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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医療施設内における無線通信リンクの完全性について報告するシステムであって、
　該システムは、
　投薬治療アプリケーション用装置に関連付けられたモジュールであって、該モジュール
は、該投薬治療アプリケーション用装置によって生成された信号出力に応答する状態情報
出力を有する、モジュールと、
　該無線通信リンク上において伝送された該状態情報出力に応答するメッセージインジケ
ータを有する該医療施設内の無線遠隔装置であって、該メッセージインジケータは、該投
薬治療アプリケーション用装置によって生成された信号を表す、無線遠隔装置と、
　該投薬治療アプリケーション用装置および該無線遠隔装置と通信する中央コンピュータ
サブシステムと、
　該無線遠隔装置にインストールされたソフトウェアと
　を備え、
　該ソフトウェアは、
　（ｉ）該無線通信リンク上において該無線遠隔装置から該中央コンピュータサブシステ
ムに信号を送信することと、
　（ｉｉ）所定時間、該無線通信リンク上において該無線遠隔装置から該中央コンピュー
タサブシステムに送信された該信号に対する応答を待つことと、
　（ｉｉｉ）該応答が該所定時間以内に該無線遠隔装置により受信されなかった場合に、
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（ａ）該中央コンピュータサブシステムと該無線遠隔装置との間の無線通信リンクの損失
を示し、かつ（ｂ）該状態情報出力が最新のものではないことを示すタイムアウト出力を
生成することと
　によって、該中央コンピュータサブシステムと該無線遠隔装置との間の無線通信リンク
の完全性について報告するように構成されている、システム。
【請求項２】
　前記モジュールと前記投薬治療アプリケーション用装置との関連付けによって、該モジ
ュールを通過する前記状態情報出力における少なくとも一部のデータが得られる、請求項
１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記投薬治療アプリケーション用装置が、患者に注入を行う注入ポンプである、請求項
１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記投薬治療装置によって生成される前記出力が、アラーム状態に関連したデータを含
む、請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記投薬治療装置によって生成される前記出力が、アラート状態に関連したデータを含
む、請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　前記投薬治療装置によって生成される前記出力が、注入速度に関連したデータを含む、
請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
　前記投薬治療装置によって生成される前記出力が、注入バッグが空になるまでの残り時
間に関連したデータを含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　前記無線遠隔装置がパーソナルデジタルアシスタントである、請求項１に記載のシステ
ム。
【請求項９】
　前記無線通信リンクが、無線周波数の範囲内において動作する、請求項１に記載のシス
テム。
【請求項１０】
　前記無線周波数が２．４ギガヘルツ帯域内である、請求項９に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記無線周波数が２．４５ギガヘルツ帯域内である、請求項９に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記無線周波数が５ギガヘルツ帯域内である、請求項９に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記メッセージインジケータが可聴アラームである、請求項１に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記メッセージインジケータが可視ディスプレイである、請求項１に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記可聴アラームが、前記タイムアウト出力に応答して可聴音を生成する、請求項１３
に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記タイムアウト出力に応答するアイコンが前記視覚ディスプレイ上に提供される、請
求項１４に記載のシステム。
【請求項１７】
　ポップアップウィンドウが、前記タイムアウト出力に応答して前記視覚ディスプレイ上
に提供される、請求項１４に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　（参照文献）
　本出願は、参照により以下：米国特許出願第１０／０４０，８８７号（２００２年１月
７日出願）；米国特許出願第１０／０４０，９０８号（２００２年１月７日出願、公開番
号ＵＳ－２００３－０１３０６２４－Ａ１（２００３年７月１０日公開））；米国特許出
願第１０／０５９，９２９号（２００２年１月２９日出願、公開番号ＵＳ－２００３－０
１４１９８１－Ａ１（２００３年７月３１日公開））；米国特許出願第１０／１３５，１
８０号（２００２年４月３０日出願）；米国特許出願第１０／４２４，５５３号（２００
３年４月２８日出願）；米国特許出願第１０／６５９，７６０号（２００３年９月１０日
出願）；米国特許出願第１０／７４９，１０１号（２００３年１２月３０日出願）；米国
特許出願第１０／７４９，１０２号（２００３年１２月３０日出願）；米国特許出願第１
０／７４８，７６２号（２００３年１２月３０日出願）；米国特許出願第１０／７４８，
７５０号（２００３年１２月３０日出願）；米国特許出願第１０／７４８，７４９号（２
００３年１２月３０日出願）；米国特許出願第１０／７４９，０９９号（２００３年１２
月３０日出願）；米国特許出願第１０／７４８，５９３号（２００３年１２月３０日出願
）；米国特許出願第１０／７４８，５８９号（２００３年１２月３０日出願）；米国仮特
許出願第６０／３７７，０２７号（２００２年４月３０日出願）；米国仮特許出願第６０
／３７６，６２５号（２００２年４月３０日出願）；米国仮特許出願第６０／３７６，６
５５号（２００２年４月３０日出願）；米国仮特許出願第６０／４４４，３５０号（２０
０３年２月１日出願）；米国仮特許出願第６０／４８８，２７３号（２００３年７月１８
日出願）；米国仮特許出願第６０／５２８，１０６号（２００３年１２月８日出願）；お
よび、米国特許番号第５，８４２，８４１号の文献を明示的に組み込み、且つ本明細書の
一部とする。
【０００２】
　（技術分野）
　本発明は、概して、無線医療データ通信システムおよび方法に関する。より詳しくは、
本発明は、無線通信リンクの完全性について報告するシステムおよび方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　（発明の背景）
　患者医療システムは一般に、コンピュータネットワーク、患者を治療するための医療機
器、及び該医療機器に対する制御を含む。患者医療システムは、コンピュータ制御の自動
化システム及び方法を利用することによって向上してきたが、患者医療システムは、医療
機器及び医療機器の制御に関しては、手動によるデータ管理工程に依然として大きく依存
している。例えば、近代的な病院では、看護ステーションは一般にコンピュータネットワ
ークに接続されているが、コンピュータネットワークが病室にまで及ぶのは通常ではない
。コンピュータネットワークは、ポイントオブケアでの医療機器の操作及び監視並びに医
療機器の制御を含む自動化されたデータ管理処理に対する機会を提供する。この分野にお
ける進展にもかかわらず、自動データ管理技術は、より効率的なシステム及び方法の欠如
により、ポイントオブケア用途に対しては十分に活用されてきてはいない。自動化された
技術への依存度が増大するにつれて、システム又はサブシステムの運転状態を決定する能
力をユーザに提供する必要性が増大する。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　（発明の概要）
　本発明は、医療施設内の無線通信リンクの完全性に関して報告するシステム及び方法を
提供する。
【０００５】
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　通常、本発明は、投薬管理モジュール及び医療施設内に配置された無線遠隔装置を有す
るシステムを含む。投薬管理モジュールは、注入ポンプなどの薬物療法用途用装置と関連
付けられている。無線遠隔装置は、投薬管理モジュールによって生成された状態情報出力
に応答し、無線通信リンクを介して伝送される、視覚ディスプレイ又は可聴アラームなど
のメッセージ表示手段を含む。無線遠隔装置は、無線通信リンクが失われたときにおいて
タイムアウトを生成するモジュールまたはアプリケーションも含む。
【０００６】
　本発明の他のシステム、方法、特徴、及び利点は、以下の図面及び詳細な説明を考察す
れば、当業者には明らかであるか若しくは明らかとなろう。本明細書に含まれる全てのそ
のような追加システム、方法、特徴、及び利点は、本発明の範囲内にあり、且つ添付の特
許請求の範囲によって保護されることが意図されている。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
　（図面の簡単な説明）
　本発明は、以下の図面を参照すればより良く理解することができる。図面中の構成要素
は必ずしも定尺ではなく、それよりむしろ、本発明の原理を明確に説明することに重点が
置かれている。図面中、幾つかの図全体を通して、同じ参照番号は、対応する部品を示す
。
【図１】患者医療システムの略図式表示である。患者医療システムは、薬局のコンピュー
タ、中央システム、及び治療場所におけるデジタルアシスタントを含む。
【図２】図１の薬局のコンピュータ、中央システム、及び／又はデジタルアシスタントを
表すコンピュータシステムのブロック図である。本システムは、注入システム又はその一
部を含む。
【図３】図１の患者医療システムの部分の略図式表示である。
【図４】図１の患者医療システムの機能要素を示すブロック図である。
【図５】図１の患者医療システムの種々の機能を実行するための例示的なコンピュータ画
面である。
【図６】図２の注入システムの機能要素を示すブロック図である。機能要素は、とりわけ
、注入システムパラメータ設定、注入オーダ作成、注入オーダ準備、薬剤投与、注入オー
ダ修正、及びメッセージング用のブロックを含む。
【図７】図６の注入システムパラメータ設定用機能要素を示すブロック図である。
【図８】図６の注入オーダ作成用の機能要素を示すブロック図である。
【図９】図６の注入オーダ準備用の機能要素を示すブロック図である。
【図１０】図６の薬剤投与用の機能要素を示すブロック図である。
【図１１】図６の注入オーダ文書化、注入オーダ修正、及びメッセージング用の機能要素
を示すブロック図である。
【図１２】通信を示す、緊急事態通知システムの図である。
【図１３】緊急事態通知システムによって通知当事者に提供される好ましい通知選択肢を
示す、通知当事者の視点から見た緊急事態通知インターフェースの図である。
【図１４】ターゲット当事者によって受信される好ましい緊急事態情報を示す、ターゲッ
ト当事者の視点から見た緊急事態通知インターフェースの図である。
【図１５】アラーム／アラートエスカレーション工程のフローチャートの一実施形態であ
る。
【図１６Ａ】アラーム／アラートインターフェース画面の図である。
【図１６Ｂ】アラーム／アラートインターフェース画面の別の図である。
【図１７】アラーム／アラートインターフェース画面の別の図である。
【図１８】臨床家のハンドヘルド装置から見たインターフェース画面の図である。
【図１９】ログイン工程のインターフェース画面の図である。
【図２０】図１９のログイン工程の別のインターフェース画面の図である。
【図２１】部門選択インターフェース画面の図である。
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【図２２】シフト選択インターフェース画面の図である。
【図２３】患者閲覧インターフェース画面の図である。
【図２４】患者選択インターフェース画面の図である。
【図２５】患者情報メニューインターフェース画面の図である。
【図２５Ａ】アレルギー・身長／体重インターフェース画面の図である。
【図２５Ｂ】薬歴インターフェース画面の図である。
【図２５Ｃ】検査結果インターフェース画面の図である。
【図２６】薬剤送達スケジュールインターフェース画面の図である。
【図２６Ａ】図２６の薬剤送達スケジュール工程のインターフェース画面の別の図である
。
【図２７Ａ】ワークフロー注入停止のインターフェース画面の図である。
【図２７Ｂ】ワークフロー注入停止のインターフェース画面の別の図である。
【図２７Ｃ】注入を再開するためのワークフローのインターフェース画面の図である。
【図２７Ｄ】注入を再開するためのワークフローのインターフェース画面の図である。
【図２８】図２６の薬剤送達スケジュール工程のインターフェース画面の別の図である。
【図２９】投薬失敗インターフェース画面の図である。
【図３０】図２９のインターフェース画面の別の図である。
【図３１】図２９のインターフェース画面の別の図である。
【図３２】スケジュールインターフェース画面の図である。
【図３３】薬剤インターフェース画面の図である。
【図３４】スキャンインターフェース画面の図である。
【図３５】別のスキャンインターフェース画面の図である。
【図３６】薬剤投与インターフェース画面の図である。
【図３７】経路確認インターフェース画面の図である。
【図３８】ポンプチャネルスキャンインターフェース画面の図である。
【図３８Ａ】別のポンプチャネルスキャンインターフェース画面の図である。
【図３９】比較インターフェース画面の図である。
【図３９Ａ】比較インターフェース画面の別の図である。
【図４０】比較インターフェース画面の別の図である。
【図４１】比較インターフェース画面の別の図である。
【図４２】比較インターフェース画面の別の図である。
【図４３】ポンプ状態インターフェース画面の図である。
【図４４】流速履歴インターフェース画面の図である。
【図４５Ａ】通信損失インターフェース画面の図である。
【図４５Ｂ】通信損失インターフェース画面の図である。
【図４６】ローバッテリインターフェース画面の図である。
【図４７】ハブの図である。
【図４８】インターフェース画面に使用される様々なアイコンの図である。
【図４９】実施結果記録インターフェース画面の図である。
【図５０】監視パラメータリンクを有する投薬オーダの図である。
【図５０Ａ】監視パラメータ入力インターフェース画面の図である。
【図５１】サイクルカウントインターフェース画面の図である。
【図５２】オーダ比較工程のフローチャートである。
【図５３】微小電子機械システム（ＭＥＭＳ）要素が回線セットに接続された流れ制御シ
ステムの概略図である。
【図５４】図３の第１の中央コンピュータ上にロードされたソフトウェアコンポーネント
の略ブロック図である。
【図５５Ａ】例示的な注入実施工程のフローチャートである。
【図５５Ｂ】例示的な注入実施工程のフローチャートである。
【図５５Ｃ】例示的な注入実施工程のフローチャートである。
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【図５６】例示的なチャネルスキャン工程のフローチャートである。
【図５７Ａ】例示的なポンプチャネル変更工程のフローチャートである。
【図５７Ｂ】例示的なポンプチャネル変更工程のフローチャートである。
【図５８】別の例示的なチャネルスキャン工程のフローチャートである。
【図５９】更に別の例示的なチャネルスキャン工程のフローチャートである。
【図６０】例示的な注入停止／中止工程のフローチャートである。
【図６１】例示的な注入再開工程のフローチャートである。
【図６２】例示的なポンプ除去工程のフローチャートである。
【図６３】例示的な認証工程のフローチャートである。
【図６４】例示的な認証工程のフローチャートである。
【図６５】例示的な認証工程のフローチャートである。
【図６６】例示的な認証工程のフローチャートである。
【図６７】例示的な認証工程のフローチャートである。
【図６８】例示的な認証工程のフローチャートである。
【図６９】例示的な認証工程のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　（詳細な説明）
　本発明は多くの異なる形での実施形態が可能であるが、本発明の好ましい実施形態を図
面に示し、本明細書に詳細に説明する。本開示は、本発明の原理の例示としてみなされる
べきであり、本発明の幅広い態様を例示された実施形態に限定することを意図されていな
い。
【０００９】
　図１は、患者医療システムの図式表示である。一実施形態では、患者医療システム１０
０は、ネットワーク１０２によってリンクされた薬局のコンピュータ１０４、中央システ
ム１０８、及び治療場所１０６を含む。図２に示すように、患者医療システム１００は、
医療システムとも呼ばれる注入システム２１０をも含む。注入システム２１０は、好まし
くは、患者医療システム１００内の１台又はそれ以上の電子計算装置上に常駐するコンピ
ュータプログラム、特にモジュール又はアプリケーション（即ち、エンドユーザに対して
設計されたプログラム若しくはプログラム群）として実施される投薬システムである。本
明細書に更に詳細に説明するように、注入システム２１０は、患者医療に対する学際的ア
プローチにおいて、医師、薬剤師、及び看護師などの臨床家（ｃｌｉｎｉｃｉａｎ）をリ
ンクする。
【００１０】
　（システム全般）
　図３に移ってこれを説明すると、患者医療システム１００は、複数の医療機器１２０を
含むことができる。一実施形態では、医療機器は、注入ポンプ１２０である。更に、別の
実施形態では、医療機器は、注入ポンプ用制御装置である。容易に参照できるように、本
開示は、全体として、本システムの医療機器を注入ポンプとして識別するが、システム１
００全体が種々の医療機器のうちの任意の１つ又はそれ以上を組み込むことができること
が理解される。従って、図３に示すように、複数の注入ポンプ１２０は、ハブ又はインタ
ーフェース１０７に接続される。本明細書において更に詳細に説明するように、注入ポン
プ１２０は、各注入ポンプ１２０が１人の患者に関連付けられた従来の設計のものであっ
てよい。しかしながら、当業者には分かるように、図３に示す注入ポンプ１２０は、該注
入ポンプが同一のハブ１０７に接続されているにもかかわらず、同一の患者又は治療場所
に関連付けられる必要はない。更に、各注入ポンプ１２０は、単一チャネルポンプであっ
ても、３チャネルポンプのような多チャネルポンプであってもよい。一般に、ポンプは、
ポンプ状態情報を含むメッセージを、定期的にハブ１０７に伝送する。費用効果に対して
通信を集中させるために、且つ／又は現在中央コンピュータシステム１０８と通信してい
ない既存の医療機器の設計変更を可能にし、それによりそのような各医療機器が中央コン
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ピュータシステム１０８と通信することができるように、別個のハブ１０７を、医療機器
１２０から離して用いることができる。

