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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】所定の衛生手続を順守していることを査定する
ために、ユーザーフレンドリーな衛生順守監視システム
を提供する。
【解決手段】衛生順守監視システム１００は、所定の持
続時間からなる時間区分内に発生する、ディスペンサー
１２０からの材料の供給動作などの供給イベントを収集
する、データ収集ユニット１４０に関連している、ディ
スペンサー１２０を提供する。衛生イベント監視システ
ムは、さらに、ディスペンサー１２０のデータ収集ユニ
ット１４０と無線によって通信する、携帯用のデータ取
得ユニット１６０を含んでいる。従って、データ取得ユ
ニット１６０が、データ収集ユニット１４０の受信範囲
内に持ち込まれたときには、衛生順守データ１００およ
び時間区分の情報が、データ取得ユニット１６０に転送
されるとともに、取り外し可能な携帯用のメモリーユニ
ット１７０に保存される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　供給されるべき材料を保持しているディスペンサーのための衛生順守モニターであって
、
　アクチュエーターに連結されており、前記アクチュエーターが作動されたときに、前記
ディスペンサーからの材料の供給動作を開始するための、ディスペンサーコントローラと
、
　前記ディスペンサーコントローラに連結されるように適合されているとともに、データ
収集メモリーユニットを含んでおり、これにより、所定の持続時間からなる少なくとも１
つの時間区分を生成するとともに、前記アクチュエーターの作動回数と、前記作動が発生
した前記時間区分とを関連づける、データ収集ユニットと、
　前記データ収集ユニットと無線通信することにより、そこから、前記関連している作動
回数と前記時間区分とを受信する、データ取得ユニットと、
を備えている、衛生順守モニター。
【請求項２】
　前記アクチュエーターが近接センサーを備えている、請求項１に記載の衛生順守モニタ
ー。
【請求項３】
　前記データ取得ユニットが、作動回数および関連している時間区分を保存するための、
取り外し可能な携帯用のメモリーユニットを受容するように適合されている、データポー
トを含んでいる、請求項１に記載の衛生順守モニター。
【請求項４】
　前記無線通信が暗号化されている、請求項１に記載の衛生順守モニター。
【請求項５】
　前記データ収集ユニットが、前記アクチュエーターにおける３秒間以下しか離れていな
い複数の接続を、１回の供給動作として識別する、請求項１に記載の衛生順守モニター。
【請求項６】
　前記データ取得ユニットが前記データ収集ユニットの通信範囲内に入るまで、前記デー
タ収集ユニットがスリープモードに入っている、請求項１に記載の衛生順守モニター。
【請求項７】
　前記データ収集ユニットが、前記時間区分のそれぞれにおけるスタートおよびストップ
に関連する時間を識別する、請求項１に記載の衛生順守モニター。
【請求項８】
　前記データ取得ユニットが、前記少なくとも１つの時間区分における持続時間を設定す
るように構成されている、ユーザーインターフェイスを含んでいる、請求項１に記載の衛
生順守モニター。
【請求項９】
　前記データ収集ユニットが、ディスペンサー識別コードに関連しており、これにより、
前記識別コードがキーパッドにおいて入力されたときに、前記データ取得ユニットが、前
記作動回数および前記関連している時間区分を取得する、請求項８に記載の衛生順守モニ
ター。
【請求項１０】
　前記データ取得ユニットが、ディスプレイおよびデータ取得メモリーユニットを備えて
おり、これにより、前記データ取得メモリーユニットが、少なくとも１つのディスペンサ
ー識別コードに関連する少なくとも１つの部屋識別コードからなるデータベースを保持し
ており、前記部屋識別コードがキーパッドにおいて入力されたときに、前記ディスプレイ
が、前記部屋識別コードに関連している前記少なくとも１つのディスペンサー識別コード
を提示する、請求項８に記載の衛生順守モニター。
【請求項１１】
　前記データ取得ユニットが、前記データ収集ユニットの通信範囲内において所定の順序
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で接続されたときに、前記ディスペンサー識別コードを前記データ収集ユニットに割り当
てる、設定ボタンを含んでいる、請求項９に記載の衛生順守モニター。
【請求項１２】
　前記時間区分が、スタート時間および終了時間によって識別されている、請求項１に記
載の衛生順守モニター。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、大まかにいえば、衛生手続の順守を監視するためのシステムに関する。具体
的にいえば、本発明は、ディスペンサーによって保持されているデータ収集デバイスから
、衛生順守データを無線によって回収するために、携帯用のデータ取得ユニットを利用す
る、順守監視システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年では、人々は、病気およびその伝染に対して、ますます関心をもつようになってき
ており、このために、一般的に、洗浄および衛生の重要性に対する認識が高まっている。
例えば、フードサービス産業における大腸菌の伝染、小学校におけるライノウィルス、お
よび、医療機関における院内感染に関しては、数えきれないほどの研究が、病気の伝染を
防止するための効果的な措置として、手指衛生に言及してきている。さらに、疾病管理セ
ンター（ＣＤＣ）は、手の洗浄および消毒が、病気および感染の拡がりの防止における唯
一の最も重要な要因である、と説明してきている。それに応じて、ヘルスケア産業、フー
ドサービス産業、および、ホテルおよび旅行産業は、それらの従業員が病気の伝染の防止
において有効な手洗いの習慣を守っていることを確保するための、それらの手続および手
順を研究せざるを得なくなってきている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　手洗いによって、バクテリアあるいはウィルスの伝染の機会を最小化するために、手洗
いの衛生基準を完全に順守していることを、観察しなければならない。なぜならば、一個
人が、彼あるいは彼女の手を適切に消毒していないことによって、このような個人に接触
した他の者の努力が無効とされる可能性があるからである。従って、完全な順守の発生を
確保するために、多くの産業は、衛生基準の順守を監督する責任を負う特定の個人を教育
している。残念なことに、衛生基準の順守を監督する特定の個人は、一般的には、多くの
場合に衛生順守を効率的に監視する彼らの能力を阻害する、他の職務も有している。これ
を克服するために、せっけんのディスペンサーを使用する習慣を監視するとともに、衛生
手続の順守が達成されているか否かの判断に役立つ、自動化されたシステムが開発されて
いる。しかしながら、これらのシステムの比較的に複雑な性質のために、訓練された特定
の個人が、一般的に、このシステムを管理および維持する必要がある。さらに、この順守
監視システムの操作を監督する責任を負っている特定の個人が、多くの場合に頻繁に入れ
代わるために、かなりの時間および費用を必要とする常習的な再教育が必要となる。
【０００４】
　さらに、順守監視システムは、多くの場合に、ディスペンサーから中央のコンピュータ
ーデータベースに対して収集された衛生データを通信するための、有線あるいは無線のコ
