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(57)【要約】
医学治療システムは、医学治療装置を備える電子制御装
置と、データリーダと、電子医学治療装置と共に使用さ
れる補助治療装置と、補助治療装置と関連するデータ記
憶媒体とを含む。制御装置は、データ記憶媒体から情報
を受信し、所望の医学治療と適合する医学治療パラメー
タを用いて、医学治療装置および補助治療装置を制御す
るように構成される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
医学治療システムであって、
　　　　　　　　　電子制御装置であって、マイクロプロセッサと、前記電子制御装置に
動作可能に連結された医学治療装置に、特定の医学治療制御パラメータを適用するための
マイクロプロセッサ実行可能命令を有する、マイクロプロセッサ可読データ記憶媒体とを
含む、電子制御装置と、
　　　　　　　　　前記制御装置の前記マイクロプロセッサに動作可能に連結されたデー
タリーダと、
　　　　　　　　　前記特定の医学治療制御パラメータ下で、前記電子医学治療装置と共
に使用するように構成された補助治療装置と、
　　　　　　　　　前記補助治療装置に連結されるか、またはそれと共にパッケージ化さ
れた物理的補助データ記憶媒体であって、前記物理的補助データ記憶媒体は、前記特定の
医学治療制御パラメータを適用するための命令のうちの少なくとも幾つかを含み、前記特
定の医学治療制御パラメータを適用するための命令のうちの前記少なくとも幾つかは、前
記データリーダにより受信され、前記電子制御装置の前記マイクロプロセッサにより可読
である、物理的補助データ記憶媒体と、
　　　　　　　　　前記制御装置の前記マイクロプロセッサに動作可能に連結されたディ
スプレイであって、前記制御装置のマイクロプロセッサ可読データ記憶媒体は、前記ディ
スプレイ上に、前記電子医学治療装置が、前記補助治療装置と共に使用するために作動さ
れたという視覚確認を提供するためのマイクロプロセッサ実行可能命令を含む、ディスプ
レイと、を含む、医学治療システム。
【請求項２】
前記電子医学治療装置は、音圧波デバイスである、請求項１に記載の医学治療システム。
【請求項３】
前記補助治療装置は、前記音圧波デバイスに連結される、請求項２に記載の医学治療シス
テム。
【請求項４】
前記補助治療装置は、スリーブ、パッド、無菌バリア、およびアプリケータヘッドからな
る群から選択される、請求項３に記載の医学治療システム。
【請求項５】
前記補助治療装置は、前記音圧波デバイス用の反射体および前記音圧波デバイス用のレン
ズからなる群から選択される、請求項２に記載の医学治療システム。
【請求項６】
前記制御装置に動作可能に連結された物理的データ入力デバイスを更に含み、前記制御装
置は、前記ディスプレイ上で、前記物理的データ入力デバイスから受信された体の治療部
位の情報が、前記物理的補助データ記憶媒体に含まれる前記命令に従う、前記電子医学治
療装置による治療と適合することを視覚的に確認するためのマイクロプロセッサ可読命令
を含む、マイクロプロセッサ可読データ記憶媒体を含む、請求項１に記載の医学治療シス
テム。
【請求項７】
前記電子医学治療装置は、音圧波デバイスであり、体の治療部位の前記情報は、創傷の寸
法および体面積量からなる群から選択される測定値を含む、請求項６に記載の医学治療シ
ステム。
【請求項８】
前記制御装置に動作可能に連結された物理的データ入力デバイスを更に含み、前記制御装
置は、前記ディスプレイ上で、前記物理的データ入力デバイスから受信された体部分の識
別が、前記物理的補助データ記憶媒体に含まれる前記命令に従う、前記電子医学治療装置
による治療と適合することを視覚的に確認するためのマイクロプロセッサ可読命令を含む
、マイクロプロセッサ可読データ記憶媒体を含む、請求項２に記載の医学治療システム。
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【請求項９】
前記制御装置に動作可能に連結された物理的データ入力デバイスを更に含み、前記制御装
置は、前記ディスプレイ上で、前記物理的データ入力デバイスから受信された病状の識別
が、前記物理的補助データ記憶媒体に含まれる命令に従う、前記電子医学治療装置による
治療と適合することを視覚的に確認するためのマイクロプロセッサ可読命令を含む、マイ
クロプロセッサ可読データ記憶媒体を含む、請求項２に記載の医学治療システム。
【請求項１０】
前記制御装置に動作可能に連結された物理的データ入力デバイスを更に含み、前記制御装
置は、前記補助治療装置が、前記物理的データ入力デバイスから受信された医学治療デー
タに基づいて、複数の利用可能な補助治療装置の中から選択されるよう表示するためのマ
イクロプロセッサ実行可能命令を有する、マイクロプロセッサ可読データ記憶媒体を含む
、請求項２に記載の医学治療システム。
【請求項１１】
前記医学治療データは、創傷の寸法および体面積量からなる群から選択される測定値を含
む、請求項１０に記載の医学治療システム。
【請求項１２】
前記医学治療データは、体部分の識別を含む、請求項１０に記載の医学治療システム。
【請求項１３】
前記医学治療データは、病状の識別を含む、請求項１０に記載の医学治療システム。
【請求項１４】