【００１１】
　（システム全体の通信ハブ）
　一実施形態では、注入ポンプ１２０のシリアルポート又は他のＩ／Ｏポートは、ツイス
トペアワイヤ、同軸ケーブル、光ファイバケーブル等のような通常の非無線伝送媒体１０
５を用いてハブ１０７に接続される。ハブ１０７は、片方向シリアル通信リンク１０５を
介して、複数の注入ポンプ１２０又は１つのみのポンプに接続することができるのが好ま
しい。ハブ１０７は、接続されたポンプからの信号の受信及び受信信号の再生を行う。具
体的には、ポンプ１２０からの受信信号は、ハブ１０７によって、無線通信路又は無線通
信リンク１２８及び有線通信システム１１０を介したシステムネットワーク１０２への伝
送に適した形式に変換される。一般に、ハブ１０７は、システムネットワーク１０２へポ
ンプデータを送信する。ハブ１０７はまた、ポンプ１２０からの受信情報をフィルタ処理
し、重複メッセージを阻止することもできる。更に、ハブ１０７は、臨床家１１６のデジ
タルアシスタント１１８上でポンプ状態情報を遠隔閲覧することを可能にする。一般に、
ハブ１０７は、ハブ１０７がポンプ１２０に接続されており且つハブ１０７とポンプ１２
０の両方の電源が入っているときは常時ポンプデータを送信する。本明細書に詳細に説明
するように、ハブ１０７は、薬局入力オーダのポンプ設定値との比較をも可能にする。好
ましい実施形態では、ハブ１０７は、ポンプ１２０を支持する点滴ポールに接続されるか
、又は、ハブ１０７は、注入ポンプ１２０内に組み込まれ、上に特定した統合型医療／通
信機器が創出される。
【００１２】
　ハブ１０７の一実施形態を図４７に示す。この実施形態では、ハブ１０７は、最大４つ
のポンプに対するポンプポートインジケータ４１１、無線信号損失インジケータ４１３、
ローバッテリインジケータ４１５、アラート消音キー４１７、オン／オフキー・インジケ
ータ４１９、及び充電中インジケータ４２１を含む。ポンプポートインジケータ４１１は
、ハブ１０７のポンプポートの各々に対する状態インジケータとなる。インジケータライ
トは、対応するポンプポートがネットワーク１０２と正常に通信していることを示す。し
かしながら、インジケータライトが点灯していない場合、これは、対応するポンプポート
がポンプ１２０に接続されていないか又はポートがポンプ１２０からネットワーク１０２
まで通信していないことを示す。無線信号損失インジケータ４１３は、ハブ１０７が無線
リンクによってネットワーク１０２と通信することができないことを示す。無線信号損失
が発生した場合、ポンプポートインジケータ４１１の各々も消灯することになり、ハブ１
０７がネットワーク１０２と通信していないことを示す。無線信号損失が発生した場合、
ハブ１０７は、このイベントをシステムネットワーク１０２及び中央コンピュータシステ
ム１０８並びにサーバ１０９に伝達し、最終的に臨床家１１６に伝送することになる。ア
ラート消音キー４１７は、臨床家１１６がハブ１０７からの全ての可聴アラートを一時的
に消音化することを可能にする。通信ハブの代替的実施形態は、物理的にポンプ内に単一
の専用無線モジュール、又は無線通信を用いてポンプ及びサーバの両方に到達するための
別個のモジュールを含む。
【００１３】
　更に、代替的実施形態では、ハブ１０７は、任意選択的に、統合型医療／通信機器を創
出するために注入ポンプ１２０内に組み込むことができる。組み合わせハブ／医療機器は
、引き続き互いに対して全く同様に機能することになろう。
【００１４】
　（システム全体のアクセスポイント）
　図３に示すように、医療施設内の複数のアクセスポイント１１４は、無線通信路と有線
通信システムとの間のインターフェースとなる。好適には、システムネットワーク１０２
が利用できない場合、ハブ１０７は、ポンプ１２０から受信した信号を格納し、次いで、
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システムネットワークがひとたび利用可能になれば、該変換信号をシステムネットワーク
１０２に伝送する。好ましい実施形態では、ハブ１０７とアクセスポイント１１４との間
の通信は、ハブ１０７からアクセスポイント１１４及び最終的にネットワーク１０２まで
片方向性である。従って、本実施形態では、注入ポンプ１２０はネットワーク１０２にデ
ータを伝送することができるが、ネットワーク１０２は、データを注入ポンプ１２０に伝
送することができない。しかしながら、これも本明細書に開示されている代替的実施形態
では、ハブ１０７とアクセスポイント１１４との間の通信は、双方向性であることが分か
る。従って、これらの実施形態では、データ及び他の情報は、ネットワーク１０２から注
入ポンプ１２０まで伝送することができる。いずれの場合でも、ネットワーク１０２とハ
ブ１０７との間で伝送される情報は、安全保護のために符号化される。
【００１５】
　（中央システムサーバ／システム全体のコンピュータ）
　ここで図１及び図３を参照すると、中央システム１０８は、一台又はそれ以上のサーバ
又はコンピュータを含むことができる。本開示は全体としてサーバ１０９、１０８ａを参
照するが、これらの構成要素は非サーバコンピュータであってもよいことが分かる。必ず
しもそうである必要はないが、中央システム１０８は、第１の中央サーバ又は中央コンピ
ュータ１０９及び第２の中央サーバ若しくは中央コンピュータ１０８ａを含むことができ
るのが好ましい。一実施形態では、第１の中央サーバ１０９と第２の中央サーバ１０８ａ
間の通信用に、別個の通信システム１０３を備えることができる。好ましい実施形態では
、別個の通信システム１０３は、孤立したポイントツーポイント有線通信イーサネット（
登録商標）ネットワークである。この通信システム１０３が孤立したポイントツーポイン
トシステム接続であるために、２台のサーバ１０９、１０８ａ間で通信されるデータは通
常、暗号化されない。通常、２台のサーバ１０９及び１０８ａ間の通信システムは、双方
向通信を可能にする。
【００１６】
　本明細書に詳細に説明するように、第１の中央サーバ又はコンピュータ１０９は、第１
のデータベース、及び医療機器並びにユーザインターフェースに関連するデータ及び機能
に関連付けられた第１の機能的特徴のセットを有する。医療機器１２０及びユーザインタ
ーフェース１１８は通常、第１の中央コンピュータ１０９と直接通信する。更に、本明細
書に詳細に説明するように、第２の中央サーバ又は中央コンピュータ１０８ａは、第２の
データベース及び第２の機能的特徴のセットを有する。第１の中央コンピュータ１０９は
、第２のコンピュータ１０８ａに暗号化接続されており（ｓｅｃｕｒｅｌｙ　ｃｏｎｎｅ
ｃｔｅｄ）、医療機器１２０及びユーザインターフェース１１８は、第２の中央コンピュ
ータ１０８ａとは直接的に通信しない。ユーザインターフェース１１８は、第１の中央コ
ンピュータ１０９を介して、第２の中央コンピュータ１０８ａの第２の機能的特徴のセッ
トに関連する第２のデータベースからデータを受信することができる。
【００１７】
　第２の中央サーバ１０８ａ及びそのソフトウェアサブシステムは通常、薬局のシステム
とインターフェースをとり、薬物、患者に関する情報を提供し且つ看護師及び他の臨床家
に標準的なワークフローを提供する。第２の中央サーバ１０８ａも、第１の中央サーバ１
０９とインターフェースをとり、患者、看護師、臨床家、オーダ、及びデジタルアシスタ
ント１１８と臨床家との間の関連性に関する情報を提供する。第２の中央サーバ１０８ａ
の他の機能の幾つかには、患者管理、項目管理、施設管理、メッセージング、報告／グラ
フ作成、及び他のシステムへの種々のインターフェースを含めることができる。
【００１８】
　具体的には、患者管理は、病院又は施設に入来する各患者に関する一般的な情報を参照
する。この情報は、各訪問に特定の情報と共に保持され、通常、人口統計データ、アレル
ギー、入院日、退院日、初期診断、病室、ベッド等を含む。更に、処方、計画、及び投与
された薬剤の各々に関する情報が、第２の中央サーバ１０８ａによって保持される。患者
管理機能の機能性には、事前拒絶反応検査、薬物間相互作用検査、重複治療検査、投与量
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検査及び薬物・疾患禁忌も含まれる。
【００１９】
　項目管理は、施設内で利用可能な各薬物に関する情報を参照する。この情報は、第２の
中央サーバ１０８ａ内で管理及び保持される。このような情報は、薬物の名称、強度、薬
効分類、製造者等を含む。更に、第２の中央サーバ１０８ａは、薬在庫及び他のスマート
な倉庫の項目内容の継続在庫をリアルタイムで保持する。第２の中央サーバ１０８ａは、
倉庫に補充が行われる際及び用量が投与又は処分される際に更新が行われるのを支援する
。
【００２０】
　施設管理は、施設全体について記載した情報を参照する。この情報は、システム２１０
の第２の中央サーバ１０８ａ内で管理及び保持される。この情報は、施設の建物、フロア
、部門、部屋及びベッド内への物理的崩壊、提供されるプログラム並びにサービス及びそ
れらが提供される場所のリスト、薬物並びにサプライ用品が保存されている貯蔵部門及び
それらを供給することを意図されている場所の識別を含む。
【００２１】
　メッセージングは、薬剤師と臨床家との間に通信リンクを提供する第２の中央サーバ１
０８ａの機能を参照する。第２の中央サーバ１０８ａは、投与量と特別投与指示の標準化
を可能にし、投与量不足の通知を自動的に送信する。報告及びグラフ作成は、システム２
１０の権限を有するユーザによって要求に応じて又は計画的に実行することのできる幾つ
かの事業報告並びに管理報告の有効性を参照する。
【００２２】
　第２の中央サーバ１０８ａはまた、ＡＤＴインターフェース、請求書発行インターフェ
ース、個別結果インターフェース、文書結果インターフェース、処方集インターフェース
、薬局オーダインターフェース、ポイントオブケア投薬管理インターフェース及び在庫イ
ンターフェースなどの種々のインターフェースをも有する。これらのインターフェースに
ついては後で更に詳細に説明するが、直下で簡単な説明を行う。ＡＤＴインターフェース
は、施設入院、転院、退院システム（ＡＤＴ）を参照する。このシステムは通常、事前入
院許可及び外来患者の登録をも操作する。個別結果インターフェースは、検査結果とのイ
ンターフェースを参照する。通常、検査結果及び付随するオーダは、外部の検査情報シス
テムに入力され、ＨＬ７エンジン内の個別結果インターフェース又は検査室インターフェ
ースが、このデータを第２の中央サーバ１０８ａに転送する。ひとたび検査結果が第２の
中央サーバ１０８ａ内に保存されれば、ユーザは、ハンドヘルド装置１１８、コンピュー
タ化医師オーダエントリ（ＣＰＯＥ）システム、及び第２の中央コンピュータ１０８ａの
主アプリケーションから、それらを観察することができる。検査室インターフェースは、
放射線検査室インターフェース、微生物検査室インターフェース、生化学検査室インター
フェース、及び病理検査室インターフェースの少なくとも４つのインターフェースに対し
て利用可能である。これらのインターフェースは、４つの異なるポート上若しくは同一の
ポート上で動作するように構成することができる。文書結果インターフェースは通常、第
２の中央サーバ１０８ａを参照して放射線検査報告及び病理報告を受け取る。処方集イン
ターフェースは通常、第２の中央サーバ１０８ａを参照してマスタファイルの通知を受け
取り、外部システムの薬物ファイルを同期させることができる。処方集の変更は、サーバ
１０８ａから外部第三者システムへの送信トランザクションをトリガすることになる。薬
局オーダインターフェースは、投薬オーダを外部第三者システムへ送信することを可能に
する。在庫インターフェースは、外部第三者システムから薬局在庫の変動を受け入れる。
更に、本システム１００と共に、カート集積所インターフェースを利用することが可能で
ある。第２の中央サーバ１０８ａは、サーバデータベースにオーダ及び薬物ファイル変更
を格納し、次いで、この情報を、任意の第三者カートインターフェースへ送信する。ＨＬ
７エンジン内の第三者カートインターフェースは、この情報を処理し、ＨＬ７ＭＦＮメッ
セージ及びＲＤＥメッセージとする。ＭＦＮメッセージは、薬物ファイル情報を含み、Ｒ
ＤＥは、患者オーダ情報を含む。次いで、ＨＬ７エンジンは、これらのメッセージを、第
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三者カートサーバへ伝送する。ＨＬ７エンジンはまた、第三者カートサーバからＨＬ７形
式のＤＦＴメッセージを受信する。ＤＦＴメッセージは、薬剤投与に対する請求情報を含
む。ＨＬ７エンジンは、この情報を処理し、次いで、それを第２の中央サーバ１０８ａに
送信し、第２の中央サーバ１０８ａが、その後、この情報を請求書発行アプリケーション
に渡すことができる。その後、請求書発行アプリケーションは、患者負担額を計算し、患
者に請求明細書を送付することができる。請求書発行インターフェースは、患者負担額ソ
フトウェアとのインターフェースを参照する。請求書発行インターフェースは、負担額を
計算するための請求書発行アルゴリズムの任意選択的使用に対応する。請求書発行インタ
ーフェースは、第三者システムからの外部インバウンドトランザクションのみならず、内
部トランザクションをも処理する。請求書発行インターフェースは、第２の中央サーバ１
０８ａと病院の第三者財務システムとの間のＨＬ７インターフェースとなる。請求される
額は、直接送信することも、患者負担額を請求書発行インターフェースで計算し、病院の
第三者財務システムに送信することもできる。情報は、ＨＬ７メッセージを介してリアル
タイムで送信される。ポイントオブケアインターフェースは、非注入関連データに対して
ポイントオブケア投薬管理に関する情報を統合するウェブサービス通信で構成される。こ
れらのデータは、ユーザインターフェースが注入関連薬剤及び非注入関連薬剤に対する投
薬管理を統合することができるように、リアルタイムで通信される。
【００２３】
　逆に、第１の中央サーバ１０９は、複数のハブ１０７、複数のデジタルアシスタント又
はユーザインターフェース１１８を往復し、且つ第２の中央サーバ１０８ａと共にデータ
を送受信するためにロード及び設定されたソフトウェアを有する。以下に詳細に説明する
ように、第１の中央サーバ１０９は、限定するものではないが、サーバ１０８ａから受信
した処方パラメータをハブ１０７システムから受信した該当するプログラムされたポンプ
設定と比較する機能、通知及びメッセージをデジタルアシスタント１１８へ中継する機能
、ハブ１０７システムから受信したアラーム情報及びアラート情報を適切なデジタルアシ
スタント１１８へ中継する機能、サーバ１０８ａから通信された薬局情報及び患者情報を
適切なデジタルアシスタント１１８へ中継する機能、並びにポンプ状態データ及びアラー
ム監視データを集約し且つこのデータを定期的にサーバ１０８ａへ中継する機能を含む、
幾つかの機能を実行することができる。要請があれば、サーバ１０９によって実行される
作業は、１９９６年（８月２１日）の医療保険の携行性に関する法律、公法１０４－１９
１に準拠する。通常、第１の中央コンピュータ又はサーバ１０９に常駐するデータは、第
２の中央コンピュータ又はサーバ１０８ａに常駐するデータとの共通部分である。サーバ
１０９は、その機能性を実行することが要求される、サーバ１０８ａ内に含まれるデータ
のサブセットを含む。サーバ１０９は、その機能性を実行することが要求される、システ
ムネットワーク１０２、ハブ１０７及び注入ポンプ１２０に関連するデータをも含む。上
に説明したように、このようなデータは通常、デジタルアシスタント１１８及び医療機器
１２０の機能又は性能に要求されるデータである。
【００２４】
　一実施形態では、医療機器１２０又は他の装置及び機能性と第１と第２の中央コンピュ
ータ１０９、１０８ａにおける病院情報システムとの費用効率の高い統合が、患者の安全
関連情報などの上述した総データのサブセットを分離すること、並びにそのような情報及
び機能性をシステムの妥当性確認済み／検証済み部分に置くことよってもたらされる。こ
の状況、ＦＤＡ規制の状況において、検証済みとは、全ての要求事項が試験されたという
客観的証拠を提供することを意味し、妥当性確認済みとは、その製品が顧客の必要性を満
たすという客観的証拠を提供することを意味する。本実施形態では、本システムの妥当性
確認済み部分は、第１の中央コンピュータ１０９内に置かれる。一実施形態では、サブセ
ットは、注入ポンプによって生成されたアラーム及び／又はアラート並びに／若しくは医
療機器１２０／注入ポンプ１２０／制御装置１２０のプログラミング情報又は運転パラメ
ータ情報を含むことができる。このサブセットは、分離されて第１の中央コンピュータ１
０９内の本システムの妥当性確認済み部分に置かれており、全データの残りの部分は、第
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２の中央コンピュータ１０８ａ内の本システムの妥当性が確認されていない部分のデータ
ベース内に保持される。第１の中央コンピュータ１０９に置かれた妥当性確認済みデータ
ベース及び第２の中央コンピュータ１０８ａに置かれた妥当性が確認されていないデータ
ベースは、下記に記載する詳細から当業者によりよく理解されるように、ウェブサービス
レプリケーションを用いて同期して保持される。代替的実施形態は、１台のコンピュータ
上に常駐する本システムの妥当性確認済み部分及び妥当性未確認部分の両方並びにソフト
ウェアファイアウォール（例えば、オペレーティングシステム機構又は他のＯＴＳソフト
ウェア）によって分離された機能性を含むことができる。以下に説明するように、「同期
化」は、時間間隔、他の所定時間に基づいて定期的に、及び／又は患者登録状態などの重
要データの変更が行われる場合に必要に応じて実行することができる。間をおいて、複製
データの新鮮な新たなコピーが他の中央コンピュータに送信され、妥当性確認済みの第１
の中央コンピュータ１０９が、そのローカルコピーを新たなコピーに置き換える。重要情
報が変わる場合、当該変化は、妥当性確認済みの第１の中央コンピュータ１０９へ直ちに
伝播され、既存の情報の置き換えではなく、変更として処理される。従って、本明細書に
記載する詳細から理解されるように、第１の中央コンピュータ１０９のデータベースに置
かれたサブセットの一部又は全ても、第２の中央コンピュータ１０８ａに存在する。この
工程は、以下に記載する詳細を参照すればよりよく理解される。従って、第１の中央コン
ピュータにある患者安全関連データのようなデータベースのサブセットを局所化すること
により、少なくともシステム開発のコストが更に最適化され、且つ、第三者の妥当性確認
済みでないシステム及び該システム内のそれぞれのデータ及び情報との統合の時間効果及
び費用効果が向上する。
【００２５】
　一実施形態では、第１の中央コンピュータ１０９は、ユーザ及び装置の認証に対してア
クティブディレクトリを実行するＷｉｎｄｏｗｓ（登録商標）２００３サーバＯＳを有す
るＣｏｍｐａｑ　ＤＬＧ－３８０のような妥当性確認済みサーバ、サーバ証明書及びクラ
イアント証明書の発行に対する認証局、一時データ保存用ＳＱＬサーバ２０００、アプリ
ケーションホスティング（ウェブサービス並びにウェブページ）用インターネット情報サ
ーバ（ＩＩＳ）を備えることができる。第２の中央コンピュータ１０８ａは、専用接続の
他端において妥当性確認済みサーバによって公開されるデータレプリケーションウェブサ
ービスにアクセスする専用イーサネット（登録商標）ＴＣＰ／ＩＰ接続１０３を介して接
続された外部病院情報システム（ＨＩＳ）サーバなどの妥当性確認済みでないサーバを備
えることができる。代替的に、第２の中央コンピュータ１０８ａは、薬局のシステム及び
他のシステムなどの、本明細書に全体として説明する様々な機能のうちの１つ又はそれ以
上の機能を実行するソフトウェアを備えることができる。従って、第２の中央コンピュー
タは、これらの種類の機能を備えることができ、且つ外部病院情報システム（ＨＩＳ）サ
ーバなどの他のシステムとのインターフェースを有することができる。第１の中央コンピ
ュータ（即ちサーバ１０９）は、データ記憶パッケージを含むデータベースすなわち第１
のデータベースを含む。一実施形態では、第１のデータベースは、第１の中央コンピュー
タ１０９の外部又は内部に置いてもよいが、図５４に示すように、第１の中央コンピュー
タ上にロードされた、アプリケーション５４１２のユーザに対してのみアクセス可能であ
るのが好ましい。第１のデータベース内のデータテーブルは、本明細書に更に説明するユ
ースケース内で使用される。データテーブルは、医療機器、デジタルアシスタント、ハブ
、患者、臨床家、処方、滴定、比較情報、アラーム、及びエスカレーションに関連するテ
ーブルを含むのが好ましい。更に、医療機器テーブルは、ポンプ、ポンプチャネル、ポン
プサブチャネルに関連するテーブルを含むことができる。また、アラームテーブルは、ハ
ブアラーム、ポンプアラーム、チャネルアラーム、アラーム履歴ログ等に関するテーブル
を含むことができる。
【００２６】
　一実施形態では、各テーブルがキーを含むことができ、該テーブル内のデータは、該キ
ーに応答する。例えば、ポンプチャネル情報ログに関するテーブルへのキーは、ポンプチ
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ャネルログの同一性を証明するものとなることができ、該キーに応答して、チャネル識別
、ポンプ速度、投与方式、投与量、残量、一次注入量等に関するテーブルデータが提供さ
れる。更に、テーブルは、リンクすることができる。例えば、患者情報を有する患者テー
ブルは、臨床家テーブルへリンクすることができ、該臨床家テーブルは、デジタルアシス
タントテーブルへリンクすることができる。
【００２７】
　図３の患者医療システム１００は、ハブサブシステム、第１の中央コンピュータサブシ
ステム又は第１の中央サーバサブシステム、医療機器サブシステム若しくはポンプサブシ
ステム、第２の中央コンピュータサブシステム或いは第２の中央サーバサブシステム、及
びパーソナルデジタルアシスタント（ＰＤＡ）サブシステムに分割することができる。ハ
ブサブシステム及び第１の中央コンピュータサブシステムについて、本明細書に更に詳細
に論じる。医療機器サブシステムに関して述べれば、このサブシステムは、患者への薬剤
の送達を可能にする注入装置などの１つ又はそれ以上の医療機器１２０を含み、各注入装
置に関する状態及び注入情報が、各装置に関連付けられた通信ポートから定期的に伝送さ
れるのが好ましい。
【００２８】
　通常、第２の中央コンピュータサブシステムは、薬局のシステムとインターフェースを
とり、薬物、患者及び標準的な看護師ワークフローに関する情報を提供するためのコンピ
ュータハードウェア並びにコンピュータソフトウェアを有するサーバ１０８ａである。サ
ーバ１０８ａはまた、病院情報システム（ＨＩＳ）へのインターフェースなどの、本明細
書において先に論じた様々な他のアプリケーションをも有することができる。第２の中央
コンピュータは、第１の中央コンピュータサブシステムとインターフェースをとり、第１
の中央コンピュータに、患者、看護師、オーダ、及びパーソナルデジタルアシスタントと
看護師又は臨床家との間の関連に関する情報を提供するのが好ましい。
【００２９】
　一実施形態では、中央コンピュータは、妥当性確認済み環境と妥当性確認済みでない環
境との少なくとも２つの環境を有する。妥当性確認済み環境は、アプリケーション一式及
び第１のデータベースを有する第１のオペレーティングシステムを有することができる。
第１のデータベースは、その中の特定のデータと関連付けられた第１の機能的特徴のセッ
トを有することができる。一実施形態では、この機能的特徴のセットは、医療機器及び該
医療機器用ユーザインターフェースに関連する機能を有する。医療機器及びユーザインタ
ーフェースは、妥当性確認済み環境を伴って、直接且つ安全に通信する。妥当性確認済み
でない環境は、アプリケーション一式及び第２のデータベースを有する第２のオペレーテ
ィングシステムを有する。第２のデータベースは、その中の特定のデータと関連付けられ
た第２の機能的特徴のセットを有することができる。通常、妥当性確認済み環境と妥当性
確認済みでない環境との間には、論理的分離が存在する。ユーザインターフェースは、シ
ステムの妥当性確認部分を介して、第２の機能的特徴に関連するデータベースの妥当性確
認済みでない部分からデータを受信することができる。一実施形態では、妥当性確認部分
は、ソフトウェア内に実装することができる論理的分離又はファイアウォールによって、
非妥当性確認部分から分離されている。ＶＭｗａｒｅ及びＶｉｒｔｕａｌ　ＰＣなどの様
々なソフトウェアが、同一のサーバ上に複数の環境をエミュレートするエミュレーション
ソフトウェアの例である。別の実施形態では、妥当性確認部分は、第１の中央コンピュー
タ１０９上に置くことができ、非妥当性確認部分は、第２の中央コンピュータ１０８ａ上
に置くことができる。別の実施形態では、中央コンピュータは、第１のサーバ及び第２の
別個のサーバを備える。第１と第２のサーバは、ファイアウォールによって分離されてお
り、中央コンピュータの中央妥当性確認部分は、第１のサーバ内に常駐し、中央コンピュ
ータの第２の非妥当性確認部分は、第２のサーバ上に常駐する。
【００３０】
　好ましくは、本明細書の別の箇所において詳細に説明するように、パーソナルデジタル
アシスタントサブシステムは、臨床家及び看護師１１６（図１）に彼らの患者、アラーム
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情報並びにアラート情報の中継を含む注入の状態、及び注入比較結果に関する遠隔情報を
提供する１台又はそれ以上の小型携帯用装置１１８を含む。本明細書に論じるように、第
１の中央コンピュータは、ＰＤＡサブシステム内の１台又はそれ以上のパーソナルデジタ
ルアシスタント１１８に操作可能に接続される。一実施形態では、パーソナルデジタルア
シスタントは、ＷＩＮＤＯＷＳ（登録商標）　ＣＥ．ＮＥＴをベースとし、臨床家用端末
装置として用いられている。具体的には、本明細書により詳細に説明するように、パーソ
ナルデジタルアシスタントは、暗号化ＰＫＩ認証無線ＬＡＮ（８０２．１ｘ）接続を介し
て、第１の中央コンピュータに操作可能に接続することができる。
【００３１】
　ハブサブシステムは、医療機器１２０からデータを受信し、第１の中央コンピュータサ
ブシステム１０９へポンプデータを伝送し、且つ１台又はそれ以上のハブとのデータ通信
を達成することのできる条件を検出するための１台又はそれ以上のハブ１０７のような構
成要素を含むのが好ましい。
【００３２】
　先に述べたように、一実施形態では、ハブサブシステム内のハブ１０７は、片方向シリ
アル通信リンク１０５を介して、４台までの注入装置１２０とインターフェースをとり、
注入装置は、ポンプ状態情報を含むメッセージ（即ちデータのパケット）を、周期的にハ
ブへ伝送する。代替的に、パケットは、規則的時間間隔、イベント発生、間隔とイベント
発生の組み合わせ等のようなユーザ定義基準に基づいて伝送してもよい。
【００３３】
　ハブサブシステム内の各ハブ１０７は、受信情報をフィルタ処理して重複メッセージを
拒否し、受信情報を保存し、ついで、一実施形態では、内蔵型無線ネットワークトランシ
ーバを用いて、ポンプ情報を、第１の中央コンピュータサブシステムへ転送する。一実施
形態では、医療機器から受信したデータが変更されていない限り、ポンプ情報は転送され
ない。
【００３４】
　ハブ１０７に組み込まれたトランシーバは、発信情報を無線アクセスポイント１１４へ
ルーティングし、次いで、該無線アクセスポイント１１４が、有線イーサネット（登録商
標）サブシステム１１０を用いて、発信情報を第１の中央コンピュータ１０９へルーティ
ングする。この発信情報は、ウェブサービス型のソフトウェアインターフェースによって
受信されるように特別設計されたＳＯＡＰメッセージとしてフォーマットされた、ＸＭＬ
コード化データを含むのが好ましい。
【００３５】
　当業者には分かるように、用語「ＸＭＬ」とは、ウェブ文書の要素を編成し且つそれら
にタグ付けするためのシステムを指し、ＸＭＬに関しては、カスタムタグを生成し、アプ
リケーション間及びシステム間又はサブシステム間のデータの定義、伝送、妥当性確認、
及び解釈を可能にすることができる。更に、本明細書に使用する用語「ウェブサービス」
とは、ＸＭＬを用いたウェブベースのサービスとＳＯＡＰを統合することを指し、用語「
ＳＯＡＰ」とは、ウェブサービスの要求メッセージ及び応答メッセージ内の情報をネット
ワーク又は通信路を介してそれらを送信する前に符号化するために用いられるメッセージ
ングプロトコルを指す。
【００３６】
　第１の中央コンピュータサブシステムは、複数のハブ１０７、複数のデジタルアシスタ
ント１１８、及びサーバ１０８ａを備える第２の中央コンピュータサブシステムを往来し
てデータを送受信するためにロードされ且つそのように設定されたソフトウェアアプリケ
ーションを有するサーバ１０９で構成されるのが好ましい。
【００３７】
　図５４に移ってこれを説明すると、サーバ１０９は、ＭＩＣＲＯＳＯＦＴ　ＷＩＮＤＯ
ＷＳ（登録商標）　２００３サーバオペレーティングシステム５４１４を有するＣＯＭＰ
ＡＱ　ＤＬＧ－３８０であるのが好ましい。一実施形態では、第１の中央コンピュータ１
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０９の記憶装置内にロードされたソフトウェアコンポーネントは、．ＮＥＴ　Ｆｒａｍｅ
ｗｏｒｋ５４１６内の第１の中央コンピュータ又はサーバ用アプリケーション５４１２、
ユーザ及び装置の認証用Ａｃｉｖｅ　Ｄｉｒｅｃｔｏｒｙ　Ｄｏｍａｉｎ　Ｓｅｒｖｉｃ
ｅ５４１８、一時データ保存用ＳＱＬサーバ５４２０（データベースとして示す）、及び
アプリケーションホスティング用Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｓｅｒｖ
ｅｒ５４２２（ＩＩＳ）を含む。．ＮＥＴ　Ｆｒａｍｅｗｏｒｋ５４１６は、Ｍｉｃｒｏ
ｓｏｆｔ　．ＮＥＴ　Ｆｒａｍｅｗｏｒｋ　１．１又はそれより上であるのが好ましく、
．ＮＥＴ　Ｆｒａｍｅｗｏｒｋは、第１の中央コンピュータのアプリケーション５４１２
を、オペレーティングシステム、Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｓｅｒｖ
ｅｒ５４２２、ＳＱＬデータベース５４２０、及びＡｃｉｖｅ　Ｄｉｒｅｃｔｏｒｙ　Ｄ
ｏｍａｉｎ　Ｓｅｒｖｉｃｅ５４１８コンポーネントへ接続する。当業者には分かるよう
に、Ａｃｉｖｅ　Ｄｉｒｅｃｔｏｒｙ　Ｄｏｍａｉｎ　Ｓｅｒｖｉｃｅ５４１８は、Ｗｉ
ｎｄｏｗｓ（登録商標）サーバオペレーティングシステム５４１４及び第１の中央コンピ
ュータのアプリケーション５４１２によって利用されるサービスを提供し、真正で且つ許
可されたハブサブシステム、第２の中央コンピュータサブシステム及びパーソナルデジタ
ルアシスタントサブシステムのユーザのみが第１の中央コンピュータに、従って第１の中
央コンピュータのアプリケーション５４１２にアクセスすることができることを保証する
のを支援する。
【００３８】
　一実施形態では、第１の中央コンピュータ（即ち図３のサーバ１０９）は、１）第２の
中央コンピュータサブシステムから受信した処方パラメータの、ハブサブシステムから受
信した該当するプログラムされたポンプ設定値との比較、及び／又はポンプのプログラム
との比較、２）適切なパーソナルデジタルアシスタント１１８（図３）への、ハブサブシ
ステムから受信したアラーム情報並びにアラート情報の中継、３）適切なパーソナルデジ
タルアシスタント１１８への、ポンプ状態及び流速の履歴情報の提供、４）適切なパーソ
ナルデジタルアシスタント１１８への、第２の中央コンピュータ１０８ａ（図３）から通
信された薬局情報並びに患者情報の中継、及び、５）ポンプ監視データ並びにアラーム監
視データのコンパイル及び第２の中央コンピュータ１０８ａへのこのデータの定期的中継
を含む幾つかの機能を実行する。
【００３９】
　第１の中央コンピュータは、複数の外部ソフトウェアコンポーネントインターフェース
を含むのが好ましい。一実施形態では、これらのインターフェースのうちの３つを、受信
ＨＴＴＰ要求メッセージを受信し、次いで発信ＨＴＴＰ応答メッセージを発行する「受信
インターフェース」として分類することができる。残りの２つのインターフェースは、以
下に説明するように、ＨＴＴＰ要求メッセージ若しくはＸＭＬフォーマット済み応答メッ
セージを送信する「発信インターフェース」として分類することができる。本明細書にお
いて使用する５つのソフトウェアインターフェースは、ＤａｔａｂａｓｅＲｅｆｒｅｓｈ
Ｌｉｓｔｅｎｅｒ受信インターフェース及びＤａｔａｂａｓｅＲｅｆｒｅｓｈＬｉｓｔｅ
ｎｅｒ送信インターフェース、ＲｏｕｔｅＰＤＡ受信インターフェース並びにＲｏｕｔｅ
ＰＤＡ送信インターフェース、及びＰｕｍｐＤａｔａＬｉｓｔｅｎｅｒ受信インターフェ
ースと呼ぶ。
【００４０】
　一実施形態では、外部ソフトウェアコンポーネントインターフェースのうちの４つが２
つずつの対に分けられ、図３の第１の中央コンピュータ１０９と第２の中央コンピュータ
１０８ａとの間に２つの区別可能な双方向通信チャネルを生成する。第１のチャネルは、
共に対となったＤａｔａｂａｓｅＲｅｆｒｅｓｈＬｉｓｔｅｎｅｒ受信インターフェース
及びＤａｔａｂａｓｅＲｅｆｒｅｓｈＬｉｓｔｅｎｅｒ送信インターフェースの両方を含
む。従って、本明細書において、第１のチャネルは、「ＤａｔａｂａｓｅＲｅｆｒｅｓｈ
Ｌｉｓｔｅｎｅｒ」と呼ばれ、第２の中央コンピュータ１０８ａによって利用され、その
データベーステーブル内のデータが、第１の中央コンピュータのデータベーステーブル内
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に配置されたデータと定期的に同期化される。
【００４１】
　ＤａｔａｂａｓｅＲｅｆｒｅｓｈＬｉｓｔｅｎｅｒチャネルを使用して、第２の中央コ
ンピュータ１０８ａは、第１の中央コンピュータのウェブサービス型インターフェースへ
ＳＯＡＰメッセージとしてフォーマットされたＸＭＬ符号化データを送信することにより
、第１の中央コンピュータのデータベーステーブルを更新する。同様に、第２の中央コン
ピュータ１０８ａは、データに対するＸＭＬ符号化要求を第１の中央コンピュータのウェ
ブサービス型インターフェースへ送信することにより、それ自体のデータベーステーブル
を更新し、次いで、該インターフェースが、第１の中央コンピュータ１０９に、ＸＭＬ符
号化データで応答させる。
【００４２】
　上述したように、ＤａｔａｂａｓｅＲｅｆｒｅｓｈＬｉｓｔｅｎｅｒチャネルの受信イ
ンターフェース部分は、第２の中央コンピュータのデータベーステーブルからのデータに
よる第１の中央コンピュータ内に配置されたデータベーステーブルの更新のために、第２
の中央コンピュータによって利用される。更に、ＤａｔａｂａｓｅＲｅｆｒｅｓｈＬｉｓ
ｔｅｎｅｒチャネルの発信部分は、第１の中央コンピュータのデータベーステーブルから
のデータによるそれ自体のデータベースの更新のために、第２の中央コンピュータによっ
て利用される。
【００４３】
　ＤａｔａｂａｓｅＲｅｆｒｅｓｈＬｉｓｔｅｎｅｒ受信インターフェースは、「ＸＸＸ
」が転送されるデータの型に対応する「ＲｅｆｒｅｓｈＸＸＸ」と名づけられた幾つかの
ウェブサービスメソッドを含むのが好ましい。一実施形態では、これらのメソッドは、Ｓ
ＯＡＰプロトコルに準拠してフォーマットされたＸＭＬ符号化データを含む受信ＨＴＴＰ
要求メッセージを受信する。ＸＭＬ符号化データは、データベーステーブル内の行に対応
する形式の構造である。例えば、メソッド「ＲｅｆｒｅｓｈＵｓｅｒｓ」は、ユーザ名欄
及びユーザパスワード欄を含むデータベーステーブル内の行に対応する対のユーザ名及び
ユーザパスワードからなるデータ構造を受信する。
【００４４】
　図５４に示すように、受信メッセージは、Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ
　Ｓｅｒｖｅｒ及び．ＮＥＴ　Ｆｒａｍｅｗｏｒｋコンポーネントを介して、第１の中央
コンピュータ（即ち図３のサーバ１０９）上にロードされたアプリケーション５４１２へ
ルーティングされる。第１の中央コンピュータのアプリケーション５４１２は、Ａｃｔｉ
ｖｅ　Ｄｉｒｅｃｔｏｒｙ　Ｄｏｍａｉｎ　Ｓｅｒｖｉｃｅ５４１８を利用して、第２の
中央コンピュータのメッセージが真正なものであることを検証し、内容を処理し、次いで
、得られたデータをＳＱＬサーバデータベースコンポーネント５４２０内に格納する。
【００４５】
　次いで、第１の中央コンピュータ上にロードされたアプリケーション５４１２が、．Ｎ
ＥＴ　Ｆｒａｍｅｗｏｒｋコンポーネント５４１６とｉｎｔｅｒｎｅｔ　ｉｎｆｏｒｍａ
ｔｉｏｎ　ｓｅｒｖｅｒ　コンポーネント５４２２を介して第２の中央コンピュータへル
ーティングされるＨＴＴＰ応答メソッドを発行することによって、第２の中央コンピュー
タに応答する。この応答メッセージは、データの転送及び処理の成功又は失敗を示す。
【００４６】
　ＤａｔａｂａｓｅＲｅｆｒｅｓｈＬｉｓｔｅｎｅｒ受信インターフェースは、本質的に
非同期的であり、従って、第２の中央コンピュータを、可能な限り第１の中央コンピュー
タから分離するのが好ましい。この分離により、応答を待ちながら継続的にデータを処理
し且つプログラム制御下で通信の損失に応答するように第２の中央コンピュータをプログ
ラムすることが可能となる。更に、ＤａｔａｂａｓｅＲｅｆｒｅｓｈＬｉｓｔｅｎｅｒ受
信インターフェースは、第２の中央コンピュータが機能しているという信号を定期的に第
１の中央コンピュータへ送信するために第２の中央コンピュータによって利用されるウェ
ブメソッドをも含むことができる。
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【００４７】
　ＤａｔａｂａｓｅＲｅｆｒｅｓｈＬｉｓｔｅｎｅｒ受信インターフェースとは対照的に
、ＤａｔａｂａｓｅＲｅｆｒｅｓｈＬｉｓｔｅｎｅｒ発信インターフェースは、第２の中
央コンピュータによって、第１の中央コンピュータのデータベーステーブルからのデータ
によってそれ自体のデータベースを更新するために利用される。第１の中央コンピュータ
から永久に除去する前に、データが第２の中央コンピュータによって取り込まれたことを
保証するために、ＤａｔａｂａｓｅＲｅｆｒｅｓｈＬｉｓｔｅｎｅｒ発信インターフェー
スは、データ転送に備えて以下のような多段階手法を用いる。１）第２の中央コンピュー
タがデータの可用性をチェックする、２）第２の中央コンピュータが、第１の中央コンピ
ュータがデータを送信することを要求する、３）第２の中央コンピュータが、データが受
信されたことを確認する、４）第２の中央コンピュータが、データがデータベーステーブ
ル内に正常に格納されたことを確認する。
【００４８】
　データの可用性をチェックするために、第２の中央コンピュータは、最初に、Ｄａｔａ
ｂａｓｅＲｅｆｒｅｓｈＬｉｓｔｅｎｅｒ発信インターフェースの該当するウェブメソッ
ドはＳＯＡＰプロトコルに準拠してフォーマットされたＸＭＬ符号化要求メッセージであ
ると送信する。用いられる特定のウェブメソッドは、「ＸＸＸ」が要求されるデータの型
に対応する、形式「ＢｅｇｉｎＧｅｔＸＸＸＴｏＡｒｃｈｉｖｅ」を有するのが好ましい
。例えば、メソッド「ＢｅｇｉｎＧｅｔＣｈａｎｎｅｌＤａｔａＴｏＡｒｃｈｉｖｅ」は
、ハブサブシステムを介して第１の中央コンピュータによってポンプから受信された、タ
イムスタンプが押されたポンプチャネルレコードの可用性を要求する。
【００４９】
　要求メッセージは、Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｓｅｒｖｅｒコンポ
ーネント５４２２及び．ＮＥＴ　Ｆｒａｍｅｗｏｒｋコンポーネント５４１６を介して、
第１の中央コンピュータ内にロードされたアプリケーションに渡される。第１の中央コン
ピュータ内にロードされたアプリケーション５４１２は、要求メッセージ内に含まれたＸ
ＭＬを解読し、どのようなデータが第２の中央コンピュータによって要求されているかを
判断する。
【００５０】
　第１の中央コンピュータ内にロードされたアプリケーション５４１２は、ＳＱＬサーバ
データベース５４２０内の要求されたデータの可用性をチェックする。データが使用可能
である場合、該アプリケーションは、データが使用可能であることを示すＸＭＬ符号化応
答メッセージを準備する。データを取得することができない場合、アプリケーション５４
１２は、データが使用できないことを示すＸＭＬ符号化応答メッセージを準備する。
【００５１】
　データが使用できない場合、第２の中央コンピュータは、その処理規則に適合する異な
る転送法で再試行若しくは続行することができる。
【００５２】
　データが利用可能である場合、第２の中央コンピュータは、ＤａｔａｂａｓｅＲｅｆｒ
ｅｓｈＬｉｓｔｅｎｅｒ発信インターフェースの該当するウェブメソッドに対して第２の
ＸＭＬ符号化要求メッセージを送信することにより、データ転送を開始する。用いられる
特定のウェブメソッドは、「ＸＸＸ」が上に用いられたものと同一である、形式「Ｅｎｄ
ＧｅｔＸＸＸＴｏＡｃｒｃｈｉｖｅ」を有するのが好ましい。
【００５３】
　第１の中央コンピュータ内のアプリケーション５４１２は、要求メッセージ内に含まれ
たＸＭＬを解読し、どのようなデータを第２の中央コンピュータに返すべきかを判断し、
該データを、対応する受信インターフェースによって用いられる手法と適合するデータベ
ーステーブル内の行に対応する形式に構成された適切なＸＭＬ符号化応答メッセージ内に
配置する。
【００５４】
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　一実施形態では、データは、．ＮＥＴ　Ｆｒａｍｅｗｏｒｋコンポーネント５４１６及
びＩｎｔｅｒｎｅｔ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｓｅｒｖｅｒコンポーネント５４２２を
介して第２の中央コンピュータへルーティングされる。データが正しく受信されなかった
場合、第２の中央コンピュータは、その処理規則に適合する異なる転送法で再試行若しく
は続行することができる。
【００５５】
　データが正しく受信された場合、第２の中央コンピュータは次いで、このインターフェ
ースの該当するウェブメソッドに対して、第３の要求メッセージを送信する。用いられる
特定のウェブメソッドは、「ＸＸＸ」が上で用いられたものと同一である、形式「Ｂｅｇ
ｉｎＤｅｌｅｔｅＡｒｃｈｉｖｅｄＸＸＸ」を有するのが好ましい。
【００５６】
　このメッセージを受信すると、第１の中央コンピュータ内にロードされたアプリケーシ
ョン５４１２は、アーカイブするために第２の中央コンピュータに送信すべきものとして
、ＳＱＬ　Ｓｅｒｖｅｒのデータベースコンポーネント内の関連するデータに印を付け、
データに印が付けられたことを通知する応答メッセージを発行する。
【００５７】
　第２の中央コンピュータデータベース内へのデータ格納の成功又は失敗の信号を送るた
めに、第２の中央コンピュータは、このインターフェースの該当するウェブメソッドに対
して、第４の要求メッセージを送信する。用いられる特定のウェブメソッドは、「ＸＸＸ
」が上で用いたものと同一である、形式「ＥｎｄＤｅｌｅｔｅＡｒｃｈｉｖｅｄＸＸＸ」
を有する。
【００５８】
　転送が不成功であったことを第２の中央コンピュータが示すか又は十分な時間が経過し
た場合、第１の中央コンピュータは、通信の損失が発生したと判断し、次いで、第２の中
央コンピュータによって要求される更なる転送に備えて、関連するデータが、第１の中央
コンピュータのデータベース内に保持される。
【００５９】
　転送が成功であったことを第２の中央コンピュータが示した場合、次いで、アーカイブ
されたデータが第１の中央コンピュータのデータベースから消去され、第１の中央コンピ
ュータ内にロードされたアプリケーション５４１２が、この転送の最終段階の完了を確認
する応答メッセージを発行する。
【００６０】
　ＤａｔａｂａｓｅＲｅｆｒｅｓｈＬｉｓｔｅｎｅｒ発信インターフェースは、本質的に
非同期的であり、従って、第２の中央コンピュータのデータベースを、可能な限り第１の
中央コンピュータから分離するのが好ましい。
【００６１】
　第１の中央コンピュータ１０９と第２の中央コンピュータ１０８ａとの間の第２の双方
向チャネルは、本明細書では「ＲｏｕｔｅＰＤＡ」と呼ばれ、共に対になったＲｏｕｔｅ
ＰＤＡ受信インターフェース及びＲｏｕｔｅＰＤＡ発信インターフェースの両方を含む。
ＲｏｕｔｅＰＤＡチャネルは、第１の中央コンピュータ１０９によって用いられ、ＰＤＡ
サブシステムから発信されたＨＴＴＰ要求メッセージを第２の中央コンピュータ１０８ａ
へルーティングし、次いで第２の中央コンピュータから対応するＨＴＴＰ応答メッセージ
を受信し、該当する場合には処理し、次いで、発信元のパーソナルデジタルアシスタント
１１８へルートバックする。
【００６２】
　第２のチャネル（即ちＲｏｕｔｅＰＤＡ）では、パーソナルデジタルアシスタント１１
８から受信したメッセージ又はパーソナルデジタルアシスタント１１８へ送信したメッセ
ージは、病院若しくは医療施設の有線イーサネット（登録商標）システム１１０、無線ア
クセスポイント１１４、各パーソナルデジタルアシスタント１１８に組み込まれた無線ト
ランシーバを介して、第１の中央コンピュータ１０９を行き来して伝送されるのが好まし
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い。
【００６３】
　ＨＴＴＰ要求メッセージは、第１の中央コンピュータ１０９を通じて処理されることな
く、第２の中央コンピュータ１０８ａへ転送されるのが好ましい。次いで、第２の中央コ
ンピュータ１０８ａが、ＸＭＬ形式の情報又はＨＴＭＬ形式の情報を含むＨＴＴＰ応答メ
ッセージを発行する。ＨＴＭＬ形式の応答メッセージは、更に処理されることなく、第１
の中央コンピュータ１０９を通じてパーソナルデジタルアシスタント１１８へルーティン
グされる。
【００６４】
　ＸＭＬ形式の応答メッセージは、処方箋比較結果ページ又はポンプ監視ページなどの第
１の中央コンピュータ１０９が生成するウェブページをユーザ１１６（図１）が要求した
旨の信号を第１の中央コンピュータ１０９に送信するために、第２の中央コンピュータ１
０８ａによって用いられる。第１の中央コンピュータ１０９は、ＸＭＬ応答を調べ、適切
に処理し、ＨＴＭＬ形式の応答メッセージ又はＸＭＬ形式の応答メッセージを、送信側パ
ーソナルデジタルアシスタント１１８へ発行する。
【００６５】
　前述したように、ＲｏｕｔｅＰＤＡチャネルは、ＰＤＡ１１８から受信したＨＴＴＰ要
求メッセージを第２の中央コンピュータへルーティングし、次いで第２の中央コンピュー
タによって返信された対応するＨＴＴＰ応答を受信し、該当する場合には処理し、次いで
送信側ＰＤＡへルートバックするために、第１の中央コンピュータによって用いられる。
【００６６】
　従って、ＲｏｕｔｅＰＤＡ受信インターフェースは、ＰＤＡ１１８内に配置されたウェ
ブブラウザと通信するために用いられる。このインターフェースは、ＨＴＴＰ「ＧＥＴ」
プロトコル及びＨＴＴＰ「ＰＯＳＴ」プロトコルと一致するネームバリュー対として符号
化されたデータを含む入来ＨＴＴＰ要求メッセージを受信する。入来メッセージは、Ｉｎ
ｔｅｒｎｅｔ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｓｅｒｖｅｒ及び．ＮＥＴ　Ｆｒａｍｅｗｏｒ
ｋコンポーネントを介して、第１の中央コンピュータ上にロードされたアプリケーション
５４１２へルーティングされる。第１の中央コンピュータ上にロードされたアプリケーシ
ョン５４１２は、以下に論じるように、．ＮＥＴ　Ｆｒａｍｅｗｏｒｋ５４１６及びＲｏ
ｕｔｅＰＤＡ発信インターフェースを用いて、入来メッセージを、第２の中央コンピュー
タへルーティングする。
【００６７】
　ＨＴＴＰ応答がＲｏｕｔｅＰＤＡ発信インターフェースにおいて受信されると、第１の
中央コンピュータ上にロードされたアプリケーション５４１２は、該応答がＨＴＭＬ形式
を用いているか或いはＸＭＬ形式を用いているかを判定する。ＨＴＭＬ形式の応答は、更
に処理されることなく、第１の中央コンピュータによって、．ＮＥＴ　Ｆｒａｍｅｗｏｒ
ｋコンポーネント５４１６及びＩｎｔｅｒｎｅｔ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｓｅｒｖｅ
ｒコンポーネント５４２２を介して、ＰＤＡへルーティングされる。
【００６８】
　しかしながら、ＸＭＬ形式の応答は、処方箋比較結果ページ又はポンプ監視ページなど
の第１の中央コンピュータが生成するウェブページをユーザが要求した旨の信号を第１の
中央コンピュータに送信するために、第２の中央コンピュータ１０８ａによって用いられ
る。第１の中央コンピュータは、第２の中央コンピュータからのＸＭＬ応答を調べ、適切
に処理し、．ＮＥＴ　Ｆｒａｍｅｗｏｒｋ及びＩｎｔｅｒｎｅｔ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏ
ｎ　Ｓｅｒｖｅｒコンポーネントを介して、ＨＴＭＬ形式又はＸＭＬ形式の応答を、適切
なＰＤＡへ発行する。ＲｏｕｔｅＰＤＡインターフェースは、ＰＤＡ内に含まれたウェブ
ブラウザの固有の同期動作のために、本質的に同期的であることが好ましい。
【００６９】
　ＲｏｕｔｅＰＤＡ受信インターフェースとは対照的に、ＲｏｕｔｅＰＤＡ発信インター
フェースは、第１の中央コンピュータ上にロードされたアプリケーション５４１２によっ
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てパーソナルデジタルアシスタントサブシステムから受信されたＨＴＴＰ要求メッセージ
を処理のために第２の中央コンピュータへルーティングし、次いで返信として第２の中央
コンピュータによって送信された対応するＨＴＴＰ応答を受信するために用いられる。
【００７０】
　ＤａｔａｂａｓｅＲｅｆｒｅｓｈＬｉｓｔｅｎｅｒチャネル及びＲｏｕｔｅＰＤＡチャ
ネルの両方において、第１の中央コンピュータ１０９は、好ましくはこの目的専用の孤立
ポイントツーポイントイーサネット（登録商標）サブシステム１０３を通じて、第２の中
央コンピュータ１０８ａからの情報を送受信する。
【００７１】
　上述したように、ＤａｔａｂａｓｅＲｅｆｒｅｓｈＬｉｓｔｅｎｅｒチャネルを利用す
るにあたり、第１の中央コンピュータは、専用リンク１０３上に専用ウェブサービスを公
開し、該専用ウェブサービスは、第２の中央コンピュータによって利用され、新たな更新
されたデータベース情報（患者情報、臨床家情報、薬局情報等のような）が、定期的にか
つ必要に応じて、第１の中央コンピュータに対して複製される。また、データは、第２の
中央コンピュータから第１の中央コンピュータへ提供される。
【００７２】
　更に、臨床家の端末装置末端部においてＲｏｕｔｅＰＤＡチャネルを利用するにあたっ
ては、第１の中央コンピュータ１０９は、ＨＴＴＰスタイルのウェブページを提供し且つ
ＰＤＡ装置１１８との認証されたウェブセッションを維持するＮＥＴ　ＩＩＳ　Ｓｅｒｖ
ｅｒインターフェースを公開する。換言すれば、臨床家の端末装置は（即ちパーソナルデ
ジタルアシスタント１１８）第１の中央コンピュータ１０９から認証済みウェブページを
受信する。
【００７３】
　第２の中央コンピュータへの専用接続１０３の第１の中央コンピュータ側端部において
、第１の中央コンピュータは、第１の中央コンピュータに接続された各ＰＤＡ装置１１８
の仮想ＨＴＴＰセッションを設定し、第１の中央コンピュータによって受信されている際
のＰＤＡからのＨＴＴＰ要求を中継し、第２の中央コンピュータに対するウェブブラウザ
を模倣する。換言すれば、第１の中央コンピュータは、第２の中央コンピュータへの専用
接続１０３を通じて、妥当性未確認を必要とする要求を第２の中央コンピュータへ中継す
る。
【００７４】
　従って、情報がＰＤＡ１１８とサーバシステムとの間を流れる際に、第２の中央コンピ
ュータ側から発信される情報又は組み合わせ情報が存在する必要があり、第２の中央コン
ピュータは、ＸＭＬのＳＯＡＰパケットを第１の中央コンピュータによって専用リンク１
０３上に公開されたウェブサービスに通知し、第１の中央コンピュータは、ＸＭＬデータ
を用いて、本システムの第１の中央コンピュータ側から発信される情報との組み合わせ操
作を実行し、得られた結果をＨＴＭＬに変換し、次いで、該ＨＴＭＬを、臨床家のＰＤＡ
装置１１８に返信する。
【００７５】
　ＰｕｍｐＤａｔａＬｉｓｔｅｎｅｒと呼ばれる第５の外部ソフトウェアコンポーネント
インターフェースは、本明細書により詳細に説明する、ハブサブシステムとの通信用の受
信インターフェースである。一実施形態では、ＰｕｍｐＤａｔａＬｉｓｔｅｎｅｒインタ
ーフェースは、ポンプデータの転送が通信の検証を除き片方向のみであるために、対応す
る発信インターフェースを有しない。しかしながら、代替的実施形態では、医療機器１２
０に対するポンプコマンド及び制御データの転送用に、発信インターフェースを備えるこ
とができる。
【００７６】
　ＰｕｍｐＤａｔａＬｉｓｔｅｎｅｒ受信インターフェースは、ハブサブシステムからの
データの受信用に用いられる。このインターフェースは、「ＳｅｎｄＰｕｍｐＤａｔａ」
と呼ばれる単一のウェブサービスメソッドを含むのが好ましい。このメソッドは、ＳＯＡ
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Ｐプロトコルに準拠してフォーマットされたＸＭＬ符号化データを含む入来ＨＴＴＰ要求
メッセージを受信する。ＸＭＬ符号化データは、幾つかの様々な時間ごとの幾つかのポン
プ及び幾つかのチャネルからのデータを結合して単一の大きいメッセージ構造体とするこ
とができるように、階層形態に構成される。
【００７７】
　入来メッセージは、Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｓｅｒｖｅｒ及び．
ＮＥＴ　Ｆｒａｍｅｗｏｒｋコンポーネントを介して、第１の中央コンピュータのアプリ
ケーション内にロードされたアプリケーション５４１２へルーティングされる。第１の中
央コンピュータのアプリケーションは、ＡｃｔｉｖｅＤｉｒｅｃｔｏｒｙ　Ｄｏｍａｉｎ
　Ｓｅｒｖｉｃｅコンポーネントを用いて、ハブサブシステムのメッセージが真正なもの
であることを検証する。次いで、第１の中央コンピュータが内容を処理し、得られたデー
タをＳＱＬ　Ｓｅｒｖｅｒ　Ｄａｔａｂｅｓｅコンポーネント内に格納する。最後に、第
１の中央コンピュータのアプリケーションは、．ＮＥＴ　Ｆｒａｍｅｗｏｒｋ及びＩｎｔ
ｅｒｎｅｔ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｓｅｒｖｅｒコンポーネントを介して、送信側ハ
ブ装置に対し、ＨＴＴＰ応答メッセージを発行する。この応答メッセージは、データの転
送及び処理の成功又は失敗を示した。
【００７８】
　第１の中央コンピュータ（即ちサーバ１０９）によってハブ１０７から受信されたデー
タパケットは、第１の中央コンピュータの第１の中央データベース内に格納されるのが好
ましい。好適には、アラームイベント又はアラートイベントがパケット内に含まれている
場合、第１の中央コンピュータは、臨床家のデジタルアシスタント１１８を介し、適切な
臨床家に対してそのイベントを直ちに配布してもよく、又は代替的に、第１の中央コンピ
ュータが該イベントを第１の中央コンピュータのデータベースに入力し、後に、適切な臨
床家によってそのデジタルアシスタントを介して要求されたときに、該情報を配布しても
よい。先に述べたように、第１の中央コンピュータ１０９は、臨床家が本システムにログ
オンする度に認証される、そのデジタルアシスタント１１８にログオンした全ての臨床家
のログを保持する。
【００７９】
　ＰｕｍｐＤａｔａＬｉｓｔｅｎｅｒ受信インターフェースは、本質的に非同期的で、従
って、ハブサブシステムを可能な限り第１の中央コンピュータサブシステムから分離して
いるのが好ましい。分離により、ハブサブシステム内のハブ１０７を、プログラム制御下
で、応答を待ちながら連続的にデータを処理し、且つ通信の損失に応答するにようにプロ
グラムすることが可能となる。それにもかかわらず、ＰｕｍｐＤａｔａＬｉｓｔｅｎｅｒ
は、「ハートビート」を維持し、全ての無線モジュール及び／又は遠隔ポンプ装置と中央
コンピュータとの間の通信の連続性の（欠如）を監視する。
【００８０】
　（臨床家のハンドヘルド装置との通信）
　本明細書に更に詳細に説明するように、ポンプ状態、アラート、アラーム、患者情報、
チャート情報、比較情報、すべき事を書いたリスト及び他のデータ／情報は、ディスプレ
イ１１８ａ並びに、所望であれば、可聴音発生装置又は音響発生装置（図示せず）を有す
るパーソナルデジタルアシスタント若しくはユーザインターフェース１１８を介して臨床
家に提供される。デジタルアシスタント１１８は、中央ネットワーク１０２、詳細には、
無線通信経路又はリンク１２６及び有線通信システム１１０を介して中央システム１０８
と通信する。先に述べたように、１つ又はそれ以上の無線アクセスポイント１１４が、無
線通信経路と有線通信システムとの間に、従来の方式で、インターフェースを提供する。
デジタルアシスタント１１８は、サーバ１０９及び１０８ａの両方からメッセージを受信
することができる。
【００８１】
　中央システム１０８とデジタルアシスタント１１８との間の通信は、双方向性であるの
が好ましい。更に、デジタルアシスタント１１８は、デジタルアシスタントと中央システ
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ム１０８又は無線アクセスポイント１１４との間の通信リンクの保全性を試験するための
モジュール若しくはアプリケーション（図示せず）を格納及び実行するのに十分なメモリ
並びに処理能力を含むことが望ましい。
【００８２】
　必ずしもそうであることが必要とは限らないが、デジタルアシスタント１１８上に導入
されるモジュール又はアプリケーションは、臨床家介入の有無にかかわらず実行すること
のできる、ＪＡＶＡ（登録商標）のような高レベルのプログラミング言語で書かれたスク
リプト又は他のコンピュータ命令（即ちソフトウェアコード）であるのが好ましい。スク
リプトは、本システムの受信側機能として、サーバ１０８ａ又は１０９からデジタルアシ
スタント１１８、若しくは医療機器１２０へ自動的にダウンロードすることができる。一
例を挙げれば、サーバからデジタルアシスタントへ自動的にダウンロードすることのでき
る１つの種類のスクリプトは、中央システム１０８又はアクセスポイント１１４から、通
知及びメッセージングを含む通信を定期的にポーリングするか若しくは監視することによ
って通信リンクの保全性を試験するスクリプトである。好ましい実施形態では、デジタル
アシスタント上で作動するスクリプトは、約３秒毎にシステム１０８をポーリングする。
中央システム１０８又はアクセスポイント１１４からの応答が受信されない場合、デジタ
ルアシスタント１１８上に導入されたモジュール又はアプリケーションがタイムアウトを
生成し、該タイムアウトにより、中央システム１０８との通信が失われていることを示す
可聴音及び／又は表示装置１１８ａへの通知がもたらされる。表示装置１１８ａ上への通
知は、例えば、通信リンクが失われていることを告げる情報ポップアップウィンドウの起
動、又は表示装置１１８ａ上のアクティブアイコン表示の変更とすることができる。本明
細書において使用し且つ当業者には理解されるタイムアウトは、モジュール又はアプリケ
ーションによって生成される出力であり、該モジュール若しくはアプリケーションがある
程度の時間入力を待ったがそれを受信しなかったことを示すものである。別の種類のスク
リプトは、アラーム又はアラートが引き起こさされたかどうかを判断するために、ポーリ
ングすることができる。数多くの他のスクリプトを、同時に実行することができる。本シ
ステムからデジタルアシスタントへダウンロードされたスクリプトを実行する１つの利点
は、各デジタルアシスタント１１８上にカスタムコードを導入する必要がない点である。
何らかのイベント（即ち、メッセージ、通知、アラーム、アラート等）が存在する場合、
デジタルアシスタント１１８は、サーバから該イベントを自動的に取り出し、それを、デ
ジタルアシスタント１１８のインターフェース画面上に表示する。本スクリプト手法の他
の付加的利点は、１）スクリプトコードを、各デジタルアシスタントに更新することを要
求せずに、中央サーバにおいて容易に更新することができる、２）機能性がハードウェア
に依存せず、従ってデジタルアシスタントに対する変更又はアップグレードによるスクリ
プトの動作への影響がごくわずかであるために、デジタルアシスタントのハードウェアプ
ラットフォームとは比較的無関係に、スクリプトを検証／妥当性確認することができると
いう点である。
【００８３】
　先に述べたように、各臨床家が、一実施形態では臨床家にイベント表示用の専用フレー
ムを有するＨＴＭＬフレームセットからなるページのビューを提供する、関連付けられた
デジタルアシスタント１１８を有するのが好ましい。専用フレームは、イベントの表示用
にＪＡＶＡ（登録商標）スクリプトを挿入することができ、該スクリプトは、デジタルア
シスタント１１８に向けられたポンプアラーム及びポンプアラートのような新たなイベン
トに関して第１の中央コンピュータ１１９に問い合わせを行う。何らかの新たなイベント
が発生していた場合、次いで、第１の中央コンピュータがこの情報をデジタルアシスタン
ト１１８に提供し、それが、そのようなイベントの表示用専用フレーム内に表示される。
【００８４】
　デジタルアシスタント１１８上に提供される１つの種類の通知は、デジタルアシスタン
ト１１８によって提示されたデータが最新のものではなく、アラート及びアラームへのア
クセスが得られないことを臨床家に通知する。逆に、デジタルアシスタント１１８も、デ
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ジタルアシスタント１１８が中央システム１０８にリンクされている際に、アラート又は
アラームに対するリアルタイムのアクセスを提供するために通知することができる。
【００８５】
　スクリプトを介して通常通信される他の通知には、限定するものではないが、ポンプの
「無音停止」、ポンプ注入限界値の変更、注入の終了、閉塞傾向情報、ローバッテリ、事
前閉塞インジケータ、ボーラスの過剰使用、静脈を開放状態に維持せよとのアラート、迅
速投薬通知、オーダ修正、検査結果、放射線診断結果、更新、遠隔測定データ及び／又は
バイタルサイン情報の変更、看護師に連絡を試みている医師又は薬局、看護師を求めてい
る患者、通信の損失、他の装置からのメッセージ、極めて重要な情報に基づく医療機器に
対する新たな速度、後続のパージ速度等が含まれる。
【００８６】
　先に述べたように、医療施設内の臨床家は、遠隔無線装置１１８（即ち、パーソナルデ
ジタルアシスタント（ＰＤＡ）１１８とも呼ばれる）、又は操作可能に取り付けられたバ
ーコードリーダを有するタブレットコンピュータ、若しくは点滴ポールに取り付けられた
ラップトップコンピュータであり、該コンピュータに操作可能に取り付けられたバーコー
ドリーダを有するもののような、無線或いは有線でネットワーク１０８に接続された他の
コンピュータ装置を介して、注入アラート、アラーム、及びメッセージにアクセスする。
【００８７】
　注入システム２１０は、臨床家及び他のユーザに、アラートイベント駆動型メッセージ
を自動化するための選択肢を提供するのが好ましい。更に、医療施設管理者及び他のユー
ザは、メッセージの種類又は分類、異常の重大度、及び時間ベースの注意喚起によって、
遠隔無線装置を介して現れる自動化メッセージングの種類をカスタマイズすることができ
る。更に、注入システムは、臨床家及び他のユーザに、可聴メッセージ、視覚メッセージ
、又は両方を設定する能力を提供する。
【００８８】
　注入システム２１０によって提供されるメッセージングは、ユーザが設定できるルール
エンジン、スケジューラ、及び注入ポンプシステムに接続するためのインターフェースを
含むのが好ましい。更に、結果駆動型メッセージングは、ワークステーション、電子タブ
レット、無線パーソナルデジタルアシスタント等を介して、臨床家に対してポイントオブ
ケアにおけるリアルタイムの決定支援を行うことが望ましい。
【００８９】
　通常、注入ポンプ１２０とネットワーク１０２間、更にはネットワーク１０２と臨床家
のデジタル装置１１８間の通信は、とりわけ、臨床家１１６が、電子的手段によって比較
された薬局入力オーダをプログラムされたポンプ設定値と比較観察し且つ／又はポンプを
プログラムし、ポンプのアラート及びアラームを遠隔観察する方法として本システムを用
い、ポンプ状態を遠隔観察し、通知を閲覧し、且つ注入設定値の変更履歴を閲覧すること
を可能にする。
【００９０】
　（患者医療システム）
　図１に戻って説明すると、患者医療システム１００は、コンピュータ化医師オーダエン
トリモジュール（ＣＰＯＥ）、病棟薬局モジュール、無線看護師臨床記録システム、及び
電子患者カルテモジュールを含むのが好ましい。一実施形態では、そのようなシステム及
びモジュールは、第２の中央サーバ若しくは第２の中央コンピュータ１０８ａのアプリケ
ーションである。患者医療システム１００は、薬剤の送達に対して包括的な患者安全解を
提供することが望ましい。患者医療システム１００内に、当業者に既知のＨＬ７インター
フェースのようなインターフェースを用いて既存の患者医療システムを共にリンクするソ
フトウェアモジュールが備えられている。患者医療システム１００は、種々のコンピュー
タ及びパーソナルデジタルアシスタント製品上で作動して、オーダを伝送し、患者カルテ
を更新し、且つアラート、アラーム並びにメッセージにアクセスするのが好ましい。
【００９１】
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　コンピュータ化医師オーダエントリモジュールは、医師が薬剤オーダを入力し、アラー
ト、アラーム、メッセージ、注意喚起、バイタルサイン及び結果にアクセスすることを可
能にする。薬局モジュールは、処方された薬物を、文書化された患者のアレルギーに対し
て、また他の薬物及び食品との適合性に対してチェックする。薬局モジュールはまた、在
庫管理に対してリアルタイムのデータをも提供する。看護師投薬記録モジュールは、患者
のベッドサイドで直ちに入手でき、従ってポイントオブケアにおける薬剤及び用量の検証
を保証する臨床情報を提供する。
【００９２】
　患者医療システム１００は、薬物送達用製品を、薬剤の安全且つ効果的な送達を保障す
るのを支援するために必要な情報と統合する。患者医療システム１００の臨床決定支援及
び付随するアラート、アラーム、警告、及びメッセージングは、臨床家が増大する時間と
費用の圧迫下で患者管理を行う際の、臨床家に対する支援のセーフティーネットとなる。
この情報は、臨床家のワークフローを改善する方法でデータを提供し、治療の実施をより
容易にする、無線ネットワークを通じて提供されるのが好ましい。
【００９３】
　（注入システムの概要）
　患者医療システム１００内の注入システム２１０、又は医療システム２１０は、数ある
中でも特に、コンピュータによる処方及び電子医療記録（ｅＭＡＲ）を提供する。注入シ
ステム２１０は、臨床記録、薬歴管理、在庫追跡、及びメッセージングを、臨床家にとっ
て容易なものとする。患者医療システム１００は、バーコーディングとリアルタイム技術
を組み合わせて、正しい患者が、正しい薬剤及び正しい量を、正しい時間に、正しいルー
トを介して受け取ることを保証するのを支援する。注入システム２１０は、アラート、ア
ラーム、メッセージ、及び、限定するものではないが、検査値、範囲外、及び用量誤りの
ような注意を喚起ものを提供する。正しい投薬の検証機能の一部として、本システムは、
注入ポンプ設定値の検証をも行うことができる。
【００９４】
　本明細書に更に詳細に説明するように、注入システム２１０は、少なくとも部分的に、
無線遠隔パーソナルデジタルアシスタント、ワークステーション、医師オーダエントリモ
ジュール、電子タブレット、プロセッサ制御注入ポンプ等のような１つ又はそれ以上の電
子計算装置上に常駐する。注入システム２１０は、１つ又はそれ以上の電子計算装置を介
して、数多くの病院による設定が可能なアラート及びアラームを、様々な形式で表示する
ように構成することができる。一実施形態では、時間ベースのアラートを提供し、必ずし
も限定するものではないが、注入速度の変更のような患者管理機能を実行することを臨床
家に気付かせる。更に、必ずしも限定するものではないが、注入の断絶のような緊急アラ
ームを提供する。また更に、必ずしも限定するものではないが、注入の完了又はラインの
閉鎖のような緊急性のより低いメッセージを提供する。更に、１台又はそれ以上の無線遠
隔パーソナルデジタルアシスタント又は他の電子計算装置を介して、医療施設内のどこか
らでも注入状態を見ることができる。
【００９５】
　後に更に詳細に開示するように、システム２１０は、アラーム又はアラートをエスカレ
ートさせ、該アラーム若しくはアラートは、所定の時間内は、修正されたことを表示しな
い。アラーム又はアラートのエスカレーションを引き起こすことのできる条件は、医療施
設によって定義されるのが好ましい。同様に、アラーム又はアラートがエスカレートする
までの時間も、医療施設によって定義することができる。従って、所定の時間内に臨床家
によって正されないあらかじめ定義されたアラーム又はアラートは、関連するアラーム若
しくはアラートのエスカレーションをもたらすことになる。従って、関連付けられた可聴
音の音量とすることができるアラーム又はアラートの高まりを本システムによって臨床家
が通知される頻度は、増大されるのが好ましい。
【００９６】
　当業者には分かるように、注入システム２１０は、患者のオーダによって施されている
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注入をチェックすることにより、患者の安全を保障するのを支援する。本明細書に更に詳
細に説明するように、注入バッグ及び患者ＩＤがスキャンされるバーコーディング方式が
用いられる。注入情報は、電子計算装置とポンプの両方に表示され、正しい注入が、正し
い時間に、正しい経路及び正しい速度で、正しい患者に対して施されていることを保証す
るのを支援する。一実施形態では、上述の投与の「正しさ（ｒｉｇｈｔｓ）」が一致しな
い場合、可聴及び可視アラートが、電子装置上に出現する。更に、臨床家が注入ポンプ速
度を設定している場合には、プログラムされた設定値が患者の注入オーダと一致しない場
合、後に更に詳細に説明する比較工程を通じて、電子計算装置上に可聴アラート及び可視
アラートが出現する。更に常時、臨床家が、電子装置を介して、注入ポンプの設定値をチ
ェックし、該設定値が中央データベース１０８ｂ内に含まれた注入オーダと一致するかど
うかを確認することができる。
【００９７】
　一実施形態では、注入システム２１０は、メッセージの重大度若しくは緊急度の迅速な
識別のために、１台又はそれ以上の電子計算装置等を介して、様々な音色又はフレーズを
有するアラート及びアラームを提供する。従来の注入ポンプのアラート及びアラームを、
必ずしも限定するものではないが、パーソナルデジタルアシスタントなどの電子計算装置
上に表示し、全ての担当患者に関する注入状態の臨床家への報告を維持し、それにより問
題を解決し且つワークフローの安全を向上させるための時間を節約することができるのが
望ましい。
【００９８】
　とりわけ、全てのアラーム及びアラートを、報告目的で中央システムデータベースから
取り出すことができるのが好ましい。取り出し可能なデータは、医療施設がアラーム、ア
ラート及び警告によって誤投薬が回避された回数を調査並びに解析するのを支援すること
ができる。
【００９９】
　可聴式のアラート及びアラームは、メッセージ又は問題点に関連する重大度又は緊急度
に応じて異なる音を発するように設定されるのが望ましい。応急手当を必要とするアラー
ムは、緊急度がより低いアラートと異なる音を出す。問題を説明した視覚テキストが、１
台又はそれ以上の電子計算装置によって表示されるのが好ましい。一実施形態では、注入
が完了に近づきつつあるか又は完了したときに、パーソナルデジタルアシスタント上にア
ラートが鳴動する。パーソナルデジタルアシスタントはまた、患者、場所、注入の種類、
及び注入バッグが空になるまでの残り時間をも表示する。臨床家は常時、パーソナルデジ
タルアシスタントを介して、注入状態にアクセスすることができ、従って、それに応じて
対応することができる。一実施形態では、病室を訪問する前に、臨床家は、パーソナルデ
ジタルアシスタント上で注入状態を見、近いうちに別のバッグが必要となるかどうかを判
断することができる。別の注入バッグが必要な場合、臨床家は、病室に到着した後に新た
なバッグが必要であることを認識するのではなく、最初の訪問の際に新たなバッグを持参
し、時間を節約することができる。同様に、薬局は、次の注入バッグの混合及び送達の計
画を立てるために、残り時間を含め、状態を観察することができる。
【０１００】
　所望であれば、また当業者には分かるように、注入ポンプに関連する他のアラーム及び
アラートを、注入ポンプから遠隔の場所にある電子計算装置上で利用可能にすることがで
きる。患者情報を電子計算装置上に表示し、そのようにして看護時間及び問題を解決する
ステップを節約することができる。上述したように、ポンプがアラーム状態又はアラート
状態である場合、臨床家は、病室に行ってアラーム状態若しくはアラート状態を物理的に
修正する前に、パーソナルデジタルアシスタント上で、患者情報、薬物オーダ、アラーム
メッセージ又はアラートメッセージを閲覧し、必要なアイテムを集めることができる。
【０１０１】
　一実施形態では、注入システム２１０は、臨床家に計画された注入オーダに関して合図
を送るための、設定可能な時間ベースのアラートを提供する。従って、２００ｍｌ／時間
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で２時間、その後５０ｍｌ／時間に低減してＮＳを運転するための漸減オーダにより、注
入システム２１０は、注入開始２時間後、看護師に速度を低減するように通知する。更に
、計画された注入が施設によって設定された時間許容範囲を越えたときに臨床家に通知す
るための後アラートを提供する。更に、硬膜外モルヒネ注入開始後などに痛みの評価を行
うためのアラートのような時間ベースのプロトコルを生成する。
【０１０２】
　注入システム２１０の設定可能な態様は、パーソナルデジタルアシスタントのような電
子計算装置によって発せられる可聴アラートをも含む。可聴アラートは、医療施設内の独
自の環境を満たすために、該医療施設によって、該医療施設の特定部門内で設定可能とす
ることができるのが好ましい。
【０１０３】
　先に述べたように、複数の視覚アラート及びメッセージを、パーソナルデジタルアシス
タントなどの電子計算装置によって表示し、該メッセージの重要度及び緊急度を示すこと
ができる。色、点滅、及び太字のテキストが表示メッセージングのオプションであるのが
望ましい。更に、メッセージが生成される際に、ハイパーリンクを提供することができる
。また、ディスプレイ上にアイコンも用いることができ、且つ、緊急メッセージは、ハン
ドヘルド電子装置等に割り込み、直ちに臨床家へ通知するように設定することができる。
更に、アラーム／アラートのエスカレーションが、システム２１０によって提供される。
アラーム／アラート及びそのエスカレーションについては、後に詳述する。
【０１０４】
　これも先に述べたように、注入システム２１０は、臨床家がパーソナルデジタルアシス
タント等のような電子計算装置上で全ての注入又は担当患者を観察し、そのようにして病
室を往復して移動するのに費やす時間を低減することを可能にする。更に、薬物の量、希
釈剤、投与量、及び注入速度の検証のために、処方情報が電子計算装置上に表示される。
更に、注入のリアルタイムの状態を見ることが可能であり、１時間当たりのミリリットル
数等、注入の持続時間、注入量、残り時間、及び未注入量を表示することができる。先に
述べたように、注入状態及び流速履歴は、電子計算装置を介して、医療施設内のどこから
でも見ることができる。
【０１０５】
　本明細書に更に詳細に説明するように、注入システム２１０は、患者の体重に基づいて
オーダされる投与量を計算し、適切な速度を表示して注入を実行することができる。注入
がオーダされた投与量以外で実行されるように設定されている場合、メッセージが生成さ
れる。更に、小児用量投与が利用可能であり、医療施設内の小児部門に設定される。
【０１０６】
　一実施形態では、一次注入及びピギーバックのような二次注入の状態が、注入システム
２１０によって、パーソナルデジタルアシスタントなどの電子計算装置上に表示される。
臨床家は、ピギーバックにおける注入残量を常時チェックすることができ、ピギーバック
が完了し、一次注入が再開されたときに、メッセージが表示される。更に、在庫及び注入
オーダを補充するように、薬局にメッセージが送信される。
【０１０７】
　所望であれば、注入システム２１０は、注入をプログラムする臨床家が設定範囲外で実
行するのを警告するために、医療施設がシステムの注入限界値を規定することを可能にす
る。警告は、臨床家が警告を無効にするか又は指定変更を禁止するように設定することが
できる。当業者には分かるように、特定の注入に対して指定変更を禁止することは、患者
が不注意によって過量摂取を受けるのを防止することができる。
【０１０８】
　注入システム２１０はまた、医療施設内の各専門部門の必要性に関連する参照情報の表
示に備えることもできる。専門部門の方針及び手順に加えて、薬物情報を、パーソナルデ
ジタルアシスタントなどの電子装置上で見ることができる。プロトコル及び標準オーダに
ついては、患者の状態に基づいてメッセージを提供するように設定することができる。例
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えば、一実施形態では、ヘパリン注入プロトコルは、臨床家に新たな血糖値検査結果を通
知し、スライド制プロトコルに基づいて決定されたミリリットル数によってインスリン注
入量を滴定するように設定されている。
【０１０９】
　更に、設定された規則を通じて、特定の注入に関するメッセージ又は通知が、それらが
患者の状態に関係する際に看護師に送信される。例えば、一実施形態では、腎毒性の注入
を受けている患者のＢＵＮ及びクレアチニンが増加した場合、メッセージが生成される。
更に、特定の注入量が滴定されている際にメッセージを生成するようにプロトコルを設定
することができる。例えば、一実施形態では、臨床家がドーパミン注入量を滴定する際に
、血圧を記録するためのメッセージを設定することができる。更に、血行動態モニタリン
グパラメータを注入にリンクし、メッセージを生成することができる。
【０１１０】
　先に述べたように、新たな注入オーダを、臨床家に新たなオーダを通知するメッセージ
を提供するように設定することができる。メッセージは、テキスト、カラーアラート、点
滅するハイパーリンク、アイコン等のような可聴式及び視覚式に構成することができる。
迅速オーダ及び中止オーダは、それらを非緊急メッセージと区別するために、優先度の高
いメッセージとして設定することができる。
【０１１１】
　医療施設によって教育的メッセージが生成され且つ設定されるのが好ましい。例えば、
一実施形態では、特定のチューブセット（例えば非ＰＶＣ）を必要とする注入は、臨床家
に知識を提供するメッセージを表示することになる。更に別の実施形態では、例えば、中
心静脈投与を必要とする注入は、末梢静脈に注入しないようにとの警告を表示することに
なる。
【０１１２】
　一実施形態では、次の仕事を完了することをユーザに気付かせるスケジューリングメッ
セージが生成され、１台又はそれ以上の電子計算装置上に表示される。例えば漸減注入な
どの場合には、予定時刻に注入速度を変えるようにとのアラートが、電子計算装置に送信
される。更に、例えば輸血プロトコルのような時間ベースのアラートを有するプロトコル
を設定することができる。
【０１１３】
　再び図１に移って説明すると、また上述したように、患者医療システム１００は、投薬
オーダ、調剤、及び投与を患者のベッドサイドで行うことを可能にする。医師は、無線ハ
ンドヘルド装置を用いて、簡単な処方及び複雑な処方、静注療法並びに完全静脈栄養療法
（ＴＰＮ）をオーダすることができる。注入システム２１０は、正しい投与量のみならず
、薬物間相互作用及び他の発生し得る過誤をチェックする。次いで、注入システム２１０
は、このデータを、リアルタイムで、患者医療施設又は現地薬局、病院の看護部門、在宅
医療部門、及び／若しくは診療所へ伝送する。
【０１１４】
　臨床家は、ハンドヘルド装置を用いて、カルテデータベースにアクセスすることができ
る。一実施形態では、臨床家は、バーコードを付された投薬法及び患者のバーコードを付
されたブレスレットをスキャンし、正しい投薬、投与量、及び何らかの薬物を投与するま
での時間を確認する。注入システム２１０は、カルテ及び投与記録を更新し、それにより
、全てではないにしても、多大な時間を必要とする事務処理を排除する。従って、注入シ
ステム２１０は、最大限に命を救いながら、費用を削減し且つ効率を改善し得る。患者医
療システム１００は、電子患者カルテ及び電子処方、ポイントオブケアから薬局までの完
全な調剤並びに在庫管理の提供を含む、アクセスが管理された携帯型及び静止型の投薬法
並びに倉庫を含むことができる。
【０１１５】
　先に述べたように、図１は、患者医療システム１００の図式表示である。患者医療シス
テム１００は、ネットワーク１０２によってリンクされた、薬局のコンピュータ１０４、
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中央システム１０８、及び診療場所１０６を含む。一実施形態では、薬局のコンピュータ
１０４は、処理装置１０４ａ、キーボード１０４ｂ、ビデオディスプレイ１０４ｃ、プリ
ンタ１０４ｄ、バーコードリーダ１０４ｅ、及びマウス１０４ｆを含む。図１には示して
いないが、患者医療システム１００は、病院管理、看護室用サブシステム、臨床情報サブ
システム、病院情報サブシステム、入退転院（ＡＤＴ）サブシステム、請求書発行サブシ
ステム、及び／又は一般に従来の患者医療システムに含まれる他のサブシステムをも含む
ことができる。そのようなシステムは一般に、第２の中央サーバ１０８ａと連動する。
【０１１６】
　一実施形態では、中央システム１０８は、中央サービスコンピュータ１０８ａ、データ
ベース１０８ｂ、ビデオディスプレイ１０８ｃ、入出力コンポーネント、及び当業者に既
知の他の従来のハードウェアコンポーネントを含む。ネットワーク１０２は、有線通信シ
ステム１１０部分及び無線通信システム部分を含むのが好ましい。有線通信システム１１
０は、限定するものではないが、イーサネット（登録商標）配線システム、及び薄いネッ
トシステムとすることができる。
【０１１７】
　一実施形態では、治療場所１０６は、治療用ベッド１０６ａ、注入ポンプ１２０、医療
用カート１３２を含むことができる。図１では、臨床家１１６及び患者１１２は、治療場
所１０６内に示されている。薬剤１２４は、注入ポンプ１２０又は他の医療機器を用いて
投与される種類のものであることができる。薬剤１２４は、医療機器を用いずに投与され
る種類のものであることもできる。薬剤は、医療用カート１３２の薬剤保管領域１３２ａ
に保管することができる。臨床家１１６は、患者１１２に薬剤１２４を投与する工程にお
いて、デジタルアシスタント１１８を用いる。
【０１１８】
　一実施形態では、臨床家１１６は、患者１１２の治療中に、デジタルアシスタント１１
８を使用して、第１の無線通信路１２６を介して、ネットワーク１０２の有線通信システ
ム１１０と通信する。注入ポンプ１２０は、第２の無線通信路１２８を介して有線通信シ
ステム１１０と通信する機能を有する。薬剤用カート１３２も、無線通信路（図１には示
さず）を介して通信する機能を有する。無線トランシーバ１１４は、有線通信システム１
１０のインターフェースとなる。ネットワークの無線通信システム部分は、限定するもの
ではないが、ＩＥＥＥ　８０２．１１ｂ「無線イーサネット（登録商標）」、ローカルエ
リアネットワーク、無線ローカルエリアネットワーク、ツリートポグラフィ（ｔｒｅｅ　
ｔｏｐｏｇｒａｐｈｙ）を有するネットワーク、リングトポグラフィ（ｒｉｎｇ　ｔｏｐ
ｏｇｒａｐｈｙ）を有するネットワーク、無線インターネットアクセスポイントシステム
、イーサネット（登録商標）、インターネット、無線通信、赤外線、光ファイバ、及び電
話などの当業者に周知の技術を用いることができる。図１には無線通信システムとして示
しているが、通信経路は、代替的に、有線通信経路としてもよい。
【０１１９】
　患者医療システム１００においては、医師は、患者１１２用薬剤１２４をオーダするこ
とができる。一実施形態では、オーダは、診療場所１０６における臨床家１１６を端緒と
することができる。医師及び／又は臨床家１１６は、コンピュータ化医師オーダエントリ
システム（ＣＰＯＥ）、薬剤用カート１３２又は同様の装置を用いて、患者１１２用薬剤
１２４をオーダすることができる。当業者は、従来のコンピュータ化医師オーダエントリ
システムには精通している。その名称に関係なく、臨床家１１６は、コンピュータ化医師
オーダエントリシステムを用いることができる。薬剤１２４を注入ポンプ１２０を通じて
投与するのが効率的である場合、注入オーダは、注入ポンプ１２０に対する運転パラメー
タを生成するための情報を含む。運転パラメータは、注入オーダに従って動作するように
注入ポンプ１２０をプログラムするのに必要な情報及び／又は命令のセットである。
【０１２０】
　注入オーダは、薬局、看護センタ、看護現場、及び診療場所１０６を含む様々な場所で
入力することができる。オーダを薬局で入力する場合、それは、キーボード１０４ｂ、マ
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ウス１０４ｆ、タッチスクリーン式ディスプレイ、ＣＰＯＥシステム及び／又は医療用カ
ート１３２などの入出力装置を介して、薬局のコンピュータ１０４に入力することができ
る。処理装置１０４ａは、手入力されたオーダを、コンピュータ可読データに変換するこ
とができる。ＣＰＯＥのような装置は、オーダを、処理装置１０４ａへの導入に先立って
、コンピュータ可読データに変換することができる。次いで、運転パラメータが、プリン
タ１０４ｄによって、薬剤ラベル１２４ａ上にバーコード形式で印刷される。次いで、薬
剤ラベル１２４ａが薬剤１２４容器に貼付される。次に、薬剤１２４容器が、診療場所１
０６に輸送される。次いで、薬剤１２４を、経口による方法及び注入ポンプ１２０を通じ
る方法を含む当業界で既知の種々の方法で患者１１２に投与することができる。薬剤１２
４が経口投与される場合、臨床家１１６は、デジタルアシスタント１１８及び／又は医療
用カート１３２を介して通信することができる。医療用カート１３２はコンピュータ化さ
れており、通常、キーボード（図示せず）、ディスプレイ１３２ｂ及びバーコードスキャ
ナ（図示せず）のような他の入出力装置を有する。
【０１２１】
　当業者には分かるように、注入バッグも前もって混合することができ、薬剤１２４を識
別する非患者別バーコードがバッグに貼付される。更に、注入バッグは、薬局又は現場で
混合することができ、薬剤１２４及び、所望であれば、薬剤を患者に投与すべき時を特定
する患者専別バーコードがバッグに貼付される。
【０１２２】
　治療場所では、薬剤１２４は、注入ポンプ１２０から患者１１２まで走る静注（ＩＶ）
ライン１３０と共に注入ポンプ１２０上に搭載することができる。注入ポンプ１２０は、
ポンピングユニット１２０ａ、キーパッド１２０ｂ、ディスプレイ１２０ｃ、注入ポンプ
ＩＤ１２０ｄ、及びアンテナ１２０ｅを含むことができる。先行技術の注入ポンプには、
本システム１００を完全に実施するために、無線アダプタ（図示せず）を備えることがで
きる。先行技術の注入ポンプのバッテリー寿命低下を回避するために必要であれば、無線
アダプタは、それ自体のバッテリーを有することができる。無線アダプタは、電力消費及
びネットワークトラフィクを最小限に抑えるために、限定するものではないが、蓄積交換
データ管理及びデータ圧縮のようなインテリジェントデータ管理手法を用いることもでき
る。無線アダプタはまた、ネットワーク１０２が機能していないときでさえもデジタルア
シスタント１１８と通信する機能を含むこともできる。
【０１２３】
　一実施形態では、患者医療システム１００は、限定するものではないが、職員識別子、
機器識別子、及び薬剤識別子などの種々の識別子を含むことができる。図１では、臨床家
１１６は、臨床家バッジ１１６ａ識別子を有することができ、患者１１２は、リストバン
ド１１２ａ識別子を有することができ、注入ポンプ１２０は、注入ポンプＩＤ１２０ｄ識
別子を有することができ、薬剤１２４は、薬剤ラベル１２４ａ識別子を有することができ
る。臨床家バッジ１１６ａ、リストバンド１１２ａ、注入ポンプＩＤ１２０ｄ及び薬剤ラ
ベル１２４ａは、それらに関連付けられた職員、機器、又は薬剤を識別する情報を含む。
識別子は、追加情報を含むこともできる。例えば、薬剤ラベル１２４ａは、薬剤１２４の
受容対象者に関する情報、注入ポンプ１２０に対する運転パラメータ、及び薬剤１２４の
ロット番号並びに期限切れに関する情報を含むことができる。識別子に含まれる情報は印
刷してもよいが、限定するものではないが、バーコードなどの光学式に読み取り可能な装
置用のフォーマットのような装置読み取り可能フォーマット、ＲＦＩＤ、ｉＢｕｔｔｏｎ
、スマートカードなどの高周波（ＲＦ）装置可読フォーマット、及びレーザ可読フォーマ
ットのような装置可読フォーマットであるのが好ましい。デジタルアシスタント１１８は
、ディスプレイ１１８ａを含むことができ、且つ指紋などのバイオメトリック情報を含む
識別子を読み取る機能を有することができる。
【０１２４】
　リストバンド１１２ａは通常、患者１１２が医療施設内に入院する際に患者１１２上に
配置される。リストバンド１１２ａは、患者識別子を含む。患者識別子は、患者を識別す
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るための印刷された情報及び治療を行う医師の氏名などの追加情報を含むことができる。
患者１１２用患者識別子は、限定するものではないが、患者の氏名、年齢、社会保障番号
、患者の血液型、住所、アレルギー、病院ＩＤ番号、及び患者の親類の氏名などの情報を
含むことができる。一実施形態では、患者識別子は、これも必要な場合又は所望の場合の
相互参照に備えて中央データベース内に格納された、患者間の独自の参照コード若しくは
パスワードを含むことができる。
【０１２５】
　（本システムのシステムハードウェア／ソフトウェアアーキテクチャ）
　図２は、図１の薬局のコンピュータ１０４、中央システム１０８、ＣＰＯＥ、デジタル
アシスタント１１８、及び／又は投薬治療用カート１３２などのネットワーク１０２を介
して通信する任意の数の他のサブシステム内に含まれたコンピュータを表すコンピュータ
２００のブロック図である。先に述べたように、コンピュータ２００は、患者医療システ
ム１００内で用いるための、注入システム２１０、又は注入システム２１０の一部を含む
。図２を参照して説明する注入システムは、コンピュータプログラムであるのが好ましい
。しかしながら、注入システムは、全体的に又は部分的に、コンピュータプログラム以外
の方法及びシステムで実施してもよい。
【０１２６】
　当業界における重大な関心事は、正しい薬剤が正しい患者に投与されることである。従
って、注入システム２１０は、正しい薬剤が正しい患者に対して効率的な方法で投与され
ることを保証するのを支援するための特徴を含む。注入システム２１０は、ソフトウェア
、ファームウェア、ハードウェア、又はそれらの組み合わせ内に実装することができる。
１つの様式では、注入システム２１０は、実行可能プログラムとしてソフトウェア内に実
装され、パーソナルコンピュータ（ＰＣ；ＩＢＭ－互換ＰＣ、Ａｐｐｌｅ互換ＰＣ、その
他）、パーソナルデジタルアシスタント、ワークステーション、ミニコンピュータ、又は
メインフレームコンピュータのような１台又はそれ以上の特殊用途デジタルコンピュータ
又は汎用デジタルコンピュータによって実行される。注入システム２１０を実装すること
のできる汎用コンピュータの一例を、図２に示す。注入システム２１０は、限定するもの
ではないが、薬局のコンピュータ１０４、中央システム１０８、投薬治療用カート１３２
、及びデジタルアシスタント１１８などの任意のコンピュータ内に常駐することができか
、又は、その内部に常駐する様々な部分を有することができる。従って、図２のコンピュ
ータ２００は、注入システム２１０が内部に常駐又は部分的に常駐するいずれかのコンピ
ュータを代表するものである。
【０１２７】
　図２に示すように、一般に、ハードウェアアーキテクチャの観点では、コンピュータ２
００は、プロセッサ２０２、記憶装置２０４、ローカルインターフェース２０８を介して
通信可能に接続された１つ又はそれ以上の入出力（Ｉ／Ｏ）装置２０６（周辺装置）を含
む。ローカルインターフェース２０８は、限定するものではないが、例えば、当業界で既
知の、１つ又はそれ以上のバス又は他の有線接続若しくは無線接続とすることができる。
ローカルインターフェース２０８は、通信を可能にするための、簡略化のために省略され
た、制御装置、バッファ（キャッシュ）、ドライバ、リピータ、及び受信機などの追加要
素を有することができる。更に、ローカルインターフェースは、他のコンピュータコンポ
ーネント間の適切な通信を可能にするための、アドレス、制御、及び／又はデータ接続を
含むことができる。
【０１２８】
　プロセッサ２０２は、ソフトウェア、特に記憶装置２０４内に格納されたソフトウェア
を実行するためのハードウェア装置である。プロセッサ２０２は、任意の特注又は市販の
プロセッサ、中央処理装置（ＣＰＵ）、コンピュータ２００と関連付けられた幾つかのプ
ロセッサの中の補助プロセッサ、半導体ベースのマイクロプロセッサ（マイクロチップ若
しくはチップセットの形態の）、マクロプロセッサ、又はソフトウェア命令を実行するた
めの一般的な任意の装置とすることができる。適した市販されているマイクロプロセッサ
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の例は、以下のとおりである。Ｈｅｗｌｅｔｔ－Ｐａｃｋａｒｄ　Ｃｏｍｐａｎｙが提供
しているＰＡ－ＲＩＳＣシリーズのマイクロプロセッサ、Ｉｎｔｅｌ　Ｃｏｒｐｏｒａｔ
ｉｏｎが提供している８０×８６又はＰｅｎｔｉｕｍ（登録商標）シリーズのマイクロプ
ロセッサ、ＩＢＭが提供しているＰｏｗｅｒＰＣマイクロプロセッサ、Ｓｕｎ　Ｍｉｃｒ
ｏｓｙｓｔｅｍｓ，Ｉｎｃ．が提供しているＳｐａｒｃマイクロプロセッサ、又はＭｏｔ
ｏｒｏｌａ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎが提供している６８ｘｘｘシリーズのマイクロプロ
セッサ。プロセッサ２０２は、限定するものではないが、ＳＱＬ、Ｓｍａｌｌｔａｌｋ、
ＡＰＬ、ＫＬｉｓｐ、Ｓｎｏｂｏｌ、Ｄｅｖｅｌｏｐｅｒ　２００、ＭＵＭＰＳ／Ｍａｇ
ｉｃなどの分散型プロセシングアーキテクチャをも表すことができる。
【０１２９】
　記憶装置２０４は、揮発性メモリ素子（例えば、ランダムアクセスメモリ（ＤＲＡＭ、
ＳＲＡＭ、ＳＤＲＡＭ等のようなＲＡＭ））及び不揮発性メモリ素子（例えば、ＲＯＭ、
ハードドライブ、テープ、ＣＤＲＯＭ等）のうちの任意の１つ又はそれらの組み合わせを
含むことができる。更に、記憶装置２０４は、電子式、磁気式、光学式及び／又は他の種
類の記憶媒体を組み込むことができる。記憶装置２０４は、種々のコンポーネントが互い
に遠隔の位置にあるがそれでもなおプロセッサ２０２によってアクセスされる、分散型ア
ーキテクチャを有することができる。
【０１３０】
　記憶装置２０４内のソフトウェアは、１つ又はそれ以上の別個のプログラムを含むこと
ができる。別個のプログラムは、論理機能を実行するための実行可能命令の順序付きリス
トを備える。図２では、記憶装置２０４内のソフトウェアは、本発明による注入システム
２１０及び適したオペレーティングシステム（Ｏ／Ｓ）２１２を含む。適した市販されて
いるオペレーティングシステム２１２の非網羅的一覧は、以下のとおりである。（ａ）Ｍ
ｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから入手可能なＷｉｎｄｏｗｓ（登録商標）
オペレーティングシステム、（ｂ）Ｎｏｖｅｌｌ，Ｉｎｃ．から入手可能なＮｅｔｗａｒ
ｅオペレーティングシステム、（ｃ）Ａｐｐｌｅ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ，Ｉｎｃ．から入手
可能なＭａｃｉｎｔｏｓｈオペレーティングシステム、（ｄ）Ｈｅｗｌｅｔｔ－Ｐａｃｋ
ａｒｄ　Ｃｏｍｐａｎｙ、Ｓｕｎ　Ｍｉｃｒｏｓｙｓｔｅｍｓ，Ｉｎｃ．及びＡＴ＆Ｔ　
Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎなどの多くのベンダから購入可能なＵＮＩＸ（登録商標）オペレ
ーティングシステム、（ｅ）インターネット上で容易に入手可能なフリーウェアのＬＩＮ
ＵＸオペレーティングシステム、（ｆ）ＷｉｎｄＲｉｖｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍｓ，Ｉｎｃ．
が提供しているリアルタイムＶｘＷｏｒｋｓオペレーティングシステム、又は（ｇ）ハン
ドヘルドコンピュータ若しくはパーソナルデジタルアシスタント（ＰＤＡ）に実装されて
いるような、アプライアンスベースのオペレーティングシステム（例えば、Ｐａｌｍ　Ｃ
ｏｍｐｕｔｉｎｇ，Ｉｎｃ．から入手可能なＰａｌｍＯＳ、及びＭｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｃ
ｏｒｐｏｒａｔｉｏｎから入手可能なＷｉｎｄｏｗｓ（登録商標）　ＣＥ）。オペレーテ
ィングシステム２１２は、基本的に、注入システム２１０のような他のコンピュータプロ
グラムの実行を制御し、且つスケジューリング、入出力制御、ファイル及びデータの管理
、メモリ管理、及び通信制御並びに関連サービスを行う。
【０１３１】
　注入システム２１０は、ソースプログラム、実行可能プログラム（オブジェクトコード
）、スクリプト、又は実行すべき命令のセットを備える任意の他のエンティティとするこ
とができる。ソースプログラムの場合、該プログラムは、Ｏ／Ｓ２１２に関連して適切に
動作するように、記憶装置２０４内に含まれても含まれなくてもよい、コンパイラ、アセ
ンブラ、インタプリタ等を介して翻訳される。更に、注入システム２１０は、（ａ）デー
タ及び方法のクラスを有するオブジェクト指向プログラミング言語、又は（ｂ）ルーチン
、サブルーチン、及び／若しくは関数を有する手続き型プログラミング言語、限定するも
のではないが、例えば、Ｃ、Ｃ＋＋、Ｐａｓｃａｌ、Ｂａｓｉｃ、Ｆｏｒｔｒａｎ、Ｃｏ
ｂｏｌ、Ｐｅｒｌ、Ｊａｖａ（登録商標）、及びＡｄａとして書くことができる。一実施
形態では、システムプログラム２１０は、Ｃ＋＋で書かれる。別の実施形態では、注入シ
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ステム２１０は、Ｐｏｗｅｒ　Ｂｕｉｌｄｅｒを用いて作成される。Ｉ／Ｏ装置２０６は
、入力装置、限定するものではないが、例えば、キーボード、マウス、スキャナ、マイク
ロフォン、タッチスクリーン、種々の医療機器に対するインターフェース、バーコードリ
ーダ、スタイラス、レーザリーダ、高周波デバイスリーダ等を含むことができる。さらに
、Ｉ／Ｏ装置２０６は、出力装置、限定するものではないが、例えば、プリンタ、バーコ
ードプリンタ、ディスプレイ等も含むことができる。Ｉ／Ｏ装置２０６は、入力装置及び
出力装置の両方として通信する装置、限定するものではないが、例えば、変調装置／復調
装置（モデム；別の装置、システム、又はネットワークにアクセスするためのもの）、高
周波（ＲＦ）トランシーバ若しくは他のトランシーバ、電話インターフェース、ブリッジ
、ルータ等を更に含むことができる。
【０１３２】
　コンピュータ２００がＰＣ、ワークステーション、パーソナルデジタルアシスタント等
である場合、記憶装置２０４内のソフトウェアは、基本入出力システム（ＢＩＯＳ）（図
２には示さず）を更に含むことができる。ＢＩＯＳは、起動時にハードウェアを初期化及
びテストし、Ｏ／Ｓ２１２を始動し、且つハードウェアデバイス間のデータの転送を支援
する基本ソフトウェアルーチンのセットである。ＢＩＯＳは、コンピュータ２００を起動
する際にＢＩＯＳを実行することができるように、ＲＯＭ内に格納されている。
【０１３３】
　コンピュータ２００が作動している際に、プロセッサ２０２は、記憶装置２０４内に格
納されたソフトウェアを実行し、記憶装置２０４を往復してデータを通信し、ソフトウェ
アに従って、コンピュータ２００の動作を全体的に制御するように設定される。注入シス
テム２１０及びＯ／Ｓ２１２は、全体的に又は部分的に、一般に後者であるが、プロセッ
サ２０２によって読み取られ、おそらくプロセッサ２０２内にバッファリングされ、次い
で実行される。
【０１３４】
　図２に示すように、注入システム２１０がソフトウェア内に実装される場合は、注入シ
ステム２１０のプログラムは、任意のコンピュータ関連のシステム又は方法によって、若
しくはそれと関連付けて用いるために、任意のコンピュータ可読媒体上に格納することが
できる。本明細書において使用するコンピュータ可読媒体とは、コンピュータ関連のシス
テム又は方法によって若しくはそれと関連付けて用いるためにコンピュータプログラムを
含むか又は格納することのできる、電子式、磁気式、光学式、或いは他の物理装置若しく
は手段である。注入システム２１０は、命令実行システム、命令実行装置、又は命令実行
デバイスからの命令を取り出し、該命令を実行することのできる、コンピュータベースの
システム、プロセッサを含むシステム、若しくは他のシステムなどの命令実行システム、
命令実行装置、或いは命令実行デバイスによって又はそれと関連付けて用いるための任意
のコンピュータ可読媒体内に実施することができる。本文書の前後の脈絡の中では、「コ
ンピュータ可読媒体」は、命令実行システム、命令実行装置、又は命令実行デバイスによ
って若しくはそれと関連付けて用いるためのプログラムを格納、通信、伝播、或いは輸送
することのできる任意の手段とすることができる。コンピュータ可読媒体は、限定するも
のではないが、例えば、電子式、磁気式、光学式、電磁式、赤外線、又は半導体のシステ
ム、装置、デバイス若しくは伝播媒体とすることができる。コンピュータ可読媒体のより
具体的な例（非網羅的リスト）には、以下のものが含まれる。１本又はそれ以上のワイヤ
を有する電気接続（電子式）、携帯用コンピュータディスケット（磁気式）、ランダムア
クセスメモリ（ＲＡＭ）（電子式）、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）（電子式）、消去可
能プログラム可能ＲＯＭ（ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、或いはフラッシュメモリ）（電子
式）、光ファイバ（光学式）、及びポータブルコンパクトディスク読み出し専用メモリ（
ＣＤＲＯＭ）（光学式）。プログラムは、例えば紙又は他の媒体の光学式走査を介して電
子的手段によって取り込み、必要であれば、次いで、適切な方法でコンパイル、翻訳若し
くは他の方法で処理し、その後コンピュータメモリ内に格納することができるので、コン
ピュータ可読媒体は、プログラムがその上に印刷される紙或いは別の適した媒体とさえす
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ることができることに留意されたい。
【０１３５】
　注入システム２１０がハードウェア内に実装される別の実施形態では、注入システム２
１０は、各々が当業界で既知の以下の技術のうちのいずれか又はそれらの組み合わせと共
に実装することができる。データ信号上に論理関数を実行するための論理ゲートを有する
離散論理回路、適切な組み合わせ論理ゲートを有する特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）
、プログラマブルゲートアレイ（ＰＧＡ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（Ｆ
ＰＧＡ）等。
【０１３６】
　当業者には理解されるように、図３～図１１のような図におけるどの工程説明又は工程
ブロックも、該工程における特定の論理関数又は論理ステップを実行するための１つ又は
それ以上の実行可能命令を含むことのできるハードウェア、ソフトウェア等のモジュール
、セグメント、若しくは一部を表しており、含まれる機能性に応じて、実質的に並行して
又は逆の順序を含め、図に示すか若しくは論述したものから逸脱した順序で関数を実行す
ることのできる代替的実装は、本発明の実施形態の範囲内に含まれる。
【０１３７】
　（患者医療システムの構成要素）
　図４は、図１の患者医療システム１００の機能要素を示す第１のブロック図である。図
４に示すように、患者医療システム１００は、モジュールが注入システム２１０（図２）
を含む患者医療システム１００の種々の機能を表すモジュラーシステムとして実施するこ
とができる。患者医療システム１００及び注入システムの柔軟性は、本システムがモジュ
ラーシステムとして実施された場合に増強され得る。注入システム２１０（図２）のモジ
ュールは、患者医療システム１００の様々な部分に含めることが可能である。一実施形態
では、患者医療システム１００の機能的構成要素は、とりわけ、投薬管理モジュール３０
２、処方箋作成モジュール３０４、処方箋起動モジュール３０６、及び処方箋認証モジュ
ール３０８を含むことができる。
【０１３８】
　投薬管理モジュール３０２は、内科療法の管理に含まれる患者医療システム１００の他
のモジュールの機能を整合させることができる。投薬管理モジュール３０２は、患者医療
システム１００の他の部分と全体として協調する。投薬管理モジュール３０２は、ＣＰＯ
Ｅで動作し且つ／又はそれとインターフェースをとり、ポイントオブケアモジュールで動
作し且つ／若しくはそれらと通信し、且つ内科療法比較モジュールで動作し且つ／或いは
それらと通信するためのサブモジュールを含むことができる。図４には、入退転院（ＡＤ
Ｔ）インターフェース３１０、請求書発行インターフェース３１２、検査室インターフェ
ース３１４、及び薬局インターフェース３１６が示されている。ＡＤＴインターフェース
３１０は、患者の人口統計データ、大きさ、体重、及びアレルギーのような情報を取り込
むために用いられる。好ましい実施形態では、ＡＤＴシステムは、ＨＬ７型のインターフ
ェースを用いて、病院のＡＤＴシステムに入力されたイベントを、第２の中央コンピュー
タ１０８ａ内に転送する。ＨＬ７は、医療環境においてデータをフォーマット、伝送及び
受信するためのプロトコルである。これは、種々の異なる第三者アプリケーションのよう
な異種の医療アプリケーションが臨床データ及び管理データのキーセットを交換すること
を可能にするメッセージング標準を通じて、医療情報システム間の相互運用性を提供する
。通常、本発明のシステム１００では、ＨＬ７　ＡＤＴインターフェースは、ＨＬ７　Ａ
ＤＴサーバ、ＨＬ７　ＡＤＴクライアント、及びＨＬ７　ＡＤＴビューアの３つのアプリ
ケーションからなる。薬局インターフェース３１６は、薬局からのオーダをインポートす
る。薬局インターフェース３１６は、ＨＬ７型インターフェースとすることができ、該Ｈ
Ｌ７型インターフェースが他のシステムとインターフェースをとり、ＣＰＯＥなどのオー
ダを入力する。この機能により、１回より多くデータを患者医療システム１００に入力す
る必要性が減少する。薬局インターフェース３１６は、限定するものではないが、Ｃｅｒ
ｎｅｒ、ＨＢＯＣ、Ｐｙｘｉｓ、Ｍｅｄｉｔｅｃｈ、ＳＭＳ、Ｐｈａｍｏｕｓ等のような



