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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　リーダーと、
　定置装置と、
　処理装置と
を備え、
　前記定置装置は、
　　　予め定められた作業具が置かれる定置部と、
　　　前記定置部に設けられたセンサと
を備え、
　前記処理装置は、
　　　複数の器具で構成された手術セットの各器具および器具を構成する構成部品に、そ
れぞれ一対一で関連付けられた器具ＩＤおよび部品ＩＤを記憶した第１記憶部と、
　　　前記手術セットに一対一で関連付けられたセットＩＤと、当該手術セットに属する
器具の器具ＩＤと、当該手術セットに属する部品ＩＤとを関連付けて記憶した第２記憶部
と、
　　　前記器具の個体情報と器具ＩＤ、および、前記構成部品の個体情報と部品ＩＤとを
関連付けて記憶した第３記憶部と、
　　　前記器具ＩＤまたは部品ＩＤと、作業または作業エリアと、作業具とを関連づけて
記憶した第４記憶部と、
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　　　前記リーダーによって個体情報が検知された際に、検知された個体情報に基づいて
器具または構成部品を特定するようにプログラムされた第１処理部と、
　　　前記作業または作業エリアを特定するようにプログラムされた第２処理部と、
　　　前記第１処理部で特定された器具または構成部品と、前記第２処理部で特定された
作業または作業エリアと、前記第４記憶部に記憶された情報とに基づいて、当該作業また
は作業エリアで必要とされる作業具とを特定するようにプログラムされた第３処理部と、
　　　前記第２処理部で特定された作業または作業エリアにおいて、前記第３処理部で特
定された作業具が置かれた定置装置に設けられたセンサに基づいて、前記作業具が使用さ
れたことが検知されたか否かを判定するようにプログラムされた第４処理部と
を備えた、手術セットの作業管理システム。
【請求項２】
　前記定置部に設けられたセンサは、
　　　前記定置部から作業具が取り外されたこと、および、前記定置部から作業具が置か
れたことが検知できるように構成されており、
　前記処理装置は、
　　　前記第２処理部で特定された作業または作業エリアにおいて、前記作業または前記
作業エリアで必要とされる作業具が置かれた前記定置装置のセンサによって、前記定置部
から作業具が取り外されたことを検知したか否かを判定するようにプログラムされた第５
処理部と、
　　　前記第５処理部で、前記定置部から作業具が取り外されたことを検知した場合に、
さらに前記定置部から作業具が置かれたことが検知されたか否かを判定するようにプログ
ラムされた第６処理部と
をさらに備えた、請求項１に記載された手術セットの作業管理システム。
【請求項３】
　前記第４記憶部は、前記器具または構成部品と、複数の作業または作業が施される複数
の作業エリアと、前記作業具とを関連づけて記憶している、
請求項１または２に記載された手術セットの作業管理システム。
【請求項４】
　前記第２処理部は、予め定められた複数の作業または作業エリアのうち１つの作業また
は作業エリアを特定するようにプログラムされている、請求項１から３までの何れか一項
に記載された手術セットの作業管理システム。
【請求項５】
　処理装置は、
　　　前記リーダーと、予め定められた作業または作業エリアを関連付けて記憶した第５
記憶部をさらに備えており、
　　　前記第２処理部は、前記個体情報が前記リーダーによって検知された場合に、前記
個体情報が検知された前記リーダーと、前記第５記憶部に記憶された情報とに基づいて、
作業または作業エリアを特定するようにプログラムされている、
請求項１から４までの何れか一項に記載された手術セットの作業管理システム。
【請求項６】
　表示装置をさらに備え、
　前記処理装置は、
　　　前記第１処理部で特定された器具または構成部品と、前記第２処理部で特定された
作業または作業エリアと、前記第３処理部で特定された作業具とを、前記表示装置に表示
するようにプログラムされた第７処理部を
さらに備えた、請求項１から５までの何れか一項に記載された手術セットの作業管理シス
テム。
【請求項７】
　前記第４記憶部は、
　　　前記器具および前記構成部品に施される複数の作業と、前記複数の作業の作業手順
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と、前記複数の作業のうちそれぞれの作業で必要とされる作業具とが、関連付けられて記
憶されており、
　前記第２処理部は、
　　　前記第４記憶部に記憶された前記作業手順に基づいて、前記器具または構成部品に
施される作業を順に特定するようにプログラムされている、
請求項１から６までの何れか一項に記載された手術セットの作業管理システム。
【請求項８】
　前記定置装置は、予め定められた報知処理を実行するように構成された報知部をさらに
備えており、
　前記処理装置は、
　　　前記第３処理部で特定された作業具が置かれた定置装置の報知部を作動させるよう
にプログラムされた第８処理部を備えている、請求項１から７までの何れか一項に記載さ
れた手術セットの作業管理システム。
【請求項９】
　前記処理装置は、
　　　作業と、ユーザーＩＤと、前記作業が施された日時とを関連付けて記憶する第６記
憶部と、
　　　前記第２処理部で特定された作業または作業エリアにおいて、前記作業が施された
日時を取得するようにプログラムされた第９処理部と、
　　　前記第２処理部で特定された作業または作業エリアにおいて、前記作業を施すユー
ザーＩＤを取得するようにプログラムされた第１０処理部と、
　　　前記第２処理部で特定された作業または作業エリアと、前記第９処理部で取得され
た作業が施された日時と、前記第１０処理部で取得されたユーザーＩＤとを、前記第６記
憶部に記憶するようにプログラムされた第１１処理部と
をさらに備えた、請求項１から８までの何れか一項に記載された手術セットの作業管理シ
ステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、手術セットの作業管理システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特開２００３－１６１９８号公報には、診察、手術、検査などで使用される小物に個々
に識別コードを設け、当該識別コードを読み取る装置を備えた装置が提案されている。管
理装置のデータベースには、予め患者に関するデータ、その患者を担当する医師のデータ
、鋼製小物の在庫データ等が医療データとして記憶されている。そして、患者に対して手
術または治療等の医療行為がなされた後、管理装置のデータベース上に記憶された医療デ
ータと読み取ったデータとが比較される。
【０００３】
　特開２０１２－２１５９９０号公報には、医療器材のピッキング作業を支援するための
装置が提案されている。具体的には、医療器材の識別子および医療器材の画像を格納した
記憶部と、相互に類似する医療器材の識別子を互いに関連付けて格納する記憶部とを備え
ている。同公報で提示される装置は、ユーザーによって指定された医療器材の画像と、そ
の医療器材と類似する医療器材の画像とが並べて表示されるように構成されている。
【０００４】
　特開２０１５－１９７７３５号公報には、一般医療スタッフの参考となるガイダンス情
報を配信することができる装置が提案されている。ここで提案される装置は、熟練医療ス
タッフによる医療行為の内容を表す医療作業情報をガイダンス情報としている。そして、
一般医療スタッフからの要求に応じて、ガイダンス情報を配信している。
【先行技術文献】



(4) JP 6806645 B2 2021.1.6

10

20

30

40

50

【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－１６１９８号公報
【特許文献２】特開２０１２－２１５９９０号公報
