態により錠剤ディスペンサーを有する電子患者介護
システムの図解を示す。
【００８２】
【図２】図２は、本開示事項の実施形態により図１の錠剤ディスペンサーを示す。
【００８３】
【図２】図３は、本開示事項の実施形態により図２の錠剤ディスペンサーを制御するため
のシステムのブロック図を示す。
【００８４】
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【図４】図４は、本開示事項の実施形態により図１のサーバーのブロック図を示す。
【００８５】
【図５】図５は、本開示事項の更なる実施形態により複数の垂直ウインドウを有する錠剤
ディスペンサーを示す。
【００８６】
【図６】図６は、本開示事項の更なる実施形態によりタッチ・スクリーンの下で複数の垂
直ウインドウを有する錠剤ディスペンサーを示す。
【図６】図７は、本開示事項の更なる実施形態によりタッチ・スクリーンの下で複数の垂
直ウインドウを有する錠剤ディスペンサーを示す。
【００８７】
【図８】図８は、本開示事項の更なる実施形態によりタッチ・スクリーンの下の複数の垂
直ウインドウ及び細長い凹所を有する錠剤ディスペンサーを示す。
【００８８】
【図９】図９は、本開示事項の実施形態により一つ以上のカートリッジを投与する投与機
構を有する錠剤ディスペンサーを示す。
【００８９】
【図１０】図１０は、本開示事項の実施形態による図９の錠剤カートリッジを示す。
【００９０】
【図１１】図１１は、本開示事項の実施形態により、その側部に沿う第２のハウジングを
有する錠剤ディスペンサーを示す。
【００９１】
【図１２】図１２は、本開示事項の更なる実施形態によりカートリッジに結合されて、か
つ、カートリッジに摺動係合するハウジングを有する錠剤ディスペンサーを示す。
【００９２】
【図１３】図１３は、本開示事項の実施形態により錠剤を受けるための摺動ドアを有する
錠剤ディスペンサーを示す。
【００９３】
【図１４】図１４Ａ－図１４Ｂは、本開示事項の実施形態により錠剤カートリッジとして
の錠剤ボトルを受け取る能力がある錠剤ディスペンサーの２つの概観を示す。
【００９４】
【図１５】図１５は、本開示事項の実施形態により錠剤投与機構１１７を示す。
【００９５】
【図１６】図１６は、本開示事項の実施形態により錠剤を投与する方法のフローチャート
図を示す。
【詳細な説明】
【００９６】
　図１は、本開示事項の実施形態により電子患者看護のためのシステム１の代表的な配置
構成を示す。システム１は、監視クライアント２（例えば、スマートフォン、ＩＰｏｄ、
ＩＰａｄ、ブラックベリーＯＳに基づく電話又はデバイス、アンドロイドに基づく電話又
はデバイス、タブレット型コンピュータ、ラップトップ、ＰＤＡ、オーディオ／ビジュア
ル・デバイス、例えばプロセッサ及び通信能力を有するアダプター付きのテレビなど、そ
の他）であり、ドック３及び１１を介して多数の患者介護デバイスにつながられて、これ
は、液体の小さなバッグ５へ接続されて供給される注入ポンプ４、液体の大きなバッグ７
へ接続されて供給される注入ポンプ６、小さなバッグ５からの管系へ接続されたドリップ
検出デバイス８、及びマイクロ注入ポンプ９を含む。システム１は、監視クライアント２
へ無線で接続された錠剤ディスペンサー１０を含む。或る実施形態においては、監視クラ
イアント２は、図1に示すように、注入ポンプ４及び６、マイクロ注入ポンプ９（ドック
３及び１１を介して）、及び錠剤ディスペンサー１０のために、有線方式でこれらの患者
介護デバイスと通信し得る。付加的に又は代替的に、監視クライアント２は、ドリップ検
出デバイス８と監視クライアント２との間の配線接続の欠如によって示唆されるように、
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患者介護デバイスと無線で通信し得る。
【００９７】
　例えば、錠剤ディスペンサー１０と監視クライアント１との間の通信は、ドック３と錠
剤ディスペンサー１０との間に結合されたＵＳＢケーブルを介してなし得る。他の有線又
は無線通信が監視クライアント２と錠剤ディスペンサー１０との間でなされることがあり
、これは並行又は連続通信、ＷｉＦｉ、Ｚｉｇｂｅｅ、メッシュ・ネットワーク、ブルー
トゥース（例えば、ペアリングを介して）、ＦｉｒｅＷｉｒｅ、光ファイバーを含むか、
又は任意の公知の通信プロトコル、方法又は技術を使用する。例えば、錠剤ディスペンサ
ー１０及び監視クライアント２はＵＳＢケーブル上で通信することがあり、ＵＳＢケーブ
ルを介する交信が監視クライアント２と錠剤ディスペンサー１０との間で利用できない場
合には、錠剤ディスペンサー１０及び監視クライアント２は無線で通信し得る。本開示事
項の或る実施形態においては、錠剤ディスペンサー１０は、それに取り付けられた通信モ
ジュールを含むことがあり、これは、錠剤ディスペンサー１０に通信モジュールにより提
供されたプロトコル機能を用いて通信し得るか、及び／又は、幾つかの通信モジュールが
一緒に接続されることがあり、次いで錠剤ディスペンサー１０へ接続されて、錠剤ディス
ペンサー１０を幾つかの通信モジュールを介して接続し得る。
【００９８】
　或る実施形態においては、監視クライアント２と患者介護デバイスとの間の有線接続は
、監視クライアント２から患者介護デバイスへ供給されるべき電力のための機会も提供し
得る。この例示的な実施形態において、監視クライアント２は、監視クライアント２に取
り付けられたバッテリから、又は患者の部屋内の電源出力（図示せず）から監視クライア
ントへ供給された交流（ＡＣ）ライン電圧源からの何れかを患者介護デバイス、例えば錠
剤ディスペンサーを駆動するように変換するのに必要な電子回路系を含み得る。付加的に
又は代替的に、或る実施形態において、錠剤ディスペンサー１０はドック４（例えばＵＳ
Ｂケーブルを介して）へ電気的に結合されることがあり、これは例えばＡＣライン電圧か
ら発生した信号から、注入ポンプ４及び６へ、マイクロ注入ポンプ９へ、及び／又は錠剤
ディスペンサー１０へ電力を供給する。
【００９９】
　ドック３は、標準化された接続マウントを介して、又は、場合によっては特定のデバイ
スのために個別に合わせた接続マウントを介して一つ以上の患者介護デバイスを受け取る
ように構成し得る。例えば、注入ポンプ４及び６は類似した接続マウントを介してドック
３へ搭載されることがあり、一方、マイクロ注入ポンプ９は、例えば、マイクロ注入ポン
プ９のハウジングの特定の寸法のために構成された接続マウントを介してドック３へ搭載
し得る。或る実施形態においては、錠剤ディスペンサー１０はドック４へ搭載可能である
。
【０１００】
　一つの実施形態においては、監視クライアントは、各患者介護デバイスに関する情報を
受信する能力があり、それはデバイス自体から直接に、又はドッキング・ステーションを
介しての何れかでリンクされ、例えば、例として、錠剤ディスペンサー１０はそれに記憶
された情報を有線又は無線接続を用いてドック３へ供給して、これは次いで監視クライア
ント２へ中継され得る。ドック3又は４は、ドッキング・ステーションへ搭載された特定
の患者介護デバイス電子的に特定するように構成されることがあり、この特定された情報
は無線又は有線接続を通じての何れかで監視クライアント２へ送信される。付加的に又は
代替的に、無線患者介護デバイスは、特定情報を無線で監視クライアント２へ例えば、発
見プロトコルの間に送信し得る。
【０１０１】
　例えば、錠剤ディスペンサー１０は、処置情報、例えば錠剤投与予定、投与されるべき
錠剤、それに包含された錠剤の形式及び数等の処置情報で予めプログラムされることがあ
り、これは監視クライアント２へ送信される。付加的に又は代替的に、錠剤ディスペンサ
ー１０からの他の情報、例えば許可されたユーザー又は介護者とそれらに関連する認証情
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報のリスト、場所情報、錠剤ディスペンサーのスキャナからの情報、例えば錠剤ディスペ
ンサー１０のカメラ１４により走査されたバーコードなどの錠剤ディスペンサーのスキャ
ナからの情報、錠剤ディスペンサー１０のＲＦＩＤ呼び掛け器からのＲＦＩＤデータ、マ
イクロフォン・データ、本明細書に説明したようなセンサ・データ（例えば図３参照）又
は錠剤ディスペンサー１０の操作及び制御に関する情報などを監視クライアント２へ通信
し得る。付加的に又は代替的に、ログ及び／又は診断情報は、錠剤ディスペンサー１０か
ら監視クライアント２へ通信し得る。
【０１０２】
　或る実施形態においては、錠剤ディスペンサー１０は、予め定められた錠剤投与予定が
監視クライアント２と錠剤ディスペンサー１０との間の通信不具合のときに連続操作を可
能とするようにプログラム可能にさせる場合があり、これは監視クライアント２と錠剤デ
ィスペンサー１０との間の通信経路における、又は錠剤ディスペンサー１０自体の故障の
何れかに起因する。或る実施形態においては、この独立オプションは、システムの他の部
分で故障が生じた場合に薬物が一時停止若しくは停止しないように予め指定されたように
投与されるときに有効である。或る実施形態においては、錠剤ディスペンサー１０は、フ
ェールセーフ・モードで独立して作動するようにプログラムされている。
【０１０３】
　錠剤ディスペンサー１０は一つ以上（例えば三つ）の薬物カートリッジを含むことがあ
り、これはその中に挿入されて一つ以上の錠剤を投与することができる。錠剤ディスペン
サー１０は、投与ボタン１８を手動で押すことにより、予めプログラムされた又は指定さ
れた時間で自動的に、又は投与を認可された介護士に注意喚起することにより、薬物を投
与することができる。錠剤ディスペンサー１０は、服用遵守を記録することができ、例え
ば、ＲＦＩＤタグ、シリアル番号ロギング、その他を通じて、窃盗を低減するために規制
薬物を追跡することができる。
【０１０４】
　或る実施形態において、錠剤ディスペンサー１０の作動又は錠剤ディスペンサー１０の
注意喚起若しくは警報は、無線又は有線接続の何れかで監視クライアント２へ通信し得る
。例えば、投与されるように予定された錠剤が錠剤ディスペンサー１０によって投与され
ない（例えば、錠剤ディスペンサー１０の機械的故障のため）か、又は患者が服用遵守し
