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(57)【要約】
【課題】統合臨床検査室用ソフトウェアシステムを提供
すること。
【解決手段】各々が、特定の予め定められた試験を被検
物に対して実行するための、少なくとも１種の被検物処
理モジュール（５０）が都合良く提供される。統合ワー
クフロー自動化プログラミングが、複数の被検物処理モ
ジュールと通じている。被検物処理モジュールは、機器
ハードウェアおよび埋め込み処理制御ソフトウェア（１
４２）を含める。ワークフロー自動化プログラミングは
、被検物処理モジュールによって実行される利用可能な
試験に対するユーザーリクエストを処理するリクエスト
処理プログラミングを含み、試験を実行する複数の被検
物処理モジュールの機能制御を提供する機能制御プログ
ラミングを含み、試験の試験結果データの処理を提供す
る結果データ管理プログラミングを含む。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
被検物を試験するための統合臨床検査室用システムであって、
　前記被検物に対して複数の試験を実行するための複数の被検物処理モジュールと、
　プロセッサと、
　ユーザーインターフェースと、
　ソフトウェアが記録されているメモリと
　を含み、
　前記ソフトウェアは、
　統合ワークフロー自動化ソフトウェアであって、前記統合ワークフロー自動化ソフトウ
ェアは、前記プロセッサに前記被検物処理モジュールのうちのいずれかと通信させ、前記
統合ワークフロー自動化ソフトウェアは、前記試験のうちのいずれかに対するユーザーリ
クエストを前記プロセッサに処理させるためのリクエスト処理ソフトウェア、前記試験の
うちのいずれかを実行するための前記被検物処理モジュールのうちのいずれかの機能制御
を前記プロセッサに提供させるための機能制御ソフトウェア、および前記試験のうちのい
ずれかの試験結果データを前記プロセッサに処理させるための結果データ管理ソフトウェ
アを含んでいる、統合ワークフロー自動化ソフトウェアと、
　ユーザーが前記統合臨床検査室用システムを制御および監視することを可能とするため
に、前記ユーザーインターフェースと前記統合ワークフロー自動化ソフトウェアとの間の
通信を前記プロセッサに確立させるための統合ユーザーインターフェースソフトウェアと
　を含み、
　前記結果データ管理ソフトウェアは、事後分析的検査室処理ソフトウェアを含み、前記
事後分析的検査室処理ソフトウェアは、前記プロセッサに、特定の派生方式または１つ以
上の共用属性を用いて、関連する試験結果データを関連付けることによって、前記複数の
被検物処理モジュールからの前記試験結果データを統合させることにより、結果セットオ
ブジェクトを形成させ、
　前記統合ワークフロー自動化ソフトウェアが、前記ユーザーリクエストの処理、前記試
験のうちのいずれか、および前記被検物の前記試験結果データの処理を実行するように構
成されている統合アーキテクチャを有する、
統合臨床検査室用システム。
【請求項２】
前記統合ワークフロー自動化ソフトウェアが、試験に対する複数のリクエストが受け取ら
れ、処理を必要とする状態にある場合に、前記被検物処理モジュールの異なるものの間で
の試験リクエストの組の割り当ておよびスケジューリングのためのソフトウェアをさらに
含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
被検物を前記被検物処理モジュールへおよび前記被検物処理モジュールから移送するため
の少なくとも１つの被検物受け渡しモジュールをさらに含む、請求項１に記載のシステム
。
【請求項４】
前記統合ワークフロー自動化ソフトウェアが、被検物の位置、前記被検物処理モジュール
の各々が前記試験を実行する処理部位への経路および分配を制御するためのソフトウェア
をさらに含む、請求項３に記載のシステム。
【請求項５】
前記統合ワークフロー自動化ソフトウェアが、複数のシステムユーザーオブジェクトを含
んでおり、各システムユーザーオブジェクトは、それぞれのシステムユーザーオブジェク
トに対するユーザーの型に基づいて、前記システムとのユーザー相互作用を定義する、請
求項１に記載のシステム。
【請求項６】
前記複数のシステムユーザーオブジェクトが、
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　ユーザー試験リクエストを処理し、前記複数の被検物処理モジュールのうちのいずれか
についての試験操作ステータス情報を提供するための試験オペレーターオブジェクトと、
　前記被検物処理モジュールのうちのいずれかについての操作モードおよびステータスを
制御するための、ユーザーコマンドに応答する機器オペレーターオブジェクトと
　を含む、請求項５に記載のシステム。
【請求項７】
前記複数のシステムユーザーオブジェクトが、
　前記被検物処理モジュールのうちのいずれかのメンテナンスに関連するサービスタスク
を実行するための、ユーザーコマンドに応答するサービステックオブジェクトと、
　コンピューターシステムのコンフィギュレーションを管理するための、ユーザーリクエ
ストに応答するシステム管理機構オブジェクトと
　からなる群の少なくとも１つをさらに含む、請求項６に記載のシステム。
【請求項８】
前記複数のシステムユーザーオブジェクトが、バーコード読み取り装置を介して受け渡さ
れるユーザー入力に応答するバーコードリーダーユーザーオブジェクトをさらに含む、請
求項６に記載のシステム。
【請求項９】
前記統合ワークフロー自動化ソフトウェアが、
　前記試験を実行する能力を有する被検物処理モジュールが前記システムにおいて利用可
能である場合に、いずれかの試験が指定され、処理を受諾され、そしてスケジューリング
されることを可能とするための、オーダーエントリーおよび試験計画オブジェクトと、
　前記被検物処理モジュールのうちのいずれかの管理を提供するための、機器複合体オブ
ジェクトと、
　前記試験の結果を処理し、検証するための、結果処理および妥当性検査オブジェクトと
　をさらに含み、
　前記オーダーエントリーおよび試験計画オブジェクト、前記機器複合体オブジェクト、
および前記結果処理オブジェクトが、各々、前記複数のシステムユーザーオブジェクトと
通信する、
請求項５に記載のシステム。
【請求項１０】
前記統合ワークフロー自動化ソフトウェアが、
　被検物の位置を監視し、選ばれた被検物処理モジュールへの被検物の経路を制御するた
めの、論理的移送オブジェクトと、
　前記統合ワークフロー自動化ソフトウェアを用いた任意の被検物処理モジュールの制御
を可能にするように構成された外部インターフェースである物理的機器シェルと
　をさらに含み、
　前記物理的機器シェルが、前記被検物処理モジュールに前記被検物を受け渡して、前記
試験を実行するために、前記論理的移送オブジェクト、前記機器複合体オブジェクト、お
よび前記結果処理および妥当性検査オブジェクトと通信する、
請求項９に記載のシステム。
【請求項１１】
前記統合ワークフロー自動化ソフトウェアが、前記システムユーザーオブジェクト、結果
処理および妥当性検査オブジェクト、オーダーエントリーおよび試験計画オブジェクト、
機器複合体オブジェクト、論理的移送オブジェクト、および物理的機器シェルの各々と通
信している共通インフラストラクチャーオブジェクトをさらに含む、請求項１０に記載の
システム。
【請求項１２】
前記共通インフラストラクチャーオブジェクトが、オブジェクト分配、メッセージ送信、
例外処理、およびオブジェクト永続性をインプリメントする、請求項１１に記載のシステ
ム。
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【請求項１３】
前記オブジェクト永続性が、前記被検物処理モジュールから受け取られる試験結果データ
のデータベースを維持するためのソフトウェアを含む、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１４】
前記複数の被検物処理モジュールのそれぞれが、機器ハードウェアおよび埋め込み処理制
御ソフトウェアを含む、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１５】
前記統合ワークフロー自動化ソフトウェアが、リクエストされた特定の試験に提供される
医療保険コードデータを検証するためのソフトウェアをさらに含む、請求項５に記載のシ
ステム。
【請求項１６】
前記統合アーキテクチャが、作業負荷分配ポリシーに従って、前記被検物処理モジュール
のそれぞれによって実行されるべき試験のうちのいずれかを分配するように、さらに構成
されている、請求項１に記載のシステム。
【請求項１７】
前記統合アーキテクチャが、前記ユーザーリクエストに基づいて、１つ以上の試験アクテ
ィビティーを含む試験計画を自動的に作成するように、さらに構成されており、前記試験
アクティビティーのそれぞれは、前記被検物処理モジュールのうちの１つ以上によって実
行されるように構成されている、請求項１に記載のシステム。
【請求項１８】
前記統合アーキテクチャが、前記試験アクティビティーのそれぞれを処理するための、前
記被検物処理モジュールのうちの１つ以上を自動選択するように、さらに構成されている
、請求項１７に記載のシステム。
【請求項１９】
前記統合アーキテクチャが、複数の前記被検物処理モジュールからの結果データを統合す
るように、さらに構成されている、請求項１に記載のシステム。
【請求項２０】
前記統合アーキテクチャが、１つ以上の試験を実行するように構成された１つ以上の機器
を追加することによって拡張可能であるように構成されている、請求項１に記載のシステ
ム。
【請求項２１】
前記統合アーキテクチャが、前記統合ワークフロー自動化ソフトウェアの公開インターフ
ェースを介して拡張可能であるように構成されている、請求項２０に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
技術分野
　本発明は、統合臨床検査室用システムに関し、より詳細には、検査室試験に関連する事
前分析的検査室処理、分析的検査室処理、および事後分析的検査室処理を自動的に実行す
るための統合臨床検査室用システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
背景となる技術
　検査室被検物の試験は、ヘルスケアシステムおよび病院運用の重要かつ不可欠な部分で
ある。このような試験の結果は、患者管理の決定において極めて重要であることが多く、
ゆえに、いつでも容易かつ効率的に提供されなければならない。しかしながら、現代の病
院および独立分析検査室においては、実行されるべき試験の量および多様性のゆえに、こ
のような試験を管理し、実行し、そしてリポートするための、より信頼性が高く、より有
効な手段を見出そうとする継続的な要求が存在する。
【０００３】
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　また、コストも、現在のヘルスケア環境において考慮されなければならない要因である
。病院および臨床検査室は、より少ない金額で、より多く、より良好な結果を提供しよう
とする圧力下にある。従って、生き残るためには、彼らは、妥当な価格で高品質のケアお
よび試験を提供するための新しい、より良好な方法を見出し続けなければならない。分析
的試験に関連する１つの重要なコスト要因は、臨床検査室を維持、運用、および管理する
のに必要とされる人員の数に帰することができる。事前分析的検査室処理、分析的検査室
処理、および事後分析的検査室処理に関連するアクティビティーのすべての手法のために
、非常に多くの人員が必要とされる。例えば、事前分析的処理には、概して、オーダーエ
ントリー、被検物の収集およびラベル表示、被検物の受領、被検物の分類、分割、被検物
の受け渡し、作業負荷調整、および反射検査命令が含まれる。分析的処理には、伝統的に
、品質管理分析、分析装置のチェック、被検物の識別、サンプルの分析、サンプルの調製
、および試験の反復が含まれる。最後に、事後分析的処理には、試験データのレビュー、
結果の検証、品質保証分析、保険金請求、結果データの保管、被検物の保管、および被検
物の検索が含まれる。
【０００４】
　コストを削減するために、上記に概説した処理工程の１種またはそれ以上における助け
となる種々の自動化システムが開発されている。しかしながら、このようなシステムは、
概して、事前分析的検査室処理、分析的検査室処理、または事後分析的検査室処理のいず
れかのみに関連する処理に限定されている。場合によっては、あるプロセスエリアにおけ
るシステムが他のプロセスエリアにおけるシステムと通じることを可能とするための通信
インターフェースが提供されている。しかしながら、それにもかかわらず、このようなシ