前記制御装置に動作可能に連結された物理的データ入力デバイスを更に含み、前記制御装
置は、前記補助治療装置が、前記物理的データ入力デバイスから受信された医学治療デー
タに基づいて、複数の利用可能な補助治療装置の中から選択されるよう表示するためのマ
イクロプロセッサ実行可能命令を有する、マイクロプロセッサ可読データ記憶媒体を含む
、請求項１に記載の医学治療システム。
【請求項１５】
前記医学治療データは、体面積の寸法を含む、請求項１４に記載の医学治療システム。
【請求項１６】
前記医学治療データは、体部分の識別を含む、請求項１４に記載の医学治療システム。
【請求項１７】
前記医学治療データは、病状の識別を含む、請求項１４に記載の医学治療システム。
【請求項１８】
前記物理的補助データ記憶媒体は、無線周波数識別可読媒体を含み、かつ前記データリー
ダは、無線周波数識別リーダである、請求項１に記載の医療システム。
【請求項１９】
前記物理的補助データ記憶媒体は、無線周波数識別可読媒体を含み、かつ前記データリー
ダは、無線周波数識別リーダである、請求項２に記載の医療システム。
【請求項２０】
前記制御装置のマイクロプロセッサ可読データ記憶媒体は、前記物理的補助データ記憶媒
体に含まれた特定の医学治療制御パラメータを適用するための命令のうちの前記少なくと
も幾つかの受信から、前記電子制御装置に動作可能に連結された医学治療装置に、前記特
定の医学治療制御パラメータを適用するためのマイクロプロセッサ実行可能命令を生成す
るマイクロプロセッサ実行可能命令を含む、請求項１９に記載の医療システム。
【請求項２１】
前記制御装置のマイクロプロセッサ可読データ記憶媒体は、前記物理的補助データ記憶媒
体に含まれた特定の医学治療制御パラメータを適用するための命令のうちの前記少なくと
も幾つかの受信から、前記電子制御装置に動作可能に連結された医学治療装置に、前記特
定の医学治療制御パラメータを適用するためのマイクロプロセッサ実行可能命令を生成す
るマイクロプロセッサ実行可能命令を含む、請求項１に記載の医療システム。
【請求項２２】
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前記制御装置のマイクロプロセッサ可読データ記憶媒体は、前記物理的補助データ記憶媒
体に含まれた特定の医学治療制御パラメータを適用するための命令のうちの前記少なくと
も幾つかの受信から、前記電子制御装置に動作可能に連結された医学治療装置に、特定の
医学治療制御パラメータを適用するためのマイクロプロセッサ実行可能命令を生成するマ
イクロプロセッサ実行可能命令を含む、請求項２に記載の医療システム。
【請求項２３】
前記物理的補助データ記憶媒体に含まれた特定の医学治療制御パラメータを適用するため
の命令のうちの前記少なくとも幾つかは、治療の回数、各治療時間、総治療時間、各治療
に適用される衝撃数、総衝撃数、周波数、エネルギー設定、治療部位、治療侵入度、補助
治療装置の識別、医学治療装置の識別、制御装置の識別、および地理的領域の識別からな
る群から選択される１つ以上のパラメータを含む、請求項２に記載の医療システム。
【発明の詳細な説明】
【関連出願の相互参照】
【０００１】
本願は、２００８年５月７日に出願の米国仮出願第６１／０５１，２８９号の利益を主張
するものであり、これは、参照により本明細書に組み込まれる。
【技術分野】
【０００２】
本発明の実施形態は、医学治療、ならびに医学治療用のシステム、キット、方法、および
コンピュータプログラム製品、ならびに同医学治療用の料金規定に関する。
【背景技術】
【０００３】
医学治療キット、補助装置、および医学治療デバイスを備える治療物質を用いた医療シス
テムは、このような構成要素を備える治療剤を投与する、医療関係者の動作および請求書
のエラーを免れない。結果として、医学的手順の指示は、不適切であり得、同一の装置を
用いた患者間の二次感染が生じ得、不適切な構成要素を共に使用し得るか、または不適切
な医学治療パラメータが、適用され得る。
【０００４】
したがって、このような問題を回避する医療システムおよび治療方法を有することが望ま
しい。
【発明の概要】
【０００５】
医学治療用のシステム、キット、方法、およびコンピュータプログラム製品、ならびに同
医学治療用の料金規定を提供する。
【０００６】
１つの実施形態では、医学治療システムは、マイクロプロセッサと、電子制御装置に動作
可能に連結された医学治療装置に、特定の医学治療制御パラメータを適用するためのマイ
クロプロセッサ実行可能命令を有する、マイクロプロセッサ可読データ記憶媒体を有する
、電子制御装置とを含む。データリーダは、制御装置のマイクロプロセッサに動作可能に
連結され、かつ電子医学治療装置と共に使用するように構成された補助治療装置に連結さ
れるか、またはそれと共にパッケージ化された物理的補助データ記憶媒体からの命令を受
信し、その命令は、特定の医学治療制御パラメータを適用するための命令のうちの少なく
とも幾つかである。ディスプレイはまた、制御装置のマイクロプロセッサに動作可能に連
結され、電子医学治療装置が、補助治療装置と共に使用するために作動されたという視覚
確認を提供する。
【０００７】
１つの実施形態では、電子医学治療装置は、衝撃波デバイスが挙げられるが、これに限定
されない、音圧波デバイスである。限定されない、例示的な衝撃波デバイスには、電気水