ないならば、（１）信号が監視クライアント２へ送信されて、聴覚的又は視覚的アラーム
を起動させ、エラーの形式を表示するか、非服用遵守に応じて錠剤を監視クライアント２
のユーザー・インターフェース上にユーザーに錠剤を服用させるために注意喚起を表示し
、（２）錠剤ディスペンサー１０のユーザー・インターフェース、例えばタッチ・スクリ
ーン１５は、発生したエラーの形式又は非服用遵守に応じてユーザーに錠剤を服用させる
ための注意喚起を表示し得る、（３）例えば看護婦ステーション或いは他の遠隔監視場所
における遠隔ユーザー・インターフェース、又は携帯通信デバイスは、発生したエラーの
形式又は患者の非服用遵守の通知を表示し得る、（４）錠剤ディスペンサー１０は、聴覚
的又は視覚的警報を起動し得る、及び／又は、（５）錠剤ディスペンサー１０は、錠剤投
与予定を服用されていない薬物を補償数するように薬物投与を変更し得る（例えば、「取
り戻し（ｃａｔｃｈ－ｕｐ）」服用を加えることによって、或いは遠隔監視クライアント
、例えばスマートフォンを介して通信された警報又は非服用遵守指示に応じて医師により
遠隔修正させる）。
【０１０５】
　アラーム、警報又は注意喚起は、同時に幾つかのデバイスに生じ得るか、予め定められ
た予定に続き得る。例えば、エラーが錠剤ディスペンサー１０内で発生したか、及び／又
は、ユーザーが予定された錠剤を服用しないとき（例えば非服用遵守）を飲んでいないと
きは、（１）錠剤ディスペンサーは、その内蔵スピーカー及び内蔵振動モータを用いて、
非服用遵守に応じて、アラームを発するか、警報を発するか、又は注意喚起を発し得る、
（２）次いで監視クライアント２はその内蔵スピーカー及び内蔵振動モータを用いて、非
服用遵守に応じて、アラームを発するか、警報を発するか、又は注意喚起を発し得る、及
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び、（３）最後に、遠隔通信機（例えば、スマートフォン、ブラックベリーに基づく電話
、アンドロイドに基づく電話、ｉＰｈｏｎｅなど）は、その内蔵スピーカー及び内蔵振動
モータを用いて、非服用遵守に応じて、アラームを発するか、警報を発するか、又は注意
喚起を発し得るか、ユーザーに患者の非服用遵守を示し得る。
【０１０６】
　錠剤ディスペンサー１０は、タッチ・スクリーン１５及び投与ボタン１８を含む。タッ
チ・スクリーン１５は分離できることがあり、許可されたユーザーにより、プログラム処
置養生法、錠剤投与予定、又は他の処置パラメータに使用されることがある（或る実施形
態においては、投与予定は例えば錠剤装填ロボット、調合ロボット又はデータ・ダウンロ
ード・デバイスにより薬局において予めプログラムされており、或いは、投与予定は、例
えば許可されたときに、直接に又は監視クライアント２を通じてサーバー１６の電子的医
療記録１７からダウンロードされる）。
【０１０７】
　処置養生法（例えば、錠剤投与予定）が錠剤ディスペンサー１０へプログラムされた後
、錠剤ディスペンサー１０はデータベース１９（例えば、電子医療記録（「ＥＭＲ」）１
７又は図２の薬物エラー低減システム（「ＤＥＲＳ」）２０、又は他のデータベース）へ
処置養生法が特定の患者又は任意の患者について安全か否かを判定するために問い合わせ
し得る。例えば、錠剤ディスペンサー１０は、ＥＭＲデータベース１７へ（例えば、無線
リンク、有線リンク、ＷｉＦｉ、携帯電話ネットワーク、又は他の通信技術を介して）錠
剤ディスペンサー１０からの処置養生法がＥＭＲの１７の記録に記憶された患者情報（例
えば、年齢、体重、アレルギー、状態など）に基づいて安全か否かを判定するために問い
合わせし得る。付加的に又は代替的に、錠剤ディスペンサー１０はサーバー１６のＤＥＲ
Ｓ２０データベースに（例えば、無線リンク、有線リンク、ＷｉＦｉ、携帯電話ネットワ
ーク、又は他の通信技術を介して）ＤＥＲＳ２０記録における予め定められた安全基準に
基づいて、錠剤ディスペンサー１０からの処置養生法が安全か否かを判定するために問い
合わせし得る。
【０１０８】
　投与されて患者により服用される錠剤は監視クライアント２で監視されることがあり、
送達された全ての薬物が患者にとって安全か否かを判定する。例えば、（１）監視クライ
アント２は、錠剤ディスペンサー１０により監視クライアント２へ通信されるように、錠
剤ディスペンサー１０から送達された薬物を記録し得る、及び(２)監視クライアント２は
注入ポンプ４及び６及び／又はマイクロ注入ポンプ９で送達される薬物を記録し得る。監
視クライアント２は記録されたデータから送達されている薬物の総量及び形式が安全か否
かの判定をなし得る。例えば、監視クライアント２はＩＶバッグ５が錠剤ディスペンサー
１０における薬剤に禁忌を示すか否かを判定し得る。付加的に又は代替的に、或る実施形
態において、監視クライアント２はＩＶバッグ８における液体の送達及び錠剤ディスペン
サー１０により送達された一つ以上の錠剤を監視して、総服用量が予め定められた閾値を
上回るか否かを判定することがあり、例えば、ＩＶバッグ５及び錠剤ディスペンサー１０
における薬剤は薬物の同じ形式又は種類である場合があり、監視クライアント２は薬物が
組み合わされて患者へ送達されたときに安全か否かを判定し得る。錠剤ディスペンサー１
０は、注入ポンプ４及び６、及び／又はマイクロ注入ポンプ９とも通信して、或る判定を
なし得る。この例示的な実施形態において、錠剤ディスペンサー１０は、デバイスと直接
に（例えば、無線で又は有線通信を通じて）或いは監視クライアント２を通じて（例えば
、無線で又は有線通信を通じて）通信し、静脈内に送達された液体が患者にとって安全な
錠剤（例えば、短時間に送達される錠剤又は錠剤投与予定により示されるように送達が予
定されている錠剤）の投与をなすか否か及び／又は静脈内に送達された液体が錠剤に禁忌
を示すか否かを判定する。
【０１０９】
　或る実施形態において、処置養生法が錠剤ディスペンサー１０、ＥＭＲ１７又はＤＥＲ
Ｓ２０によって安全であると判定されるならば、プロンプトは処置養生法のユーザー確認
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を要請し得る。この例示的な実施形態においては、ユーザー確認の後に、ユーザー（例え
ば、介護者、看護婦又は他の許可された者）が投与ボタン１８を押し得る。
【０１１０】
　或る実施形態において、錠剤ディスペンサー１０、ＥＭＲ１７及び／又はＤＥＲＳ２０
が処置養生法が基準の第１のセットを上回ると判定するならば、処置は、ユーザーが処置
を確認（例えば、更なる警告、ユーザー・パスコード、及び／又は更なる認証又は認可等
）するならば継続され得る。この実施形態においては、錠剤ディスペンサー１０、ＥＭＲ
 １７又はＤＥＲＳ２０は、錠剤ディスペンサー１０、ＥＭＲ １７及び／又はＤＥＲＳ２
０が処置養生法が基準の第２のセットを上回る、例えば処置は任意の状況下で何れの患者
にとっても安全ではないと判定するならば、処置が送達されることを防止し得る。
【０１１１】
　図面を参照すると、図２は本開示事項の実施形態による図１の錠剤ディスペンサー１０
を示す。錠剤ディスペンサー１０は、ボディ２１とこのボディへ結合された受容器２２を
含む。錠剤ディスペンサー１０は、認識カメラ１４、タッチ・スクリーン１５、及び投与
ボタン１８も含む。
【０１１２】
　タッチ・スクリーン１５は、ユーザー、例えば患者又は介護者へ錠剤ディスペンサー１
０と対話するための視覚的インターフェースを提供する。或る実施形態においては、タッ
チ・スクリーン１５は錠剤ディスペンサー１０のボディ２１へ取り外し可能及び／又は取
り付け可能とし得る。
【０１１３】
　認識カメラ１４は、タッチ・スクリーン１５を使用するユーザーを認証、特定又は許可
するために使用し得る。本開示事項の或る実施形態においては、カメラ１４は、パンニン
グ・カメラである場合があり、これは特定された顔へ向かってパンして、この顔を認識カ
メラ１４によって撮られた画像内の中央へ置く。付加的に、マイクロフォン２８及びスピ
ーカー２９は、タッチ・スクリーン１５及び認識カメラ１４と一緒に作動し、錠剤ディス
ペンサーとの容易なユーザー対話を促進し得る。
【０１１４】
　或る実施形態においては、ディスペンサーが錠剤を投与するのを開始するとき、例えば
ボタン１８が押されたとき、又は投与コマンドが監視クライアント２から受信されたとき
、錠剤ディスペンサー１０内の錠剤投与機構はノズル２３（開口の形式）を介して錠剤を
ボディ２１の外側へ投与する。例えば、一つの特定の実施形態においては、（１）カート
リッジは、複数のスプリング装填ドアを含み、その各々はフランジを有し、（２）錠剤投
与機構のアクチュエータは、フランジに係合してドアを開放して錠剤を投与し、及び／又
は（３）アクチュエータは、線形アクチュエータに結合されることがあり、これはドアを
開放させる場所へアクチュエータを摺動させることができる。錠剤は受容器２２のカップ
・ホルダー２５により固定されたカップへ入り得る。或る実施形態においては、カップ２
４は透明な窓、例えばカップの透明な底部を含み得る。
【０１１５】
　他の実施形態においては、ディスペンサーが錠剤を投与するのを開始するとき、錠剤デ
ィスペンサー１０内の錠剤投与機構はボディ２１内の棚に錠剤を投与する。一つの特定の
実施形態において、錠剤確認（例えば、棚内の錠剤の撮られた画像のプロセッサ３０解析
を介して）の終了後、ボディ２１内の棚に関連したスプリング装填ドアが開放して、錠剤
はノズル２３（開口の形式）を介してボディ２１の外側へ投与され得る。ドアは、アクチ
ュエータにより制御され得る。次いで錠剤は、受容器２２のカップ・ホルダー２５により
固定されたカップ２４へ入り得る。或る実施形態においては、ボディ２１内の棚は、透明
な窓、例えば透明な底部又は床を含み得る。
【０１１６】
　第１の錠剤識別カメラ１６は錠剤視認場所（例えばカップ２４又はボディ２１内の棚）
の画像を撮ることができる。付加的に又は代替的に、第２の錠剤視認カメラ２７は、透明
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な窓（例えばカップ２４の透明な底部又はボディ２１内の棚の透明な床）を介して錠剤の
