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(57)【要約】
【課題】医療器具を保管および追跡するための準備をす
るシステムおよび方法を提供する。
【解決手段】本発明の方法は、一つ以上の医療器具をコ
ンテナーに関連付け、その関連をコンテナーと関連付け
られた制御システム内に記憶する過程であって、医療器
具の各々は、その医療器具自体に関する情報を含む機械
が読み取り可能な識別タグを帯びている、記憶する過程
と、タグ読取器を用いてコンテナーの中身を問い合わせ
て、どの器具がコンテナー内にあるかを識別する過程と
、コンテナーが、そのコンテナーに関連付けられた器具
の各々を、かつ、そのコンテナーに関連付けられた器具
のみを、収容しているか否かを判定し、その判定結果を
利用者に出力する過程と、を含む。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医療器具を保管および追跡する保管追跡システムにおいて、
　前記システムが、
　コンテナーであって、前記コンテナーに関連付けられた少なくとも一つの前記医療器具
を保管し、前記医療器具の各々が、前記少なくとも一つの医療器具に関する情報を含む機
械が読み取り可能な識別タグを帯びている、コンテナーと、
　前記コンテナーに関連付けられたタグ読取器と、
　前記タグ読取器に連結された制御システムであって、前記タグ読取器によって読み取ら
れた情報を予めプログラムされたデータと比較して、前記少なくとも一つの器具を前記コ
ンテナーと符合させる、制御システムと、
　を具備する、保管追跡システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の保管追跡システムにおいて、
　前記制御システムが、
　前記タグからの読み取られた前記情報と前記予めプログラムされたデータとに基づいて
、前記少なくとも一つの器具が前記コンテナーに属しているか否かを表示する出力装置、
　をさらに含む、保管追跡システム。
【請求項３】
　請求項１に記載の保管追跡システムにおいて、
　複数の器具が前記コンテナーに関連付けられていて、
　前記制御システムが、前記器具のすべてが適正に前記コンテナー内に配置されているか
否かを検出するようにプログラムされている、保管追跡システム。
【請求項４】
　請求項３に記載の保管追跡システムにおいて、
　前記制御システムが、
　前記器具のすべてが前記コンテナー内に適正に配置されているか否かを利用者に通知す
るための出力装置、
　をさらに含む、保管追跡システム。
【請求項５】
　請求項４に記載の保管追跡システムにおいて、
　前記コンテナーに関連付けられた一つ以上の前記器具が前記コンテナー内に配置されて
いない場合、前記出力装置が、どの器具が前記コンテナー内に配置されていないかをさら
に列挙する、保管追跡システム。
【請求項６】
　請求項４に記載の保管追跡システムにおいて、
　前記コンテナーに関連付けられていない一つ以上の器具がコンテナー内で検出された場
合、前記出力装置が、どの器具がコンテナー内に不適正に配置されているかをさらに列挙
する、保管追跡システム。
【請求項７】
　請求項３に記載の保管追跡システムにおいて、
　前記器具の各々が、前記器具の各々の種類によって識別される、保管追跡システム。
【請求項８】
　請求項３に記載の保管追跡システムにおいて、
　前記器具の各々が、独自の識別子によって識別される、保管追跡システム。
【請求項９】
　請求項１に記載の保管追跡システムにおいて、
　前記タグが、ＲＦＩＤタグを含み、
　前記タグ読取器が、ＲＦＩＤタグ読取器を含む、保管追跡システム。
【請求項１０】
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　請求項１に記載の保管追跡システムにおいて、
　前記タグ読取器が、前記コンテナーの表面に配置されている、保管追跡システム。
【請求項１１】
　請求項１に記載の保管追跡システムにおいて、
　前記タグ読取器が、前記コンテナーとは別個のユニットの表面に設けられている、保管
追跡システム。
【請求項１２】
　医療器具を保管および追跡する方法において、