【特許文献３】特開２０１５－１９７７３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、手術器具は、手術後、回収、洗浄、組立、封止、滅菌、保管の順で管理され
ており、滅菌後に保管されている器具が再び手術で用いられている。この中で、手術器具
を洗浄する作業では、予め定められた治具が用いられる場合がある。また、手術器具を組
立てる作業では、器具の予め定められた部位に予め定められたオイルを差すことが定めら
れている場合がある。かかる手術セットの洗浄作業や組み立て作業で、予め定められた治
具が用いられたことやオイルが差されたことを管理する手法は確立されていない。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　ここで提案される手術セットの作業管理システムは、リーダーと、定置装置と、処理装
置とを備えている。
　定置装置は、予め定められた作業具が置かれる定置部と、定置部に設けられたセンサと
を備えている。
　処理装置は、第１記憶部と、第２記憶部と、第３記憶部と、第４記憶部と、第１処理部
と、第２処理部と、第３処理部と、第４処理部とを備えている。
　第１記憶部は、複数の器具で構成された手術セットの各器具および器具を構成する構成
部品に、それぞれ一対一で関連付けられた器具ＩＤおよび部品ＩＤを記憶している。
　第２記憶部は、手術セットに一対一で関連付けられたセットＩＤと、当該手術セットに
属する器具の器具ＩＤと、当該手術セットに属する部品ＩＤとを関連付けて記憶している
。
　第３記憶部は、器具の個体情報と器具ＩＤ、および、構成部品の個体情報と部品ＩＤと
を関連付けて記憶している。
　第４記憶部は、器具ＩＤまたは部品ＩＤと、作業または作業エリアと、作業具とを関連
づけて記憶している。
　第１処理部は、リーダーによって個体情報が検知された際に、検知された個体情報に基
づいて器具または構成部品を特定するようにプログラムされている。
　第２処理部は、作業または作業エリアを特定するようにプログラムされている。
　第３処理部は、第１処理部で特定された器具または構成部品と、第２処理部で特定され
た作業または作業エリアと、第４記憶部に記憶された情報とに基づいて、当該作業または
作業エリアで必要とされる作業具とを特定するようにプログラムされている。
　第４処理部は、第２処理部で特定された作業または作業エリアにおいて、第３処理部で
特定された作業具が置かれた定置装置に設けられたセンサに基づいて、作業具が使用され
たことが検知されたか否かを判定するようにプログラムされている。
【発明の効果】
【０００８】
　かかる手術セットの作業管理システムによれば、予め定められた作業において、予め定
められた作業具が使用されたか否かを判定できる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、手術セットの作業管理システム１０の概念図である。
【図２】図２は、システム１０の具体的構成例を示す概要図である。
【図３】図３は、第１記憶部１０１～第３記憶部１０３を纏めたデータベース４００の構
成例である。
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【図４】図４は、第４記憶部１０４を具現化したデータベース４２０の構成例である。
【図５】図５は、滅菌インジケータの定置装置１２Ａを示す斜視図である。
【図６】図６は、メンテナンスオイルのスプレー缶が置かれる定置装置１２Ｂを示す斜視
図である。
【図７】図７は、第６記憶部１０６を具現化したデータベース４４０の構成例である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、図面を参照しながら、本発明の一実施形態に係る手術セットの作業管理システム
を説明する。なお、ここで説明される実施形態は、当然ながら本発明を限定することを意
図したものではない。また、同じ作用を奏する部材・部位には同じ符号を付し、重複する
説明は適宜省略または簡略化する。
【００１１】
　ここで、手術セットは、一回の手術あるいは手術の一工程で使われる複数の医療器具か
らなる１つの纏まりである。ここで、医療器具は、適宜に、器具と称される。
　手術セットの器具には、例えば、トラカール、鉗子、切開装置、洗浄吸引装置、剪刃、
メス、メスホルダー、カニューレ、鑷子、開創器、スケール、ゾンデ、エレバ、ラスパ、
吸引管、開胸器、閉胸器、持針器、注射器、金属ボール、膿盆、コップ、ピン、ミラー、
やすり、開口器、クレンメ、ハンドピース、ノミ、鋭匙、剥離子、鏡、縫合針、スタンツ
ェ、受水器、針、圧子、ブジー、通気管、骨片打込器、リウエル、ラジオペンチ、ハンマ
ー、角度計、スポイト、浣腸器、シリンジなどがある。
【００１２】
　医療器具には、複数の構成部品で構成された器具がある。例えば、腹腔鏡外科手術で用
いられるトラカール、鉗子、切開装置、洗浄吸引装置などは、複数の構成部品からなり、
手術後に回収され、複数の構成部品に分解される。ここでは、医療器具を構成する部品を
構成部品という。また、構成部品がさらに複数の構成部品からなる場合があるが、このよ
うな場合は全て構成部品と称する。
【００１３】
　このような医療器具および医療器具の構成部品は、それぞれ洗浄作業が決められている
。このため、医療器具および器具の構成部品は、手術後に回収されてそれぞれ指定された
洗浄作業毎に振分けられて、それぞれ洗浄工程に回送される。洗浄後、複数の構成部品か
らなる器具は組立てられ、また、手術セット毎、あるいは、医療器具毎に分けられて所定
の容器に入れられて封止される。その後、指定された滅菌方法で滅菌されて、次に使用さ
れるまで保管される。このように、手術セットの使用では、手術→回収（振分け）→洗浄
→組立（封止）→滅菌→保管→手術という工程が繰り繰り返される。
【００１４】
　手術セットの各器具および構成部品は、それぞれ適切な方法および手順で確実に洗浄さ
れ、組立てられることが、院内感染などを防ぐ上で重要である。器具および構成部品は、
それぞれ洗浄作業および組立作業が定められている。例えば、洗浄作業では洗浄に用いる
道具が定められている。組立作業では、組立時に使用するメンテナンスオイルなどが定め
られている。また、組立後には、予め定められた容器に入れられて封止される。この際、
封止作業では、予め定められた封印具が用いられることが定められている。また、滅菌作
業では、予め定められた滅菌インジケータが用いられることが定められている。このよう
に、洗浄作業や組立作業や封止作業や滅菌において、予め定められた道具やメンテナンス
オイルや封印具や滅菌インジケータなど、予め定められた作業具が用いられている。
【００１５】
　ここで、作業具は、作業で用いられる種々の材料、道具などであり、上記において例示
されるような道具やメンテナンスオイルや封印具や滅菌インジケータなどが含まれうる。
　ここで、道具は、例えば、洗浄道具であれば、ブラシである。手術セットの洗浄作業で
は、複数の種類のブラシが用意される場合があり、それぞれ予め定められたブラシが用い
られる。メンテナンスオイルは、例えば、組立作業で用いられる。メンテナンスオイルも
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複数の種類が用意される場合があり、器具または構成部品には、それぞれ予め定められた
メンテナンスオイルが用いられる。封印具は、封止作業において用いられる、予め定めら
れた封止容器である。滅菌インジケータは、滅菌作業において、予め定められた条件で滅
菌されたことを保証するためのインジケータである。滅菌インジケータは、滅菌処理の温
度やＰＨなどの環境条件に応じて種々の滅菌インジケータが用意されて、滅菌処理の条件
毎に使い分ける必要がある。
【００１６】
　ここで提案される手術セットの作業管理システムは、例えば、洗浄作業や組立作業や封
止作業において、予め定められた作業具が用いられて適切に作業されるのを管理するのに
用いられうる。
【００１７】