ンピューターネットワークを利用している。しかしながら、建物における多くの部屋およ
びフロアの全体にわたって分布され得る複数のディスペンサーを、コンピューターネット
ワークに統合することは、非常に複雑なシステムをもたらすことになり、好ましくない。
さらに、各ディスペンサーに付随する通信ネットワークが、ディスペンサーを保持してい
る建物あるいは構造物の建設時に導入されていない限り、各ディスペンサーとの通信のた
めに有線のコンピューターネットワークを組み込むことには、法外の費用がかかる可能性
がある。さらに、ディスペンサーが既に取り付けられている場合には、無線通信ネットワ
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ークが利用され得るけれども、中央に配置されたコンピューターシステムおよびデータベ
ースに衛生順守データを送信することの可能な各ディスペンサーにおいて、無線ネットワ
ークトランシーバーに電力を供給するために必要とされる電力の条件として、有線の電源
にアクセスすることを必要とするはずであり、これにより、機材に関する費用がとても高
くつく可能性がある。
【０００５】
　導入および管理することがより容易な他の衛生順守データ収集システムを使用すること
も可能であるけれども、これらは、ディスペンサーが配置されている部屋の外の離れた位
置にあり、ディスペンサーから収集されたデータを読み出すことのできない、遠隔地にあ
るデータロギング・デバイスを利用している。すなわち、上記のようなシステムは、衛生
順守データをそこに向けて転送することが可能となる前に、ディスペンサーのごく近傍に
データロギング・デバイスを持ち込むことを必要とし、このことは、多数のディスペンサ
ーからのデータが収集されているときには、望ましくない。さらに、ディスペンサーのご
く近傍にデータロギング・デバイスを持ち込むことは、隔離病棟、および、患者の接触を
制限する必要がある他のエリア、および／または、そこに入るためにガウンおよび手袋を
着用する必要がある他のエリアにおいては、大きな負担となる可能性がある。さらに、上
記のような衛生順守モニターは、一般的には、あまりにも多くの衛生イベントが記録およ
び保存されたときには満杯になってしまうような、不十分なサイズのメモリーしか有して
いない。
【０００６】
　このように、現在の衛生順守監視システムは、典型的には、強固なデータ収集構成を提
案していないとともに、一般的には、複雑すぎるために、衛生基準の順守における監視お
よび査定が病気の伝染を防止するのに非常に重要かつ有益であるような環境において大規
模に利用するには、導入、管理、および維持することができないものである。
【０００７】
　従って、所定の衛生手続を順守していることを査定するために、ユーザーフレンドリー
な衛生順守監視システムの必要性が存在する。さらに、時間区分あるいはグルーピング期
間において衛生利用データを収集することによって、保持されているメモリーユニットが
満杯にならないことを確保する、せっけんおよび殺菌剤のディスペンサーの使用を監視す
るための、衛生順守監視システムの必要性も存在する。さらに、ディスペンサーに付随す
るデータ収集ユニットから収集された衛生順守データを無線によって回収する、携帯用の
データ取得ユニットを利用する、衛生順守監視システムの必要性も存在する。さらに、シ
ステムからのデータの転送を単純化するために、取り外し可能な携帯用のメモリーユニッ
トを使用する、衛生順守監視システムの必要性も存在する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上述の事項を踏まえるならば、本発明における第１の態様は、供給されるべき材料を保
持しているディスペンサーのための衛生順守モニターであって、アクチュエーターに連結
されており、前記アクチュエーターが作動されたときに、前記ディスペンサーからの材料
の供給動作を開始するための、ディスペンサーコントローラと、前記ディスペンサーコン
トローラに連結されるように適合されているとともに、データ収集メモリーユニットを含
んでおり、これにより、所定の持続時間からなる少なくとも１つの時間区分を生成すると
ともに、前記アクチュエーターの作動回数と、前記作動が発生した前記時間区分とを関連
づける、データ収集ユニットと、前記データ収集ユニットと無線通信することにより、そ
こから、前記関連している作動回数と前記時間区分とを受信する、データ取得ユニットと
、を備えている、衛生順守モニターを提供することである。
【０００９】
　本発明における他の態様は、供給されるべき材料を保持しているディスペンサーのため
の衛生順守モニターであって、アクチュエーターに連結されており、前記アクチュエータ
ーが作動されたときに、前記ディスペンサーからの材料の供給動作を開始するための、デ
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ィスペンサーコントローラと、前記ディスペンサーコントローラに連結されるように適合
されているとともに、データ収集メモリーユニットおよび内部クロックを含んでおり、前
記アクチュエーターにおける少なくとも１回の作動と前記内部クロックから生成されるタ
イムスタンプとを関連づける、データ収集ユニットと、前記データ収集ユニットと無線通
信するデータ取得ユニットと、を備えており、前記データ取得ユニットが、前記クロック
を無線によって設定するように構成されているとともに、さらに、前記少なくとも１回の
作動における関連するタイムスタンプ情報を示す、少なくとも一部のデータを受信するよ
うに構成されている、衛生順守モニターを提供することである。
【００１０】
　本発明におけるさらに他の態様は、供給されるべき材料を保持しているディスペンサー
のための衛生順守モニターであって、アクチュエーターに連結されており、前記アクチュ
エーターが作動されたときに、前記ディスペンサーからの材料の供給動作を開始するため
の、ディスペンサーコントローラと、前記ディスペンサーコントローラに連結されるよう
に適合されているとともに、データ収集メモリーユニットを含んでおり、前記アクチュエ
ーターにおける少なくとも１回の作動からデータを収集する、データ収集ユニットと、前
記データ収集ユニットと無線通信するデータ取得ユニットと、を備えており、前記データ
取得ユニットが、前記データ収集ユニットを、位置識別情報を用いて無線によってプログ
ラムするように構成されているとともに、さらに、前記データ収集ユニットにおいて保存
されている収集されたデータを受信するように構成されている、衛生順守モニターを提供
することである。
【００１１】
　本発明における別の態様は、供給されるべき材料を保持している複数のディスペンサー
のための衛生順守システムであって、複数の手指衛生順守ユニットを備えており、前記手
指衛生順守ユニットのそれぞれが、アクチュエーターに連結されており、前記アクチュエ
ーターが作動されたときに、前記複数のディスペンサーにおける１つのディスペンサーか
らの材料の供給動作を開始するための、ディスペンサーコントローラと、前記ディスペン
サーコントローラに連結されるように適合されているとともに、データ収集メモリーユニ
ットを含んでおり、前記アクチュエーターにおける少なくとも１回の作動からデータを収
集する、データ収集ユニットと、を含んでおり、前記複数の手指衛生順守ユニット内にお
ける前記複数のデータ収集ユニットと無線通信する、データ取得ユニットをさらに備え、
前記データ取得ユニットが、前記複数の前記手指衛生順守ユニットにおける少なくとも２
つの前記手指衛生順守ユニット内における前記データ収集ユニットにおいて保存されてい