(33) JP 6014013 B2 2016.10.25

10

20

30

40

50

市販の第三者システムと通信するように設定することができる。ウェブサービスインター
フェースは、ＭｃＫｅｓｓｏｎ　ＡｄｍｉｎＲｘ、Ｐｙｘｉｓ、Ｖｅｒｉｆ５等のような
経口薬投与を支援するポイントオブケア投薬管理システムと、注入ポンプ関連の投薬管理
との間のほぼリアルタイムの調整を行うことができる。様々な他のインターフェースも当
業者に知られているが、図４には示していない。

【０１３９】
　投薬管理モジュール３０２は、薬物間不適合による有害反応、二重薬物投与、薬物アレ
ルギー、薬物用量限度、薬物投与頻度限界、薬物投与持続期間限度、及び薬物性疾患によ
る禁忌をチェック機能などの追加の特徴を有することができる。食品及びアルコールの相
互作用にも留意することができる。薬物制限は、限定するものではないが、成人、小児、
乳幼児、新生児、早産、老年者、年齢別分類、体重別分類、身長別分類、及び体表面積に
関連する制限などの制限を含むことができる。一実施形態では、投薬管理モジュール３０
２は、患者医療システム１００内の２つの異なる処方源からの、同一の患者に対する同一
の処方の入力を防止する。
【０１４０】
　投薬管理モジュール３０２は、報告書を作成する機能を含むこともできる。報告書には
、限定するものではないが、シフト終了、滴定情報、患者イベントリスト、注入履歴、ポ
ンプ動作履歴、ポンプ位置履歴、及びポンプメンテナンス履歴を含む。シフト終了報告書
は、ポンプチャネル、始動時刻、終了時刻、一次注入、ピギーバック注入、薬剤、投与量
、速度、ポンプ状態、注入量、残量、残り時間、及び最終完了時を含むことができる。注
入履歴報告書は、薬剤及び注入量を含む。
【０１４１】
　投薬管理モジュール３０２は、医療機器状態データベースを含むことができる。医療機
器状態データベースは、患者医療システム１００内における医療機器３３２の位置を示す
データを含む。医療機器状態データベースは、医療機器３３２の過去の動作を示すデータ
をも含むことができる。医療機器状態データベースは、医療機器３３２のメンテナンスス
ケジュール及び／又は履歴を示すデータをも含むことができる。
【０１４２】
　注入処方又は注入オーダは、処方エントリ３２４に入力される。そのようなオーダは、
限定するものではないが、単回投与、間欠投与、持続投与、順次投与、滴定、及び交互投
与の種類などの処方を含むことができる。注入処方は、完全非経口栄養法用混合剤（ＴＰ
Ｎ）、化学療法的持続注入、ピギーバック、大量非経口投与医薬品、及び他の注入処方を
含むことができる。患者医療システム１００は、オーダに対する終了日なくして機能する
ことができる。患者医療システム１００は、連続スケジュールジェネレータを用いており
、該連続スケジュールジェネレータが、所定時間を予測し、該時間に対する混合剤充填ス
ケジュールを生成する。所定時間は、患者医療システム１００レベル、又は臨床分野レベ
ル及び組織レベルのようなサブシステムレベルで定めることができる。所定時間は、オー
ダを入力する臨床家１１６による調整を可能とすることができる。スケジュールは、患者
医療システム１００内でオーダがアクティブである限り、自動的に延長することができる
。
【０１４３】
　処方箋作成モジュール３０４は、ハード処方箋（ｈａｒｄ　ｐｒｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ
）及び電子（Ｅ－コピー）処方箋を作成する。ハード処方箋は通常、医療施設においては
３通作成される。第１のハードコピー３１８は通常、薬局に送付され、第２のハードコピ
ー３２０は通常、患者記録用に保持され、第３のハードコピー３２２は、治療場所１０６
に送付される。電子処方箋は、投薬管理モジュール３０２に送信される。
【０１４４】
　処方箋作成モジュール３０４は、運転パラメータを確認する機能を含むことができる。
運転パラメータは、処方エントリモジュール３２４からの情報に基づくことができる。処
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方箋作成３０４は、限定するものではないが、薬局、治療場所１０６、及び看護センタな
どの患者医療システム１００内のいずれにおいても行うことができる。
【０１４５】
　コンピュータ化医師オーダエントリ（ＣＰＯＥ）システム又はその類似のものは、処方
箋作成モジュール３０４の幾つか若しくは全ての機能を実行するために用いることができ
る。臨床家１１６は、限定するものではないが、タブレットワイヤレスコンピュータ、パ
ーソナルデジタルアシスタント、治療用カート１３２、及びワークステーションなどの種
々の方法でデータを入力することができる。投薬管理モジュール３０２は、１つより多い
処方箋生成モジュール３０４とインターフェースをとることができる。投薬管理モジュー
ルは、患者医療システム１００内のどこからでもオーダを受信することができる。
【０１４６】
　薬局のコンピュータ１０４は、投薬管理モジュール３０２から電子コピーにアクセスす
ることができる。処方箋起動モジュール３０６は、処方箋の記入及びラベル付けを調整す
るコンピュータ支援システムである。処方箋の記入及び在庫からの薬剤１２４の生成又は
配置は、処方箋起動モジュール３０６によって処理される。一実施形態では、処方箋起動
工程とは対照的に、記入工程によって、薬剤ラベル１２４ａが作成されることになる。
【０１４７】
　患者医療システム１００は、処方箋起動モジュール３０６をバイパスすることができる
。これは、患者の担当医師のようなオーダを行う臨床家１１６が直ちにオーダを起動する
権限を有する場合に行うことができる。オーダが直ちに起動される場合、投薬管理モジュ
ール３０２は、記入ひいては処方箋ラベル付けモジュール３２６に直行することができる
。
【０１４８】
　ブロック３２６で、患者医療システム１００は、薬剤ラベル１２４ａを印刷する。処方
箋は、遠隔印刷することができ、薬局のプリンタ１０４ｄによって印刷されることが多い
。ブロック３２６の後、患者医療システム１００は、ブロック３２８へ行く。ブロック３
２８で、薬剤ラベル１２４ａが、薬剤１２４に貼付される。通常、薬剤師が、薬剤ラベル
１２４ａが処方箋の第１のハードコピー３１８と一致することを視覚的に検証する３３４
。図４に、視覚的検証３３４が処方許可モジュール３０８とも関連付けられていることを
示す。次いで、薬剤１２４を、薬局から治療場所１０６へ輸送することができる。薬局か
ら治療場所１０６までの経路の一部に対して、持ち運び可能な医療用カート１３２を用い
ることができる。
【０１４９】
　薬剤ラベル１２４ａは、注入バッグを準備するための情報を含むことができる。患者医
療システム１００内で作成されない場合、薬剤ラベル１２４ａは、バルク薬剤サプライヤ
が提供することができる。バルク製剤サプライヤにより提供された場合には、患者医療シ
ステム１００は、薬剤ラベル１２４ａから情報を収集する。更に、患者医療システム１０
０は、薬剤ラベル１２４ａに、患者識別子などの情報を付加することができる。
【０１５０】
　薬剤ラベル付けモジュール３２８は、薬剤ラベル１２４ａを薬剤１２４上に配置する。
これは、手作業で達成することができる。これは、自動処方箋記入・包装システム（図示
せず）を用いて達成することもできる。自動処方箋記入・包装システムが用いられる場合
、薬剤ラベル付けモジュール３２８は、薬剤１２４のラベル付けを、記入・包装システム
と整合させるためのデータを提供する。
【０１５１】
　治療場所１０６では、臨床家１１６は、デジタルアシスタント１１８及び／又は医療用
カート１３２などの無線装置３３０を用いて、患者１１２に対する薬剤１２４を確認して
投与する。無線装置３３０は、第１の通信路１２６のような通信路を介して、投薬管理モ
ジュール３０２と通信する。
【０１５２】
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　臨床家１１６は、バッジ１１６ａをスキャンすることによって自身を識別し、リストバ
ンド１１２ａをスキャンすることによって患者１１２を識別し、薬剤ラベル１２４ａをス
キャンすることによって薬剤１２４を識別し、ラベル１２０ｄをスキャンすることによっ
て注入ポンプ１２０のような医療機器３３２を識別する。臨床家１１６は、上述し且つ図
１９のログイン画面１９０３に示す指紋及び／又はパスワードを提供することにより、自
身を識別することもできる。医療機器３３２は、投薬管理モジュール３０２と双方向通信
が可能な医療機器とすることができる。代替的に、医療機器３３２は、投薬管理モジュー
ル３０２に情報を提供することのみが可能であってもよい。注入システム２１０は、臨床
家１１６が内科療法を施し且つ検証するのを支援する。代替的実施形態では、注入システ
ム２１０は、医療機器３３２への運転パラメータのダウンロード機能を含むことができる
。臨床家１１６は、視覚的に検証を行い、第３のコピー３２２及び／又はＭＡＲがラベル
を付された薬剤１２４と一致することを確認することができる。スキャナ３３８は、第３
のコピー３２２から無線装置３３０及び医療機器３３２へ機械可読情報を入力するのに用
いることができる。

【０１５３】
　患者医療システム１００は、注入オーダに対して調整及び変更を行うことができる。注
入調整を行う機能を含むことのできる他のモジュールのなかには、処方エントリモジュー
ル３２４、処方箋起動モジュール３０６、処方許可モジュール３０８、及び処方修正モジ
ュール３３６がある。臨床家１１６は、処方修正モジュール３３６にアクセスし、オーダ
を調整する。臨床家１１６は、患者医療システム１００のどこからでも処方修正モジュー
ル３３６にアクセスすることができる。しかしながら、臨床家１１６が処方修正モジュー
ル３３６にアクセスするための１つの非常に有益な場所は、治療場所１０６である。
【０１５４】
　処方許可モジュール３０８では、患者医療システム１００は、臨床家１１６が単独で注
入オーダを修正する権限を有するか否かを判定する。臨床家１１６は、患者医療システム
１００によって、オーダの特定の部分を単独で修正する権限を有すると認められることが
できる。臨床家１１６が単独でオーダを修正する権限を有しない場合、薬剤師又は医師に
、該臨床家１１６によって入力された修正を承認するように要請することができる。
【０１５５】
　患者医療システム１００の一実施形態では、オーダは、薬局のコンピュータ１０４に入
力される。このオーダは、第１の患者識別子及び運転パラメータを含む。薬局のコンピュ
ータ１０４は、薬剤バッグ又は薬剤容器に貼付される薬剤ラベル１２４ａを作成する。薬
剤１２４は、治療場所１０６に送付される。治療場所１０６において、臨床家１１６は、
臨床家１１６のバッジ１１６ａ、患者のリストバンド１１２ａ、及び薬剤ラベル１２４ａ
をデジタルアシスタント１１８で読み取る。デジタルアシスタント１１８は、中央システ
ム１０８によってなされた判定に基づいて、薬剤ラベル１２４ａ及びリストバンド１１２
ａが同一の患者１１２に対応しているか否かを報告する。次いで、システム１００は、薬
局のコンピュータ１０４へ、薬剤識別子を送る。薬局のコンピュータ１０４は、薬剤ラベ
ル１２４ａを確認し、オーダと同一の患者を特定し、注入ポンプへ運転パラメータを送る
。運転パラメータは、注入ポンプ１２０へ直接送ることができる。次いで、運転パラメー
タ用いて注入ポンプをプログラムし、患者１１２に薬剤１２４が投与される。
【０１５６】
　図５は、注入システム２１０（図２）の種々の機能を実行するのに役立つコンピュータ
画面４００の例示的なブロック図である。他の機能に加え、コンピュータ画面４００は、
新たな注入オーダを入力して、既存の注入オーダを修正し、また注入オーダを停止するた
めに用いることができる。コンピュータ画面４００は、処理領域４０２、探索領域４０４
、薬剤情報領域４０６、滴定／漸減基準領域４０８、指示・注記領域４１０、及び予測解
領域４１２を含むのが好ましい。注入薬剤オーダタイプには、単回投与、間欠投与、持続
投与、順次投与、交互投与が含まれる。コンピュータ画面４００は、デジタルアシスタン
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ト１１８、薬局のコンピュータ１０４、注入ポンプ１２０、ＣＰＯＥシステム、及び医療
用カート１３２と共に用いることができる。コンピュータ画面４００は、全体として、図
１の患者医療システム１００全体にわたって臨床家がアクセス可能なコンピュータ画面ル
ックアンドフィールを有するように設計されている。コンピュータ画面４００の機能の一
部は、限定するものではないが、ハイパーリンク、定義ボックス、及びドロップダウンメ
ニューなどの当業者によく知られたデータベース連係技法によって達成される。
【０１５７】
　処理領域４０２は、注入オーダの作成、注入オーダの保存、注入オーダの修正、及び注
入オーダの取り消しをトリガする機能を含む。臨床家１１６は、臨床家１１６に好ましい
オーダエントリ手順を提供するように、コンピュータ画面４００をカスタマイズすること
ができる。処理領域４０２は、オーダ用状態標識を含む。処理領域４０２はまた、ＰＲＮ
オーダ（「要求に応じた」又は「必要に応じた」オーダ）を臨床家１１６によって行うこ
とが可能か否かを示すための領域をも含む。処理領域４０２は、医療機器３３２運転パラ
メータ、注入オーダ経路、注入ライン、注入実施部位、注入オーダ開示時刻、注入薬剤オ
ーダタイプ、注入流速許容値、注入流速、注入持続時間及び調合場所（薬局又は遠隔位置
などの）を表示及び調整する機能を更に含む。処理領域４０２はまた、医師の注入オーダ
を別の臨床家１１６によって入力された別の医療オーダにリンクすることのような、医療
オーダを他の医療オーダ又は関連する臨床モニタリングにリンクするための領域をも含む
ことができる。処理領域４０２は、限定するものではないが、予測解領域４１２のような
コンピュータ画面４００の他の領域にデータを表示するためのトリガを含むことができる
。
【０１５８】
　探索領域４０４は、注入オーダに対する薬剤、溶液及び／又は添加剤を探索することを
可能にする。オーダにデフォルト希釈剤を定めることができる。患者医療システム１００
内で薬剤に対するデフォルト投与量が定められている場合、該デフォルト投与量が、薬剤
を含む探索結果と共に自動的に現れる。探索領域４０４からの探索の結果として、薬剤の
名称、投与経路、費用、パッケージサイズ、剤形、一般名、薬剤の麻酔性の有無、薬剤管
理の有無、医薬品集であるか否か、及び薬剤の製造場所を表示することができる。
【０１５９】
　薬剤情報領域４０６は、注入オーダ用添加剤及び溶液を決定するために用いることがで
きる。薬剤情報領域４０６は、別個の添加剤領域及び溶液領域を含むことができる。溶液
領域は、ラベル、「溶液／希釈剤」を含むことができる。患者医療システム１００は、薬
剤１２４データベース、溶液データベース、及び添加剤データベースを用いて、薬剤情報
領域４０６に、薬剤１２４、溶液、及び添加剤に関するデータを読み込むことができる。
１つのデータベースにおいて同定された物質は、他のデータベースにおいても同定するこ
とができる。各データベースをリンクし、薬剤１２４と溶液の組み合わせに対するデフォ
ルト値を提供することができる。
【０１６０】
　滴定／漸減基準領域４０８は通常、持続注入オーダに対して適用される。滴定は、投与
量及び／又は流速などの、オーダの特定のパラメータを規定する。投与量及び流速は、絶
対的なものとして入力することができる。また、滴定／漸減基準領域４０８に情報を入力
するのに、限定するものではないが、～より大きい「＞」、～より小さい「＜」、及び～
と等しい「＝」などの数学記号を単独又は組み合わせて用いることができる。カレンダー
を用いて、滴定／漸減基準領域４０８にデータを入力することもできる。投与量及び流速
も、許容範囲として入力することができる。非持続注入オーダを入力及び／又は修正する
場合には、滴定／漸減基準領域４０８を非表示にすることができる。滴定基準は、限定す
るものではないが、様々な検査結果、バイタルサイン、流体を経口摂取する能力、流体の
流入量及び流出量等のような、患者の健康状態に関連する種々のパラメータ値を含むこと
ができる。
【０１６１】
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　指示・注記領域４１０は、患者１１２及び／又は注入オーダに関する医師注記のような
情報を保存する機能を含む。指示・注記領域４１０は、患者の担当医師のような患者１１
２に対して責任を有する臨床家１１６を識別するためのディスプレイ及び参照領域を含む
ことができる。
【０１６２】
　予測解領域４１２は、患者１１２に対して処理中のオーダの現状に基づいて、解決スケ
ジュール及び関連要因を表示する。予測時間は、患者医療システム１００のデフォルトと
することができる。時間は、臨床家１１６によって調整することもできる。予測解領域４
１２は、患者医療システム１００によって予測された時間を示す調整可能なディスプレイ
を含むことができる。予測解領域４１２に表示されるデータは通常、処理領域４０２にお
いてオーダ保存がトリガされる際に保存される。予測解領域４１２は、先に入力されたオ
ーダを修正しながらある期間を振り返る機能を含むことができる。これにより、修正され
ていない注入オーダに従ってすでに準備が完了していたかもしれない解について臨床家１
１６が考察することが可能となる。
【０１６３】
　（注入システムの構成要素）
　図６は、図２の注入システム２１０の機能要素を示すブロック図である。機能要素は、
システムパラメータを設定するためのブロック５０２、注入オーダ作成用ブロック５０４
、注入オーダ準備用ブロック５０６、薬剤投与用ブロック５１２、注入オーダ修正用ブロ
ック５１４、及びメッセージング用ブロック５２０を含む。図６はまた、薬局許可用ブロ
ック５０８、医師許可用ブロック５１０、オーダ停止用ブロック５１６、及び在庫・請求
書発行用ブロック５１８をも含む。図６には、注入システムに関する１つの説明を提示し
ている。しかしながら、図６には、本注入システムを実行するのに要する一連の工程は定
めていない。本注入システムの利点の１つは、臨床家１１６が患者医療システム１００内
の多数の物理的場所と機能的場所の両方からアクセスして情報を入力することができる点
である。例えば、注入オーダは、ＣＰＯＥを用いて医師により、薬局のコンピュータ１０
６を用いて薬剤師により、デジタルアシスタント１１８を用いて臨床家１１６により、ま
た医療用カート１３２を用いて臨床家により生成することが可能である。更に、患者のバ
イタル、検査結果、及び他の記録は、例えば病棟薬局を含む医療施設内の多数の場所から
チェックすることができる。従って、病棟薬局１０４（図１）内のユーザは、電算処理装
置１０４ｃから、医療施設内の病棟を閲覧することができる。ユーザが病棟を選択すると
、患者リストが提供され、ユーザは、該リストの中からある患者及び関連する記録を選択
し、電算処理装置上に表示させることができる。代替的に、ユーザは、電算処理装置に患
者の氏名の全部又は一部を入力することができ、それにより、ユーザによる選択のために
、該患者に関連する記録が電算処理装置によって提供される。選択を行うと直ちに、記録
が表示される。
【０１６４】
　一実施形態では、図６は、第１、注入オーダを受け取るために患者医療システム１００
を準備するブロック－システムパラメータを設定するブロック５０２；第２、注入オーダ
を作成するブロック－注入オーダ作成ブロック５０４；第３、注入オーダに基づいて調剤
するブロック－調剤ブロック５０６；第４、注入オーダを許可するブロック－薬局許可ブ
ロック及び医師許可ブロック５０８並びに５１０；第５、注入オーダを実施するブロック
－薬剤投与ブロック５１２；第６、注入オーダに基づいて調剤するために用いられた在庫
の計上及び補充を行い且つ注入オーダに対して患者へ請求書を発行するブロック－在庫・
請求書発行ブロック５１８；第７、注入オーダを修正するブロック－修正ブロック５１４
；並びに第８、注入オーダの進捗状況、注入、正しい薬剤が効率的に調剤され、正しい患
者に正しい量で正しい時間に提供されることを保証するのを支援するためのメッセージ等
に関して様々な人員及びサブシステムにメッセージを送るブロック－メッセージブロック
５２０として見ることができる。修正ブロック５１４は、転送インターフェース３１０に
よって提供された情報に基づいてオーダを停止するブロック－オーダ停止ブロック５１６
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を含むことができる。
【０１６５】
　システムパラメータを設定するブロック５０２は、注入オーダを作成し且つ処理するた
めに注入システム２１０を準備する機能ブロックを含む。システムパラメータを設定する
ブロック５０２は、限定するものではないが、許容値を設定するブロック５４２と、デフ
ォルト値を設定するブロック５４４と、データベースを構築するブロック５４６と、関数
を定義するブロック５４８と、システムの設定を決定するブロック５５０とを含む。シス
テムパラメータを設定するブロック５０２については、図７を参照して以下に更に説明す
る。
【０１６６】
　注入オーダ作成ブロック５０４は、注入オーダを作成するために用いられる機能ブロッ
クを含む。注入オーダ作成ブロック５０４は、処方箋作成ブロック３０４（図４）を参照
して説明したものと同様の機能を含む。注入オーダ作成ブロック５０４は、限定するもの
ではないが、情報を入力するブロック５６０と、計算ブロック５６２と、チェックブロッ
ク５６４と、指定変更ブロック５６６とを含む。注入オーダ作成については、図８を参照
して以下に更に説明する。注入オーダ作成の結果が、注入オーダ７０２（図８）である。
注入オーダ７０２は通常、注入スケジュール７０４（図８）を含む。

【０１６７】
　注入オーダは、ブロック３０８（図４）を参照して説明した許可を要求することができ
る。図６では、薬剤師による処方許可及び医師による処方許可は、薬局許可機能ブロック
５０８及び医師許可機能ブロック５１０において別個に検討される。医師による許可５１
０は、注入オーダが医師によって開始される場合には要求する必要はないかもしれない。
注入オーダは通常、該オーダが治療場所１０６において薬剤師又は医師以外の臨床家によ
って作成される場合には、薬局による許可５０８及び医師による許可５１０を必要とする
。しかしながら、薬剤１２４が直ちに必要な場合、注入システム２１０は、投与臨床家が
処方許可５０８及び医師許可５１０をバイパスすることを可能にする。緊急オーダ又は日
常の投薬に対する非緊急オーダの場合には、注入システム２１０は、臨床家１１６が患者
１１２に施すことを望んでいる医療に関連する情報が患者医療システム１００に格納され
ていないことを判定することができる。臨床家１１６が所望の医療を開始する権限を有す
ることを注入システム２１０が認識した場合、システム２１０は、ブロック５０８及び５
１０に行くことなく医療を実施することを許可する。次いで、この許可は、以下の投薬に
おいて取得される。
【０１６８】
　注入オーダに基づく準備５０６は、限定するものではないが、薬局、看護センタ、フロ
ア、及び治療場所１０６などの医療施設全体にわたる幾つかの場所において達成すること
ができる。準備５０６は、薬剤１２４を調剤する指示を与える段階と、薬剤調剤にあたっ
ての過誤の可能性を最小限に抑える段階とを含む。
【０１６９】
　薬剤投与５１２は、治療場所１０６において行われる。注入システム２１０は、オーダ
の実施を可能な限り効率的且つ正確に行うように設計されている。注入システム２１０は
、正しいポンプ設定で、正しい時間に、正しい経路を介して、正しい薬剤を正しい患者に
正しい量で投与するツールを管理臨床家に提供する。アラート、アラーム、リマインダ、
又は他のメッセージが臨床家の薬剤投与を支援するのに適切である場合、投薬管理モジュ
ールが、メッセージングモジュール５２０に状態情報出力を提供する。状態情報出力に応
答して、メッセージングモジュール５２０が、関連するテキストメッセージ、可聴表示イ
ネーブル、又は両方を、１台又はそれ以上の電子計算装置に転送する。
【０１７０】
　当業者に知られているように、注入オーダは、頻繁に修正される。注入システム２１０
は、修正５１４を実行し、注入オーダ修正についての説明を行う。修正５１４は、注入持
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続時間、流速、注入部位の変更、及び停止オーダ５１６の修正を含む。修正ブロック５１
４は、注入オーダ修正を実行するのに必要な機能ブロックをも含む。
【０１７１】
　注入システム２１０は、停止オーダ５１６を規定した患者医療システムワイド１００を
含むことができる。患者の状態の変化により、適切な措置に対するメッセージ５２０を生
成することができる。注入システム２１０は、退院又は死亡の際に、転送インターフェー
ス３１０と協調して自動的にオーダを停止する５１６。
【０１７２】
　システム１００は、在庫・請求書発行モジュール５１８を含む。在庫・請求書発行モジ
ュール５１８は、患者医療に関連する金銭上の取引が最小限の人間の介在によって進行す
ることを可能にする。投薬管理５１２の完了は、請求書発行インターフェース３１２を介
した患者への請求書発行をトリガすることができる。請求書発行インターフェースは、Ｈ
Ｌ７インターフェースを含むことができる。患者が注入オーダ準備５０６の完了に基づい
て請求される場合、在庫・請求書発行システム２１０は、貸方記帳工程を含む。貸方記帳
工程は、注入バッグが廃棄又は薬局の在庫管理システムへの再登録のために返却される際
にトリガすることができる。
【０１７３】
　注入システム２１０は、患者医療システム１００全体のエンティティと通信するための
メッセージモジュール５２０を含む。具体的には、メッセージモジュール５２０は、患者
医療システム１００内の１つ又はそれ以上の電子計算装置へ、テキストメッセージ、可聴
表示イネーブル、又は両方を送信する。メッセージは、患者医療システム１００内の投薬
管理モジュール又は他の注入システムモジュールによって提供される状態情報出力に応答
して送信される。メッセージは状態情報出力と関連しており、従って、臨床家の投薬管理
を支援するのに適切なアラート、アラーム、リマインダ、又は他のメッセージを提供する
。
【０１７４】
　例えば、医師が新たなオーダを入力すると、薬局にメッセージが現れ、注入オーダに許
可が必要であることを薬剤師に知らせる。同様に、注入オーダが適切に許可されると、臨
床家１１６は、デジタルアシスタント１１８上に、注入オーダを注入スケジュール７０４
に従って処理すべきであると臨床家１１６に知らせるメッセージを受け取る。オーバーラ
イド５６６は、医師及び／又は薬局に対してメッセージを生成することができる５２０。
注入システム１００は、メッセージを生成する５２０ことが必要であるか否かを決定する
際に、システム全体のオーバーライドとサブシステムのオーバーライドを区別することが
できる。メッセージング５２０は、中央システム、薬局、医師、請求書発行モジュール、
及び在庫モジュールに送受信されるメッセージを含む。
【０１７５】
　本システムは、臨床家１１６に、パーソナルコンピュータディスプレイビューを提示す
ることができる。パーソナルコンピュータディスプレイは、臨床家の患者に関する未解決
の臨床上の問題点を要約したビューを提供する。臨床家１１６は、患者に関する詳細な情
報を迅速に取り出すことができる。本システム１００はまた、特定の重篤な患者状態があ
る場合に、デジタルアシスタント１１８又は他の通信装置に対して電子メール若しくはペ
ージを生成することもできる。
【０１７６】
　図６には、患者医療システム１００において生じる幾つかの通信路をも示している。強
調表示された通信路は、注入システム２１０の説明を容易にするために提供されている。
当業者は、患者医療システム１００をネットワーク上で実施すると、図６の強調表示され
た経路を介して、また図６には示していない代替的経路を介して、種々の機能ブロックが
互いに通信することができるのが分かる。システムパラメータを設定するブロック５０２
は、経路５２２を介して注入オーダ作成ブロック５０４へシステムパラメータに関連する
データを通信する機能、及び／又は注入オーダ作成ブロック５０４からデータを受け取り
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、受け取ったデータがどのようにシステムパラメータと関連しているかを注入オーダ作成
ブロック５０４に通知するデータを提供する機能を含む。
【０１７７】
　注入オーダは、経路５２４を介して、注入用調剤ブロック５０６へ直接渡すことができ
る。注入オーダは、調剤ブロック５０６へ送る前に、経路５２６を介して薬局許可ブロッ
ク５０８へ、且つ／又は経路５２８を介して医師許可ブロックへ渡すこともできる。経路
５３０は、調剤領域から治療場所１０６への薬剤１２４の送達を強調している。送達は、
投薬処置カート１３２を用いて達成することができる。経路５３２、５３４、５３６、及
び５３８は、在庫・請求書発行５１８トランザクションを、限定するものではないが、注
入オーダ作成５０４、準備５０６、薬剤投与５１２、及び修正５１４のような種々の他の
機能に結び付けることができることを強調している。経路５７２、５７４、及び５７６は
、患者医療システム１００に含まれるより多くの数の機能及びアクタが、メッセージ５２
０ブロックを介して情報を生成並びに受信することができることを強調している。経路５
８２は、薬剤師がシステムのデフォルト値５４４を生成し且つ／又は変更することができ
ることを強調している。また、経路５８０は、システム１００全体にわたる種々の機能単
位が、注入オーダなどの情報を利用できることを強調している。
【０１７８】
　図７は、図６のシステムパラメータ設定５０２用機能要素を示すブロック図である。シ
ステムパラメータ設定５０２は、限定するものではないが、許容範囲設定５４２、デフォ
ルト値設定５４４、データベース構築５４６、関数定義５４８、及びシステム設定値決定
５５０を含む。許容範囲５４２は、限定するものではないが、正味投薬許容範囲５４２ａ
、流速許容範囲５４２ｂ、投与時刻許容範囲５４２ｃ、投与システム持続時間５４２ｄ、
投与持続時間許容範囲５４２ｅ、及び部位変更許容範囲５４２ｆなどの許容範囲を含む。
注入システム２１０はまた、オーダエントリ及びオーダされた許容範囲からの修正に対す
る別個の許容範囲をも含むことができる。例えば、限定するものではないが、投与システ
ム持続時間５４２ｄ、オーダエントリにおける最大注入持続時間オーバーライド使用可能
度設定、及び投与における最大注入持続時間オーバーライド使用可能度設定などの別個の
許容範囲を識別することができる。
【０１７９】
　正味投薬許容範囲５４２ａは、所与の時間に患者に投与するのに安全な薬剤の最大濃度
である。注入システム２１０は、正味投薬許容範囲を薬剤と関連付ける。正味投薬許容範
囲５４２ａは、薬剤データベース内の薬剤識別ファイル内に定義することができる。注入
オーダ作成５０４中、注入システム２１０は、流速５６０ｅ、特定の時間に必要な注入バ
ッグの数５６２ａ、各注入バッグ内の主成分の濃度、各注入バッグが投与されることにな
る時間、各注入バッグの総量を決定することができる。流速は、手動で入力するか又は各
注入バッグの最終濃度又は持続時間を変更することにより調整することができる。一実施
形態では、注入システム２１０は、正味濃度チェック５６４ａ（図８）を行い、薬剤が最
大濃度を越えないことを保証する。しかしながら、臨床家１１６が最終濃度を調整するこ
とによって流速を変更している間に溶液の最終濃度が薬剤の最大濃度を越えるに至ったい
かなる時点においても、注入システム２１０は、投与臨床家にメッセージを送る５２０。
投与臨床家は、正味投薬許容範囲５４２ａをオーバーライドする許可を得ることができる
。注入システム２１０は、オーバーライドの理由を提供するように臨床家１１６に要求す
ることができる。
【０１８０】
　注入システム２１０は、投薬に対する調整可能な流速許容範囲５４２ｂ及び流速調整許
容範囲を含むことができる。流速許容範囲５４２ｂは、患者医療システム１００の全ての
組織レベルに対して任意選択的に定義される。許容範囲５４２ｂは、患者医療システム１
００全体に対するもの、又は患者医療システム１００のサブシステムに対するものである
ことができる。例えば、異なる流速許容範囲５４２ｂを、限定するものではないが、新生
児部門、小児部門、精神科部門、特定看護部門などのサブシステム、及び特定の患者に適