ステムは、機構、機能、およびプロセスエリアにおいて容易に拡張可能な真に統合された
フレームワークを促進する包括的アーキテクチャを提供することはできない。
【０００５】
　例えば、Markinの米国特許第5,614,415号には、分析的処理の一部を自動化するための
方法が開示されている。Markinの方法においては、医師が、一般的な病院情報システム（
ＨＩＳ）にデータを入力することによって、試験をリクエストすることができる。この情
報は、ＨＩＳによって、別個の検査室情報システム（ＬＩＳ）に転送される。次に、ＬＩ
Ｓは、技術者に、被検物を検索するように指示し、識別コードを有する容器を提供する。
この識別コードは、レシービングステーションにおいてカタログされるものであってもよ
い。被検物および実行されるべき試験に関する情報が、ＬＩＳから検索され、後に、種々
の局面における被検物の移送の自動化に使用される。このシステムは、ＬＩＳ情報を使用
して、必要とされる試験が行われるべきワークステーションへのコンベヤーによる被検物
の経路を指定し、試験のための被検物の優先順位付けを行い、そしてワークステーション
においてキーボードを介してＬＩＳに入力された試験結果を伝送する。次に、ＬＩＳは、
ＨＩＳまたは別個のワークステーションにいる医師と通信することもできる。
【０００６】
　もう１つのこのようなシステムは、Margrey 他の米国特許第 5,631,844号において開示
されている。このシステムは、例えば、外来患者診療室に配置された、複数の遠隔分析機
器を含む。離れた場所にあるこれらの複数の遠隔分析機器は、各々が、作動すべきローカ
ルなディスプレーを有する専用コンピューターとのインターフェースを有し、上記分析機
器と相互作用する。また、上記コンピューターは、分析機器とサーバーとの間のインター
フェースとしてもはたらく。このサーバーは、患者の人口統計および分析結果などのデー
タベースを保管し、かつ、種々のユーザーと対話式に、データを自動的に検索および保管
することを可能とするためのものである。別のコンピューターおよびディスプレーを有す
る中央検査室は、上記サーバーを通して、上記専用コンピューターと相互作用して、被検
物の分析のレビュー、評価、および受諾または拒絶を行う。
【０００７】
　欧州特許第0676 053-B1号（国際公開第WO94/15219号）は、米国特許第 5,614,415号に
関連しており、検査室において被検物を自動的に試験および追跡するための方法を開示し
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ている。このシステムは、コンベヤーを利用して、被検物を、作業場所へ、および作業場
所から動かしている。各々の被検物およびそのキャリアーには、機械可読コードが付けら
れている。各々の被検物に対して実行されるべき試験、その機械可読コード、並びに優先
順位情報などの、各々の被検物に関する情報が、コンピューターデータベースに加えられ
る。これらの被検物は、コンベヤーによって、試験が実行される各々のワークステーショ
ンへと動かされ、試験結果に関するデータは、上記コンピューターデータベースに入力さ
れる。
【０００８】
　上述の従来技術のシステムの各々の大きな短所は、それらが、検査室試験に関連するタ
スクの包括的集合のいくつかまたはすべての実装に拡張可能な、包括的ソフトウェアアー
キテクチャソリューションを提供することができないということである。これらの短所は
、少なくとも部分的には、時を経て発展してきた臨床検査室ワークフローの従来のあり方
に帰することができる。特に、このようなシステムは、慣習的に、上述の事前分析的タス
ク、分析的タスク、および事後分析的タスクに関連する処理を、別個のものとしてきた。
この伝統的なあり方に応じて、従来の臨床検査室システムは、主として、独立系および／
または自律系として設計されてきた。このあり方は、新しいコンピューター技術の使用を
妨げ、検査室ワークフローの全自動化の障害である。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００９】
本発明の要約
　本発明は、被検物を試験するための統合臨床検査室用コンピューターソフトウェアシス
テムに関する。特定の予め定められた試験を被検物に対して実行するための、１種または
それ以上の被検物処理モジュールが提供されているのが好都合である。統合ワークフロー
自動化プログラミングが、上記複数の被検物処理モジュールと通じている。これらの被検
物処理モジュールは、機器ハードウェアおよび埋め込み処理制御ソフトウェアを含むこと
ができる。
【００１０】
　上記ワークフロー自動化プログラミングは、１）上記被検物処理モジュールによって実
行されるべき利用可能な試験に対するユーザーリクエストをも処理するためのリクエスト
処理プログラミングを含み、また、２）上記試験を実行するための被検物処理モジュール
の機能制御を提供する機能制御プログラミングをも含み、さらに、３）上記試験の試験結
果データの処理を提供する結果データ管理プログラミングをも含む。統合ユーザーインタ
ーフェースプログラミングが、事前分析的タスク、分析的タスク、および事後分析的タス
クなどの、コンピューターシステム操作のすべての局面をユーザーが制御および監視する
ことを可能とするための、前記統合ワークフロー自動化プログラミングと通じている。
【００１１】
　本発明の１つの態様によれば、上記ワークフロー自動化プログラミングが、試験に対す
る複数のリクエストが受け取られ、処理を必要とする状態にある場合に、上記被検物処理
モジュールの異なるものの間での試験リクエストの組の割り当ておよびスケジューリング
のためのプログラミングをさらに含む。
【００１２】
　本発明のもう１つの態様によれば、被検物を上記被検物処理モジュールへおよび前記被
検物処理モジュールから移送するための少なくとも１種の被検物受け渡しモジュールが提
供され、上記ワークフロー自動化プログラミングが、被検物の位置、上記被検物処理モジ
ュールの各々が上記試験を実行する処理部位への経路および配布を制御するためのプログ
ラミングをさらに含む上記ワークフロー自動化プログラミングが、試験手順の、品質管理
要求条件との対応性を評価するためのプログラミングをさらに含むこともできる。
【００１３】
　本発明の１つの重要な態様は、上記ワークフロー自動化手段が、各々が別個のユーザー
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操作可能カテゴリーをカプセル化している複数のシステムユーザーオブジェクトから集成
されているものである。上記複数のシステムユーザーオブジェクトは、（１）ユーザー試
験リクエストを処理し、上記複数の被検物処理モジュールについての試験操作ステータス
情報を提供するための試験オペレーターオブジェクト、および（２）上記被検物処理モジ
ュールについての操作モードおよびステータスを制御するための、ユーザーコマンドに応
答する機器オペレーターオブジェクト、を含むのが好都合である。
【００１４】
　本発明のもう１つの態様によれば、上記システムユーザーオブジェクトが、（３）上記
被検物処理モジュールのメンテナンスに関連するサービスタスクを実行するための、ユー
ザーコマンドに応答するサービステックオブジェクト、（４）上記被検物処理モジュール
によって提供される試験結果データの手動検証のための、ユーザーコマンドに応答する結
果検証機構オブジェクト、および（５）上記コンピューターシステムのコンフィギュレー
ションを管理するための、ユーザーコマンドに応答するシステム管理機構オブジェクトな
どの、１種またはそれ以上のオブジェクトをさらに含むことができる。最終的に、上記複
数のシステムユーザーオブジェクトは、バーコード読み取り装置を介して受け渡される、
ユーザー入力に応答するバーコードリーダーユーザーオブジェクトをも含むこともできる
。特定の機能ではなく各々のユーザーに向けられた別個のプログラミングオブジェクトを
提供することによって、このシステムは、従来技術と比較して大幅に改良されたレベルの
統合および拡張性を達成する。
【００１５】
　本発明の１つの態様によれば、上記ワークフロー自動化プログラミングが、上記被検物
処理モジュールから受け取られる試験結果データのデータベースを維持するためのプログ
ラミングを含むことができる。このような試験結果データベースは、上述の結果データ管
理のためのプログラミングによってアクセス可能であるのが好ましい。
【００１６】
　上記ワークフロー自動化プログラミングが、リクエストされた特定の試験に提供される
医療保険コードデータを検証するためのプログラミングをさらに含むのが好都合である場
合がある。このようなプログラミングは、実行された試験についての請求を促進するため
に、上記リクエスト処理プログラミングまたは上記結果データ管理プログラミングのいず
れかによってアクセスされることができる。
本発明は、例えば、以下を提供する。
（項目１）　被検物を試験するための統合臨床検査室用ソフトウェアシステムであって、
　上記被検物に対して少なくとも１種の試験を実行するための少なくとも１種の被検物処
理モジュール、
　上記複数の被検物処理モジュールと通じており、上記試験に対するユーザーリクエスト
を処理するためのリクエスト処理手段、上記試験を実行するための上記複数の被検物処理
モジュールの機能制御を提供するための機能制御手段、および上記試験の試験結果データ
を処理するための結果データ管理手段を含んでいる、統合ワークフロー自動化手段、
　ユーザーがコンピューターシステムを制御および監視することを可能とするための、上
記統合ワークフロー自動化手段と通じている、統合ユーザーインターフェース手段、を含
み、
　上記統合ワークフロー自動化手段が、上記被検物および上記データの事前分析的検査室
処理、分析的検査室処理、並びに事後分析的検査室処理のいずれの態様をも実行するよう
に構成されている統合アーキテクチャを有する、
統合臨床検査室用ソフトウェアシステム。
（項目２）　上記ワークフロー自動化手段が、試験に対する複数のユーザーリクエストが
受け取られ、処理を必要とする状態にある場合に、上記被検物処理モジュールの異なるも
のの間での試験リクエストの組の割り当ておよびスケジューリングのための手段をさらに
含む、項目１に記載のソフトウェアシステム。
（項目３）　被検物を上記被検物処理モジュールへおよび上記被検物処理モジュールから
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移送するための少なくとも１種の被検物受け渡しモジュールをさらに含む、項目１に記載
のソフトウェアシステム。
（項目４）　上記ワークフロー自動化手段が、被検物の位置、上記被検物処理モジュール
の各々が上記試験を実行する処理部位への経路および配布を制御するための手段をさらに
含む、項目３に記載のソフトウェアシステム。
（項目５）　上記ワークフロー自動化手段が、試験手順の、品質管理要求条件との対応性
を評価するための手段をさらに含む、項目１に記載のソフトウェアシステム。
（項目６）　上記ワークフロー自動化手段が、各々が別個のユーザー操作可能カテゴリー
をカプセル化している複数のシステムユーザーオブジェクトを含んでなる、項目１に記載
のソフトウェアシステム。
（項目７）　上記複数のシステムユーザーオブジェクトが、
　ユーザー試験リクエストを処理し、上記複数の被検物処理モジュールについての試験操
作ステータス情報を提供するための試験オペレーターオブジェクト、および
　上記被検物処理モジュールについての操作モードおよびステータスを制御するための、
ユーザーコマンドに応答する機器オペレーターオブジェクト、
を含んでなる、項目６に記載のソフトウェアシステム。
（項目８）　上記複数のシステムユーザーオブジェクトが、
　上記被検物処理モジュールのメンテナンスに関連するサービスタスクを実行するための
、ユーザーコマンドに応答するサービステックオブジェクト、
　上記被検物処理モジュールによって提供される試験結果データの手動検証のための、ユ
ーザーコマンドに応答する結果検証機構オブジェクト、および
　上記コンピューターシステムのコンフィギュレーションを管理するための、ユーザーコ
マンドに応答するシステム管理機構オブジェクト、
からなる群の少なくとも１種をさらに含んでなる、項目７に記載のソフトウェアシステム
。
（項目９）　上記複数のシステムユーザーオブジェクトが、バーコード読み取り装置を介
して受け渡されるユーザー入力に応答するバーコードリーダーユーザーオブジェクトをさ
らに含んでなる、項目７に記載のソフトウェアシステム。
（項目１０）　上記ワークフロー自動化手段が、
　上記試験を実行する能力を有する被検物処理モジュールが上記システムにおいて利用可
能である場合に、試験を指定し、処理を受諾し、そしてスケジューリングすることを可能