　前記方法が、
　一つ以上の前記医療器具をコンテナーと関連付け、前記医療器具および前記コンテナー
の関連を、前記コンテナーと関連付けられた制御システム内に記憶する過程であって、前
記医療器具の各々は、その医療器具自体に関する情報を含む、機械が読み取り可能な識別
タグを帯びている、記憶する過程と、
　タグ読取器を用いて前記コンテナーの中身を問い合わせて、どの器具が前記コンテナー
内に配置されているかを識別する過程と、
　前記コンテナーが、前記コンテナーと関連付けられた器具の各々を、かつ、前記コンテ
ナーと関連付けられた前記器具のみを、収容しているか否かを判定し、判定結果を利用者
に出力する過程と、
　を具備する、方法。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の方法において、
　複数の前記器具が前記コンテナーに関連付けられていて、
　前記方法が、
　前記器具のすべてが前記コンテナー内に適正に配置されているか否かを前記利用者に通
知する過程、
　をさらに具備する、方法。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の方法において、
　前記方法が、
　前記コンテナーに関連付けられた一つ以上の前記器具が前記コンテナー内に配置されて
いない場合、どの器具が前記コンテナー内に配置されていないかを前記利用者に通知する
過程、
　をさらに具備する、方法。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の方法において、
　前記方法が、
　前記コンテナーに関連付けられていない一つ以上の器具が前記コンテナー内で検出され
た場合、どの器具が前記コンテナー内に不適正に配置されているかを前記利用者に通知す
る過程、
　をさらに具備する、方法。
【請求項１６】
　請求項１２に記載の方法において、
　前記一つ以上の器具の各々が、前記器具の種類で識別される、方法。
【請求項１７】
　請求項１２に記載の方法において、
　前記一つ以上の器具の各々が、独自の識別子で識別される、方法。
【請求項１８】
　請求項１２に記載の方法において、
　前記タグが、ＲＦＩＤタグを含み、
　前記タグ読取器が、ＲＦＩＤタグ読取器を含む、方法。
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【請求項１９】
　請求項１２に記載の方法において、
　前記器具が、医療手技のために設計されたセットを構成し、
　前記方法が、
　前記セットの前記器具の各々が前記医療手技の前に前記コンテナー内に配置されている
ことを確かめる過程、
　をさらに具備する、方法。
【請求項２０】
　請求項１９に記載の方法において、
　前記方法が、
　再使用可能な前記セットの前記器具の各々が前記医療手技の後に前記コンテナーへ戻さ
れていることを確実にする過程、
　をさらに具備する、方法。
【発明の詳細な説明】
【開示の内容】
【０００１】
〔技術分野〕
　本発明は、医療器具のコンテナー内での保管に関し、より詳しく言うと、適正な器具が
コンテナー内に保管されていることの保証に関する。
【０００２】
〔背景技術〕
　医療器具は、一般に、コンテナー内に保管される。これらのコンテナーは、滅菌トレー
と、浸漬コンテナーと、を含んでいることがある。より詳しく言うと、具体的な医療手技
で用いるために設計された複数の器具、すなわち、手技セット、を収容したコンテナーで
は、必要な器具のすべてを備えることが重要であり、そして、一回の手技が終了した後に
、再使用可能な器具のすべてをコンテナー内に戻すことが望ましい。これは、一つの難題
であることがあり、典型的には、器具の一覧が記載された用紙を用いて達成され、その用
紙は、器具が収容されるときにチェックされる。器具が手技の後に戻されたことのチェッ
クは、手技の間に人員が直面する他の関心事に起因して、なおいっそう難題である。
【０００３】
〔発明の概要〕
　本発明は、従来技術のこれらのおよびその他の限界を克服する。
【０００４】
　システムは、本発明に基づけば、医療器具を保管および追跡する準備をする。そのシス