(41) JP 6014013 B2 2016.10.25

10

20

30

40

50

用することができる。流速許容範囲５４２ｂは、当初にオーダされた流速に対して、又は
直前の流速に対して特定することができる。臨床家１１６も、特定のオーダに特異的な流
速許容範囲を特定することができる。
【０１８１】
　注入システム２１０は、投与臨床家１１６が新たなオーダを必要とすることなく流速許
容範囲５４２ｂをオーバーライドすることを許可されているか否かに関する所定の表示を
含むことができる。この表示は、患者医療システム１００全体、サブシステム、又は個々
の臨床家１１６に適用することができる。
【０１８２】
　最大注入持続時間５４２ｄは、患者医療システム１００の様々な部分に対して別個に定
めることが可能である。最大注入持続時間５４２ｄは、特定の薬剤１２４に特異的である
こともできる。最大注入持続時間オーバーライド５６６（図８）は、オーダエントリの時
点において最大注入持続時間５４２ｄをオーバーライドすることが許容される場合に行う
ことができる。投与における最大注入持続時間のオーバーライドは、投与の時点において
最大注入持続時間５４２ｄをオーバーライドすることが許容されるか否か、及び、どのグ
ループのユーザがそのようにすることを許可されるかを設定するために提供することがで
きる。オーダエントリ及び／又は投与中にオーバーライドすることが許容される場合、注
入システム２１０は、最大注入持続時間５４２ｄをオーバーライドする権限を有する臨床
家１１６のサブセットを定義することができる。
【０１８３】
　デフォルト値５４４は、限定するものではないが、薬剤希釈剤デフォルト値５４４ａ、
希釈剤量デフォルト値５４４ｂ、投与量デフォルト値５４４ｃ、及び測定単位デフォルト
値５４４ｄなどのデフォルト値を含む。測定単位（ＵＯＭ）デフォルト値５４４ｄは、患
者医療システム１００の様々な部分に最適な測定単位を特定する能力を含む。例えば、薬
剤は、医師、投薬臨床家、薬剤師、財務担当者、及び薬剤選別者によって、異なる単位で
測定することができる。医師のＵＯＭは一般に、「ｖｉａｌ」及び／又は「ｐｕｆｆ」と
は対照的に、「ｍｍｏｌ」、「ｍＥｑ」、「ｍｌ」、並びに／若しくは「ｍｇ」のような
測定可能な値である。医師のＵＯＭは、オーダリング及び情報入力５６０などの業務用に
用いられる。
【０１８４】
　投与臨床家のＵＯＭは一般に、「ｐｕｆｆ」、「ｔｂｓｐ」、及び「ｔａｂ」のような
、薬剤が投与されることになるＵＯＭを反映する値である。投与臨床家のＵＯＭは、薬剤
投与５１２中に用いられる。投与臨床家のＵＯＭはまた、投与報告書、混合剤充填・製造
作業オーダなどの文書化にも現れることができる。
【０１８５】
　薬局のＵＯＭは一般に、「ｔａｂ」、「ｖｉａｌ」、「ｉｎｈａｌａｔｏｒ」、及び「
ｊａｒ」のような、薬剤が中で調合される物理的形状を反映する値である。薬局のＵＯＭ
は、準備５０６及び備蓄・調剤システムにおいて用いられる。財務ＵＯＭは一般に、請求
書及び納品書上に現れる財務上の数値を計算するために用いられる。薬剤選別者のＵＯＭ
は一般に、薬剤を選別する際に用いられる。
【０１８６】
　測定単位のデフォルト値５４４ｄは、チェックマークが種々のＵＯＭをＵＯＭのユーザ
と関連付けるテーブル内に配置されたチェックボックステーブルを用いて特定することが
できる。注入システム２１０は、１つより多い機能に対して同一のＵＯＭを用いることが
できる。例えば、医師のＵＯＭは、薬剤師のＵＯＭと同一であることができる。デフォル
ト値設定５４４には、種々のＵＯＭを調整するのに必要なデータが含まれる。例えば、Ｕ
ＯＭのデフォルト値５４４ｄは、種々のＵＯＭ間に一対一の対応関係を生成するのに必要
な乗数及び除数を含むことができる。ＵＯＭのデフォルト値５４４ｂは、個々の臨床家の
要望に適するように変更することができる。しかしながら、一対一の対応関係は、患者医
療システム１００によって維持されなければならない。注入システム２１０は、投薬単位
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デフォルト値の履歴を維持するように設計することができる。
【０１８７】
　注入システム２１０はまた、投薬測定接尾辞をも含むことができる。投薬測定接尾辞は
、オーダエントリ中にデフォルト値をとることができる。投薬測定接尾辞は、投薬測定の
共通単位とすることができ、また体表面積及び体重などの患者の特徴に関連する単位を含
むことができる。投薬測定接尾辞は、投薬測定接尾辞は、薬物ごと、オーダタイプごと、
投与量ごと、及びＵＯＭごとに指定することができる。
【０１８８】
　データベース構築５４６は、データベース、及び／又は、限定するものではないが、調
剤領域５４６ａ、添加剤情報５４６ｂ、溶液５４６ｃ、予混合の定義５４６ｄ、好み５４
６ｅ、タイミングオーバーライドの理由５４６ｆ、流速オーバーライドの理由５４６ｇ、
変換テーブル５４６ｈ、流速記述５４６ｉ、機器・ルーティング情報５４６ｊ、及びメッ
セージトリガ５４６ｋなどの単一データベースの一部の構築を含む。
【０１８９】
　タイミングオーバーライドの理由５４６ｆは、注入オーダのタイミングを変更するため
の表示可能な理由を含む。例えば、タイミングオーバーライドの理由５４６ｆは、当初の
注入オーダに特定された時刻以外の時刻に注入オーダを実行するための、デジタルアシス
タントディスプレイ１１８ａ用のスタイラスによって選択可能な理由を含むことができる
。臨床家１１６がオーダされた投与時刻許容範囲５４２ｃ外において薬剤を投与する場合
、臨床家１１６は、表示された理由１００８ｆ（図１１）から変更の理由コードを選択す
るように要求されることができる。他の理由コードの例には、限定するものではないが、
ＰＲＮ投与理由コード及び注入を停止するためのコードが含まれる。
【０１９０】
　薬剤１２４及び／又は注入オーダは、システムの流速許容範囲５４２ｂを含む流速許容
範囲を有することができる。注入システム２１０は、流速オーバーライド理由テーブル５
４６ｇを含むことができる。流速オーバーライド理由５４６ｇは、臨床家１１６が流速許
容範囲５４２ｂによって定められた限度を越えて流速を変更する必要のある場合に、臨床
家１１６が選択及び／又は提供することのできる注釈である。注入システム２１０は、定
義済みメッセージトリガ５４６ｋを含み、臨床家１１６がオーダによって定義された流速
許容範囲をオーバーライドする場合に患者の医師にメッセージを送るべきか否かを示すこ
とができる。注入システム２１０はまた、臨床家１１６が流速許容範囲５４２ｂのような
許容範囲をオーダ以外のレベルに定めてオーバーライドする場合にメッセージのやりとり
を行うべきか否かを示す定義済みメッセージトリガ５４６ｋをも含むことができる。
【０１９１】
　注入システム２１０は、限定するものではないが、流速変換テーブル、可変成分変換テ
ーブル、及び可変流速変換テーブルなどの変換テーブル５４６ｈを含むことができる。流
速変換は、オーダが、限定するものではないが、特定の濃度での投与量／時間、体重／時
間の単位当たりの量、体表面積／時間の単位あたりの投与量、及び総投与量並びに総持続
時間などの方法で最初に特定されている場合に、注入オーダを量／時間によって定められ
た流速に変換する工程を含む。
【０１９２】
　可変成分変換は、別個の注入バッグ内に可変成分を有する注入オーダの複数の流れ時間
を目下投与中の注入バッグに対する流速に変換する工程を含む。可変成分を有するオーダ
には、限定するものではないが、順序付きオーダなどのオーダが含まれる。順序付きオー
ダにおいては、異なるバッグが、異なる成分及び潜在的に異なる流速を有する。
【０１９３】
　可変流速変換は、様々な流速を有する注入オーダの目下注入中の溶液に対する流速への
変換を含む。可変流速オーダには、限定するものではないが、ボーラス／ベイサル（ｂａ
ｓａｌ）、オーダ、投与量オーダの漸減及び投与量オーダの修正などのオーダが含まれる
。
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【０１９４】
　注入システム２１０は、所定注入流速５４２ｂを含むことができる。所定注入流速５４
２ｂは、流速記述５４６ｉと関連付けることができる、流速をキーボードから入力する工
程からのショートカットとして、ドロップダウンリストからの選択を可能にする。
【０１９５】
　定義済み関数５４８には、限定するものではないが、調剤領域関数５４８ａ、バッグ持
続時間関数５４８ｂ、オーバーライド要求検証関数５４８ｃ、持続時間対量関数５４８ｄ
、持続時間対流速関数５４８ｅ、及び流速対点滴速度関数５４８ｆなどの関数が含まれる
。注入システム２１０は、注入オーダごとに注入すべき量を決定するための持続時間対量
関数５４８ｄを含むことができる。流速対点滴速度関数５４８ｆは、医療機器３３０に関
する情報を用いて、流速を点滴速度に変換する。
【０１９６】
　決定された設定５５０には、限定するものではないが、オーバーライド許可５５０ａ、
流速精度５５０ｂ、量精度５５０ｃ及び時間精度５５０ｄなどの設定が含まれる。所望で
あれば、注入システム２１０は、総注入量及び注入オーダの流速を決定することができる
。これらの数値が決定されれば、計算された値を、医師、薬剤師、及び看護師などの臨床
家１１６が理解できる流速精度５５０ｂ及び量精度５５０ｃに丸めることが望ましい。流
速表示精度５５０ｂは、流速を設定された数の小数位まで表示するように設定することが
できる。患者医療システム１００の様々な部分が、表示される流速に対する精度を単独で
決定することができる。例えば、注入システム２１０は、成人治療場所に対しては小数点
第１位まで、新生児治療場所に対しては小数点第３位まで表示することができる。流速精
度５５０ｂは、臨床家の患者が置かれている科を反映する。注入オーダの流速は、システ
ム定義済みの精度に丸めることができる。精度は、全ての注入オーダに対して同一として
もよく、患者の科に依存してもよい。
【０１９７】
　量表示精度５５０ｃは、同様に、設定された数の小数位まで注入量を表示するように設
定することができる。設定可能な時間精度５５０ｄは、注入が単回投与の注入又は間欠注
入である場合に流速に基づいて投与の持続時間を計算するために用いることができる。計
算された各注入バッグの総量は、量精度５５０ｃに従って丸められる。投与時間は、設定
された時間精度５５０ｄに従い、注入システム２１０によって丸められる。時間精度５５
０ｄは、患者の科に関係なく全ての注入オーダに対して同一であってもよく、科別であっ
てもよい。
【０１９８】
　（オーダ作成）
　図８は、図６の注入オーダ作成５０４用の機能要素を示すブロック図である。注入オー
ダ作成５０４は、注入オーダを作成するための機能ブロックを含む。注入オーダ作成５０
４には、情報入力５６０、計算５６２、チェック５６４、及びオーバーライド５６６が含
まれる。情報入力５６０には、限定するものではないが、オーダタイプ識別５６０ａ、薬
剤識別５６０ｂ、投与量識別５６０ｃ、希釈剤識別５６０ｄ、流速識別５６０ｅ、及び注
入部位識別５６０ｆなどの機能が含まれ得る。

【０１９９】
　注入オーダ作成５０４は、注入バッグ準備５０６、注入バッグ送達（経路５３０）、薬
剤投与５１２、及び注入オーダ修正５１４にリンクされている。注入オーダタイプ５６０
ａには、限定するものではないが、単回投与、負荷投与、間欠投与、及び持続投与などの
オーダタイプが含まれる。持続注入には、交互注入、逐次注入、漸減注入、及び滴定注入
が含まれる。注入オーダにおいて最初の薬剤５６０ｂを選択すると、該薬剤用の注入オー
ダタイプ５６０ａの書式は、デフォルト値をとることができる。オーダする臨床家は、異
なるオーダタイプを選択する選択肢を有することができる。投与量５６０ｃ及び測定単位
５４４ｄもデフォルト値をとることができる。測定単位５４４ｄは、薬剤及び／又は投与
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量５４４ｃと相関させることができる。注入システム２１０は、薬剤に対して、１種類の
デフォルト希釈剤、又は数種類のデフォルト希釈剤を含むことができる。１つのデフォル
トは、好ましい希釈剤として識別することができる。記述を希釈剤と関連付け、オーダす
る臨床家がどの希釈剤を選択すべきかを決定するのを支援することができる。希釈剤に関
する記述に参照を含めることができ、患者が高血圧症である場合に特定の希釈剤の使用を
回避することができる。
【０２００】
　注入システム２１０はまた、先に述べた注入オーダタイプに基づいて付加的な注入オー
ダサブタイプ５６０ａを可能にすることもできる。付加的な注入オーダサブタイプ５６０
ａには、限定するものではないが、ＴＰＮ注入オーダ、化学療法の持続注入オーダ、ピギ
ーバック注入オーダ、及び大量非経口注入オーダが含まれ得る。注入オーダサブタイプに
は注入システム２１０の様々な部分からアクセスすることができ、サブタイプによる注入
オーダの分類及びフィルタ処理を可能にしている。注入オーダサブタイプのオーダ及び関
連する薬局のワークフローを更にカスタマイズするために、各注入オーダサブタイプに対
する特別なラベル形式も定めることができる。
【０２０１】
　注入オーダ作成５０４中に薬剤１２４を探索している際に、臨床家１１６の注入オーダ
作成を支援するために、薬剤１２４に添加剤及び／又は溶液のフラグを立てることができ
る。この指定は、薬剤識別ファイル内で行うことができる。
【０２０２】
　薬剤の投与量５６０ｃは、限定するものではないが、体重、体表面積によるなどの幾つ
かの方法で決定し、速度に応じて入力することができる。流速が入力されない場合、注入
システム２１０が、特定された投与量及び時間に応じて流速を計算する。オーダする臨床
家は、希釈剤５６０ｄ及びその量を特定することができる。薬局は、そのようなパラメー
タに対するデフォルト値を提供することができる－線５８２参照（図６）。薬剤５６０ｂ
に対する正味濃度５６４ａ及び流速５６４ｂが適切であることを保証するために、チェッ
ク５６４を行うことができる。
【０２０３】
　注入システム２１０は、患者の体重、体表面積、及び／又は特定の治療頻度及び治療継
続期間に基づいて、流速５６０ｅを特定並びに／若しくは計算することができる。オーダ
された流速５６０ｅは、システムの流速許容範囲５４２ｂなどの流速許容範囲に対してチ
ェック５６４ｂされる。薬剤１２４の正味濃度は、システムの正味濃度許容範囲５４２ａ
などの正味濃度許容範囲に対してチェック５６４ａすることができる。
【０２０４】
　一実施形態では、流速５６０ｅは、オーダの入力を促進するために、デフォルト流速に
関する記述の表示をも含むことができる。流速５６０ｅは、流速記述データベース５４６
ｉを参照することができる。
【０２０５】
　計算５６２は、患者の体重及び／又は身長（おそらくはＡＤＴインターフェース３１０
によって提供される）、薬物の量、希釈剤の量、濃度、若しくは速度に基づく投与量の計
算を含むことができる。計算５６２は、限定するものではないが、流速、処方箋に特定さ
れていない場合、バッグの数量５６２ａ又は特定の時間に必要な注入バッグの数、各注入
バッグが投与されることになる時間、及び溶液中の成分の濃度に基づいた各注入並びに各
注入バッグの総量の計算を含むことができる。流速、注入されることになる量及び／又は
持続時間は、変更することができる。変更された場合、注入システム２１０は、変更に依
存する量を自動的に計算し、計算に基づいて、その濃度における成分の最大投与量が該成
分の薬剤ファイルに特定されたものを超える場合、患者医療注入システム２１０は、薬剤
師及び／又は臨床家１１６に警告し、その調整に対する理由コードを要求することができ
る。
【０２０６】
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　計算５６２は、限定するものではないが、バッグ量計算５６２ａ、変換計算５６２ｂ、
持続時間対量の計算５６２ｃ、及び流速対点滴速度の計算５６２ｄなどの計算を含むこと
ができる。チェック５６４は、注入オーダが受けることのできる様々なチェックを含む。
チェックには、限定するものではないが、正味濃度チェック５６４ａ、流速チェック５６
４ｂ、投与時刻チェック５６４ｃ、持続時間チェック５６４ｄ、及び注入部位チェック５
６４ｅなどが含まれる。注入オーダがチェック５６４に引っかかった場合、臨床家１１６
は、該チェックを無効にすることができる。オーバーライド５６６は、限定するものでは
ないが、正味濃度オーバーライド５６６ａ、流速オーバーライド５６６ｂ、投与時刻オー
バーライド５６６ｃ、持続時間オーバーライド５６６ｄ、及び注入部位オーバーライド５
６６ｅなどのオーバーライドを含むことができる。オーバーライド５６６は、医師及び／
又は薬局に対するメッセージを生成する５２０ことができる。注入システム２１０は、メ
ッセージを生成する５２０ことが必要であるか否かを決定する際に、システム全体にわた
るオーバーライドとサブシステムのオーバーライドを区別することができる。

【０２０７】
　オーバーライドは、臨床家が許容範囲をオーバーライドする権限を有するか否かの表示
を含むことができる。例えば、流速オーバーライド５６６ｂは、注入オーダを入力してい
る臨床家がシステムの流速許容範囲５４２ｂをオーバーライドする権限を有しているか否
かを表示することができる。この表示は、患者医療システム１００又はサブシステムに適
用することができる。持続時間オーバーライド５６６ｄは、注入オーダを入力している臨
床家１１６がシステムの持続時間５４２ｄをオーバーライドする権限を有しているか否か
を表示することができる。この表示は、患者医療システム１００又はサブシステムに適用
することができる。オーバーライド５６６はまた、オーバーライドの理由５６６ｆの表示
をも含む。オーバーライドの理由５６８ｆは、臨床家１１６がドロップダウンメニューか
ら選択することができる。

【０２０８】
　注入オーダ作成５０４の結果が注入オーダ７０２である。注入オーダ７０２は、注入ス
ケジュール７０４を含むことができる。注入システム２１０は、注入オーダ７０２がアク
ティブである限り、時間を予測し、要求に応じて特定されない場合、該時間に対する注入
バッグの充填のための注入スケジュール７０４を生成することができる。オーダする臨床
家は、注入オーダに対して終了日を特定する必要がない。注入システム２１０は、注入シ
ステム２１０に定められた許容範囲５４２に基づいた注入バッグ送達の自動スケジューリ
ングを含むことができる。
【０２０９】
　（オーダ準備）
　図９は、図６の注入オーダ準備５０６用の機能要素を示すブロック図である。注入準備
５０６は、注入オーダ７０２（図８）を準備するための機能ブロックを含む。注入準備５
０６は、限定するものではないが、準備場所の決定５０６ａ、成分スキャン５０６ｂ、バ
ッグ持続時間チェック５０６ｃ、及び薬剤ラベル１２４ａ用のバーコード印刷５０６ｄを
含むことができる。バーコード印刷５０６ｄは、ラベル印刷３２６（図４）を参照して上
述した機能を含むことができる。
【０２１０】
　注入オーダが注入システム２１０に入力された後、準備指示が準備場所にルーティング
される。準備場所は、注入システム２１０の準備プログラム５０６及び注入要素に依存す
る。注入システム２１０は、注入オーダが準備されることになる場所を特定する準備領域
データベース５４６ａなどの調整可能なデータベースを含むことができる。注入オーダは
、薬局、又はフロア若しくは治療場所１０６のような遠隔位置で準備することができる。
臨床家１１６は、デジタルアシスタント１１８又はディスプレイを有する他の装置上に表
示することのできるイベント管理情報を用いて、成分のバーコード確認を含む準備工程を
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通じて誘導される。
【０２１１】
　薬剤ラベル１２４ａは、成分及び成分濃度を識別する。薬剤ラベル１２４ａは、どの位
置にも印刷することができる。薬剤ラベル１２４ａは、バーコード印刷５０６ｄを含むの
が好ましい。バーコード印刷５０６ｄは、各注入バッグ用のバーコードラベル１２４ａ印
刷を含むことができる。ラベル１２４ａは、正しい薬剤が正しい時間に且つ／又は正しい
順序で投与されることを保証するのを支援する。交互注入オーダ及び逐次注入オーダは、
特に、順序誤り及びタイミング過りを招きやすい。バーコード印刷５０６ｄは、注入オー
ダ７０２の各バッグに対する独自のバーコードラベルの印刷を含むことができる。バーコ
ード印刷５０６ｄはまた、注入バッグ内の成分の組み合わせ及びそれらの成分の濃度を独
自に識別するバーコードラベル１２４ａの印刷をも含むことができる。薬剤１２４用バー
コードは、接頭辞、接尾辞、及び全米医薬品コード（ＮＣＤ）を含むことができる。一実
施形態では、バーコードは、ロット及び期限切れをも含むことができる。代替的に、ロッ
ト及び期限切れを含む別個のバーコードを提供してもよい。アクティブＲＦＩＤタグ又は
パッシブＲＦＩＤタグ、磁気帯等を含むバーコードの他の実施形態を用いてもよい。
【０２１２】
　（薬剤投与）
　図１０は、図６の薬剤投与５１２用の機能要素を示すブロック図である。薬剤投与５１
２は、薬剤を患者１１２に投与するために用いられる機能ブロックを含む。薬剤投与５１
２は、薬剤バーコードの読み取り５１２ａ、患者バーコードの読み取り５１２ｂ、有効期
限チェック５１２ｃの実行、滴定通知５１２ｄ、流速対点滴速度の表示５１２ｅ、「随時
」注入開始５１２ｆ、運転パラメータのダウンロード５１２ｇ、及び時間監視５１２ｈを
含むことができる。注入システム２１０はまた、漸減オーダ及び交互オーダなどの１つ以
上の流速を有する可能性のあるオーダを、目下投与中の注入バッグに対する流速に変換す
ることもできる。注入システム２１０はまた、逐次オーダなどの異なる成分の入った注入
バッグを有するオーダを、目下投与中の注入バッグに対する流速に変換することもできる
。
【０２１３】
　薬剤１２４の投与と同時に、臨床家１１６は、薬剤ラベル１２４ａをスキャンする。注
入システム２１０は、注入オーダの実行を開始する際、流速を変更する際、バッグを交換
する際、及び／又は注入オーダを停止する際にバーコードを付したラベル１２４ａをスキ
ャンする工程を含む。注入システム２１０は、バーコードを付したラベルを有する注入バ
ッグがその時に且つ患者１１２に対して投与されるべきであることを確認する。流速及び
投与された量を含む薬剤投与の履歴は、収集して維持することができる。幾つかの注入オ
ーダは、注入バッグのほんの一部分の特定の量を投与しようといった意図をもって、注入
バッグの吊り下げを要求する。注入システム２１０は、臨床家１１６が注入バッグのある
量を投与することをオーダするのを可能にする。ほとんどの注入ポンプが、投与すべき量
又は流速及び時間を定める機能を有している。いったんこの時間が経過すると、注入ポン
プは、その後の投与を自動的に防止する。注入システム２１０は、投与臨床家に対するリ
マインダとして、薬剤ラベル１２４ａに、それを部分的に投与すべきであり且つ適切な量
を投与すべきであるというメッセージを提供する。
【０２１４】
　流速対点滴速度表示５１２ｅは、流速対点滴速度関数５４８ｆにより生成されたデータ
を用いて、投与臨床家に、目下の注入バッグに対する点滴速度を提供する。薬剤投与５１
２中、臨床家１１６は、デジタルアシスタント１１８を用いて、流速及び他の運転パラメ
ータをチェックすることができる。流速変更１００２ｂ（図１１）は、リアルタイムで通
信される。
【０２１５】
　注入システム２１０は、ＰＲＮ注入又は「随時」注入の開始５１２ｆを含むことができ
る。「随時」注入開始５１２は、新たなアクティブオーダの作成及びＰＲＮ薬剤の調剤を
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生じさせる。この選択肢は、臨床家１１６に、患者に対してなされた先行ＰＲＮオーダの
リストからＰＲＮ注入を選択するように促す工程と、要求された注入バッグのデフォルト
値を１に設定する工程とを含むことができる。臨床家１１６は、要求された注入バッグの
量を変更する権限を有することができる。
【０２１６】
　運転パラメータのダウンロード５１２ｇは、医療と関連付けられた患者識別子及び／又
はリストバンド１１２ａから取り出した患者識別子が中心位置における医療と関連付けら
れた患者識別子と同一であるか否かを判定する工程を含むことができる。判定は、第１の
コンピュータ、例えば第１の中央サーバ１０９によって行われることが多い。注入システ
ム２１０が種々の患者識別子が同一でのものはないと判断した場合、本システムは、アラ
ームメッセージ５２０を生成することができる。種々の患者識別子が同一であると注入シ
ステム２１０が判断した場合、注入システム２１０は、医療機器３３２へ直接運転パラメ
ータをダウンロードすることができる。注入システム２１０は、運転パラメータを、注入
ポンプ１２０などの医療機器３３２に送ることができる。
【０２１７】
　システムプログラム２１０の１つの利点は、医療機器３３２をプログラムするのに運転
パラメータを利用できるようになる前に、医療機器３３２に対する運転パラメータが、デ
ジタルアシスタント１１８又は遠隔位置のどのような他のコンピュータも通過する必要が
ない点である。遠隔位置のコンピュータをバイパスすることは、患者１１２へ薬剤１２４
を投与するにあたっての潜在的な過誤の源を排除する。医療機器３３２に対する運転パラ
メータは、様々な検証が達成されると仮定すれば、医療機器３３２へ「直接」送ることが
できる。この脈絡において、「直接」とは、デジタルアシスタント１１８又は遠隔位置の
どのような他のコンピュータも通過することなく運転パラメータを医療機器へ送ることが
できることを意味する。
【０２１８】
　別の実施形態では、注入システム２１０は、中央コンピュータが第２の薬剤識別子を受
け取る追加ブロック（図示せず）を含むことができる。遠隔位置の臨床家１１６は、第２
の薬剤識別子を入力することができる。第２の薬剤識別子は、改訂された第１の薬剤識別
子であることができる。例えば、第２の薬剤識別子は、第１の患者ＩＤ及び運転パラメー
タの発生源である処方箋又は電子医師オーダの一部であることができる。次いで、注入シ
ステム２１０は、運転パラメータを医療機器へ送る前に、第１と第２の薬剤ＩＤが同等で
あることを確認することができる。第２の薬剤ＩＤは、処方が入力される時点と薬剤１２
４が治療場所１０６に到着する時点の間で、改訂された第１の薬剤ＩＤに置き換えること
ができる。次いで、第２の薬剤識別子が薬剤ラベル１２４ａに含まれていた第１の薬剤識
別子と同等でない場合、注入システム２１０は、警報を鳴動させることになる。更に別の
実施形態では、注入システム２１０は、運転パラメータが医療機器３３２をプログラムす
るために用いられる追加ブロック（図示せず）を含むことができる。
【０２１９】
　ブロック５１２などの注入システム２１０の様々なブロックが、デジタルアシスタント
１１８上に治療情報を表示する機能を含むことができる。これは、注入ポンプ１２０のデ
ィスプレイ１２０ｃ上の情報を正確に映し出す情報を表示する機能を含むことができる。
注入ポンプ１２０のディスプレイ１２０ｃ上の情報は、患者１１２、患者の位置、及び注
入オーダに関する情報で補完することができる。この情報は、注入ポンプ１２０の複数の
チャネルに関する情報を含むことができる。表示される情報は、限定するものではないが
、性格、プロンプトライン、状態表示行、操作アイコン及び揚程表示などの情報を含むこ
とができる。操作アイコンは、滴下、停止符号、流れチェックピギーバック、及び遅延開
始を含む。揚程表示は、薬物ラベル及び注入速度などの情報を含む。当業者は、上述の表
示情報及び操作アイコンには精通している。
【０２２０】
　注入システム２１０の時間監視機能５１２ｈは、オーダを完了するための残りの時間及
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び投与すべく残っている注入オーダの量を計算する。臨床家１１６が注入オーダの実施、
流速の変更、及び注入状態のチェックのために注入システム２１０を用いる場合、注入シ
ステム２１０は、投与すべく残っている時間及び量を計算し、計算結果がバッグの一部分
を用いることになることを示した場合、それを示す。例えば、全量を投与する前に停止す
べきオーダの最終バッグの際、及び／又は全量を投与する前に交換しなければならないオ
ーダのバッグの際に、臨床家１１６は、デジタルアシスタント１１８並びに／若しくはカ
ート１３２上にアラートを受ける。アラートは、「１５０ｍｌのみ投与」などのメッセー
ジを含むことができる。
【０２２１】
　時間監視５１２ｈは、バーコードスキャンを用いて、流速に対してなされたあらゆる変
更を追跡する機能を含む。薬局は、変更に従って次に必要な注入バッグの準備５０６を調
整するようにリアルタイムで通知される。準備５０６及び薬剤投与５１２の監視により、
薬剤１２４のジャストインタイムの送達が可能となる。ジャストインタイムの送達は、注
入オーダの中止又は修正による無駄を減らす。監視はまた、患者１１２の安全も保証する
。
【０２２２】
　ＰＲＮオーダの滴定に関しては、オーダ内の滴定条件に流速を変更しなければならない
ことが示されている場合、臨床家１１６は、必要な流速変更について自動的に通知を受け
る。注入システム２１０は、流速の滴定速度への変換５４８ｆを計算するための定義済み
関数を含む。注入システム２１０によって定義された値は、調整可能とすることができる
。注入システム２１０は、処置を施している間臨床家１１６を支援するために、流速の点
滴速度への自動変換５４８ｆを含むことができる。
【０２２３】
　（オーダの文書化及び修正）
　図１１は、注入オーダの文書化１０１２、及び図６の注入オーダの修正５１４並びにメ
ッセージング５２０用の機能要素を示すブロック図である。修正５１４は、既存の注入オ
ーダを修正するために用いられる機能ブロックを含む。修正５１４は、新たなオーダを作
成して既存の注入オーダを更新することと見ることもできる。修正５１４は、修正変更１
００２、通常、新たなオーダに対して全てのオーダリングオプションが利用可能である１
００４、再チェック１００６、再チェックオーバーライド１００８、及び新たな流速対新
たな点滴速度の表示１０１０を含むことができる。注入オーダの修正は文書化１０１２及
び、メッセージング５２０につながることが多い。修正５１４は、処方修正モジュール３
３６（図４）に関して説明した機能を含む。しかしながら、修正５１４には、限定するも
のではないが、処方箋エントリ３２４、処方箋起動３０６、及び処方許可３０８などの患
者医療システム１００の他の部分からもアクセスすることが可能である。
【０２２４】
　修正５１４には、持続時間の修正１００２ａ、流速の修正１００２ｂ、新たな注入部位
の使用１００２ｃ、修正理由の識別１００２ｄ、注入バッグの量の識別１００２ｅ、及び
停止オーダの処理１００２ｆが含まれる。臨床家１１６は、患者１１２が嘔吐していると
きのように、患者１１２が不快感を訴えている場合又は体液平衡を促進する場合には、オ
ーダなくして注入速度を変更することもできる。
【０２２５】
　修正変更１００２には、新たな持続時間の識別１００２ａ、新たな流速の識別１００２
ｂ、新たな注入部位の識別１００２ｃ、修正理由の識別１００２ｄ、注入バッグ内の残量
の識別１００２ｅ、停止オーダ５１６が含まれる。最初の注入オーダ作成５０４中に利用
可能なオーダリングオプションは、通常、注入オーダの修正に対しても利用可能である。
最初のオーダ作成５０４中に利用可能なオーダリングオプションには、図８に示すものが
含まれる。再チェック１００６及び再チェックオーバーライド１００８は、図８を参照し
て説明したチェック５６４並びにオーバーライド５６６に類似している。新たな流速対新
たな点滴速度の表示１０１０は、臨床家が薬剤投与５１２中に過誤の可能性を最小限に抑
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えるのを支援する。修正された注入オーダは、修正された注入スケジュールをもたらすこ
とができる。

【０２２６】
　流速は、注入が不注意によって短時間停止された場合に調剤のスケジュールを変更する
ことなく遅れを取り戻すためなどの理由により、治療場所１０６において頻繁に修正され
る。そのような修正では、新たな注入スケジュール７０４を薬局に連絡する必要はないか
もしれない。他の場合には、新たなスケジュール７０４は、薬局又は他の調剤スタッフに
連絡しなれればならない。流速の修正１００２ｂは、注入オーダのスケジューリング変更
及び／又は適切な臨床家１１６に対するメッセージ５２０をトリガする。
【０２２７】
　臨床家１１６が治療場所１０６において注入システム２１０に流速の修正１００２ｂを
入力する際に、臨床家１１６は、注入スケジュール７０４を再計算して薬局に送信するこ
とを選択することもできる。臨床家１１６は、バーコード印刷５０６ｄモジュールによっ
て新たな薬剤ラベル１２４ａを印刷することを要求する選択肢を有する。新たな薬剤ラベ
ル１２４ａは、先に準備された注入バッグのいずれかに関する新たな情報を反映するデー
タを含む。
【０２２８】
　注入システム２１０及び／又は臨床家１１６は、注入部位の修正１００２ｃを要求する
ことができる。部位は、コンピュータ画面上の解剖図のリストから選択することができる
。臨床家１１６には、修正の理由を識別する１００２ｄように要求することができる。限
定するものではないが、タイミングに関するオーバーライドの理由５４６ｆ及び流速に関
するオーバーライドの理由５４６ｇなどのデータベースに格納された理由を、臨床家１１
６による識別を容易にするために表示することができる。医師がオーダした修正に対する
別個のハードコードされた理由が存在し得る。医師がオーダした修正に対しては、医師を
識別するように臨床家１１６に要求することができる。
【０２２９】
　修正を実行する前に、現在の注入バッグ内の残量が識別される１００２ｅ。臨床家１１
６には、修正前の流速及び／又は量の表示値から計算された量を受け取るオプションを提
供することができる。
【０２３０】
　所望であれば、現行の注入を停止する１００２ｆことができる。オーダの停止が要求さ
れない場合、例えば同一の注入バッグを新たな流速及び／又は新たな追加薬剤と併せて使
用することができ、古い流速を識別して修正された流速と比較することができる。
【０２３１】
　先に準備されたどの注入バッグも、新たな注入スケジュール７０４に基づいて期限切れ
をチェックすることができる。一時的な停止若しくはオーダ保留の後に注入オーダが再開
される際に、すでに準備されていた溶液の期限切れに関して期限切れチェックを行うこと
ができる。
【０２３２】
　新たな注入スケジュール７０４は、薬局又は他の準備場所における準備５０６を制御す
るために用いられる。システムのデフォルト値５４４は、いずれかの準備されたバッグを
請求書発行インターフェース３１２を通じて患者１１２に対する貸方に記入すべきか否か
、及びそれらを在庫に対する貸方に記入すべきか否かに関して設定することができる。
【０２３３】
　注入オーダ変更１００２は、新たなオーダに対して利用可能な全てのオーダリングオプ
ション１００４を含む。修正された流速は、限定するものではないが、正味濃度１００６
ａ、流速１００６ｂ、投与時刻１００６ｃ、持続時間１００６ｅ、及び注入部位１００６
ｆなどの規則及び許容範囲に関して再チェック１００６することができる。オーバーライ
ド１００８は、許容範囲外の修正に対して利用可能とすることができる。注入システム２
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１０はオーバーライド及び当初のオーダに特定された時刻以外の時刻に投与中の薬剤に対
する理由を表示する１００８ｆことができる。臨床家１１６には、修正に対する理由を識
別するように要求することができる。
【０２３４】
　注入システム２１０は、修正された流速１００２と関連付けられた修正された点滴速度
を示す表示を臨床家１１６に提供することができる。表示情報は、流速対滴速度５４８ｆ
の定義済み関数によって計算することができる。注入システム２１０には、点滴速度を計
算するのに用いるために、注入システム２１０内で用いられる典型的な注入チューブに関
する記述を提供することもできる。
【０２３５】
　修正は、注入システム２１０による注入バッグの期限切れの確認及びオーダの完了前に
注入バッグの期限が切れる場合の臨床家１１６へのメッセージの提供をもたらす。メッセ
ージは、薬局と連絡をとるように臨床家１１６に要求することができる。限定するもので
はないが、あらかじめ混合された溶液及び注入システム２１０外で製造された溶液などの
溶液に対する注入バッグの期限切れの確認は、スキャンコードの構文解析を含むことがで
きる。
【０２３６】
　流速オーバーライド１００８ｂは、注入オーダを修正する臨床家１１６が新たな注入オ
ーダに対する承認を要求することなくオーダされた限界をオーバーライドする権限を有す
るか否かを表示することができる。この表示は、患者医療システム１００又はサブシステ
ムに適用することができる。
【０２３７】
　文書化１０１２は、リアルタイムで注入オーダ情報を取り込む。文書化には、同時実施
中の複数の注入、及び限定するものではないが、持続時間変更１０１２ａ、流速変更１０
１２ｂ、量変更１０１２ｃ、及び注入部位変更１０１２ｄの文書化が含まれる。

【０２３８】
　注入システム２１０は、臨床家１１６が流速におけるあらゆる変更を変更が生じている
ときに捕捉するのを支援することができる。臨床家１１６は、モルヒネ注入の流速を４ｍ
ｌから２ｍｌに減らすことのなどの、注入オーダにおいて要求される流速変更を行うこと
ができる。注入システム２１０は変更を新たなオーダとして認識することができるが、注
入システム２１０は、修正されたオーダが新たなバッグの生成をもたらさないように、重
複を回避するように設定することができる。
【０２３９】
　文書化１０１２は、限定するものではないが、注入一時停止、注入中止、及び／又は注
入再開などの変更を文書化する機能を含む。臨床家１１６は、注入部位に欠陥がある、注
入が外れているなどの様々な理由によって注入を停止することができ、且つ／又は患者１
１２の動きを促進するために注入をヘパリン／生理食塩水ロックすることができる。注入
は、新たな部位／注入が回復されたときに再開することができる。しかしながら、これに
かけることのできる時間の長さは可変であってもよく、通常、注入システム２１０によっ
て記録される。
【０２４０】
　政府規制では、注入投与の工程における全ての停止の追跡が要求されることが多い。注
入システム２１０は、投与臨床家１１６が薬剤ラベル１２４ａをスキャンし、許容範囲設
定５４２によって生成された許容範囲のような許容範囲に基づいて流速を調整１００２ａ
することにより、デジタルアシスタント１１８又は他のコンピュータ装置上に流速の修正
を文書化することを可能にする。流速の修正１００２ｂは、関連する薬局の注入スケジュ
ール７０４にリアルタイムで対応し、患者治療領域１０６に対するジャストインタイムの
注入バッグの在庫管理を保証する。文書化１０１２は、特定の状況下で、オーダの遡及適
用を可能にすることができる。
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【０２４１】
　注入システム２１０は、注入部位１０１２ｄ及び複数の注入部位に対する複合注入１０
１２ｅを文書化する機能を含む。多くの状況において、患者１１２は、幾つかの注入薬剤
が１つの部位に流入し且つ他の注入薬剤が別の部位に注入されるように、複数の薬剤１２
４及び「未－済」注入を有することができ、例えば、モルヒネ注入、右腕（部位１）に注
入される抗生物質及び生理食塩水並びにＴＰＮ及び二重管腔ＣＶＬ（部位２）内に流入す
る２／３＆１／３。注入システム２１０は、どの部位を通じて様々な流体が注入されてい
るかについて臨床家１１６が文書化することを可能にする。集中治療室のような治療場所
１０６においては、２つ以上の多くの注入薬剤を、１つのライン又は１つの管腔内に流入
させることができる。臨床家１１６は、ＣＶＬのどの管腔に注入又は薬剤が流入している
かを示すことができる。
【０２４２】
　注入システム２１０は、注入用の部位の位置１０１２ｄ及びどのような部位位置の変更
も文書化する機能を含む。注入部位は、閉塞又は方策により、頻繁に変更される。従って
、臨床家１１６は、注入が外されその後再開された場合に部位位置の変更を文書化しなけ
ればならない。
【０２４３】
　注入システムは、集中型の装置構成を提供する。注入ポンプ１２０などの医療機器に対
する運転パラメータは、デフォルト値及び／又は許容範囲を含むことが多い。デフォルト
値及び／又は許容範囲、例えば流速許容範囲５４２ｂは、注入システム２１０、並びに／
若しくは機器３３２に関連付けられた記憶装置内に常駐させることができる。例えば、注
入ポンプ１２０は、関連付けられた流速許容範囲を有する薬剤のテーブルを有するデータ
ベースを含むことができる。臨床家１１６が関連付けられた流速許容範囲を越える流速を
入力した場合、臨床家１１６は警告を受け、次いで、続行することを許可されるか、又は
続行を禁止される。心拍数モニタなどの機器３３２はまた、アラートに対して設定可能な
許容範囲をも有することができる。アラートに加え、ネットワーク名、ＩＰアドレス、ポ
ーリング周期、及び色などの多くの他の特徴を一般に、機器３３２に対して設定すること
ができる。注入システム２１０は、医療機器３３２を１台又はそれ以上の中央コンピュー
タから個々に又はグループで設定する機能を含む。
【０２４４】
　システム設定パラメータは、第１の種類の医療機器に対して定義することができる。シ
ステム設定パラメータは、特定の第１の種類の機器がその特定の第１の種類の機器に適用
されるより特定的な設定パラメータを有していない限り、第１の種類の機器によって送受
される。例えば、第１の複数の第１の種類の医療機器は、一般的医療処置の場所に配置す
ることができる。第２の複数の第１の種類の医療機器は、集中的医療処置の場所に配置す
ることができる。一般的医療処置の場所は、特定の設定パラメータを有しないかもしれず
、一方、集中的医療処置の場所は特定の治療パラメータを有しない。システム設定パラメ
ータは、特定の設定パラメータが例えば集中的医療処置の場所に適用されない限り、注入
システム２１０全体にわたる全ての第１の種類の医療機器、即ち一般的医療処置の場所内
の機器に適用されることになる。
【０２４５】
　各種類の機器に対し、特定のグループに分けられた機器全体にわたるその種類の全ての
機器に適用されるパラメータは、特定の機器がそのような定義を有するグループに属する
場合、該特定の設定パラメータが注入システム２１０内のより更に特定的なレベルにオー
バーライドされない限り、システム設定パラメータをオーバーライドする。グループは、
臨床サービス、看護室、及び／又はサービスと看護室の組み合わせとして定義することが
できるかもしれない。
【０２４６】
　各種類の機器に対し、ユーザは、あらゆる他の定義をオーバーライドする特定の範囲の
属性を有するオペレーションに用いられる種類の全ての機器に適用される設定パラメータ
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のセットを定義することができる。病院においては、オペレーションは、注入オーダ及び
患者の体重、薬物、患者の病態、及び患者の重症度を含むかもしれない属性からなる可能
性がある。
【０２４７】
　機器は、一般的なグループ、特定のグループの一部として識別し、且つ／又はデータベ
ース内のテーブル内の機器アドレスを含むことにより、特定の患者に関連付けることがで
きる。次いで、一般的な又は特定の設定パラメータを、機器の識別情報に従って該機器に
送信することができる。次いで、その特定の設定パラメータを、注入システム２１０にリ
ードバックし、最初に送信された設定パラメータと比較して、最初の設定パラメータが機
器３３２によって正しく受信されたことを確認することができる。設定パラメータが正し
く受信されなかった場合、注入システム２１０は、矛盾又は通信障害を識別するメッセー
ジ５２０を提供することができる。
【０２４８】
　注入システム２１０は、中央コンピュータを経由せずに機器においてなされた設定パラ
メータに対する変更を検出し、メッセージ及び／又はアラート５２０を送信することがで
きる。注入システム２１０はまた、機器に、それらの設定パラメータを確認するようにポ
ーリングすることもできる。システム及び／又は特定の設定パラメータが変化すると、該
変化を、注入システム２１０において識別されたグループ分けに従ったグループに属する
と本システムにおいて識別された全ての機器３３２に伝播することができる。
【０２４９】
　本書類及び関連の特許請求の範囲全体を通じて、「中心位置」及び「遠隔位置」は、互
いに相対的な用語である。「遠隔位置」は、患者１１２が注入ポンプ１２０を通じて治療
を受けている患者治療場所１０６のような、制御された医療機器を通じて患者が治療を受
けている任意の場所である。「中心位置」は、限定するものではないが、薬局のコンピュ
ータ１０４の位置及び中央システム１０８のような、医療機器を運転するためのパラメー
タにアクセス可能な、遠隔位置以外の任意の場所である。典型的な配置では、治療場所１
０６などの幾つかの遠隔位置は、中心位置と連通している。
【０２５０】
　本開示はシステム２１０内の注入ポンプ１２０の使用に焦点を当てているが、本発明の
範囲を逸脱することなく他の医療機器をシステム２１０内で用いることができることが理
解される。例えば、様々な種類の医療機器には、限定するものではないが、注入ポンプ、
人工呼吸器、透析機等が含まれる。追加の種類の医療機器は、微小電子機械システム（Ｍ
ＥＭＳ）構成要素である。ＭＥＭＳは、大きさをミリメートルより小さくすることのでき
る極めて小さい装置を創り出すのに用いられる技術である。ＭＥＭＳ装置は一般に、ガラ
スウエハ又はシリコンから製造されるが、この技術は、半導体産業のその起源をはるかに
越えて成長している。各ＭＥＭＳ装置は、光学素子、流体素子、電気素子、化学元素及び
生物医学的要素に加えて運動する機械的部品を組み込むことのできる、チップ上に統合さ
れたマイクロシステムである。得られたＭＥＭＳ装置または要素は、圧力、振動、化学物
質、光、及び加速を含む多くの種類の入力に応答する。ＭＥＭＳ構成要素は、様々な種類
のポンプ、フローバルブ、流量センサ、チューブ、圧力センサ又は要素の組み合わせを含
む幾つかの異なる要素とすることができる。

【０２５１】
　従って、以下の詳細でさらに説明されるように、ＭＥＭＳ構成要素の１つの利用法は、
図５３に概略的に示すインラインＭＥＭＳポンプ５３１４としての利用法である。ＭＥＭ
Ｓポンプ５３１４は、点滴用バッグ５３２０内に含まれた流体を、チューブ５３１２を通
じ、アクセス用装置５３２４を通じてそこから患者の体内にポンピングすることができる
。ＭＥＭＳ構成要素は、それに取り付けられたＭＥＭＳの局所的電子機器要素を有してお
り、ＭＥＭＳの電子機器要素は、外部の耐久性を有するＭＥＭＳ制御装置に接続し、該Ｍ
ＥＭＳ制御装置が、本明細書に記載する本発明の注入ポンプ１２０のように、システム２
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１０と通信することができる。ＭＥＭＳポンプ５３１４の一実施形態では、ＭＥＭＳの電
子機器要素５３３２は、ＭＥＭＳポンプ５３１４に内蔵されており、ＭＥＭＳパラメータ
の操作情報を格納することができるのが好ましい。その電子機器及び電源を有するＭＥＭ
Ｓ制御装置は、物理的に又は無線でＭＥＭＳの電子機器要素に接続することができる。一
実施形態では、パラメータの操作情報は、取り外し可能なＭＥＭＳ制御装置５３３８から
ロードすることができる。ポンプ要素５３１４は、ＭＥＭＳの電子機器５３３２内に局所
的に格納された情報に基づいて、チューブ５３１２を通る流体の流れを生成するのが好ま
しい。この情報は、配線式であるが取り外し可能なＭＥＭＳ制御装置５３３８からダウン
ロードされるのが好ましい。更に、ＭＥＭＳ構成要素は、無線通信によってシステム２１
０と通信することができる。更に、ＭＥＭＳ制御装置は、システム２１０を往来する情報
の転送を行うことができ、無線又は有線の通信路を通じた本システム２１０内のＭＥＭＳ
構成要素の制御及び照会処理を完全に自動化している。