画像を撮ることができる。一つの特定の実施形態において、第２の錠剤視認カメラ２７は
受容器２２へ一体的にされ得る。
【０１１７】
　錠剤視認カメラ２６及び２７は錠剤を特定するのに用いられることがあり（例えば、そ
の錠剤が錠剤投与予定及び／又はそれに記憶された処方により示された正しい錠剤と判定
する）及び／又は服用遵守に用いられることがあり、例えば、患者がそれを服用すること
を確実にする。本開示事項の或る実施形態において、認識カメラ１４及び／又はマイクロ
フォン２８は、服用遵守を判定するのに用いられ得る。
【０１１８】
　錠剤視認カメラ２６及び／又は２７は、錠剤の特徴をデータベース３９（図３参照）と
比較することによって、錠剤を特定し得る。例えば、プロセッサ３０（図３参照）は、錠
剤の色、錠剤の形状、錠剤における文字（例えば、光学的文字認識を用いて）、及び錠剤
の複数の色を用いて錠剤視認カメラ２６及び／又は２７の一方又は両方を用いて錠剤を特
定し得る。
【０１１９】
　錠剤ディスペンサー１０は選択的にスケール３１も含む。或る実施形態において、スケ
ール３１は受容器２２へ一体的にされ得る。プロセッサ３１は、スケール３１を用いて錠
剤の推定された重量に基づいて錠剤を特定し得る。錠剤の重量は、スケール３１により測
定された重量から受容器２２内に配置されたカップ２４の推定された重量を減じることに
よって推定し得る。カップ２４の重量は、予めプログラムされている場合があり及び／又
はカップ２４にノズル２３を通じて錠剤を投与するのに先だって計測されることがある。
【０１２０】
　他の実施形態においては、スケール３１はボディ２１内で棚に一体的にされ得る。その
ような実施形態においては、錠剤の重量は、スケール３１により測定された重量からボデ
ィ２１内の棚の重量を減じることによって推定され得る。
棚の重量は、予めプログラムされている場合があるか及び／又は棚上の錠剤の投与に先立
って計測され得る。
【０１２１】
　図３は本開示事項の実施形態により図２の錠剤ディスペンサー１０を制御するためのシ
ステム３２のブロック図を表す。このシステム３２は、制御システム３３、錠剤投与機構
３５、及び一つ以上のセンサ３４を含む。このシステム３２は、出力デバイス、例えばタ
ッチ・スクリーン１５及びスピーカー２９（図２も参照）も含む。このシステム３２は、
通信のための一つ以上の通信構成要素、例えばトランシーバー４５を含み得る。制御シス
テム３３、錠剤投与機構、一つ以上のセンサ３４、トランシーバー４５、タッチ・スクリ
ーン１５、及び／又はスピーカー２９は、一つ以上のバスを用いて、有線又は無線直列通
信、単独又は多チャンネル通信、又は任意の公知の方法、技術、機構又はインターフェー
スを用いて一緒に接続し得る。
【０１２２】
　制御システム３３は錠剤投与機構３５に接続されて一つ以上の錠剤を投与する。制御シ
ステム３３は一つ以上のセンサ３４から様々なデータを受信し（例えば、データはユーザ
ー入力である場合がある）、データをタッチ・スクリーン１５及び／又はスピーカー２９
を介して出力してユーザーへ通信することができる。制御システム３３は錠剤投与機構３
５に、例えば、錠剤投与予定に従って、一つ以上の錠剤を投与するように指令する。
【０１２３】
　制御システム３３は、メモリ３６へ接続されたプロセッサ３０を含む。プロセッサ３０
及びメモリ３６は、直列接続、並列接続、メモリバス又は他のデータ通信リンクを通じて
一緒に結合し得る。
【０１２４】
　プロセッサ３０は一つ以上のコアを含む場合があり、任意の指令セットを用いる事があ
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り、及び／又は、任意の指令セットアーキテクチュア又はマイクロアーキテクチュアを使
用し得る。例えば、プロセッサ３０はフォンノイマン・アーキテクチュアを有することが
あり、ハーヴァード・アーキテクチュアは、マイクロコントローラである場合があり、Ｍ
ＩＰＳ指令セット、ＲＩＳＣ指令セット、及び／又はＣＩＳＣ指令セット等を使用し得る
【０１２５】
　メモリ３６は、任意のコンピュータ可読媒体、プロセッサ可読媒体、又は記憶媒体とし
得る。例えば、メモリ３６は、一つ以上のメモリ、例えば揮発性メモリ、不揮発性メモリ
、ハードディスク、磁気ストレージ、フラッシュ・ストレージ、フラッシュＲＯＭ、ＲＯ
Ｍ、ＥＥＰＲＯＭ、光学式メモリ、データと指令を組み合わせたメモリ、データと実行可
能な指令とのために個別のメモリを有するメモリ（例えば、ハーヴァード・アーキテクチ
ュア・プロセッサー）、他の非一時的なプロセッサ３０可読媒体、その他、或いはこれら
の組合せを含み得る。メモリ３６は一つ以上のプロセッサ３０により読み取り可能な場合
があり、任意の可読メモリデバイス、例えばＣＤ―ＲＯＭ、ＤＶＤ―ＲＯＭ又はコンピュ
ータ可読プログラム・コード区画をそれに記憶し得るコンピュータ・ディスケットにより
実装し得る。メモリ３６は通信又は伝達媒体も含む場合があり、これは例えば、バス又は
通信リンク、光学的であるか、有線又は無線通信リンクの何れかであって、それに支持さ
れたプログラム・コード・セグメントをデジタル又はアナログ・データ信号としてプロセ
ッサ３０へ送信し得る。
【０１２６】
　制御システム３３は、治療層３７、制御層３８、及びデータを（例えば、ここに言及さ
れる錠剤の識別を容易にするために）記憶するためのデータベース３９を含む。治療層３
７及び制御層３８は、ハードウェア、ソフトウェア、プロセッサ３０で実行されるソフト
ウェア、ファームウェア、マイクロコード、アセンブリ、仮想化、バイトコード、ＶＨＤ
Ｌ、Ｖｅｒｌｏｇ、ＰＡＬ内、ＰＬＤ内、ＣＰＬＤ内、その他、或いはこれらの何らかの
組み合わせで実装し得る。例えば、治療層３７及び／又は制御層３８は、一つ以上のプロ
セッサ３０における実行のために構成されたプロセッサ３０実行可能指令の操作セットと
してメモリ３６内に記憶し得る。
【０１２７】
　治療層３７は、制御層３８に、いつどれくらいの錠剤を一つ以上の錠剤カートリッジ４
０、４１、及び４２から投与するかを指令し得る。例えば、治療層３７は、制御層３８に
錠剤カートリッジ４１から三つの錠剤を、錠剤カートリッジ４１から二つの錠剤を、放出
するようになど指令し得る。
【０１２８】
　制御層３８は、治療層３７から錠剤投与コマンドを受信して、一つ以上のアクチュエー
タ４３の位置を制御して錠剤を投与する。例えば、制御層３８は、駆動回路４４への出力
及びアクチュエータ４３からのフィードバックを有する比例積分微分（「PＩＤ」）制御
アルゴリズムを実装し得る。PＩＤ制御アルゴリズムの設定点は、例えば、一つの錠剤を
錠剤カートリッジ４０から投与することに対応する一つ以上のステッパー・モーター（例
えば、アクチュエータ４３の形式）の完全又は部分的な回転である場合がある。
【０１２９】
　前述のように、制御システム３３は、アクチュエータ４３を駆動する駆動回路４４へ一
つ以上の信号を出力する。駆動回路４４は、電力ＭＯＳＦＥＴ、電圧変換器、電力変換器
、及び又は付加的な回路を含むことがあり、その付加的な回路は制御システム３３から指
令を受信して、一つ以上の充分な信号を一つ以上のアクチュエータ４３へ適用する。
【０１３０】
　錠剤投与機構３５は、錠剤カートリッジ４０、４１、及び４２を含み得る。錠剤カート
リッジ４０、４１、及び４２は、その各々が、それぞれメモリ、例えば、メモリ４６、４
７、及び４８を有し得る。メモリ４６、４７、及び４８は、それぞれの錠剤カートリッジ
のための錠剤投与予定、処置養生法、シリアル番号、錠剤カートリッジ内の錠剤に関連し
た在庫情報、カートリッジ内に残っている錠剤の数、カートリッジから投与された錠剤の
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数、暗号化キー、患者情報、患者シリアル番号（例えば、カートリッジについて指定され
た患者）、ＤＥＡ番号、処方を満たした薬局の名称、薬局の住所又は電話番号、患者の名
前、処方を満たした薬剤師の名前、処方を満たした薬剤師の登録番号、錠剤の失効日、所
定の期間以内に送達し得る錠剤の最大数等を含み得る。
【０１３１】
　前述のように、システム３２は一つ以上のセンサ３４を含む。センサ３４は選択的に、
第１の錠剤視認カメラ２６、第２の錠剤視認カメラ２７、認識カメラ１４、マイクロフォ
ン２８、投与ボタン１８、スキャナ５９、スケール３１、周囲温度センサ６０、周囲光セ
ンサ６１、全地球測位システム構成要素６２、生体センサ６３、及びＲＦＩＤ質問器６４
のうちの少なくとも一つを含み得る。
【０１３２】
スキャナ５９は、バーコード・スキャナ、バーコードを読み取るのに適したカメラ（例え
ば付加的なカメラ）、ＲＦＩＤトランスポンダ（例えば、他のＲＦＩＤトランスポンダ）
、及び／又はレーザー・バーコード・スキャナとし得る。
【０１３３】
　周囲温度センサ６０は、錠剤ディスペンサー１０を囲んでいる空気の温度を測定し得る
。プロセッサ３０は、周囲温度センサ６０と作動的に交信して、そこから温度測定値を受
信する。
【０１３４】
　周囲光センサ６１は、錠剤ディスペンサー１０の周りの光を測定し得る。プロセッサ３
０は、タッチ・スクリーン１５の輝度を調節するために、周囲光センサ６１を使用し得る
。例えば、非常に明るい状態では、プロセッサ３０はタッチ・スクリーン１５の輝度を増
大し得る。
【０１３５】
　全地球測位システム６２は錠剤ディスペンサー１０の地理的位置を決定して、その位置
をプロセッサ３０に通信し得る。
【０１３６】
　生体認証構成要素６３は、生体情報をプロセッサ３０へ送信し得る。プロセッサ３０は
、ユーザー、患者及び／又は介護者を許可して及び／又は認証するために、生体測定情報
を使用し得る。生体認証構成要素６３は、マイクロフォン、カメラ、指紋スキャナ、ハン
ド・スキャナ、虹彩スキャナ又は網膜スキャナである場合がある。
【０１３７】
　図４は、本開示事項の実施形態による図１のサーバー１６のブロック図を示す。サーバ
ー１６は、プロセッサ６６、メモリ６７、トランシーバー６４、及びデータベース１９を
含む。
【０１３８】
　プロセッサ６６は、メモリ６７に結合されている。メモリ６７は、プロセッサ６６で実