とするための、オブジェクトのオーダーエントリーおよび試験計画カテゴリー、
　上記被検物処理モジュールの完全な管理を提供するための、オブジェクトの機器複合体
カテゴリー、並びに
　上記試験の結果を処理し、検証するための、結果処理および妥当性検査カテゴリー、を
さらに含んでなり、
　上記オーダーエントリーおよび試験計画カテゴリー、上記機器複合体カテゴリー、およ
び上記結果処理カテゴリーの上記オブジェクトが、各々、上記複数のシステムユーザーオ
ブジェクトと通じている、
項目６に記載のソフトウェアシステム。
（項目１１）　上記統合ワークフロー自動化手段が、
　被検物の位置を監視し、選ばれた被検物処理モジュールへの被検物の経路を制御するた
めの、オブジェクトの論理的移送カテゴリー、および
　被検物処理モジュールの型または設計を表すための、オブジェクトの物理的機器カテゴ
リー、をさらに含んでなり、
　上記物理的機器カテゴリーのオブジェクトが、上記被検物処理モジュールに上記被検物
を受け渡して、上記試験を実行するために、上記論理的移送カテゴリー、上記機器複合体
カテゴリー、および上記結果処理および妥当性検査カテゴリーの上記オブジェクトと通じ
ている、
項目１０に記載のソフトウェアシステム。
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（項目１２）　上記統合ワークフロー自動化手段が、上記システムユーザーカテゴリー、
結果処理および妥当性検査カテゴリー、オーダーエントリーおよび試験計画カテゴリー、
機器複合体カテゴリー、論理的移送カテゴリー、および物理的機器カテゴリーのオブジェ
クトの各々と通じている、オブジェクトの共通インフラストラクチャーカテゴリーをさら
に含む、項目１１に記載のソフトウェアシステム。
（項目１３）　上記オブジェクトの共通インフラストラクチャーカテゴリーが、オブジェ
クト配布、メッセージ送信、例外処理、およびオブジェクト永続性に寄与する、項目１２
に記載のソフトウェアシステム。
（項目１４）　上記オブジェクト永続性が、上記被検物処理モジュールから受け取られる
試験結果データのデータベースを維持するための手段を含む、項目１３に記載のソフトウ
ェアシステム。
（項目１５）　上記複数の被検物処理モジュールが、機器ハードウェアおよび埋め込み処
理制御ソフトウェアを含んでなる、項目１２に記載のソフトウェアシステム。
（項目１６）　上記統合ワークフロー管理手段が、上記統合ワークフロー管理手段と被検
物処理モジュールの統合を可能とするように構成された外部インターフェースである物理
的機器シェルを含む、項目１５に記載のソフトウェアシステム。
（項目１７）　上記統合ワークフロー自動化手段が、リクエストされた特定の試験に提供
される医療保険コードデータを検証するための手段をさらに含む、項目６に記載のソフト
ウェアシステム。
（項目１８）　被検物を試験するための統合臨床検査室用ソフトウェアシステムであって
、
　複数の試験を実行するための複数の被検物処理モジュールと通じている統合ワークフロ
ーオブジェクトクラスの組、
　ユーザーが上記ソフトウェアシステムを制御および監視することを可能とするための、
上記統合ワークフロー自動化手段と通じている、統合ユーザーインターフェース手段、
を含み、
　上記統合ワークフロー自動化オブジェクトの組が、事前分析的検査室処理、分析的検査
室処理、および事後分析的検査室処理のための検査室情報フロー管理を提供するように構
成されている単一の統合アーキテクチャを有する、
統合臨床検査室用ソフトウェアシステム。
（項目１９）　上記統合アーキテクチャが、材料フローの管理を提供するように、さらに
構成されている、項目１８に記載の統合臨床検査室用ソフトウェアシステム。
（項目２０）　上記統合アーキテクチャが、上記被検物処理モジュールの操作制御、レポ
ーティング制御、および診断制御を提供するように、さらに構成されている、項目１９に
記載の統合臨床検査室用ソフトウェアシステム。
（項目２１）　上記統合アーキテクチャが、上記被検物の上記被検物処理モジュールへの
受け渡しを調整するための被検物受け渡し管理を提供するように、さらに構成されている
、項目２０に記載の統合臨床検査室用ソフトウェアシステム。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】３つの別個の相に分離された臨床検査室ワークフロー処理を示すブロックダイヤ
グラムである。
【図２】本発明の自動化試験室用コンピューターシステムの概念層を示すダイヤグラムで
ある。
【図３】本発明の自動化試験室用コンピューターシステムにおけるトップレベルアーキテ
クチャを示すブロックダイヤグラムである。
【図３（ａ）】図３の一部を示す、より詳細なブロックダイヤグラムである。
【図４】本発明のシステムユーザーカテゴリー構造を示すクラスダイヤグラムである。
【図５】本発明の試験計画カテゴリー～作業命令サブカテゴリー構造を示すクラスダイヤ
グラムである。
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【図６】本発明の試験計画カテゴリー～試験計画サブカテゴリー／結果関係構造を示すク
ラスダイヤグラムである。
【図７】本発明の試験計画カテゴリー～試験計画サブカテゴリー構造／機器および移送装
置への関係を示すクラスダイヤグラムである。
【図８】本発明の機器複合体カテゴリー構造を示すクラスダイヤグラムである。
【図９】本発明の論理的移送カテゴリー構造を示すクラスダイヤグラムである。
【図１０】本発明の結果処理および検証カテゴリー、結果オブジェクトサポート構造およ
びその試験計画オブジェクトとの関係を示すクラスダイヤグラムである。
【図１１】本発明の結果処理および検証カテゴリー、被検物処理モジュール生成データの
処理および患者オブジェクト関係を示すクラスダイヤグラムである。
【図１２】本発明の結果処理および検証カテゴリー、被検物処理モジュール較正のための
品質保証手順サポート構造を示すクラスダイヤグラムである。
【図１３（ａ）】本発明における試験命令のための２種のシナリオを説明するオブジェク
ト相互作用ダイヤグラムである。
【図１３（ｂ）】本発明における試験命令のための２種のシナリオを説明するオブジェク
ト相互作用ダイヤグラムである。
【図１３（ｃ）】試験命令保留処理を説明する本発明のオブジェクト相互作用ダイヤグラ
ムである。
【図１４】試験命令処理の共通フラグメントを説明する本発明のオブジェクト相互作用ダ
イヤグラムである。
【図１５】被検物処理モジュール生成データの処理および検証を行うための結果オブジェ
クトの初期化を説明する本発明のオブジェクト相互作用ダイヤグラムである。
【図１６】システムに入る被検物の処理を説明する本発明のオブジェクト相互作用ダイヤ
グラムである。
【図１７】ソフトウェア処理モジュールへの試験アクティビティー指示および被検物受け
渡し命令を説明する本発明のオブジェクト相互作用ダイヤグラムである。
【図１８】移送システムに被検物が入った後に、被検物の追跡および受け渡しが如何に取
り扱われるかを説明する本発明のオブジェクト相互作用ダイヤグラムである。
【図１９】被検物処理モジュールに被検物が到着した後に、被検物の到着が如何に取り扱
われるかを説明する本発明のオブジェクト相互作用ダイヤグラムである。
【図２０】被検物処理モジュールに被検物が到着した後に、被検物が如何に処理されるか
を説明する本発明のオブジェクト相互作用ダイヤグラムである。
【図２１】被検物処理モジュールにおいて被検物が処理された後に、被検物の解放が如何
に取り扱われるかを説明する本発明のオブジェクト相互作用ダイヤグラムである。
【図２２】被検物処理モジュールによって受け渡される試験データが処理され、検証され
、そして解放される、基本的な順序を説明する本発明のオブジェクト相互作用ダイヤグラ
ムである。
【図２３】被検物処理モジュールによって受け渡される試験データが処理され、検証され
、そして解放される、基本的な順序を説明する本発明のオブジェクト相互作用ダイヤグラ
ムである。
【図２４】被検物処理モジュールによって受け渡される試験データが処理され、検証され
、そして解放される、基本的な順序を説明する本発明のオブジェクト相互作用ダイヤグラ
ムである。
【図２５】被検物処理モジュールによって受け渡される試験データが処理され、検証され
、そして解放される、基本的な順序を説明する本発明のオブジェクト相互作用ダイヤグラ
ムである。
【図２６】本発明における物理的機器カテゴリー構造を示すクラスダイヤグラムである。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
本発明の詳細な説明
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　現時点で好ましい態様を図面に示すけれども、本発明が、示されている通りの構成およ
び手段に限定されるものではないことが理解されるであろう。
【００１９】
　図１は、３つの別個の相に分離された臨床検査室ワークフロー処理を示すブロックダイ
ヤグラムである。臨床検査室ワークフローのこの現代の概念図は、当該産業において時を
経て発展してきた事前分析的処理操作、分析的処理操作、および事後分析的処理操作を説
明している。この概念図は、良く確立された境界線を有し、過去において一般に行われて
いる手動装作に基づいている。この現代のあり方は、有用ではあるけれども、新しいコン
ピューター技術の適用および検査室ワークフローの全自動化に対する概念的な障害である
ことが判明した。
【００２０】
　図２は、本明細書において仮想計装フレームワークアーキテクチャ(Virtual Instrumen
tation Framework Architecture)（「ＶＩＦＡ」）と称する、本発明の自動化試験室用コ
ンピューターシステムの概念層を示すダイヤグラムである。このＶＩＦＡは、検査室自動
化の問題に対する新しいソリューションを表し、臨床検査室領域の根本的に異なる概念図
に基づいている。この概念図は、事前分析的処理、分析的処理、および事後分析的処理の
間の違いにはあまり重きを置かず、代わりに、単一の仮想機器(VirtualInstrument)（Ｖ
Ｉ）としての検査室領域に焦点を置いている。このＶＩ概念図は、モデルの形でとらえら
れており、上記領域の分析および分解を可能として、ＶＩＦＡの機構および設計概念を規
定することを可能とする。このＶＩＦＡは、すべての検査室操作および異なる検査室のワ
ークフローさえもカプセル化する。
【００２１】
　図２において示されているように、本発明は、分散系ソフトウェアアーキテクチャ内の
情報処理エンティティーの能動的コラボレーションを利用する。また、このフレームワー
クアーキテクチャは、機器および被検物移送機構のいずれの特定の実装に関してもオープ
ンである。これは、独立に考えられ、別個に設計されたシステムのカスタム統合に基づく
ソリューションに対し、単一のシステムアーキテクチャに基づくソリューションを構築す
ることを可能とする新しい方法を表す。図２において示されているアーキテクチャの大き
な長所は、種々の機構、機能、および試験機器に関するその拡張性（大規模化および小規
模化）である。これに関し、本発明は、ソフトウェアエンティティーのコラボレーション
を含んでなる特定用途領域向けフレームワークとして見ることもできる。
【００２２】
　図２において示されている本発明の好ましい態様によれば、試験機器の伝統的概念は排
除されている。その代わりに、上記ＶＩＦＡフレームワークが、被検物処理モジュール（
ＳＰＭ）５０の組を提供している。各々のＳＰＭは、ＶＩＦＡワークフロー自動化プログ
ラミングの制御下にあるハードウェア／ソフトウェアエンティティーである。ＳＰＭは、
被検物の処理および／または分析のプログラミングの実装を負っている。例えば、ＳＰＭ
は、被検物の調製、被検物の試験、または試験データの受け渡しを含むことができる。各
々のＳＰＭ５０は、ＶＩＦＡフレームワーク、すなわち物理的機器シェル内にすべての機
器ハードウェアおよび埋め込み処理制御ソフトウェアを含んでいるのが好ましい。
【００２３】
　好ましい態様によれば、各々のＳＰＭ５０は、ハードウェア中に提供されている機器お
よびアプリケーション能力並びにその埋め込みソフトウェアのタイプによって、ワークフ
ロー自動化層内に完全に表されている。しかしながら、機器複合体の別個の要素としては
、これらのＳＰＭエンティティーは、互いに気付かない。これらのＳＰＭエンティティー
は、いっしょになって、ＶＩＦＡの物理的要素層の母集団を表す。
【００２４】
　本発明に係るシステムは、マルチタスク能力およびマルチスレッド能力を有するいずれ
の好適なコンピューターオペレーティングシステムにも実装することができる。例えば、
上記基本システムは、Windows（登録商標） 系のオペレーティングシステム（例えばUNIX