る収集されたデータを、無線によって受信するように構成されており、前記２つの手指衛
生順守ユニットが、互いに所定の近さとなるように配置されており、さらに、前記少なく
とも２つの手指衛生順守ユニットからのデータが、ほぼ同時に無線によって受信される、
衛生順守システムを提供することである。
【００１２】
　本発明におけるさらに他の態様は、衛生順守を監視するための方法であって、ディスペ
ンサーによって保持されている、データ収集ユニットを設けるステップと、携帯用のメモ
リーユニットを有するデータ取得ユニットを設けるステップと、を備えており、前記ディ
スペンサーが、詰め替え容器からの材料の供給動作を開始するためのアクチュエーターを
含んでおり、前記データ収集ユニットが、前記データ収集ユニットにおける所定の持続時
間からなる複数の時間区分を生成し、前記アクチュエーターの接続を監視し、前記アクチ
ュエーターにおける接続の回数と前記接続が発生した時間区分とを関連づけ、さらに、前
記データ収集ユニットにおいて前記接続の回数と関連している時間区分とを保存し、前記
データ取得ユニットが、前記データ収集ユニットと無線通信するように構成されており、
さらに、前記データ収集ユニットが、前記接続の回数と関連している時間区分とを、前記
携帯用のメモリーユニットに転送する、衛生順守を監視するための方法、を提供すること
にある。
【００１３】
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　本発明における上記のおよび他の特徴点および利点は、以下の説明、添付されている特
許請求の範囲、および添付図面に関連して、より深く理解されるはずである。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明のコンセプトに従う、収集された衛生順守データを遠隔地にあるデータ取
得ユニットに転送するディスペンサーにおいて保持されている、データ収集ユニットを提
供する、衛生順守監視システムのブロック図である。
【図２】本発明のコンセプトに従う、上記ディスペンサーに付随するデータ収集ユニット
のブロック図である。
【図３】本発明のコンセプトに従う、上記ディスペンサーのデータ収集ユニットから無線
によって衛生順守データを回収するために使用される、データ取得ユニットのブロック図
である。
【図４】本発明のコンセプトに従う、上記データ取得ユニットによって取り外し可能に保
持されており、その場所からレポートを作成する携帯用のメモリーユニットから、衛生順
守データを転送するために使用される、コンピューターネットワークを示すブロック図で
ある。
【図５Ａ】本発明のコンセプトに従う、１つあるいは複数のディスペンサーにおいて衛生
順守データを収集するために、衛生順守監視システムによって実行される、動作ステップ
のフロー図である。
【図５Ｂ】本発明のコンセプトに従う、１つあるいは複数のディスペンサーにおいて衛生
順守データを収集するために、衛生順守監視システムによって実行される、動作ステップ
のフロー図である。
【図６】本発明のコンセプトに従う、上記データ取得ユニットを使用することによって、
１つあるいは複数のディスペンサーのデータ収集ユニットから収集された衛生順守データ
を取得するために実行される、動作ステップのフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　この技術では、手指衛生の順守は、典型的には、発生するべき手指衛生イベントの回数
に対する、実際の手指衛生イベントの回数の比率として計算されることが知られている。
従って、衛生順守基準が守られているか否かの判定を容易にするために、本発明のシステ
ムは、一般的に、実際に発生した手指衛生イベントを監視しており、これについては、手
指衛生の順守の測定値を明確化するために、発生するべき手指衛生イベントの回数に関連
するデータと連動して使用され得る。さらに、『衛生順守データ』および『衛生イベント
データ』という用語は、以下に示す説明の全般を通じて、同じ意味で使用されている可能
性がある。
【００１６】
　衛生順守監視システムにおける特定の実施形態は、一般的に、図面における図１に示さ
れているように、符号１００によって指し示されている。この衛生順守監視システム１０
０は、一般的に、せっけん、殺菌剤、モイスチャー附加剤、その他の材料を供給するディ
スペンサーなどの、ディスペンサー１２０に付随して使用される。しかしながら、衛生順
守監視システム１００を、任意の好適な材料あるいはアイテムを供給するために使用され
るディスペンサーと連動して使用してもよい、ということは理解されるべきである。衛生
順守監視システム１００の機能を実行するために、データ収集ユニット（ＤＣＵ）１４０
が、ディスペンサー１２０によって供給されるせっけんの噴射回数、あるいは、ディスペ
ンサー１２０において発生する手指衛生イベントの回数を含み得る衛生データあるいはイ
ベントを収集するために、ディスペンサー１２０に付随しており、これにより、１回の手
指衛生イベントが、例えば３秒間などの一定のドウェル時間あるいは一定の期間内におい
て、ディスペンサー１２０によって供給されるせっけんにおける、１つあるいは複数の噴
射を含み得る。これは、ときどき、ユーザーが、ディスペンサー１２０を始動させること
によって、１回の手指衛生イベントの間に、連続的な手法で２回以上のせっけんの噴射を
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もたらすことが知られているからである。ディスペンサー１２０の動作に関連する他の任
意の所望のデータを、ＤＣＵ１４０によって、同様に収集することも可能である、という
ことも理解されるべきである。さらに、後に説明するように、ディスペンサー１２０によ
って供給されるせっけんの噴射回数を、ＤＣＵ１４０によって記録される際に、所定の持
続時間からなる時間区分あるいはグルーピング期間にグループ化してもよく、これにより
、収集されたデータがデータ収集ユニット１４０のメモリー容量を超えないことが、確保
される。
【００１７】
　その後、データ収集ユニット１４０によって取得されたデータは、携帯用のデータ取得
ユニット（ＤＡＵ）１６０に対して、その近傍に持ち込まれたときに、無線によって伝達
される。従って、データは、ＤＡＵ１６０を介して後に分析することが可能となるような
手法によって、ＤＡＵ１６０に保存されるか、あるいは、分析のためのコンピューティン
グデバイスなどの他のデバイスに対して後に転送することが可能となるような手法によっ
て、ＤＡＵ１６０に保存されてもよい。しかしながら、本発明における特定の好ましい実
施形態では、データ取得ユニット１６０によって衛生順守データがいったん収集された後
、このデータは、データ取得ユニット１６０に対して取り外し可能に取り付けられている
携帯用のメモリーユニット１７０に保存される。１つの態様では、携帯用のメモリーユニ
ット１７０は、ＵＳＢメモリーユニット、セキュアデジタル（ＳＤ）メモリーユニット、
コンパクトフラッシュ（ＣＦ）メモリーユニット、フラッシュメモリー、ソリッドステー
ト・ハードドライブ、標準的なハードドライブ、取り外し可能なハードドライブ、あるい
は、データの分析に関して互換性のあるコンピューティングデバイスに対してＤＡＵ１６
０からデータを転送するために適した、他の任意のメモリーユニットを備えてもよい。さ
らに、携帯用のメモリーユニット１７０は、レポートを作成するために保存されている衛
生順守データを処理し得る、あるいは、インターネットなどのコンピューターネットワー
クを介して、分析のための他のコンピューティングデバイスあるいはネットワークに対し