【０２５２】
　ＭＥＭＳ又は他の台頭しつつある経済的な製造技術の利用は、ポンピング、バルビング
、及び感知などの付加的機能性を提供する使い捨てラインセットにＭＥＭＳ要素を追加す
る機会を提供する。支援用局所電子機器のうちの幾つか又は全部を、ラインセットの使い
捨て部分に含めることもできるであろう。例えば、ポンプ、圧力センサ、及び／又は流量
センサ、バルブ、若しくは使い捨て要素の組み合わせに対する較正情報を含むメモリチッ
プを含めることは好ましいかもしれない。廃棄性は、後続の各適用間でのシステム構成要
素の費用のかかる滅菌に対する必要性を排除するので望ましい。
【０２５３】
　（ポップアップウィンドウ）
　一実施形態では、本システムは、ポップアップウィンドウを介して、１種類又はそれ以
上の薬剤に関連する情報を臨床家に自動的に提供することができる。薬剤テーブルは、中
央データベース１０８ｂに入力されるのが好ましい。薬剤テーブルは、１種類又はそれ以
上の薬剤の一般名、及びそれに関連する任意の商品名を含むことができる。薬剤テーブル
内の各薬剤に、ポップアップウィンドウを介した表示用のそれぞれのメッセージがリンク
されている。メッセージは、医療施設が定めるか、又はシステム供給者があらかじめ定め
ることができる。各薬剤に関連付けられたメッセージは、１）例えば取り扱い又は暴露の
際の薬剤に関連する危険、２）臨床家による薬剤の投与法、３）薬剤に関する医師の参照
情報、４）薬物注入用の適切なポンプチャネル、及び５）ピギーバック注入に対するロー
ラクランプの開放などの注入設定手順に関する警告に関するのが好ましい。
【０２５４】
　ポップアップウィンドウは、ＣＰＯＥを介して医師によって薬剤がオーダされている際
、薬剤が薬局等によって処理されている際、及び臨床家によって薬剤が患者に投与されて
いる際などの、薬剤が計算装置内に選択又は入力される際に表示される。一実施形態では
、遠隔位置の計算装置上での薬剤の選択又は入力が完了すると、中央システム１０８内の
データベースがアクセスを受け、該薬剤に関連付けられたポップアップウィンドウメッセ
ージのうちの少なくとも１つが遠隔計算装置に提供され、臨床家に表示される。
【０２５５】
　薬剤に関連付けられたポップアップウィンドウメッセージのうちの少なくとも１つは、
薬剤オーダ、処理、及び投与手順の特定のステップの開始と同時に、表示用に提供される
のが好ましい。例えば、ＣＰＯＥなどの計算装置への薬剤の入力と同時に、該薬剤に関す
る医師参照情報に関するメッセージを有するポップアップウィンドウが表示され、一実施
形態では、該薬剤に関連する危険に関する別のポップアップウィンドウを表示することが
できる。次いで、薬局等によるオーダの処理の際に、薬局内の計算装置１０４上に１つ又
はそれ以上のポップアップウィンドウが表示され、薬剤に関する一般情報、及び薬剤に関
連する発生し得る危険が提供される。次に、臨床家によってオーダが実行されている際に
、薬剤の投与に関する情報、また、一実施形態では、薬剤の取り扱い方法などの薬剤に関
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連する発生し得る危険を知らせるために、臨床家に関連付けられた計算装置（即ちハンド
ヘルド１１８）上に１つ又はそれ以上のポップアップウィンドウが表示される。
【０２５６】
　計算装置上に表示されるポップアップウィンドウは、薬剤オーダ、処理、及び臨床家に
よって実行中の投与手順におけるステップに特定のものであるのが好ましい。例えば、医
師参照情報を含むポップアップウィンドウは、ハンドヘルド装置１１８を介して看護師に
表示されないのが好ましい。それにもかかわらず、一実施形態では、薬剤が特定の計算装
置に選択又は入力される際にポップアップウィンドウを表示すべき時と場合は、ユーザ若
しくは病院が定めることができる。
【０２５７】
　ポップアップウィンドウを表示すべき時と場合を薬局が定めるのも好ましい。例えば、
ポップアップウィンドウは、普通薬に対しては表示されないのが好ましい。その代わりに
、ポップアップウィンドウは、ポップアップウィンドウ内の追加情報が薬剤のオーダリン
グ、調剤、又は投与を支援することになると薬局若しくは医療施設が考える薬剤に対して
表示されるのが好ましい。
【０２５８】
　（薬剤の投与）
　薬剤１２４を注入システム２１０で投与する方法を以下に説明する。本方法は、注入オ
ーダを修正する機能を含む。修正には、流速、注入部位の修正、注入の一時的停止、注入
の再開、及び新たな薬剤１２４容器の吊り下げが含まれる。本方法は、患者に関連付けら
れたバーコード５１２ｂをスキャンする工程と、薬剤に関連付けられたバーコード５１２
ａをスキャンする工程と、注入が混合物である場合に期限切れを確認する工程５１２ｃと
、修正の理由を選択する工程１００２ｄと、注入バッグの残量を記録するか又は前の量及
び流速から計算された値を受け取る工程１００２ｅとを含む。注入バッグの期限切れの確
認５１２ｃは、混合物テーブル及び／又はバーコードの使用を含むことができる。
【０２５９】
　修正の理由は、定義済みテーブル５４６ｇから選択することができる。修正の理由は、
医師がオーダした変更に対するハードコードされた値をも含むことができる。ハードコー
ドされた値を選択する場合、臨床家１１６は、医師のリストから医師を選択するように促
される。主治医は、医師のリスト内のデフォルト値とすることができる。
【０２６０】
　薬剤１２４の投与を停止させるための迅速選択機能、例えば停止オーダ１００２ｆがあ
ってもよい。迅速選択が選択されない場合、以下の工程を含むことができる。流速を記録
し且つ／又は流速に関する前値を受け取る工程－前値は、デジタルアシスタントのディス
プレイ１１８ａ上、注入ポンプのディスプレイ１２０ｃ上、及び／又は医療用カート１３
２上に表示される；前流速をオーダされた流速と比較する工程－この比較は、注入システ
ム２１０又はサブシステムの規則及び許容範囲を用いて達成することができる；適切なメ
ッセージを表示する工程；流速と点滴速度との間の変換を表示することができる１０１２
－変換は、注入システム２１０に定義済みの点滴速度変換テーブル５４８ｆに基づいて計
算することができる。注入システム２１０は一般に、チューブに基づく記述を用いて臨床
家１１６が正しい点滴速度変換を選択するのを容易にする。
【０２６１】
　流速を変更する工程は、注入システム２１０が予定流速に基づいて注入バッグの有効期
限を確認する工程をトリガする。溶液の有効期限が投与前又は投与中に切れる場合、例え
ば「この溶液の有効期限は予定投与期間中に切れる。薬局に連絡のこと」といったメッセ
ージが臨床家１１６に送信される。それがあらかじめ混合された注入バッグ及び／又はカ
スタマイズされた注入バッグである場合、有効期限は、可能であれば、スキャンコードを
構文分析することによって確認される。前注入部位が受け入れられるか、又は新たな注入
部位の位置が、リスト若しくはグラフィカルな解剖図から選択される。次いで、スケジュ
ール７０４が再計算され、薬局の在庫補充が実行される。注入システム２１０は、患者及



(55) JP 6014013 B2 2016.10.25

10

20

30

40

50

び臨床家１１６を識別するためのバイオメトリクスを含むことができる。
【０２６２】
　臨床家１１６が注入システム２１０にアクセスするのを許可する前に、注入システム２
１０は、臨床家１１６の識別に関連する情報にアクセスする。注入システム２１０は、臨
床家１１６のバッジ１１６ａを読み取るためのバーコードリーダなどの装置を用いて、臨
床家１１６を識別することができる。本システムはまた、臨床家１１６を確実に識別する
ために、臨床家がシステムの許可されたユーザであることを保証するために、また臨床家
１１６が注入システム２１０の各部分にアクセスする権限を有するか否かを判断するため
に、バイオメトリクスを用いることもできる。注入システム２１０は、臨床家１１６が注
入システム２１０にアクセスするのを認可するために、臨床家バッジ１１６ａ、又は他の
キー、及び検証済みの生物測定による一致の組み合わせを要求することができる。本シス
テムはまた、臨床家バッジ１１６ａが臨床家バッジ１１６ａ、又は他のキーを読み取るた
めに用いられる機器の近傍から除去されている際には、注入システム２１０へのアクセス
を終了するように設定することもできる。
【０２６３】
　バイオメトリクスは、測定された生物学的データを統計的に解析する技術及び科学であ
る。バイオメトリクスの１つのフィールドは、指紋などの固有の物理的特徴を判定するフ
ィールドである。バイオメトリクスは、個人を注入システム２１０のようなデジタルシス
テムに対して識別することを可能にする。デジタル型の人物が生成され、トランザクショ
ン及び対話をより便利で安全なものにする。識別のための生体測定学上の特徴には、限定
するものではないが、指紋、顔、虹彩及び網膜の走査、並びに声識別などの特徴が含まれ
る。バイオメトリック装置は、スキャニング装置又は読み取り装置、スキャンした情報を
デジタル形式に変換するためのソフトウェア、及び格納された記録との比較用にバイオメ
トリック情報を格納するための記憶装置を含む。ソフトウェアは、アルゴリズムによって
処理されたデータのうちの特定の一致点を識別し、該データを比較する。パスワード、Ｐ
ＩＮコード、及びスマートカードとは異なり、注入システム２１０のバイオメトリクスは
、遺失、忘却、又は盗まれることがあり得ない。
【０２６４】
　バイオメトリックスキャナは、臨床家１１６のバッジ１１６ａを読み取るための装置と
関連付けることができる。例えば、バイオメトリックスキャナは、バーコードリーダのハ
ンドル上の親指指紋リーダとすることができる。別の実施形態では、バイオメトリックス
キャナ及び電子キーリーダを、携帯用薬剤カート及び／又は医療機器上に配置することが
できる。臨床家１１６が電子キーを医療機器から特定の距離内に置くと、プロセッサは、
それが求めるべき特定の個人の電子バイオメトリック識別ファイルを見分けることになる
。注入システム２１０は、臨床家１１６に彼のバイオメトリック情報をスキャンするよう
に促すのが好ましい。バイオメトリック情報は、ある種のバイオメトリック読取装置又は
バイオメトリックスキャニング装置によって注入システム２１０に入力される。スキャン
されたバイオメトリック情報と事前に格納された特定の個人の電子バイオメトリック識別
ファイルとの間に一対一の比較が行われる。この一対一の一致比較は、それが一致を求め
て臨床家データベース全体を探索することを必要としないために、一対多の一致ファイル
よりも効率的である。代わりに、１つのみの特定の比較が行われる。一致点がある場合、
次いで、臨床家１１６は、医療機器３３２へのアクセスを許可される。一致点がない場合
、臨床家１１６は、アクセスを拒絶される。
【０２６５】
　更に、別の実施形態では、医療機器は、制御装置を有しない。例えば、医療機器は、制
御装置を有しないポンピング装置とすることができ、逆に、別個の制御装置から制御信号
を単に受け取るだけである。一実施形態では、そのような医療機器に対する制御装置は、
第１の中央コンピュータ１０９とすることができる。従って、第１の中央コンピュータ１
０９は、医療機器に直接制御信号を送信し、該医療機器を制御することができる。
【０２６６】
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　別の実施形態では、注入システム２１０が臨床家１１６に対してアクセスを許可した後
、注入システム２１０は、電子キーがバイオメトリックスキャナ、又はバイオメトリック
スキャナの近傍から除去されるときに、そのアクセスを終了する。電子キーをそれ以内に
保持しなければならない近傍は、あらかじめ定めることができ、且つ／又は可変でプログ
ラム可能な注入システム２１０のパラメータとしてもよい。
【０２６７】
　一実施形態では、注入システム２１０は、暗号化されたデジタル指紋テンプレート、臨
床家の氏名、ログイン名、及びパスワードを含む。臨床家識別子を実装する１つの技術に
は、Ｄａｌｌａｓ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙが提供している
「ＩＢＵＴＴＯＮ　４００」が含まれる。注入システム２１０は、臨床家が指を指紋スキ
ャナ上に置いたときに起動することができる。注入システム２１０が一致点を見つけると
、注入システム２１０は、注入システム２１０にログインするように臨床家１１６に要求
することができる。注入システム２１０が生物測定学的一致を見出さない場合、本システ
ムは、臨床家１１６が注入システム２１０にアクセスするのを許可しない。
【０２６８】
　別の実施形態では、バイオメトリック情報を格納しているデータベースを、中央システ
ム１０８、薬局のコンピュータ１０４、及び／又は治療場所１０６内に保持することがで
きる。治療場所１０６では、このデータベースは、携帯用カート１３２、デジタルアシス
タント１１８、及び／又は医療機器３３２内で維持することができる。このような分散さ
れたデータベースは、たとえネットワーク１０２が様々な位置間で通信を行うことができ
ない場合でも、遠隔装置にアクセスすることを可能にする。ネットワーク１０２通信が回
復したときに、遠隔及び中央データベースを他の位置で修正されたあらゆる情報と同期さ
せ、これにより両方の注入システム２１０のデータベースを適切に更新することができる
。
【０２６９】
　注入システム２１０は、閉ループの注入療法管理システムを提供する。閉ループは、臨
床家１１６オーダで開始する。他の方法の中で、臨床家１１６は、デジタルアシスタント
１１８及び／又は医療用カート１３２を通じてオーダを入力することができる。その後、
オーダは、薬局許可５０８及び医師許可５１０に対してリアルタイムで利用可能となる。
オーダは、電子薬剤投与記録（ｅＭＡＲ）としてリアルタイムで利用可能である。ｅＭＡ
Ｒは、注入実施のために臨床家１１６が利用できる。注入システム２１０は、薬剤投与５
１２及び流速変更１００２ｂなどの修正５１４を、自動的に文書化する。薬剤投与５１２
の工程を通じて、注入システム２１０は、注入システム２１０及び／又はサブシステムの
在庫・請求書発行５１８を同時に調整する。注入システム２１０はまた、イベント管理及
び決定支援データをも提供する。注入システム２１０は、それがワークステーション、無
線タブレット、及びハンドヘルドデジタルアシスタント１１８上で作動することができる
という意味で、装置独立型である。注入システム２１０は通常、リアルタイムで作動する
が、注入システム２１０の工程の様々な段階を調整するために、バッチ処理及び他のメッ
セージングを用いることができる。
【０２７０】
　閉ループの注入療法管理システムは、注入オーダエントリ５６０、オーダ準備５０６、
及び注入状態の可用性を含む。注入オーダエントリ５６０は、限定するものではないが、
処方箋エントリモジュール３２４、処方修正モジュール３３６、及び薬局インターフェー
ス３１６などの幾つかの手段を通じて可能である。コンピュータ画面４００は、注入オー
ダを入力する際に用いることができる。注入状態は、患者１１２別の注入の利用法を提供
し、薬局に追加注入バッグの必要性を知らせる。
【０２７１】
　（臨床家の注入システムとの対話）
　更に、注入システム２１０は、臨床家１１６が注入システム２１０にアクセスできるか
どうかを判断するために、ログインシステムを用いることができる。注入システム２１０
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に対するログインシステムのインターフェース画面の一例を、図１９のログイン画面１９
０３に示す。そのインターフェース画面に、臨床家１１６がユーザ名とパスワードの両方
を入力し、「ログイン」キーをクリックする。システム２１０は、ユーザ名及びパスワー
ドがシステム２１０に対して有効であることを確認するために、チェックを行う。ユーザ
名若しくはパスワードのいずれかが有効でない場合、システム２１０は、図２０に示すロ
グイン画面２００５において、ログインできなかったことを臨床家１１６に通知すること
になる。次いで、臨床家１１６は、ユーザ名及びパスワードを再入力してなんらかのエラ
ーを修正する機会を有することになる。ユーザ名及びパスワードが有効である場合、臨床
家１１６は、システム２１０にアクセスできることになる。更に、臨床家１１６がデジタ
ルアシスタント１１８にログインしたがそれをある時間使用しない場合、システム２１０
の安全対策により、臨床家１１６が再度ログインするまで、デジタルアシスタント１１８
がそれ以上使用されることが防止される。
【０２７２】
　主任臨床家も、システム２１０にログインすることができる。本明細書に詳細に説明す
るように、主任臨床家は通常、臨床家の直属する上司又は特定の人物である。更に、主任
臨床家は、臨床家に対するワークフローを支援するか、又はアラーム状態若しくはアラー
ト状態を監視するのを支援する人物とすることもできる。一般に、主任臨床家は、少なく
とも１つの部門全体にわたる監督又は責任の任務を保持する。従って、主任臨床家は、上
述したログイン及びパスワードでログインし、次いで主任臨床家に関連する部門を選択し
なければならない。
【０２７３】
　臨床家１１６が図１９に示すログイン工程を完了し、システム２１０へのアクセスを許
可された後、臨床家１１６は、幾つかの管理機能を実行することができる。そのような管
理機能の１つは、部門を選択することである。図２１の部門選択インターフェース画面２
１０５に示すように、臨床家１６は、ドロップダウンメニュー２１０７から部門を選択す
ることができる。図２１に示す例では、臨床家１１６は、「神経内科ＩＣＵ」を部門とし
て選択した。臨床家１１６がドロップダウンメニュー２１０７から適切な部門を選択した
後、臨床家１１６は、矢印キー４８０９を押下して選択した部門に入ることができる。
【０２７４】
　臨床家が実行することのできる別の管理機能は、臨床家のシフトを選択することである
。図２２のシフト選択画面インターフェース２２１１に示すように、臨床家１１６は、標
準シフト若しくはカスタマイズされたシフトのいずれかを選択することができる。その入
力に対して、幾つかの選択可能な標準シフトがドロップダウンメニュー２１０７に提供さ
れる。しかしながら、臨床家１１６がカスタマイズされたシフトを選択した場合、該臨床
家は、該カスタマイズされたシフトに対する開始時刻及び終了時刻を入力するように要求
される。臨床家１１６は、提供されている領域２２５５に、シフトを手入力し、次いでエ
ンターキー４８０９をタップすることもできる。
【０２７５】
　患者を見るインターフェース画面２３１３を図２３に示す。この画面２３１３では、シ
フトが選択された後、臨床家１１６は、該臨床家１１６に関連する患者を見ることができ
る。臨床家１１６はまた、該臨床家１１６に関連する仕事も見ることができる。従って、
患者、臨床家の仕事、又は両方に基づいて、「しなければならないこと」のリストを提供
することができる。特定の患者に対して要求される緊急医療のレベル間を区別するために
、異なるレベルの陰影付け処理及び／又は着色を利用することができる。更に、様々なア
イコンを患者に関連付けて用い、患者に必要な医療を臨床家１１６に迅速に理解させるこ
とができる。図２３の患者を見るインターフェース画面２３１３は、ボタン２３１５で更
に患者を追加する機能を臨床家１１６に提供する。臨床家１１６が「患者を追加」キー２
３１５を選択すると、臨床家に追加患者のリストを提供することができる。
【０２７６】
　臨床家１１６にはまた、図２４に示す患者選択インターフェース画面２４１７を提供す
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ることもできる。この画面２４１７で、臨床家１１６は、該臨床家のシフトに追加すべき
患者を選択することができる。患者は、その臨床家に関連する部門からでもよく、異なる
部門から患者を追加することを臨床家が選択してもよい。臨床家１１６はまた、彼らがそ
の患者に付くことになる時間を選択することもできる。更に、臨床家１１６は、キー２４
１９で更に患者を見つけることもできる。臨床家１１６がいつでもシフトから患者を除去
することもできることも理解される。
【０２７７】
　システム２１０は、臨床家のシフトに割り当てられた患者に特有の臨床家１１６にメッ
セージを提供することもできる。一般的なメッセージは、オーダプロフィールの変更及び
薬剤投与ミスなどの項目を含むことができる。
【０２７８】
　図２５に示す患者情報メニューインターフェース画面２５２１も、本システム上で利用
可能である。患者情報メニュー画面２５２１は、選択された患者に関する小型の患者カル
テを提供する。患者メニュー画面２５２１はまた、臨床家１１６に、薬剤／注入投与、注
入停止、注入再開、注入滴定、流速履歴、ポンプ状態、及びシフトからの患者の除去のよ
うな患者に関連する項目にリンクする機能をも提供する。患者メニュー画面２５２１はま
た、アレルギー及びＨｔ／Ｗｔ、薬歴、及び検査結果に対するタブをも有する。アレルギ
ー及びＨｔ／Ｗｔインターフェース画面２５２１ａの一例を、図２５Ａに提供する。通常
、この画面２５２１ａは、ミニカルテが最初に開かれたときに表示される。それは、患者
の薬物アレルギー及び一般的アレルギー、及び患者の身長及び体重の最新記録に関する情
報を表示する。薬歴インターフェース画面２５２１ｂの一例を、図２５Ｂに提供する。通
常、この画面２５２１ｂは、臨床家に、選択されたルックバック期間内の患者の薬歴を提
供する。ルックバック期間は、臨床家によって調整することができる。最後に、検査結果
インターフェース画面２５２１ｃの一例を図２５Ｃに示す。検査結果は、検査室インター
フェースを通じて、システム２１０において入手可能となる。全ての入手可能な結果が示
され、新たな順に表示される。

【０２７９】
　患者に対する注入スケジュールインターフェース画面２６２３を図２６に示す。この画
面２６２３は、選択された患者に対する注入スケジュールを示す。注入スケジュール画面
２６２３上のモルヒネ硫酸塩に対するオーダ２６２５などの識別されたオーダのうちの１
つをクリックすることにより、システム２１０は、図２６Ａに示す薬剤オーダインターフ
ェース画面２６２７にリンクすることになる。薬剤オーダ画面２６２７は、特定のオーダ
（即ちモルヒネ硫酸塩）に関するオーダの詳細２６２５を提供する。詳細オーダ２６２５
の一部として、警告２６３１及び追加情報２６３３にリンクする機能と同時に、治療パラ
メータ２６２９が提供される。

【０２８０】
　図２８は、予定された注入のうちの１つが失敗した患者プロフィール注入スケジュール
インターフェース画面２８３５を示す。画面２８３５に示すように、「投薬失敗」アイコ
ン４８３７が、予定のモルヒネ硫酸塩注入オーダ２８３９の隣に示されている。「投薬失
敗」アイコン４８３７をクリックすることにより、システム２１０は、臨床家１１６を、
図２９に示す投薬失敗インターフェース画面２９４１にリンクする。投薬失敗画面２９４
１は、投薬に失敗した理由２９４３を入力又はドロップダウンメニュー内で選択するよう
に臨床家１１６に要求する。投薬失敗インターフェース画面２９４１はまた、臨床家１１
６に、オーダ２８３９に対する投薬スケジュールを調整すべきか否かについても問い合わ
せる。投薬スケジュールを調整するには、臨床家１１６が、インターフェース画面２９４
１上の選択ボックス２９４５を選択する。臨床家１１６がドロップダウンメニューをクリ
ックして投薬に失敗した理由を選択する２９４３を入力すると、ドロップダウンメニュー
が、図３０のインターフェース画面３０４７上に示すように展開することになる。通常、
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投薬がもはや必要ではない場合、臨床家は、「必要なし」の理由３０４５を選択すること
になる。投薬の失敗に対して臨床家１１６が「必要なし」の理由３０４５を選択すると、
システム２１０は、投薬失敗アイコン４８３７を除去し、図３１の注入スケジュール画面
３１３５に示すように、「必要なし」アイコン４８５７を挿入する。
【０２８１】
　臨床家１１６が患者に対して投薬療法又はオーダを施す準備を整えると、臨床家１１６
は、図３２に示すように、スケジュールインターフェース画面３２３５内のオーダ３２２
５を選択し、次いで、「項目を入手する」キー３２４９までスクロールダウンすることに
なる。臨床家１１６が図３２の画面３２４９内で「項目を入手する」キー３２４９を選択
した後、システム２１０は、図３３に示すような薬剤インターフェース画面３３５１を表
示する。薬剤画面３３５１では、臨床家１１６は、「薬剤庫」をスキャンするアイコン３
３５３に示すように薬剤庫から選択した薬剤をスキャンするか、「倉庫のスキャンを省略
する」キー３３５５を選択することで倉庫スキャンブロックをスキップする機能を有する
。臨床家１１６が例えば項目上のバーコードをスキャンすることによって項目をスキャン
すると、臨床家のＰＤＡ１１８上に項目情報が表示される。スキャン画面３４６５の一例
を図３４に示す。例えば、臨床家１１６が薬剤をスキャンすると、スキャン画面３４６５
上に処方箋３４６７が表示される。しかしながら、スキャンした項目が患者に対するオー
ダに合致しない場合、図３５に示すようなスキャンエラー画面３５６９が臨床家のＰＤＡ
１１８上に表示されることになる。インターフェース画面３５６９に示すように、スキャ
ニングエラーが検出されると、画面３５６９に示すような要求又は探索すべき項目の識別
情報が臨床家１１６に提供されることになる。例えばバーコードラベルの汚れ又は損傷に
よりバーコードをスキャンすることができない場合、スキャンによって要求されるデータ
を手入力することができる。
【０２８２】
　選択された薬剤が最近患者に投与された別の薬剤と同一の薬効分類内にある場合、臨床
家のデジタルアシスタント１１８は、警告メッセージを表示する。同様に、その項目が別
の臨床家によってすでに取り出されている場合、デジタルアシスタント１１８は、そのよ
うな発生を示すメッセージを表示する。
【０２８３】
　取り出すべきオーダが投与場所における混合である場合、個々の成分がデジタルアシス
タント１１８上に識別され、臨床家１１６によって取り出されることになる。項目が取り
出された後、システム２１０は、バッグＩＤを生成し、ラベル１２４ａを印刷するように
臨床家１１６に促す。この時点で、臨床家１１６は、成分の混合をも行う。臨床家１１６
がラベルを印字出力した後、ラベルがバッグに追加され、それをデジタルアシスタント１
１８でスキャンすることができる。
【０２８４】
　特定のオーダは、オンコール若しくは保留とすることができる。これらのオーダは、図
２８のインターフェース画面２８３５のような患者プロフィール画面上に表示される。オ
ンコール若しくは保留のオーダは、閲覧に対してのみ入手可能であり、取り出しに対して
は入手できない。これらのオーダは、後に必要に応じて起動される。
【０２８５】
　臨床家１１６が患者に対して用いられていない薬剤項目を含む項目を有するシナリオも
発生する可能性がある。図３６のインターフェース画面３６５７を参照すると、臨床家１
１６は、監視結果により必要としない、患者に面会できない、投薬拒否などの、薬剤を投
与しない理由を識別する機能を有する。患者がまだ画面３６５７内で識別されていない場
合、臨床家１１６は、患者をスキャンするか又は患者の氏名を入力することにより、患者
を選択する３６６１ことができる。更に、臨床家１１６は、「廃棄／戻る」選択キー３６
６３を用いて入力することにより、薬剤庫の薬剤項目に戻る選択を行うことができる。特
定の麻薬及び規制医薬品に対しては、最初に薬剤を入手する工程と該薬剤を倉庫に返却す
る工程の両方に対して、２つの署名（即ち、一般にログイン及びパスワードの形式の第２
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の許可署名）を要求することができる。
【０２８６】
　図３６のインターフェース画面３６５７は、臨床家１１６に、患者ＩＤをスキャンして
患者を識別する機能をも提供する。誤った患者をスキャンした場合、又は患者ＩＤが適切
にスキャンしない場合、システム２１０は、スキャンが無効であるというメッセージを表
示する。更に、臨床家１１６が薬剤を投与できない場合、臨床家は通常、図３６の画面３
６５７に示すように、薬剤を投与しない理由３６５９を入力しなければならないことにな
る。薬剤を投与しない幾つかの理由は、監視結果により薬剤を必要としない、患者に面会
できない、又は薬剤が患者によって拒否される、である。
【０２８７】
　臨床家１１６が患者及び項目又は薬剤の確認を終えたのち、経路確認インターフェース
画面３７７１が表示される。図３７に示すように、経路確認画面３７７１の一例は、臨床
家１１６が経路３７７３、ライン３７７５及び部位３７７７を確認するのを支援する。投
薬療法３７７８も、経路確認画面３７７１に提供することができる。臨床家が経路３７７
３、ライン３７７５、及び部位３７７７を入力した後、臨床家１１６は、比較ボタン４８
１７を選択することができ、システム２１０は、入力されたデータが正しいことを確認す
ることになる。
【０２８８】
　次に、臨床家１１６は、図３８のインターフェース画面３８８１に示すように、ポンプ
チャネルモードを選択することができる。ポンプチャネルモードインターフェース画面３
８８１では、療法３８８２が示され、臨床家１１６は、一次療法３８８４として療法３８
８２又はピギーバック療法３８８３を指定するオプションを有する。ポンプの各チャネル
が、ピギーバック療法に加えて一次療法を実施する機能を有する。ポンプチャネルモード
の選択を完了した後に、臨床家は、ポンプチャネルスキャンを行うことができる。図３８
Ａは、ポンプチャネルスキャンインターフェース画面３８８５を示す。ポンプスキャン画
面３８８５において、臨床家１１６は、例えばポンプチャネル１２１に対応するバーコー
ドをスキャンし、次いで矢印キー４８０９をクリックする方法などにより、医療機器をス
キャンする。

【０２８９】
　臨床家１１６が（ａ）例えば図２３のインターフェース画面２３１３上などで患者をス
キャンし、（ｂ）例えば図３４のインターフェース画面３４６５上などで薬剤をスキャン
し、（ｃ）例えば図３８Ａのインターフェース画面３８８５上などでポンプチャネルをス
キャンした後に、臨床家１１６は、注入ポンプをプログラムし、プログラムした注入ポン
プのパラメータ又は設定値の薬局オーダのパラメータとの比較を行うことができる。

【０２９０】
　（機器設定値とオーダの比較）
　比較工程５２００の例示的なフローチャートを、図５２に提供する。この工程は、サー
バから遠隔で注入設定値をプログラムする工程にも適用することができる。図５２を参照
すると、比較工程５２００は、臨床家１１６が上記に示したように患者ＩＤ１１２ａ、薬
剤容器ＩＤ又は薬剤バッグＩＤ１２４ａ、及びポンプチャネル１２１のスキャンを完了し
た後に、ブロック５２０２で開始される。患者、薬剤バッグ及びポンプチャネルをスキャ
ンすることにより、関連するベースラインデータの関連付けが行われ、これによりシステ
ム２１０、より具体的にはサーバ１０９が、この追加データの更なる解析及び比較を行う
ことができる。しかしながら、まず第一に、第１の中央サーバ１０９は、患者、薬剤バッ
グ及びポンプチャネルに関するスキャン又は入力されたデータが有効な関連付けをもたら
すことを保証するために、ブロック５２０４でチェックを行う。３つのデータ項目が有効
な関連付けをもたらさない場合、システム２１０は、ブロック５２０６でエラーメッセー
ジを表示し、臨床家１１６がブロック５２０２で患者ＩＤ、バッグＩＤ及びポンプチャネ
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ルＩＤの各々に対するコードを再スキャン又は再入力することを要求する。３つのデータ
項目がブロック５２０４で有効な関連付けをもたらした場合、サーバ１０９は、以下に説
明するように、識別されたポンプチャネル１２１がサーバ１０９のデータベースに存在す
るかどうか、及びそれが利用するために入手可能であるかどうかを判定するために、シー
ケンスをも実行することになる。
【０２９１】
　ポンプチャネルＩＤがシステム２１０にスキャンによって入力された後に、第１の中央
サーバ１０９は、ブロック５２０８でチェックを行い、選択されたポンプチャネル１２１
が有効であるかどうかを判定する。ポンプチャネル無効の判定に対する種々の理由は、ポ
ンプチャネルが本システム内に存在しない、選択されたポンプチャネルはすでに運転中で
ある等である。ポンプチャネル１２１のチェックが無効な結果をもたらした場合、エラー
メッセージが表示され、臨床家は、無効なチャネルが選択された旨の通知を受ける。臨床
家１１６がポンプチャネルを再スキャンし、ブロック５２０８で有効なチャネルが認識さ
れるまで、比較工程５２００は除外され、ブロック５２１４に示すように、本システムは
、比較を行うことができない。しかしながら、チェックの結果により選択されたチャネル
１２１が有効なチャネルであることが確認された場合、以下に説明するように、本システ
ムは、ブロック５２１２に進み、適切なリンクを確立する。
【０２９２】
　比較工程５２００中のある時点で、第２の中央サーバ１０８ａが、患者ＩＤ及びオーダ
ＩＤに関連するデータを含むＸＭＬメッセージを生成する。比較工程５２００に関するフ
ローチャートに示すように、ＸＭＬデータは、ブロック５２１２に先立つ任意の地点で、
ブロック５２１０に示すように、生成して第１の中央サーバ１０９に転送することができ
る。しかしながら、第１の中央サーバ１０９によって第２の中央サーバ１０８ａから受け
取られたＸＭＬデータが無効若しくは不完全である場合、比較工程は除外され、ブロック
５２１４に示すように、本システムは、比較工程が進行することを許可しない。逆に、患
者ＩＤ及びオーダＩＤに関連するＸＭＬデータが完全で有効である場合、第１の中央サー
バ１０９が第２の中央サーバ１０８ａからＸＭＬデータを受け取った後、比較工程５２０
０は、ブロック５２１２へ進む。
【０２９３】
　ブロック５２１２で、第１の中央サーバ１０９は、患者ＩＤ、オーダＩＤ及びポンプチ
ャネル１２１との間にリンク又は関連を確立することを試みる。ブロック５２１２で第１
の中央サーバ１０９が識別されたデータ間にリンクを確立することができない場合、比較
工程５２００は除外され、ブロック５２１４に示すように、システム２１０は、該工程が
進行することを許可しない。更に、システム２１０は、一部のデータが欠けているか又は
不正確であり、本システムは比較を行うことができないというエラーメッセージを表示す
る。ブロック５２１２で第１の中央サーバ１０９が識別されたデータ間に適切なリンクを
確立した場合、本システムは、臨床家１１６がデジタルアシスタント１１８上の比較ボタ
ン４８１７を押すように要求されるブロック５２１６へ進む。ブロック５２１６で行われ
ている画面のシーケンスの一例を以下に説明する。
【０２９４】
　第１の中央コンピュータ１０９によって適切なリンクが確立された後、システム２１０
は、図３９の比較インターフェース画面３９８６のような比較インターフェース画面のう
ちの１つへ進む。この比較インターフェース画面３９８６において、システム２１０は、
いずれかの比較を行う前に注入ポンプをプログラムせよという指示を臨床家１１６に与え
る。比較は、薬剤に対する薬局のパラメータとポンプ設定値とが同調していることを保証
するために行うことができる。好ましい実施形態では、本明細書に示す比較工程５２００
において、システム２１０は、速度比較を行う。しかしながら、本システムは、速度、量
、投与量等などの任意の注入パラメータの単一比較又は同時多重比較を行うことができる
。
【０２９５】
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　注入が一次注入である場合、比較インターフェース画面３９８６上の「比較」ボタン４
８１７をクリックし、次いでポンプチャネルを始動する前に指示を待てという指示が与え
られる。注入がピギーバック注入である場合、ポンプ１２０上の開始キーを押し、次いで
「比較」ボタン４８１７をクリックせよという指示が与えられる。ピギーバック注入では
、臨床家１１６がポンプ上の開始キーを押す前にブロック５２１６で比較ボタン４８１７
を押した場合、通常図４２に示すようなインターフェース画面４２８７が表示され、臨床
家にエラー指示が与えられることになる。
【０２９６】
　最初に、比較を行う前に、システム２１０は、ポンプ１２０、サーバ１０９及びデジタ
ルアシスタント１１８間の通信リンクが引き続きアクティブであることを保証するために
、サーバ１０９にポーリングする。通信リンクがアクティブである場合、比較工程５２０
０が進行する。通信リンクが失われている場合、比較工程は進行することができない。
【０２９７】
　従って、臨床家１１６が比較ボタン４８１７を押した後、システム２１０は、図５２に
示すブロック５２１８へ進む。ブロック５２１８で、システム２１０は、チャネル１２１
の準備が整っているかどうかを判断する。例えば、注入が一次注入として識別されている
がチャネルがすでに稼動している場合、本システムは、ブロック５２１４にデフォルトし
、本システムは比較を行うことができないというエラーメッセージを表示することになる
。更に、注入がピギーバック注入として識別され、且つポンプ上の開始キーが押されてい
ない場合、本システムは、図４２のインターフェース画面４２８７にデフォルトし、ポン
プ上の開始キーを押してから比較ボタン４８１７を押すように臨床家１１６に通知する。
【０２９８】
　比較工程５２００はまた、ブロック５２２０で、ポンプ１２０をもチェックして、ポン
プ１２０にプログラムされた設定値又は運転パラメータが新鮮なデータを含んでいるかど
うかを判定する。一例として、本システムは、比較を要求する前に、ポンプデータのポン
プへのプログラミングが特定のタイムリミット（即ち５分）内に完了していることを要求
することができる。データが新たなデータかどうかを判定するためのそのようなタイムリ
ミットは、医療施設が設定することができる。データが新鮮なデータではない場合、本シ
ステムは、ブロック５２１４に戻り、データが新鮮ではないというエラーメッセージを表
示することになる。次いで、システム２１０は、比較工程を進めることができるようにポ
ンプ１２０を再プログラムするように要求することになる。ブロック５２２０でデータが
新鮮なデータであると判定されれば、システム２１０は、ブロック５２２２で比較を実行
することになる。実際のデータの比較は通常、第１の中央サーバ１０９で行われる。前述
のように、比較は、ポンプにプログラムされたパラメータが医師のオーダと一致するかど
うかを判定するためにある。更に、又は代替的に、ポンプ設定値は、遠隔の制御装置又は
サーバによって遠隔プログラムすることができる。
【０２９９】
　ブロック５２２２で比較を行った後に、システム２１０は、ブロック５２２４で、一致
が存在するか又は不一致が存在するかを判定し、デジタルアシスタントを介して、臨床家
１１６に結果を返送する。
【０３００】
　比較の結果一致がみられた場合のこれに伴う比較インターフェース画面３９８７の一例
が図３９Ａに示され、図５２のブロック５２２６に識別されている。この例では、薬局の
処方箋パラメータとプログラムされたポンプチャネル設定値が一致する場合、臨床家１１
６は、注入ポンプ１２０を始動するようにという指示を受ける。

【０３０１】
　ブロック５２２４で薬局の処方箋パラメータとプログラムされたポンプ設定値が一致し
ない場合のこれに伴う比較インターフェース画面の一例を、不一致アイコン４８２５が表
示された図４０の不一致比較インターフェース画面４０８７に示す。この結果が生じた場
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合、システム２１０は、臨床家１１６に、ブロック５２２８で識別した不一致を受け入れ
ること若しくはブロック５２３０で注入ポンプを再プログラムしてブロック５２１６で別
の比較を行うこといずれかを要求することになる。通常、不一致が生じたパラメータは、
不一致画面４８０７に表示されることになる。不一致が受け入れられる場合、ブロック５
２３２で、そのことがシステムデータベース１０９に記録される。更に、ブロック５２２
８で不一致が受け入れられる場合、サーバ１０８ａは、臨床家を適切な画面に誘導する。
【０３０２】
　図４１は、データの一部を入手できないためにシステム２１０が比較を行うことができ
ない比較インターフェース画面４１８７の一例を表示している。具体的には、図４１の例
では、ポンプの速度設定値がシステム２１０に入力されていない。従って、この例では速
度のような追加データが入力されるまで、システム２１０は比較を行うことができない。
通常、注入がすでに実行中である場合、本システムが更新されたポンプ情報を受け取るこ
とができない場合、システム通信エラーがある場合、又はプログラムされたチャネル情報
若しくは薬局処方箋情報のいずれかからのデータに欠落がある場合、システム２１０は、
比較を行うことができない。最後に、図４２の比較画面４２８７は、表示されている更な
るステップがとられるまでシステム２１０が比較を行うことができない別のシナリオを表
示している。通常、このインターフェース画面４２８７は、注入がピギーバック注入であ
り、且つ臨床家１１６が、図３９のインターフェース画面３９８６の指示に示すように、
比較ボタン４８１７を押す前に注入ポンプ１２０上の開始キーを押さずに、図３９のイン
ターフェース画面３９８６内の比較ボタン４８１７を押した際に提供される。
【０３０３】
　注入ポンプが治療を開始した後、臨床家１１６は、彼または彼女のデジタルアシスタン
ト１１８上で、図４３に示すポンプ状態インターフェース画面４３９１内のポンプの状態
を見ることができる。ポンプ状態ディスプレイ４３９１は、所与の患者に対する全ての目
下実施中の注入のリストを表示する。通常、注入実施中インジケータ４８０７、注入待機
中インジケータ４８１０、注入停止中インジケータ４８１１、未知のアイコン、及び遅延
アイコンの５つのアイコンのうちの１つが、この画面内に注入と連動して表示されること
になる。ポンプ状態表示４３９１は、現在の画面が表示されている間はリアルタイムで更
新しないが、リフレッシュボタン４８１９をタップすることにより、最新のリアルタイム
のポンプ状態画面が表示される。

【０３０４】
　図４４に示すように、臨床家１１６は、流速履歴インターフェース画面４４９３を閲覧
することができる。臨床家１１６は、図２５に示す患者メニューインターフェース画面２
５２１上の流速履歴リンクをクリックすることにより、流速履歴画面４４９３に直接移動
することができる。流速履歴は、所与のチャネル上の目下の注入に対するプログラムされ
た流速履歴変更の履歴を示す。通常、そのチャネルに関する最新の処方情報とともに、該
チャネルに関連付けられた患者情報も表示される。更に、臨床家１１６がデジタル装置１
１８上でログインし、シフトを選択し、患者を選択した後、臨床家１１６は、限定するも
のではないが、実施された注入の記録、注入停止又は注入再開の記録、注入中止の記録、
上述のポンプ流速履歴の閲覧、上述のポンプ注入状態の閲覧、以下に説明するポンプアラ
ーム及びポンプアラートへの対応、メッセージ／通知の閲覧及びメッセージ／通知への応
答を含む様々な仕事を、デジタル装置１１８上で行うことができる。具体的には、実施さ
れた注入の記録に関しては、臨床家１１６が項目バーコード、患者バーコード、及びポン
プチャネルバーコードをスキャンした後、臨床家は、上に詳述したように、プログラムし
たポンプ設定値を薬局が入力したオーダと比較することができる。通常、臨床家１１６は
、その後ポンプ１２０を用いて注入を実施し、デジタル装置１１８を用いて該注入を記録
することになる。
【０３０５】
　注入を開始するには、臨床家１１６は通常、患者のリストバンドバーコード１１２ａを
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スキャンし、次いで注入バッグのバーコードラベル１２４ａをスキャンする。デジタル装
置１１８によって促されたときは、臨床家１１６は、図３７のインターフェース画面３７
７１に示すように、注入用のライン、部位及び経路を入力並びに比較する。次に、図３８
の画面３８８１で、臨床家１１６は、一次注入又はピギーバック注入を選択し３８８３、
ポンプチャネルをスキャンする。次いで、臨床家１１６は、医師オーダによって指示され
たとおりにポンプをプログラムする。ポンプ１２０をプログラムする際に、臨床家１１６
は、図３９～図４２に示すように、薬局のオーダとポンプとの比較チェックを行うことを
選択する。プログラムされたポンプ設定値が薬局入力オーダと一致する場合、画面４２８
７のようなインターフェース画面が一致を示すことになり、臨床家１１６は、ＯＫボタン
４８０５をタップして該一致を受け入れることができる。最後に、臨床家１１６は、ポン
プ１２０上の開始キーを押すことになる。次いで、デジタルアシスタント１１８が、図４
９の投与結果記録インターフェース画面４９３７を表示することになり、臨床家１１６は
、ドロップダウンリスト内の選択肢から適切な結果を入力することができる。これらのス
テップは、追加の患者及び／又は追加のポンプ若しくはチャネルに対して反復することが
できる。
【０３０６】
　薬剤を投与する前に、監視中のパラメータ、例えばジゴキシンを投与する前の心拍数、
又はモルヒネを投与する前の痛み評価を入力するように臨床家１１６に促すことができる
。監視中のパラメータが薬剤に関連付けられている場合、デジタルアシスタント１１８上
に表示される薬剤の各投与が、臨床家１１６が値を入力することのできるインターフェー
ス画面へのリンクを有する。監視中のパラメータの入力へのリンク５００１を有するその
ようなオーダの一例を、図５０に表示されたオーダに示す。監視中パラメータのリンク５
００１が選択された後、図５０Ａに示すような監視中のパラメータの入力インターフェー
ス画面５００３が表示される。そこで、臨床家１１６は、要求された情報をシステム２１
０内に入力することができる。

【０３０７】
　更に、システム２１０は、通常は薬剤庫から麻薬又は規制医薬品を取り出す際に、サイ
クルカウントを監視するように臨床家１１６に要求することができる。一例を挙げれば、
麻薬又は規制医薬品を提供するために倉庫の引出しが開くと、デジタルアシスタント１１
８は、図５１に示すようなサイクルカウントインターフェース画面５１０１を表示するこ
とができる。このインターフェース画面５１０１は、現在貯蔵所又は保管場所にある薬剤
の単位をカウントするように臨床家に促し、このデータを提供されたフィールドに入力す
るように促す。次いで、システム２１０は、この量を予想カウントと比較する。サイクル
カウントが一致しない場合、デジタルアシスタント１１８は、不一致を示すメッセージを
表示し、次いで、再度サイクルカウント画面５１０１を表示する。サイクルカウントが再
び一致しない場合、システム２１０が不一致を記録することになり、適切な措置をとるこ
とができる。
【０３０８】
　必要に応じて、臨床家は、実施中の注入を、それが終了する前に中止することができる
。これは、本システム内の注入を中止するための中止オーダによって、若しくはそれなく
して行うことができる。中止された注入は、例えばオーダを滴定している場合など、必要
に応じて再開することができる。注入中止アイコン４８１３と注入実施中アイコン４８０
７が両方ともデジタルアシスタント１１８上に表示されているときは、臨床家１１６は、
デジタルアシスタント１１８上で患者に対する全ての実施中の注入のリストを表示するた
めに移動するように指示を受ける。そのような注入中止インターフェース画面２７２７ａ
の一例を図２７Ａに示す。図２７Ａでは、中止された注入オーダが強調表示され、中止さ
れた注入オーダであるとして示されることになる。次いで、臨床家１１６は、中止された
注入用の溶液容器上のバーコードをスキャンし、次いで患者のＩＤをスキャンすることに
なる。次に、図２７Ｂに示すようなインターフェース画面２７２７ｂが、臨床家のデジタ
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ルアシスタント１１８上に提供される。インターフェース画面２７２７ｂでは、臨床家は
、注入が中止された時刻及び注入中止の理由を入力することができる。次いで、臨床家は
、注入ポンプ１２０上の停止ボタンを押すことにより、注入ポンプ１２０を物理的に停止
することができる。

【０３０９】
　注入再開インターフェース画面２７２７ｃを図２７Ｃに提供する。中止するためのオー
ダなくして中止されたと記録されている注入を再開することもできる。注入を再開するに
は、臨床家１１６は、最初にデジタルアシスタント１１８上の適切なインターフェース画
面に移動しなければならない。患者メニュー内の注入中止アイコン４８１１をタップする
ことにより、その患者に対して現在中止されている全ての注入のリストが、図２７Ｃのイ
ンターフェース画面２７２７ｃに示すように表示されることになる。再開すべき注入を選
択するようにというプロンプトが臨床家に提供される。次いで、臨床家１１６は、再開す
べき注入用の溶液容器上のバーコードをスキャンする。システム２１０は、スキャンされ
たＩＤを患者に対して現在中止されている注入に対するものと比較する。システム２１０
がＩＤを患者に対して現在中止されているものと比較した後、デジタルアシスタント１１
８が、患者のＩＤをスキャンするように臨床家１１６に促す。次いで、システム２１０が
スキャンされたＩＤが患者のＩＤと一致することを確認し、その後、システム２１０は、
図２７Ｄのインターフェース画面２７２７ｄに示すように、デジタルアシスタント１１８
上に、スキャンされた注入の処方箋を表示し、注入再開に対する施設が定めた理由を選択
するように臨床家１１６に促すことになる。ひとたび理由が選択されると、臨床家１１６
は、ポンプ１２０で注入を再開し、次いで矢印４８０９をタップして続行することができ
る。システム２１０は、注入を再開されたとして記録する。

【０３１０】
　デジタルアシスタント１１８に対する種々の画面ショット／インターフェースに示すよ
うに、臨床家１１６を支援するために、様々なアイコンが用いられる。これらのアイコン
の多くが図４８に示されている。患者リストボタン４８０１は、タップすると、図２３に
示す患者リスト画面２３１３のような患者リスト画面へ臨床家１１６が直接移動すること
を可能にするキーである。戻るボタン４８０３は、タップするとデジタルアシスタント１
１８上の画面を前の画面に戻すキーである。ＯＫボタン４８０５は、デジタル装置１１８
上に示されているデータを承認するためにタップされる。ＯＫボタン４８０５をタップす
ると、通常次の画面が表示される。注入実施中インジケータボタン４８０７は、選択され
たポンプ１２０及びチャネルに対してプログラムされた注入を現在実施中であることを示
す。注入待機中インジケータ４８１０は、選択された患者、ポンプ１２０及びチャネルに
対してプログラムされた注入が待機状態であることを示す。注入中止インジケータ４８１
１は、選択された患者、ポンプ１２０及びチャネルに対してプログラムされた注入が中止
されたことを示す。注入中止オーダインジケータ４８１３は、薬局入力オーダにより選択
された患者、ポンプ１２０及びチャネルに対する注入が中止されることになることを示す
。医師注記インジケータ４８１５は、選択された患者、ポンプ１２０及びチャネルに対す
る医師の注記の存在を示す。臨床家１１６は、注記インジケータ４８１５をタップして注
記を見ることができる。比較ボタン４８１７は、様々な画面に提供され、タップすると、
スキャンされた項目と薬局入力オーダとの比較、及び追加の比較をシステム２１０に実行
させる。リフレッシュボタン４８１９は、最新のデータを更新して画面上に示すためにタ
ップされる。エクジットボタン４８２１は、臨床家が現在の画面を出て前に表示されてい
た画面に戻ることを可能にする。エンターボタン４８０９はＯＫボタンでもあり、ドロッ
プダウンリスト内の選択肢から選択したデータ若しくはフィールド内に手入力したデータ
を承認して入力するためにタップされる。比較一致インジケータ４８２３は、プログラム
されたポンプ設定値が薬局入力オーダ情報と一致することを示す。比較不一致インジケー
タ４８２５は、プログラムされたポンプ設定値が薬局入力オーダ情報と一致しないことを
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示す。比較不能インジケータ４８２７は、本システムがプログラムされたポンプ設定値を
薬局入力オーダ情報と比較できないことを示す。ポンプアラーム／アラートインジケータ
４８７２は、アラーム状態又はアラート状態が発生していることを示す。アラーム／アラ
ートインジケータ４８７２がタップされると、拡大されたポンプアラーム・アラート画面
が表示される。アラーム・アラート画面上では、赤色のアラーム／アラートアイコン４８
７２はアラーム状態を示し、黄色のアラーム／アラートアイコン４８７２はアラート状態
を示す。アラーム／アラート消音ボタン４８７４は、デジタル装置１１８上の可聴アラー
トを一時的に消音化するためにタップされる。通信損失インジケータ４８３３は、ポンプ
１２０及び／又はハブ１０７がシステム２１０と適切に通信していないことを示す。この
指摘に伴うメッセージには、問題を解決するためにとるべきステップが記載されている。
無線モジュールローバッテリアラートインジケータ４８３５は、ハブ１０７が現在３０分
未満のバッテリー残量の予備バッテリーで稼動していることを示す。