テムは、コンテナーに関連付けられた少なくとも一つの医療器具を保管するためのコンテ
ナーを含む。医療器具の各々は、その医療器具に関する情報を含む機械が読み取り可能な
識別タグを帯びている。タグ読取器が、コンテナーに関連付けられていて、制御システム
が、タグ読取器と連結されていて、その制御システムは、タグ読取器によって読み取られ
た情報を予めプログラムされたデータと比較して、少なくと一つの器具をコンテナーと符
合させる。
【０００５】
　好ましくは、制御システムは、出力装置をさらに含み、その出力装置は、タグからの読
み取られた情報および予めプログラムされたデータに基づいて、少なくとも一つの器具が
コンテナーに属するか否かを表示する。
【０００６】
　本発明のある態様では、複数の器具が、コンテナーに関連付けられていて、制御システ
ムは、すべての器具がコンテナー内に適正に配置されているか否かを検出するようにプロ
グラムされている。好ましくは、制御システムは、すべての器具がコンテナー内に適正に
配置されているか否かを利用者に通知するための出力装置をさらに含み、コンテナーに関
連付けられた一つ以上の器具がコンテナー内に配置されていない場合、その出力装置は、
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どの器具がコンテナーに配置されていないかをさらに列挙する。また、好ましくは、コン
テナーに関連付けられていない一つ以上の器具がコンテナー内で検出された場合、出力装
置は、どの器具がコンテナー内に不適正に配置されているかをさらに列挙する。
【０００７】
　本発明のある態様では、器具の各々は、その種類で識別される。この種類には、「鉗子
」のような大まかな種類が含まれることがあり、もしくは、より具体的に、鉗子の、寸法
、および、具体的な種類または形状、が含まれることもある。器具の各々は、さらに、ま
たは、その代わりに、他の器具と共有しない独自の識別子で識別されることもある。この
識別子による識別は、内視鏡などのより複雑な器具では最も有用であるだろう。
【０００８】
　好ましくは、タグは、ＲＦＩＤタグを含み、タグ読取器は、ＲＦＩＤタグ読取器を含む
。タグ読取器は、コンテナーの表面に配置されていてよく、または、小型のハンドヘルド
の装置のような別個の装置であってコンテナーの近くに保管できるものであってもよい。
【０００９】
　方法は、本発明に基づけば、医療器具を保管および追跡するための準備をする。その方
法は、一つ以上の医療器具をコンテナーと関連付け、その関連をコンテナーに関連付けら
れた制御システム内に記憶する過程であって、医療器具の各々は、その医療器具自体に関
する情報を含む機械が読み取り可能な識別タグを帯びている、記憶する過程と、タグ読取
器を用いてコンテナーの中身を問い合わせて、どの器具がそのコンテナー内に配置されて
いるかを識別する過程と、コンテナーが、そのコンテナーと関連付けられた器具の各々を
、かつ、そのコンテナーと関連付けられた器具のみを、収容しているかを判定し、その判
定結果を利用者に出力する過程と、を含んでいる。
【００１０】
　複数の器具がコンテナーに関連付けられている場合、本発明の方法は、好ましくは、す
べての器具が適正にコンテナー内に配置されているか否かを利用者に通知する過程を含み
、さらに、コンテナーに関連付けられた一つ以上の器具がコンテナー内に配置されていな
い場合、どの器具がコンテナー内に配置されていないかを利用者に通知する過程と、を含
む。コンテナーに関連付けられていない一つ以上の器具がコンテナー内で検出された場合
、本発明の方法は、好ましくは、どの器具が不適正にコンテナー内に配置されているかを
利用者に通知する過程を含む。
【００１１】
　本発明のある態様では、器具は、医療手技用に設計されたセットを構成し、本発明の方
法は、そのセットの器具の各々が医療手技の前にコンテナー内に配置されていることを確
かめる過程を含む。さらに、本発明の方法は、再使用可能なセット中の器具の各々が医療
手技の後にコンテナー内に戻されていることを確かめる過程を含む。セット中のいくつか
の器具は、手術前の収容する間にセット中に包含するためにタグが付けられているが、手