行するように構成された一つ以上のプロセッサ実行可能指令を含む。サーバー１６は、ト
ランシーバー６５を介して錠剤ディスペンサー１０又は監視クライアント２（図１参照）
から問い合わせを受信することができる。
【０１３９】
　プロセッサ６６は、問合わせに応じて、データベース１９と相互作用する。データベー
ス１９は、ユーザー又は患者の生体データ６８を有する電子医療記録１７を含む。データ
ベース１９は、薬剤エラー低減システム２０も含む。
【０１４０】
　データベース１９は、構造化照会言語（Ｓｔｒｕｃｔｕａｌ　Ｑｕｅｒｙ　Ｌａｎｇｕ
ａｇｅ）（「ＳＱＬ」）に基づくデータベース、関係データベース、ｍｙＳＱＬデータベ
ース、能動化データベース、クラウド・データベース、データ・ウェアハウス、分散デー
タベース、埋設データベース、記憶内データベース、並行データベース、又はその種の他
である場合がある。
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【０１４１】
　サーバー１６は、錠剤ディスペンサー１０と相互作用し得る。即ち、（１）ユーザー、
介護者、患者又は他の人を認証し、(２)錠剤ディスペンサー１０の位置を追跡し、（３）
錠剤ディスペンサー１０内のデータ、指令、処方又は他の情報を確認し、（４）錠剤ディ
スペンサー１０の無許可の使用を妨げ、（５）窃盗又は故障が検出された場合、錠剤ディ
スペンサー１０を無効にし、（６）錠剤ディスペンサー１０からサーバー１６へ記録デー
タをアップロードし、(７)錠剤ディスペンサー１０を介して撮られた画像をサーバーへア
ップロードし、（８）錠剤ディスペンサー１０からサーバー１６へ服用遵守データをアッ
プロードし、（９）錠剤ディスペンサー１０からサーバー１６へアラーム、警報、又は注
意喚起を通信し、（１０）錠剤が錠剤ディスペンサー１０からサーバー１６へ投与された
とき、請求情報を通信し、（１１）錠剤ディスペンサー１０を通じて患者介護デバイスか
らサーバー１６へ情報を中継し、及び／又は（１２）錠剤ディスペンサー１０とサーバー
１６との間で安全な通信を提供する。
【０１４２】
　錠剤ディスペンサー１０の準備、錠剤ディスペンサー１０内の薬物の安全性の確認、錠
剤ディスペンサーからの錠剤の投与、服用遵守の判定、錠剤ディスペンサー１０の無許可
の使用の防止についての本開示事項の或る実施形態の説明のために、ここで図１、図２、
図３、及び図４を参照する。これらの部分は図５-図１４Ｂ又は本明細書に開示した任意
の錠剤ディスペンサーにも使用し得る。
【０１４３】
錠剤ディスペンサーの準備
【０１４４】
　医師、介護者又は他の許可されたユーザーは監視クライアント２を用いて処方を薬局へ
遠隔送信することがあり、これは錠剤ディスペンサー１０を用いて錠剤を送達するための
処方である。錠剤ディスペンサー１０は薬局で予め装填されることがあり、それが満たさ
れた後は患者が錠剤ディスペンサー１０を家へ持ち込むことができる。
【０１４５】
　錠剤ディスペンサー１０は、自動化技術又はその或る組合せを用いて、薬局で手動で装
填し得る。例えば、錠剤カートリッジ４０、４１、及び４２は、薬局で手動又は自動的に
錠剤を装填し得る。同様に、錠剤カートリッジ４０、４１、及び４２は、薬局で錠剤投与
機構３５に手動又は自動的に装填し得る。特定の実施形態においては、錠剤カートリッジ
４０、４１、及び４２は薬局で予め装填し得るので、薬剤師又は錠剤装填ロボットは錠剤
カートリッジ４０、４１、及び４２を錠剤投与機構３５へ装填する必要があるだけである
（例えば、自動的に又は手動で）。或いは、或る実施形態においては、錠剤カートリッジ
４０、４１、及び４２は、薬局において錠剤を装填され（例えば、薬剤師又は錠剤装填ロ
ボットにより）、次いで錠剤投与機構３５へ装填される。
【０１４６】
　例えば、薬局は、ネットワーク、例えば、インターネット、に接続している一つ以上の
コンピュータを含むことがあり、処方を受け取って、この処方を一つ以上のコンピュータ
内の待ち行列に入れる。薬局は処方を用いて薬物を調合し得る（例えば、一つ以上のコン
ピュータに接続された自動調合デバイスを用いて、又は、一つ以上のコンピュータの待ち
行列を視認する薬剤師により手動で）。
【０１４７】
　次いで自動化錠剤装填ロボットは、薬局コンピュータから受信された処方に従って、錠
剤カートリッジ４０、４１、及び４２を充填し得る。また、錠剤装填ロボットは、処方に
従って錠剤ディスペンサー１０に錠剤カートリッジ４０、４１及び４２を充填し得る。次
いで、錠剤装填ロボットは、処方に従って錠剤ディスペンサー１０をプログラムし得る。
例えば、処置養生法、錠剤投与予定は、データ・ダウンロード・デバイスを介して錠剤デ
ィスペンサー１０へプログラムされる。或る実施形態においては、錠剤ディスペンサー１
０は、自動調合デバイス、錠剤装填ロボット、又はデータ・ダウンロード・デバイスによ
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り自動的にプログラムし得る（例えば、データ・ダウンロード・デバイスは、或る実施形
態においては、錠剤装填ロボット及び／又は調合ロボットと統合され得る）錠剤投与予定
、処方、処置情報、又は他の情報は、錠剤ディスペンサー１０のメモリにロードされ得る
。自動調合デバイス、自動錠剤装填ロボット、データ・ダウンロード・デバイスは、一緒
に統合され得るか、別々にして区別される場合がある。
【０１４８】
　自動調合デバイス又は錠剤装填ロボットは、バーコード、ＲＦＩＤタグ及び／又はデー
タを生成し得る。バーコード内の情報、ＲＦＩＤタグ、及び／又はデータは、処置養生法
、処方、錠剤投与予定、及び／又は患者情報を含み得る。自動調合デバイス又は錠剤装填
ロボットは、バーコードを錠剤ディスペンサー１０又は錠剤カートリッジ４０、４１、又
は４２へ取り付け、ＲＦＩＤタグを錠剤ディスペンサー１０又は錠剤ディスペンサー１０
の錠剤カートリッジ４０、４１、又は４２へ取り付け、及び／又はＲＦＩＤタグ又は錠剤
ディスペンサー１０内のメモリに情報又はデータをプログラムし得る。データ又は情報は
データベース１９（図４参照）へ送信されることがあり、これは例えばシリアル番号或い
はバーコード、ＲＦＩＤタグ又はメモリ内の他の識別情報を用いて、錠剤ディスペンサー
１０又は錠剤ディスペンサー１０の錠剤カートリッジ４０、４１、又は４２を有する処方
に関連している。
【０１４９】
錠剤ディスペンサー内の薬物の安全性の確認
【０１５０】
　錠剤ディスペンサー１０はスキャナ、例えば質問するＲＦＩＤ質問器又はバーコード・
スキャナ、例えばカメラ１４を用いて錠剤ディスペンサー１０内の錠剤が特定の患者へ対
応することを判定するもの（例えば、患者のバーコード、ＲＦＩＤ又は他の患者識別から
判定されるように）を有することがある。例えば、錠剤ディスペンサー１０のシリアル番
号及び患者のシリアル番号は、データベース１９内の電子医療記録１７内のシリアル番号
と比較されて、これらが電子医療記録１７内の患者のシリアル番号又は患者の名前により
示された患者の入力に正確に整合するか否かを判定する。錠剤ディスペンサー１０は、患
者のＲＦＩＤタグ又はバーコードを走査して、スキャナ５９、ＲＦＩＤ質問器６４、又は
認識カメラ１４のうちの一つ以上を用いて患者のシリアル番号を獲得し得る。或る特定の
実施形態においては、錠剤ディスペンサー１０のスキャナは患者のシリアル番号のコピー
を含み、錠剤ディスペンサー１０は、これが、コード化された適切な患者識別を有するＲ
ＦＩＤタグ又はバーコードを走査するときのみ作動し得る。或る実施形態においては、シ
リアル番号は暗号化され得る。錠剤ディスペンサー１０は、或る特定の実施形態において
は、シリアル番号が整合しないならば、エラー又は警戒を発し得る。
【０１５１】
　付加的に又は代替的に、監視クライアント６は錠剤ディスペンサー１０又は錠剤ディス
ペンサー１０のカートリッジを走査することがあり、これが正しい錠剤をカートリッジ内
に包含すると判定して、錠剤ディスペンサー１０にプログラムされた処置は、錠剤ディス
ペンサー１０のシリアル番号に対応し、及び／又は、錠剤ディスペンサー１０又は錠剤デ
ィスペンサー１０のカートリッジが特定の患者に正しいかを判定する（例えば、患者のバ
ーコード、ＲＦＩＤ、又は他の患者認識から特定されたものとして）。付加的に又は代替
的に、監視クライアント６又は錠剤ディスペンサー１０は、電子医療記録データベース６
８及び／又は薬局に尋ねて、錠剤ディスペンサー１０のメモリ内に位置された処方の正確
さを確認するか、又は、例えば錠剤ディスペンサー１０におけるバーコード内にエンコー
ド化されたシリアル番号を用いて、処方を錠剤ディスペンサー１０のメモリ（例えばメモ
リ３６）へダウンロードし得る。
【０１５２】
　例えば、監視クライアント２のスキャナは、錠剤ディスペンサー１０を走査することが
あり、無線又は有線接続を介して錠剤ディスペンサー１０をプログラムするように処方を
ダウンロードし得る。次いで、監視クライアント２は、患者のバーコード又はＲＦＩＤタ
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グを走査し得る（例えば、スキャナ５９、ＲＦＩＤ質問器６４、又は認識カメラを用いて
）。監視クライアント２はサーバー１６の電子医療記録１７に尋ねて、錠剤ディスペンサ
ー１０のシリアル番号が錠剤投与予定及びサーバーの電子医療記録１７により示された患
者のシリアル番号に整合することを確実にする。
【０１５３】
　本開示事項の或る実施形態において、監視クライアント２はサーバー１６内のＥＭＲ記
録１７と通信して、錠剤ディスペンサー１０から受信された予めプログラムされた処置情
報が特定された患者にとって安全であることを確認し、及び／又は、予めプログラムされ
た処置情報がＥＭＲ記録１７（図４参照）に記憶された所定の処置に整合することを確認
する。
【０１５４】
　錠剤が投与されるとき、錠剤ディスペンサーは錠剤の安全性を検査し得る。例えば、錠
剤視認カメラ２６及び／又は２７は、内部データベース３９（図３参照）を用いて錠剤の
特徴を比較することによって、又は、サーバー１６の外部データベース１９を用いること