て衛生順守データを送信し得る、互換性のある任意のコンピューティングデバイスに対し
て、動作可能に連結されていてもよい。このように、衛生順守システム１００は、ディス
ペンサー１２０の使用に関連するデータを収集するために実施および使用することによっ
て、所定の衛生基準および衛生手続が満たされているか否かの判定に役立つ、使い勝手の
よいユーザーフレンドリーなシステムを提供している。
【００１８】
　次に図２を参照すると、本発明のさまざまな実施形態において、ディスペンサー１２０
が、接続されたポンプ２２０を制御するディスペンサーコントローラ２００を保持してい
る。詰め替え容器２３０は、ポンプ２２０に対して動作可能なように連結されているとと
もに、例えば、せっけん、殺菌剤、モイスチャー附加剤、その他の、任意の所望の材料を
保持していてもよい。同様にディスペンサーコントローラ２００に対して連結されている
ものは、アクチュエーター２４０であり、これは、接続されているとき、あるいはさもな
ければ作動されているときに、ディスペンサーコントローラ２００に対して、ポンプ２２
０を作動させるように指令を出し、これにより、詰め替え容器２３０から材料が供給され
る。１つの態様では、アクチュエーター２４０は、ユーザーの手の存在の検出に応じて作
動される、近接センサーあるいは他のデバイスを備えていてもよい。しかしながら、本発
明における別の態様では、アクチュエーターを、手動のプッシュバーに連結してもよく、
この場合には、ユーザーが手動によってこのプッシュバーを始動させたときに、材料がユ
ーザーの手に供給される。
【００１９】
　ディスペンサー１２０は、さらに、ディスペンサーコントローラ２００に連結されてい
る、データ収集ユニット１４０を含んでいる。このデータ収集ユニット１４０は、ハード
ウェア、ソフトウェア、あるいは、これら双方の組み合わせによって実現されていてもよ
い。１つの態様では、データ収集ユニット１４０は、ディスペンサーコントローラ２００
に一体化されていてもよいし、あるいは、図２に示されているように、そこから別個に保
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持されていてもよい。さらに他の態様では、データ収集ユニット１４０は、ディスペンサ
ー１２０と通信するための互換性のあるインターフェイスを提供する別体の部材として提
供されていてもよく、この場合には、データ収集ユニット１４０に、ディスペンサー１２
０を組み込むことが可能となる。このように、衛生順守監視システム１００によって提供
される構成は、このような構成を欠いている従前から取り付けられているディスペンサー
１２０に対して、後から追加あるいは組み込み得るものである。
【００２０】
　データ収集ユニット１４０は、ディスペンサー１２０のディスペンサーコントローラ２
００に連結されている、データ収集コントローラ３００を保持している。データ収集コン
トローラ３００は、後に説明される機能を実行するために必要とされる、欠くことのでき
ないハードウェア、ソフトウェア、あるいはこれら双方の組み合わせを含んでいる。具体
的にいえば、データ収集コントローラ３００は、特定のグルーピング期間あるいは時間区
分においてディスペンサー１２０から材料を供給するために形成される、アクチュエータ
ー２４０の接続の回数に基づいてインクリメントされる、イベントカウントあるいはイベ
ントカウント値を保持している。イベントカウントあるいはイベントカウント値は、ディ
スペンサーからの実際の供給回数、あるいは、所定の期間におけるディスペンサーからの
実際の供給回数を含んでいてもよい手指衛生イベントの回数に基づいたものであってもよ
いし、あるいは、実際の供給回数および手指衛生イベントの回数の双方に基づいたもので
あってもよい。進行中のグルーピング期間あるいは時間区分のそれぞれに関して、データ
収集コントローラ３００は、特定の実施形態においてアクチュエーター２４０が接続され
るたびにインクリメントされるとともに、他の実施形態において手指衛生イベントが発生
するたびにインクリメントされる、イベントカウント値を保持している。従って、それは
、イベントカウント値と、衛生順守データを備える関連するグルーピング期間との組み合
わせとなっている。
【００２１】
　データ収集コントローラ３００に連結されているものは、データ収集ユニット１４０に
よって収集されたデータを保存する、データ収集メモリーユニット３１０である。具体的
にいえば、データ収集ユニット１４０のデータ収集メモリーユニット３１０は、データを
保存するために利用可能なメモリーが、所定の持続時間からなる時間区分あるいはグルー
ピング期間に分割されるように、構成されている。従って、時間区分の持続時間が、デー
タ取得ユニット１６０を介して、後に説明されるような手法によっていったん設定された
場合、ディスペンサー１２０において実行されたアクチュエーター２４０の接続の回数、
あるいは、繰り返して発生する各時間区分あるいはグルーピング期間において発生する手
指衛生イベントが、データ収集メモリーユニット３１０において記録および保存される。
さらに、データ収集ユニット１４０が、複数のデータ収集ユニット１４０にわたって共通
する一定期間ごとに、日、年、時間、および分を含み得る、時間区分あるいはグルーピン
グ期間における、スタートおよびストップの時間を識別する。アクチュエーターの接続が
まったくない時間区分あるいはグルーピング期間については、データ収集ユニット１４０
によって除外してもよく、この場合には、それは、メモリー容量を節約するために、デー
タ収集メモリーユニット３１０において保存されない、ということは理解されるべきであ
る。
【００２２】
　さらに、データ収集ユニット１４０において衛生イベントデータを収集するために使用
される時間区分あるいはグルーピング期間の持続するサイズを設定することによって、メ
モリーユニット３１０において保存することの可能なグルーピング期間あるいは時間区分
における全体の数が、データ収集メモリーユニット３１０が満杯にならないことを確保す
るように、決定される。さらに、時間区分あるいはグルーピング期間は、データ収集メモ
リーユニット３１０からのデータのダウンロードの間における最大の期間を、あらかじめ
決定しておくことを可能としており、例えば、データ収集メモリーユニット３１０が、９
０日ごとに、あるいは他の任意の期間ごとにチェックされる、という前提に基づいて、時
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間区分あるいはグルーピング期間を設計あるいは構成することが可能である。従って、デ
ータ収集ユニット１４０において５分間の時間区分を設定することによって、２４時間の
期間にわたって、２８８の時間区分が生成されることになる。しかしながら、データ収集
ユニット１４０が、６０分間の時間区分あるいはグルーピング期間に設定された場合には
、２４の時間区分が、２４時間の期間にわたって生成される。従って、時間区分あるいは
グルーピング期間の持続時間を増加することによって、生成および保存される時間区分あ
るいはグルーピング期間は少なくなる。しかしながら、時間区分あるいはグルーピング期
間の数が少ない場合、提供される時間分解能は悪くなり、このために、ディスペンサー１
２０から材料を供給するためにアクチュエーター２４０が接続される時間を示すタイムフ
レームを識別する能力は、劣化する。例えば、６０分間の時間区分の場合には、１時間に
供給された噴射あるいは手指衛生イベントにおける全体の回数だけが記録される。５分間
の時間区分の場合には、５分間ごとに、供給された噴射あるいは手指衛生イベントにおけ