圧衝撃波デバイス（または火花ギャップ）、電磁衝撃波デバイス、圧電衝撃波デバイスが
含まれる。幾つかの実施形態では、弾道アプリケータを使用して、音圧波を提供し得る。
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音圧波デバイスを含むシステムの実施形態では、補助治療装置には、スリーブ、パッド、
無菌バリア、反射体、レンズ、およびアプリケータヘッドのうちの１つ
以上が含まれる。
【０００８】
本発明の実施形態では、医学治療システムには、キーボード、マウス、電子タブレット、
電子計測器、写真またはビデオデータ収集器、およびそれに類する制御装置へのデータ入
力のためのインターフェイスが挙げられるが、これらに限定されない、物理的データ入力
デバイスが更に含まれる。様々な実施形態では、制御装置は、入力データを処理し、どの
補助治療装置および付随の物理的補助記憶媒体が、特定の医学治療で用いる異なる補助治
療装置の中から適切であるかについて、ユーザに情報を提供するようにディスプレイへの
視覚出力を提供し得る。特定の実施形態では、データ入力デバイスへのデータ入力は、創
傷の測定値、体面積の容量、体部分の識別、病状の識別等を含み得る。
【０００９】
１つの実施形態では、医療キットには、１つ以上の補助治療装置、および医学治療を示す
情報を有する、少なくとも１つの治療情報記憶デバイスが含まれる。例示的な実施形態で
は、治療情報記憶デバイスは、医学治療設定を示すセキュリティ規定、ならびに／または
そのキットを使用して、医学治療を提供するキットおよび／もしくはデバイスの在庫を追
跡するための情報を含み得る。様々な実施形態では、治療情報記憶デバイスは、無線周波
数識別（「ＲＦＩＤ」）カード、ドングル、またはバーコードである。
【００１０】
実施形態では、補助治療装置のタイプおよび数は、医学治療を示し、医学治療の費用は、
治療情報記憶デバイスに電子的に記憶される。したがって、医学治療キットの供給者は、
キットの販売の際、医学治療の支払いを得てもよい。医学治療キットは、それらを用いて
行うことができる特定の治療に基づいて、それらを使用し得る地理的領域に基づいて、ま
たは医療規定に関連する任意の他のパラメータに基づいて、異なる価格で購入者に販売さ
れ得る。購入者は、医学治療を受けている患者、および／または医学治療を投与している
医療関係者もしくは施設であり得る。したがって、補助治療装置のタイプおよび数は、治
療情報記憶デバイスに記憶された医学治療情報と一致し得る。
【００１１】
様々な実施形態では、補助治療装置は、結合ゲルもしくは材料、ドレープ、および／また
はスリーブであり得る。補助治療装置は、医学治療装置と患者の間の接続性を提供するよ
うに構成された、任意の構成要素または材料であり得る。結合材料は、最小減衰で衝撃波
の送信を可能にし得る。幾つかの実施形態では、補助治療装置は、医学治療装置と患者の
間の無菌バリアを提供するための任意の構成要素または材料であり得る。したがって、補
助治療装置は、１回の使用のために使い捨てできるように設計され、患者間の二次感染を
回避し得る。幾つかの実施形態では、補助治療装置は、再使用可能であるように提供され
得る。
【００１２】
幾つかの実施形態では、補助治療装置および治療情報記憶デバイスは、一緒にキットに封
入する前にスキャンされ得る。情報記憶デバイスを用いて補助治療装置を照合する本方法
を使用して、構成要素が、互いに適合すること、および／またはキットが販売される医学
治療に適切であることを保証し得る。構成要素が適合しない場合、このような表示は、キ
ットアセンブラに提供され得る。不適合性の検出は、アセンブリ時になされなかった場合
、医療関係者は、実施形態において、問題がある表示を受信し得、医療関係者は、キット
の内容物の適合性を確認するための装置を有する。
【００１３】
別の実施形態では、医学治療システムを提供する。医学治療システムは、医学治療キット
、医学治療を制御するための制御装置、および医学治療を提供するための医学治療装置を
含み得る。制御装置は、治療情報記憶デバイスからの情報を受信する、および／または医
学治療を行うために対応する制御情報を生成するように構成され得る。制御装置はまた、
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それ自体および／もしくは治療情報記憶デバイスを備える医学治療装置を認証することに
よりセキュリティを提供する、ならびに／またはそれ自体および／もしくは在庫追跡を提
供するための医学治療装置を識別するための情報を生成するようにも構成され得る。制御
装置はまた、医学治療が終了した後、料金規定用の情報を生成する、ならびに／または治
療が終了した後、記録管理用の医学治療データを一覧にするようにも構成され得る。
【００１４】
１つの実施形態では、医学治療は、ヒトおよび／または動物の苦痛に対する衝撃波の投与
であり得る。衝撃波は、体外で印加され、かつ電気水圧、電磁、圧電、および／または爆
発爆轟法が挙げられるが、これらに限定されない、衝撃波を提供するための任意の方法を
用いて生成され得る。各治療は、治療情報記憶デバイスに記憶される治療設定を示す、あ
るエネルギーレベルおよび周波数での一定数の衝撃を含み得る。これらの治療設定に基づ
いて、医学治療の費用であり得るキットの費用は、決定され、キットの購入時に支払われ