により、錠剤を特定し得る。例えば、プロセッサ３０（図３参照）は、錠剤の色、錠剤の
形状、錠剤における文字（例えば、光学文字認識を用いる）及び錠剤の複数の色を用いる
ことにより、錠剤視認カメラ２６及び／又は２７の一方又は両方を用いて錠剤を特定する
ように、プログラムし得る。錠剤ディスペンサー１０が、投与された錠剤が一つ以上のメ
モリ４６、４７、及び／又は４８内に示された錠剤と整合しないと判定したならば、錠剤
ディスペンサー１０は、例えばタッチ・スクリーン15上に「この錠剤を服用してはいけま
せん！」と表示し、スピーカー２９を介して「この錠剤を服用してはいけません！」とい
う声明の音声録音の再生を付随し、例えばサイレンを付随することにより警告を発し得る
。
【０１５５】
　錠剤視認領域がボディ２１内にある或る実施形態においては、錠剤ディスペンサー１０
が、投与された錠剤がメモリ４６、４７及び／又は４８の一つ以上内で示された錠剤に整
合しないと判定するならば、錠剤ディスペンサー１０は錠剤をボディ２１内に保持し得る
。錠剤ディスペンサー１０は、スピーカー２９を介して声明「薬物エラー。貴方の医療専
門家に連絡してください」という音声録音を再生し得る。或いは、プロセッサが、錠剤が
予め定められた重要な特質ではないと判定するならば、錠剤ディスペンサー１０は依然と
して錠剤をカップ２４に投与することがあり、スピーカー２９を介して声明、例えば「こ
の錠剤を服用してはいけません。破棄して確認してください」という音声録音を再生し得
る。
【０１５６】
　画像分析ユニットの機能、錠剤投与指示器及び服用遵守判定ユニットは、全て単独のプ
ロセッサ、例えばプロセッサ３０で実行し得る。単独のプロセッサ３０が画像分析ユニッ
ト、錠剤投与指示器及び服用遵守判定ユニットの機能を実行するように構成されていると
して説明したが、画像分析ユニット、錠剤投与指示器及び服用遵守判定ユニットの機能は
別々のプロセッサで実行し得ることに留意されたい。
【０１５７】
　上述のように、錠剤ディスペンサー１０はスケール３１を選択的に含む。プロセッサ３
１は、スケール３１を用いて錠剤の推定重量に基づいて錠剤を更に特定し得る。錠剤の重
量は、スケール３１により測定された重量から錠剤視認場所（例えば、貯蔵所２２内に又
はボディ２１内に配置された棚に置かれたカップ２４）の錠剤の推定重量を減じることに
より推定し得る。錠剤視認場所の重量は予めプログラムされるか及び／又は錠剤を錠剤視
認場所へ投与するのに先だって測定し得る。
【０１５８】
　錠剤を投与した後に、錠剤ディスペンサー１０は、錠剤の画像、例えば、データベース
３９内に記憶されたものを表示して、この錠剤の画像がカップ２４内の錠剤に整合するか
ということをタッチ・スクリーン１５上でユーザー確認を要請し得る。ユーザーがその錠



(28) JP 5894680 B2 2016.3.30

10

20

30

40

50

剤が画像に整合しないことを示すならば、錠剤ディスペンサーは、ユーザーにその錠剤を
服用しないように通知する警告を発して、その警告をサーバー１６に送信し得る。或る特
定の実施形態においては、錠剤ディスペンサー１０は、それ自体の動作を停止させること
もある。
【０１５９】
　或る実施形態において、機能的に記述された上述の事項は、監視クライアント２により
実行されることがあり、例えば、錠剤ディスペンサー１０は監視クライアント２に対する
従属デバイスである場合がある。
【０１６０】
　錠剤ディスペンサーのユーザーを特定して許可すること
【０１６１】
　錠剤ディスペンサー１０は、錠剤を投与されている人が許可されることを確実にするた
めに、様々なユーザー又は患者の識別機能を含み得る。例えば、或る特定の実施形態にお
いては、ユーザーは、錠剤を錠剤ディスペンサー１０により投与することを可能にする前
に特定されて許可されなければならない。ユーザーの特定及び／又は許可は、認識カメラ
１４を用いて、マイクロフォン２８を用いて、スキャナ５９を用いて、全地球測位システ
ム構成要素６２を用いて、生体センサ６３を用いて、ＲＦＩＤ質問器を用いて、タッチ・
スクリーン１５を用いて、或いはそれらの或る組合せを用いて実行し得る。或る実施形態
においては、ここに記述されるユーザーの識別、認証又は認可は、タッチ・スクリーン１
５を用いて、ユーザー名及びパスワード・ログインを伴うことがある。
【０１６２】
　認識カメラ１４は、例えば、タッチ・スクリーン１５を介して及び／又は投与ボタン１
８を押すことにより、ユーザーによって錠剤を投与する指示がなされたとき、錠剤ディス
ペンサー１０の正面のユーザーの画像を撮り得る。認識カメラ１４は、投与ボタン１８が
押された後、例えば所定時間の後、予め定められた予定、又は顔の画像が撮られるまで、
画像を撮り得る。画像は暗号化されて、例えば、錠剤ディスペンサー１０のトランシーバ
ー４５及びサーバー１６のトランシーバー６５を介して、画像の記憶のためにサーバー１
６へ交信される。
【０１６３】
　付加的に又は代替的に、顔認識アルゴリズムは、ユーザーの特徴を錠剤ディスペンサー
１０の内部データベース３９に対して比較することにより、及び／又はユーザーの特徴を
サーバー１６のデータベース１９の電子医療記録１７におけるユーザーの生体データ６８
に対して比較することによって、ユーザーを特定し得る。顔認識アルゴリズムは、特定さ
れたユーザーが承認又は未承認のユーザーであるか否かを判定し得る。ユーザーの識別及
び特定されたユーザーが許可されたユーザーであるか否かは、錠剤ディスペンサー１０に
よりサーバー１６へ通信し得る。
【０１６４】
　認識カメラ１４はまた、その視野内でバーコードを解読して、認可を判定し得る。例え
ば、患者、介護者、又はユーザーは、バーコード化されたバッジを例えば認識カメラ１４
へ錠剤の投与に先立って表示することを要求され得る。
【０１６５】
　認識カメラ１４は、パンニング・カメラである場合がある。顔認識アルゴリズム（例え
ば、プロセッサ３０の実行）は、顔の存在を認識して（顔の識別の確認の有無に拘わらず
）、カメラを顔に向かってパンして、例えば、カメラの視野内で顔を中央に置くようにし
得る。
【０１６６】
　錠剤ディスペンサーのマイクロフォン２８は、ユーザー（例えば、患者か介護者）が、
例えば、予定通りに、又は、必要に応じて、錠剤を投与する許可を与えられるか否かを決
定するのに用いられ得る。ユーザーは、タッチ・スクリーン１５又はスピーカー２９を介
して錠剤ディスペンサー１０の催促においてパスワードを伝えることを要求され得る。
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【０１６７】
　例えば、錠剤ディスペンサーのプロセッサ３０はスピーカーに、発せられる一連の単語
を要請する音声記録を再生するようにするように指令し得る。マイクロフォン２８は音を
記録し得る。プロセッサ３０はマイクロフォン２８に結合されることがあり、音声に従っ
てユーザーを認証する。他の実施形態においては、監視クライアント２はマイクロフォン
を用いてユーザーを記録して、マイクロフォンを用いてユーザーを許可する。監視クライ
アント２は、認可されたユーザーに応答して錠剤ディスペンサー１０へ投与コマンドを通
信し得るか、ユーザーが錠剤を投与されるように許可されているか否かを通信し得る。こ
の例示的実施形態において、監視クライアント２は、スピーカーを介して一連の単語を再
生することがあり、これはユーザーが監視クライアント２のマイクロフォンへ復唱して戻
すように要請する。　
【０１６８】
　他の実施形態においては、錠剤ディスペンサー１０は、プロセッサ３０による制御を介
して、電子医療記録１７を問い合わせるために、サーバー１６と通信し得る。錠剤ディス
ペンサー１０は、サーバー内の電子医療記録１７からユーザー６８の生体データから、音
声データをダウンロードし得る。音声データは、一人以上の許可されたユーザーの音声情
報である場合がある。錠剤ディスペンサー１０は生体データを用いて、記録された音声は
電子医療記録の１７の入力により示されるように許可されたユーザーであるか否かを判定
し得る。
【０１６９】
　錠剤ディスペンサー１０はスキャナ５９を使用して、錠剤を投与するに先立って、ユー
ザーが許可されたユーザーであるか否かを判定し得る。スキャナ５９は、バーコード・ス
キャナ、バーコードの読み込みに適したカメラ（例えば、他のカメラ）、ＲＦＩＤトラン
スポンダ、及びレーザー・バーコード・スキャナである場合がある。スキャナ５９は、特
定するユーザーのカード、腕輪、又は衣類を走査して、及び／又はユーザーが許可された
ユーザーであるか否かを判定し得る。
【０１７０】
　錠剤ディスペンサー１０も、全地球測位システム構成要素６２も含み、これは錠剤ディ
スペンサーの位置を決定することができる。全地球測位センサ構成要素６２は、錠剤の錠
剤ディスペンサー１０の地理的位置、例えば緯度、経度、国、州、郡、都市、町、その他
を判定するために使用し得る。プロセッサ３０は、全地球測位システム構成要素６２から
判定された位置を用いて、錠剤ディスペンサー１０の位置が予め定められた認可された領
域の中にあるか否かを判定し得る。錠剤ディスペンサー１０は、例えば、錠剤ディスペン
サー１０が予め定められた認可された領域内に存するとき及び／又はユーザーが予め定め
られた認可された領域内で錠剤ディスペンサー１０を使用しているときのみに、錠剤を投
与し得る。錠剤ディスペンサー１０が予め定められた認可された領域の外にあるとき、錠
剤ディスペンサー１０はスピーカー２９を介して警報を発するか及び／又はサーバー１６
に錠剤ディスペンサーが予め定められた認可された領域の外にあることを通信して、錠剤
ディスペンサー１０にその位置も通信し得る。
【０１７１】
　或る実施形態においては、ユーザーの位置は、錠剤ディスペンサー１０に通信し得る。
例えば、スマートフォン又はユーザーが所有している他のデバイスは、その位置を錠剤デ
ィスペンサー１０に、例えばインターネットを介して通信し得る。或る特定の実施形態に
おいては、錠剤ディスペンサー１０は、許可されたユーザーと錠剤ディスペンサー１０と
が互いに予め定められた距離の範囲内に存する場合のみに錠剤を投与する。錠剤ディスペ
ンサー１０は全地球測位システム構成要素６２を用いてその位置を判定し、通信構成要素