る全体の回数が記録される。このように、１時間ごとに、１２個の時間区分あるいはグル
ーピング期間が生成され、各区分および期間は、ディスペンサー１２０において開始され
たアクチュエーター２４０の接続の回数に関連している。従って、時間区分あるいはグル
ーピング期間の数が増加するにつれて、アクチュエーターの接続がいつ生じたのかを判定
する際にもたらされる、正確性が向上する。例えば、１つの有益なグルーピングの期間あ
るいは時間間隔を、各シフトのスタートおよびストップ時間によって確立し得る。
【００２３】
　さらに他の態様では、データ収集メモリーユニット３１０は、アクチュエーター２４０
の接続が個別的に記録されるように構成され得るともに、データの品質が所定のレベルに
達しているときには、データ収集ユニット１４０は、上述したように、所望の持続時間か
らなる時間区分あるいはグルーピング期間内に収集されたアクチュエーター２４０の接続
を統合する。収集された供給イベントを所定の持続時間からなる時間区分に統合すること
によって、データ収集メモリーユニット３１０における保存スペースがより正確に管理さ
れ、これにより、メモリーが節約される。
【００２４】
　さらに、データ収集メモリーユニット３１０は、好ましくは、不揮発性のメモリーを備
えていてもよく、この場合には、データ収集ユニット１４０への電力が失われた場合でも
、データ収集メモリーユニット３１０において収集および保存されている衛生順守データ
が消去されてしまうことがない。データ収集ユニット１４０によって取得されたデータは
、データ収集メモリーユニット３１０において保存されるとともに、例えばＲＦ（ラジオ
周波数）あるいはＩＲ（赤外線）のトランシーバーなどの、データ収集コントローラ３０
０に連結されているトランシーバー３２０を介して、携帯用のデータ取得ユニット１６０
に対して無線によって送信される。データ収集ユニット１４０、および、ディスペンサー
１２０の部材は、電源３４０によって電力供給を受けており、この電源は、バッテリーな
どの携帯用の電源を備えていてもよいし、あるいは、壁コンセントに差し込まれる主電源
を備えていてもよい。代替的に、データ収集ユニット１４０は、再充電可能あるいは交換
可能なバッテリーなどの自分自身の電源を、ディスペンサー１２０の電源とは独立に設け
ていてもよい。
【００２５】
　別の態様では、データ収集ユニット１４０は、ディスペンサー１２０が何らの材料も供
給していない期間、および／または、ディスペンサー１２０が衛生順守を積極的に監視し
ていない期間においては、低パワーモードに入るように構成されていてもよい。そして、
この場合には、データ収集ユニット１４０は、完全に始動されているか、あるいは、さも
なければ、データ収集ユニット１４０がデータ取得ユニット１６０から無線通信信号を受
信したときに、電源が入る。このように、データ収集ユニット１４０は、積極的に衛生順
守データを収集していない期間においては、電源３４０の電力を節約することが可能とな
る。他の態様では、システム１００は、ＤＡＵ１６０が１つあるいは複数のマグネットを
含むとともに、ディスペンサー１２０がホールスイッチあるいはリードスイッチを含むよ
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うに、構成されていてもよい。そして、これにより、ＤＡＵ１６０のマグネットが、ホー
ルあるいはリードスイッチの近傍に持ち込まれたとき、あるいはそれらに対向する位置に
あるときに、ディスペンサー１２０およびデータ収集メモリーユニット３１０が始動され
て、これにより、それらの間におけるデータの転送が可能となる。
【００２６】
　データ収集ユニット１４０は、また、ディスペンサー１２０を一意的に識別するディス
ペンサー識別コードを保持するように構成されている。１つの態様では、ディスペンサー
識別コードは、１６ビットごとに８つのデータフィールドを有するデータワードを備えて
いてもよいし、また、他の任意のコードフォーマットが使用されていてもよい。さらに、
データ収集ユニット１４０によって保持されているディスペンサー識別コードは、データ
収集ユニット１４０が、それが関連するディスペンサー１２０における特定の位置を識別
するように、定義あるいはフォーマットされていてもよい。例えば、ディスペンサー識別
コードは、ディスペンサー１２０が配置されている部屋における特定のエリアを識別する
ために、例えば２０４などの部屋番号を、例えばＳ＝シンク、ＲＢ＝右側のベッド、およ
びＬＢ＝左側のベッドなどのレターコードと組み合わせて、含んでいてもよい。例えば、
ディスペンサーの識別子『２０４－ＲＢ』は、特定のディスペンサー１２０が、２０４号
室にあり、さらに、その内部に保持されている右側のベッドの近傍のポイントにある、と
いうことを示している。従って、このディスペンサー識別コードによれば、データ取得ユ
ニット１６０のユーザーは、後に説明されるような手法によってデータ取得ユニット１６
０を介してディスペンサー識別コードを入力することによって、より容易にディスペンサ
ーを見つけることが可能となり、これにより、データ収集ユニット１４０によって収集さ
れた衛生順守データの回収が開始される。さらに、ディスペンサー識別コードは、暗号化
されていてもよく、この場合には、ディスペンサー識別コードに包含されている位置デー
タが、正しい解読キーの適用による解読のみによって公開される。
【００２７】
　次に図３を参照すると、収集された衛生データをデータ収集ユニット１４０から取得す
る携帯用のデータ取得ユニット１６０は、後に説明される機能を実行するために必要とさ
れる、欠くことのできないハードウェア、ソフトウェア、あるいはこれら双方の組み合わ
せを含んでいる、データ取得コントローラ４００を備えている。１つの態様では、データ
取得コントローラ４００は、さらに、現在の日時をたどるための内部クロックを保持して
いる。１つの態様では、この内部クロックは、例えばＤＡＵ１６０あるいは急速遮断装置
によって設定されてもよい。この内部クロックは、さらに、現在時刻から逆算によって時
間がたどられるように、機能してもよい。例えば、このクロックは、データをタイムスタ
ンプするために使用されてもよく、この場合には、データが転送されたときに、タイムス
タンプが、データの転送時刻より前の１，５００分間にわたってデータが収集されていた
ことを示している。このように、このシステムは、現在の時刻からの引き算に基づいて、
タイムスタンプにおける適切な時間を指定することが可能である。このように、この方法
によってデータをタイムスタンプすることによって、データ取得コントローラ４００の内
部クロックにおける初期時刻を設定する必要がなくなる。
【００２８】
　同様にデータ取得コントローラ４００に連結されているものは、後に説明されるさまざ
まな機能を実行するために使用される、揮発性のメモリー、不揮発性のメモリー、あるい
はこれら双方の組み合わせを備えていてもよい、データ取得メモリーユニット４１０であ
る。データ取得ユニット１６０は、上述したような各ディスペンサー１２０に関連するデ
ィスペンサー識別コードのデータベースを、データ取得メモリーユニット４１０に保持す
るように構成されている、ということも考えられる。さらに、このデータベースは、１つ
あるいは複数のディスペンサー識別コードを、このディスペンサー識別コードに関連して
いるディスペンサー１２０が配置されている特定の部屋を識別する部屋識別コードに関連
づけるように、構成されていてもよい。このように、部屋識別コードを識別することによ
って、そこに取り付けられている各ディスペンサーを識別することも可能となる。また、