得る。代替として、医学治療の支払いは、料金規定のシステム、方法、および／またはコ
ンピュータプログラム製品を通して、治療が終了した後、提供され得る。
【００１５】
様々な実施形態では、医学治療を提供するための方法を提供する。例示的な方法は、制御
装置および／または医学治療装置が配置される領域により制御装置および／または医学治
療装置を認証することと、認証が成功した場合、制御装置が動作するのを可能にすること
と、医学治療装置を介して医学治療を行うように制御装置を動作することと、記録管理用
および料金規定用の医学治療を示すデータを一覧にすることと、を含み得る。
【００１６】
別の実施形態では、料金規定用のコンピュータプログラム製品を提供する。コンピュータ
プログラム製品は、コンピュータ可読媒体に記憶され、かつプロセッサによりアクセスで
きるように構成される、コンピュータ可読プログラムコードを有するコンピュータ可読媒
体を含み、プロセッサに、医学治療を示す複数の治療設定を識別させる、識別した治療設
定を割り当てさせる、医学治療を提供する際に使用すべき補助治療装置のタイプを識別さ
せる、補助治療装置の識別されたタイプに値を割り当てさせる、および医学治療に対応す
る料金を決定させる。幾つかの実施形態では、料金規定は、医学治療中、提供される、医
学治療設定のみに基づいて料金を識別し得る。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
本発明の例示的な実施形態のこれらの、および他の特性および態様は、以下の詳細な説明
が、添付の図面を参照して、読み取られる場合、明らかであろう。
【００１８】
【図１】本発明の実施形態に従う、医学治療システムの略図である。
【００１９】
【図２】本発明の実施形態に従う、医学治療システムの電子制御装置、補助物理的データ
記憶媒体、および有線データリーダの略図である。
【００２０】
【図３】本発明の実施形態に従う、医学治療システムにおける、ドングルにより接続され
る、電子制御装置、補助物理的データ記憶媒体の略図である。
【００２１】
【図４】本発明の実施形態に従う、医学治療システムの電子制御装置、補助物理的ＲＦＩ
Ｄデータ記憶媒体、およびＲＦＩＤデータリーダの略図である。
【００２２】
【図５】本発明の実施形態に従う、医学治療システムのラベルおよびＲＦＩＤデータリー
ダにおける、電子制御装置、補助物理的データ記憶媒体の略図である。
【００２３】
【図６】本発明の実施形態に従う、医学治療システムの電子制御装置、補助物理的データ
記憶媒体、および磁気カードデータリーダの略図である。
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【００２４】
【図７】本発明の実施形態に従う、医学治療システムの電子制御装置、バーコードを備え
る補助物理的データ記憶媒体、およびバーコードデータリーダの略図である。
【００２５】
【図８】本発明の実施形態に従う、医学治療システムの関係を示すブロック図である。
【００２６】
【図９】本発明の実施形態に従う、治療キットの略図である。
【００２７】
【図１０】本発明の実施形態に従う、治療キットの上からの透視図である。
【００２８】
【図１１】本発明の実施形態に従う、複数の医学治療キットの中の個別の治療キットの略
図である。
【００２９】
【図１２】本発明の実施形態における、ゲルおよび衝撃波デバイススリーブの２つの補助
治療装置を含む、治療キットの略図である。
【００３０】
【図１３】本発明の実施形態における、２つのゲル、衝撃波デバイススリーブ、およびゲ
ルアプリケータデバイスの４つの補助治療装置を含む、治療キットの略図である。
【００３１】
【図１４】本発明の実施形態における、複数の医学治療キットを有する、ディスペンサー
箱の透視図である。
【００３２】
【図１５】本発明の実施形態に従う、医学治療システムの治療情報の一覧である。
【００３３】
【図１６】本発明の実施形態に従う、医療システムの動作の方法を説明するフローチャー
トである。
【００３４】
【図１７】本発明の実施形態に従う、医療システムの動作の方法を説明するフローチャー
トである。
【００３５】
【図１８】本発明の実施形態に従う、医療システムの動作の方法を説明するフローチャー
トである。
【００３６】
【図１９】本発明の実施形態に従う、医療システムの動作の方法を説明するフローチャー
トである。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
本発明の実施形態は、添付の図面および図を参照して記載され、同じ数字は、完全に同じ
構成要素を示す。更に、本明細書で使用される用語および術語は、説明を目的とし、限定
するものと見なされるべきではないことを理解されたい。「含んでいる（ｉｎｃｌｕｄｉ
ｎｇ）」、「備えている（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」、「有する（ｈａｖｉｎｇ）」とい
う用語および本明細書でこれらの変形は、その後列挙される種目、その同等物、ならびに
追加の種目を包含することを意味する。「実装される（ｍｏｕｎｔｅｄ）」、「接続され
る（ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ）」、「連結される（ｃｏｕｐｌｅｄ）」という用語は、広範に