技後には廃棄されるように設計されていることがあり、そのような器具は、コンテナーに
戻ることを追跡する必要はない。
【００１２】
〔発明の詳細な説明〕
　図１は、医療器具１２が医療手技で用いられた後に、医療器具１２を浸漬するように構
成されたコンテナー１０を開示している。コンテナー１０は、水盤１４と、水盤１４にう
まく嵌る蓋１６と、を含んでいる。水盤１４は、好ましくは、液密であり、一つ以上の手
術器具１２を収容し、充填ライン２０まで浸漬溶液１８を収容するように寸法決めされて
いる。好ましくは、蓋１６も液密であり、しっかりと嵌り、蓋１６が水盤１４の上に配置
されたときにコンテナー１０が液密になって、浸漬溶液１８が容易にこぼれることがない
ようにされている。
【００１３】
　コンテナー１０の表面に設けられた浸漬表示器システム２２が、十分な浸漬時間が器具
１２に提供され終えたか否かを判定するのを援助する。このシステム２２は、概して、溶
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液１８の適正な深さを検出するために充填ライン２０に設けられた充填センサー２４と、
蓋１６が適正に閉じられたことを検出するための蓋閉鎖センサー２６と、溶液１８が充填
ライン２０に到達した状態で蓋１６が閉じられている時間を計るためのタイミング機能を
有するデータロガー２８と、を含んでいる。簡単な形態では、浸漬表示器システム２２は
、充填センサー２４としての水分センサーと、蓋閉鎖センサー２６としての接触スイッチ
と、データロガーとしての簡単なカウントダウンタイマーと、を用いていて、カウントダ
ウンタイマーは、充填センサー２４および蓋閉鎖センサー２６が作動すると時間を計り始
め、次に、ＬＥＤ２７を点灯するなどによって、予め決められた浸漬時間の終了時に表示
を出力する。例えば、赤色ＬＥＤは、浸漬サイクルがいまだに完了していないことを、緑
色ＬＥＤは、浸漬サイクルが完了したことを、好ましくは、各ＬＥＤに対するラベルと共
に、表示する場合がある。もちろん、より洗練されたシステムが用いられてもよい。
【００１４】
　蓋１６の一つの重要な特徴は、スクリーン３０であり、そのスクリーン３０は、蓋１６
の下に配置されていて、蓋１６が閉じられたときに、充填ライン２０に、または、充填ラ
イン２０より下に、位置する。スクリーン３０は、浮力のある器具１２が溶液１８の高さ
より上に浮き上がることがないことを保証して、器具のある部分が適正な浸漬を免れるこ
とがないようにする。好ましくは、スクリーン３０は、スタンドオフ３２上に支持されて
いる。経済的なおよび構造上の理由で、スタンドオフ３２の一つは、蓋閉鎖センサー２６
と噛合うように構成されている。さらに、スタンドオフ３２は、シール３４を帯びていて
、シール３４は、例えば、シリコーン製であり、蓋１６が閉じられたときにコンテナー１
６を圧迫して、漏れのない構成を維持するのを援助する。シール３４は、蓋１６の別の場
所に、すなわち、蓋１６が水盤１４と接触するところに、配置されていてもよい。図示さ
れていない一つ以上のラッチが、蓋１６を閉じた状態に保つために、設けられていてもよ
い。
【００１５】
　より洗練されたデータロガー４０が、図２に示されている。データロガー４０は、浸漬
コンテナー１０の壁に取り付けられていて、充填センサー２２および蓋閉鎖センサー２６
を組み込んでいて、それらセンサーの各々は直列にコントローラ４２と接続されている。
【００１６】
　コントローラ４２は、蓋閉鎖センサー２６および液体充填センサー２２の両方が閉じた
ときにのみ、高入力信号を受け取る。コントローラ４２へ供給される高入力信号は、コン
トローラ４２内の浸漬タイマーを開始する。好ましくは、センサー２４およびセンサー２
６の状態、ならびに、浸漬期間のようなその他の情報、はＬＥＤまたはＬＣＤディスプレ
イのような、ディスプレイ４４上に表示される。ディスプレイ４４は、正規の浸漬が完了
するまでの残り時間を示す、カウントダウンタイマー出力をも含んでいてよい。好ましく
は、ディスプレイ４４は、十分な液体が存在するか否か、および、蓋が適正に閉じられて
いるか否か、に関するいくつかの情報をさらに提供する。浸漬期間の間、蓋が開かれた場