(11) JP 2011-36648 A 2011.2.24

10

20

30

40

50

他の任意の好適なＩＤコード、例えば、フロア、病棟、建物、あるいはユーザーの望む他
の任意の識別子を示すＩＤコードに、ディスペンサー１２０を関連付けることも可能であ
る、ということも予想される。
【００２９】
　データ取得ユニット１６０がデータ収集ユニット１４０のトランシーバー３２０と無線
通信することによって、そこから衛生順守データを受信することを可能とするために、例
えば、ＲＦ（無線周波数）、ＩＲ（赤外線）、あるいは超音波のトランシーバーなどのト
ランシーバー４２０が、データ取得コントローラ４００に連結されている。しかしながら
、代替的に、データ収集ユニット１４０のトランシーバー３２０は、送信器に交換されて
もよく、さらに、データ取得ユニット１６０のデータ収集ユニット１４０によって使用さ
れているトランシーバー４２０は、受信器に交換されてもよい、ということは理解される
べきである。１つの態様では、衛生順守データの無線送信は、無認可のアクセスを防止す
るために、暗号化されていてもよい。
【００３０】
　同様にデータ取得コントローラ４００に連結されているものは、データ取得ユニット１
６０に対してユーザーが情報およびコマンドを入力することを可能とする、キーパッド４
３０である。例えば、キーパッド４３０は、後に説明される手法によって、データ取得ユ
ニット１６０およびデータ収集ユニット１４０においてコマンドを起動するために、さま
ざまなディスペンサー識別コードあるいは部屋識別コードをユーザーが入力することを可
能とする、数字および／または英数字のキーの組み合わせを備えていてもよい。さらに、
キーパッド４３０は、システム１００によって与えられるさまざまな機能を起動あるいは
制御するためのコマンドを入力するために、使用されてもよい。データを操作する他の手
段、あるいは、データ取得ユニット１６０によって与えられるさまざまな機能を制御する
他の手段も予想され、これは、タッチスクリーン、サムホイール、および、データの入力
あるいはデータ取得ユニット１６０との相互作用のための他の任意のシステムの使用を含
んでいる。
【００３１】
　さらに、データ取得ユニット１６０は、データ取得ユニット１６０に入力されたさまざ
まなコマンドおよび識別コードをユーザーが見ることを可能とする、ＬＣＤ（液晶ディス
プレイ）ディスプレイなどを備えていてもよいディスプレイ４４０を含んでいる。さらに
、ディスプレイ４４０は、また、データ収集ユニット１４０との通信の進展、および通信
の成功あるいは失敗に関するフィードバックを備えていてもよい。さらに、ディスプレイ
４４０は、ディスペンサー１２０に保持されているデータ収集ユニット１４０によって収
集された、さまざまな衛生イベントデータあるいはデータの要約、および他の任意の情報
を、ユーザーが見ることを可能とするように、構成されていてもよい。
【００３２】
　本発明における特定の実施形態では、携帯用のデータ取得ユニット１６０は、さらに、
データ取得コントローラ４００に連結されている、リード・ディスペンサー・ボタン４５
０およびリード・ルーム・ボタン４６０を含んでいる。従って、リード・ディスペンサー
・ボタン４５０が作動されているときには、キーパッド４３０は、データを取得すべき所
望のディスペンサー１２０のディスペンサー識別コードを入力するために使用される。デ
ィスペンサー識別コードがいったん入力されると、データ取得ユニット１６０は、トラン
シーバー４２０を始動するとともに、関連するデータ収集ユニット１４０に対して好適な
通信信号を送信し、これによって収集された衛生イベントデータを、無線によって回収す
る。
【００３３】
　追加的に、リード・ルーム・ボタン４６０が作動されているときには、ユーザーは、キ
ーパッド４３０を介して、１つあるいは複数の特定のディスペンサー１２０が配置されて
いる特定の部屋あるいはエリアに関連する、部屋識別コードを入力する。データ取得メモ
リーユニット４１０によって与えられたデータベースに保持されている、入力された部屋
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識別コードに関連するディスペンサー識別コードのリストが、ディスプレイ４４０に表示
され、この表示において、望まれているイベントデータに関する所望のディスペンサー識
別コードが、キーパッド４３０を介してユーザーによって選択される。次に、選択された
ディスペンサー１２０におけるデータ収集ユニット１４０において収集された衛生イベン
トデータが、データ取得ユニット１６０に対して、無線によって転送される。
【００３４】
　読み出し機能に関して提示されている実施例は、限定的なものではなく、また、他の実
施形態は、代替的な手法において読み出し機能が発生することを可能とするようにしても
よい、ということは理解されるべきである。例えば、リード・ルーム・ボタン４６０は、
転送範囲内にある全てのディスペンサー１２０を、自動的に読み出してもよい。他の実施
形態では、最も近いディスペンサー１２０あるいは最も近い部屋を読み出すようにあらか
じめ設定されることの可能な、単一のリードボタンだけが存在していてもよい。ＤＡＵ１
６０は、ドロップダウン・メニューから、ユーザーが、特定の病棟あるいはウィングなど
のグルーピングを選択することを促してもよい。さらに、ＤＡＵ１６０は、また、自動的
に、ディスペンサー１２０における、前に読み出しを試みたものと同一の読み出しパター
ンをたどるように、例えば、『２００号室が完了。２０１号室を読み出しますか？』のよ
うに、ユーザーを促してもよい。
【００３５】
　さらに、リード・ディスペンサー・ボタン４５０およびリード・ルーム・ボタン４６０
は、１つあるいは複数の操作モードを有効にするために、所定の順序で押されてもよく、
これらの操作モードは、最後のデータの転送あるいはインタロゲーションの後にデータ収
集ユニット１４０によって取得された、新しく収集されたイベントデータが、データ取得
ユニットによって回収される、新規読み出しモード；データ収集ユニット１４０によって
収集された全ての順守データが、データ取得ユニット１６０に転送される、全部読み出し
モード；および、データ収集ユニット１４０によって収集された全てのデータが、データ
取得ユニット１６０に転送され、その後、データ収集メモリーユニット３１０から消去さ
れる、読み出し／消去モードを含んでいる、ということは理解されるべきである。
【００３６】
　データ取得ユニット１６０は、また、このデータ取得ユニット１６０および／またはデ
ータ収集ユニット１４０におけるさまざまな状態の可聴式あるいは可視式の表示を提供し
得る、インジケーター４８０を含んでいる。例えば、インジケーター４８０は、ディスペ
ンサー１２０のデータ収集ユニット１４０からデータ取得ユニット１６０への衛生順守デ
ータの無線転送が完了していることの表示を提供し得る。他の態様では、ディスペンサー
１２０とデータ取得ユニット１６０との間における衛生順守データの無線転送にエラーが
生じた場合、インジケーターおよび／またはディスプレイ４４０は、衛生順守データが再
送信されることを必要としていること、あるいは、ユーザーがデータ収集ユニット１４０
の無線通信範囲にデータ取得ユニット１６０を移動する必要があることを表示するための
、プロンプトを提示する。
【００３７】
　さらに、データ取得ユニット１６０は、主として、携帯用のデバイスとして構成されて
いるために、バッテリー、スーパーキャパシタ、燃料電池などの携帯用の電源５２０によ
って電力供給を受けている。しかしながら、データ取得ユニット１６０は、代替的に、壁
コンセントなどの任意の好適な電源によって電力供給を受けてもよい、ということは理解
されるべきである。
【００３８】
　さらに、本発明における特定の実施形態では、データ収集ユニット１４０およびデータ
取得ユニット１６０に関連するさまざまなパラメータを設定するために、データ取得ユニ
ット１６０によって、設定ボタン５３０が提供されている。設定ボタン５３０は、所定の
順序で押されたときに異なるパラメータを設定するモードが入力されるように、構成され
ている。例えば、グルーピング期間設定モードが入力された場合、データ収集ユニット１