、例えば、トランシーバー４５を介してユーザーの位置を判定し得る。
【０１７２】
　錠剤ディスペンサー１０は、生体センサ６３（一種の生体認証構成要素）を用いて、ユ
ーザーが錠剤を投与する許可を与えられているか否かをも判定し得る。生体センサ６３は
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、錠剤ディスペンサー１０のプロセッサ３０により制御されることがあり、錠剤ディスペ
ンサー１０のプロセッサ３０と通信する。
【０１７３】
　錠剤ディスペンサー１０は、生体センサ６３により検知される生体データを用いること
により、ユーザーを認証、特定、及び／又は許可し得る。生体センサ６３は、マイクロフ
ォン、カメラ、指紋スキャナ、ハンド・スキャナ、虹彩スキャナ、及び／又は網膜スキャ
ナである場合がある。錠剤ディスペンサー１０は、サーバー１６のデータベース１９から
一人以上の許可されたユーザー６８の生体データをダウンロードするために、電子医療記
録１７へ問い合わせ得る。錠剤ディスペンサー１０は、生体センサ６３からの生体データ
が電子医療記録１７によって示されるユーザーと一致するか否かを判定し得る。生体デー
タは、ユーザーが錠剤を投与する許可を与えられているか否か又は現在錠剤を投与する許
可を与えられているかをも示す場合があり、例えば一部のユーザーが特定の期間の間だけ
許可され得る。
【０１７４】
　錠剤ディスペンサー１０は、ＲＦＩＤ質問器６４も用いて、ユーザーが錠剤を投与する
許可を与えられているか否かを判定し得る。例えば、錠剤ディスペンサー３９のデータベ
ース３９は、許可されたユーザーに関連した数のリストを記憶し得る。ＲＦＩＤ質問器６
４は、個人のＲＦＩＤタグに質問し得る（例えば、ＩＤタグ、クレジットカード・サイズ
・デバイス、アクセス・バッジ又は腕輪で見つけられるように）。ユーザーのシリアル番
号が認可され他者として列挙されるならば、或る実施形態においては、錠剤ディスペンサ
ー１０は錠剤を投与し得る。付加的に又は代替的に、錠剤ディスペンサー１０は、サーバ
ー１６のデータベース１９の電子医療記録１７から、許可されたユーザーに関連した数の
リストをダウンロードし得る。
【０１７５】
　或る実施形態において、機能的に記述された上記事項は監視クライアント２により実行
されることがあり、或る特定の実施形態においては、例えば、錠剤ディスペンサー１０は
監視クライアント２への従属デバイスである場合がある
【０１７６】
錠剤投与
【０１７７】
　既に述べたように、錠剤は、予め定められた投与予定に従って錠剤ディスペンサーによ
り投与され、これは、必要なとき（例えば、錠剤カートリッジ４０内のメモリ４６が必要
な錠剤として一つ以上の錠剤を投与するとき）、投与される錠剤が特定の患者又は任意の
患者について予め定められた安全基準（例えばメモリ内のものとして又はＤＥＲＳ２０を
介して定められたものとして）を越えないとき、ユーザー、介護者又は患者が許可されて
おり、錠剤ディスペンサー１０が認可された領域内に存するとき、即ち、錠剤ディスペン
サー１０がユーザーまでの予め定められた距離の範囲内に存するとき、及び／又は、エラ
ー状況又は内部フラグがプロセッサ３０により錠剤の投与の防止を保証するように判定さ
れているときである。或る実施形態においては、これらの特徴は、監視２によって実施し
得る。例えば、監視クライアント２は、或る特定の実施形態においては錠剤ディスペンサ
ー１０の操作を完全に制御し得る。
【０１７８】
　或る実施形態においては、錠剤は投与ボタン１８が押されたときにのみ投与される。例
えば、錠剤は、患者が投与ボタン１８を押して、認識カメラ１４が画像を撮った後に投与
される。タッチ・スクリーン１５及び／又はスピーカー２９は、患者に錠剤を服用するよ
うに聴覚的又は視覚的に思い出させることがある。その注意喚起は予め録音された人の音
声である場合がある。例えば、注意喚起は娘の声明「貴方の錠剤に母親に服用させてくだ
さい！服用の時間です！貴方に健康にして欲しい！」という録音された音声又は類似した
録音である場合がある。或る実施形態においては、監視クライアント２はこれらの注意喚
起の機能を実行して、肉親の画像又はビデオを表示し得る。タッチ・スクリーン、例えば
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、監視クライアント２のタッチ・スクリーンを用いて注意喚起を再生しながら、錠剤ディ
スペンサー１０は監視クライアント２（デジタル通信信号を介して）の注意喚起を開始し
得るか、又は監視クライアント２が錠剤の投与を開始し得る。或る実施形態においては、
服用遵守が所定期間内に生じたと判定しないならば、注意喚起が開始される。
【０１７９】
　錠剤が投与されたとき、錠剤ディスペンサー１０及び／又は監視クライアント２は如何
にして錠剤を服用するかを図解するグラフィックを表示し得る。グラフィックは音声を伴
うことがあり、例えば、テキスト対スピーチ・アルゴリズムはそれに記憶されたテキスト
をスピーチに変換し得る。付加的に又は代替的に、ユーザーの発した単語は、後の検索の
ためにテキストに変換してメモリ３６内に記憶されることもある。
【０１８０】
　錠剤が服用された後、患者介護パラメータは錠剤の有効性を判定するために監視し得る
。例えば、血圧錠剤が投与された後、血圧が監視されてサーバーへ通信し得る。錠剤が投
与された後、請求書が錠剤ディスペンサー１０によりサーバー１６へ通信されることがあ
り、請求書が準備されて、例えば、患者、保険会社及び／又は第三者のために準備される
。
【０１８１】
　或る実施形態においては、機能的に説明された上述の事項は、監視クライアント２によ
り実行されることがあり、例えば、錠剤ディスペンサー１０は監視クライアント２に対す
る従属デバイスである場合がある。
【０１８２】
服用遵守判定
【０１８３】
　錠剤が投与された後、錠剤ディスペンサー１０は錠剤服用の服用遵守を判定し得る。錠
剤ディスペンサー１０は、第１の錠剤視認カメラ２６、第２の錠剤視認カメラ２７、認識
カメラ１４又はカップ２４に隣接して位置する他のカメラを用いて服用遵守を判定し得る
。
【０１８４】
　錠剤ディスペンサー１０は、第１の錠剤視認カメラ２６、第２の錠剤視認カメラ２７、
認識カメラ１４又は錠剤の一つ以上の更なる画像を撮るためにカップ２４に隣接して位置
する他のカメラを用いて、錠剤の第１の画像を撮り得る。錠剤ディスペンサー１０は一つ
以上の画像を撮り続けて、錠剤が取り出されたか否か／錠剤が取り出されたときを判定し
得る。或る特定の実施形態においては、錠剤ディスペンサー１０は、錠剤が取り出された
ならば、服用遵守が生じたと判定し得る。
【０１８５】
　或る付加的な実施形態においては、認識カメラ１４の視野内に存在する許可されたユー
ザー又は特定のユーザーについて、錠剤がいつ投与されたか及び／又は投与ボタン１８が
いつ押されて服用遵守が生じたかを判定することも要求することがある。
【０１８６】
　或る特定の実施形態においては、服用遵守が生じたことを判定するために、錠剤ディス
ペンサー１０は、錠剤の画像及び認識カメラ１４により撮られた画像内に特定のユーザー
が存在することを要求することがある。更に付加的な実施形態においては、錠剤ディスペ
ンサー１０は、服用遵守が生じたことを判定するために、認識カメラ１４により撮られた
画像内に特定のユーザー及びカップの底部が現れることを要求することがある。
【０１８７】
　錠剤ディスペンサー１０は認識カメラ１４に指令し、予め定められた予定に従って、例
えば、投与ボタン１８が押された後に予定に従って、認識カメラ１４により撮られた画像
内に顔が特定されるまで、一つ以上の画像を撮り得る。認識カメラ１４により撮られた画
像は暗号化されて記憶のためにサーバー１６へ送信し得る。
【０１８８】
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錠剤を投与した後に、錠剤ディスペンサー１０は、錠剤の画像、 例えば、データベース
３９内で記憶されたものを表示し、錠剤の画像がカップ２４内の錠剤に整合することにつ
いてタッチ・スクリーン１５上でユーザー認証を要請し得る。ユーザー認証の後、錠剤デ
ィスペンサー１０は、ユーザーが錠剤を服用したか否かをユーザーに尋ねて促し得る。ユ
ーザーが錠剤を服用したことを確認するならば、錠剤ディスペンサー１０は患者が服用遵
守したと判定し得る。付加的に又は代替的に、ユーザーが錠剤を服用したことを確認しな
いならば、錠剤ディスペンサーは注意喚起を可聴的に鳴らし得る。或る実施形態において
は、監視クライアント２は、ユーザーに服用遵守を判定するように促し得る。
【０１８９】
　或る実施形態においては、錠剤ディスペンサー１０は、投与される錠剤の形式、医学専
門家により提供される指令、又は選ばれた選択（これは例えば、錠剤が処方される患者、
又は家族又はその他によって設定され得る）に基づいて服用遵守追跡の異なる方法を使用
し得る。
【０１９０】
　或る実施形態においては、錠剤ディスペンサー１０は、錠剤を投与予定に従って錠剤を
自動的に投与し得る。例えば、錠剤ディスペンサーはビタミンを投与して、患者にこのビ
タミンを服用するように、可聴的な注意喚起を鳴らし得る。
【０１９１】
　服用遵守は、錠剤ディスペンサー１０により記録し得る。服用遵守データ及び／又はロ
グ・データは、データベース１９内に内部的に記憶されることがあり、監視クライアント
２に通信されることがあり、及び／又はデータベース１９内の記憶のためのサーバー１６
に通信されることがある。ログ入力は、ユーザーを認証するために用いられるユーザーの
音声データ、ユーザーを認証するために用いられるユーザーの画像、第１の錠剤視認カメ
ラからの錠剤の画像、第２の錠剤視認カメラからの錠剤の画像、錠剤投与機構の位置、タ
イムスタンプ、日付印、ＲＦＩＤタグからの患者ＩＤ、他のＲＦＩＤタグからの看護婦Ｉ
Ｄ、周囲温度値、及び／又は環境照明値のうちの一つ以上のデータを含み得る。
或る実施形態においては、ログ入力はＲＦＩＤタグ、例えば患者へ取り付けられたＲＦＩ
Ｄタグへ入力される。
【０１９２】
　或る実施形態においては、監視クライアント２は、錠剤ディスペンサー１０から離隔し