(12) JP 2011-227935 A 2011.11.10

10

20

30

40

50

（登録商標）、Redmond, Washington のMicrosoftCorporation から入手可能なWindows（
登録商標） NTまたはWindows（登録商標） 98）を使用して実装することができる。しか
しながら、当該システムはこの関連に限定されるものではなく、本発明をいずれの他のタ
イプのコンピューターオペレーティングシステムと共に使用することもできる。本明細書
において開示されているシステムは、上述のオペレーティングシステムのための市販の開
発ツールを使用して、プログラマーによって実装することができる。上記システムを実装
するのに好適なハードウェアは、IntelCorporation から入手可能なPentium（登録商標）
 IIもしくは IIIブランドのマイクロプロセッサーまたは類似のマイクロプロセッサーが
導入されているコンピューターシステムを含むことができる。
【００２５】
　上記概念的システムアーキテクチャを含む種々の層が、図２において示されている。ユ
ーザーインターフェース５８は、検査室のローカルなワークステーションおよび端末並び
に離れたワークステーションおよび端末のグラフィカルユーザインターフェース（ＧＵＩ
）を含んでなるのが好ましい。また、このアーキテクチャの下では、システムに情報を入
力する目的で使用される外部装置および、特に、何等かの被検物識別装置（例えばバーコ
ード読み取り装置）も、ユーザーインターフェース５８の要素であるのが好ましい。
【００２６】
　ワークフロー自動化層５６は、ユーザーインターフェース５８の下に提供される。この
ワークフロー自動化層５６は、完全な試験リクエスト処理、結果データ管理、作業負荷管
理、および多重機器制御を含み、実装している。それはまた、特定の機器の操作、それら
のステータスの監視および品質管理、処理部位への被検物の配布、並びに処理全体におけ
る被検物の位置の監視にわたる機能制御をも含む。
【００２７】
　物理的要素層４８は、ワークフロー自動化層５６の下に提供される。この物理的要素層
は、上記機器複合体の個々の機能的ハードウェア要素によって使用されるソフトウェアを
含むのが好ましい。特に、上記機器複合体は、前述のＳＰＭ５０のためのソフトウェアモ
ジュール、並びに被検物を、各々の試験場所へ、および各々の試験場所から、移送するた
めに使用される被検物受け渡しモジュール（ＳＤＭ）５２のためのソフトウェアモジュー
ルを含むのが好ましい。当該システムの対応するＳＰＭハードウェア要素およびＳＤＭハ
ードウェア要素は、このソフトウェア層によるアーキテクチャ内で、プラグ互換となって
いるのが好ましい。より具体的には、当該システムは、上記ワークフロー自動化プログラ
ミングの機能制御下にあるＳＰＭへの被検物の手動移送を許可し、サポートする。
【００２８】
　図３は、ワークフロー自動化層５６および物理的要素層４８（これらについては、今こ
こで、より詳細に記載する）の好ましいアーキテクチャを示すブロックダイヤグラムであ
る。各々のブロックは、それぞれのブロックの各々によって識別される、アプリケーショ
ンソフトウェアオブジェクトのカテゴリーを表す。一貫性のために、ワークフロー自動化
層５６を含むコンポーネントを、物理的要素層４８を含むコンポーネントとは別個に記載
する。
【００２９】
　ワークフロー自動化層５６は、多くの大きいブロックまたはカテゴリー（例えば、共通
インフラストラクチャーブロック６０、システムコンフィギュレーションマネージャ１３
０、システムユーザーブロック７０、オーダーエントリーおよび試験計画ブロック８０、
機器複合体ブロック９０、論理的移送ブロック１００、並びに結果処理および妥当性検査
ブロック１２０）を含む。共通インフラストラクチャーブロック６０は、特定技術向けソ
フトウェア機構の実装を単離する特定技術向け層である。ワークフロー自動化層５６の機
構は、共通インフラストラクチャーブロック６０の上に構築される。共通インフラストラ
クチャーブロック６０は、一般的な情報技術（ＩＴ）要素を使用して、種々のインフラス
トラクチャー機能を実装する。図３において示されているように、これらの機能は、メッ
セージ送信および例外処理のためのオブジェクト配布を提供するためのオブジェクト配布
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層６２、オブジェクト永続性のための永続性サービスブロック６６、イントラネット／イ
ンターネットおよびＬＡＮブロック６４、ネットワーキング、データベースサービスのた
めのデータベースブロック６８などによって提供することができる。当業者は、これらの
技術機構の殆どが、任意選択的に、「市販品」コンポーネントとして購入することができ
、かつ、上記共通インフラストラクチャー層に取り入れて、必要とされるサービスを提供
することができるものであることを、容易に理解するであろう。コンフィギュレーション
マネージャブロック１３０は、ワークフロー専門化情報を維持し、システムコンフィギュ
レーションを管理する。
【００３０】
　システムユーザーブロック７０は、各々のユーザー概念を規定かつカプセル化し、ユー
ザーインターフェースの「ルックアンドフィール」との関係からシステム設計を単離する
。システムユーザーブロックの内部構造は、特定のタイプの実システムユーザーによって
実行される典型的なアプリケーションタスクに重きを置いた、種々の使用法への専門化を
反映する。図３において示されているように、システムユーザーブロック７０は、ワーク
ステーションＧＵＩ、データエントリー装置、および外部コンピューターシステム（例え
ば検査室情報システム、病院情報システム、および患者記録データベース）へのリンクを
含むブロック７２と通じている。
【００３１】
　上記システムユーザーブロック内で規定される専門化された役割には、１）試験の提起
および監視の責任を負う「試験オペレーター」、２）機器の操作モードおよびステータス
を扱うことの責任を負う「機器オペレーター」、３）ローカルまたはリモートのいずれか
で、サービスタスクを実行する「サービステック」、４）結果の手動検証に関連する操作
を実行する「結果検証機構」、５）結果検証の機能を自動化する「自動検証機構」、６）
システムコンフィギュレーションを管理する「システム管理機構」、７）バーコード読み
取り装置を介して受け渡されるシステム入力を管理する「ＢＣＲユーザー」、８）一般的
な双方向ＬＩＳインターフェースを通してＶＩＦＡ系システムと検査室情報システムとの
間の相互作用を管理する「ピア検査室情報システム」が含まれる。システムユーザーブロ
ック７０の内部構造内のシステムユーザー概念のさらなる専門化により、新しいユーザー
を当該システムに導入することが可能となる。上記ＶＩＦＡアーキテクチャ内のシステム
ユーザーブロック７０には、いずれの特定のタイプのユーザーも加えることができること
は、当業者に容易に理解されるであろう。
【００３２】
　システムユーザーブロック７０におけるオブジェクトは、外部エンティティーブロック
７２（例えば、ＧＵＩワークステーション、検査室情報システム）とシステムの残りとの
間のインターフェースとしてはたらく。このシステムユーザーブロックは、システムの残
りからのデータのプレゼンテーションおよびフォーマット（例えば、ルックアンドフィー
ル）の関係および詳細を単離する。図３（ａ）は、図３の一部の拡大図の例を示す。この
例においては、１人のユーザーが結果を検証する一方で、もう１人のユーザーが試験命令
を提起している。この例における両方のエンドユーザーは、ブロック７２におけるＧＵＩ
ワークステーションを通してシステムと相互作用する。このＧＵＩソフトウェは、システ
ムユーザーブロック７０における１種またはそれ以上のオブジェクトを通して、システム
の残りと相互作用する。結果検証スクリーンを取り扱うソフトウェアは、結果検証機構オ
ブジェクトに結果を検証させる。次に、この結果検証機構オブジェクトは、結果処理およ
び妥当性検査ブロック１２０における結果オブジェクトと相互作用して、それらの状態を
、検証されるべく変化させる。試験命令提起スクリーンを取り扱うソフトウェアは、試験
オペレーターオブジェクトに試験命令を提起させる。次に、この試験オペレーターオブジ
ェクトは、オーダーエントリーおよび試験計画ブロック８０における試験命令オブジェク
ト相互作用する。この例は、システムユーザーブロック７０がブロック７２におけるユー
ザーインターフェースおよび外部インターフェースをシステムにおける他のブロックから
如何に単離するかを説明している。例えば、結果処理および妥当性検査ブロック１２０は
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、結果検証ＧＵＩソフトウェアには気付かず、逆もまた同じである。
【００３３】
　再び図３を参照すると、システムユーザーブロック７０がオーダーエントリーおよび試
験計画ブロック８０と通じていることを理解することができる。このオーダーエントリー
および試験計画ブロックは、システムのワークフロー管理要求条件のアドレス指定におい
て重要な役割を演ずる。オーダーエントリーおよび試験計画ブロック８０により、必要と
される試験能力が機器複合体ブロック９０において構成されている場合には、ユーザーが
試験を特定することが可能となり、試験が処理に受諾されることが可能となる。独立のエ
ンティティーポイントからの多重かつ同時の試験命令は、ブロック８０内でサポートされ
るのが好ましい。さらに、オーダーエントリーおよび試験計画ブロック８０は、ユーザー
が、異なる試験リクエストを単一のワーク命令にまとめることを可能とするのが好ましい
。オーダーエントリーおよび試験計画ブロック８０は、試験の順位付け、並びにそれらの
実行の計画および監視を可能とするように構成されるのが好ましい。オーダーエントリー
および試験計画ブロック８０は、ランダム、別個、反射、および反復試験を用いる順位付
け手順を実装する。
【００３４】
　図３において図解されているように、オーダーエントリーおよび試験計画ブロック８０
は、機器複合体ブロック９０と通じている。機器複合体ブロック９０は、ワークフロー自
動化層５６によってサポートされている種々のタイプのＳＰＭ５０の完全な管理機能を提
供する。好ましい態様によれば、これらの管理機能には、機器ステータスの監視および制