(13) JP 2011-36648 A 2011.2.24

10

20

30

40

50

４０によって使用される各時間区分あるいはグルーピング期間の期間を、キーパッド４３
０によって入力することが許される。さらに、データ収集ユニット１４０およびデータ取
得ユニット１６０によって使用あるいはアップデートされる日時を設定するための、日時
設定モードが入力されてもよい。携帯用のデータ取得ユニット１６０は、データ収集ユニ
ット１４０の動作に関連するさまざまなパラメータを設定するために、使用される。さら
に、データ収集ユニット１４０およびデータ取得ユニット１６０は、データ取得ユニット
１６０がデータ収集ユニット１４０と通信するたびに、データ取得ユニット１６０がデー
タ収集ユニット１４０の日時を設定するように、構成されていてもよい。さらに、ドウェ
ル時間設定モードが入力されてもよく、このモードでは、データ取得ユニット１６０が、
連続的な噴射供給動作あるいは他の連続的な衛生イベントが個別の衛生イベントとしてデ
ータ収集ユニット１４０によって処理されるまでに、満了しなければならない時間である
、ドウェル時間を設定する。１つの態様では、データ取得ユニット１６０は、データ収集
ユニット１４０のドウェル時間を、約３秒間というデフォルトのドウェル時間に設定する
ように構成されていてもよい。設定ボタン５３０を押すことによって入力されるさまざま
なモードに対するアクセスは、パスワードプロテクションによって制限されていてもよく
、この場合には、特定のパラメータを設定するモードを入力することが可能となる前に、
特定のパスワードが必要となる、ということは理解されるべきである。これにより、デー
タ収集ユニット１４０およびデータ取得ユニット１６０において、許可のない者が、シス
テム１００によって収集される衛生順守データを改竄しようとして、パラメータを設定す
ることが防止される。
【００３９】
　さらに、衛生順守監視システム１００が最初に動作状態に入ったときに、設定ボタン５
３０が使用されてもよく、これにより、所定の順序で設定ボタン５３０を押すことによっ
て、データ取得ユニット１６０が、初期化モードに入る。データ収集ユニット１４０にお
いて初期化モードがいったん入力されると、データ取得ユニット１６０が、『ジェネリッ
クの』すなわちプログラムされていない、各ディスペンサー１２０のデータ収集ユニット
１４０を、初期化あるいは設定するために使用される。これにより、データ収集コントロ
ーラ３００によって保持されているクロックが設定され、また、これにより、データ取得
ユニット１６０が、ディスペンサー１２０に関連するデータ収集ユニット１４０に対して
、ディスペンサー識別コードを割りあてる。さらに、データ取得ユニット１６０は、また
、データ収集ユニット１４０によって利用されるグルーピング期間あるいは時間区分の持
続時間を、所定のデフォルト値、例えば５分間などに設定するための、初期化モードの一
部としてのグルーピング期間／時間区分設定モードに入ってもよい。
【００４０】
　ＤＡＵ１６０によってデータが収集された後、このデータは、処理および／または分析
のためのコンピューティングデバイスに対して転送されてもよい。特定の実施形態では、
コンピューティングデバイスに対して直接的に導入されているソフトウェアによって、デ
ータが処理あるいは分析されてもよいし、また、レポートが生成されてもよい。他の実施
形態では、上記のデータは、さらに、このコンピューティングデバイスから、処理、分析
、あるいは報告のための手指衛生順守システムを提供するベンダーなどの第三者によって
管理されている可能性のある他のネットワークに対して転送されてもよい。このシステム
によって収集されたデータの処理、分析、あるいは報告は、ユーザーの施設内における手
指衛生順守をユーザーが改良することを可能とする可能性のある情報をユーザーに与える
ように、ユーザーの好みに応じてカスタマイズされてもよい、ということが予想される。
【００４１】
　従って、本発明における好ましい実施形態を要約すると、ディスペンサー１２０のそれ
ぞれにおけるデータ収集ユニット１４０が初期化された後では、ディスペンサー１２０は
、動作状態に入る。従って、データ収集ユニット１４０は、アクチュエーター２４０を監
視し、これにより、一連のアクチュエーター２４０の接続のそれぞれが、所定のサイズの
詰め替え容器２３０からの材料の噴射の供給動作をもたらす。従って、データ収集ユニッ
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ト１４０が、アクチュエーター２４０の接続あるいはポンプ２２０の作動のいずれかを監
視することによって、材料の噴射のそれぞれにおける供給動作を識別する。衛生データは
、アクチュエーター２４０の接続の回数、アクチュエーター２４０の作動によってディス
ペンサー１２０において初期化される、詰め替え容器２３０からの材料における個々の噴
射あるいは供給の回数、および／または、ディスペンサー１２０において発生する手指衛
生イベントの回数、を含んでいてもよい。詰め替え容器２３０からの噴射あるいはアクチ
ュエーター２４０の接続の回数を識別する、収集された衛生データは、これらが携帯用の
データ取得ユニット１６０によって回収されるまで、データ収集メモリーユニット３１０
に保存される。ディスペンサー１２０から衛生順守データが無線によって回収されること
が望まれた時点において、例えばデータ取得ユニット１６０におけるリード・ディスペン
サー・ボタン４５０あるいはリード・ルーム・ボタン４６０のいずれかなどの、リードボ
タンが押されて、これに応じて、選択された部屋あるいはディスペンサーに関連する衛生
順守データが、データ取得ユニット１６０に転送されるとともに、携帯用のメモリーユニ
ット１７０に保存される。
【００４２】
　１つあるいは複数のディスペンサー１２０からの衛生データが、データ取得ユニット１
６０を介して、データ収集ユニット１４０から無線によって取得された場合には、それは
、データポート５５０を介してデータ取得コントローラ４００に対して取り外し可能に連
結されている携帯用のメモリーユニット１７０に保存される。従って、携帯用のメモリー
ユニット１７０は、データ取得ユニット１６０から取り除かれるとともに、任意の好適な
、汎用のあるいはアプリケーションに特有の、例えば図４に示されているようなパーソナ
ルコンピューターなどの、遠隔地にあるコンピューティングデバイス５６０とインタフェ
ースされてもよい。すなわち、ディスペンサー１２０のそれぞれにおけるデータ収集ユニ
ット１４０から収集された衛生順守データは、携帯用のデータ取得ユニット１６０に対し
て無線によって転送される。
【００４３】
　データ取得ユニット１６０によっていったん受信されると、衛生順守データは、携帯用
のメモリーユニット１７０に保存され、その後、この携帯用のメモリーユニット１７０は
、取り外されて、販売業者のコンピューターあるいはネットワークなどの、遠隔地にある
コンピューターシステムあるいはネットワーク５６２と通信する、コンピューティングデ
バイス５６０に取り付けられる。遠隔地にあるコンピューターネットワーク５６２は、有
線あるいは無線のコンピューターネットワーク・インターフェイスを使用することによっ
て、インターネット、ＬＡＮ（ローカルエリア・ネットワーク）、ＷＡＮ（ワイドエリア
・ネットワーク）、あるいは他の任意の好適な通信ネットワーク５６４を介してネットワ
ークに接続されている、１つあるいは複数のコンピューターを備えていてもよい、という
ことは理解されるべきである。遠隔地にあるコンピューターネットワーク５６２において
衛生イベントデータがいったん受信されると、この順守データは、レポート５６６を生成
するために分析される。
【００４４】
　このように、衛生順守監視システム１００を利用する消費者は、データ収集ユニット１
４０を介して、複数のディスペンサー１２０から、衛生イベントデータを収集し得る。そ
して、システム１００のユーザーが、各ディスペンサー１２０のデータ収集ユニット１４
０における通信範囲にデータ取得ユニット１６０を移動することによって、衛生順守デー
タが、データ取得ユニット１６０における携帯用のメモリーユニット１７０に対して無線
によって転送される。そして、携帯用のメモリーユニット１７０は、データ取得ユニット
１６０から取り外されて、コンピューティングデバイス５６０に挿入される。この順守デ
ータは、分析のために、コンピューティングデバイス５６０に導入されているソフトウェ
アプログラムに転送されてもよいし、あるいは、イベントデータは、衛生順守監視システ
ム１００のベンダーなどの第三者によって保持されている可能性のある、遠隔地にあるコ
ンピューターネットワーク５６２に転送されてもよい。コンピューティングデバイス５６
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０あるいは遠隔地にあるコンピューターネットワーク５６２のソフトウェアシステムは、
データを処理および分析することによって、消費者のディスペンサー１２０の利用に関連
する傾向を要約する、有意義なレポート５６６を生成する。
【００４５】
　携帯用のメモリーユニット１７０を用いることに代えて、トランシーバー４２０が遠隔
地にあるコンピューティングデバイス５６０に対して衛生順守データを同様に無線によっ
て転送することが可能となるように、データ取得ユニット１６０が構成されていてもよい
、ということも理解されるべきである。データ量が多すぎて、インターネットあるいは他
のネットワークコネクションを介してアップロードすることができない場合には、ＤＡＵ
１６０は、直接的に接続することによって、携帯用のメモリーユニット１７０に対してデ
ータセットを送信することも可能である、ということが予想される。
【００４６】
　このようにして、上述した衛生イベント監視システム１００の構成部材を用いることに
よって、ディスペンサー１２０において衛生イベントデータを収集するためにシステム１