使用され、間接的、および直接的に双方で、実装され、接続され、および連結されること
を包含する。更に、「接続される（ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ）」および「連結される（ｃｏｕ
ｐｌｅｄ）」とは、物理的もしくは力学的接続もしくは連結に限定されない。
【００３８】
図１は、本発明の実施形態に従う、医学治療システムの説明図である。図１に示されるよ
うに、医学治療システム１００は、医学治療キット１１０、制御装置１２０、および医学
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治療装置１３０を含む。
【００３９】
制御装置１２０は、マイクロプロセッサと、制御装置１２０のマイクロプロセッサ可読記
憶媒体とを含む、特別にプログラム化された医療システムコンピュータを含む電子制御装
置として、実施形態に提供される。制御装置１２０のマイクロプロセッサ可読記憶媒体は
、医学治療装置１３０に特定の医学治療制御パラメータを適用するためのマイクロプロセ
ッサ実行可能命令の実施形態に含む。実施形態では、医学治療装置は、電子回路であり、
治療のパラメータを受信し、かつ制御するために、電子制御装置１２０に動作可能に接続
される。
【００４０】
幾つかの実施形態では、医学治療システム１００はまた、料金規定の制御装置１４０も含
み、これは、制御装置１２０に近接して、または通信ネットワーク１２９内の任意の位置
に配置され得る。幾つかの実施形態では、医学治療システム１００はまた、患者１５０、
および患者１５０が、医学治療を受ける間、設置され得る支持構造１５２も含む。
【００４１】
幾つかの実施形態では、医学治療システム１００の１つ以上の構成要素は、医学治療施設
（図示せず）に配置され、かつ医学治療システム１００の任意の他の構成要素に通信的に
連結され得る。１つ以上の構成要素は、光学、電気、有線、または無線媒体により連結さ
れ得る。幾つかの実施形態では、構成要素は、ユニバーサルシリアルバス（「ＵＳＢ」）
またはＲＳ２３２ポートを介してかかる機構により連結され得る。幾つかの実施形態では
、医学治療システム１００の様々な構成要素は、他の構成要素に近接して、または遠隔に
配置され得、通信ネットワーク１２９は、１つ以上の構成要素に、および１つ以上の構成
要素からの情報を送信し、かつ受信するために提供され得る。
【００４２】
医学治療キット１１０は、使い捨て、および／または消耗可能であり得る。したがって、
キット１１０は、使い捨て（ｏｎｅ－ｔｉｍｅ　ｕｓｅ）キットまたは再使用可能なキッ
トであり得る。医学治療キット１１０は、骨、軟骨、筋肉、腱、靱帯、関節、およびそれ
らの被膜、内臓器官、腺、皮膚、血管、リンパ管、開口および閉口創傷、神経等が挙げら
れるが、これらに限定されない、任意のヒトまたは動物の軟、半軟、および／もしくは硬
組織の治療に提供され得る。同一のキット１１０を使用して、滑液、血液等の体液を治療
することができる。また、医学治療キット１１０は、創傷ケア、蹄葉炎、変形性関節炎、
足底筋膜炎、外側上顆炎、潰瘍、褥瘡、皮膚状態、セルライト、器官の癌、腺の膨張また
は癌、心臓および血管の苦痛、泌尿器病および性病、骨移植術等に関連する、ヒトまたは
動物治療を対象にするこれらの医学的手順が挙げられるが、これらに限定されない、任意
の好適な医学的手順に使用され得る。
【００４３】
図１に示される本発明の実施形態では、医学治療キット１１０は、治療情報記憶デバイス
１１２および補助治療装置１１４を含む。治療情報記憶デバイス１１２は、キット容器に
連結されるものを含む、補助治療装置１１４に連結されるか、またはそれと共にパッケー
ジ化された物理的補助データ記憶媒体である。治療情報記憶デバイス１１２は、患者１５
０に医学治療を提供することに関連した１つ以上の機能を行うように、その中に記憶され
た情報を有し得る。実施形態では、治療情報記憶デバイス１１２は、制御装置１２０と共
に使用され、医学治療システム用の特定の医学治療制御パラメータを適用するために、制
御装置のマイクロプロセッサにより可読である、命令のうちの少なくとも幾つかを含む。
限定されないが、例として、治療情報記憶デバイス１１２は、ＲＦＩＤタグ、ラベルもし
くはチップ、メモリスティック、スマートカード、クレジットカード、バーコード、フロ
ッピーディスク、シーディーロム（ｃｄ－ｒｏｍ）、デジタル多用途ディスク（「ＤＶＤ
」）、または情報を記憶するように構成され、これから情報を読み取り得る構成された任
意のデバイスであり得る。補助治療装置１１４は、医学治療装置１３０と連動して使用し
、患者１５０に行われる医学的手順を強化し得る。
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【００４４】
様々な実施形態では、治療情報記憶デバイス１１２は、支払規定、セキュリティ、在庫追
跡、または医学治療設定規定、またはこれらの機能のいずれの組み合わせを行い得る。様
々な実施形態では、治療情報記憶デバイス１１２は、患者１５０に提供されるべき医学治
療に対応する医学治療設定の記憶；制御装置１２０に電源を入れること；制御装置１２０
および／もしくは医学治療装置１３０を認証することによりセキュリティを提供すること
；キット１１０の購入者に請求すべき医学治療キット１１０の費用を準備する；料金規定