合、または、液体の高さが最低充填ラインを下回った場合、カウントダウンタイマーは、
リセットされる。浸漬サイクルの満足のいくような完了が、ディスプレイ４４上に表示さ
れる。
【００１７】
　さらに、浸漬サイクルに関する情報は、さらに処理するために、遠隔のベースステーシ
ョンのホスト４６へ伝達される。そのような情報は、浸漬時間、完了時刻、などを含む。
ホスト４６への情報の伝達は、ＵＳＢリンク４８、ＲＦトランシーバー５０、ＲＦＩＤ（
図示されていない）、または、手作業での入力、などの複数の方法で行われてよい。
【００１８】
　ベースステーションおよび必要に応じて用いられるハンドヘルドの装置５２（図３）と
の通信を行うために、ＲＦトランシーバー５０を用いる場合には、通信は、通信周波数お
よび／または電力を調節することによって、レンジコントローラ５４を介して、制御され
る。データロガーコントローラ４２は、データを符号化して、そのデータをコントローラ
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４２のトランシーバー５０を介してアンテナ５６を用いて送信する。ベースステーション
４６およびハンドヘルドの装置５２の同様の装置が、アンテナ５６からの信号を受信し、
データを復号する。好ましくは、データロガーは、ベースステーション４６およびハンド
ヘルドの装置５２と、各々、高周波数のＲＦおよび低周波数のＲＦを用いて、通信を行い
、ベースステーション４６はハンドヘルドの装置５２と低周波数のＲＦ通信を介して通信
を行う。
【００１９】
　伝送されたデータは、独自のコンテナー識別子、浸漬時間、利用者情報、器具リスト、
流体の高さ、流体の種類、蓋の状態、コンテナーの使用記録、器具、器具の使用記録、お
よび、洗浄、消毒、または、滅菌、を含む器具処理方法の記録、など、を含んでいてよい
。その情報は、視覚的にまたは電子的に、局所でまたは遠隔で、通信されてよい。その情
報を目視するまたは検索することによって、利用者は、コンテナーが十分な流体を収容し
ているか否か、どの種類の流体がコンテナー内に収容されているか、蓋が適正に閉じられ
ているか否か、器具が十分長い時間に亘って浸漬されたか否か、コンテナーの持ち主、コ
ンテナーの履歴、コンテナー内の器具、器具の個数、器具の履歴、浸漬後の次の処理ステ
ップ、などを知ることができる。次のステップは、さらに洗浄するステップ、汚染除去ス
テップ、消毒ステップ、または、滅菌ステップ、であってよい。汚染除去、消毒、または
、滅菌は、低温プロセスまたは高温プロセスのいずれであってもよい。次のステップでは
、具体的な、洗浄器、汚染除去器、または、洗浄器／汚染除去器、が用いられてよい。
【００２０】
　情報量が少ない場合には、ディスプレイ４４できっと十分であろう。より豊富な量の情
報が扱われる場合には、ハンドヘルドの装置５２が好ましい。ハンドヘルドの装置は、理
想的には、コンテナーのトランシーバー５０と直接通信を行う。ブルートゥース（Blueto
oth）またはウィフィー（WiFi）のような既存の通信プロトコルが好ましいが、本発明は
、そのような通信プロトコルに必ずしも限定されない。
【００２１】
　器具の種類、個数、ＩＤ番号、などのような、器具１２に関する情報は、コンテナー１
０の表面に設けられたキーパッドまたは入力装置のいずれかを用いて手作業で入力されて
よいが、より好ましくは、ハンドヘルドの装置５２を介して入力される。より好都合な方
法は、ＲＦＩＤタグ６０（図１）のような機械が読み取り可能なタグを各器具１２につけ
ることであろう。その場合、データロガー４０内に組み込まれたまたはハンドヘルドの装
置５２内に組み込まれたＲＦＩＤタグ読み取り器６２が、自動的に情報を読み取り記録す
ることができる。したがって、コンテナー１０は、すべての以前に取り除かれた器具が適
正にコンテナー１０内に戻されたか否かについて利用者と通信を行うことができる。
【００２２】
　好ましくは、ディスプレイ４４またはハンドヘルドの装置５２は、いつすべての器具１
２がコンテナー１０内に配置されたかを表示し、すべての器具１２がコンテナー１０内に