　図１は、手術セットの作業管理システム１０（以下、適宜に「システム１０」と称する
場合がある。）の概念図である。
【００１８】
　システム１０は、図１に示すように、リーダー１１ａ，１１ｂと、定置装置１２ａ,１
２ｂと、表示装置１３ａ，１３ｂと、処理装置１４と備えている。リーダー１１ａ，１１
ｂと、定置装置１２ａ,１２ｂと、処理装置１４とは、データ通信可能に接続されている
とよい。図１に示された形態では、通信ネットワーク１５を通じて、リーダー１１ａ，１
１ｂと、定置装置１２ａ,１２ｂと、表示装置１３ａ，１３ｂと、処理装置１４とが、相
互にデータ通信可能な状態で連携している。予め定められたプログラムに沿って情報を処
理する装置である。処理装置１４は、各種の情報を記憶するための記憶部と、情報を処理
する処理部など、種々の処理モジュールを備えている。
【００１９】
　なお、図１は、システムの概念図であり、システム１０の形態は、これに限定されない
。図１に示す例では、リーダー１１ａ，１１ｂと、定置装置１２ａ,１２ｂと、表示装置
１３ａ，１３ｂとは、それぞれ２つであるが、システム１０のリーダー１１と定置装置１
２と表示装置１３は、それぞれ１つでもよい。システム１０は、さらに多くのリーダー１
１と定置装置１２と表示装置１３とを備えていてもよい。また、処理装置１４は、単一の
装置で具現化してもよいし、複数の装置が協働で処理装置としての機能を奏するものでも
よい。図１では、リーダー１１、定置装置１２および表示装置１３を、個々に区別してリ
ーダー１１ａ，１１ｂ、定置装置１２ａ,１２ｂ、表示装置１３ａ，１３ｂとしている。
本明細書において、リーダー１１ａ，１１ｂ，定置装置１２ａ,１２ｂ，表示装置１３ａ
，１３ｂを区別する必要がない場合には、単に「リーダー１１」、「定置装置１２」およ
び「表示装置１３」と称する。
【００２０】
　図２は、システム１０の具体的構成例を示す概要図である。図２に示す形態では、シス
テム１０は、操作端末５１～５５と、リーダー６１～６３と、定置装置６６～６７と、サ
ーバー７０と、ルーター７５とを備えている。
【００２１】
　図２では、操作端末５１～５３、５５は、タブレット型端末であり、操作端末５４は据
え置き型の端末である。また、操作端末５１～５５は、それぞれコンピュータを内蔵して
いる。つまり、操作端末５１～５５は、情報を記憶する記憶装置と、プログラムに従って
所定の処理を実行する演算装置とを備えている。各操作端末５１～５５、リーダー６１～
６３、および、サーバー７０は、ルーター７５を通じて構築される無線通信ネットワーク
によって相互に情報通信が可能な状態で接続されている。サーバー７０は、このシステム
１０の各処理の基幹となるホストコンピュータである。サーバー７０は、情報を記憶する
大容量の記憶装置７２を備えている。また、操作端末５１～５５は、このシステム１０の
クライアントコンピュータとして機能する。図２では、リーダー６１～６３および定置装
置６６，６７は、通信ネットワークを通じて操作端末５１～５５に情報通信可能に接続さ
れている。なお、リーダー６１～６３および定置装置６６，６７は、通信ネットワークを
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通じてサーバー７０に情報通信可能に接続されていてもよい。
【００２２】
　図２に示された形態では、手術セットを回収する回収エリアＡ、洗浄を行う洗浄エリア
Ｂ、および、洗浄後に組立および封止を組立エリアＣなどの作業エリアが設定されている
。操作端末５１およびリーダー６１は、手術セットを回収する回収エリアＡに配置されて
いる。操作端末５２，５３，リーダー６２および定置装置６６は、洗浄を行う洗浄エリア
Ｂに配置されている。操作端末５４，５５，リーダー６３および定置装置６７は、洗浄後
に組立および封止を組立エリアＣに、それぞれ配置されている。このようにシステム１０
は、複数の離れた場所で、異なる複数のユーザーによって同時に並行して利用されうるよ
うに構成されている。
【００２３】
　図２に示されたリーダー６１～６３は、それぞれ図１に示されたリーダー１１として機
能する装置である。定置装置６６，６７は、それぞれ図１で示された定置装置１２として
機能する。図２に示された操作端末５１～５５は、ユーザーが扱う端末として機能する。
また、操作端末５１～５５のディスプレイ５１ａ～５５ａは、それぞれ表示装置１３とし
て機能し、当該システム１０における所要の情報をユーザーに提示する装置である。
【００２４】
　図２に示された形態では、操作端末５１～５５とサーバー７０とは、協働してシステム
１０の処理装置１４（図１参照）として機能する。図１および図２に示された形態では、
システム１０は、複数の装置によって具現化されている。システム１０は、多くの手術セ
ットが複数の工程で並行して管理され、かつ、複数のユーザーで利用される。このため、
図１および図２で示されているように、通信ネットワークを通じて複数台のパソコンが連
携しうるようにシステムが構築されている。通信ネットワークを通じて複数台のパソコン
が連携しうるようにシステムを構築される技術は、種々の公知技術を採用しうる。リーダ
ー６１～６３や定置装置６６，６７には、エネルギーハーベスティング技術を採用し、光
や振動や熱などの周りの環境からエネルギーを得る技術が採用されうる。さらに、エネル
ギーハーベスティング無線通信技術を採用してもよい。
【００２５】
　リーダー１１は、手術セットの器具、器具の構成部品に組み込まれる個体情報を読み取
る装置である。
【００２６】
　ここで、個体情報は、所定の形態の二次元シンボルであり得る。例えば、手術セットの
器具に用いられる個体情報としては、二次元バーコードや、ＲＦＩＤのような非接触タグ
や、器具表面に形成される刻印などで具現化されうる。また、刻印には、レーザー刻印や
、打刻による形成ができる。
【００２７】
　打刻による二次元シンボルの形成には、例えば、メタルプリンター（例えば、ローラン
ドディー．ジー．株式会社製　ＭＰＸ－９５など）が用いられうる。このようなメタルプ
リンターによれば、例えば、１ｍｍ～４ｍｍ角程度の微細な大きさでデータマトリックス
を形成することが可能である。打刻による二次元シンボルは、器具表面を凹ますことによ
って形成されている。器具表面のメッキ被膜などに傷が付きにくく、二次元シンボルを付
けたことによって器具が錆び難い。また、メタルプリンターなどの発達によって、二次元
シンボルが形成されていない既存の器具にも適用でき、二次元シンボルをユーザーで設定
して付与することができる。
【００２８】
　ここでは、システム１０の各構成装置を順に説明する。ここでは、図１を主たる参照図
面とし、適宜に図２の具体例を参照しつつ説明する。
　リーダー１１（図１参照）は、個体情報を読み取る装置である。図２に示されたリーダ
ー６１～６３は、それぞれ箱形の筐体を有し、上部にカメラを内蔵した検知部６１ａ～６
３ａを備えている。この実施形態では、かかる検知部６１ａ～６３ａに、器具や構成部品
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に打刻された二次元シンボルを向けることで、当該器具や構成部品に割り当てられた個体
情報が読み取られる。なお、リーダー１１（図１参照）は、図２に示された形態に限定さ
れず、種々の形態が取られうる。
【００２９】
　定置装置１２は、定置部１２１と、センサ１２２と、報知部１２３とを備えている。
　定置部１２１は、予め定められた作業具４０が置かれる部位である。センサ１２２は、
定置部１２１に設けられている。センサ１２２は、例えば、定置部１２１に置かれた作業
具が使用されたことを検知できるように構成されているとよい。例えば、作業具４０がオ
イルスプレーや洗浄ブラシである場合には、センサ１２２は、定置部１２１から作業具が
取り外されたこと、または、当該定置部１２１から作業具４０が置かれたことを検知する
ための装置であるとよい。また、作業具４０が滅菌インジケータのように、使い切るタイ