用の情報を提供すること；ならびに／または医学治療キット１１０、補助治療装置１１４
、制御装置１２０、および／もしくは医学治療装置１３０の在庫を追跡すること、を行い
得る。
【００４５】
医学治療キット１１０の購入者に請求するべき医学治療キット１１０の費用を準備するこ
とにより、購入者は、医学治療を受けるより前に医学治療代を支払い得る。医学治療キッ
ト１１０の価格は、キット１１０が提供する、医学治療のための価格であり得る。したが
って、キット１１０の費用は、医学治療の費用に従って、増加、および軽減し得る。例え
ば、大きな創傷を治療するための医学治療の費用は、小さい創傷を治療するための費用よ
りも高くなり得る。したがって、大きな創傷を治療するためのキット１１０は、小さい創
傷を治療するためのキット１１０よりも高価格であり得る。したがって、これらの実施形
態では、キット１１０の費用は、医学治療の費用であり、補助治療装置１１４、および／
または治療情報記憶デバイス１１２を作製するために必要とされるタイプもしくは技術の
費用に関連し得ない。様々な実施形態では、治療情報記憶デバイス１１２は、治療の開始
もしくは終了時、ならびに治療中、読み取られ得る。
【００４６】
別の実施形態では、治療情報記憶デバイス１１２は、ＲＦＩＤデバイスであり得る。様々
な実施形態では、ＲＦＩＤデバイスは、タグ、ラベル、またはチップであり得、パッシブ
、アクティブ、またはセミパッシブ技術を含み得る。幾つかの実施形態では、ＲＦＩＤデ
バイスは、チップレスＲＦＩＤ技術、または電気製品コード技術を含み得る。チップレス
ＲＦＩＤデバイスは、集積回路なしで、ＲＦＩＤタグの別個の識別を可能にし、それによ
り、従来のタグよりも低価格で、キット１１０の表面上に、タグを直接印刷可能にし得る
。１つの実施形態では、治療情報記憶デバイス１１２は、タグに電力供給するための電源
供給を必要としない、パッシブタグであり得る。１つの実施形態では、パッシブタグは、
Ｈｉｔａｃｈｉ製のμチップであり得る。タグは、医学治療キット１１０の内部であり得
るか、またはキット１１０の外側に置かれたラベルであり得る。別の実施形態では、治療
情報記憶デバイス１１２は、電気製品コード技術に組み込まれるパッシブＲＦＩＤタグで
あり得る。様々な実施形態では、治療情報記憶デバイス１１２は、ドイツに所在するＰｏ
ｌｙＩＣ社により製造されたもの、またはオランダに所在するＰｈｉｌｌｉｐｓ社により
製造されたもののようなポリマータグであり得る。
【００４７】
様々な実施形態では、ＲＦＩＤデバイスは、国際標準化機構（「ＩＳＯ」）１４４４３、
および／または国際電気標準会議（「ＩＥＣ」）１８０００－６標準に従って、通信し得
る。ＲＦＩＤデバイスは、ＩＳＯ１４４４３に従って、最大１０ｃｍ（即ち、４インチ）
の距離まで通信し得る。ＲＦＩＤデバイスは、ＩＳＯ１５６９３に準拠したスマートラベ
ルに含まれ得る。１つの実施形態では、ＲＦＩＤデバイスは、１３．５６７ＭＨｚデバイ
スである。
【００４８】
図１に戻って参照すると、幾つかの実施形態では、暗号化、または非暗号化され得るセキ
ュリティ情報は、治療情報記憶デバイス１１２に記憶され得る。その情報を読み取り、医
学治療装置１３０、および／または制御装置１２０を認証し得る。認証は、装置１３０、
および／または制御装置１２０、および／または補助治療装置１１４の間の互換性を保証
し得る。また、その情報を使用して、制御装置１２０が、制御装置１２０を配置する、地
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理的領域において、使用を許可されるかどうかを判定し得る。
【００４９】
各実施形態では、構成要素が認証される場合、治療情報記憶デバイス１１２は、制御装置
１２０に治療設定情報を送信し、それにより、医学治療を行うことが可能になる。認証が
失敗した場合、治療情報記憶デバイス１１２は、医学治療を行うことができないように、
かかる方法において動作する。１つの実施形態では、治療情報記憶デバイス１１２は、制
御装置１２０が動作しないようにし得る。
【００５０】
１つの実施形態では、認証は、以下の通り行われる。治療情報記憶デバイス１１２に記憶
された情報は、制御装置１２０に送信されるパスワードとしての機能を果たし得る。パス
ワードは、著作権を侵害され、かつ制御装置１２０が不適切に始動しないように暗号化さ
れ得る。制御装置１２０が、正確なパスワードと一致する場合、認証は成功し、医学治療
は許容される。パスワードが一致しない場合、医学治療は許容されない。このように、治
療情報記憶デバイス１１２に記憶された治療データを制御装置１２０に送信しないことに
より、制御装置１２０は、治療を行えない、または「オフ」モードにより制御装置１２０
を維持することにより、行われ得る。制御装置１２０は、例えば、オフモードにスイッチ
を維持することにより、またはオフモードに内部スイッチを移動させることにより、オフ
モードに維持され得る。したがって、制御装置１２０へのアクセスは、拒否され得る、お
よび／または制御装置１２０は、認証が成功しない場合、オフポジションに、または医学
治療を行えない状態に維持され得る。
【００５１】
別の実施形態では、情報は、治療情報記憶デバイス１１２の使用前に、患者１５０の治療
のための適切な医学治療キット１１０が、制御装置１２０に記憶されていることを判定す