配置されていない場合には、どの器具が配置されていないかを表示する。ディスプレイ４
４またはハンドヘルドの装置５２は、間違った器具がコンテナー１０内に配置されていな
いかをも表示してよい。コンテナー内の器具の自動化された追跡は、浸漬コンテナー１０
に限定される必要はなく、滅菌コンテナー、および、水蒸気または気体／プラズマ滅菌で
用いられるトレー、で用いられてもよい。そのような場合には、そのような過酷な環境に
耐えるように硬質のタグが用いられなければならない。特に、プラズマ滅菌装置内では、
高起電力エネルギーが存在する可能性がある。
【００２３】
　手技の前にコンテナー１０への積み込みを行う場合、器具の一覧がコンテナー１０また
はハンドヘルドの装置５２へダウンロードされる場合があり、もしくは、一覧が予めコン
テナー１０またはハンドヘルドの装置５２に記憶されていることもある。その場合、すべ
ての器具がコンテナー内に適正に配置されると、利用者には、器具が適正に配置されたこ
との表示が提供され、器具が適正に配置されていない場合には、利用者は、どの器具が配
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置されていないかを通知される。いくつかの器具１２が使い捨て式の場合には、システム
は、使い捨て式の器具が手術後にコンテナー１０に戻される必要がないように、プログラ
ムされてよい。
【００２４】
　利用者は、コンテナー１０の場所、コンテナー１０の使用状況、コンテナー１０内の器
具１２の使用状況、を追跡することもできる。それらの情報は、処理し記憶するために、
遠隔のホスト４６へ伝達されてよい。必要な場合には、ホスト４６は、コンテナー情報を
受け取ることができ、次に、必要な情報をハンドヘルドの装置５２に送って、利用者にコ
ンテナーの状態または情報を知らせることができる。
【００２５】
　器具１２の種類に、または、器具１２が用いられた手技の種類にさえもおそらく、応じ
て、浸漬する時間の長さが調節されてよい。浸漬溶液の種類および強さも調節されてよい
。好ましくは、これらの調節は、オンボードコントローラ４２によって自動的に決定され
てよく、または、ハンドヘルドの装置５２または遠隔のホスト４６によって決定されて次
にオンボードコントローラ４２に通信されてよい。浸漬溶液の変更を伴う場合、その変更
は、好ましくは、ディスプレイ４４上にまたはハンドヘルドの装置５２上に表示されるこ
とによって、利用者に通信される。
【００２６】
　使用時には、一つ以上の器具１２が、水盤１４内に配置される。典型的には、それらの
器具は、それらの器具が手術手技またはその他の医療手技で使用され終えたときに、水盤
１４内に配置される。浸漬溶液１８は、次に、それらの器具の上に注がれる。溶液１８は
、すべての器具１２が水盤１２内に配置されるまでは、最低充填ライン２０まで上昇しな
いかもしれない。溶液１８が最低充填ライン２０に到達すると、充填センサー２４がその
到達を検出し閉状態になる。すべての器具１２が水盤１４内に配置され、十分な溶液１８
が加えられて最低充填ライン２０に到達した後に、蓋１６が閉じられる。蓋１６が閉じら
れることによって、閉鎖センサー２６が閉状態にされる。センサー２４およびセンサー２
６の両方が閉状態のとき、データロガータイマーが作動を開始する。予め決められた時間
に亘って作動した後に、完了の表示が、ＬＥＤ２７の点灯によるなどして、提供される。
【００２７】
　さまざまな浸漬溶液１８が、本発明で用いるのに適している。浸漬溶液１８は、洗浄液
、消毒薬、または、滅菌剤、である場合がある。好ましくは、浸漬溶液は、洗浄／消毒も
しくは洗浄／滅菌の組み合わされた特徴を有している。あるよく知られた洗浄溶液は、ア
メリカ合衆国カリフォルニア州アーヴィン（Irvine, CA）のエチコン・インコーポレイテ
ッド（Ethicon, Inc.）の一部門であるアドバンスト・ステライリゼーション・プロダク
ツ（Advanced Sterilization Products）から入手可能なエンゾル（ENZOL）酵素浸漬溶液
である。それに代わって、過酸化水素の溶液（好ましくは、３重量％から１０重量％、よ