【０３１１】
　設定及びデジタルアシスタント１１８の使用法に関する上述の開示では、これらの機能
を実行する臨床家１１６に関して論じてきた。しかしながら、これらの仕事は、その個人
が臨床家１１６であるか否かを問わず、病院のどのような管理職員又はスタッフによって
行うことができることが理解される。
【０３１２】
　（緊急事態通知工程）
　図１２を参照すると、緊急事態通知システム１２００の好ましい実施形態が示されてい
る。通知当事者１２１０は、通信ネットワーク１２２０と通信している。当業者は、限定
するものではないが、イーサネット（登録商標）ネットワーク、同軸ケーブルネットワー
ク、無線ローカルエリアネットワーク、及び無線広域ネットワークを含む種々の通信ネッ
トワークが動作可能であることが分かる。更に、限定するものではないが、Ｔｒａｎｓｆ
ｅｒ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ／Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ（「Ｔ
ＣＰ／ＩＰ」）、ワイヤレスアプリケーションプロトコル（「ＷＡＰ」）、及びユーザー
データグラムプロトコル（「ＵＤＰ」）などの種々の通信ネットワークプロトコルが使用
可能である。更に、通信ネットワーク１２２０は、より大きい通信ネットワークの一部と
して動作可能である。例えば、通信ネットワーク１２２０は、例えば病院内に現存する有
線通信ネットワークと通信している無線通信ネットワークとすることができる。
【０３１３】
　通信ネットワーク１２２０と通信しているのは、通知当事者１２１０である。通知当事
者１２１０は、病院の臨床家、例えば、看護師、医師、病院管理者、又は保安要員である
ことができる。通知当事者１２１０は、患者であることもできる。更に、通知当事者１２
１０は、自動工程、例えば、コンピュータプログラム又は医療機器であることができる。
通知当事者１２１０としての機能を果たす自動工程は、特定の状態又はイベントの発生と
同時に通信ネットワーク１２２０全体にわたって緊急事態通知を一斉同報するようにプロ
グラムすることができる。例えば、自動工程は、患者状態の感知と同時に緊急事態通知を
一斉同報するようにプログラムすることができる。
【０３１４】
　緊急事態通知は、一人又はそれ以上のターゲット当事者１２３０によって受信される。
ターゲット当事者１２３０は、臨床家、例えば医師、及び看護師であることができる。タ
ーゲット当事者１２３０は、緊急事態対応要員又は保安要員、若しくは環境災害対応班で
あることもできる。ターゲット当事者１２３０は、通信ネットワーク１２２０と通信して
いるいずれかの個人であることができる。本発明の実施形態は、通知当事者１２１０に、
緊急事態通知を特定の１つのターゲット当事者１２３０又は複数のターゲット当事者１２
３０、若しくは全てのターゲット当事者１２３０のみに緊急事態通知を送信する選択肢を
提供する。本実施形態は、どのターゲット当事者１２３０が緊急事態通知を受信するかを
通知当事者１２１０が選択することを可能にする。



(67) JP 6014013 B2 2016.10.25

10

20

30

40

50

【０３１５】
　ターゲット当事者１２３０及び通知当事者１２１０は、通信ネットワーク１２２０によ
って連通している。当業者は、通知当事者１２１０及びターゲット当事者１２３０に提供
することのできる様々な通信様式１２４０が通信ネットワーク１２２０と通信することが
分かる。例えば、通信様式１２４０は、有線接続、例えばパーソナルコンピュータ又はプ
ログラム可能制御装置とすることができる。通信様式１２４０は、ハンドヘルドコンピュ
ータ又は携帯電話を通じてイネーブルにされる無線ネットワーク接続とすることもできる
。
【０３１６】
　ここで図１３を参照すると、通知当事者１２１０の観点からの通知用インターフェース
１３００が示されている。当業者は、通知当事者１２１０が通信ネットワーク１２２０を
介して緊急事態通知を一斉同報する権限を与える様々なインターフェースが分かる。通知
用インターフェースは、イントラネット又はインターネットに接続されたウェブサイトと
することができる。通知用インターフェースは、携帯電話又は他の電話、若しくは電子メ
ールによって起動することもできる。一実施形態では、通知インターフェース１３００は
、広く市販されているのが見られる種類のハンドヘルドコンピュータである。例には、Ｐ
ａｌｍＯｎｅ，Ｉｎｃ．によって製造されているＰａｌｍ装置、ＰａｌｍＯｎｅ，Ｉｎｃ
．によって製造されているＶｉｓｏｒ装置、Ｈｅｗｌｅｔｔ　Ｐａｃｋａｒｄ，Ｉｎｃ．
によって製造されているＪｏｒｎａｄａ装置、Ｄｅｌｌ，Ｉｎｃ．によって製造されてい
るＡｘｉｍ装置、Ｓｏｎｙ，Ｉｎｃ．によって製造されているＣｌｉｅ装置、及びＴｏｓ
ｈｉｂａ，Ｉｎｃ．、Ｃｏｍｐａｑ及びＳｙｍｂｏｌによって製造されているＰｏｃｋｅ
ｔＰＣ装置が含まれる。
【０３１７】
　一実施形態では、通知用インターフェース１３００は、１つ又はそれ以上のオプション
１３４０をリストアップしたメニュー１３３０を備える。例えば、１つの通知オプション
１３４０は、通知当事者１２１０が特定の臨床家又は臨床家の種類を緊急事態通知のター
ゲット当事者１２３０として選択することを可能にし得る。別の通知オプション１３４０
は、緊急事態通知が誤って送信された場合に通知当事者１２１０が該緊急事態通知を取り
消す選択を行うことを可能とすることができる。追加の通知オプション１３４０には、患
者識別情報、患者の位置、緊急事態の種類、及び期待応答時間に対する入力を含めること
ができる。
【０３１８】
　ここで図１４を参照すると、ターゲット当事者１２３０の観点からの受信用インターフ
ェース１４００の一実施形態が示されている。通知用インターフェース１３００と同様に
、受信用インターフェース１４００は、種々の異なるプラットフォーム上で動作可能であ
り、且つ本発明の原理の下で引き続き実施可能とすることができる。図１３に示す一実施
形態では、受信用インターフェース１４００は、ハンドヘルドコンピュータである。イン
ターフェース１４００は、設定可能な情報２３５０を表示するための画面１４２０を含む
。情報２３５０は、患者識別情報、緊急事態の発生位置、緊急事態の種類、及び期待応答
時間などの緊急事態通知情報を含むことができる。
【０３１９】
　通知用インターフェース１３００及び受信用インターフェース１４００の両方とも、任
意選択的にホットキー１３５０、１４６０で設定される。通知用インターフェース１３０
０に関しては、ホットキー１３５０は、通知用インターフェース１３００自体から自動的
に取得される情報を含む緊急事態通知を送信するように設定することができる。例えば、
通知用インターフェース１３００上のホットキー１３５０を押すことで、その情報を含む
緊急事態通知を自動的に送信するように設定することができる。
【０３２０】
　（アラーム／アラート通知を含むメッセージング＆通知）
　本システムは、通知及びメッセージを送信する機能を提供する。通知は、限定するもの
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ではないが、患者状態リスト、アラーム、アラート、注入スケジュール、オーダ、オーバ
ーライド、警告、治療パラメータ、追加情報へのリンク、投薬失敗、経路確認、比較、流
速情報、医師注記、通信の損失、ローバッテリ、投与結果等を含むことができる。本シス
テムは、これら及び追加通知を表示する機能をも提供する。通知を表示する１つの手段は
、デジタルアシスタント１１８上である。通知は、多数の臨床家及び／又は主任臨床家の
うちのいずれか１人に提供することもできる。
【０３２１】
　上述したように、通知の１つの種類は、アラーム／アラート通知である。本システムで
は、通知を段階的に増大することができる。特定のアラーム／アラートのエスカレーショ
ン工程を図１５に示す。通常、通知工程は、通知を任意の数の臨床家１１６に送信するた
めに提供される。図１５の識別されたアラーム／アラートのエスカレーション工程１５０
０は、注入ポンプ１２０などの医療機器上でアラーム又はアラートがアクティブな際に、
臨床家の装置１１８を介して一連の臨床家に通知する機能を提供する。好ましい実施形態
では、臨床家の装置は、一般にディスプレイ１１８ａ及び可聴音又はサウンドジェネレー
タ１１８ｃを有する、図１及び図３に示すようなパーソナルデジタルアシスタント（「Ｐ
ＤＡ」）１１８である。説明のためのみに、臨床家の装置を、本詳細な説明においては、
以下デジタルアシスタント１１８として特定する。更に、アラーム／アラートのエスカレ
ーション工程１５００は、臨床家がデジタルアシスタント１１８上のアラーム／アラート
通知に応答しなかった場合に、エスカレーション工程を提供する。エスカレーション工程
が開始されると、該エスカレーション工程において特定された別の又は第２の臨床家のデ
ジタルアシスタント１１８に通知が送信される。アラーム／アラート通知はデジタルアシ
スタント１１８に送信されるが、通常ポンプのアラーム及びアラートはポンプにおいての
み解決することができることが理解される。本明細書に説明するように、図１５のブロッ
ク１５８０におけるように、デジタルアシスタント１１８におけるアラーム又はアラート
の消音は、ポンプに作用しても、作用しなくてもよい。

【０３２２】
　アラーム／アラートのエスカレーション工程１５００は、医療機器１２０においてアラ
ーム状態又はアラート状態の少なくとも１つ又は両方がトリガされた際に、ブロック１５
０５で開始する。図３に示す好ましい実施形態では、医療機器１２０におけるアラーム又
はアラートのトリガに続き、該アラーム状態若しくはアラート状態に関連するデータを含
む信号が生成され、ブロック１５１０において医療機器１２０からサーバ１０９に送信さ
れる。無線環境では、無線送信機を有する医療機器１２０が備えられるか、又は無線ハブ
１０７に接続された医療機器１２０が備えられる。図３に示す後者の例では、ハブ１０７
は、医療機器１２０から信号を受信し、該信号を、無線通信路又は無線通信リンク１２８
を介したシステムネットワーク１０２への伝送に適した形式に変換する。更に、ハブ１０
７がアラーム、アラート又は他の通知が重複通知であることを認識した場合、ハブ１０７
は、該重複通知を廃棄することができる。伝送された信号は、医療環境内の無線アクセス
ポイント１１４によって受信される。無線アクセスポイント１１４は、無線通信路（即ち
無線経路１２８）と図３に示す有線通信路１１０のような有線通信路との間のインターフ
ェースとなる。
【０３２３】
　サーバ１０９がブロック１５１０で送信されたアラーム状態又はアラート状態に関連す
るデータを受信した後、サーバ１０９は、ブロック１５１５で前提条件チェックを行う。
前提条件チェック３０３０は、医療機器１２０におけるアラーム状態又はアラート状態を
特定の患者に関連付ける工程と、該患者を第１の臨床家とも呼ばれる主臨床家に関連付け
る工程（この関連付けは、中央システムサービス装置１０８ａで行うことができる）と、
第１の臨床家をその臨床家のデジタルアシスタント１１８に関連付ける工程とを含むこと
ができる。サーバ１０９は、ブロック１５１５でのその前提条件チェックにおいて入手し
た情報を用いて、医療機器１２０（及び一実施形態では注入ポンプ１２０の特定のチャネ
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ル１２１）、患者、主臨床家即ち第１の臨床家及び第１の臨床家のデジタルアシスタント
１１８との間の関係を確立する。患者１１２と臨床家１１６との間に多対多の関係がある
ことが理解される。従って、多数の第１の臨床家、多数の第２の臨床家、及び多数のｎ－
レベルの臨床家を、１人の特定の患者と関連付けることができる。更に、ｎ－レベルのエ
スカレーションも本システム内で可能である。
【０３２４】
　通常、サーバ１０８ａは、その内部に、患者対臨床家の多対多の関連付け、及び患者対
部門の関連付けを格納している。サーバ１０８ａは、これらの関連付けをサーバ１０９に
伝送し、サーバ１０９は、これらの関連付けを格納する。同様に、サーバ１０８ａは、主
任臨床家対部門の関連付けを、格納のためにサーバ１０９へ送信する。
【０３２５】
　ブロック１５１５での前提条件チェックに続き、サーバ１０９は、患者１１２から臨床
家１１６への適切なチャネル１２１マッピングを決定する。ひとたびマッピングが完了す
ると、ブロック１５２０で、サーバ１０９は、第１の臨床家のデジタルアシスタント１１
８がアクティブであるかどうかを判定する。第１の臨床家のデジタルアシスタント１１８
がアクティブである場合、次いで、サーバ１０９は、存在するアラーム状態又はアラート
状態を表す信号を生成する。この信号は、患者の氏名、患者の位置、ベッド識別、部屋識
別、アラーム又はアラートの種類、状態の記述、時刻、日付、臨床家の識別及び／又は処
方などのデータを含む。好ましい実施形態では、この信号は、サーバ１０９から無線アク
セスポイント１１４へ伝送される。次いで、ブロック１５２５で、無線アクセスポイント
１１４が、アラーム状態又はアラート状態に関連する信号を、無線通信伝送を介して臨床
家のデジタルアシスタント１１８へ伝送する。
【０３２６】
　アラーム状態又はアラート状態に関連する信号は、ブロック１５２５で、主任臨床家、
第１の臨床家の部下、又は第２の臨床家にも伝送することができる。このような信号は、
無線通信又は有線通信を介して伝送することができる。更に、主任臨床家は、デジタルア
シスタント１１８、デスクトップコンピュータ、又は他のなんらかの電子装置を使用して
いることができる。主任臨床家は一般に、臨床家が直属する上司又はいずれかの人物であ
る。更に、主任臨床家は、臨床家のワークフローを支援するか、又はアラーム状態又はア
ラート状態の監視を支援する人物とすることができる。
【０３２７】
　信号は、臨床家のデジタルアシスタント１１８によって受信され、続いて図１５のブロ
ック１５３０で表示される。このブロックでは、臨床家のデジタルアシスタント１１８上
にアラーム状態又はアラート状態が表示される。臨床家のデジタルアシスタント１１８上
への表示は、可視表示、可聴表示、又は可視表示及び可聴表示の両方とすることができる
。更に、可視表示は、１つ又はそれ以上のテキスト、アイコン、シンボル等を含むことが
できる。同様に、上述したように、可聴表示は、種々のデシベルレベルの様々な可聴音を
含むことができる。可視インジケータ及び可聴インジケータは、病院によって設定可能で
ある。図１６Ａに、臨床家のデジタルアシスタント１１８上の例示的なアラーム／アラー
トインターフェースのリスト画面１６６２ａの画面ショットを開示する。アラーム／アラ
ートリストインターフェース１６６２ａは、アクティブなチャネルのアラーム／アラート
に現在関連する患者のリストを含む。図１６Ａに示すように、この臨床家のデジタルアシ
スタント１１８は現在、３つのアクティブなアラーム／アラート表示を有する。患者１、
１６６４に関するアラーム状態、患者２、１６６６に関するアラーム状態、及び患者３、
１６６８に関するアラート状態が存在する。図１７に示すように、各患者氏名及び対応す
るアラーム／アラートアイコンが、適切なポンプアラーム詳細インターフェース画面にハ
イパーリンクされている。一実施形態では、患者のリストは、このインターフェース画面
を表示しているデジタルアシスタント１１８にログインした臨床家１１６に現在関連する
患者のみを含むようにフィルタ処理される。この臨床家対患者の関連付けは、主臨床家と
して行っても、一時対応臨床家として行ってもよい。第２の臨床家にも、エスカレーショ
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ン工程を通じてアクセスすることができる。アラーム／アラートリストインターフェース
１６６２は一般に、通常の臨床家のワークフローの間に臨床家１１６のデジタルアシスタ
ント１１８上に表示されるアラーム／アラートアイコン４８７２をクリックすることによ
りアクセスを受ける

【０３２８】
　上述したように、ブロック１５３０でアラーム状態又はアラート状態が臨床家のデジタ
ルアシスタント１１８上に表示される場合、この表示は、可視的に、可聴式に、又は両方
で提供することができる。臨床家のデジタルアシスタント１１８に可聴表示が提供される
場合は、アラームアイコン４８７２が、臨床家のデジタルアシスタント１１８のディスプ
レイ１１８ａ上に出現する。可聴表示が提供される場合、臨床家は、たとえ該臨床家がア
ラーム状態又はアラート状態に応答していない場合でも、臨床家が可聴表示の音を消す機
能を有することができる。臨床家がアラームを消音化した場合、サーバ１０９は、消音タ
イマを起動することになる。可視表示は、たとえ可聴表示の音が消された場合でも残るこ
とになる。図１６Ａに示すように、アラーム／アラートにより臨床家のデジタルアシスタ
ント１１８に可聴表示が提供されているが、臨床家の消音化により音が消えている場合、
アラーム／アラート消音化アイコン４８７４が提供される。更に、アラーム／アラート状
態の高まりと同時に、臨床家がタイマのタイムリミット内にアラームに応答しない場合、
可聴表示の消音化は解除することができる。可聴表示の代替的実施形態は、振動アラート
とすることができる。

【０３２９】
　更に、複数のアラーム／アラート状態の時間が同時に又は重なり合って発生する可能性
があることは理解される。それに応じて、特定のアラーム状態又はアラート状態に関連す
るデータを含む同時信号又は部分的に重なり合った信号が生成され、ブロック１５１０で
医療機器１２０からサーバ１０９へ送信される。アラーム／アラート信号は、同一の医療
機器１２０又は異なる医療機器１２０から創出することができる。更に、アラーム／アラ
ート信号は、同一の患者又は異なる患者に関連することができる。しかしながら、アラー
ム／アラート信号の各々は、個々のアラーム／アラート状態に対して、本明細書に記載す
るアラーム／アラートエスカレーション工程１５００へ個々にルーティングされる。図１
６Ａに示すように、特定の臨床家が彼／彼女のデジタルアシスタント１１８上に多数のア
ラーム／アラート表示を有する可能性がある。アラーム／アラート画面の別の例を、図１
６Ｂのインターフェース画面１６６２ｂ上に示す。本システムにおいては一般的なことで
あるが、図１６Ｂのインターフェース画面１６６２ｂ内の１６７６として参照されるライ
ンは、リスト、具体的にはこのインターフェース内の特定の臨床家に対するアラーム／ア
ラート表示リストの終端を示す。

【０３３０】
　図１７は、図１６Ａのインターフェース内のリスト１６６２ａから臨床家のデジタルア
シスタント１１８上で患者へのハイパーリンクに対してアラーム／アラート表示のうちの
１つを閲覧する選択を行った後の、詳細な患者アラーム／アラートインターフェース１７
６５を示す。ここでは、臨床家は、患者１、１６６４に関するアラーム表示を選択してい
る。アラーム／アラート詳細画面１７６５は、該アラーム／アラートの理由を詳細に記し
たメッセージを臨床家に提供する。臨床家は、リフレッシュボタン４８１９をクリックし
て画面１７６５上に表示された現在の情報を更新することができる。図１８のインターフ
ェース１８６７上に示すように、同一の患者に対して複数のアラーム又はアラート１８７
８、１８８２が存在する可能性がある。このアラーム／アラートインターフェース１８６
７は、現在所与の患者に関連付けられている全てのアクティブなポンプのアラーム／アラ
ートのリストを提供する。これらのアクティブなポンプのアラーム／アラートは、複数の
チャネル１２１及び／又はポンプ１２０からのものである可能性があり、且つ複数のハブ
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１０７全体にわたって拡大してさえいる可能性がある。このインターフェース画面１８６
７は、ポンプアラームリスト画面１６６２上の所与の患者を特定することによりアクセス
を受ける

【０３３１】
　ブロック１５２５で臨床家のデジタルアシスタントに信号が送信され、ブロック１５３
０で主臨床家のデジタルアシスタント１１８によって受信された後、サーバ１０９におい
て、ブロック１５３５でタイマが起動される。このタイマは、タイムリミットを有する。
一般的なエスカレーションタイムリミットは約２分であるが、このタイムリミットは、病
院によって設定可能である。ブロック１５４０で、本システムは、タイマのタイムリミッ
ト内にアラート又はアラームに対して応答がなされたかどうかを判断する。主臨床家のデ
ジタルアシスタント１１８からの確認応答なくしてタイマのタイムリミットに達した場合
、本工程は、ブロック１５４５に進む。ブロック１５４５で、本システムは、医療機器１
２０においてアラーム／アラート状態に対する確認応答又は応答がなされているか否かに
関して更に照会を行う。主臨床家のデジタルアシスタント１１８、若しくは医療機器１２
０においても、或いは主任臨床家によっても応答がなされていなければ、次いで、ブロッ
ク１５４５で、アラーム／アラート工程がエスカレートされる。
【０３３２】
　アラーム／アラート状態がトリガされた後であるがアラーム／アラート状態の確認前に
通信の損失が発生した場合はいつでも、ひとたび通信の損失が修復されれば、アラーム／
アラート状態が回復することになる。同様に、通信の損失後にアラーム／アラート状態が
トリガされた場合、該アラーム／アラート状態は、ひとたび通信が復旧すれば回復するこ
とになる。
【０３３３】
　アラームがエスカレートされると、サーバ１０９は、ブロック１５５０で別の前提条件
チェックを行う。この前提条件チェック１５５０は、患者を第２の臨床家と関連付ける工
程（この関連付けは、中央システムサービス装置１０８ａで行うことができる）と、第２
の臨床家を第２の臨床家の装置又は第２の臨床家のデジタルアシスタント１１８とも呼ば
れるその臨床家のデジタルアシスタント１１８と関連付ける工程とを含み得る。サーバ１
０９は、ブロック１５５０でのその前提条件チェックにおいて入手した情報を用いて、医
療機器１２０、患者、第２の臨床家及び第２の臨床家のデジタルアシスタント１１８との
間の関係を確立する。

【０３３４】
　ブロック１５５０での第２の前提条件チェックに続き、サーバ１０９は、第２の臨床家
のデジタルアシスタント１１８がアクティブであるかどうかをも判定し得る。第２の臨床
家のデジタルアシスタント１１８がアクティブである場合、次いで、サーバ１０９は、現
存するアラーム状態又はアラート状態を表すエスカレートされた信号を生成する。このエ
スカレートされた信号は、患者の氏名、患者の位置、部屋識別、ベッド識別、アラーム又
はアラートの種類、状態記述、時刻、日付、臨床家識別及び／又は処方などのデータを同
様に含む。好ましい実施形態では、エスカレートされた信号は、サーバ１０９から無線ア
クセスポイント１１４へ伝送される。次いで、無線アクセスポイント１１４が、ブロック
１５５５で、アラーム状態又はアラート状態に関連するエスカレートされた信号を、無線
通信伝送を介して第２の臨床家のデジタルアシスタント１１８へ伝送する。

【０３３５】
　アラーム状態又はアラート状態に関連するエスカレートされた信号は、ブロック１５５
５で主任臨床家にも伝送することができる。このようなエスカレートされた信号は、無線
又は有線の通信を介しすることができる。更に、主任臨床家は、デジタルアシスタント、
デスクトップコンピュータ、又はなんらかの他の電子装置を用いていることができる。上
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述したように、主任臨床家は通常、臨床家が直属する上司又は特定の人物、若しくは臨床
家に対するワークフローを支援するか、或いはアラーム状態又はアラート状態を監視する
のを支援する人物である。
【０３３６】
　エスカレートされた信号は、第２の臨床家のデジタルアシスタント１１８によって受信
され、続いて図１５のブロック１５６０で表示される。このブロックは、第２の臨床家の
デジタルアシスタント１１８上にアラーム状態又はアラート状態を表示する。第２の臨床
家の装置上の表示は、可視表示、可聴表示、又は可視表示及び可聴表示の両方とすること
ができる。更に、可視表示は、１つ又はそれ以上のテキスト、アイコン、シンボル等を含
むことができる。同様に、上述したように、可聴表示は、種々の可聴音を含むことができ
る。しかしながら、第１の臨床家に送信された原信号（ブロック１５２５参照）は、図１
５のブロック１５３０に示すように、依然として該第１の臨床家のデジタルアシスタント
に保持されていることが理解される。第１の臨床家のデジタルアシスタント１１８にある
信号は強めることができる（即ち、それはより大きいサイズ又はフォントで示すことがで
き、それは点滅することができ、可聴アラートのボリュームを上げる等）。
【０３３７】
　ブロック１５５５で二次信号が臨床家のデジタルアシスタントに送信され、ブロック１
５６０で第２の臨床家のデジタルアシスタント１１８によって受信された後では、少なく
とも２人の個人（第１の臨床家及び／又は主任臨床家）及びアラーム／アラート状態がア
クティブな少なくとも２台の装置が存在する。従って、ブロック１５４０及び１５６５に
示すように、これらの臨床家のうちのいずれかが、アラーム／アラート状態に応答するこ
とができる。ブロック１５７０で、エスカレートされたアラーム工程は、臨床家のデジタ
ルアシスタント１１８、主任臨床家のコンピュータ又は装置、若しくは医療機器１２０の
うちのいずれか１つでアラーム／アラート状態が解消されるまで続くことになる。
【０３３８】
　ブロック１５２０を参照すると、主臨床家のデジタルアシスタント１１８がアクティブ
でないとサーバ１０９が判断した場合、及びブロック１５４５でアラーム／アラート状態
が依然として存在するとサーバ１０９が判断した場合、サーバ１０９は、上に論じたブロ
ック１５５０に進み、アラーム／アラート信号を送信するのに適切な第２の臨床家又は主
任臨床家を決定することになる。更に、ブロック１５２０はアラーム／アラートエスカレ
ーション工程１５００の間にいつでも生じ得ることが理解される。臨床家のデジタルアシ
スタント１１８がアクティブでない１つの理由は、サーバ１０９からの信号の損失である
可能性がある。図４５Ａ及び図４５Ｂの通信損失インターフェース画面４５０１に示すよ
うに、信号が失われた場合、デジタルアシスタント１１８は、臨床家１１６に、信号損失
を示す画面４５０１、及び／又は可聴／振動表示を提供する。通信損失画面４５０１はま
た、どの患者の信号が失われたかについても臨床家１１６に通知する。画面４５０１では
、システム２１０はまた、信号を取り戻すためのトラブルシューティング情報をも臨床家
１１６に提供する。ハブ１０７又はデジタルアシスタント１１８が無線範囲外にあるとき
は、ポンプのアラーム及びアラートは、デジタルアシスタント１１８で受信することがで
きない。

【０３３９】
　デジタルアシスタント１１８がアクティブでない他の理由は、デジタルアシスタント１
１８のバッテリー残量の減少、無線ハブ１０７のバッテリー残量の減少、又はアクセスポ
イント１１４が原因でのデジタルアシスタントの信号損失である可能性がある。システム
２１０は、臨床家１１６にローバッテリ画面を提供する。図４６のインターフェース画面
４６０３に示すように、１つの種類のローバッテリ画面は、患者の注入ポンプに接続され
た無線ハブ１０７にローバッテリ状況が存在することを臨床家に警告する画面である。ロ
ーバッテリ画面が提供される際、該画面は、注入がその特定のハブ１０７に関連付けられ
た患者のリストを含む。患者のリストは通常、画面４６０３を表示しているデジタルアシ
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スタント１１８にログインした臨床家に現在関連する患者のみ、またログインした臨床家
と共に同一の注入ポンプ１２０／ハブ１０７を共有する全ての患者をも含むようにフィル
タ処理される。この臨床家対患者関連付けは、エスカレーション工程を通して、第１の臨
床家としても、第２の臨床家としてもよい。臨床家のデジタルアシスタント１１８がアク
ティブでない他の理由があり得ることが理解される。それでもやはり、臨床家のデジタル
アシスタント１１８がアクティブではなくなった場合はいつでも、工程１５００は、信号
を第２の臨床家及び／又は主任臨床家へ送信することができるように、ブロック１５５０
へ進むことができる。更に、本開示のタイムアウト特徴及び他の特徴に関して上述したよ
うに、サーバ１０９若しくは医療機器１２０からの通信信号が失われた場合、図４５Ａ及
び図４５Ｂに示すように、デジタルアシスタント１１８上に信号損失メッセージを提供す
ることができる。

【０３４０】
　アラーム／アラート工程中にいつでも、主臨床家は、アラーム／アラート信号に応答す
ることができる。ブロック１５４０で主臨床家がアラーム／アラート信号に応答した場合
、エスカレートされた工程は回避されることになる。しかしながら、ブロック１５５０で
エスカレートされた工程が開始された場合、ブロック１５６５で、主治医若しくは第２の
臨床家がアラーム／アラート信号に応答することができる。同様に、アラーム／アラート
状態は、アラーム／アラートエスカレーション工程の前若しくはその間に、医療機器１２
０において、又は主任臨床家によって随時解消することができる。ブロック１５４０若し
くはブロック１５６５で、医療機器１２０で、又は主任臨床家によってアラーム／アラー
ト状態が解消された後、ブロック１５４０で、医療機器１２０及び臨床家のデジタルアシ
スタント１１８の可聴アラームは終了されることになる。
【０３４１】
　ブロック１５８５で、サーバ１０９は、全てのアラーム／アラート状態をイベントとし
て記録する。イベントを記録する工程は、アラーム／アラート状態に関する情報を記録す
る段階と、アラーム／アラート状態の応答した臨床家を記録する段階と、アラーム／アラ
ート状態の開始時刻（ブロック１５０５参照）を記録する段階と、アラーム／アラート状
態が正された時刻を記録する段階とを含むことができる。更に、ブロック１５９０で、サ
ーバ１０９は、タイマをリセットし、医療機器アラームリストを更新することになる。ア
ラーム／アラート状態は、ポンプのイベント履歴にも記録することができる。
【０３４２】
　（例示的ユースケース）
　図５５Ａ～図６２は、本明細書に説明するシステムを用いて行うことのできる例示的な
操作のフローチャートである。例示的な操作には、新たな注入の実施、ポンプチャネルの
スキャン、ポンプが割り当てられているチャネルの変更、注入の停止／中止、注入の再開
、及びポンプの除去が含まれる。一般に、これらの操作の各々が、実行されることになる
操作を示す情報、どの患者１１２が影響を受けることになるのかを識別する情報（例えば
患者ＩＤ）、及びその患者１１２用のどの薬剤１２４が影響を受けることになるのかを識
別する情報（例えばＲｘＩＤ）を含む入力を、デジタルアシスタント１１８などの電子装
置から受信する。次いで、この情報が第１の中央サーバ１０９に送信され、該第１の中央
サーバ１０９が、チャネル識別情報が注入オーダ情報と一致することを確認し、正しい注
入操作が行われたことを確認する。
【０３４３】
　（注入実施工程）
　図５５Ａに、注入実施工程５５００の一例を示す。注入実施工程５５００の一部は、上
に概要を述べた比較手順５２００の代替的実施形態である。注入実施工程５５００は、新
たな注入を開始するために用いることができる。一般に、注入実施工程５５００は、注入
実施工程が実行されることになるのを示す情報、どの患者１１２が影響を受けるのかを識
別する情報（例えば患者ＩＤ）、及びその患者１１２用のどの薬剤１２４が注入を開始さ