るために使用され得る、入力デバイス１２８から入力され得る。入力デバイス１２８は、
キーボード、マウス、ヒューマンインターフェースデバイス、イメージもしくはビデオキ
ャプチャーデバイス、温度センサー、計測器等が挙げられるが、これらに限定され得ない
。情報は、特定の体部分の病状、治療部位の物理的および解剖学的測定、治療のタイプ（
例えば、硬組織、軟組織）、および／または治療のタイプ（例えば、組織を殺さない切除
できないもの、または組織を殺す切除できるもの、制御装置１２０および医学治療装置１
３０を用いて、行われ得る、医学治療の刺激、治癒、または任意の他のタイプ）が示す情
報であり得る。物理的および解剖学的測定に対応する、および所望の治療のタイプを提供
することが必要である医学治療は、制御装置１２０により決定され得る。制御装置１２０
に本情報を記憶した後、制御装置１２０は、医学治療に適切なキット１１０のタイプを識
別し得る。
【００５２】
幾つかの実施形態では、識別されたキットは、治療レジメン中、治療の経過に従って、異
なるキットを利用し得る。異なるキットは、それぞれ、状態の特定の治療段階または状況
で、制御装置から医学治療装置に適用されるべき治療パラメータのための命令を有する、
補助物理的記憶媒体を含み得る。創傷測定、治癒特性等の状態の状況に関する情報は、治
療レジメンにおいて、キットの決定のために、入力デバイス１２８から制御装置１２０に
入力され得るか、またはキットは、期待された治療の経過のために漸進的な既定の治療設
定を含み得る。例示的な限定されない実施形態のように、適切なキット（前回のまたはそ
の後の使用キットと比較して）は、パラメータの強度を増加するか、または軽減する、用
量を変化させる等の制御装置への命令を含み得る。
【００５３】
１つの実施形態では、患者１５０に所望の創傷治療を、識別し得る。この実施形態では、
キット１１０は、創傷キットであり得る。創傷の大きさ、タイプ、および適切な治療が異
なるため、制御装置１２０に記憶される情報は、創傷を治療するために提供されるべきキ
ット１１０を示し得る。創傷の長さ、幅、直径、および／または深度は、治療に適用する
ために、適切なキット１１０、ならびに制御装置１２０のための治療パラメータを決定す
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るために提供され得る。
【００５４】
選択された創傷キットを、開封し得、治療情報記憶デバイス１１２を取り出し、スキャン
し得る。治療情報記憶デバイス１１２のスキャニングに対応して、治療情報記憶デバイス
１１２は、認証を行い、創傷キットが、創傷に適切であるかどうかを判定し得る。創傷キ
ットが適切である場合、治療情報記憶デバイス１１２に記憶された治療設定は、制御装置
１２０に送信され得る。創傷キットは、治療設定および／または治療パラメータに基づい
て好適であることを判定され得る。例えば、治療パラメータは、制御装置１２０の適切な
タイプ、医学治療装置１３０の適切なタイプ、ならびに制御装置１２０、および／または
医学治療装置１３０を販売および／もしくは使用してもよい、許可された地理的領域を含
み得る。例えば、ある地理的領域において配置された、ある制御装置１２０は、ある医学
治療キット１１０を用いてのみ動作を許可され得る。したがって、制御装置１２０が、動
作し得るかどうかを制御することは、第１の領域において、第１の低価格で購入し、キッ
ト１１０が高価格で販売される、第２の領域において使用された、キット１１０の使用を
妨げ得る。幾つかの実施形態では、全地球測位システム（ＧＰＳ）受信機、無線三角測量
制御装置、インターネットドメインアドレス、およびそれに類する位置技術を、制御装置
と共に使用して、地理的領域および関連した地理的ベース設定を決定し得る。
【００５５】
他の実施形態では、認証は、地方自治体が、制御装置１２０の使用を許可していない領域
において、制御装置１２０が、使用されないことを保証する。したがって、治療情報記憶
デバイス１１２が、ある領域において使用を許可されていると認識する、制御装置１２０
のみを認証し得るため、不適当な領域において使用される制御装置１２０は、動作可能で
はあり得ない。
【００５６】
代替的な実施形態では、音圧波で治療されるべき体面積の所望の量の特定の測定は、制御
装置１２０に入力され、このような量のための適切なパラメータを設定し、ならびにこの
ような治療のための適切なキット１１０を決定し得る。標的体組織または部位の密度測定
はまた、適切な治療パラメータおよびキット１１０の決定のために、制御装置１２０に入
力され得る。他の実施形態では、特定の体部分および病状を、制御装置１２０に入力し、
体部分および／または状態の治療のための適切なパラメータを設定し、かつこのような治
療のための適切なキット１１０を決定し得る。
【００５７】
認証は、医学治療キット１１０、制御装置１２０、およびパラメータ、またはシステムに
おいて、任意の他のデバイスの間違った選択の問題を低減させ得る。このような認証はま
た、互いの有効性を低減させる主要な、および追加の装置の可能性を低減させることによ
り、有効な治療の可能性も増大させ得る。
【００５８】
また、デバイスの識別を決定し、かつ使用すべき適したデバイスを保証することは、安全
でない治療の可能性を低減させる。例えば、患者１５０に適用される、エネルギーの安全