プのものである場合、センサ１２２は、例えば、定置部１２１で作業具４０が取り出され
たことを検知するための装置であるとよい。報知部１２３は、予め定められた報知処理を
実行するように構成された部位である。報知部１２３は、例えば、表示灯などで構成され
うる。報知部１２３としての表示灯は、定置装置１２の見えやすい位置に配置されている
とよい。また、報知部１２３は、例えば、予め定められた警報音や音声案内を発生させる
ためのスピーカーを備えていてもよい。
【００３０】
　表示装置１３は、処理装置１４からの指令に沿って、情報を表示する装置であるとよく
、種々のディスプレイ装置が採用されうる。図２に示された形態では、表示装置１３は、
各操作端末５１～５５のディスプレイ５１ａ～５５ａで構成されている。表示装置１３は
、タッチパネルで構成されていてもよい。表示装置１３がタッチパネルで構成されている
場合には、ユーザーが表示装置１３の画面に触れることで操作されるようにシステム１０
を構成することができる。
【００３１】
　処理装置１４は、このシステムの種々の処理を行う装置である。処理装置１４は、予め
定められたプログラムに沿って駆動するコンピュータによって具現化されうる。具体的に
は、処理装置１４の各機能は、処理装置１４を構成する各コンピュータの演算装置（プロ
セッサ、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＭＰＵ（Micro-processing unit）とも称
される）や記憶装置（メモリーやハードディスクなど）によって処理される。例えば、処
理装置１４の各構成は、コンピュータによって具現化されるデータを予め定められた形式
で記憶するデータベース、データ構造、予め定められたプログラムに従って所定の演算処
理を行う処理モジュールなどとして、または、それらの一部として具現化されうる。
【００３２】
　処理装置１４は、図２に示された形態では、操作端末５１～５５に組み込まれたコンピ
ュータと、操作端末５１～５５に通信ネットワークを通じて接続されたサーバー７０との
協働によって具現化されている。このように、処理装置１４の各機能は、ネットワークを
通じて互いに連携する複数の装置によって具現化されてもよい。つまり、図１では、処理
装置１４は、１つの装置のように図示されているが、１つの装置であることに限定されな
い。
【００３３】
　図１に示された形態では、処理装置１４は、種々の情報を記憶した記憶部１０１～１０
６と、予め定められた処理を行うようにプログラムされた処理部２０１～２１１とを備え
ている。記憶部１０１～１０６に記憶される情報は、図２の形態では、例えば、ホストコ
ンピュータとしてのサーバー７０の記憶装置７２に記憶されているとよい。サーバー７０
の記憶装置７２に記憶された情報は、ネットワークを通じて接続されるクライアントコン
ピュータ５１～５５によって適宜にアクセス可能な状態で管理されているとよい。図２で
は、クライアントコンピュータ５１～５５は、タブレット端末５１～５３，５５や据え置
き型パソコン５４で構成されている。
【００３４】
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　処理装置１４は、基本構成として、第１記憶部１０１と、第２記憶部１０２と、第３記
憶部１０３と、第４記憶部１０４と、第１処理部２０１と、第２処理部２０２と、第３処
理部２０３と、第４処理部２０４とを備えている。
【００３５】
　第１記憶部１０１は、複数の器具で構成された手術セットの各器具および器具を構成す
る構成部品に、それぞれ一対一で関連付けられた器具ＩＤおよび部品ＩＤを記憶している
。つまり、このシステム１０では、手術セットの器具には器具ＩＤが付与されている。さ
らに、器具を構成する構成部品には部品ＩＤが付与されている。器具ＩＤは、一対一で特
定の器具に対応しており、部品ＩＤは、一対一で特定の構成部品に対応している。これに
より、システム１０では、手術セットの器具および器具の構成部品は、それぞれ器具ＩＤ
および部品ＩＤで特定される。
【００３６】
　第２記憶部１０２は、手術セットに一対一で関連付けられたセットＩＤと、当該手術セ
ットに属する器具の器具ＩＤと、当該手術セットに属する構成部品の部品ＩＤとを関連付
けて記憶している。つまり、このシステム１０では、手術セットに一対一で関連付けられ
たセットＩＤが付与されており、セットＩＤによって手術セットが特定される。さらに、
セットＩＤが特定されると、当該セットＩＤで特定される手術セットに属する器具の器具
ＩＤおよび構成部品の部品ＩＤが特定される。さらに、構成部品の部品ＩＤが特定される
と、当該構成部品が属する器具の器具ＩＤなどが特定される。器具ＩＤが特定されると、
当該器具が属する手術セットのセットＩＤが特定される。また、器具が構成部品を備えて
いる場合には、器具ＩＤから当該器具に属する構成部品の部品ＩＤが特定される。
【００３７】
　第３記憶部１０３は、器具の個体情報と器具ＩＤ、および、構成部品の個体情報と部品
ＩＤとを関連付けて記憶している。ここで、個体情報は、二次元シンボルのようにリーダ
ー１１で読み取られうる情報であり、器具または構成部品に付与あるいは付属する識別子
である。個体情報は、器具および構成部品で個々に異なっており、器具または構成部品に
一対一で識別しうる情報である。器具の個体情報と器具ＩＤ、および、構成部品の個体情
報と部品ＩＤとが一対一で対応しているので、リーダー１１で検知された個体情報に基づ
いて１つの器具または構成部品が特定される。
【００３８】
　かかる第３記憶部１０３によって、システム１０では、個体情報から、器具ＩＤまたは
部品ＩＤ（つまり、器具または構成部品）が特定される。さらに、第２記憶部１０２に記
憶された情報から、当該個体情報によって特定される器具または構成部品が属する手術セ
ットが特定される。なお、個体情報は、手術セットの器具および構成部品の全てに付いて
いるとは限らない。第３記憶部１０３では、手術セットのうち個体情報が付与された器具
および構成部品について、個体情報と、器具ＩＤまたは構成部品ＩＤとが、一対一で関連
付けられて記憶されているとよい。また、手術セットのうち個体情報が付与されていない
器具および構成部品については、個体情報が付与されていないことを示す情報が、器具Ｉ
Ｄまたは部品ＩＤに関連付けて記憶されていてもよい。
【００３９】
　第４記憶部１０４は、器具ＩＤまたは部品ＩＤと、作業または作業エリアと、作業具４
０とを関連づけて記憶している。ここで「作業」は、器具または構成部品に施される作業
であり、例えば、洗浄、組立、封止、滅菌などの作業が例示される。「作業エリア」は、
特定の作業が施されるエリアである。例えば、図２の洗浄エリアＢでは、洗浄作業が施さ
れる。組立エリアＣでは、組立作業や封止作業が施される。つまり、第４記憶部１０４で
は、器具ＩＤで特定される器具または部品ＩＤで特定される構成部品と、器具または構成
部品に施される作業または作業が施される作業エリアと、作業または作業エリアで必要と
される作業具４０とが関連づけられて記憶されている。つまり、器具または構成部品と、
作業または作業エリアと、作業具４０とが、関連付けられて記憶されている。
　これにより、例えば、器具または構成部品と、作業または作業エリアとが特定されると
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、作業具４０が特定される。ここで、処理装置１４の具体的な処理では、器具または構成
部品は、適宜に器具ＩＤと部品ＩＤで特定されうる。作業または作業エリアについても、
予め割り当てられた作業ＩＤまたは作業エリアＩＤで適宜に特定されうる。
【００４０】
　上述した第１記憶部１０１～第４記憶部１０４は、それぞれ独立したデータベースで構
成してもよい。また、第１記憶部１０１～第４記憶部１０４は、１つのデータベースで構
成することができる。
【００４１】
　図３は、第１記憶部１０１～第３記憶部１０３を纏めたデータベース４００の構成例で
ある。図３では、手術セットのセットＩＤ，手術セット名，器具ＩＤ，器具名，部品ＩＤ