(74) JP 6014013 B2 2016.10.25

10

20

30

40

50

れることになるのかを識別する情報（例えばＲｘＩＤ）を含む入力を、デジタルアシスタ
ント１１８などの電子装置から受信する。次いで、工程５５００は、この情報を第１の中
央サーバ１０９に送信し、該第１の中央サーバ１０９が、チャネル識別情報が注入オーダ
情報と一致することを確認し、正しい注入が開始されたことを確認する。
【０３４４】
　より具体的には、この例示的な注入実施工程５５００は、ブロック５５０２で第２の中
央サーバ１０８ａがデジタルアシスタント１１８に患者のリストを表示させたときに開始
する。患者のリストを示すデジタルアシスタントディスプレイ１１８ａの一例が、図２４
に示されている。患者のリストは、その時刻にそのデジタルアシスタント１１８にログイ
ンしているユーザ（例えば臨床家１１６）に関連付けられた患者１１２に限定されるのが
好ましい。ひとたびユーザが患者１１２を選択すると、該選択及び／又は該患者１１２を
識別する情報が、デジタルアシスタント１１８から第２の中央サーバ１０８ａに返信され
る。デジタルアシスタント１１８と第２の中央サーバ１０８ａとの間の通信は、上述の無
線／有線ネットワーク１０２のような任意の適した通信路を介することができる。次いで
、ブロック５５０４で、第２の中央サーバ１０８ａは、デジタルアシスタント１１８に動
作のリストを表示させる。動作のリストを示すデジタルアシスタントディスプレイ１１８
ａの一例を、図２５に示す。動作のリストは、選択された患者１１２に関連付けられた動
作に限定されるのが好ましい。例えば、「注入実施」動作は、少なくとも１つの注入が目
下その選択された患者１１２に関連付けられている場合にのみ利用可能となろう。
【０３４５】
　ユーザが動作リストから「注入実施」動作を選択すると、選択されたその動作を識別す
る情報が第２の中央サーバ１０８ａに送信される。それに応答して、ブロック５５０６で
、第２の中央サーバ１０８ａが、該デジタルアシスタント１１８上に表示された薬剤のリ
ストから注入すべき薬剤１２４を選択するようにユーザに促す画面をデジタルアシスタン
ト１１８に表示させる。薬剤のリストを示すデジタルアシスタントディスプレイ１１８ａ
の一例を図２６に示す。薬剤のリストは、この患者１１２に対する実際のオーダに基づい
て第２の中央サーバ１０８ａのデータベースから取り出されるのが好ましい。もちろん、
このリストは、注入実施なし若しくは１つの注入実施を含む任意の数の項目を有すること
ができる。次いで、選択された薬剤１２４を示すデータが、第２の中央サーバ１０８ａに
送信される。
【０３４６】
　次に、ブロック５５０８で、第２の中央サーバ１０８ａが、患者１１２に関連付けられ
た機械可読識別子をスキャンするようにユーザに促す画面をデジタルアシスタント１１８
に表示させる。患者１１２に関連付けられた機械可読識別子をスキャンするようにユーザ
に促すデジタルアシスタントディスプレイ１１８ａの一例を図３６に示す。ユーザは、デ
ジタルアシスタント１１８のスキャナを用いて患者のリストバンド１１２ａ上のバーコー
ドラベルをスキャンすることができる。代替的に、ユーザは、デジタルアシスタント１１
８に患者識別子を手入力することもできる。次いで、ブロック５５１０で、患者識別子が
、検証のために第２の中央サーバ１０８ａに送信される。次いで、第２の中央サーバ１０
８ａが、データベース内で患者識別子の検索を試みる。患者識別子（例えばリストバンド
ＩＤ）がデータベース内に有効な患者識別子として存在しない場合、ブロック５５１２で
、第２の中央サーバ１０８ａは、デジタルアシスタント１１８に患者無効通知を表示させ
る。ひとたびユーザが患者無効通知を了解する（又は通知がタイムアウトする）と、ブロ
ック５５０８で、デジタルアシスタント１１８は、患者１１２に関連付けられた機械可読
識別子をスキャンするようにユーザに促す画面を再表示する。
【０３４７】
　ブロック５５１０で、患者識別子（例えばリストバンドＩＤ）がデータベース内に有効
な患者識別子として存在する場合、ブロック５５１４で、第２の中央サーバ１０８ａは、
投与すべき薬剤１２４に関連付けられた機械可読識別子をスキャンするようにユーザに促
す画面をデジタルアシスタント１１８に表示させる。薬剤１２４に関連付けられた機械可
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読識別子をスキャンするようにユーザに促すデジタルアシスタントディスプレイ１１８ａ
の一例を図３４に示す。ユーザは、デジタルアシスタント１１８のスキャナを用いて、薬
剤１２４のバッグ上の薬剤ラベル１２４ａ（例えば注入バッグ上のバーコード）をスキャ
ンすることができる。代替的に、ユーザは、デジタルアシスタント１１８に薬剤識別子を
手入力することもできる。次いで、ブロック５５１６で、薬剤識別子が検証のために第２
の中央サーバ１０８ａに送信される。第２の中央サーバ１０８ａは、データベース内で薬
剤識別子の検索を試みる。薬剤識別子（例えばバッグＩＤ）がデータベース内に有効な薬
剤識別子として存在しない場合、ブロック５５１８で、第２の中央サーバ１０８ａは、項
目無効通知をデジタルアシスタント１１８に表示させる。ひとたびユーザが項目無効通知
を了解する（又は通知がタイムアウトする）と、ブロック５５１４で、デジタルアシスタ
ント１１８は、薬剤１２４に関連付けられた機械可読識別子をスキャンして再開するよう
にユーザに促す画面を再表示する。
【０３４８】
　ひとたび有効な薬剤識別子を取得すれば、第２の中央サーバ１０８ａは、該薬剤識別子
を用いて、データベース内の患者識別子を検索する。次いで、ブロック５５２０で、デー
タベースからの患者識別子がスキャンされた（又は手入力された）患者識別子と比較され
、スキャンされた（又は手入力された）薬剤１２４がスキャンされた（又は手入力された
）患者１１２のものであるかどうかが判定される。２つの患者識別子が一致しない場合、
ブロック５５１８で、第２の中央サーバ１０８ａは、項目無効通知をデジタルアシスタン
ト１１８に表示させる。
【０３４９】
　２つの患者識別子が一致する（即ち、この患者１１２がこの薬剤１２４と合う）場合、
ブロック５５２２で、第２の中央サーバ１０８ａは、経路、ライン、及び部位を入力する
ようにユーザに促す画面をデジタルアシスタント１１８に表示させる。経路、ライン、及
び部位を入力するようにユーザに促すデジタルアシスタントディスプレイ１１８ａの一例
を図３７に示す。次いで、ブロック５５２４で、経路、ライン、及び部位を示すデータが
、検証のために第２の中央サーバ１０８ａに送信される。経路不一致が生じると、ブロッ
ク５５２６で、第２の中央サーバ１０８ａは、経路不一致通知をデジタルアシスタント１
１８に表示させる。不一致通知を有するデジタルアシスタントディスプレイ１１８ａの一
例を図４０に示す。ひとたびユーザが経路不一致通知を了解すれば（又は通知がタイムア
ウトすれば）、ブロック５５２２で、デジタルアシスタント１１８は、経路、ライン、及
び部位を入力するようにユーザに促す画面を再表示する。経路不一致が生じない場合、ブ
ロック５５２８で、第２の中央サーバ１０８ａは、手動による処方箋比較と自動処方箋比
較との間で選択を行うようにユーザに求める画面をデジタルアシスタント１１８に表示さ
せる。ブロック５５３０で手動による処方箋比較が選択されると、ブロック５５３２で、
第２の中央サーバ１０８ａは、ユーザが手動で検証することになるパラメータを示すもの
を、デジタルアシスタント１１８に表示させる。
【０３５０】
　続いて、ブロック５５３４で、第２の中央サーバ１０８ａは、この患者１１２に対して
実施すべき項目（例えば投薬）が更にあるかどうかを判定する。例えば、ブロック５５０
６で選択された注入オーダは、一次注入とピギーバック注入を要するかもしれない。この
患者１１２に対して実施すべき項目（例えば投薬）が更にある場合、ブロック５５１４で
、第２の中央サーバ１０８ａは、投与すべき薬剤１２４に関連付けられた機械可読識別子
をスキャンするようにユーザに促す画面をデジタルアシスタント１１８に表示させる。薬
剤１２４に関連付けられた機械可読識別子をスキャンするようにユーザに促すデジタルア
シスタントディスプレイ１１８ａの一例を図３４に示す。この患者１１２に対して実施す
べき項目（例えば投薬）がそれ以上ない場合、ブロック５５３６で、第２の中央サーバ１
０８ａは、実施結果を示す画面をデジタルアシスタント１１８に表示させる。実施結果を
示すデジタルアシスタントディスプレイ１１８ａの一例を図５７に示す。
【０３５１】
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　実施結果は、第１の中央サーバ１０９にも渡される。例えば、実施結果は、フォーム変
数として第１の中央サーバ１０９に渡すことができる（ウェブページから提出されたかの
ように）。次いで、ブロック５５３８で、第１の中央サーバ１０９は、何らかの誤りがな
いかどうか、実施結果の全てをチェックする。失敗がない場合、ブロック５５４０で、第
１の中央サーバ１０９は、全ての新たなチャネル－患者－薬剤関係を、第１の中央サーバ
１０９のデータベースにコミットする。次いで、ブロック５５４２で、第１の中央サーバ
１０９は、第２の中央サーバ１０８ａに関連づけられた所定のＵＲＬに移動することによ
り、第２の中央サーバ１０８ａの制御に復帰する。１つ又はそれ以上の失敗がある場合、
ブロック５５４４で、第１の中央サーバ１０９は、該誤りに関連するチャネル－患者－薬
剤関係を廃棄し、成功に関連するチャネル－患者－薬剤関係を、第１の中央サーバ１０９
のデータベースにコミットする。失敗は、第２の中央サーバ１０８ａ及び／又は第１の中
央サーバ１０９に関連付けることができる。従って、第１の中央サーバ１０９は、ブロッ
ク５５４６で第１の中央サーバ１０９が第２の中央サーバ１０８ａに関連付けられた所定
のＵＲＬに移動することにより第２の中央サーバ１０８ａの制御に復帰する際に、第１の
中央サーバ１０９に関連付けられた失敗（例えば保全失敗）を、第２の中央サーバ１０８
ａに返送するのが好ましい。
【０３５２】
　ブロック５５３０に戻って説明すると、自動処方箋比較が選択された場合、ブロック５
５３１で、第２の中央サーバ１０８ａは、第１の中央サーバ１０９に「処方箋比較」ＸＭ
Ｌ文書を送信する。「処方箋比較」ＸＭＬ文書は、患者識別子（例えばリストバンドＩＤ
）、薬剤識別子（例えばバッグＩＤ）、完了用ＵＲＬ、及び取り消し用ＵＲＬを含む。完
了用ＵＲＬは、処方箋の一致が見出された場合に用いられるネットワークアドレスである
。取り消し用ＵＲＬは、処方箋の一致が見出されない場合に用いられるネットワークアド
レスである。
【０３５３】
　ひとたび第１の中央サーバ１０９が「処方箋比較」ＸＭＬ文書を受け取ると、ブロック
５５４８で、第１の中央サーバ１０９は、第１の中央サーバ１０９は、「処方箋比較」Ｘ
ＭＬ文書が有効であるかどうかを判定する。例えば、第１の中央サーバ１０９は、通常「
処方箋比較」ＸＭＬ文書内に予測されるデータが受信した「処方箋比較」ＸＭＬ文書から
欠落していないかどうかをチェックすることができる。第１の中央サーバ１０９が「処方
箋比較」ＸＭＬ文書が有効ではないと判断した場合、ブロック５５５０で、第１の中央サ
ーバ１０９は、「処方箋比較」動作を実行することができなかったことをユーザに示すエ
ラーメッセージをデジタルアシスタント１１８に表示させる。この表示は、どのデータが
「処方箋比較」ＸＭＬ文書から欠落しているかなどの理由を含むことができる。ユーザが
「ＯＫ」ボタンを押してエラーメッセージを了解した後、ブロック５５５２で、第１の中
央サーバ１０９は、取り消し用ＵＲＬを介して、取り消しコードを第２の中央サーバ１０
８ａに返送する。
【０３５４】
　「処方箋比較」ＸＭＬ文書が有効であると第１の中央サーバ１０９が判断した場合、第
１の中央サーバ１０９は、チャネルスキャン工程５５５４を開始する。通常、チャネルス
キャン工程５５５４は、「新たな」ポンプチャネル（例えばポンプチャネル１０３ａ）に
関連付けられた機械可読識別子をスキャンし、スキャンしたチャネルが利用可能であるか
どうか（例えば、どの患者１１２にも割り当てられていない、現在の患者１１２に割り当
てられているが使用されていない、別の患者１１２に割り当てられ且つ上書き済み等）を
判定するようにユーザに促す。スキャンしたチャネルが利用できない場合、「注入実施」
動作は、取り消される。そのような場合、第１の中央サーバ１０９は、取り消し用ＵＲＬ
を介して、取り消しコードを第２の中央サーバ１０８ａに返送する。スキャンしたチャネ
ルが利用可能である場合、新たなチャネル－患者－薬剤関係が生成される。チャネルスキ
ャン工程５５５４を、図５６を参照して以下により詳細に説明する。
【０３５５】
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　チャネルスキャン工程５５５４により、スキャンしたチャネルが有効であり且つ利用可
能であると判定された場合、ブロック５５５６で、第１の中央サーバ１０９は、ポンプチ
ャネルをプログラムするようにユーザに促す画面をデジタルアシスタント１１８に表示さ
せる。デジタルアシスタントディスプレイ１１８ａは、「比較」ボタン及び「キャンセル
」ボタンを含むのが好ましい。ユーザが「キャンセル」ボタンを押した場合、第１の中央
サーバ１０９は、ブロック５５５８で新たなチャネル－患者－薬剤関係を廃棄し、ブロッ
ク５５５２で取り消し用ＵＲＬを介して、取り消しコードを第２の中央サーバ１０８ａに
返送する。ユーザが「比較」ボタンを押した場合、ブロック５５６０で、第１の中央サー
バ１０９は、ポンプチャネルとの通信が正常に機能しているかどうかを判定する。例えば
、状態情報が所定の時間内にチャネルから受信されなかった場合、第１の中央サーバ１０
９は、ポンプチャネルとの通信が正常に機能していないと判断することができる。
【０３５６】
　ポンプチャネルとの通信が正常に機能していない場合、ブロック５５６２で、第１の中
央サーバ１０９は、ポンプチャネルとの通信の損失により処方箋比較を行うことができな
いことを示す画面をデジタルアシスタント１１８に表示させる。ここでもまた、デジタル
アシスタントディスプレイ１１８ａは、「比較」ボタン及び「キャンセル」ボタンを含む
のが好ましい。ユーザが「キャンセル」ボタンを押した場合、第１の中央サーバ１０９は
、ブロック５５５８で新たなチャネル－患者－薬剤関係を廃棄し、ブロック５５５２で取
り消し用ＵＲＬを介して、取り消しコードを第２の中央サーバ１０８ａに返送する。ユー
ザが「比較」ボタンを押した場合、ブロック５５６０で、第１の中央サーバ１０９は、ポ
ンプチャネルとの通信が正常に機能しているかどうかを再チェックする。
【０３５７】
　ポンプチャネルとの通信が正常に機能している場合、ブロック５５６４で、第１の中央
サーバ１０９は、このチャネルに関連付けられた何らかのデータが欠落しているかどうか
を判定する。例えば、チャネルから受信した状態情報に予測される連続番号が欠落してい
る場合、第１の中央サーバ１０９は、このチャネルに関連付けられたデータが欠落してい
ると判断することができる。チャネルデータが欠落している場合、ブロック５５６４で、
第１の中央サーバ１０９は、チャネルデータ欠落により処方箋比較を行うことができない
ことを示す画面をデジタルアシスタント１１８に表示させる。ここでもまた、デジタルア
シスタントディスプレイ１１８ａは、「比較」ボタン及び「キャンセル」ボタンを含むの
が好ましい。ユーザが「キャンセル」ボタンを押した場合、第１の中央サーバ１０９は、
ブロック５５５８で新たなチャネル－患者－薬剤関係を廃棄し、ブロック５５５２で取り
消し用ＵＲＬを介して、取り消しコードを第２の中央サーバ１０８ａに返送する。ユーザ
が「比較」ボタンを押した場合、ブロック５５６０で、第１の中央サーバ１０９は、ポン
プチャネルとの通信が正常に機能しているかどうかを再チェックする。
【０３５８】
　どのチャネルデータも欠落していない場合、ブロック５５６８で、第１の中央サーバ１
０９は、チャネルがすでに稼動中であるかどうかを判定する。例えば、第１の中央サーバ
１０９は、チャネルから受信した状態情報を読み取ることにより、該ポンプチャネルが稼
動中であるかどうかを判断することができる。チャネルがすでに稼動中である場合、ブロ
ック５５７０で、第１の中央サーバ１０９は、チャネルがすでに稼動中であるために処方
箋比較を行うことができないことを示す画面をデジタルアシスタント１１８に表示させる
。処方箋比較を行うことができないことを示すデジタルアシスタントディスプレイ１１８
ａの一例を図４２に示す。デジタルアシスタントディスプレイ１１８ａは、ポンプ１２０
上の特定のキー（例えばスタート）をユーザが押さなければならないことを示すこともで
きる。ここでもまた、デジタルアシスタントディスプレイ１１８ａは、「比較」ボタン及
び「キャンセル」ボタンを含むのが好ましい。ユーザが「キャンセル」ボタンを押した場
合、第１の中央サーバ１０９は、ブロック５５５８で新たなチャネル－患者－薬剤関係を
廃棄し、ブロック５５５２で取り消し用ＵＲＬを介して、取り消しコードを第２の中央サ
ーバ１０８ａに返送する。ユーザが「比較」ボタンを押した場合、ブロック５５７２で、
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第１の中央サーバ１０９は、ポンプチャネルとの通信が正常に機能しているかどうかを再
チェックする。
【０３５９】
　ポンプチャネルとの通信が正常に機能していない場合、ブロック５５７４で、第１の中
央サーバ１０９は、ポンプチャネルとの通信の損失により処方箋比較を行うことができな
いことを示す画面をデジタルアシスタント１１８に表示させる。ここでもまた、デジタル
アシスタントディスプレイ１１８ａは、「比較」ボタン及び「キャンセル」ボタンを含む
のが好ましい。ユーザが「キャンセル」ボタンを押した場合、第１の中央サーバ１０９は
、ブロック５５５８で新たなチャネル－患者－薬剤関係を廃棄し、ブロック５５５２で取
り消し用ＵＲＬを介して、取り消しコードを第２の中央サーバ１０８ａに返送する。ユー
ザが「比較」ボタンを押した場合、ブロック５５７４で、第１の中央サーバ１０９は、ポ
ンプチャネルとの通信が正常に機能しているかどうかを再チェックする。ポンプチャネル
との通信が正常に機能している場合、ブロック５５７６で、第１の中央サーバ１０９は、
要求された処方箋比較を実行する。
【０３６０】
　ブロック５５６８に戻って説明すると、チャネルが稼動していない場合、ブロック５５
７８で、第１の中央サーバ１０９は、ポンプチャネルが速度情報を送信するように設定さ
れているかどうかを判定する。ポンプチャネルが速度情報を送信するように設定されてい
ない場合、ブロック５５８０で、第１の中央サーバ１０９は、チャネルが速度情報を送信
していないために処方箋比較を行うことができないことを示す画面をデジタルアシスタン
ト１１８に表示させる。処方箋比較を行うことができないことを示すデジタルアシスタン
トディスプレイ１１８ａの一例を図４１に示す。デジタルアシスタントディスプレイ１１
８ａは、ポンプ１２０上の特定のキー（例えば速度）をユーザが押さなければならないこ
とを示すこともできる。ここでもまた、デジタルアシスタントディスプレイ１１８ａは、
「比較」ボタン及び「キャンセル」ボタンを含むのが好ましい。ユーザが「キャンセル」
ボタンを押した場合、第１の中央サーバ１０９は、ブロック５５５８で新たなチャネル－
患者－薬剤関係を廃棄し、ブロック５５５２で取り消し用ＵＲＬを介して、取り消しコー
ドを第２の中央サーバ１０８ａに返送する。ユーザが「比較」ボタンを押した場合、ブロ
ック５５７２で、第１の中央サーバ１０９は、ポンプチャネルとの通信が正常に機能して
いるかどうかを再チェックする。ポンプチャネルが速度情報を送信するように設定されて
いる場合、ブロック５５７６で、第１の中央サーバ１０９は、要求された処方箋比較を実
行する。
【０３６１】
　処方箋比較の一部として、第１の中央サーバ１０９は、チャネルスキャン工程５５５４
によって取得されたチャネル識別子及び第２の中央サーバ１０８ａによって伝送された患
者識別子を用いて、データベース内の１つの薬剤識別子（又は、一次薬剤１２４及びピギ
ーバック薬剤１２４が両方ともこのチャネルに関連付けられている場合は２つの薬剤識別
子）を検索する。次いで、ブロック５５８２でデータベースからの１つ又は複数の薬剤識
別子が、スキャンされた（又は手入力された）薬剤識別子と比較される。データベースか
らの１つ又は複数の薬剤識別子がスキャンされた（又は手入力された）薬剤識別子と一致
しない場合、ブロック５５８４で、第１の中央サーバ１０９は、薬剤無効通知をデジタル
アシスタント１１８に表示させる。例えば、デジタルアシスタント１１８は、スキャンさ
れた薬剤１２４がスキャンされたチャネルに関連付けられていないというメッセージを表
示し、且つ該スキャンされたチャネルに割り当てられた実際の薬剤１２４（該当する場合
、一次及びピギーバックの両方）を示すことができる。ここでもまた、デジタルアシスタ
ントディスプレイ１１８ａは、「比較」ボタン及び「キャンセル」ボタンを含むのが好ま
しい。ユーザが「キャンセル」ボタンを押した場合、第１の中央サーバ１０９は、ブロッ
ク５５５８で新たなチャネル－患者－薬剤関係を廃棄し、ブロック５５５２で取り消し用
ＵＲＬを介して、取り消しコードを第２の中央サーバ１０８ａに返送する。ユーザが「比
較」ボタンを押した場合、ブロック５５７２で、第１の中央サーバ１０９は、ポンプチャ
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ネルとの通信が正常に機能しているかどうかを再チェックする。
【０３６２】
　処方箋比較の追加部分として、第１の中央サーバ１０９は、チャネルスキャン工程５５
５４によって取得されたチャネル識別子及び第２の中央サーバ１０８ａによって伝送され
た患者識別子を用いて、データベース内の投薬速度を検索する。次いで、ブロック５５８
４で、データベースからの投薬速度が、ポンプチャネルから受信した実際の速度と比較さ
れる。データベースからの投薬速度がポンプチャネルから受信した実際の速度と一致しな
い場合、ブロック５５８６で、第１の中央サーバ１０９は、速度不一致通知をデジタルア
シスタント１１８に表示させる。不一致通知を有するデジタルアシスタントディスプレイ
１１８ａの一例を図４０に示す。例えば、デジタルアシスタント１１８は、チャネルの速
度を調整すべきことを示すメッセージを表示し、且つ正しい値を示すことができる。ここ
でもまた、デジタルアシスタントディスプレイ１１８ａは、「比較」ボタン及び「キャン
セル」ボタンを含むのが好ましい。ユーザが「キャンセル」ボタンを押した場合、第１の
中央サーバ１０９は、ブロック５５５８で新たなチャネル－患者－薬剤関係を廃棄し、ブ
ロック５５５２で取り消し用ＵＲＬを介して、取り消しコードを第２の中央サーバ１０８
ａに返送する。ユーザが「比較」ボタンを押した場合、ブロック５５７２で、第１の中央
サーバ１０９は、ポンプチャネルとの通信が正常に機能しているかどうかを再チェックす
る。
【０３６３】
　更に、デジタルアシスタントディスプレイ１１８ａは、「不一致を受け入れる」ボタン
を含むことができる。ユーザが「不一致を受け入れる」ボタンを押した場合、ブロック５
５８８で、第１の中央サーバ１０９は、完了用ＵＲＬを介して、第２の中央サーバ１０８
ａに不一致コード及び一致していない速度を戻す。ブロック５５８４でデータベースから
の投薬速度がポンプチャネルから受信した実際の速度と一致する場合、ブロック５５９０
で、第１の中央サーバ１０９は、一致通知をデジタルアシスタント１１８に表示させる。
一致通知を有するデジタルアシスタントディスプレイ１１８ａの一例を図３９に示す。ひ
とたびユーザが一致通知メッセージを受信すると、ブロック５５８８で、第１の中央サー
バ１０９は、完了用ＵＲＬを介して、第２の中央サーバ１０８ａに一致コード及び一致し
ている速度を戻す。
【０３６４】
　（チャネルスキャン工程（注入実施工程用））
　図５６に、図５５を参照して上に用いたチャネルスキャン工程５５５４の一例を示す。
通常、チャネルスキャン工程５５５４は、ポンプチャネルに関連付けられた機械可読識別
子をスキャンし、スキャンしたチャネルが利用可能であるかどうか（例えば、目下の患者
１１２に割り当てられているが使用されていない）を判断するようにユーザに促す。スキ
ャンしたチャネルが利用可能ではない場合、「注入実施」動作は取り消される。そのよう
な場合、第１の中央サーバ１０９は、取り消し用ＵＲＬを介して、第２の中央サーバ１０
８ａに取り消しコードを戻す。スキャンしたチャネルが利用可能である場合、新たなチャ
ネル－患者－薬剤関係が生成される。
【０３６５】
　より具体的には例示的なチャネルスキャン工程５５５４は、ブロック５６０２でサブチ
ャネル（例えば一次又はピギーバック）を選択し且つチャネルに関連付けられた機械可読
識別子をスキャンするようにユーザに促す画面を第１の中央サーバ１０９がデジタルアシ
スタント１１８に表示させるときに開始する。チャネルに関連付けられた機械可読識別子
をスキャンするようにユーザに促すデジタルアシスタントディスプレイ１１８ａの一例を
図３８に示す。例えば、ユーザは、デジタルアシスタント１１８のスキャナを用いて、チ
ャネルに関連付けられたバーコードラベルをスキャンすることができる。代替的に、ユー
ザは、デジタルアシスタント１１８にチャネル識別子を手入力することもできる。更に、
ユーザは、完了用ＵＲＬを介した第２の中央サーバ１０８ａへの返却を生じさせるスキャ
ン工程を省略する選択を行ってもよく、取り消し用ＵＲＬを介した第２の中央サーバ１０
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８ａへの返却を生じさせるスキャンを取り消す選択を行ってもよい。
【０３６６】
　次いで、ブロック５６０４で、チャネル識別子が検証のために第１の中央サーバ１０９
に送信される。次いで、第１の中央サーバ１０９は、データベース内でチャネル識別子の
検索を試みる。チャネル識別子がデータベース内に有効なチャネル識別子として存在しな
い場合（例えば、適切にフォーマットされていない、第１の中央サーバ１０９内に設定さ
れていない等）、ブロック５６０６で、第１の中央サーバ１０９は、チャネル無効通知を
デジタルアシスタント１１８に表示させる。例えば、デジタルアシスタント１１８は、チ
ャネルが第１の中央サーバ１０９内に設定されていないというメッセージを表示すること
ができ、且つユーザがチャネル識別子を再スキャンするか又は操作を取り消すことを可能
にするボタンを含むことができる。ユーザが操作を取り消す選択を行った場合、ブロック
５６０８で、第１の中央サーバ１０９は、取り消し用ＵＲＬを介して取り消しコードを第
２の中央サーバ１０８ａに送信するのが好ましい。
【０３６７】
　ひとたび有効なチャネル識別子を取得すると、第１の中央サーバ１０９は、該チャネル
識別子を用いて、データベース内で患者識別子を検索する。次いで、ブロック５６１０で
、第１の中央サーバ１０９は、データベースからの患者識別子をスキャンされた（又は手
入力された）患者識別子と比較する。データベース内に有効な患者識別子が存在するが２
つの患者識別子が一致しない（即ち、チャネルが異なる患者１１２に割り当てられている
）場合、ブロック５６１２で、第１の中央サーバ１０９は、データベースをチェックして
、チャネルが稼動中であるかどうか（一次及び／又はピギーバックモードにおいて）を調
べる。
【０３６８】
　チャネルが稼動中である場合、ブロック５６１４で、第１の中央サーバ１０９は、異な
る患者１１２がスキャンされたチャネルに関連付けられており、該チャネルが現在稼動中
であることを示す「上書き不可能」エラーメッセージをデジタルアシスタント１１８に表
示させる。このメッセージはまた、スキャンされたチャネルに関連付けられた患者１１２
（例えば患者の氏名）、一次薬剤１２４、及び／又はピギーバック薬剤１２４を示すデー
タをも含むことができる。ユーザは、取り消すか再スキャンする選択肢を与えられるのが
好ましい。ユーザが操作を取り消す選択を行った場合、ブロック５６０８で、第１の中央
サーバ１０９は、取り消し用ＵＲＬを介して、取り消しコードを第２の中央サーバ１０８
ａに送信する。ユーザが再スキャンする選択を行った場合、ブロック５６０２で、第１の
中央サーバ１０９は、サブチャネル（例えば一次又はピギーバック）を選択し且つ該チャ
ネルに関連付けられた機械可読識別子をスキャンするようにユーザに促す画面をデジタル
アシスタント１１８に表示させる。
【０３６９】
　チャネルが稼動していない場合、ブロック５６１６で、第１の中央サーバ１０９は、異
なる患者１１２がスキャンされたチャネルに関連付けられているが該チャネルは現在稼動
していないことを示す「上書き続行」警告メッセージをデジタルアシスタント１１８に表
示させる。この警告メッセージは、続行が既存のデータを上書きする（例えば、他の患者
１１２との関連付けを解除する）ことになることを示すのが好ましい。この警告メッセー
ジはまた、スキャンされたチャネルに関連付けられた患者１１２（例えば患者の氏名）、
一次薬剤１２４及び／又はピギーバック薬剤１２４を示すデータをも含むことができる。
ユーザは、取り消す、再スキャンする、又は続行する選択肢を与えられるのが好ましい。
ユーザが操作を取り消す選択を行った場合、ブロック５６０８で、第１の中央サーバ１０
９は、取り消し用ＵＲＬを介して、取り消しコードを第２の中央サーバ１０８ａに送信す
る。ユーザが再スキャンする選択を行った場合、ブロック５６０２で、第１の中央サーバ
１０９は、サブチャネル（例えば一次又はピギーバック）を選択し且つ該チャネルに関連
付けられた機械可読識別子をスキャンするようにユーザに促す画面をデジタルアシスタン
ト１１８に表示させる。チャネルに関連付けられた機械可読識別子をスキャンするように
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ユーザに促すデジタルアシスタントディスプレイ１１８ａの一例を図３８に示す。ユーザ
が続行する選択を行った場合、ブロック５６１８で、第１の中央サーバ１０９は、新たな
チャネル－患者－薬剤関係を生成し、該新たなチャネル－患者－薬剤関係を、最新の「ウ
ェブセッション」内に格納する。この新たなチャネル－患者－薬剤関係が最終的に保持さ
れる場合、上に詳述したように、図５５のブロック５５４０で、第１の中央サーバ１０９
は、該新たなチャネル－患者－薬剤関係を、第１の中央サーバ１０９のデータベースにコ
ミットする。
【０３７０】
　データベース内に有効な患者識別子が存在し、且つブロック５６２０で２つの患者識別
子が一致する（即ち、そのチャネルがこの患者１１２に割り当てられている）場合、第１
の中央サーバ１０９は、ブロック５６２２で、データベースをチェックしてサブチャネル
が空いているかどうかを調べる。換言すれば、第１の中央サーバ１０９は、ブロック５６
０２で一次サブチャネルが選択された場合にこのチャネルに関連付けられた一次注入がな
いことをチェックし、且つブロック５６０２でピギーバック用サブチャネルが選択された
場合にこのチャネルに関連付けられたピギーバック注入がないことをチェックする。サブ
チャネルが空いている場合、ブロック５６１８で、第１の中央サーバ１０９は、新たなチ
ャネル－患者－薬剤関係を生成し、該新たなチャネル－患者－薬剤関係を、最新の「ウェ
ブセッション」内に格納する。サブチャネルが空いていない場合、ブロック５６２４で、
第１の中央サーバ１０９は、データベースをチェックして、該サブチャネルが稼動中であ
るかどうか（一次及び／又はピギーバックモードで）を調べる。
【０３７１】
　このサブチャネルが稼動中である場合、ブロック５６２６で、第１の中央サーバ１０９
は、この患者１１２がすでにスキャンチャネルに関連付けられており且つ選択されたサブ
チャネルが目下稼動中であることを示す「上書き不可能」エラーメッセージをデジタルア
シスタント１１８に表示させる。このエラーメッセージはまた、患者１１２（例えば患者
の氏名）、一次薬剤１２４、及び／又はピギーバック薬剤１２４を示すデータをも含むこ
とができる。ユーザは、取り消すか又は再スキャンする選択肢を与えられるのが好ましい
。ユーザが操作を取り消す選択を行った場合、ブロック５６０８で、第１の中央サーバ１
０９は、取り消し用ＵＲＬを介して、取り消しコードを第２の中央サーバ１０８ａに送信
する。ユーザが再スキャンする選択を行った場合、ブロック５６０２で、第１の中央サー
バ１０９は、サブチャネル（例えば一次又はピギーバック）を選択し且つ該チャネルに関
連付けられた機械可読識別子をスキャンするようにユーザに促す画面をデジタルアシスタ
ント１１８に表示させる。
【０３７２】
　サブチャネルが稼動していない場合、ブロック５６２８で、第１の中央サーバ１０９は
、この患者１１２がスキャンされたチャネルに関連付けられているが選択されたサブチャ
ネルが現在稼動していないことを示す「続行」メッセージをデジタルアシスタント１１８
に表示させる。このエラーメッセージはまた、患者１１２（例えば患者の氏名）、一次薬
剤１２４、及び／又はピギーバック薬剤１２４を示すデータをも含むことができる。ユー
ザは、取り消す、再スキャンする、又は続行する選択肢を与えられるのが好ましい。ユー
ザが操作を取り消す選択を行った場合、ブロック５６０８で、第１の中央サーバ１０９は
、取り消し用ＵＲＬを介して、取り消しコードを第２の中央サーバ１０８ａに送信する。
ユーザが再スキャンする選択を行った場合、ブロック５６０２で、第１の中央サーバ１０
９は、サブチャネル（例えば一次又はピギーバック）を選択し且つ該チャネルに関連付け
られた機械可読識別子をスキャンするようにユーザに促す画面をデジタルアシスタント１
１８に表示させる。ユーザが続行する選択を行った場合、ブロック５６１８で、第１の中
央サーバ１０９は、新たなチャネル－患者－薬剤関係を生成し、該新たなチャネル－患者
－薬剤関係を最新の「ウェブセッション」内に格納する。ユーザが続行を再度押すと、第
１の中央サーバ１０９は、最新の動作（例えば注入実施）に制御を戻す。
【０３７３】
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　（ポンプチャネル変更工程）
　図５７Ａに、ポンプチャネル変更工程５７００の一例を示す。ポンプチャネル変更工程
５７００は、データベース内のチャネル－患者－薬剤関係を失うことなく注入を１つのポ
ンプチャネルから別のポンプチャネルへ変更するために用いることができる（例えば看護
師によって）。通常、ポンプチャネル変更工程５７００は、ポンプチャネル変更工程が実
行されることになるのを示す情報、どの患者１１２が影響を受けることになるのかを識別
する情報（例えば患者ＩＤ）、及びその患者１１２用のどの薬剤１２４が影響を受けるこ
とになるのかを識別する情報（例えばＲｘＩＤ）を含む入力を、デジタルアシスタント１
１８などの電子装置から受信する。次いで、工程５７００によりこの情報が第１の中央サ
ーバ１０９に送信され、該第１の中央サーバ１０９が、そのチャネル識別子情報がポンプ
チャネル変更オーダ情報と一致することを確認する。
【０３７４】
　より具体的には、例示的なポンプチャネル変更工程５７００は、ブロック５７０２で第
２の中央サーバ１０８ａが選択のために患者のリストをデジタルアシスタント１１８に表
示させるときに開始する。患者のリストを示すデジタルアシスタントディスプレイ１１８
ａの一例を図２４に示す。患者のリストは、その時刻にそのデジタルアシスタント１１８
にログインしているユーザ（例えば臨床家１１６）に関連付けられた患者に限定されるの
が好ましい。ひとたびユーザが患者１１２を選択すると、該選択及び／又は該患者１１２
を識別する情報が、デジタルアシスタント１１８から第２の中央サーバ１０８ａに返送さ
れる。デジタルアシスタント１１８と第２の中央サーバ１０８ａとの間の通信は、上述の
無線／有線ネットワーク１０２のような任意の適した通信チャネルを介することができる
。次いで、ブロック５７０４で、第２の中央サーバ１０８ａは、動作のリストをデジタル
アシスタント１１８に表示させる。動作のリストを示すデジタルアシスタントディスプレ
イ１１８ａの一例を図２５に示す。動作のリストは、選択された患者１１２に関連付けら
れた動作に限定されるのが好ましい。例えば、「ポンプチャネルを変更する」動作は、こ
の患者１１２に関連付けられた注入が現在第２の中央サーバ１０８ａのデータベースに記
載されている場合にのみ実行し得ることになろう。
【０３７５】
　ユーザが動作リストから「ポンプチャネルを変更する」動作を選択すると、選択された
動作を識別する情報が、第２の中央サーバ１０８ａに送信される。それに応答して、ブロ
ック５７０６で、第２の中央サーバ１０８ａは、この「ポンプチャネルを変更する」動作
によって影響を受ける薬剤１２４に関連する機械可読識別子をスキャンするようにユーザ
に促す画面をデジタルアシスタント１１８に表示させる。薬剤１２４に関連付けられた機
械可読識別子をスキャンするようにユーザに促すデジタルアシスタントディスプレイ１１
８ａの一例を図３４に示す。ユーザは、デジタルアシスタント１１８のスキャンを用いて
、薬剤１２４のバッグ上の薬剤ラベル１２４ａ（例えば注入バッグ上のバーコード）をス
キャンすることができる。代替的に、ユーザは、デジタルアシスタント１１８に薬剤識別
子を手入力することもできる。
【０３７６】
　次いで、ブロック５７０８で、薬剤識別子が検証のために第２の中央サーバ１０８ａに
送信される。第２の中央サーバ１０８ａは、データベース内で薬剤識別子の検索を試みる
。薬剤識別子（例えばバッグＩＤ）がデータベース内に有効な薬剤識別子として存在しな
い場合、ブロック５７１０で、第２の中央サーバ１０８ａは、項目無効通知をデジタルア
シスタント１１８に表示させる。ひとたびユーザが項目無効通知を了解する（又は通知が
タイムアウトする）と、ブロック５７０６で、デジタルアシスタント１１８は、この「ポ
ンプチャネルを変更する」動作によって影響を受ける薬剤１２４に関連付けられた機械可
読識別子をスキャンするようにユーザに促す画面を再表示する。
【０３７７】
　ブロック５７０８で薬剤識別子（例えばバッグＩＤ）がデータベース内に有効な薬剤識
別子として存在する場合、第２の中央サーバ１０８ａは、「ポンプチャネルを変更する」
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ＸＭＬ文書を第１の中央サーバ１０９に伝送する。「ポンプチャネルを変更する」ＸＭＬ
文書は、患者識別子（例えばブロック５７０２のリストから選択された）、薬剤識別子（
例えばバッグＩＤ）、完了用ＵＲＬ、及び取り消し用ＵＲＬを含む。完了用ＵＲＬは、「
ポンプチャネルを変更する」動作が試みられた場合に用いられるネットワークアドレスで
ある。取り消し用ＵＲＬは、「ポンプチャネルを変更する」動作が失敗した場合に用いら
れるネットワークアドレスである。
【０３７８】
　ひとたび第１の中央サーバ１０９が「ポンプチャネル変更」ＸＭＬ文書を受信すると、
ブロック５７２４で、第１の中央サーバ１０９は、「ポンプチャネル変更」ＸＭＬ文書が
有効であるかどうかを判定する。例えば、第１の中央サーバ１０９は、通常「ポンプチャ
ネル変更」ＸＭＬ文書内に予測されるなんらかのデータが受信した「ポンプチャネル変更
」ＸＭＬ文書から欠落していないかどうかをチェックすることができる。「ポンプチャネ
ル変更」ＸＭＬ文書が有効ではないと第１の中央サーバ１０９が判断すると、ブロック５
７２６で、第１の中央サーバ１０９は、「ポンプチャネル変更」動作を実行することがで
きなかったことをユーザに示すエラーメッセージをデジタルアシスタント１１８に表示さ
せる。この表示は、どのデータが「ポンプチャネル変更」ＸＭＬ文書から欠落していたか
などの理由を含むことができる。ユーザが「ＯＫ」ボタンを押してこのエラーメッセージ
を了解した後、ブロック５７２８で、第１の中央サーバ１０９は、取り消し用ＵＲＬを介
して、失敗コードを第２の中央サーバ１０８ａに返送する。
【０３７９】
　「ポンプチャネルを変更する」ＸＭＬ文書が有効であると第１の中央サーバ１０９が判
定した場合、第１の中央サーバ１０９は、チャネルスキャン工程５７３０を開始する。こ
のチャネルスキャン工程５７３０は、「旧」チャネルに関連付けられている（即ち、ユー
ザは、「旧」チャネルから「新」チャネルに移動しようとしている）。通常、チャネルス
キャン工程５７３０は、「旧」ポンプチャネルに関連付けられた機械可読識別子をスキャ
ンするようにユーザに促し、スキャンしたチャネルが患者識別子及び薬剤識別子に関連付
けられているかどうかを判定する（図５８を参照して以下により詳細に説明するように）
。スキャンしたチャネルが患者識別子及び患者識別子に関連付けられていない場合、「ポ
ンプチャネルを変更する」動作は取り消される。そのような場合、ブロック５７２８で、
第１の中央サーバ１０９は、取り消し用ＵＲＬを介して、取り消しコードを第２の中央サ
ーバ１０８ａに返送する。
【０３８０】
　スキャンしたチャネルが患者識別子及び薬剤識別子に関連付けられている（即ち旧チャ
ネルが有効である）場合、ブロック５７３２で、第１の中央サーバ１０９は、患者１１２
、一次注入の旧チャネル、及びピギーバック注入の旧チャネルを示すメッセージをデジタ
ルアシスタント１１８に表示させる。デジタルアシスタント１１８は、「続行」ボタン及
び「キャンセル」ボタンと共に、両方の注入（一次及びピギーバック）がこの操作により
移動されていることを示すメッセージをも表示するのが好ましい。ユーザが「キャンセル
」ボタンを押した場合、ブロック５７２８で、第１の中央サーバ１０９は、取り消し用Ｕ
ＲＬを介して、取り消しコードを第２の中央サーバ１０８ａに返送する。
【０３８１】
　ユーザが「続行」ボタンを押した場合、第１の中央サーバ１０９は、別のチャネルスキ
ャン工程５７３４を開始する。このチャネルスキャン工程５７３４は、「新」チャネルに
関連付けられている（即ち、ユーザは、「旧」チャネルから「新」に移動しようとしてい
る）。通常、チャネルスキャン工程５７３４は、「新」ポンプチャネルに関連付けられた
機械可読識別子をスキャンするようにユーザに促し、スキャンしたチャネルが利用可能で
あるかどうか（例えば、どの患者１１２にも割り当てられていない、現在の患者１１２に
割り当てられているが使用されていない、別の患者１１２に割り当てられ且つ上書き済み
である等）を判定する。スキャンしたチャネルが利用可能ではない場合、「ポンプチャネ
ルを変更する」動作は取り消される。そのような場合、ブロック５７２８で、第１の中央
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サーバ１０９は、取り消し用ＵＲＬを介して、取り消しコードを第２の中央サーバ１０８
ａに返送する。チャネルスキャン工程５７３４を、図５９を参照して以下により詳細に説
明する。
【０３８２】
　スキャンされたチャネルが患者識別子及び薬剤識別子に関連付けられている（即ち、新
たなチャネルが有効である）場合、ブロック５７３６で、第１の中央サーバ１０９は、い
ずれかの他の注入が現在この新たなチャネルに関連付けられていないかどうかを判定する
。別の注入がすでに新たなチャネルに関連付けられている場合、ブロック５７３８で、第
１の中央サーバ１０９は、別の注入が現在該新たなチャネルに関連付けられていることを
示すメッセージ及びユーザに彼／彼女が現在の注入を上書きすることを希望するかどうか
について質問するメッセージをデジタルアシスタント１１８に表示させる。このメッセー
ジは、「Ｙｅｓ」ボタン、「Ｎｏ」ボタン、及び「キャンセル」ボタンを含むのが好まし
い。ユーザが「キャンセル」ボタンを押した場合、ブロック５７２８で、第１の中央サー
バ１０９は、取り消し用ＵＲＬを介して、取り消しコードを第２の中央サーバ１０８ａに
返送する。ユーザが「Ｎｏ」ボタンを押した場合、第１の中央サーバ１０９は、別のチャ
ネルスキャン工程５８３４を開始する。
【０３８３】
　ユーザが「Ｎｏ」ボタンを押した場合、ブロック５７４０で、第１の中央サーバ１０９
は、この新たなチャネルに対するデータベース内のチャネル－患者－薬剤関係を解消する
ことを試みる。ブロック５７４２で新たなチャネルに対するデータベース内のチャネル－
患者－薬剤関係を解消する試みが成功しなかった場合、ブロック５７４４で、第１の中央
サーバ１０９は、患者識別子、移動されなかった一次注入に関連付けられた薬剤識別子（
該当する場合は）、及び移動されなかったピギーバック注入に関連付けられた薬剤識別子
（該当する場合は）を含む「ポンプチャネルを変更する」のエラーメッセージをデジタル
アシスタント１１８に表示させる。「ＯＫ」ボタンを押すことによってひとたびユーザが
「ポンプチャネル変更」エラーメッセージを了解すると、ブロック５７４６で、第１の中
央サーバ１０９は、完了用ＵＲＬを介して、失敗コードを第２の中央サーバ１０８ａに返
送する。
【０３８４】
　ブロック５７３６で別の注入が新たなチャネルにすでに関連付けられていたわけではな
い場合、又はブロック５７４２で新たなチャネルに対するデータベース内のチャネル－患
者－薬剤関係を解消する試みが成功した場合、ブロック５７４８で、第１の中央サーバ１
０９は、一次注入とピギーバック注入の両方に対するデータベース内のチャネル－患者－
薬剤関係を、旧チャネルから新チャネルに変更することを試みる。ブロック５７５０でデ
ータベース内のチャネル－患者－薬剤関係を旧チャネルから新チャネルに移動する試みが
成功しなかった場合、第１の中央サーバ１０９は、「ポンプチャネル変更」エラーメッセ
ージをデジタルアシスタント１１８に表示させる。
【０３８５】
　ブロック５７５０でデータベース内のチャネル－患者－薬剤関係を旧チャネルから新チ
ャネルに移動する試みが成功した場合、ブロック５７５２で、第１の中央サーバ１０９は
、患者識別子、移動された一次注入に関連付けられた薬剤識別子（該当する場合は）、及
び移動されたピギーバック注入に関連付けられた薬剤識別子（該当する場合は）を含む「
ポンプチャネルを変更する」成功メッセージをデジタルアシスタント１１８に表示させる
。この表示は、チューブを新たなチャネルに移動させるようにとのユーザへのメッセージ
をも含むのが好ましい。「ＯＫ」ボタンを押すことによってひとたびユーザが「ポンプチ
ャネル変更」成功メッセージを了解すると、ブロック５７４６で、第１の中央サーバ１０
９は、完了用ＵＲＬを介して、第２の中央サーバ１０８ａに成功コードを返送する。
【０３８６】
　（チャネルスキャン工程）
　図５８に、図５７を参照して上に用いたチャネルスキャン工程５７３０の一例を示す。
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通常、チャネルスキャン工程５７３０は、ポンプチャネルに関連付けられた機械可読識別
子をスキャンするようにユーザに促し、スキャンしたチャネルが事前にスキャンされた患
者識別子及び薬剤識別子に関連付けられているかどうかを判定する。スキャンしたチャネ
ルがこれらの患者識別子及び薬剤識別子に関連付けられていない場合、目下の動作（例え
ば、停止、中止、再開、チャネル変更、ポンプ除去等）は取り消される。
【０３８７】
　より具体的には、例示的なチャネルスキャン工程５７３０は、第１の中央サーバ１０９
がブロック５８０２でチャネルに関連付けられた機械可読識別子をスキャンするようにユ
ーザに促す画面をデジタルアシスタント１１８に表示させるときに開始する。チャネルに
関連付けられた機械可読識別子をスキャンするようにユーザに促すデジタルアシスタント
ディスプレイ１１８ａの一例を図３８に示す。例えば、ユーザは、デジタルアシスタント
１１８のスキャナを用いて、チャネルに関連付けられたバーコードラベルをスキャンする
ことができる。代替的に、ユーザは、デジタルアシスタント１１８にチャネル識別子を手
入力することもできる。
【０３８８】
　次いで、ブロック５８０４で、チャネル識別子が検証のために第１の中央サーバ１０９
に送信される。次いで、第１の中央サーバ１０９は、データベース内でチャネル識別子の
検索を試みる。チャネル識別子がデータベース内に有効なチャネル識別子として存在しな
い（例えば、適切にフォーマットされていない、第１の中央サーバ１０９内に設定されて
いない等）場合、ブロック５８０６で、第１の中央サーバ１０９は、チャネル無効通知を
デジタルアシスタント１１８に表示させる。例えば、デジタルアシスタント１１８は、チ
ャネルが第１の中央サーバ１０９内に設定されていないというメッセージを表示すること
ができ、且つユーザがチャネル識別子を再スキャンするか又は操作を取り消すことを可能
にするボタンを含むことができる。ユーザが操作を取り消す選択を行った場合、ブロック
５８０８で、第１の中央サーバ１０９は、取り消し用ＵＲＬを介して、取り消しコードを
第２の中央サーバ１０８ａに送信するのが好ましい。
【０３８９】
　ひとたび有効なチャネル識別子を取得すると、第１の中央サーバ１０９は、該チャネル
識別子を用いて、データベース内で患者識別子を検索する。次いで、ブロック５８１０で
、データベースからの患者識別子がスキャンされた（又は手入力された）患者識別子と比
較される。２つの患者識別子が一致しない場合、ブロック５８１２で、第１の中央サーバ
１０９は、患者無効通知をデジタルアシスタント１１８に表示させる。例えば、デジタル
アシスタント１１８は、スキャンされた患者１１２がスキャンされたチャネルに関連付け
られていないというメッセージを表示し、スキャンされたチャネルに割り当てられた実際
の患者１１２を示すことができる。ここでもまた、ＰＤＡディスプレイは、ユーザがチャ
ネル識別子を再スキャンするか又は操作を取り消すことを可能にするボタンを含むことが
できる。ユーザが操作を取り消す選択を行った場合、ブロック５８０８で、第１の中央サ
ーバ１０９は、取り消し用ＵＲＬを介して、取り消しコードを第２の中央サーバ１０８ａ
に送信するのが好ましい。
【０３９０】
　ひとたび有効なチャネル－患者関係が確立されれば、第１の中央サーバ１０９は、チャ
ネル識別子及び患者識別子を用いて、データベース内で１つの薬剤識別子（又は一次薬剤
１２４及びピギーバック薬剤１２４が両方ともこのチャネルに関連付けられている場合、
２つの薬剤識別子）を検索する。次いで、ブロック５８１４で、データベースからの１つ
又は複数の薬剤識別子が、スキャンされた（若しくは手入力された）薬剤識別子と比較さ
れる。データベースからの１つ又は複数の薬剤識別子がスキャンされた（若しくは手入力
された）薬剤識別子と一致しない場合、ブロック５８１６で、第１の中央サーバ１０９は
、薬剤無効通知をデジタルアシスタント１１８に表示させる。例えば、デジタルアシスタ
ント１１８は、スキャンされた薬剤１２４がスキャンされたチャネルに関連付けられてい
ないというメッセージを表示し、該スキャンされたチャネルに割り当てられた実際の薬剤
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１２４（該当する場合は一次及びピギーバックの両方）を示すことができる。ここでもま
た、ＰＤＡディスプレイは、ユーザがチャネル識別子を再スキャンするか又は操作を取り
消すことを可能にするボタンを含むことができる。ユーザが操作を取り消す選択を行った
場合、ブロック５８０８で、第１の中央サーバ１０９は、取り消し用ＵＲＬを介して、取
り消しコードを第２の中央サーバ１０８ａに送信するのが好ましい。
【０３９１】
　有効なチャネル－患者－薬剤関係が確立された場合、ブロック５８１８で、第１の中央
サーバ１０９は、デジタルアシスタント１１８上に追加表示を発行することなく、有効な
チャネルスキャンが行われたことを示し、最新の動作（例えば、投与、停止、中止、再開
、チャネル変更、ポンプ除去等）に制御を戻す。
【０３９２】
　（チャネルスキャン工程（新たなチャネル））
　図５９に、図５７を参照して上に用いたチャネルスキャン工程５７３４の一例を示す。
通常、チャネルスキャン工程５７３４は、ポンプチャネルに関連付けられた機械可読識別
子をスキャンするようにユーザに促し、スキャンしたチャネルが利用可能である（例えば
、現在の患者１１２に割り当てられているが使用されていない）かどうかを判定する。ス
キャンしたチャネルが利用可能ではない場合、目下の動作（例えばチャネル変更）は取り
消される。
【０３９３】
　より具体的には、例示的なチャネルスキャン工程５７３４は、ブロック５９０２で第１
の中央サーバ１０９がチャネルに関連付けられた機械可読識別子をスキャンするようにユ
ーザに促す画面をデジタルアシスタント１１８に表示させるときに開始する。チャネルに
関連付けられた機械可読識別子をスキャンするようにユーザに促すデジタルアシスタント
ディスプレイ１１８ａの一例を図３８に示す。例えば、ユーザは、デジタルアシスタント
１１８のスキャナを用いて、チャネルに関連付けられたバーコードラベルをスキャンする
ことができる。代替的に、ユーザは、デジタルアシスタント１１８にチャネル識別子を手
入力することもできる。
【０３９４】
　次いで、ブロック５９０４で、チャネル識別子が検証のために第１の中央サーバ１０９
に送信される。次いで、第１の中央サーバ１０９は、データベース内でチャネル識別子の
検索を試みる。このチャネル識別子がデータベース内に有効なチャネル識別子として存在
しない（例えば、適切にフォーマットされていない、第１の中央サーバ１０９内に設定さ
れていない等）場合、ブロック５９０６で、第１の中央サーバ１０９は、チャネル無効通
知をデジタルアシスタント１１８に表示させる。例えば、デジタルアシスタント１１８は
、チャネルが第１の中央サーバ１０９内に設定されていないというメッセージを表示する
ことができ、且つユーザがチャネル識別子を再スキャンするか又は操作を取り消すことを
可能にするボタンを含むことができる。ユーザが操作を取り消す選択を行った場合、ブロ
ック５９０８で、第１の中央サーバ１０９は、取り消し用ＵＲＬを介して、取り消しコー
ドを第２の中央サーバ１０８ａに送信するのが好ましい。
【０３９５】
　ひとたび有効なチャネル識別子を取得すると、第１の中央サーバ１０９は、該チャネル
識別子を用いて、データベース内で患者識別子を検索する。次いで、ブロック５９１０で
、第１の中央サーバ１０９は、データベースからの患者識別子をスキャンされた（又は手
入力された）患者識別子と比較する。有効な患者識別子がデータベース内に存在するが２
つの患者識別子が一致しない（即ちチャネルが異なる患者１１２に割り当てられている）
場合、ブロック５９１２で、第１の中央サーバ１０９は、データベースをチェックし、こ
のチャネルが稼動中であるかどうか（一次及び／又はピギーバックモードで）を調べる。
【０３９６】
　チャネルが稼動中である場合、ブロック５９１４で、第１の中央サーバ１０９は、異な
る患者１１２がスキャンされたチャネルに関連付けられていること及びそのチャネルが現
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在稼動中であることを示す「上書き不可能」エラーメッセージをデジタルアシスタント１
１８に表示させる。このエラーメッセージはまた、スキャンされたチャネルに関連付けら
れた患者１１２を示すデータ（例えば患者の氏名）、一次薬剤１２４、及び／又はピギー
バック薬剤１２４をも含むことができる。ユーザは、取り消すか又は再スキャンする選択
肢を与えられるのが好ましい。ユーザが操作を取り消す選択を行った場合、ブロック５９
０８で、第１の中央サーバ１０９は、取り消し用ＵＲＬを介して、取り消しコードを第２
の中央サーバ１０８ａに送信する。ユーザが再スキャンする選択を行った場合、ブロック
５９０２で、第１の中央サーバ１０９は、チャネルに関連付けられた機械可読識別子をス
キャンするようにユーザに促す画面をデジタルアシスタント１１８に表示させる。
【０３９７】
　チャネルが稼動していない場合、ブロック５９１６で、第１の中央サーバ１０９は、異
なる患者１１２がスキャンされたチャネルに関連付けられているが該チャネルが現在稼動
していないことを示す「上書き続行」警告メッセージをデジタルアシスタント１１８に表
示させる。この警告メッセージは、続行することが既存のデータを上書きする（例えば、
他の患者１１２との関連付けを解除する）ことになることを示すのが好ましい。この警告
メッセージはまた、スキャンされたチャネルに関連付けられた患者１１２を示すデータ（
例えば患者の氏名）、一次薬剤１２４、及び／又はピギーバック薬剤１２４をも含むこと
ができる。ユーザは、取り消す、再スキャンする、又は続行する選択肢を与えられるのが
好ましい。ユーザが操作を取り消す選択を行った場合、ブロック５９０８で、第１の中央
サーバ１０９は、取り消し用ＵＲＬを介して、取り消しコードを第２の中央サーバ１０８
ａに送信する。ユーザが再スキャンする選択を行った場合、ブロック５９０２で、第１の
中央サーバ１０９は、チャネルに関連付けられた機械可読識別子をスキャンするようにユ
ーザに促す画面をデジタルアシスタント１１８に表示させる。ユーザが続行する選択を行
った場合、ブロック５９１８で、第１の中央サーバ１０９は、選択したチャネルを使用す
ることを許可する旨を示すメッセージをデジタルアシスタント１１８に表示させる。ユー
ザが「続行」を押すと、第１の中央サーバ１０９は、デジタルアシスタント１１８に追加
表示を発行することなく、最新の動作（例えば投与、チャネル変更等）に制御を戻す。
【０３９８】
　ブロック５９２０でデータベース内に有効な患者識別子が存在し、且つ２つの患者識別
子が一致する（即ち、チャネルがこの患者１１２に割り当てられている）場合、第１の中
央サーバ１０９は、ブロック５９２２で、データベースをチェックし、該チャネルが空い
ている（例えば、一次注入もピギーバック注入もこのチャネルに関連付けられていない）
かどうかを調べる。チャネルが空いている場合、ブロック５９１８で、第１の中央サーバ
１０９は、選択したチャネルを使用することを許可する旨を示すメッセージをデジタルア
シスタント１１８に表示させる。チャネルが空いていない場合、ブロック５９２４で、第
１の中央サーバ１０９は、データベースをチェックして、該チャネルが稼動中（一次及び
／又はピギーバックモードで）であるかどうかを調べる。
【０３９９】
　このチャネルが稼動中である場合、ブロック５９２６で、第１の中央サーバ１０９は、
この患者１１２がすでにスキャンされたチャネルに関連付けられていること及び該チャネ
ルが現在稼動中であることを示す「上書き不可能」エラーメッセージをデジタルアシスタ
ント１１８に表示させる。このエラーメッセージはまた、患者１１２（例えば患者の氏名
）、一次薬剤１２４、及び／又はピギーバック薬剤１２４を示すデータをも含むことがで
きる。ユーザは、取り消すか又は再スキャンする選択肢を与えられるのが好ましい。ユー
ザが操作を取り消す選択を行った場合、ブロック５９０８で、第１の中央サーバ１０９は
、取り消し用ＵＲＬを介して、取り消しコードを第２の中央サーバ１０８ａに送信する。
ユーザが再スキャンする選択を行った場合、ブロック５９０２で、第１の中央サーバ１０
９は、チャネルに関連付けられた機械可読識別子をスキャンするようにユーザに促す画面
をデジタルアシスタント１１８に表示させる。
【０４００】
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　このチャネルが稼動していない場合、ブロック５９２８で、第１の中央サーバ１０９は
、この患者１１２はスキャンされたチャネルに関連付けられているが該チャネルは現在稼
動していないことを示す「続行」メッセージをデジタルアシスタント１１８に表示させる
。このメッセージはまた、患者１１２（例えば患者の氏名）、一次薬剤１２４、及び／又
はピギーバック薬剤１２４を示すデータをも含むことができる。ユーザは、取り消す、再
スキャンする、又は続行する選択肢を与えられるのが好ましい。ユーザが操作を取り消す
選択を行った場合、ブロック５９０８で、第１の中央サーバ１０９は、取り消し用ＵＲＬ
を介して、取り消しコードを第２の中央サーバ１０８ａに送信する。ユーザが再スキャン
する選択を行った場合、ブロック５９０２で、第１の中央サーバ１０９は、チャネルに関
連付けられた機械可読識別子をスキャンするようにユーザに促す画面をデジタルアシスタ
ント１１８に表示させる。ユーザが続行する選択を行った場合、ブロック５９１８で、第
１の中央サーバ１０９は、選択したチャネルを使用することを許可する旨を示すメッセー
ジをデジタルアシスタント１１８に表示させる。ユーザが再度続行を押すと、第１の中央
サーバ１０９は、デジタルアシスタント１１８に追加表示を発行することなく、最新の動
作（例えばチャネル変更）に制御を戻す。
【０４０１】
　（注入停止／中止工程）
　図６０に、注入停止／中止工程６０００の一例を示す。注入停止／中止工程６０００は
、注入を一時的に停止（即ち一時停止）する工程又は注入工程を完全に中止（即ち終了）
するために用いることができる。通常、注入停止／中止工程６０００は、停止又は中止が
実行されることになるのか否かに関する情報、どの患者１１２が影響を受けることになる
のかを識別する情報（例えば患者ＩＤ）、及びその患者１１２用のどの薬剤１２４が停止
若しくは中止されることになるのかを識別する情報（例えばＲｘＩＤ）を含む入力を、デ
ジタルアシスタント１１８などの電子装置から受信する。次いで、工程６０００は、この
情報を第１の中央サーバ１０９に送信し、該第１の中央サーバ１０９が、チャネル識別情
報が停止／中止オーダ情報と一致することを確認し、且つ正しい注入が停止又は中止され
ることを確認する。
【０４０２】
　より具体的には、例示的な注入停止／中止工程６０００は、ブロック６００２で第２の
中央サーバ１０８ａが患者のリストをデジタルアシスタント１１８に表示させるときに開
始する。患者のリストを示すデジタルアシスタントディスプレイ１１８ａの一例を図２４
に示す。患者のリストは、その時刻にそのデジタルアシスタント１１８にログインしてい
るユーザ（例えば臨床家１１６）に関連付けられている患者に限定されるのが好ましい。
ひとたびユーザが患者１１２を選択すると、該選択及び／又は該患者１１２を識別する情
報が、デジタルアシスタント１１８から第２の中央サーバ１０８ａに返信される。デジタ
ルアシスタント１１８と第２の中央サーバ１０８ａとの間の通信は、上述の無線／有線ネ
ットワーク１０２のような任意の適した通信チャネルを介することができる。次いで、ブ
ロック６００４で、第２の中央サーバ１０８ａは、動作のリストをデジタルアシスタント
１１８に表示させる。動作のリストを示すデジタルアシスタントディスプレイ１１８ａの
一例を図２５に示す。動作のリストは、選択された患者１１２に関連付けられた動作に限
定されるのが好ましい。例えば、「注入停止」動作及び「注入中止」動作は、この患者１
１２に関連付けられた注入が目下実行状態である場合にのみ利用可能となろう。
【０４０３】
　ユーザが動作のリストから「注入停止」動作又は「注入中止」動作を選択すると、選択
された動作を識別する情報が第２の中央サーバ１０８ａに送信される。これに応答して、
ブロック６００６で、第２の中央サーバ１０８ａは、その患者１１２に対する全ての実行
中の注入を記載し且つ停止又は中止すべき薬剤１２４に関連付けられた機械可読識別子を
スキャンするようにユーザに促す画面をデジタルアシスタント１１８に表示させる。薬剤
１２４に関連付けられた機械可読識別子をスキャンするようにユーザに促すデジタルアシ
スタントディスプレイ１１８ａの一例を図３４に示す。ユーザは、デジタルアシスタント
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１１８のスキャナを用いて、薬剤１２４のバッグ上の薬剤ラベル１２４ａ（例えば注入バ
ッグ上のバーコード）をスキャンすることができる。代替的に、ユーザは、薬剤識別子を
デジタルアシスタント１１８に手入力することもできる。
【０４０４】
　次いで、ブロック６００８で、薬剤識別子が、検証のために第２の中央サーバ１０８ａ
に送信される。第２の中央サーバ１０８ａは、データベース内で薬剤識別子の検索を試み
る。薬剤識別子（例えばバッグＩＤ）がデータベース内に有効な薬剤識別子として存在し
ない場合、ブロック６０１０で、第２の中央サーバ１０８ａは、項目無効通知をデジタル
アシスタント１１８に表示させる。ひとたびユーザが項目無効通知を了解すると（又は通
知がタイムアウトすると）、ブロック６００６で、デジタルアシスタント１１８は、停止
又は中止すべき薬剤１２４に関連付けられた機械可読識別子をスキャンするようにユーザ
に促す画面を再表示する。
【０４０５】
　ブロック６００８で薬剤識別子（例えばバッグＩＤ）がデータベース内に有効な薬剤識
別子として存在する場合、第２の中央サーバ１０８ａは、ブロック６０１２で、患者１１
２に関連付けられた機械可読識別子をスキャンするようにユーザに促す画面をデジタルア
シスタント１１８に表示させる。患者１１２に関連付けられた機械可読識別子をスキャン
するようにユーザに促すデジタルアシスタントディスプレイ１１８ａの一例を図３６に示
す。ユーザは、デジタルアシスタント１１８のスキャナを用いて、患者のリストバンド１
１２ａ上のバーコードラベルをスキャンすることができる。代替的に、ユーザは、デジタ
ルアシスタント１１８に患者識別子を手入力することもできる。次いで、ブロック６０１
４で、患者識別子が、検証のために第２の中央サーバ１０８ａに送信される。次いで、第
２の中央サーバ１０８ａは、データベース内で患者識別子の検索を試みる。患者識別子（
例えばリストバンドＩＤ）がデータベース内に有効な患者識別子として存在しない場合、
ブロック６０１６で、第２の中央サーバ１０８ａは、患者無効通知をデジタルアシスタン
ト１１８に表示させる。ひとたびユーザが患者無効通知を了解すると（又は通知がタイム
アウトすると）、ブロック６０１２で、デジタルアシスタント１１８は、患者１１２に関
連付けられた機械可読識別子をスキャンするようにユーザに促す画面を再表示する。
【０４０６】
　ブロック６０１４で患者識別子（例えばリストバンドＩＤ）がデータベース内に有効な
患者識別子として存在する場合、第２の中央サーバ１０８ａは、「注入停止」動作又は「
注入中止」動作の理由を示すコードに対してユーザを促すこともできる。この理由コード
が提供されない場合、本システムは、理由コードを提供しなければならない旨のメッセー
ジをユーザに対して表示するのが好ましい。更に、第２の中央サーバ１０８ａは、オーダ
にタイムスタンプを押すか及び／又はこの動作を行うべき時刻に対してユーザを促すこと
ができる。また更に、第２の中央サーバ１０８ａは、注入オーダの状態をチェックし、該
注入オーダがアクティブであるか又は中止されているかを判定するのが好ましい。
【０４０７】
　注入オーダがアクティブである場合、ブロック６０１８で、第２の中央サーバ１０８ａ
は、ブロック６００４からのユーザ選択に基づいてユーザが「注入停止」動作又は「注入
中止」動作を発行することを試みているかどうかを判定する。ユーザが「注入停止」動作
を発行することを試みている場合、ブロック６０２０で、第２の中央サーバ１０８ａは、
「注入停止」ＸＭＬ文書内の「ＤＣＦｌａｇ」を「ＦＡＬＳＥ」に設定する。ユーザが「
注入中止」動作を発行することを試みている場合、ブロック６０２２で、第２の中央サー
バ１０８ａは、「注入停止」ＸＭＬ文書内の「ＤＣＦｌａｇ」を「ＴＲＵＥ」に設定する
。もちろん、変数の状態を表示する任意の周知の方法を用いることができる。
【０４０８】
　次いで、患者識別子（例えばリストバンドＩＤ）、薬剤識別子（例えばバッグＩＤ）、
完了用ＵＲＬ、取り消し用ＵＲＬ、及びＤＣＦｌａｇ（停止対中止を示す）を含む「注入
停止」ＸＭＬ文書が、第１の中央サーバ１０９に伝送される。完了用ＵＲＬは、注入の停
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止又は中止が成功した場合に用いられるネットワークアドレスである。取り消し用ＵＲＬ
は、「注入停止」動作又は「注入中止」動作が失敗したか若しくは取り消された場合に用
いられるネットワークアドレスである。
【０４０９】
　ひとたび第１の中央サーバ１０９が「注入停止」ＸＭＬ文書を受信すると、ブロック６
０２４で、第１の中央サーバ１０９は、「注入停止」ＸＭＬ文書が有効であるかどうかを
判定する。例えば、第１の中央サーバ１０９は、通常「注入停止」ＸＭＬ文書内に予測さ
れるなんらかのデータが受信した「注入停止」ＸＭＬ文書から欠落しているかどうかをチ
ェックすることができる。「注入停止」ＸＭＬ文書が有効ではないと第１の中央サーバ１
０９が判定した場合、ブロック６０２６で、第１の中央サーバ１０９は、「注入停止」動
作又は「注入中止」動作を実行することができなかったことをユーザに対して示すエラー
メッセージをデジタルアシスタント１１８に表示させる。この表示は、どのデータが「注
入停止」ＸＭＬ文書から欠落していたかなどの理由を含むことができる。ユーザが「ＯＫ
」ボタンを押してエラーメッセージを了解した後、ブロック６０２８で、第１の中央サー
バ１０９は、取り消し用ＵＲＬを介して、失敗コードを第２の中央サーバ１０８ａに返送
する。
【０４１０】
　「注入停止」ＸＭＬ文書が有効であると第１の中央サーバ１０９が判定した場合、第１
の中央サーバ１０９は、チャネルスキャン工程５７３０を開始する。通常、チャネルスキ
ャン工程５７３０は、停止又は中止されることになる注入を目下実行中のポンプチャネル
に関連付けられた機械可読識別子をスキャンするようにユーザに促し、スキャンしたチャ
ネルが患者識別子及び薬剤識別子に関連付けられているかどうかを判定する（図５８を参
照して上に詳述したように）。スキャンされたチャネルが患者識別子及び薬剤識別子に関
連付けられていない場合、「注入停止」動作又は「注入中止」動作は取り消される。その
ような場合、ブロック６０２８で、第１の中央サーバ１０９は、取り消し用ＵＲＬを介し
て、取り消しコードを第２の中央サーバ１０８ａに返送する。
【０４１１】
　スキャンされたチャネルが患者識別子及び薬剤識別子に関連付けられている（即ち、チ
ャネルが有効である）場合、ブロック６０３２で、第１の中央サーバ１０９は、患者１１
２及び停止すべき薬剤１２４及び薬剤１２４が存在するチャネルの詳細を含む停止すべき
注入を示すメッセージをデジタルアシスタント１１８に表示させる。ＰＤＡディスプレイ
は、「続行」ボタン及び「キャンセル」ボタンをも含むことが好ましい。この方法では、
ユーザは、表示された注入を手動で停止することができ、次いで「続行」ボタンを押して
、正しい注入が実際に停止又は中止されたかどうかをチェックするように第１の中央サー
バ１０９に通知することができる。代替的に、ユーザは「キャンセル」ボタンを押すこと
もでき、その時点で、第１の中央サーバ１０９は、ブロック６０２８で、取り消し用ＵＲ
Ｌを介して、取り消しコードを第２の中央サーバ１０８ａに返送する。
【０４１２】
　ユーザが「続行」ボタンを押した場合、ブロック６０３４で、第１の中央サーバ１０９
は、ポンプ１２０によって第１の中央サーバ１０９に送信された状態情報を読み取ること
により、注入が停止されたかどうかを判断する。ポンプ１２０が第１の中央サーバ１０９
と通信することができない場合、第１の中央サーバ１０９は、そのチャネルに関する通信
イベントの損失を生成する。チャネルとの通信が失われている場合、そのチャネル上の注
入の状態は、そのチャネルとの通信が回復するまで、「停止」又は「中止」に変更するこ
とはできない。通信が正常に機能しているが注入が停止されなかった場合、ブロック６０
３６で、第１の中央サーバ１０９は、注入が停止されなかったことを示しかつ患者１１２
及び停止すべき注入を示す警告メッセージをデジタルアシスタント１１８に表示させる。
このディスプレイは、「ＯＫ」ボタン及び「キャンセル」ボタンをも含むのが好ましい。
ユーザが「ＯＫ」ボタンを押した場合、ブロック６０３４で、第１の中央サーバ１０９は
、再度チェックして、正しい注入が実際に中止又は停止されたかどうかを調べる。ユーザ
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が「キャンセル」ボタンを押した場合、ブロック６０２８で、第１の中央サーバ１０９は
、取り消し用ＵＲＬを介して、取り消しコードを第２の中央サーバ１０８ａに返送する。
【０４１３】
　ブロック６０３４で注入が停止された場合、ブロック６０３８で、第１の中央サーバ１
０９は、これが「注入停止」動作であるか又は「注入中止」動作であるかをチェックする
。例えば、第１の中央サーバ１０９は、ブロック６０２０又はブロック６０２２によって
設定されたＤＣＦｌａｇなどのフラグの状態をチェックすることができる。これが「注入
停止」動作（即ち注入一時停止）である場合、ブロック６０４４で、第１の中央サーバ１
０９は、完了用ＵＲＬを介して、成功コード及びＤＣＦｌａｇ-＝ＦＡＬＳＥを第２の中
央サーバ１０８ａに返送する。
【０４１４】
　そうではなくこれが「注入中止」動作（即ち注入終了）である場合、ブロック６０４０
で、第１の中央サーバ１０９は、一時注入又はピギーバック注入であるが好ましくは両方
ではない注入に対する患者識別子、薬剤識別子、及びチャネル識別子間のデータベース関
連付けを解除することを試みるのが好ましい。ユーザが１つのチャネル上で実行中の一次
注入及びピギーバック注入の両方を停止又は中止したい場合、ユーザは、「注入停止」動
作又は「注入中止」動作を２回、各注入に対して１回実行することができる。第１の中央
サーバ１０９がブロック６０４２でデータベースの関連付けを解除するのに成功しなかっ
た場合、ブロック６０２８で、第１の中央サーバ１０９は、取り消し用ＵＲＬを介して、
失敗コードを第２の中央サーバ１０８ａに返送する。第１の中央サーバ１０９がブロック
６０４２でデータベースの関連付けを解除するのに成功した場合、ブロック６０４４で、
第１の中央サーバ１０９は、完了用ＵＲＬを介して、成功コード及びＤＣＦｌａｇ＝ＴＲ
ＵＥを第２の中央サーバ１０８ａに返送する。
【０４１５】
　第１の中央サーバ１０９は、「注入中止」動作が成功した場合にのみ、選択された注入
に対する患者識別子、薬剤識別子、及びチャネル識別子間の関連付けを解除する。その他
の場合は、この関連付けは維持される。例えば、「注入停止」動作が成功したか又は「注
入中止」動作が失敗した場合、患者識別子、薬剤識別子、及びチャネル間の関連付けは維
持される。同様に、第２の中央サーバ１０８ａは、第１の中央サーバ１０９から成功コー
ドを受信すると同時に、注入の状態を「停止」又は「中止」に更新するだけである。どの
他の結果（例えば取り消しコード又は失敗コード）も、第２の中央サーバ１０８ａに、注
入をその前の状態に保たせる。工程６０００の任意の時点で、ユーザは、工程６０００を
取り消す選択肢を有するのが好ましい。停止／中止工程は、ＭＡＲの目的上、注入が再開
されたことを文書化するために用いることができる。
【０４１６】
　（注入再開工程）
　図６１に、注入再開工程６１００の一例を示す。注入再開工程６１００は、停止された
（即ち一時停止された）注入工程を再開するために用いることができる。しかしながら、
注入再開工程６１００は、中止された（即ち終了された）注入工程を再開するために用い
ることはできない。通常、注入再開工程６１００は、再開工程が実行されることになるの
を示す情報、どの患者１１２が影響を受けることになるのかを識別する情報（例えば患者
ＩＤ）、及びその患者１１２用のどの薬剤１２４が再開されることになるのかを識別する
情報（例えばＲｘＩＤ）を含む入力を、デジタルアシスタント１１８などの電子装置から
受信する。次いで、工程６１００は、この情報を第１の中央サーバ１０９に送信し、該第
１の中央サーバ１０９が、チャネル識別情報が再開オーダ情報と一致することを確認し、
且つ正しい注入が再開されることを確認する。
【０４１７】
　より具体的には、例示的な注入再開工程６１００は、ブロック６１０２で第２の中央サ
ーバ１０８ａが患者のリストをデジタルアシスタント１１８に表示させるときに開始する
。患者のリストを示すデジタルアシスタントディスプレイ１１８ａの一例を図２４に示す
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。患者のリストは、その時刻にそのデジタルアシスタント１１８にログインしているユー
ザ（例えば臨床家１１６）に関連付けられた患者に限定されるのが好ましい。ひとたびユ
ーザが患者１１２を選択すると、該選択及び／又は該患者１１２を識別する情報が、デジ
タルアシスタント１１８から第２の中央サーバ１０８ａに返信される。デジタルアシスタ
ント１１８と第２の中央サーバ１０８ａとの間の通信は、上述の無線／有線ネットワーク
１０２のような任意の適した通信チャネルを介することができる。次いで、ブロック６１
０４で、第２の中央サーバ１０８ａは、デジタルアシスタント１１８に動作のリストを表
示させる。動作のリストを示すデジタルアシスタントディスプレイ１１８ａの一例を図２
５に示す。動作のリストは、選択された患者１１２に関連付けられた動作に限定されるの
が好ましい。例えば、「注入再開」動作は、この患者１１２に関連付けられた注入が目下
停止状態にある場合にのみ利用可能となろう。
【０４１８】
　ユーザが動作のリストから「注入再開」動作を選択すると、選択された動作を識別する
情報が第２の中央サーバ１０８ａに送信される。これに応答して、ブロック６１０６で、
第２の中央サーバ１０８ａは、再開すべき薬剤１２４に関連付けられた機械可読識別子を
スキャンするようにユーザに促す画面をデジタルアシスタント１１８に表示させる。薬剤
１２４に関連付けられた機械可読識別子をスキャンするようにユーザに促すデジタルアシ
スタントディスプレイ１１８ａの一例を図３４に示す。ユーザは、デジタルアシスタント
１１８のスキャナを用いて、薬剤１２４のバッグ上の薬剤ラベル１２４ａ（例えば注入バ
ッグ上のバーコード）をスキャンすることができる。代替的に、ユーザは、デジタルアシ
スタント１１８に薬剤識別子を手入力することもできる。
【０４１９】
　次いで、ブロック６１０８で、薬剤識別子が検証のために第２の中央サーバ１０８ａに
送信される。第２の中央サーバ１０８ａは、データベース内で薬剤識別子の検索を試みる
。薬剤識別子（例えばバッグＩＤ）がデータベース内に有効な薬剤識別子として存在しな
い場合、ブロック６１１０で、第２の中央サーバ１０８ａは、項目無効通知をデジタルア
シスタント１１８に表示させる。ひとたびユーザが項目無効通知を了解する（又は通知が
タイムアウトする）と、ブロック６１０６で、デジタルアシスタント１１８は、薬剤１２
４に関連付けられた機械可読識別子をスキャンして再開するようにユーザに促す画面を再
表示する。ユーザが再開すべき薬剤１２４に関連付けられた機械可読識別子をスキャンし
たが該薬剤１２４が中止されていた場合、第２の中央サーバ１０８ａは、該薬剤１２４は
その中止状態のために再開することができないことを示すユーザに対するメッセージをデ
ジタルアシスタント１１８に表示させるのが好ましい。
【０４２０】
　ブロック６１０８で薬剤識別子（例えばバッグＩＤ）がデータベース内に有効な薬剤識
別子として存在するが中止されていない場合、ブロック６１１２で、第２の中央サーバ１
０８ａは、患者１１２に関連付けられた機械可読識別子をスキャンするようにユーザに促
す画面をデジタルアシスタント１１８に表示させる。患者１１２に関連付けられた機械可
読識別子をスキャンするようにユーザに促すデジタルアシスタントディスプレイ１１８ａ
の一例を図３６に示す。ユーザは、デジタルアシスタント１１８のスキャナを用いて、患
者のリストバンド１１２ａ上のバーコードラベルをスキャンすることができる。代替的に
、ユーザは、デジタルアシスタント１１８に患者識別子を手入力することもできる。次い
で、ブロック６１１４で、患者識別子が検証のために第２の中央サーバ１０８ａに送信さ
れる。次いで、第２の中央サーバ１０８ａが、データベース内で患者識別子の検索を試み
る。患者識別子（例えばリストバンドＩＤ）がデータベース内に有効な患者識別子として
存在しない場合、ブロック６１１６で、第２の中央サーバ１０８ａは、デジタルアシスタ
ント１１８に患者無効通知を表示させる。ひとたびユーザが患者無効通知を了解する（又
は通知がタイムアウトする）と、ブロック６１１２で、デジタルアシスタント１１８は、
患者１１２に関連付けられた機械可読識別子をスキャンするようにユーザに促す画面を再
表示する。
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【０４２１】
　ブロック６１１４で、患者識別子（例えばリストバンドＩＤ）がデータベース内に有効
な患者識別子として存在する場合、第２の中央サーバ１０８ａは、「注入再開」動作の理
由を示すコードに対してユーザを促すこともできる。理由コードが提供されていない場合
、本システムは、理由コードを提供しなければならない旨のメッセージをユーザに対して
表示するのが好ましい。更に、第２の中央サーバ１０８ａは、オーダにタイムスタンプを
押すことができ、且つ／又は動作を行うべき時刻に対してユーザに促すことができる。ま
た更に、第２の中央サーバ１０８ａは、注入オーダの状態をチェックし、該注入オーダが
アクティブであるか又は中止されているかを判定するのが好ましい。
【０４２２】
　注入オーダがアクティブである場合、第２の中央サーバ１０８ａは、「注入再開」ＸＭ
Ｌ文書を第１の中央サーバ１０９に伝送する。「注入再開」ＸＭＬ文書は、患者識別子（
例えばリストバンドＩＤ）、薬剤識別子（例えばバッグＩＤ）、完了用ＵＲＬ、及び取り
消し用ＵＲＬを含む。完了用ＵＲＬは、注入の再開が成功した場合に用いられるネットワ
ークアドレスである。取り消し用ＵＲＬは、「注入再開」動作が失敗したか又は取り消さ
れた場合に用いられるネットワークアドレスである。
【０４２３】
　ひとたび第１の中央サーバ１０９が「注入再開」ＸＭＬ文書を受信すると、ブロック６
１２４で、第１の中央サーバ１０９は、「注入再開」ＸＭＬ文書が有効であるかどうかを
判定する。例えば、第１の中央サーバ１０９は、通常「注入再開」ＸＭＬ文書内に予測さ
れるいずれかのデータが受信した「注入再開」ＸＭＬ文書から欠落しているかどうかをチ
ェックすることができる。「注入再開」ＸＭＬ文書が有効ではないと第１の中央サーバ１
０９が判定した場合、ブロック６１２６で、第１の中央サーバ１０９は、「注入再開」動
作を実行できなかったことをユーザ示すエラーメッセージをデジタルアシスタント１１８
に表示させる。この表示は、どのデータが「注入再開」ＸＭＬ文書から欠落していたかな
どの理由を含むことができる。ユーザが「ＯＫ」ボタンを押してエラーメッセージを了解
した後、ブロック６１２８で、第１の中央サーバ１０９は、取り消し用ＵＲＬを介して、
失敗コードを第２の中央サーバ１０８ａに返送する。
【０４２４】
　「注入再開」ＸＭＬ文書が有効であると第１の中央サーバ１０９が判定した場合、第１
の中央サーバ１０９は、チャネルスキャン工程５７３０を開始する。通常、チャネルスキ
ャン工程５７３０は、再開すべき注入に現在関連付けられているポンプチャネルに関連付
けられた機械可読識別子をスキャンするようにユーザに促し、スキャンしたチャネルが患
者識別子及び薬剤識別子に関連付けられているかどうかを判定する（図５８を参照して上
に詳述したように）。スキャンされたチャネルが患者識別子及び薬剤識別子に関連付けら
れていない場合、「注入再開」動作は取り消される。そのような場合、ブロック６１２８
で、第１の中央サーバ１０９は、取り消し用ＵＲＬを介して、取り消しコードを第２の中
央サーバ１０８ａに返送する。
【０４２５】
　スキャンされたチャネルが患者識別子及び薬剤識別子に関連付けられている（即ちチャ
ネルが有効である）場合、ブロック６１３２で、第１の中央サーバ１０９は、患者１１２
及び再開すべき注入を示すメッセージをデジタルアシスタント１１８に表示させる。ＰＤ
Ａディスプレイは、「続行」ボタン及び「キャンセル」ボタンをも含むのが好ましい。こ
の方法では、ユーザは、表示された注入を手動で再開し、次いで「続行」ボタンを押して
第１の中央サーバ１０９に正しい注入が実際に再開されたかどうかチェックするように通
知することができる。代替的に、ユーザは「キャンセル」ボタンを押すこともでき、その
時点で、第１の中央サーバ１０９は、ブロック６１２８で、取り消し用ＵＲＬを介して、
取り消しコードを第２の中央サーバ１０８ａに返送する。
【０４２６】
　ユーザが「続行」ボタンを押した場合、ブロック６１３４で、第１の中央サーバ１０９
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は、ポンプ１２０によって第１の中央サーバ１０９に送信された状態情報を読み取ること
により、注入が再開されたかどうかを判定する。ポンプ１２０が第１の中央サーバ１０９
と通信することができない場合、第１の中央サーバ１０９は、そのチャネルに対して通信
損失イベントを生成する。チャネルとの通信が失われている場合、そのチャネルに関する
注入の状態は、そのチャネルとの通信が回復するまで「再開済み」に変更することはでき
ない。通信が正常に機能しているが注入が再開されなかった場合、ブロック６１３６で、
第１の中央サーバ１０９は、注入が再開されなかったことを示し且つ患者１１２及び再開
すべき注入を示す警告メッセージをデジタルアシスタント１１８に表示させる。この表示
は、「ＯＫ」ボタン及び「キャンセル」ボタンをも含むのが好ましい。ユーザが「ＯＫ」
ボタンを押した場合、ブロック６１３４で、第１の中央サーバ１０９は、再度チェックし
て、正しい注入が実際に再開されたかどうかを調べる。ユーザが「キャンセル」ボタンを
押した場合、ブロック６１２８で、第１の中央サーバ１０９は、取り消し用ＵＲＬを介し
て、取り消しコードを第２の中央サーバ１０８ａに返送する。
【０４２７】
　ブロック６１３４で注入が再開された場合、ブロック６１４４で、第１の中央サーバ１
０９は、完了用ＵＲＬを介して、成功コードを第２の中央サーバ１０８ａに返送する。第
１の中央サーバ１０９は、選択された注入に対する患者識別子、薬剤識別子、及びチャネ
ル識別子間の関連付けを維持する。第２の中央サーバ１０８ａは、第１の中央サーバ１０
９からの成功コードの受信と同時に注入の状態を「実行中」に更新するのみである。どの
ような他の結果（例えば取り消しコード又は失敗コード）も、第２の中央サーバ１０８ａ
に、注入をその前の状態に保持させる。好適には、ユーザが１つのチャネルで実行中の一
次注入とピギーバック注入の両方を再開することを希望する場合、ユーザは、「注入再開
」動作を２回、各注入に対して１回実行することができる。再開工程は、ＭＡＲの目的上
、注入が再開されたことを文書化するために用いることができる。