り好ましくは、４重量％から６重量％）が用いられてもよい。さらに別の選択枝は、過酸
化水素を含み、好ましくは腐食防止剤および脂質溶解剤を組み込んだ、泡のような、泡を
用いるものであることもある。泡は、質量がより少なく、充填されたコンテナーの取扱を
容易にし、こぼす可能性を低減するという利点を有する。適切な泡は、２００６年１１月
３０日に出願された同時係属中の米国特許出願第１１／５６５，１２６号に開示されてい
て、その米国特許出願の内容は、引用することによって、本明細書に組み込まれる。
【００２８】
　最短浸漬時間は、達成しようとする目的に応じて変わる。６％の過酸化水素の泡の中で
の浸漬では、５分が乾燥した血液を分解するのに十分であり、３％の過酸化水素の泡では
、１０分が十分である。そのような浸漬時間は、病院の全人員に関わるほとんどの共通す
る病原体を不活化するのにも十分である。
【００２９】
　泡の体積は時間の経過と共に減少することがある。したがって、泡を備えたコンテナー
は、必要な高さまでコンテナー内の泡を再生するために、自動化されたトリガ機構を有し



(9) JP 2008-247609 A 2008.10.16

10

20

30

40

50

ていてもよい。そのトリガ機構は、コンテナーの液体がこぼされる底面に設けられた攪拌
器であってもよい。その攪拌器は、モーターおよび電源によって駆動されてもよい。それ
に代わって、空気が泡の中にポンプで送り込まれてもよい。トリガ機構は、タイマー、ま
たは、流体高さセンサー、であってもよい。
【００３０】
　本発明が、好ましい実施の形態に関して記載された。明らかに、変形および変更が、上
述された詳細な記載を読み理解することによって、他者には思いつくはずである。本発明
が、そのような変形および変更が添付の特許請求の範囲の記載または特許請求の範囲の記
載の等価物の範囲内にある限り、そのようなすべての変形および変更を含むものと解釈さ
れることが、意図されている。
【００３１】
〔実施の態様〕
　この発明の具体的な実施態様は以下の通りである。
　（１）医療器具を保管および追跡する保管追跡システムにおいて、
　前記システムが、
　コンテナーであって、前記コンテナーに関連付けられた少なくとも一つの前記医療器具
を保管し、前記医療器具の各々が前記少なくとも一つの医療器具に関する情報を含む機械
が読み取り可能な識別タグを帯びている、コンテナーと、
　前記コンテナーに関連付けられたタグ読取器と、
　前記タグ読取器に連結された制御システムであって、前記タグ読取器によって読み取ら
れた情報を予めプログラムされたデータと比較して、前記少なくとも一つの器具を前記コ
ンテナーと符合させる、制御システムと
　を具備する、保管追跡システム。
　（２）実施態様（１）に記載の保管追跡システムにおいて、
　前記制御システムが、
　前記タグからの読み取られた前記情報と前記予めプログラムされたデータとに基づいて
、前記少なくとも一つの器具が前記コンテナーに属しているか否かを表示する出力装置、
　をさらに含む、保管追跡システム。
　（３）実施態様（１）に記載の保管追跡システムにおいて、
　複数の器具が前記コンテナーに関連付けられていて、
　前記制御システムが、前記器具のすべてが適正に前記コンテナー内に配置されているか
否かを検出するようにプログラムされている、保管追跡システム。
　（４）実施態様（３）に記載の保管追跡システムにおいて、
　前記制御システムが、
　前記器具のすべてが前記コンテナー内に適正に配置されているか否かを利用者に通知す
るための出力装置、
　をさらに含む、保管追跡システム。
　（５）実施態様（４）に記載の保管追跡システムにおいて、
　前記コンテナーに関連付けられた一つ以上の前記器具が前記コンテナー内に配置されて
いない場合、前記出力装置が、どの器具が前記コンテナー内に配置されていないかをさら
に列挙する、保管追跡システム。
　（６）実施態様（４）に記載の保管追跡システムにおいて、
　前記コンテナーに関連付けられていない一つ以上の器具がコンテナー内で検出された場
合、前記出力装置が、どの器具がコンテナー内に不適正に配置されているかをさらに列挙
する、保管追跡システム。
　（７）実施態様（３）に記載の保管追跡システムにおいて、