，個体情報としてのＧＳ１コード，画像ファイルを記憶する欄４０１～４０７が設けられ
ており、それぞれが関連づけられて記憶されている。画像ファイルは、手術セット、器具
または構成部品の画像が納められており、表示装置１３を通じて適宜に画像が表示される
ように構成されうる。
【００４２】
　図４は、第４記憶部１０４を具現化したデータベース４２０の構成例である。
　ここでは、手術セットのセットＩＤ，器具ＩＤ，部品ＩＤ，作業ＩＤ１，作業エリアＩ
Ｄ１，作業具ＩＤ１，作業ＩＤ２，作業エリアＩＤ２，作業具ＩＤ２，作業具ＩＤ３を記
憶する欄４２１～４３０が設けられており、それぞれが関連づけられて記憶されている。
このうち、作業ＩＤ１，作業エリアＩＤ１，作業具ＩＤ１を記憶した欄４２４～４２６に
は、洗浄作業、洗浄エリア、洗浄作業で用いられる作業具に関する情報が記憶されている
。作業ＩＤ２，作業エリアＩＤ２，作業具ＩＤ２，作業具３を記憶した欄４２７～４３０
には、組立作業、組立エリア、組立作業で用いられる作業具、封止作業で用いられる作業
具に関する情報が記憶されている。
【００４３】
　第４記憶部１０４に記憶される情報は、かかる形態に限らない。第４記憶部１０４は、
例えば、器具または構成部品と、複数の作業または作業が施される複数の作業エリアと、
作業具とを関連づけて記憶しているとよい。さらに、器具および構成部品に施される複数
の作業と、複数の作業の作業手順と、複数の作業のうちそれぞれの作業で必要とされる作
業具とが、関連付けられて記憶されていてもよい。また、第４記憶部は、作業または作業
エリア毎に、器具または構成部品と、作業具４０とを関連付けて記憶していてもよい。
【００４４】
　第１処理部２０１は、リーダー１１によって個体情報が検知された際に、検知された個
体情報に基づいて器具または構成部品を特定するようにプログラムされている。この実施
形態では、リーダー１１によって検知された個体情報は、通信ネットワーク１５を通じて
処理装置１４に伝達される。当該個体情報は、例えば、処理装置１４において一時的に記
憶される。処理装置１４は、リーダー１１によって検知された個体情報を記憶するための
、予め定められた記憶領域を備えているとよい。
　ここで、リーダー１１によって個体情報が検知された際に、検知された個体情報に基づ
いて器具または構成部品を特定することには、例えば、２つの形態がある。
　第１の形態は、リーダー１１によって個体情報が検知された際に、検知された個体情報
に基づいて特定される器具または構成部品を特定することである。
　第２の形態は、リーダー１１によって個体情報が検知された際に、検知された個体情報
に基づいて特定された器具または構成部品が属する手術セットを特定し、さらに手術セッ
トに属する器具および構成部品を特定することである。
【００４５】
　第１処理部２０１では、例えば、リーダー１１によって検知された個体情報に基づいて
個体情報が特定される。次に、第３記憶部１０３に記憶された情報に基づいて、特定され
た個体情報から器具ＩＤまたは部品ＩＤが特定される。
　また、他の形態として、第１処理部２０１では、リーダー１１によって検知された個体
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情報に基づいて器具ＩＤまたは部品ＩＤが特定されると、第２記憶部１０２に記憶された
情報に基づいてセットＩＤが特定される。セットＩＤが特定されると手術セットが特定さ
れる。さらに、セットＩＤに基づいて、手術セットに属する器具および構成部品が全て特
定される。
　このように、第１処理部２０１では、リーダー１１によって個体情報が検知された際に
、当該個体情報で特定される器具または構成部品が特定されてもよいし、当該個体情報で
特定される器具または構成部品が属する手術セットに属する全ての器具または構成部品が
特定されてもよい。
【００４６】
　第２処理部２０２は、作業または作業エリアを特定するようにプログラムされている。
　ここで、第１処理部２０１では、リーダー１１によって個体情報が検知された際に、検
知された個体情報に基づいて、器具若しくは構成部品、または、器具若しくは構成部品が
属する手術セットが特定される。第２処理部２０２では、例えば、第１処理部２０１で特
定された器具若しくは構成部品が特定されると、器具または構成部品の器具ＩＤまたは部
品ＩＤが特定される。また、第１処理部２０１で手術セットが特定されると、手術セット
に属する器具または構成部品の器具ＩＤまたは部品ＩＤが特定される。
　さらに、第２処理部２０２では、特定された器具ＩＤまたは部品ＩＤに基づいて、第４
記憶部１０４に記憶された情報から、器具または構成部品に施される作業または作業エリ
アと、当該作業または作業エリアで必要とされる作業具４０とが特定される。
【００４７】
　第３処理部２０３は、当該作業または作業エリアで必要とされる作業具４０とを特定す
るようにプログラムされている。第３処理部２０３は、例えば、第１処理部２０１で特定
された器具または構成部品と、第２処理部２０２で特定された作業または作業エリアと、
第４記憶部１０４に記憶された情報とに基づいて、当該作業または作業エリアで必要とさ
れる作業具とを特定するようにプログラムされているとよい。
【００４８】
　第４処理部２０４は、第２処理部２０２で特定された作業または作業エリアにおいて、
第３処理部２０３で特定された作業具４０が置かれた定置装置１２に設けられたセンサ１
２２に基づいて、作業具４０が使用されたことが検知されたか否かを判定するようにプロ
グラムされている。
　このシステム１０によれば、第４処理部２０４は、第２処理部２０２で特定された作業
または作業エリアにおいて、第３処理部２０３で特定された作業具４０が使用されたこと
が検知されたか否かを判定する。つまり、予め定められた作業または作業エリアにおいて
、予め定められた作業具４０が使用されたか否かが判定できる。このため、予め定められ
た作業または作業エリアにおいて、予め定められた作業具４０が使用されていない場合に
は、警告音を鳴らすなど、ユーザーにその情報を知らせることができ、予め定められた作
業具４０が確実に使用されるように対応することができる。これにより、作業具の取り間
違いなどが防止されうる。
【００４９】
　例えば、第４記憶部１０４は、図４に例示されたデータベースで構成されうる。この場
合、Ｓｅｔ１のセットＩＤで特定される手術セットついて、器具ＩＤがＢＯＭ１で特定さ
れた器具の洗浄作業（作業ＩＤ１：Ｗａｓｈ１）において、作業具ＩＤがＢｒｕｓｈ１で
特定される作業具が用いられるとよい。この場合、処理装置１４の第１処理部２０１によ
って、器具ＩＤがＢＯＭ１に特定される。第２処理部２０２によって作業ＩＤ１がＷａｓ
ｈ１に特定される。第３処理部２０３によって作業具ＩＤがＢｒｕｓｈ１に特定される。
第４処理部２０４では、第２処理部２０２で特定された作業（すなわち、Ｗａｓｈ１）に
おいて、第３処理部２０３で特定された作業具（すなわち、Ｂｒｕｓｈ１）が使用された
ことが検知されたか否かが判定されるとよい。
【００５０】
　ここで、作業具４０が利用されたことは、定置部１２１やセンサ１２２の構造によって



(12) JP 6806645 B2 2021.1.6

10

20

30

40

50

異なる。例えば、洗浄道具やメンテナンスオイルの容器のように作業具４０が、使用され
るときに定置部１２１から取り外され、かつ、使用された後で定置部１２１に戻される場
合がある。この場合、センサ１２２は、例えば、定置部１２１から作業具４０が取り外さ
れたこと、または、定置部１２１から作業具４０が置かれたことを検知するように構成さ
れているとよい。また、滅菌インジケータのように作業具４０が定置部１２１に置かれて
おり、使用されるときに定置部１２１から取り出されて使用される場合、センサ１２２は
、定置部１２１から作業具４０が取り出されたことを検知するように構成されているとよ
い。
【００５１】
　図５および図６は、それぞれ定置装置１２の一例を示す模式図である。ここでは、定置