００によって実行される、図５Ａ－Ｂに示されている、一般的に符号６００によって指し
示されている動作ステップが、以下に提示される。最初に、ステップ６１０において、デ
ータ取得ユニット１６０において所定の順序で設定ボタン５３０を押すことによって、デ
ィスペンサー１２０における『ジェネリックの』データ収集ユニット１４０が、初期化モ
ードに入る。ステップ６２０におけるデータ収集ユニット１４０の初期化の際には、デー
タ収集ユニット１４０において、日時、グルーピング期間あるいは時間区分の持続時間、
およびドウェル時間が設定される。さらに、ステップ６２０において、データ取得ユニッ
ト１６０は、ステップ６３０に続く前に、データ収集ユニット１４０に対して一意的なデ
ィスペンサー識別コードを割りあてる。ステップ６３０において、プロセス６００は、グ
ルーピング期間のスタートを開始するとともに、所定の順序での設定ボタン５３０の押圧
に応じて、現在の日時を割りあてられる。ステップ６３０とほぼ同時に、ステップ６４０
が実行され、これに応じて、データ収集ユニット１４０が、ディスペンサーアクチュエー
ター２４０の監視を開始する。グルーピング期間の全体にわたって、ステップ６４０が、
アクチュエーター２４０の作動あるいは接続の回数、および、ドウェル時間中に発生した
手指衛生イベントの回数の双方を、積算することになる。ステップ６５０に進むと、プロ
セスは、進行中のグルーピング期間が満了しているか否か、を判定する。進行中のグルー
ピング期間が満了していた場合、プロセスは、ステップ６６０へと進み、ここでは、デー
タ収集ユニット１４０が、そのスタート時間を指定しながら、次のグルーピング期間を開
始する。しかしながら、進行中のグルーピング期間が満了していない場合には、プロセス
は、ステップ６７０に進み、ここでは、プロセスは、アクチュエーター２４０が接続され
ているか否か、を判定する。
【００４７】
　ステップ６７０において、アクチュエーター２４０が接続されていなかった場合には、
その後、プロセスは、ステップ６４０に戻り、アクチュエーター２４０の監視を再開する
。しかしながら、アクチュエーター２４０が接続されていた場合には、プロセスは、ステ
ップ６８０に進み、ここでは、プロセスは、データ収集メモリーユニット３１０が満杯に
なっているか否か、を判定する。データ収集メモリーユニット３１０が満杯になっている
、とプロセスが判定した場合には、プロセスは、ステップ６９０に進み、ここでは、現在
において収集されている衛生順守データのためのスペースをつくるために、データ収集メ
モリーユニット３１０において最も初期の時間に保存された、グルーピング期間が消去さ
れる。このように、データ収集メモリーユニット３１０は、現在において収集されている
衛生順守データのために利用可能なメモリースペースをつくるために、ＦＩＦＯ（ファー
ストイン－ファーストアウト）のメモリー管理スキームを利用しており、その結果として
、データ収集メモリーユニット３１０におけるメモリーの枯渇が防止されている。ステッ
プ６９０の完了後、ステップ６８０においてデータ収集ユニット１４０が満杯ではないと
判定された場合には、プロセスは、ステップ７００に進む。
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【００４８】
　ステップ７００において、プロセスは、一連のアクチュエーター２４０の接続の間の時
間が、設定されているドウェル時間よりも短いか否か、を判定する。一連のアクチュエー
ター２４０の接続の間に経過した期間が、あらかじめ設定されているドウェル時間よりも
少なくないか、あるいはこれと等しい場合には、プロセスは、ステップ７１０に進み、こ
こでは、進行中のグルーピング期間に関連するイベントカウントが、アクチュエーター２
４０の接続における全体の回数によってインクリメントされるとともに、データ収集メモ
リーユニット３１０に保存される。しかしながら、一連のアクチュエーター２４０の接続
の間に経過した期間が、あらかじめ設定されているドウェル時間よりも少ないか、あるい
はこれと等しい場合には、プロセスは、ステップ７２０に進む。ステップ７２０では、進
行中のグルーピング期間に関連するイベントカウントが、検出されたアクチュエーターの
接続のそれぞれによって、インクリメントされる。ステップ７１０および７２０の完了後
、プロセスは、ステップ６４０に戻る。
【００４９】
　１つあるいは複数のディスペンサー１２０が、上述したように動作状態に入るとともに
、衛生イベントデータを収集した後、図６に示すように、一般的に参照符号８００によっ
て指し示されている動作ステップに基づいて、１つあるいは複数のデータ取得ユニット１
６０が、イベントデータを回収するために使用される。最初に、データ収集ユニット１４
０からの衛生イベントデータの取得を開始するために、データ取得ユニット（ＤＡＵ）１
６０が、ステップ８１０において示されているように、データ収集ユニット（ＤＣＵ）１
４０におけるトランシーバー３２０の通信範囲に移動される。次に、ステップ８２０にお
いて、ユーザーは、データ取得ユニット１６０のキーパッド４３０を用いることによって
、所望の読み出しモードを選択し、このときには、ユーザーは、従前に説明したように、
新規読み出しモード、全部読み出しモード、および、読み出し／消去モードから選択する
ことが可能である。ステップ８３０に進むと、プロセスは、データ取得ユニット１６０に
おいて、リード・ディスペンサー・ボタン４５０あるいはリード・ルーム・ボタン４６０
が押されているか否か、を判定する。リード・ディスペンサー・ボタン４５０が押されて
いる場合には、プロセスは、ステップ８４０に進み、ここでは、ユーザーが衛生イベント
データを取得したいと望んでいるディスペンサー１２０に与えられている、データ収集ユ
ニット１４０に関連するディスペンサー識別コードを、ユーザーが入力する。ステップ８
５０に進むと、データ取得ユニット１６０は、関連するディスペンサー１２０のデータ収
集ユニット１４０から、衛生イベントデータを無線によって取得する。代替的に、ステッ
プ８３０において、ユーザーが、リード・ルーム・ボタン４６０を押していた場合には、
プロセスは、ステップ８６０に進み、これに応じて、ユーザーは、取得されるべき衛生イ
ベントデータを包含している１つあるいは複数のディスペンサーが取り付けられている特
定の部屋を識別する部屋識別コードを、入力あるいは選択する。次に、ステップ８７０に
おいて、データ取得ユニット１６０は、入力された部屋コードに関連するディスペンサー
１２０における全てのディスペンサー識別コードを、ディスプレイ４４０を介して、連続
的に提示する。従って、ステップ８８０に示されているように、ユーザーは、その衛生イ
ベントデータを取得したいと望む１つあるいは複数のディスペンサー識別コードを選択す
ることが可能となるか、あるいは、衛生イベントデータを取得するために全てのディスペ
ンサー識別コードを選択し得る。衛生イベントデータが求められている所望のディスペン
サー識別コードがいったん選択されると、プロセスは、ステップ８９０に進み、ここでは
、データ取得ユニット１６０が、選択されたディスペンサー識別コードを有するディスペ
ンサー１２０のデータ収集ユニット１４０から、衛生イベントデータを無線によって取得
する。ステップ８５０あるいは８９０のいずれかにおいて、衛生イベントデータがいった
ん取得されると、プロセスは、ステップ９００に進み、ここでは、衛生順守データが、デ
ータ取得ユニット１６０における携帯用のメモリーユニット１７０に保存される。次に、
ステップ９１０に示されているように、携帯用のメモリーユニット１７０を、データ取得
ユニット１６０から取り外すとともに、従前に説明したような衛生順守レポートを生成す
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るために、遠隔地にあるコンピューティングデバイス５６０に取り付けることが可能とな
る。
【００５０】
　以上のように、本発明における１つあるいは複数の実施形態における１つの利点は、衛
生イベント監視システムが、ディスペンサーのアクティビティーを監視するための、単純
かつユーザーフレンドリーなシステムを提供することにある、ということが理解されるは
ずである。本発明における他の利点は、衛生イベント監視システムによって、ユーザーが
、相当な距離あるいは範囲において、ディスペンサーから衛生順守データを無線によって
収集することが可能となる、ということにある。本発明におけるさらに他の利点は、衛生
イベント監視システムにおいて、データ収集ユニットから取得されたデータが、衛生イベ
ントのレポートを作成するために、遠隔地にあるコンピューティングデバイスとインタフ
ェースすることの可能な携帯用のメモリーユニットに保存される、ということにある。
【００５１】
　特定の実施形態を参照しながら、相当に詳細に本発明を説明してきたが、他の実施形態
も実施可能である。従って、添付されている特許請求の範囲における精神および範囲は、
この明細書に含まれている実施形態の説明に限定されるべきではない。

【図１】 【図２】
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【図５Ａ】 【図５Ｂ】



(19) JP 2011-36648 A 2011.2.24

【図６】



(20) JP 2011-36648 A 2011.2.24

フロントページの続き

(72)発明者  チップ・カーティス
            アメリカ合衆国　イリノイ　６０１１８　ウエストダンディー　ノースサード　２１０
Ｆターム(参考) 4C058 AA29  BB07  DD01  DD14  EE26  JJ06 
　　　　 　　  5K048 BA01  BA34  EB11  EB12  EB13  HA01  HA02 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