御、試験レパートリーの指定、機器の較正、および遠隔診断が含まれるけれども、これら
に限定されるものではない。機器複合体９０に含まれるプログラミングは、前述の特定の
機能に限定されるものではなく、この機器複合体が、この複合体内でＳＰＭ５０を操作お
よび維持するために必要とされる他のサービスをもサポートすることが好ましい場合があ
ることが理解されるべきである。このような機能は、作業負荷の分配およびオンラインコ
ンフィギュレーション管理（例えば機器の追加および除去）を含むことができる。一般に
、機器複合体９０は、仮想機器複合体のユーザーを物理的機器の詳細から単離し、各々の
個々のＳＰＭ５０を仮想機器複合体内のリソースとして管理する、種々のタイプの物理的
機器のための抽象化層を実装する。
【００３５】
　機器複合体ブロック９０は、図３において示されているように、論理的移送ブロック１
００と通じている。論理的移送ブロック１００は、機器複合体内で被検物を物理的に移送
するために使用される種々の被検物受け渡しモジュール（ＳＤＭ）５２の統合を可能とす
るように構成されている。論理的移送ブロック１００は、各々の被検物を移送可能なエン
ティティーとして、各々のＳＰＭ５０を物理的移送システム上の特定の場所を有する被検
物処理部位として取り扱う。また、論理的移送ブロック１００は、移送システム上の被検
物試験管の場所を監視し、選ばれたＳＰＭ５０への被検物の経路指定をサポートするのに
好適なプログラミングをも提供するのが好ましい。
【００３６】
　好ましい態様によれば、上記システムは、ＶＩＦＡコンポーネント９０、１００と物理
的移送ブロック１１０におけるＳＤＭ物理的移送常駐制御との間での、２種の異なる方法
で、一般的な検査室ワークフローにおける負荷配分のための責任を負うことができる。１
つの態様によれば、ＶＩＦＡ互換ＳＤＭ５２を使用して被検物を受け渡す場合、論理的機
器複合体ブロック９０が、負荷配分のための全責任を負うのが好ましいであろう。これら
の環境下では、論理的移送ブロック１００が被検物の宛先を決定し、被検物の一を監視す
る。しかしながら、ＶＩＦＡ互換ではない異質な検査室自動化システムと統合される場合
、望まれる場合には、システム負荷配分におけるブロック９０、１００の関与を、被検物
の受け渡しの監視のみに限定することもできる。
【００３７】
　結果処理および検証ブロック１２０は、物理的機器ブロック１４０と通じており、ポー
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タブルアルゴリズムサービスを使用する結果の処理および検証の責任を負う。ブロック１
２０は、ユーザー設定可能な試験基準、結果検証ルール、および検査室固有の手順をサポ
ートするのに好適なプログラミングを含むのが好ましい。また、このコンポーネント内で
、結果検証と知識ベースエキスパートシステムとを統合することも可能である。結果処理
および検証ブロック１２０の主目的は、試験結果データの生データの処理および検証のセ
マンティックを取り扱うことであり、また、検査室ワークフローの有効な自動化のサポー
トにおける重要な役割を演ずるのが好ましい。再び図３を参照すると、オーダーエントリ
ーおよび試験計画ブロック８０が、結果処理および検証ブロック１２０と通じている。従
って、結果処理および検証ブロック１２０は、上記システムにおいて蓄積されるデータの
ための結果検証機能を同時に使用することを可能とすることによって、ワークフローの外
部統合に関与する。また、結果処理および検証ブロック１２０は、オーダーエントリーお
よび試験計画ブロック８０とのコラボレーションによって、自動化ワークフロー処理の内
部統合をもサポートする。
【００３８】
　図３において示されているアーキテクチャを用いれば、他のソフトウェアコンポーネン
トを上記システムと容易に統合することができる。これらのソフトウェアコンポーネント
は、リポートジェネレーター、情報ロギングファシリティー、データベースプロダクト、
保険コード検証ソフトウェア、品質保証統計パッケージ、ＡＳＴＭプロトコルおよびＨＬ
７プロトコル、ＭＰＩ系患者記録へのアクセス、および（結果の自動検証を助ける）いわ
ゆるエキスパートシステムを含むことができる。このような機構は、ワークフロー自動化
層５６内に統合することもでき、または「市販品」コンポーネントとして購入することも
できる。
【００３９】
　続いて図３を参照すると、物理的要素層４８を含むコンポーネントが記載されている。
物理的要素層４８は、物理的機器ブロック１４０と、ブロック１４２における機器固有埋
め込み制御ソフトウェアとを含む。また、物理的要素層４８は、各々のＳＤＭ５２のため
のソフトウェアインターフェースによって提供される物理的移送シェルを同様に含む物理
的移送ブロック１１０をも含む。
【００４０】
　物理的機器ブロック１４０は、種々のタイプおよび／または設計のＳＰＭを表す。この
ブロックは、共通のアプリケーションインターフェースを介してＳＰＭサービスを提供す
るのが好都合である。これらのサービスは、２種の別個のモジュール、すなわち物理的機
器シェルおよび機器固有埋め込み制御１４２として実装される。物理的機器シェル１４０
は、種々の機器タイプにわたって共通のポリシーを含んでなるＳＰＭ操作環境を表す。こ
のシェル仕様は、ＶＩＦＡ系システム内のコンポーネントとして独立に開発されるＳＰＭ
の統合を可能とするために公開されるＶＩＦＡの外部インターフェースを表す。この共通
性により、ワークフロー自動化層５６が種々のＳＰＭを統合することが可能となる。統合
されたＳＰＭは、ワークフロー自動化層５６の制御下で操作される。好ましい態様におい
て、ワークフロー自動化層５６において使用される共通インフラストラクチャー６０を使
用して、物理的機器シェル１４０の構築を促進することもできる。
【００４１】
　物理的機器シェル１４０において実装される共通ポリシーは、１）被検物識別およびワ
ークフロー自動化層５６への被検物識別のリポート、２）結果データ生成およびワークフ
ロー自動化層５６への受け渡し、３）制御コマンドの処理、４）被検物分析コマンドの処
理、５）機器ステータスのリポート、並びに６）機器メンテナンスサポート（すなわち診
断）を含むのが好ましい。被検物識別は、当該技術分野においてよく知られている多くの
技法（例えばバーコード化および他の機械可読マーキング）のいずれを使用しても達成す
ることができる。あるいは、被検物識別および被検物識別のリポートを、ＳＤＭシェルお
よびＳＰＭシェルにおいて提供することもできる。
【００４２】
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　機器固有埋め込み制御ソフトウェア１４２は、処理制御およびリアルタイムデータ収集
の責任を負う。このソフトウェアは、処理制御およびリアルタイムデータ収集の機器ハー
ドウェア設計に固有の要求条件を満たすように設計され、異なるタイプのＳＰＭ間で共通
であっても、共通でなくてもよい。
【００４３】
　図３において、物理的要素層４８は、１種またはそれ以上のＳＤＭのためのハードウェ
アを制御する物理的移送ブロック１１０をも含む。これらのＳＤＭの操作は、論理的移送
ブロック１００によって監視および制御される。好ましい態様によれば、物理的移送カテ
ゴリーの基本構造は、物理的機器カテゴリーの構造に類似している。
【００４４】
　図３に関して上述したアーキテクチャは、配布されるソフトウェアシステムの範囲内に
ある責任の独特の部分を表し、本発明の好ましい態様に係るＶＩＦＡの構造的性状を示す
。このフレームワークは、ワークフロー自動化層５６の公開インターフェースによる拡張
に対してオープンである。
【００４５】
　図３における上述のブロックは、各々が、本発明の好ましい態様に係るＶＩＦＡを構成
するソフトウェアオブジェクトのカテゴリーまたはサブカテゴリーをカプセル化する。こ
れらのオブジェクトは、ＶＩＦＡの種々のコンポーネントが、調整し、同期した手法で相
互作用することができるようにする点において、重要な役割を演ずる。これらの相互作用
により、任意の機器複合体上での検査室ワークフロー操作の完全な制御が達成される。さ
らに、ＶＩＦＡフレームワークの拡張ポイントとして適合している場合、これらのオブジ
ェクトは、フレームワークの専門化を促進する。種々のオブジェクトの相互作用を、統一
モデリング言語（ＵＭＬ）表記によって、図４～１２、および２６に表す。上記オブジェ
クトおよびそれらのメソッドについてのさらなる情報を、図１３～２５に提供する。
【００４６】
　以下において考察される記載は、本発明の好ましい態様に係る一般的な機器システムを
構築するために必要とされる機構およびインターフェースの最小限の組のみに重きを置い
ている。しかしながら、前述のオブジェクトまたは構成を実装して、検査室環境において
必要とされ得る、さらなる種々の機構を提供することができ、本発明が、この関連に限定
されると解されるべきではないことは、当業者に容易に理解されるであろう。図４～１２
および２６におけるオブジェクト並びに図１３～２５における対応するメソッドの説明を
考慮する前に、主なソフトウェアオブジェクトの各々のについて、簡単に説明するのが適
切である。
【００４７】
　図４～１２において示されているように、好ましい態様に係る重要なオブジェクトは、
論理的機器オブジェクト２０２、試験アクティビティーオブジェクト２０４、試験計画オ
ブジェクト２０６、被検物オブジェクト２０８、試験データオブジェクト２１０、試験命
令オブジェクト２１２、結果オブジェクト２１４、結果セットオブジェクト２１６、負荷
分配機構オブジェクト２１８、機器コレクションオブジェクト２２０、追跡ポイントオブ
ジェクト２２２、移送機構オブジェクト２２４、およびシステムユーザーオブジェクト２
２６を含むことができる。これらの重要なオブジェクトの各々について、以下に記載する
。
【００４８】
　論理的機器オブジェクト２２は、ワークフロー自動化層内の単一のＳＰＭエンティティ
ーを表す機器複合体ブロック９０内のオブジェクトである。このオブジェクトは、ＳＰＭ
５０の特性を操作可能なコンポーネントとしてとらえる。新しいタイプのＳＰＭ５０を統
合する場合、そのコマンドおよび応答によって論理的機器オブジェクト２０２を専門化す
ることができる。それにもかかわらず、ワークフロー自動化層内での論理的機器オブジェ
クトの挙動は不変のままである。
【００４９】