ている場合がある。例えば、監視クライアント２は、スマートフォンである場合がある。
監視クライアント２は、服用遵守データを用いた、又は錠剤ディスペンサーから、データ
ベース１９からダウンロードされた又はデータベース内に記憶された記録からのデータを
用いてカレンダーを表示し得る。
カレンダーは、患者がどの日に服用遵守したかについて示し得る。例えば、カレンダーは
服用遵守の日について青を非服用遵守の日について赤を示し得る。
許可されたユーザーは、例えば非服用遵守の日に応答して、監視クライアント２のインタ
ーフェースを用いて処方を修正し得る。監視クライアント２及び／又は監視クライアント
２のユーザーは認証され得るか及び／又は、本明細書で言及した任意の認証又は認可を用
いて、例えばユーザー名及びパスワードを用いて、錠剤投与予定を見るか修正するに先立
って許可し得る。
【０１９３】
　錠剤ディスペンサー１０及び／又は監視クライアント２が非服用遵守が生じたと判定し
たならば、次いで一つ以上の錠剤ディスペンサー１０及び／又は監視２は、双方向通信、
例えばＶｏｉｐ呼び出し又は電話を開始し得る。例えば、監視２は肉親のスマートフォン
である場合がある。錠剤ディスペンサー１０が非服用遵守が生じたと判定するならば、監
視クライアント２はユーザーに錠剤ディスペンサー１０を呼び出すように促すことがあり
、これは錠剤ディスペンサー１０と監視クライアント２との間でビデオ会議を開始する。
【０１９４】
　更に他の特定の実施形態においては、錠剤ディスペンサー１０は錠剤を投与して、遠隔
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視認のためにその認識カメラ１４を起動し得る。中央視認センターは、錠剤ディスペンサ
ー１０の認識カメラ１４を監視し得る。中央視認センターにおけるオペレーターは、服用
遵守を判定することがあり、これは例えば患者が錠剤を服用するのを見て、判定された服
用遵守を記録することによる。オペレーターには、多くの錠剤ディスペンサー１０を監視
する能力があり得る。例えば、中央視認センターは、加入サービスの一部である場合があ
る。
【０１９５】
　或る実施形態においては、監視クライアント２及び／又は錠剤ディスペンサー１０にお
いて、１０は患者が所有している他の錠剤（例えば、錠剤ディスペンサー内にはないが、
患者に処方された錠剤）の画像を撮るのに用いられることがある。監視クライアント２、
錠剤ディスペンサー１０、又はサーバー１６は、錠剤服用の追跡を保つことがあり、錠剤
ディスペンサー１０内の一つ以上の錠剤はその錠剤を服用が安全であるか否かを判定する
（例えば、錠剤ディスペンサー１０はその修正された錠剤投与予定を有することがあり、
特定の錠剤の投与は禁止されることがあり、或いは、さもなければ、介護者は、錠剤の投
与が他の錠剤服用を考慮すると患者にとって安全ではないと判定するならば、介護者は警
戒態勢を取り得る）。或る実施形態においては、処方ラベルの画像は錠剤ディスペンサー
及び／又は監視クライアント１０により撮られることがあるか、或いは、本明細書に説明
するのと同じ理由で、処方の他の識別技術を使用し得る（例えば、スキャナを用いる）。
【０１９６】
　或る実施形態において、機能的に記述された上記は監視クライアント２で実行されるこ
とがあり、例えば、錠剤ディスペンサー１０は或る特定の実施形態においては監視クライ
アント２に対する従属デバイスである場合がある。
【０１９７】
錠剤ディスペンサーの無許可使用の防止
【０１９８】
　錠剤が錠剤ディスペンサー１０から投与されたとき、錠剤ディスペンサー１０及び／又
は監視クライアント２は、それぞれ、監視クライアント２のカメラの認識カメラ１４を用
いて一つ以上の画像を撮り得る。この画像は、予め定められた予定に従って、或いは、投
与ボタン１８が押されたときに顔が画像内に認識されるまで、撮られることがある。一つ
以上の画像は記憶のためにサーバー１６に通信されるか、及び／又は内部に記憶され得る
。画像はサーバー１６へ通信されることがあり、許可されたユーザーの画像が画像内にあ
るか否かが判定される。錠剤ディスペンサー１０及び／又は監視クライアント２は、ユー
ザーが許可されたユーザーであるか否かを判定することがあり、画像の有無に拘わらず、
その判定をサーバー１６へ送信し得る。画像は、例えば、非対称又は対称暗号化計画のキ
ーを用いて暗号化し得る。画像の記憶は、例えば、錠剤ディスペンサー１０が盗まれた場
合に使用し得る。錠剤ディスペンサー１０及び／又は監視クライアント２は、未許可の者
が例えば予め定められた回数のログインを企てた後に錠剤ディスペンサーを使用しようと
試みるならば、可聴的及び／又は視覚的な警報を発し得る。
【０１９９】
　更に、錠剤ディスペンサー１０及び／又は監視クライアント２を使用しようとする任意
の試みは、記録されて記憶され得る。例えば、錠剤ディスペンサー１０は、生体センサ６
３を用いて、ユーザーが錠剤を投与する許可を与えられているか否かをも判定し得る。錠
剤ディスペンサー１０は人に錠剤ディスペンサーの使用を拒否して、生体情報を記録し得
る。生体情報は、企てられた使用の徴候と一緒にデータベース１９内に記憶されるように
、サーバー１６へ通信され得る。
【０２００】
　上述のように、錠剤ディスペンサー１０は、錠剤ディスペンサーの位置を判定すること
ができる全地球測位システム構成要素６２を含む。全地球測位センサ構成要素６２は錠剤
ディスペンサー１０の地理的位置、例えば錠剤ディスペンサー１０の緯度、経度、国、州
、郡、都市、町、その他を判定するのに使用し得る。プロセッサ３０は、全地球測位シス
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テム構成要素６２から判定された位置を使用して、錠剤ディスペンサー１０の位置が予め
定められた認可された領域の中にあるか否かを判定し得る。例えば、錠剤ディスペンサー
１０が予め定められた認可された領域内にあるとき、及び／又は、ユーザーが予め定めら
れた認可された領域内で錠剤ディスペンサー１０を使用しているときのみ、錠剤ディスペ
ンサー１０は錠剤を投与し得る。錠剤ディスペンサー１０が予め定められた認可された領
域の外にあるとき、錠剤ディスペンサー１０はスピーカー２９を介して警報を発すること
があるか及び／又はサーバー１６に錠剤ディスペンサーが予め定められた認可された領域
の外にいると通信して、錠剤ディスペンサー１０にその位置も通信し得る。錠剤ディスペ
ンサー１０が盗まれていると判断したならば、例えば、全地球側位センサ構成要素６２は
、法の執行を支援することにより、錠剤ディスペンサー１０を探すのを支援するために用
いられることがある。錠剤ディスペンサー１０の位置は、錠剤ディスペンサーの追跡を保
つために、データベース１９によって連続的に記録し得る。
【０２０１】
　また、上述のように、或る実施形態においては、ユーザーの位置は、錠剤ディスペンサ
ー１０へ通信し得る。例えば、スマートフォン又はユーザーが所有している他のデバイス
は、その位置を錠剤ディスペンサー１０へ、例えば、インターネットを介して通信し得る
。或る実施形態においては、許可されたユーザーと錠剤ディスペンサー１０とが互いに予
め定められた距離の範囲内に存するときのみに、錠剤ディスペンサー１０は錠剤を投与す
る。錠剤ディスペンサー１０は全地球測位システム構成要素６２を使っているその位置を
判定し、通信構成要素、例えば、トランシーバー４５を介して、ユーザーの位置を判定し
得る。このデータを用いて、錠剤ディスペンサー１０が盗まれたと判断されるならば、ユ
ーザーの位置データ及び錠剤ディスペンサーの位置は、錠剤ディスペンサー１０を探すた
めに法執行を支援するのに使用し得る。ユーザーの位置は、ユーザーの位置の追跡を保つ
ために、データベース１９によって連続的に記録し得る。
【０２０２】
　サーバー１６、監視クライアント２、又は錠剤ディスペンサーは、錠剤ディスペンサー
１０が盗まれたと判断するならば、錠剤ディスペンサー１０はそれ自体を作動しないよう
にさせることがあり、及び／又は、サーバー１６又は監視クライアント２から錠剤ディス
ペンサー１０に信号を送信して、錠剤ディスペンサー１０にそれ自体を作動しないように
指令することがある。信号を通信するときには、認証や暗号化キーを使用し得る。例えば
、安全なサインを使用し得る。
【０２０３】
　或る実施形態においては、機能的に説明された上述の事項は監視クライアント２により
実行され、例えば、錠剤ディスペンサー１０は監視クライアント２に対する従属デバイス
である場合がある。
【０２０４】
　図５は、本開示事項の更なる実施形態に従って複数の垂直ウインドウ７１を有する錠剤
ディスペンサー６９を示す。錠剤ディスペンサー６９は、錠剤ディスペンサー１０に加え
て及び／又はそれに代えて図１のシステム１と共に使用し得るか、或いは錠剤ディスペン
サー６９は独立型デバイスである場合がある。
錠剤ディスペンサー６９は、図３のシステム３２を或る実施形態に使用若しくは含み得る
。
【０２０５】
　錠剤ディスペンサー７０は、ユーザー・インターフェース７０及び複数の視認ウインド
ウ７１を含む。ウインドウ７１は、一つ以上の錠剤カートリッジ内の錠剤を示し得る。ユ
ーザーは投与ボタン７２を押して、これは次いで容器７３へ錠剤を投与する。
【０２０６】
　図６-７は、本開示事項の更なる実施形態に従ってタッチ・スクリーンの下に複数の垂
直ウインドウを有する錠剤ディスペンサーを示す。錠剤ディスペンサー７４は錠剤ディス
ペンサー１０に加えて及び／又はそれに代えて図１のシステム１と共に使用し得るか、或
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いは錠剤ディスペンサー６９は独立型デバイスである場合がある。錠剤ディスペンサー７
４は、図３のシステム３２を或る実施形態に使用若しくは含み得る。
【０２０７】
　錠剤ディスペンサー７４はタッチ・スクリーン７５を含み、これは揺動開放されるドア
に結合されて、カートリッジ７８を挿入し得る。タッチ・スクリーン７５は、一つ以上の
錠剤を容器７９に投与するのに使用し得る。錠剤ディスペンサー７４は、一つ以上の錠剤