装置１２の一実施形態を例示する。定置装置１２は、ここで例示される実施形態に限定さ
れず、作業具４０に応じて適当な構造が採用されうる。
【００５２】
　図５は、滅菌インジケータの定置装置１２Ａを示す斜視図である。この定置装置１２Ａ
は、滅菌インジケータを収容するための容器１２Ａ１を備えている。図５では、定置装置
１２Ａの筐体の一側面を図示せず、内部の容器１２Ａ１が見えるように図示されている。
容器１２Ａ１には、蓋１２Ａ２が設けられている。蓋１２Ａ２の上部に回動軸１２Ａ３が
設けられており、蓋１２Ａ２は、上縁に沿って開閉する。蓋１２Ａ２の下部には、蓋１２
Ａ２の開閉を検知するためのセンサ１２Ａ４が設けられている。センサ１２Ａ４は、マグ
ネットセンサで構成されている。センサ１２Ａ４は、磁石と、磁石が近接したことを検知
するセンサ部とで構成されている。磁石は、蓋１２Ａ２の下側部に取り付けられている。
センサ部は、蓋１２Ａ２が閉められた状態で、蓋１２Ａ２の側方に配置された筐体１２Ａ
５において、磁石に近接する位置に設けられている。このセンサ１２Ａ４によれば、蓋１
２Ａ２が開いた状態、閉まっている状態がそれぞれ検知される。このため、所定の作業に
おいて、蓋１２Ａ２が閉まっている状態から蓋１２Ａ２が開いた状態になると、滅菌イン
ジケータが使われたことが推定されうる。
【００５３】
　また、この実施形態では、定置装置１２Ａは、報知部１２３としてのランプ１２Ａ６と
、発電装置としての太陽光パネル１２Ａ７とを備えている。ランプ１２Ａ６は、蓋１２Ａ
２に設けられている。太陽光パネル１２Ａ７は、蓋１２Ａ２の側方に配置された筐体１２
Ａ５の側面に設けられているとよい。また、蓋１２Ａ２の側方に配置された筐体１２Ａ５
には、太陽光パネル１２Ａ７によって得られるエネルギーによって駆動する制御装置１２
Ａ８が内蔵されている。制御装置１２Ａ８は、無線通信可能に構成された通信装置と、ラ
ンプ１２Ａ６の発光を制御する装置とを備えている。制御装置１２Ａ８は、蓋１２Ａ２が
開いた状態、閉まっている状態を検知するセンサ１２Ａ４の検知情報を発信する。発信さ
れた検知信号は、サーバー７０によって受信され、予め定められたプログラムに沿って滅
菌インジケータが使用されたか否かが判定される。ランプ１２Ａ６は、制御装置１２Ａ８
によって制御されて所定のタイミングで発光する。サーバー７０は、予め定められたプロ
グラムに沿って、当該定置装置１２Ａに納められた滅菌インジケータが使用されるべきタ
イミングで、ランプ１２Ａ６を発光させるように制御装置１２Ａ８を制御するように構成
されている。これによって、当該定置装置１２Ａに納められた滅菌インジケータが使用さ
れるべきタイミングが、ユーザーに報知される。
【００５４】
　図６は、メンテナンスオイルのスプレー缶が置かれる定置装置１２Ｂを示す斜視図であ
る。この定置装置１２Ｂは、筐体１２Ｂ１と、揺動プレート１２Ｂ２と、揺動軸１２Ｂ３
と、ボタン１２Ｂ４と、ランプ１２Ｂ５と、発電素子１２Ｂ６と、制御装置１２Ｂ７とを
備えている。筐体１２Ｂ１は、直方体の箱状の部材である。図６は、筐体１２Ｂ１の一側
面を図示せず、筐体１２Ｂ１の内部が見えるように図示されている。
【００５５】
　筐体１２Ｂ１の上面には、開口部１２Ｂ８が形成されている。開口部１２Ｂ８には、ス
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プレー缶が置かれる定置部１２１が設けられている。
　筐体１２Ｂ１には、揺動プレート１２Ｂ２が配置されている。揺動プレート１２Ｂ２の
一端は、開口部１２Ｂ８に延びており、揺動プレート１２Ｂ２の他端は、揺動軸１２Ｂ３
に取り付けられている。揺動軸１２Ｂ３は、筐体１２Ｂ１に支持されている。揺動プレー
ト１２Ｂ２は、筐体１２Ｂ１内において、揺動軸１２Ｂ３が設けられた一端を起点に揺動
する。揺動プレート１２Ｂ２の開口部１２Ｂ８に延びた部位は、筐体１２Ｂ１に仕込まれ
たバネ（図示省略）によって、上方に持ち上げられている。揺動プレート１２Ｂ２の先端
には、係止片１２Ｂ９が延びており、筐体１２Ｂ１の側面に形成された窓１２Ｂ１０に嵌
まっている。揺動プレート１２Ｂ２の揺動の上限は、係止片１２Ｂ９が窓１２Ｂ１０の上
縁に当たる位置である。揺動プレート１２Ｂ２の揺動の下限は、係止片１２Ｂ９が窓１２
Ｂ１０の下縁に当たる位置である。
【００５６】
　揺動プレート１２Ｂ２は、開口部１２Ｂ８にスプレー缶が置かれるとスプレー缶の重さ
で押し下げられる。ボタン１２Ｂ４は、揺動プレート１２Ｂ２の揺動を検知するように構
成されているとよい。この実施形態では、ボタン１２Ｂ４は、揺動プレート１２Ｂ２の下
方に配置されている。揺動プレート１２Ｂ２が、下方へ押し下げられる際に、ボタン１２
Ｂ４が押される。
【００５７】
　ボタン１２Ｂ４には、センサが付いており、制御装置１２Ｂ７は、揺動プレート１２Ｂ
２が押し下げられたこと、あるいは、揺動プレート１２Ｂ２が押し下げられた状態から上
方へ押し上げられた位置に戻されたことを検知する。メンテナンスオイルのスプレー缶は
、筐体１２Ｂ１の開口部１２Ｂ８に置かれている。スプレー缶が、定置部１２１としての
筐体１２Ｂ１の開口部１２Ｂ８に置かれていると、揺動プレート１２Ｂ２はスプレー缶に
よって押し下げられる。揺動プレート１２Ｂ２が押し下げられた状態は、開口部１２Ｂ８
にスプレー缶が置かれていると推定されうる。
　スプレー缶が筐体１２Ｂ１の開口部１２Ｂ８から取り外された場合には、揺動プレート
１２Ｂ２はバネにより押上げられる。揺動プレート１２Ｂ２が押し下げられた状態から押
し上げられた状態になると、開口部１２Ｂ８からスプレー缶が取り外されたと推定されう
る。制御装置１２Ｂ７は、揺動プレート１２Ｂ２が押し下げられた状態か、揺動プレート
１２Ｂ２が押し上げられた状態かを検知し、検知情報を発信する。発信された検知信号は
、サーバー７０によって受信され、予め定められたプログラムに沿ってスプレー缶が使用
されたか否かが判定される。
【００５８】
　発電素子１２Ｂ６は、例えば、揺動プレート１２Ｂ２の揺動を受けて発電するように構
成されているとよい。この実施形態では、揺動プレート１２Ｂ２の揺動を受けてボタン１
２Ｂ４が押された際に、発電素子で微小電力が発電されるように構成されている。そして
、発電された微小電力をコンデンサーに蓄電し、蓄電された電力によって検知信号を発信
している。
【００５９】
　制御装置１２Ｂ７は、無線通信可能に構成された通信装置と、報知部１２３としてのラ
ンプ１２Ｂ５の発光を制御する装置とを備えている。ランプ１２Ｂ５は、制御装置１２Ｂ
７によって制御されて所定のタイミングで発光する。サーバー７０は、予め定められたプ
ログラムに沿って、当該定置装置１２Ｂに定置されたスプレー缶のメンテナンスオイルが
使用されるべきタイミングで、ランプ１２Ｂ５を発光させるように制御装置１２Ａ８を制
御するように構成されている。これによって、当該定置装置１２Ｂに定置されたスプレー
缶のメンテナンスオイルが使用されるべきタイミングが、ユーザーに報知される。
【００６０】
　このように定置装置１２のセンサ１２２は、定置部１２１から作業具４０が取り外され
たこと、および、定置部１２１から作業具４０が置かれたことが検知できるように構成さ
れていてもよい。この場合、処理装置１４は、第５処理部２０５と第６処理部２０６とを
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さらに備えているとよい。
　ここで、第５処理部２０５は、第２処理部２０２で特定された作業または作業エリアに
おいて、作業または作業エリアで必要とされる作業具４０が置かれた定置装置１２のセン
サ１２２によって、定置部１２１から作業具４０が取り外されたことを検知したか否かを
判定するようにプログラムされているとよい。第６処理部２０６は、第５処理部２０５で
、定置部１２１から作業具４０が取り外されたことを検知した場合に、さらに定置部１２
１から作業具４０が置かれたことが検知されたか否かを判定するようにプログラムされて