(17) JP 2011-227935 A 2011.11.10

10

20

30

40

50

　試験計画オブジェクト２０６は、その支配下にある試験アクティビティーによって被検
物を記述する。また、試験計画オブジェクト２０６は、所定の被検物に対して命令される
すべての試験のステータスのリプリゼンテーションを提供する。試験計画オブジェクト２
０６は、以下に記載するように、対応する被検物オブジェクト２０８に一意に関連する。
【００５０】
　試験アクティビティーオブジェクト２０４は、被検物処理に関連する単一のアクティビ
ティーを表す。各々の試験アクティビティーオブジェクト２０４は、ワークフロー自動化
層５６のカテゴリーによって実行される操作の調整の作業およびポイントの極小単位であ
る。試験アクティビティーオブジェクト２０４は、試験計画オブジェクトによって、機器
複合体ブロック９０内に生成される。論理的機器オブジェクト２０２は、試験アクティビ
ティーオブジェクト２０４を、ＳＰＭによってサポートされるレパートリーからの特定の
コマンド中にマッピングする。試験アクティビティーオブジェクト２０４のコマンド中へ
のマッピングは、ＳＰＭ埋め込み処理実装によって決定される。好ましい態様によれば、
新しいＳＰＭをサポートするために、試験アクティビティーオブジェクト２０４を変更す
る必要は無い。代わりに、この新しいＳＰＭについて、試験アクティビティーオブジェク
ト２０４のコマンド中への新しいマッピングが規定される。このマッピングにより、論理
的機器複合体９０の拡張が促進される。
【００５１】
　被検物オブジェクト２０８は、被検物を移送可能な材料として識別し、被検物を、その
物理的特性（例えば、容器のタイプおよび最新の容量）およびその場所（例えば、検査室
への中間経路、機器複合体内の位置、保管中など）によって記述する。各々の被検物オブ
ジェクト２０８は、対応する試験計画オブジェクト２０６と一意に関連する。
【００５２】
　試験データオブジェクト２１０は、機器複合体９０のもう１つの拡張ポイントである。
試験データオブジェクト２１０は複合オブジェクトであり、その構造を、分析的ＳＰＭに
よって生成されるデータと整合するように専門化することができる。新しいＳＰＭを規定
する場合には、試験データオブジェクト２１０の新しい専門化を求めることができる。
【００５３】
　試験命令オブジェクト２１２は、１種またはそれ以上の被検物に対して実行されるべき
作業に対する公式要求である。試験命令オブジェクト２１２は、１種またはそれ以上の試
験計画オブジェクト２０６を生成し、次に、この試験計画オブジェクト２０６が、１種ま
たはそれ以上の試験アクティビティーオブジェクト２０４を生成する。これにより、単純
な命令（単一の被検物に対する試験命令に限られる）および複雑な命令（任意に指定され
るルールに従って、被検物の組に対する種々の試験を併用する）の両方の実装が可能とな
る。
【００５４】
　結果オブジェクト２１４は、単一の試験アクティビティーオブジェクト２０４に関連す
るすべてのデータを含み、このデータを管理および処理するためのソフトウェアを提供す
る。結果オブジェクトは、データを処理するためのアルゴリズムを規定することによって
専門化される。
【００５５】
　結果セットオブジェクト２１６は、結果オブジェクト２１４の集合および結果オブジェ
クトからの派生を表す。結果セットオブジェクト２１６は、関連する結果オブジェクト２
１４のグループ化を可能とする。また、結果セットオブジェクト２１６は、異なる結果セ
ットオブジェクト２１６はからのデータを併せ、処理することによって、さらなる情報の
集合を可能とする。
【００５６】
　負荷分配機構オブジェクト２１８は、上記機器複合体内の試験アクティビティーオブジ
ェクト２０４によって表される試験の分配を自動化する。また、負荷分配機構オブジェク
ト２１８は、上記フレームワークの拡張ポイントをも表す。作業負荷分配の異なる実装を