カートリッジの一つ以上の錠剤を示す複数の視認ウインドウ７７も含み得る。
【０２０８】
　図８は、本開示事項の更なる実施形態により、タッチ・スクリーンの下の複数の垂直ウ
インドウ及び細長い容器を有する錠剤ディスペンサー８０を示す。
この錠剤ディスペンサー８０は、錠剤ディスペンサー１０に加えて及び／又はそれに代え
て図１のシステム１と共に使用し得るか、或いは錠剤ディスペンサー８０は独立型デバイ
スである場合がある。錠剤ディスペンサー８０は、或る実施形態においてシステム３２を
使用し得る。
【０２０９】
　錠剤ディスペンサー８０は、ドア８４に配置されたタッチ・スクリーン８３を含む。複
数の視認ウインドウが、一つ以上の錠剤を視認するためにある。錠剤は、投与ボタン８５
を押すことにより投与され得る。錠剤は、容器８１に投与され得る。
【０２１０】
　図９は本開示事項の実施形態により一つ以上のカートリッジ９０を投与する投与機構を
有する錠剤ディスペンサー８６を示す。この錠剤ディスペンサー９０は、錠剤ディスペン
サー１０に加えて及び／又はそれに代えて図１のシステム１と共に使用されることがあり
、或いは錠剤ディスペンサー９０は独立型デバイスである場合がある。錠剤ディスペンサ
ー９０は図３のシステム３２を或る実施形態に使用若しくは含み得る。
【０２１１】
　錠剤ディスペンサー８６は、タッチ・スクリーン８７と開口８８及び８９を含む。錠剤
ディスペンサー８６は、カートリッジ９１を開口８９から出るように投与して、次いでこ
れが使用されて開口８８に戻すように置かれる。カートリッジ９１は、リビング・ヒンジ
を通じて残りのカートリッジ９１に結合するスナップ式蓋を含み得る。錠剤ディスペンサ
ー８６のハウジング内に配置されたカメラがあることがあり（例えば、開口８８に挿入さ
れるとき、カートリッジ９１の内容物を視認するように開口の内側であるが上方）、服用
遵守を判定する。図９はカートリッジ９１を含む複数のカートリッジ９０の積層を示す。
錠剤ディスペンサー８６は、補充のために薬局へ戻される場合がある。錠剤カートリッジ
９０は消毒及び／又は洗浄されて、再利用し得る。
【０２１２】
　図１１は、本開示事項の実施形態により、その側部に沿って第２のハウジング９５を有
する錠剤ディスペンサー９２を示す。第２のハウジング９５は、一つ以上の錠剤カートリ
ッジ９６を収納し得る。第２のハウジングは主要なハウジング９９に対して取り付け可能
及び／又は取り外し可能とし得る。この錠剤ディスペンサー９２は、錠剤ディスペンサー
１０に加えて及び／又はそれに代えて図１のシステム１と共に使用し得るか、或いは錠剤
ディスペンサー９２は独立型デバイスである場合がある。錠剤ディスペンサー９２は、図
３のシステム３２を或る実施形態に使用若しくは含み得る。
【０２１３】
　錠剤ディスペンサー９２は、錠剤を投与するために、スピーカー９４、マイクロフォン
９５及びタッチ・スクリーンを含む。錠剤は一つ以上のカートリッジ９６から投与されて
、容器９７のカップ９８内に落とされる。錠剤投与機構は、主要なハウジング９９内に、
第２のハウジング９５内にあり得るか、ハウジング９５と９９との間に振り分け得る。
【０２１４】
　図１２は、本開示事項の一実施形態によりカートリッジ１０２へ結合されてカートリッ
ジ１０２に係合されて摺動するハウジング１０１を有する錠剤ディスペンサー１００を示
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す。錠剤ディスペンサー１００は、錠剤ディスペンサー１０に加えて及び／又はそれに代
えて図１のシステム１と共に使用されることがあり、或いは錠剤ディスペンサー１００は
独立型デバイスである場合がある。
錠剤ディスペンサー１００は、図３のシステム３２を或る実施形態に使用若しくは含み得
る。
【０２１５】
　ハウジング１０１はタッチ・スクリーン１０３を含み、投与ボタン１０４はそれに結合
されている。錠剤カートリッジ１０２は、錠剤を見せる視認ウインドウを含む。ハウジン
グ１０１は摺動して、内蔵錠剤投与機構は垂直に積層された錠剤を把握して、それらの錠
剤を容器１０６に投与し得る。
【０２１６】
　図１３は、本開示事項の一実施形態により錠剤を受け取るための摺動ドア１１０を有す
る錠剤ディスペンサー１０７を示す。この錠剤ディスペンサー１０７は錠剤ディスペンサ
ー１０に加えて及び／又はそれに代えて図１のシステム１と共に使用されることがあり、
或いは錠剤ディスペンサー１０７は独立型デバイスである場合がある。錠剤ディスペンサ
ー１０７は、図３のシステム３２を或る実施形態に使用若しくは含み得る。錠剤ディスペ
ンサー１０７は、タッチ・スクリーン１０８及び投与ボタン１０９を含む。ドア１１０は
、錠剤を投与するために、ノブ１１１により開放することができる。
【０２１７】
　図１４Ａ-１４Ｂは、本開示事項の一実施形態により錠剤カートリッジとしての錠剤瓶
を受け取る能力のある錠剤ディスペンサー１１２を示す。図１４Ａは錠剤ディスペンサー
１１２の上面図を示し、かつ、図１４Ｂは錠剤ディスペンサー１１２の側面図を示す。こ
の錠剤ディスペンサー１１２は、錠剤ディスペンサー１０に加えて及び／又はそれに代え
て図１のシステム１と共に使用されることがあり、或いは錠剤ディスペンサー１１２は独
立型デバイスである場合がある。錠剤ディスペンサー１１２は、図３のシステム３２を或
る実施形態に使用若しくは含み得る。
【０２１８】
　錠剤ディスペンサー１１２は、複数の凹所１１３を含み、その各々は錠剤瓶を収容する
ために形状付けられている。錠剤瓶のキャップは外されて、錠剤瓶が一つ以上の凹所へさ
かさまに挿入されて、錠剤は凹所へ注がれる。凹所１１３は、他の実施形態においては、
スナップ式上部ドアを含み、複数の錠剤、例えば、服用するように予定された錠剤の各日
のためのグループが複数の凹所１３の一つの凹所内に支持され得る。錠剤は、トラップ・
ドア１３０から投与される。錠剤投与機構は、ガムボール型錠剤投与機構である場合があ
る。
【０２１９】
　錠剤ディスペンサー１１２は、タッチ・スクリーン１１６、認識カメラ１１５，及び錠
剤瓶認識カメラ１１４を含む。上述したように、錠剤瓶は開放されて、さかさまに凹所の
一つに配置し得る。カメラ１１４は錠剤ディスペンサー１１２の周りで回転でき、テキス
トに表示又はコード化された投薬量及び予定情報を含む錠剤瓶のラベルの一つ以上の画像
を撮ることができる。或る特定の実施形態においては、この回転は、ステッパー・モータ
に結合された円形軌跡によりなされることがあり、カメラ１１４を有する循環構造が円形
軌跡に載せられて、ステッパー・モータが循環構造を軌跡に沿って回転させる。ステッパ
ー・モータは、錠剤ディスペンサー１１２内の一つ以上のプロセッサ３０により制御し得
る。
【０２２０】
　錠剤瓶認識カメラ１１４はＯＣＲ、或いはその内部のプロセッサ３０に接続されたメモ
リ内の錠剤投与予定を更新するか、又は投薬量予定を含む錠剤投与予定を生成するように
バーコード上にコード化された情報を使用し得る。錠剤瓶認識カメラ１１４は、錠剤ディ
スペンサー１１２に配置された錠剤瓶のラベルから指示を読み取り得る。このラベル情報
は内部メモリに記憶された処方と比較することができ、エラーが発生したか否か、及び／
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リに記憶された処方にアクセスして、予定された錠剤瓶が凹所１３に実際に挿入されたか
否かを判定することがあり、これは服用遵守追跡のために記録し得る。例えば、３０個の
錠剤の瓶は特定の月の第１日目に始まって毎日服用せねばならず、錠剤が特定の月の第１
日目に凹所１３に挿入されないならば、錠剤ディスペンサー１１２は非服用遵守が生じた
と判定する。錠剤瓶認識カメラ１１４は、送達の時間、タブレットの数、各々の錠剤の投
薬量、一つ以上の錠剤の各々の予定された口腔服用の投薬量、処方が満たされたとき、瓶
に貼られるラベルにより示された錠剤等を撮り得る。この情報は、監視クライアント２を
有する介護者及び／又は患者に通知され得る。
【０２２１】
　図１５は、本開示事項の一実施形態による錠剤投与機構１１７を示す。カートリッジ１
１８は、錠剤を収容する複数の容器１１９を含む。カートリッジ１１８は、ステッパー・
モータにより回転し得る。摺動部材１２０は摺動することができて、穴１２１を容器１１
９の一つへ隣接して移動させて錠剤をディスペンサーへ渡すことを可能にする。摺動部材
１２０は、線形アクチュエータ、例えば、線形サーボへ結合し得る。
【０２２２】
　図１６は、本開示事項の一実施形態により錠剤を投与する方法１２２のフローチャート
図を示す。この方法１２２の錠剤ディスペンサーは、本明細書に開示された任意の充分な
錠剤ディスペンサーとし得る。この方法１２２は、行為１２３-１２９を含む。
【０２２３】
　行為１２３は、錠剤投与機構に錠剤を投与するように指令する。行為１２４は、第１の
錠剤視認カメラに錠剤の第１の画像を撮るように指令する。行為１２５は、第１の画像内
で錠剤の存在を判定する。行為１２６は、第１の錠剤視認カメラに第２の画像を撮るよう
に指令する。行為１２７は、第２の画像内の錠剤の非存在を判定する。行為１２８は、認
識カメラに第３の画像を撮るように指令する。行為１２９は、第３の画像を用いてユーザ
ーを特定する。
【０２２４】
　幾つかの実施例について説明した。それでも、様々な修正をなし得ることが理解されよ
う。従って、他の実施例は、以下の特許請求の範囲の目的の範囲内にある。例えば、様々
な方式が本明細書に記載されたが、当業者には、この説明が例示のためのみになされたの
であって、開示事項の目的の限定としてではないことが理解されよう。他の実施形態は、
本明細書に示されて説明された実施形態に加えて、本開示事項の目的の範囲内で考えられ
る。当業者による修正及び置換は、本開示事項の目的の範囲内にあると考えられる。
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【図７】 【図８】
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【図１２】 【図１３】
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