　前記器具の各々が、前記器具の各々の種類によって識別される、保管追跡システム。
　（８）実施態様（３）に記載の保管追跡システムにおいて、
　前記器具の各々が、独自の識別子によって識別される、保管追跡システム。
　（９）実施態様（１）に記載の保管追跡システムにおいて、
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　前記タグが、ＲＦＩＤタグを含み、
　前記タグ読取器が、ＲＦＩＤタグ読取器を含む、保管追跡システム。
　（１０）実施態様（１）に記載の保管追跡システムにおいて、
　前記タグ読取器が、前記コンテナーの表面に配置されている、保管追跡システム。
【００３２】
　（１１）実施態様（１）に記載の保管追跡システムにおいて、
　前記タグ読取器が、前記コンテナーとは別個のユニットの表面に設けられている、保管
追跡システム。
　（１２）医療器具を保管および追跡する方法において、
　前記方法が、
　一つ以上の前記医療器具をコンテナーと関連付け、前記医療器具および前記コンテナー
の関連を、前記コンテナーと関連付けられた制御システム内に記憶する過程であって、前
記医療器具の各々は、その医療器具自体に関する情報を含む、機械が読み取り可能な識別
タグを帯びている、記憶する過程と、
　タグ読取器を用いて前記コンテナーの中身を問い合わせて、どの器具が前記コンテナー
内に配置されているかを識別する過程と、
　前記コンテナーが、前記コンテナーと関連付けられた器具の各々を、かつ、前記コンテ
ナーと関連付けられた前記器具のみを、収容しているか否かを判定し、判定結果を利用者
に出力する過程と、
　を具備する、方法。
　（１３）実施態様（１２）に記載の方法において、
　複数の前記器具が前記コンテナーに関連付けられていて、
　前記方法が、
　前記器具のすべてが前記コンテナー内に適正に配置されているか否かを前記利用者に通
知する過程、
　をさらに具備する、方法。
　（１４）実施態様（１３）に記載の方法において、
　前記方法が、
　前記コンテナーに関連付けられた一つ以上の前記器具が前記コンテナー内に配置されて
いない場合、どの器具が前記コンテナー内に配置されていないかを前記利用者に通知する
過程、
　をさらに具備する、方法。
　（１５）実施態様（１４）に記載の方法において、
　前記方法が、
　前記コンテナーに関連付けられていない一つ以上の器具が前記コンテナー内で検出され
た場合、どの器具が前記コンテナー内に不適正に配置されているかを前記利用者に通知す
る過程、
　をさらに具備する、方法。
　（１６）実施態様（１２）に記載の方法において、
　前記一つ以上の器具の各々が、前記器具の種類で識別される、方法。
　（１７）実施態様（１２）に記載の方法において、
　前記一つ以上の器具の各々が、独自の識別子で識別される、方法。
　（１８）実施態様（１２）に記載の方法において、
　前記タグが、ＲＦＩＤタグを含み、
　前記タグ読取器が、ＲＦＩＤタグ読取器を含む、方法。
　（１９）実施態様（１２）に記載の方法において、
　前記器具が、医療手技のために設計されたセットを構成し、
　前記方法が、
　前記セットの前記器具の各々が前記医療手技の前に前記コンテナー内に配置されている
ことを確かめる過程、
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　をさらに具備する、方法。
　（２０）実施態様（１９）に記載の方法において、
　前記方法が、
　再使用可能な前記セットの前記器具の各々が前記医療手技の後に前記コンテナーへ戻さ
れていることを確実にする過程、
　をさらに具備する、方法。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明のコンテナーの正面図である。
【図２】図１のコンテナーと共に用いるための通信システムのブロック図である。
【図３】図１のコンテナーおよび図２の通信システムと共に用いるためのハンドヘルドの
装置のブロック図である。

【図１】

【図２】

【図３】
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