(18) JP 2011-227935 A 2011.11.10

10

20

30

40

50

提供して、異なるシステム要求条件および異なる被検物受け渡しシステムに適応すること
ができる。
【００５７】
　機器コレクションオブジェクト２２０は、上記機器複合体におけるすべての機器の集合
表現である。機器コレクションオブジェクト２２０は、機器の状態の監視、上記複合体の
試験能力の維持、並びに機器の追加および除去の管理の責任を負う。
【００５８】
　追跡ポイントオブジェクト２２２は、被検物の位置を監視するのに使用することができ
る被検物移送システム上の場所を表す。この場所は、被検物をキャリアーに関連づけるた
めのハードウェアを有していなければならない。例えば、バーコードリーダー装置によっ
て、ラックおよび被検物試験管上のラベルを読み取ることができる。従って、この情報は
、このバーコードリーダー装置に関連する追跡ポイントオブジェクト２２２を介して受け
渡される。
【００５９】
　移送機構オブジェクト２２４は、ＳＰＭ５０への被検物の受け渡しを管理する責任を負
う。移送機構オブジェクト２２４は、上記システムにおけるすべての追跡ポイントオブジ
ェクトによって表される場所の間のルーチングテーブルを含む。移送機構オブジェクト２
２４は、追跡ポイントオブジェクトを種々のタイプの宛先として設定および監視する。宛
先の中には、ＳＰＭ５０の場所があってもよい。他の宛先が、上記被検物移送システムの
入口または出口としてはたらくものであってもよい。好ましい態様において、移送機構オ
ブジェクト２２４は、１種またはそれ以上の役割を果たすように、いくつかの宛先を設定
することもできる。上記検査室自動化システム機能の統合を可能とする重要なものとして
、移送機構オブジェクト２２４は、ＶＩＦＡの重要な拡張ポイントをも表す。
【００６０】
　システムユーザーオブジェクト２２６は、本発明に係るＶＩＦＡ系システムにおけるユ
ーザーの基本的なタイプを表す。このオブジェクトは、上記システムアクティビティーに
おける特定のタイプのユーザーの関与における要求に従って、上記自動化システムとのユ
ーザーの相互作用をサポートするように専門化される。このオブジェクトによって実行さ
れるのが好ましいシステムアクティビティーには、試験命令アクティビティー、試験結果
監視、レビューおよび検証アクティビティー、品質保証アクティビティー、システムの構
成に関連するアクティビティー、機器メンテナンス、並びにサービスアクティビティーな
どが含まれる。
【００６１】
　図４～１２は、上記ＶＩＦＡ構造の新規性および検査室ワークフローの少なくとも２種
、好ましくは３種、もっとも好ましくは４種の要素の単一のアーキテクチャ内への統合を
示している。これら４種の主な要素は、１）情報フロー管理、２）材料フロー管理、３）
機器管理、および４）被検物受け渡し管理を含む。具体的には、これらの図には、以下の
主な操作をサポートすることが可能なクラス構造が記載されている。１）命令処理および
作業負荷配分、２）ＳＰＭへの被検物の受け渡しの管理および追跡、３）多数のＳＰＭに
おける分析的処理の調整、４）ＳＰＭにおける被検物処理、５）多数のＳＰＭからの試験
データの整理統合、６）機器の組からの結果のレビューおよび解放の整理統合、７）機器
複合体内のＳＰＭのメンテナンス（例えば個々のＳＰＭの較正）、並びに８）多数のＳＰ
Ｍからの機器ステータス情報の整理統合処理。
【００６２】
　図４は、前述のシステムユーザーオブジェクト２２６の構造を示している。この構造は
、血液学的機器を含んでなるシステムにおいて適用可能なオブジェクトおよびサンプルイ
ンターフェースの代表的な組を示している。別のタイプの機器（例えば化学分析機器）を
追加するには、このダイヤグラムにおいて示されているクラス構造の拡張が必要とされる
であろう。例えば、化学機器のためのサポートを含ませるために、サービステックオブジ
ェクトクラス２２８および機器オペレーターオブジェクトクラス２３０に新しいメソッド
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を追加することができる。
【００６３】
　さらに、図５、６、および７には、オーダーエントリーおよび試験計画ブロック８０の
内部構造が記載されている。試験計画ブロック８０は、２種の別個のサブカテゴリーオブ
ジェクト（すなわち試験命令および試験計画）を含んでなる。試験命令サブカテゴリーに
おけるオブジェクトは、外部ユーザーが試験を指定し、関連する試験命令を監視すること
ができるようにサポートする。この試験命令サブカテゴリー内で、試験命令オブジェクト
２１２は、１種またはそれ以上の関連する試験の組を実行するためのリクエストを表す。
この試験命令サブカテゴリーのオブジェクトは、すべての試験命令の処理および監視の責
任を負う。このサブカテゴリーのオブジェクトのメソッドにより、上記システムが、１）
種々のシステムインターフェースから来るユーザー試験命令を識別し、解釈すること、２
）内部試験命令オブジェクト２１２を生成し、この試験リクエスト情報を試験計画サブカ
テゴリー内の試験計画オブジェクト２０６に伝えること、３）他のカテゴリーによって更
新される特定のアクティビティーを監視して、試験命令オブジェクト２１２の状態を管理
し、システムユーザーとのインターフェースをサポートすること（例えば、試験命令の提
起者に対する試験命令ステータス）、４）必要に応じて試験命令をキャンセルすること、
５）試験が完了またはキャンセルされた際に試験命令オブジェクト２１２を削除すること
が可能となる。
【００６４】
　ブロック８０の試験計画サブカテゴリーは、以下の一般的な順序で、上記システムにお
けるすべての被検物についての試験アクティビティーオブジェクト２０４を処理および監
視しつつ、試験計画オブジェクト２０６を管理する責任を負う。１）試験計画オブジェク
ト２０６を生成し、２）試験計画において公式要求される作業のための試験アクティビテ
ィーオブジェクト２０４を生成し、３）試験アクティビティーオブジェクト２０４に対応
する結果オブジェクト２１４（複数であってもよい）を初期化し、４）機器複合体ブロッ
ク９０に含まれる負荷配分オブジェクト２１８に試験アクティビティーオブジェクト２０
４（複数であってもよい）をディスパッチし、５）他のカテゴリーによって更新される特
定のアクティビティーを監視することによって、試験アクティビティーオブジェクト２０
４および試験計画オブジェクト２０６の状態を管理し、６）必要に応じて試験アクティビ
ティーオブジェクト２０４をキャンセルし、そして７）被検物処理が完了した際に試験ア
クティビティーオブジェクト２０４および試験計画オブジェクト２０６を削除する。図６
および７におけるクラスダイヤグラムは、上記１）～７）の工程を促進する、試験計画サ
ブカテゴリーのオブジェクト２０６と他のカテゴリーのオブジェクトとの間の関係を示し
ている。
【００６５】
　図６は、工程１）～３）において助けとなる、ブロック８０における試験計画サブカテ
ゴリーのオブジェクト２０６とブロック１２０の結果処理および検証カテゴリーのオブジ
ェクトとの間の関係を強調している。図７は、試験計画オブジェクト２０６とブロック９
０の機器複合体カテゴリーからのオブジェクトとの間、ブロック１００の論理的移送カテ
ゴリーとブロック７０のシステムユーザーカテゴリーとの間の関係を示している。これら
の関係は工程３）～５）を実装するのに使用され、次に、機器複合体ブロック９０内での
アクティビティー分配並びに論理的移送ブロック１００内での被検物の追跡および受け渡
しのためのサポートを提供する。
【００６６】
　図８には、ブロック９０の機器複合体カテゴリーが、機器（ＳＰＭ）の制御を整理統合
し、ＳＰＭにおける被検物の処理を促進することを可能とするオブジェクトが示されてい
る。このカテゴリーにおいて実行される以下の工程は、機器複合体における試験の処理に
寄与する。１）ブロック８０の試験計画カテゴリーからディスパッチされた試験アクティ
ビティーオブジェクト２０４を処理し、２）ＳＰＭを選択し、試験アクティビティーオブ
ジェクト２０４を、選択されたＳＰＭを表す論理的機器オブジェクト２０２に指示し、３
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）ＳＰＭに対してコマンドを発し、被検物の受け渡しのためのリクエストを論理的移送カ
テゴリーに提起し、そして４）指示された試験アクティビティーオブジェクト２０４の状
態を監視する。
【００６７】
　また、機器複合体内の個々のＳＰＭを管理する主な共通工程も、ブロック９０の機器複
合体カテゴリーに含まれる。これらは、以下の通りである。１）ＳＰＭを機器複合体に追
加し（論理的機器オブジェクト２０２を生成する）、２）ＳＰＭをオンラインとし、３）
ＳＰＭステータスを監視およびリポートし、４）ＳＰＭをオフラインとし、そして５）Ｓ
ＰＭを機器複合体から除去する（論理的機器オブジェクト２０２を削除する）。機器コレ
クションオブジェクト２２０、負荷分配機構オブジェクト２１８、論理的機器オブジェク
ト２０２、および機器コンフィギュレーションオブジェクト２３２の構造並びにインター
フェースは、上記２組の操作を実装するために使用される情報およびメソッドを提供する
。
【００６８】
　図９におけるクラスダイヤグラムは、ブロック１００の論理的移送カテゴリーの構造を
図解したものである。このカテゴリーにより、ＶＩＦＡ内のワークフローの被検物移送要
素の統合が可能となる。ブロック１００の論理的移送カテゴリーは、上記システム内の被
検物の監視およびそれらの被検物の目的とする宛先への受け渡しの管理を強調している。
これらの機能は、以下の工程によって、論理的移送カテゴリー内でサポートされる。１）
被検物エントリーを処理し（被検物オブジェクト２０８を生成する）、２）論理的機器オ
ブジェクト２０２からの被検物受け渡しリクエストを処理し、３）移送システム制御機構
２３４に対してコマンドを発し、４）被検物識別装置２３６（例えばバーコードリーダー
）からのリポートを収集することによって被検物の位置を追跡し、５）被検物オブジェク
ト２０８のステータス（例えば容量、位置など）を管理し、そして６）被検物の退出を処
理する（被検物オブジェクト２０８を削除する）。
【００６９】
　また、機器複合体のコンフィギュレーションを管理する一般的なタスクをサポートする
論理的移送カテゴリー内では、他の任意選択的な工程も実行される。これらの工程は、上
述の、個々のＳＰＭを維持する共通工程に関連し、１）移送システム上の被検物識別装置
（例えばバーコードリーダー）を設定し（追跡ポイントオブジェクト２２２を生成し、被
検物識別装置の位置を移送システム上の場所と関連づける）、２）移送システム上のＳＰ
Ｍを設定し（ＳＰＭを追跡ポイントオブジェクト２２２と関連づける）、３）ＳＰＭを移
送システムから除去し（ＳＰＭを追跡ポイントオブジェクト２２２から分離する）、４）
被検物識別装置（例えばバーコードリーダー）を移送システムから除去する（追跡ポイン
トオブジェクト２２２を移送機構オブジェクト２２４から除去する）。
【００７０】
　図１０、１１、および１２は、ブロック１２０の結果処理および検証カテゴリー内の操
作をサポートするのに必要とされるクラス構造および関係についての情報を提供している
。図１０におけるクラスダイヤグラムは、主な構造要素を図解している。また、図１０は
、結果オブジェクトのブロック８０の試験計画カテゴリーにおけるオブジェクトへの依存
性をも図解している。さらに、このダイヤグラムは、結果の検証におけるシステムユーザ
ーオブジェクト２２６の役割をも図解している。
【００７１】
　図１１は、ＳＰＭ生成データおよび永続性情報（例えば以前の患者の結果、患者人口統
計、およびユーザー規定ルール）の処理間での依存性を図解している。図１１におけるク
ラスダイヤグラムは、多数のＳＰＭからの試験データの統合処理（例えば結果の検証およ
び解放並びに患者記録システムとの情報交換）を目的とする関係を強調している。
【００７２】
　図１２は、ブロック１２０の結果処理および検証カテゴリー内でのＳＰＭ較正タスクを
サポートするオブジェクト構造および関係を示している。以下の工程は、このカテゴリー
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内での操作の基本的な組を命令する。１）結果オブジェクト２１４を生成および初期化し
、２）結果セットオブジェクト２１６を生成および初期化し（特定の派生方式または共用
属性（複数であってもよい）によって結果オブジェクト２１４を関連づける）、３）シス
テムユーザーオブジェクト２２６へのステータスリポーティングをサポートしつつ、結果
オブジェクト２１４および結果セットオブジェクト２１６の状態を管理し（例えば結果ま
たは結果のグループの状態を認定ユーザーにリポートする）、４）試験データオブジェク
ト２１０の処理の必要性を評価し（ＳＰＭによって供給されるデータのタイプおよび適用
可能な較正情報を決定し、ＳＰＭデータの処理のためのアルゴリズムを選択する）、５）
結果オブジェクト２１４および結果セットオブジェクト２１６に適用される標識付け基準
（例えば、患者人口統計および検査室ルール）を決定し、６）ＳＰＭによって生成される
試験データを取得し、それを結果オブジェクト２１４と関連づけ、７）予め選択されたア
ルゴリズムを適用し、８）必要に応じて、患者についての以前の結果を患者記録システム
から検索し、９）標識付け基準、一般的検証ルール、および検査室に固有の手順を適用し
、１０）必要に応じて、反復試験条件または反射試験条件をシステムユーザーオブジェク
トにリポートし、１１）結果を解放し（データを患者記録システムに解放する）、１２）
結果オブジェクト２１４および結果セットオブジェクト２１６を削除する。
【００７３】
　図２６は、一般的な血液学的機器のためのブロック１４０の物理的機器カテゴリーの基
本的なクラス構造を示している。このクラス構造は、ＶＩＦＡ系システムにおけるＳＰＭ
統合のための、いくつかの要求条件を図解している。
【００７４】
　図４～１２および２６におけるＶＩＦＡの構造的性状の説明は、図１３～２５における
共通システム挙動の説明によって補足される。図１３～２５は、命令処理から試験結果の
結果処理および解放までのワークフローの主な局面においてコラボレーションされている
種々のオブジェクトによって実行される操作の順序を示すオブジェクト相互作用ダイヤグ
ラム（ＯＩＤ）である。システム挙動の説明により、如何にＶＩＦＡの内部編成が検査室
ワークフローの自動化を目的とし、ワークフローの４種の要素を統合するかが示される。
【００７５】
　各々のＯＩＤは、単一の操作順序のフラグメントを示す。試験命令を提起し、試験アク
ティビティーをＳＰＭにディスパッチし、被検物移送を管理し、そして結果を処理すると
いう操作順序は、示されているようにＯＩＤをグループかすることによって構築される。
示されているＯＩＤにおける操作順序は単なる例示的なものであって、この関連に本発明
が限定されるものではないことが当業者に理解されるであろう。
【００７６】
　図１３（ａ）～１３（ｃ）におけるＯＩＤは、ＶＩＦＡ系システムにおける試験命令の
ための２種のシナリオを図解している。一方のシナリオによれば、以下のようにバーコー
ド読み取り装置を介して、試験命令を提起することができる。１）図１６において示され
ているように、被検物がシステムに入り、そして２）被検物の容器上のバーコードラベル
からの命令情報を使用して、システムユーザーオブジェクト２２６によって、試験命令が
提起される（図１３（ａ））。
【００７７】
　第２のシナリオによれば、命令情報のエントリーおよび被検物の導入を、２つの別個の
イベントとすることができる。被検物がシステムに入る前に試験命令を提起することがで
きる。この場合、各フラグメントを以下のように順序づけることができる。１）ローカル
なワークステーションまたは離れたワークステーションから試験命令が提起され（図１３
（ｂ））、２）図１６において示されているように、被検物がシステムに入り、そして３
）保留されている試験命令が処理される（図１３（ｃ））。これら２種のシナリオは、試
験命令が提起された時点での被検物の有無による挙動の違いを示している。
【００７８】
　図１４は、試験命令処理の共通フラグメントを示している。このフラグメントは、上記
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のいずれのシナリオの完了時にも作動する。ここで、試験計画オブジェクト２０６と機器
コレクションオブジェクト２２０との間のコラボレーションにより試験アクティビティー
が選択され、これらの試験アクティビティーは、機器複合体において実行されるためにデ
ィスパッチされる。図１５において示されているように、この処理により、ＳＰＭ生成試
験データを処理および検証するために、結果オブジェクト２１４が初期化される。上記に
続いて、試験アクティビティーがＳＰＭ（複数であってもよい）に指示され、被検物の受
け渡しが命令される。これらの操作は、図１７に示されている。
【００７９】
　図１８、１９、２０、および２１におけるシナリオのフラグメントは、被検物が移送シ
ステムに入った後に如何に取り扱われるかを図解している。それらは、被検物管理の以下
の基本的な工程を示している。１）被検物の受け渡しの追跡、２）ＳＰＭへの被検物の到
着、３）ＳＰＭによる被検物の処理、および４）ＳＰＭからの被検物の解放。
【００８０】
　図２２～２５におけるシナリオのフラグメントは、ＶＩＦＡ系システムにおいて、ＳＰ
Ｍによって受け渡される試験データが処理され、検証され、そして解放される基本的な順
序を図解している。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図３（ａ）】