いるとよい。
【００６１】
　この場合、システム１０は、作業と必要とされる作業具４０が定置部１２１から取り外
された後で、定置部１２１に戻されたことを判定できる。つまり、作業具４０が使われた
後、元の位置に戻されたことを判定することができる。この場合、作業具４０が定置部１
２１から取り外された後で、予め定められた時間が経っても、定置部１２１に戻されたこ
とが判定されない場合には、作業具４０を定置部１２１に戻すことをユーザーに知らせる
ようにプログラムされた処理部をさらに備えていてもよい。作業具４０を定置部１２１に
戻すことをユーザーに知らせるための処理としては、当該作業具４０が置かれる定置部１
２１を備えた定置装置１２の報知部１２３を作動させてもよい。報知部１２３が表示灯で
ある場合には、点灯させたり、点滅させたりしてもよい。また、報知部１２３がスピーカ
ーである場合には、予め定められた警報音を発したり、音声ガイダンスを流したりしても
よい。例えば、図６に示されているような定置装置１２Ｂでは、作業具４０としてのスプ
レー缶が使用後に定置部１２１に戻されていることが、ボタン１２Ｂ４に備えられたセン
サが検知する上で必要になる。この場合、上記のように作業具４０としてのスプレー缶が
定置部１２１に戻されたことを判定できるように構成されていることが好ましい。
【００６２】
　第４記憶部１０４は、器具または構成部品と、複数の作業または作業が施される複数の
作業エリアと、作業具４０とを関連づけて記憶していてもよい。
　例えば、図４に示されているように、器具または構成部品に施される洗浄作業、組立作
業などの複数の作業と、それぞれの作業で必要とされる作業具４０とが関連付けられて記
憶されているとよい。また、第４記憶部１０４では、洗浄作業では用いられる道具、組立
作業で使用するメンテナンスオイル、封止作業で用いられる封印具、滅菌作業で用いられ
るインジケータなどが、器具または構成部品毎に定められているとよい。
【００６３】
　この場合、第２処理部２０２では、洗浄作業、組立作業などの複数の作業または作業が
施される複数の作業エリアが特定されうる。第３処理部２０３では、第２処理部２０２で
特定された複数の作業または複数の作業エリアについて、それぞれ作業具が特定される。
　さらに、第４処理部２０４では、複数の作業または複数の作業エリアで、それぞれ予め
定められた作業具４０が用いられたか否かを判定するとよい。つまり、システム１０は、
洗浄作業や組立作業のような複数の作業で、それぞれ作業具４０を特定することができ、
適切に作業具４０が使用されたか否かを判定することができる。
【００６４】
　例えば、第４記憶部１０４が、図４に例示されたデータベースで構成されている場合に
ついて説明する。この場合、第１処理部２０１で、器具ＩＤがＢＯＭ３で特定される器具
が特定された場合、第２処理部２０２では、洗浄作業（作業ＩＤ１：Ｗａｓｈ１）、組立
作業（作業ＩＤ２：Ａｓｓ１）など複数の作業または作業エリアが特定される。そして、
第３処理部２０３では、第２処理部２０２で特定された複数の作業または複数の作業エリ
アについて、それぞれ作業具が特定される。器具ＩＤがＢＯＭ３で特定される器具につい
ては、洗浄作業（作業ＩＤ１：Ｗａｓｈ１）に対して、作業具ＩＤがｂｒｕｓｈ２のブラ
シが特定される。組立作業（作業ＩＤ２：Ａｓｓ１）では、作業具ＩＤがｏｉｌ２のメン
テナンスオイルが特定される。さらに組立後の封止具として作業具ＩＤがｃａｓｅ１の封
止ケースが特定される。
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【００６５】
　また、第２処理部２０２は、予め定められた複数の作業または作業エリアのうち１つの
作業または作業エリアを特定するようにプログラムされているとよい。
【００６６】
　例えば、第２処理部２０２は、例えば、器具または構成部品に施される作業または作業
エリアが入力される入力部を表示装置１３に表示するようにプログラムされていてもよい
。この場合、ユーザーによって、表示装置１３に表示された入力部に、器具または構成部
品に施される作業が入力されうる。第２処理部２０２は、入力部に入力された情報に基づ
いて、器具または構成部品に施される作業を特定するようにプログラムされているとよい
。
【００６７】
　例えば、第２処理部２０２は、予め定められた複数の作業または複数の作業エリアを表
示装置１３に表示するようにプログラムされているとよい。この場合、表示された複数の
作業または複数の作業エリアのうち１つの作業または作業エリアをユーザーが指定するこ
とによって、作業または作業エリアが入力されるように構成されていてもよい。
　また、表示装置１３がタッチパネルである場合には、ユーザーによるタッチ操作によっ
て、表示装置１３に表示された複数の作業または複数の作業エリアのうち１つの作業また
は作業エリアが指定されるようにプログラムされていてもよい。
　このように第２処理部２０２は、器具または構成部品に施される作業または作業エリア
が予め定められた複数の作業または複数の作業エリアから１つの作業または作業エリアが
、ユーザーによる指定処理やタッチ操作によって選択されるようにプログラムされている
とよい。
【００６８】
　また、図２に示された形態では、各作業エリアにＡ～Ｃにそれぞれ操作端末５１～５５
が置かれている。この場合、操作端末５１～５５によって作業エリアが特定される。第２
処理部２０２は、各端末５１～５５によって、作業エリアＡ～Ｃが特定されるように構成
されていてもよい。つまり、処理装置１４は、操作端末５１～５５と、作業または作業エ
リアを関連付けて記憶した記憶部を備えていてもよい。この場合、例えば、ユーザーが、
操作端末５３を操作した場合には、当該操作端末５３に関連付けられた作業エリアが特定
されうる。つまり、第２処理部２０２は、作業または作業エリアに関連付けられた操作端
末５３によって、１つの作業または１つの作業エリアが特定されるようにプログラムされ
ていてもよい。
【００６９】
　また、処理装置１４は、リーダー１１と、作業または作業エリアを関連付けて記憶した
第５記憶部１０５を備えていてもよい。この場合、第２処理部２０２は、個体情報がリー
ダー１１によって検知された場合に、個体情報が検知されたリーダー１１と、第５記憶部
１０５に記憶された情報とに基づいて、作業または作業エリアを特定するようにプログラ
ムされているとよい。例えば、第２処理部２０２は、作業エリアに置かれたリーダー１１
によって個体情報が検知された場合に、第５記憶部に記憶された情報に基づいて、リーダ
ー１１に関連付けられた作業または作業エリアが特定されるように構成されていてもよい
。
【００７０】
　例えば、図２に示された形態では、リーダー６１は回収エリアＡに配置されている。リ
ーダー６２は洗浄エリアＢに配置されている。リーダー６３は組立エリアＣに配置されて
いる。この場合、第５記憶部１０５では、リーダー６１は回収エリアＡに関連付けられて
いるとよい。リーダー６２は洗浄エリアＢに関連付けられているとよい。リーダー６３は
組立エリアＣに関連付けられているとよい。そして、リーダー６１で個体情報が検知され
た場合には、第２処理部２０２において回収作業または回収エリアＡが特定されるように
構成されているとよい。リーダー６２で個体情報が検知された場合には、第２処理部２０
２において洗浄作業または洗浄エリアＢが特定されるように構成されているとよい。リー
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ダー６３で個体情報が検知された場合には、第２処理部２０２において組立作業または組
立エリアＣが特定されるように構成されているとよい。さらに、第３処理部２０３では、
このように第２処理部２０２で特定された作業または作業エリアについて、作業具４０が
特定される。さらに、第４処理部２０４では、第２処理部２０２で特定された作業または
作業エリアについて、作業具４０が用いられたか否かが判定される。この場合、作業エリ
アに置かれたリーダー１１で個体情報を読み込むことによって、作業具が特定されるので