【０４２８】
　（ポンプ除去工程）
　図６２に、ポンプ除去工程６２００の一例を示す。ポンプ除去工程６２００は、薬局の
データベース内に現存する注入中止オーダと無関係に且つ上述の注入停止／中止工程６０
００を経由することなく第１の中央サーバ１０９のデータベース内のチャネル－患者－薬
剤関係を終了するために用いることができる。通常、ポンプ除去工程６２００は、ポンプ
除去工程が実行されることになるのを示す情報、どの患者１１２が影響を受けることにな
るかを識別する情報（例えば患者ＩＤ）、及びその患者１１２用のどの薬剤１２４が影響
を受けることになるのかを示す情報（例えばＲｘＩＤ）を含む入力を、デジタルアシスタ
ント１１８などの電子装置から受信する。次いで、工程６２００は、この情報を第１の中
央サーバ１０９に送信し、該第１の中央サーバ１０９が、チャネル識別情報がポンプ除去
オーダ情報と一致することを確認し、且つ正しいポンプ１２０が除去されることを確認す
る。
【０４２９】
　より具体的には、例示的なポンプ除去工程６２００は、ブロック６２０２で第２の中央
サーバ１０８ａが選択のために患者のリストをデジタルアシスタント１１８に表示させる
ときに開始する。患者のリストを示すデジタルアシスタントディスプレイ１１８ａの一例
を図２４に示す。患者のリストは、その時刻にそのデジタルアシスタント１１８にログイ
ンしているユーザ（例えば臨床家１１６）に関連付けられた患者に限定されるのが好まし
い。ひとたびユーザが患者１１２を選択すると、該選択及び／又は患者１１２を識別する
情報が、デジタルアシスタント１１８から第２の中央サーバ１０８ａに返信される。デジ
タルアシスタント１１８と第２の中央サーバ１０８ａとの間の通信は、上述の無線／有線
ネットワーク１０２のような任意の適した通信チャネルを介することができる。次いで、
ブロック６２０４で、第２の中央サーバ１０８ａは、デジタルアシスタント１１８に動作
のリストを表示させる。動作のリストを示すデジタルアシスタントディスプレイ１１８ａ
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の一例を図２５に示す。動作のリストは、選択された患者１１２に関連付けられた動作に
限定されるのが好ましい。例えば、「ポンプ除去」動作は、この患者１１２に関連付けら
れた注入が現在第１の中央サーバ１０９のデータベースに記載されている場合にのみ利用
可能となろう。
【０４３０】
　ユーザが動作のリストから「ポンプ除去」動作を選択すると、選択された動作を識別す
る情報が第２の中央サーバ１０８ａに送信される。これに応答して、ブロック６２０６で
、第２の中央サーバ１０８ａは、この「ポンプ除去」動作によって影響を受ける薬剤１２
４に関連付けられた機械可読識別子をスキャンするようにユーザに促す画面をデジタルア
シスタント１１８に表示させる。薬剤１２４に関連付けられた機械可読識別子をスキャン
するようにユーザに促すデジタルアシスタントディスプレイ１１８ａの一例を図３４に示
す。ユーザは、デジタルアシスタント１１８のスキャナを用いて、薬剤１２４のバッグ上
の薬剤ラベル１２４ａ（例えば注入バッグ上のバーコード）をスキャンすることができる
。代替的に、ユーザは、デジタルアシスタント１１８に薬剤識別子を手入力することもで
きる。
【０４３１】
　次いで、ブロック６２０８で、薬剤識別子が検証のために第２の中央サーバ１０８ａに
送信される。第２の中央サーバ１０８ａ（又はデジタルアシスタント１１８）は、適切に
フォーマットされた薬剤識別子が受信されたかどうかをチェックする。「ポンプ除去」動
作の目的は第２の中央サーバ１０８ａのデータベース内に対応する注入を有しない関連付
けを第１の中央サーバ１０９のデータベースから除去することであるため、第２の中央サ
ーバ１０８ａは、薬剤識別子が第２の中央サーバ１０８ａのデータベース内の現在の注入
と一致するかどうかをチェックする必要がないのが好ましい。
【０４３２】
　薬剤識別子（例えばバッグＩＤ）が適切にフォーマットされていない場合、ブロック６
２１０で、第２の中央サーバ１０８ａは、項目無効通知をデジタルアシスタント１１８に
表示させる。ひとたびユーザが項目無効通知を了解する（又は通知がタイムアウトする）
と、ブロック６２０６で、デジタルアシスタント１１８は、再開すべき薬剤１２４に関連
付けられた機械可読識別子をスキャンするようにユーザに促す画面を再表示する。
【０４３３】
　ブロック６２０８で薬剤識別子（例えばバッグＩＤ）が適切にフォーマットされていた
場合、ブロック６２１２で、第２の中央サーバ１０８ａは、患者１１２に関連付けられた
機械可読識別子をスキャンするようにユーザに促す画面をデジタルアシスタント１１８に
表示させる。患者１１２に関連付けられた機械可読識別子をスキャンするようにユーザに
促すデジタルアシスタントディスプレイ１１８ａの一例を図３６に示す。ユーザは、デジ
タルアシスタント１１８のスキャナを用いて、患者のリストバンド１１２ａ上のバーコー
ドラベルをスキャンすることができる。代替的に、ユーザは、デジタルアシスタント１１
８に患者識別子を手入力することもできる。次いで、ブロック６２１４で、患者識別子が
検証のために第２の中央サーバ１０８ａに送信される。次いで、第２の中央サーバ１０８
ａ（又はデジタルアシスタント１１８）は、適切にフォーマットされた患者識別子が受信
されたかどうかをチェックする。「ポンプ除去」動作の目的は第２の中央サーバ１０８ａ
のデータベース内に対応する注入を有しない関連付けを第１の中央サーバ１０９のデータ
ベースから除去することであるため、第２の中央サーバ１０８ａは、患者識別子が第２の
中央サーバ１０８ａのデータベース内の現在の注入と一致するかどうかをチェックする必
要がないのが好ましい。しかしながら、第２の中央サーバ１０８ａ（又はデジタルアシス
タント１１８）は、患者識別子がブロック６２０２で選択された患者１１２と一致するか
どうかをチェックすることができる。
【０４３４】
　患者識別子（例えばリストバンドＩＤ）が適切にフォーマットされていない場合、又は
患者識別子がブロック６２０２で選択された患者１１２と一致しない場合、ブロック６２
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１６で、第２の中央サーバ１０８ａは、患者無効通知をデジタルアシスタント１１８に表
示させる。ひとたびユーザが患者無効通知を了解する（又は通知がタイムアウトする）と
、ブロック６２１２で、デジタルアシスタント１１８は、患者１１２に関連付けられた機
械可読識別子をスキャンするようにユーザに促す画面を再表示する。
【０４３５】
　ブロック６２１４で患者識別子（例えばリストバンドＩＤ）が適切にフォーマットされ
ており且つブロック６２０２で選択された患者１１２と一致する場合、ブロック６２１７
で、第２の中央サーバ１０８ａは、「アラームルーティング停止」ＸＭＬ文書を第１の中
央サーバ１０９に伝送する。「アラームルーティング停止」ＸＭＬ文書は、患者識別子（
例えばリストバンドＩＤ）、薬剤識別子（例えばバッグＩＤ）、完了用ＵＲＬ、及び取り
消し用ＵＲＬを含む。完了用ＵＲＬは、ポンプ１２０の除去が成功した場合に用いられる
ネットワークアドレスである。取り消し用ＵＲＬは、「ポンプ除去」動作が失敗したか又
は取り消された場合に用いられるネットワークアドレスである。
【０４３６】
　ひとたび第１の中央サーバ１０９が「アラームルーティング停止」ＸＭＬ文書を受信す
ると、ブロック６２２４で、第１の中央サーバ１０９は、「アラームルーティング停止」
ＸＭＬ文書が有効であるかどうかを判定する。例えば、第１の中央サーバ１０９は、「ア
ラームルーティング停止」ＸＭＬ文書内に通常予測されるなんらかのデータが受信した「
アラームルーティング停止」ＸＭＬ文書から欠落しているかどうかをチェックすることが
できる。「アラームルーティング停止」ＸＭＬ文書が有効ではないと第１の中央サーバ１
０９が判定した場合、ブロック６２２６で、第１の中央サーバ１０９は、「アラームルー
ティング停止」動作を実行することができなかったことをユーザに対して示すエラーメッ
セージをデジタルアシスタント１１８に表示させる。この表示は、どのデータが「アラー
ムルーティング停止」ＸＭＬ文書から欠落していたかなどの理由を含むことができる。ユ
ーザが「ＯＫ」ボタンを押してエラーメッセージを了解した後、ブロック６２２８で、第
１の中央サーバ１０９は、取り消し用ＵＲＬを介して、失敗コードを第２の中央サーバ１
０８ａに返送する。
【０４３７】
　「アラームルーティング停止」ＸＭＬ文書が有効であると第１の中央サーバ１０９が判
定した場合、第１の中央サーバ１０９は、チャネルスキャン工程５７３０を開始する。通
常、チャネルスキャン工程５７３０は、除去すべきポンプ１２０に現在関連付けられてい
るポンプチャネルに関連付けられた機械可読識別子をスキャンするようユーザに促し、ス
キャンしたチャネルが患者識別子及び薬剤識別子に関連付けられているかどうかを判定す
る（図５８を参照して上に詳述したように）。スキャンされたチャネルが患者識別子及び
薬剤識別子に関連付けられていない場合、「ポンプ除去」動作は取り消される。そのよう
な場合、ブロック６２２８で、第１の中央サーバ１０９は、取り消し用ＵＲＬを介して、
取り消しコードを第２の中央サーバ１０８ａに返送する。
【０４３８】
　スキャンされたチャネルが患者識別子及び薬剤識別子に関連付けられている（即ち、チ
ャネルが有効である）場合、ブロック６２３２で、第１の中央サーバ１０９は、患者１１
２及びこの動作に関連付けられた注入を示すメッセージをデジタルアシスタント１１８に
表示させる。ＰＤＡディスプレイは、「続行」ボタン及び「キャンセル」ボタンをも含む
のが好ましい。この方法では、ユーザは、表示された注入を手動で停止し、次いで「続行
」ボタンを押して正しい注入が実際に停止されたかどうかをチェックするように第１の中
央サーバ１０９に通知することができる。代替的に、ユーザは、「キャンセル」ボタンを
押すこともでき、その時点で、第１の中央サーバ１０９は、ブロック６２２８で、取り消
し用ＵＲＬを介して、取り消しコードを第２の中央サーバ１０８ａに返送する。
【０４３９】
　ユーザが「続行」ボタンを押した場合、ブロック６２３４で、第１の中央サーバ１０９
は、ポンプ１２０によって第１の中央サーバ１０９に送信された状態情報を読み取ること
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により、注入が停止されたかどうかを判定する。注入が停止されなかった場合、ブロック
６２３６で、第１の中央サーバ１０９は、注入が停止されなかったことを示す警告メッセ
ージをデジタルアシスタント１１８に表示させる。この表示は、「続行」ボタン及び「キ
ャンセル」ボタンをも含むのが好ましい。ユーザが「キャンセル」ボタンを押した場合、
ブロック６２２８で、第１の中央サーバ１０９は、取り消し用ＵＲＬを介して、取り消し
コードを第２の中央サーバ１０８ａに返送する。
【０４４０】
　ユーザが「続行」ボタンを押した場合、ブロック６２４０で、第１の中央サーバ１０９
は、患者識別子、薬剤識別子、及び一次注入又はピギーバック注入に対するチャネル識別
子であるが両方に対するものではないのが好ましい識別子間のデータベース関連付けを解
除することを試みる。ユーザが１つのチャネル上で実行中の一次注入とピギーバック注入
の両方に関連付けられたアラームルーティングを停止することを希望する場合、ユーザは
、「ポンプ除去」動作を２回、各注入に対して１回実行することができる。ブロック６２
４２で第１の中央サーバ１０９がデータベース関連付けの解除に成功しなかった場合、ブ
ロック６２２８で、第１の中央サーバ１０９は、取り消し用ＵＲＬを介して、失敗コード
を第２の中央サーバ１０８ａに返送する。ブロック６２４２で第１の中央サーバ１０９が
データベース関連付けの解除に成功した場合、ブロック６２４４で、第１の中央サーバ１
０９は、完了用ＵＲＬを介して、成功コードを第２の中央サーバ１０８ａに返送する。
【０４４１】
　第１の中央サーバ１０９は、「ポンプ除去」動作が成功した場合にのみ選択された注入
に対する患者識別子、薬剤識別子、及びチャネル識別子間の関連付けを解除する。それ以
外の場合は、この関連付けは維持される。第２の中央サーバ１０８ａは、第１の中央サー
バ１０９から成功コードを受信した際に「解除」された注入の状態を更新する必要はない
。
【０４４２】
　（暗号化通信工程）
　上述したように、本システムは、有線又は無線のネットワークを介して通信する複数の
デジタルアシスタント１１８及び複数の医療機器（例えば注入ポンプ１２０）を含むこと
ができる。伝送されるデータの一部は機密の医療データであるため、該データは、暗号化
され且つ許可されたユーザ及び装置に自由な環境でのみ通信されるのが好ましい。新たな
デジタルアシスタント１１８又は医療機器１２０を設定するために、認証工程の使用開始
段階を実施することができる。就役した装置が強化される度に、認証工程を実行し、許可
された装置及び／又はユーザとの通信が行われていることを検証するのが好ましい。ひと
たび装置及び／又はユーザが許可されると、デジタルアシスタント、医療機器、並びに／
若しくはサーバ間でパラメータ、指示、データ、アラーム、状態情報、及び任意の他の種
類の情報を送るために暗号化された片方向通信及び／又は双方向通信を行うことができる
。
【０４４３】
　図６３を参照すると、暗号化通信工程６３００のデジタルアシスタント使用開始段階（
即ちサーバ登録段階）は、第１の中央サーバ１０９がデジタルアシスタントのユーザアカ
ウントを生成するときに開始する（ブロック６３０２）。例えば、デジタルアシスタント
のユーザアカウントは、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ａｃｔｉｖｅ　Ｄｉｒｅｃｔｏｒｙを用い
て、周知の方法で設定することができる。次いで、ブロック６３０４で、第１の中央サー
バ１０９は、デジタルアシスタント１１８に対するデジタル証明書を生成する。デジタル
証明書は、任意の方法で生成することができる。例えば、デジタル証明書は、Ｍｉｃｒｏ
ｓｏｆｔ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｃｅｒｔｉｆｉｃａｔｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓを用いて、第１
の中央サーバ１０９において周知の方法で生成することができる。デジタル証明書は、第
１の中央サーバの秘密鍵を用いてデジタル署名されたデジタルアシスタントの公開鍵を含
むのが好ましい。換言すれば、第１の中央サーバ１０９は、デジタルアシスタントのデジ
タル証明書に対する認証機関（ＣＡ）として機能している。ひとたびデジタル証明書が生
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成されると、ブロック６３０６で、第１の中央サーバ１０９は、該デジタル証明書をユー
ザアカウントへマッピングする。
【０４４４】
　次いで、ブロック６３０８で、デジタルアシスタントのデジタル証明書及びデジタルア
シスタントの秘密鍵が、第１の中央サーバ１０９によって、ブロック６３１０のデジタル
アシスタント１１８に送信される。デジタルアシスタントのデジタル証明書及びデジタル
アシスタントの秘密鍵は、暗号化接続（ｓｅｃｕｒｅ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ）を介して
デジタルアシスタント１１８に送信されるのが好ましい。例えば、他のいずれの装置にも
接続されていないＲＳ－２３２ケーブルを用いることができる。更に、第１の中央サーバ
のデジタル証明書は、ブロック６３１２で、第１の中央サーバ１０９によって、ブロック
６３１４のデジタルアシスタント１１８に送信される。ここでもまた、第１の中央サーバ
のデジタル証明書は、他のいずれの装置にも接続されていないＲＳ－２３２ケーブルなど
の暗号化接続を介してデジタルアシスタント１１８に送信されるのが好ましい。この時点
で、デジタルアシスタント１１８は、使用を開始される（即ち、サーバに登録される）。
【０４４５】
　もちろん、デジタルアシスタント１１８と通信する任意の方法を用いることができる。
一例では、デジタルアシスタントの秘密鍵は、デジタルアシスタント１１８が製造される
時点で、該デジタルアシスタント１１８に関連付けられた記憶装置（例えばＥＰＲＯＭ）
に格納することができる。更に、各デジタルアシスタント１１８が、デジタルアシスタン
ト１１８を互いに区別するために用いられる異なった識別コードを有する同一の秘密鍵を
有することができる。
【０４４６】
　使用を開始されたデジタルアシスタント１１８に電源が投入される度に、デジタルアシ
スタント１１８及び第１の中央サーバ１０９は、非暗号化無線接続（ｕｎｓｅｃｕｒｅｄ
　ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ）から暗号化無線接続へ移動するために、認
証工程を実行しなければならない。図示の例では、デジタルアシスタント１１８は、ブロ
ック６３１６及びブロック６３１８で、第１の中央サーバ１０９と非暗号化８０２．１１
（無線イーサネット（登録商標））接続を確立する。もちろん、有線接続又は別のプロト
コルを用いた接続のような、任意の種類の接続を用いることができる。
【０４４７】
　図６４に移ると、ブロック６４０２で、デジタルアシスタント１１８は、暗号化接続を
確立するようにとの要求を第１の中央サーバ１０９に送信する。第１の中央サーバ１０９
は、ブロック６４０４で、暗号化接続を確立するようにとのデジタルアシスタントの要求
を受信する。第１の中央サーバ１０９は、非暗号化接続を介してデジタルアシスタント１
１８に第１の中央サーバのデジタル証明書のコピーを送信することにより、ブロック６４
０６で、暗号化接続を確立するようにとの要求に応答する。ブロック６４０８で、デジタ
ルアシスタント１１８は、第１の中央サーバのデジタル証明書を受信する。
【０４４８】
　ブロック６４１０で、デジタルアシスタント１１８は、第１の中央サーバのデジタル証
明書を用いて、第１の中央サーバ１０９を認証する。更に、ブロック６４１２で、デジタ
ルアシスタント１１８は、第１の中央サーバのデジタル証明書を用いて、組み込まれた第
１の中央サーバ１０９に関連付けられたｕｎｉｆｏｒｍ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｌｏｃａｔ
ｏｒ（ＵＲＬ）を取り出す。デジタルアシスタント１１８は今やそれが本物の第１の中央
サーバ１０９と話していることを知り、取り出したＵＲＬからデータ及びサービスを要求
することができる。
【０４４９】
　次に、ブロック６４１４で、第１の中央サーバ１０９は、暗号化接続の残りの半分を確
立するようにとの要求をデジタルアシスタント１１８に送信する。デジタルアシスタント
１１８は、ブロック６４１６で、第１の中央サーバの要求を受信する。デジタルアシスタ
ント１１８は、デジタルアシスタントのデジタル証明書のコピーを第１の中央サーバ１０
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９に送信することにより、ブロック６４１８で、暗号化接続を確立するようにとの要求に
応答する。ブロック６４２０で、第１の中央サーバ１０９は、デジタルアシスタントのデ
ジタル証明書を受信する。
【０４５０】
　ブロック６４２２で、第１の中央サーバ１０９は、デジタルアシスタントのデジタル証
明書を用いてデジタルアシスタント１１８を認証する。第１の中央サーバ１０９は今や、
それが使用を開始されたデジタルアシスタント１１８と話していることを知り、デジタル
アシスタント１１８と通信することができる。更に、図６５に移ると、第１の中央サーバ
１０９は、ブロック６５０２でデジタルアシスタントのユーザアカウントに対するセッシ
ョンをアクティブディレクトリにマッピングすることにより、このデジタルアシスタント
１１８がアクセスすることを許可されているファイルを確認する。
【０４５１】
　今やデジタルアシスタント１１８は暗号化接続を介して第１の中央サーバ１０９と通信
しているのであるから、デジタルアシスタント１１８は、第１の中央サーバ１０９上の特
定のファイルにアクセスすることを許可され、ブロック６５０４で、デジタルアシスタン
ト１１８は、第１の中央サーバのデジタル証明書から取り出したＵＲＬにアクセスするこ
とにより、第１の中央サーバ１０９との暗号化通信セッションを確立することができる。
第１の中央サーバ１０９も、ブロック６５０６で、暗号化通信セッションを確立する。更
に、ブロック６５０８で、第１の中央サーバ１０９上のアプリケーションが、デジタルア
シスタント１１８が適切なアクティブディレクトリに属していることを検証する。
【０４５２】
　デジタルアシスタント１１８は今や認証することができるが、第１の中央サーバ１０９
は、依然として該デジタルアシスタント１１８を用いているユーザの身元を知らない。一
部のユーザは他のユーザとは異なるアクセス権を有することができ、且つ特定のアラーム
及び他のデータは特定のユーザにのみ送信されるため、これは重要である。従って、第１
の中央サーバ１０９上のアプリケーションは、ブロック６５１０で、デジタルアシスタン
ト１１８のユーザからユーザ名及びパスワードを要求することができる。ブロック６５１
２でひとたびデジタルアシスタント１１８がユーザ名及びパスワードに対する要求を受信
すると、ブロック６５１４で、デジタルアシスタント１１８は、デジタルアシスタントデ
ィスプレイ１１８ａ上のプロンプトを介して、ユーザからユーザ名及びパスワードを取り
出す。次いで、ブロック６５１６で、ユーザ名及びパスワードがデジタルアシスタント１
１８によって送信され、ブロック６５１８で、第１の中央サーバ１０９によって受信され
る。次いで、ブロック６５２０で、第１の中央サーバ１０９上のアプリケーションが、ユ
ーザを認証することができる。
【０４５３】
　サーバ（例えば第１の中央サーバ１０９）上でひとたびユーザが認証されると、認証信
任状を用いて別のサーバ（例えば第２の中央サーバ１０８ａ）上のデジタルアシスタント
１１８を自動的に認証することができる。一例では、ユーザは、該ユーザが第１の中央サ
ーバ１０９及び第２の中央サーバ１０８ａの両方で認証された場合にのみ認証することが
できる。従って、ユーザ名又はパスワードが生成若しくは修正される場合には必ず、ユー
ザ名及びパスワードは、第１の中央サーバ１０９と第２の中央サーバ１０８ａとの間で同
期されるのが好ましい。
【０４５４】
　ユーザを認証した後、第１の中央サーバ１０９は、ユーザと第１の中央サーバ１０９と
の間のセッションに固有のものとなるトークンを返却するのが好ましい。このセッション
トークンは、要求元、従って応答の宛先を認証する手段として第１の中央サーバ１０９に
対してなされた各要求と共に送信される（例えばＨＴＴＰヘッダにおいて又はクッキーと
して）。ひとたびこのトークンが適所に配置されれば、デジタルアシスタント１１８は、
１つの無線アクセスポイント１１４から別のアクセスポイント１１４へ連続的に移動する
ことができる。
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【０４５５】
　図６６に移ると、工程６３００の医療機器の使用開始段階（即ちサーバ登録段階）は、
第１の中央サーバ１０９が医療機器のユーザアカウントを生成するときにブロック６６０
２で開始する。例えば、医療機器のユーザアカウントは、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ａｃｔｉ
ｖｅ　Ｄｉｒｅｃｔｏｒｙを用いて、周知の方法で設定することができる。次いで、ブロ
ック６６０４で、第１の中央サーバ１０９は、医療機器１２０に対するデジタル証明書を
生成する。デジタル証明書は、任意の方法で生成することができる。例えば、デジタル証
明書は、第１の中央サーバ１０９において、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｃｅ
ｒｔｉｆｉｃａｔｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓを用いて、周知の方法で生成することができる。
デジタル証明書は、第１の中央サーバの秘密鍵を用いてデジタル署名された医療機器の公
開鍵を含むのが好ましい。換言すれば、第１の中央サーバ１０９は、医療機器のデジタル
証明書に対する認証機関（ＣＡ）として機能している。ひとたびデジタル証明書が生成さ
れると、ブロック６６０６で、第１の中央サーバ１０９は、該デジタル証明書をユーザア
カウントへマッピングする。
【０４５６】
　次いで、ブロック６６０８で、医療機器のデジタル証明書及び医療機器の秘密鍵が、第
１の中央サーバ１０９によって、ブロック６６１０の医療機器１２０に送信される。医療
機器のデジタル証明書及び医療機器の秘密鍵は、他のいずれの装置にも接続されていない
ＲＳ－２３２ケーブルなどの暗号化接続を介して医療機器１２０に送信されるのが好まし
い。更に、第１の中央サーバ１０９のデジタル証明書は、ブロック６６１２で、第１の中
央サーバ１０９によって、ブロック６６１４の医療機器１２０に送信される。ここでもま
た、第１の中央サーバのデジタル証明書は、他のいずれの装置にも接続されていないＲＳ
－２３２ケーブルなどの暗号化接続を介して医療機器１２０に送信されるのが好ましい。
この時点で、医療機器１２０は、使用を開始される（即ち、サーバに登録される）。
【０４５７】
　もちろん、医療機器１２０と通信する任意の方法を用いることができる。一例では、医
療機器の秘密鍵は、医療機器１２０が製造される時点で、該医療機器１２０に関連付けら
れた記憶装置（例えばＥＰＲＯＭ）に格納することができる。更に、各医療機器１２０が
、医療機器１２０を互いに区別するために用いられる異なった識別コードを有する同一の
秘密鍵を有することができる。
【０４５８】
　使用を開始された医療機器１２０に電源が投入される度に、医療機器１２０及び第１の
中央サーバ１０９は、非暗号化無線接続から暗号化無線接続へ移動するために、認証工程
を実行しなければならない。図６７に示す例では、医療機器１２０は、ブロック６７０２
及びブロック６７０４で、第１の中央サーバ１０９と非暗号化８０２．１１（無線イーサ
ネット（登録商標））接続を確立する。もちろん、有線接続又は別のプロトコルを用いた
接続のような、任意の種類の接続を用いることができる。
【０４５９】
　次に、ブロック６７０６で、医療機器１２０は、暗号化接続を確立するようにとの要求
を第１の中央サーバ１０９に送信する。第１の中央サーバ１０９は、ブロック６７０８で
、暗号化接続を確立するようにとの医療機器の要求を受信する。第１の中央サーバ１０９
は、非暗号化接続を介して医療機器１２０に第１の中央サーバのデジタル証明書のコピー
を送信することにより、ブロック６７１０で、暗号化接続を確立するようにとの要求に応
答する。ブロック６７１２で、医療機器１２０は、第１の中央サーバのデジタル証明書を
受信する。
【０４６０】
　ブロック６７１４で、医療機器１２０は、第１の中央サーバのデジタル証明書を用いて
、第１の中央サーバ１０９を認証する。更に、ブロック６７１６で、医療機器１２０は、
第１の中央サーバのデジタル証明書を用いて、組み込まれた第１の中央サーバ１０９に関
連付けられたｕｎｉｆｏｒｍ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｌｏｃａｔｏｒ（ＵＲＬ）を取り出す
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。医療機器１２０は今や、それが本物の第１の中央サーバ１０９と話していることを知り
、取り出したＵＲＬからデータ及びサービスを要求することができる。
【０４６１】
　次に、ブロック６７１８で、第１の中央サーバ１０９は、暗号化接続の残りの半分を確
立するようにとの要求を医療機器１２０に送信する。医療機器１２０は、ブロック６７２
０で、第１の中央サーバの要求を受信する。医療機器１２０は、医療機器のデジタル証明
書のコピーを第１の中央サーバ１０９に送信することにより、ブロック６７２２で、暗号
化接続を確立するようにとの要求に応答する。ブロック６７２４で、第１の中央サーバ１
０９は、医療機器のデジタル証明書を受信する。
【０４６２】
　図６８に移ると、ブロック６８０２で、第１の中央サーバ１０９は、医療機器のデジタ
ル証明書を用いて、医療機器１２０を認証する。第１の中央サーバ１０９は今や、それが
使用を開始された医療機器１２０と話していることを知り、医療機器１２０と通信するこ
とができる。更に、第１の中央サーバ１０９は、ブロック６８０４で医療機器のユーザア
カウントに対するセッションをアクティブディレクトリにマッピングすることにより、こ
の医療機器１２０がアクセスすることを許可されているファイルを確認する。
【０４６３】
　今や医療機器１２０は暗号化接続を介して第１の中央サーバ１０９と通信しているので
あるから、医療機器１２０は、第１の中央サーバ１０９上の特定のファイルにアクセスす
ることを許可され、ブロック６８０６で、医療機器１２０は、第１の中央サーバのデジタ
ル証明書から取り出したＵＲＬにアクセスすることにより、第１の中央サーバ１０９との
暗号化通信セッションを確立することができる。第１の中央サーバ１０９も、ブロック６
８０８で、暗号化通信セッションを確立する。更に、ブロック６８１０で、第１の中央サ
ーバ１０９上のアプリケーションが、医療機器１２０が適切なアクティブディレクトリに
属していることを検証する。
【０４６４】
　医療機器１２０は今や認証することができるが、第１の中央サーバ１０９は、依然とし
て該医療機器１２０を用いているユーザの身元を知らない。多くの場合、どのユーザも医
療機器１２０に関連付けられることはない。一部のユーザは他のユーザとは異なるアクセ
ス権を有することができるので、一部のアプリケーションでは、これは重要となる可能性
がある。更に、医療機器は、異なる「役割」を有することができる。例えば、医療機器は
、「片方向通信」の役割、又は「双方向通信」の役割を有することができる。この方法で
、双方向通信が可能な医療機器１２０は、片方向通信機器のみを要求するシステム内に配
置することができる。同様に、片方向通信機器及び双方向通信機器の両方に対応すること
のできるシステムには、接続する機器の種類を通知することが必要となる可能性がある。
【０４６５】
　従って、第１の中央サーバ１０９上のアプリケーションは、ブロック６８１２で、医療
機器１２０のユーザからユーザ名及びパスワードを要求することができる。ブロック６８
１４でひとたび医療機器１２０がユーザ名及びパスワードに対する要求を受信すると、ブ
ロック６８１６で、医療機器１２０は、医療機器１２０又は関連付けられたデジタルアシ
スタントディスプレイ１１８ａ上のプロンプトを介して、ユーザからユーザ名及びパスワ
ードを取り出す。次いで、図６９のブロック６９０２で、ユーザ名及びパスワードが医療
機器１２０（又は他の機器）によって送信され、ブロック６９０４で、第１の中央サーバ
１０９によって受信される。次いで、ブロック６９０６で、第１の中央サーバ１０９上の
アプリケーションが、ユーザを認証することができる。
【０４６６】
　サーバ（例えば第１の中央サーバ１０９）上でひとたびユーザが認証されると、認証信
任状を用いて別のサーバ（例えば第２の中央サーバ１０８ａ）上のユーザを自動的に認証
することができる。一例では、ユーザは、該ユーザが第１の中央サーバ１０９及び第２の
中央サーバ１０８ａの両方で認証された場合にのみ認証することができる。従って、ユー
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、第１の中央サーバ１０９と第２の中央サーバ１０８ａとの間で同期されるのが好ましい
。
【０４６７】
　ユーザを認証した後、第１の中央サーバ１０９は、ユーザと第１の中央サーバ１０９と
の間のセッションに固有のものとなるトークンを返却するのが好ましい。このセッション
トークンは、要求元、従って応答の宛先を認証する手段として第１の中央サーバ１０９に
対してなされた各要求と共に送信される（例えばＨＴＴＰヘッダにおいて又はクッキーと
して）。
【０４６８】
　暗号化片方向通信は今や、医療機器１２０からデジタルアシスタント１１８へ送信する
ことができる。例えば、医療機器１２０は、設定値報告、アラーム生成等を行うことがで
きる。図示の例では、医療機器１２０は、ブロック６９０８で、第１の中央サーバ１０９
を介してデジタルアシスタント１１８に送信すべきデータを決定する。次いで、ブロック
６９１０でこのデータが第１の中央サーバ１０９に送信され、ブロック６９１２で第１の
中央サーバ１０９によって受信される。次いで、ブロック６９１４で、第１の中央サーバ
１０９は、このデータを受信する許可を与えられているユーザを判定し、ブロック６９１
６で、それらのユーザが現在関連付けられているデジタルアシスタント１１８を判定する
ことができる。例えば、第１の中央サーバ１０９のデータベースに格納された参照テーブ
ルを用いることができる。
【０４６９】
　次いで、ブロック６９１８で、第１の中央サーバ１０９がデータを適切なデジタルアシ
スタント１１８に送信し、ブロック６９２０で、該デジタルアシスタント１１８が、該デ
ータを受信して表示する。更に、暗号化双方向通信を達成することができる。例えば、デ
ジタルアシスタント１１８及び／又は第１の中央サーバ１０９は、医療機器１２０に、デ
ータ、命令、設定情報、又は任意の他の種類の情報を送信することができる。
【０４７０】
　本発明の上述の実施形態、特にあらゆる「好ましい」実施形態は可能な実施例であり、
本発明の原理の明確な理解のために記載されたものに過ぎないことが強調されるべきであ
る。多くの変形及び修正を、本発明の精神及び原理を実質的に逸脱することなく、本発明
の上述の各実施形態に対して行うことができる。全てのそのような修正は、本明細書にお
いて本開示の範囲内に含まれるべきことが意図されており、且つ、本発明は、下記の特許
請求の範囲によって保護される。
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