【図４】 【図５】
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【図６】 【図７】

【図８】 【図９】
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【図１０】 【図１１】

【図１２】 【図１３（ａ）】
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【図１３（ｂ）】 【図１３（ｃ）】

【図１４】 【図１５】
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【図１６】 【図１７】

【図１８】 【図１９】
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【図２０】 【図２１】

【図２２】 【図２３】
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【図２４】 【図２５】

【図２６】



(30) JP 2011-227935 A 2011.11.10

10

フロントページの続き

(72)発明者  マイケル　アリエブ
            アメリカ合衆国，フロリダ　３３３３１，ウェストン，スタグホーン　レーン　４１９０
(72)発明者  アンドレア　エル．　クレンスキー
            アメリカ合衆国，フロリダ　３３１８６，マイアミ，サウスウエスト　１２５　アベニュ　９０１
            ０　＃２０３
(72)発明者  フレドリック　ダブリュ．　ハルズ
            アメリカ合衆国，フロリダ　３３０２９，ミラマー，サウスウエスト　１７９　アベニュ　２７４
            １
(72)発明者  ジェラルド　ガルシア
            アメリカ合衆国，フロリダ　３３１３１，マイアミ，ブリッケル　ベイ　ドライブ　１４２０　＃
            ２０７
(72)発明者  ビン　キン
            アメリカ合衆国，フロリダ　３３３３１，ウェストン，ファルコン　リッジ　サークル　３８８０
(72)発明者  デイビッド　ジェイ．　ローチ
            アメリカ合衆国，フロリダ　３３３２６，サンライズ，サウスウィンド　サークル　７２０
Ｆターム(参考) 5B376 BA04  BB03  BB06  BC36  BC71  FA13  FA19 



(31) JP 2011-227935 A 2011.11.10

【外国語明細書】
2011227935000001.pdf


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow
	foreign-language-body