、作業具の特定が容易になる。
【００７１】
　また、システム１０は、表示装置１３をさらに備えていてもよい。この場合、処理装置
１４は、第１処理部で特定された器具または構成部品と、第２処理部２０２で特定された
作業または作業エリアと、第３処理部２０３で特定された作業具４０とを、表示装置１３
に表示するようにプログラムされた第７処理部２０７をさらに備えているとよい。
　第７処理部２０７を備えた実施形態では、器具または構成部品と、作業または作業エリ
アと、作業具４０とが、表示装置１３に表示されるので、ユーザーは、器具または構成部
品に対して、作業または作業エリアにおいて、どの作業具４０を使用するべきかを、表示
装置１３を見て容易に判断できるようにシステム１０を構成することができる。
【００７２】
　第４記憶部１０４は、器具および前記構成部品に施される複数の作業と、作業手順と、
複数の作業のうちそれぞれの作業で必要とされる作業具とが、関連付けられて記憶されて
いてもよい。第２処理部２０２は、第４記憶部１０４に記憶された作業手順に基づいて、
器具または構成部品に施される作業を順に特定するようにプログラムされていてもよい。
例えば、図４に示されたデータベースでは、作業ＩＤ１、作業ＩＤ２、作業ＩＤ３は、作
業手順に基づいて順番が定められている。これにより、器具または構成部品に施される作
業および作業具が順に特定されるように構成されているとよい。この場合、さらに第７処
理部２０７は、１つの作業が完了すると、次の作業または作業エリア、および、作業具が
表示装置１３に表示されるようにプログラムされた処理部を備えていてもよい。
【００７３】
　定置装置１２は、図１に示されているように、予め定められた報知処理を実行するよう
に構成された報知部１２３をさらに備えていてもよい。この場合、処理装置１４は、第３
処理部２０３で特定された作業具４０が置かれた定置装置１２の報知部１２３を作動させ
るようにプログラムされた第８処理部２０８をさらに備えているとよい。
　第８処理部２０８を備えた実施形態では、第３処理部２０３で特定された作業具４０が
置かれた定置装置１２の報知部１２３が作動するので、ユーザーが当該作業または作業エ
リアで使用する作業具４０を誤りにくい。
【００７４】
　例えば、リーダー１１によって個体情報が検知され、作業対象となる器具または構成部
品、および、作業または作業エリアが特定された場合に、特定される作業具４０が置かれ
た定置装置１２の報知部１２３が作動するように構成されていてもよい。この場合、ユー
ザーは、リーダー１１に個体情報を検知させることによって、使用するべき作業具４０が
置かれた定置装置１２の報知部１２３が作動する。このため、ユーザーが当該作業または
作業エリアで使用する作業具４０を誤りにくい。
【００７５】
　また、第４記憶部１０４は、器具および前記構成部品に施される複数の作業と、作業手
順と、複数の作業のうちそれぞれの作業で必要とされる作業具とが、関連付けられて記憶
されていてもよい。１つの作業が完了すると、次の作業または作業エリアの作業具４０が
置かれた定置装置１２の報知部１２３が作動するようにプログラムされていてもよい。こ
の場合、１つの作業が完了すると、次の作業または作業エリアで使用する作業具４０が置
かれた定置装置１２の報知部１２３が作動するので、ユーザーは、次の作業または作業エ
リアで使用する作業具４０を誤りにくい。
【００７６】
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　処理装置１４は、第６記憶部１０６と、第９処理部２０９と、第１０処理部２１０と、
第１１処理部２１１とをさらに備えていてもよい。
【００７７】
　ここで、第６記憶部１０６は、器具または構成部品に施される作業と、ユーザーＩＤと
、作業が施された日時とを関連付けて記憶している。図７は、第６記憶部１０６を具現化
したデータベース４４０の構成例である。図７では、セットＩＤ、器具ＩＤ、部品ＩＤを
特定する欄４４１～４４３、作業ＩＤ、作業具ＩＤを特定するための欄４４４～４４６、
ユーザーＩＤと、作業日時を記録する欄４４７，４４８が順に設けられている。セットＩ
Ｄ、器具ＩＤ、部品ＩＤを特定する欄４４１～４４３は、それぞれ手術セット、器具、構
成部品を特定するための情報が記録されている。作業ＩＤ、作業具ＩＤを特定するための
欄４４４～４４６は、作業および作業具４０を特定するための情報が記録されている。ユ
ーザーＩＤの欄４４７には、器具または構成部品に作業ＩＤで特定された作業を施したユ
ーザーを特定する情報が記録される。この欄４４７には、ユーザーに一対一で割り当てら
れたユーザーＩＤが記録されるとよい。また、作業日時の欄４４８には、器具または構成
部品に作業ＩＤで特定された作業が施された日時が記録される。図７に示されたデータベ
ースの場合、器具または構成部品毎、または、作業毎にユーザーＩＤと作業日時が記録さ
れるように構成されているとよい。
【００７８】
　第９処理部２０９は、第２処理部２０２で特定された作業において、作業が施された日
時を取得するようにプログラムされている。
　第１０処理部２１０は、第２処理部２０２で特定された作業において、作業を施すユー
ザーＩＤを取得するようにプログラムされている。
　第１１処理部２１１は、第２処理部２０２で特定された作業と、第９処理部２０９で取
得された作業が施された日時と、第９処理部２０９で取得されたユーザーＩＤとを、第６
記憶部１０６に記憶するようにプログラムされている。
【００７９】
　例えば、表示装置１３に、作業終了を記録するためのボタンを表示させておき、組立作
業が終わった時にユーザーが当該ボタンを操作するようにしてもよい。この操作により作
業が完了した日時が操作端末の時計機能によって特定されて第６記憶部１０６の作業日時
に記録されるように構成されていてもよい。また、例えば、操作端末にユーザーＩＤを入
力してもよいし、操作端末に設けられたリーダーによってユーザーが携帯するＩＣタグか
らユーザーＩＤを読み取って第６記憶部１０６のユーザーＩＤの欄に記録されるように構
成されていてもよい。この場合、各作業についてユーザーＩＤと作業日時が記録されるの
で、各器具または構成部品について、作業履歴を得ることができる。このため、各器具ま
たは構成部品について、各作業履歴の追跡が容易になる。
【００８０】
　以上、ここで提案される手術セットの作業管理システムの一実施形態を種々説明したが
、ここで提案される手術セットの作業管理システムは、上述した実施形態に限定されない
。また、ここで提案される手術セットの作業管理システムは、種々変更でき、特段の問題
が生じない限りにおいて、各構成要素は適宜に省略され、または、適宜に組み合わされう
る。
【符号の説明】
【００８１】
１０　作業管理システム（システム）
１１，１１ａ，１１ｂ　リーダー
１２，１２ａ，１２ｂ　定置装置
１２Ａ　定置装置
１２Ａ１　容器
１２Ａ２　蓋
１２Ａ３　回動軸
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１２Ａ４　センサ
１２Ａ５　筐体
１２Ａ６　ランプ
１２Ａ７　太陽光パネル
１２Ａ８　制御装置
１２Ｂ　定置装置
１２Ｂ１　筐体
１２Ｂ２　揺動プレート
１２Ｂ３　揺動軸
１２Ｂ４　ボタン
１２Ｂ５　ランプ
１２Ｂ６　発電素子
１２Ｂ７　制御装置
１２Ｂ８　開口部
１３，１３ａ，１３ｂ　表示装置
１４　処理装置
１５　通信ネットワーク
４０　作業具
５１-５５　操作端末
５１ａ-５５ａ　ディスプレイ
６１-６３　リーダー
６１ａ-６３ａ　検知部
６６-６７　定置装置
７０　サーバー
７２　記憶装置
７５　ルーター
１０１-１０６　記憶部
１２１　定置部
１２２　センサ
１２３　報知部
２０１-２１１　処理部
４００　データベース
４２０　データベース
４４０　データベース
Ａ　回収エリア
Ｂ　洗浄エリア
Ｃ　組立エリア
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