でない用量、および／または安全でない多くの衝撃の可能性は、治療設定が、治療情報記
憶デバイス１１２にプログラム化され得るため、低減され得る。
【００５９】
例として、ヒトまたは動物創傷ケアの医学治療において、デバイス１１２の治療設定は、
創傷の面積に基づいて異なり得る。故に、異なる本発明の実施形態では、異なる医学治療
キットは、小、中、大（Ｌ）、ＸＬ、ＸＸＬ、またはＸＸＸＬである、創傷面積の治療を
対象にするキット１１０のために作成された、異なる前もってプログラム化した治療設定
を備える、治療情報記憶デバイス１１２を有し得る。
【００６０】
様々な実施形態では、治療情報記憶デバイス１１２は、医学治療キット１１０が、いかな
る考慮においても、異物が混入していないことを保証するために、医学治療キット１１０
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のためのセキュリティを促進するための情報を記憶し得る。
【００６１】
幾つかの実施形態では、治療情報記憶デバイス１１２は、上述のように、医学治療キット
１１０の在庫を追跡する、在庫制御機能を実行する、盗難を軽減する、料金規定を促進す
る、保険コーディングを促進する、医学治療を受ける前に、医学治療の支払いの規定を促
進する、制御装置１２０を動作可能にするセキュリティ規定を提供する等のために使用さ
れ得る、機構または情報と共に構成され得る。
【００６２】
１つの実施形態では、治療情報記憶デバイス１１２を使用して、医学治療の支払いの規定
を促進し得る。本実施形態では、治療情報記憶デバイス１１２からの情報に基づいて、制
御装置１２０は、医学治療設定と共にプログラム化され、治療を行い得る。治療終了に対
応して、使用した治療設定は、表形式に記録され、次いで、料金規定の制御装置１４０に
送信され得、これは、データを使用して、治療の支払いを計算する。料金規定の制御装置
１４０はまた、データを使用して、保険コーディングを行い得る。情報はまた、期間中（
または今後の洗濯された多くの治療のために）、治療のためになされたことについてのデ
ータを生成し、かつ制御装置１２０にデータを記憶し得る。また、一覧にしたデータを使
用して、制御装置１２０が、誤動作しているかどうかを判定し得、誤動作しているか、ま
たは制御装置１２０または装置１３０の適した動作を妨げる不可抗力が存在すると判定さ
れる場合、患者１５０に弁償され得る。また、料金規定の制御装置１４０を使用して、患
者１５０の治療を追跡するためのデータを記憶することができる。
【００６３】
治療を終了した後、治療のログは、制御装置１２０内部に記憶され得る。治療を終了する
方法が、決定され、評価され得る。治療が、制御装置１２０のシャットオフにより終了す
る際、ハードシャットオフまたはソフトシャットオフが、生じ得る。本明細書で使用され
る「ハードシャットオフ（ｈａｒｄ　ｓｈｕｔ　ｏｆｆ）」という用語は、故障した制御
装置１２０または装置１３０による電源故障後、制御装置１２０のデバイスを停止させる
ように直接主スイッチを切り替えた後、または電源から制御装置１２０のプラグを抜いて
電気を切ることによる、制御装置１２０のシャットオフを意味するものとする。本明細書
で使用される「ソフトシャットオフ（ｓｏｆｔ　ｓｈｕｔ　ｏｆｆ）」という用語は、医
学治療が終了した後、制御装置１２０および／または医学治療装置１３０の動作を適切に
停止させるためにスタンバイボタンを押すか、または別の機構を作動させることによって
適切にシャットオフさせた後の、制御装置１２０のシャットオフを意味するものとする。
【００６４】
ハードシャットオフが生じる際、患者１５０は、行われる治療に対して弁償され得る。治
療のログが、医学治療が行われている検出を回避するように、一方法において、シャット
ダウンされる制御装置１２０を示す場合には、制御装置１２０を停止し得、再度開始する
ことができるように制御装置１２０を認可する権利を有する第三者により承諾されるまで
、再度開始してはいけない。治療のログは、選択された多くの連続的なハードシャットが
ある際、検出を回避する試みを示し得る。例えば、３回のハードシャット後、制御装置１
２０は、公認された第三者が、再度、制御装置１２０を開始するまで、シャットダウンさ
れ得る。検出を回避するための試みのパターンは、上記に開示されるものとは異なり得る
。
【００６５】
１つの実施形態では、治療情報記憶デバイス１１２は、医学治療設定を送信するために使
用することができるバーコードを含む。また、バーコードを使用して、医学治療を受ける
前に、医学治療の支払いのためのキット１１０の費用を提供することができる。幾つかの
実施形態では、バーコードを使用して、キット１１０の在庫を追跡してもよい。
【００６６】
治療情報記憶デバイス１１２は、使い捨て、および／もしくは消耗可能であり得、それに
より、使い捨ての医学治療用のみに提供され得るか、または再使用され得、それにより患
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者１５０に対して１回以上の治療を提供され得る。治療情報記憶デバイス１１２は、再充
填することができるか、またはそこに更新され、値の増加もしくは減少された、記憶され
た情報を有することができる。治療設定またはそれらの値は、医学治療システム１００ま
たは治療情報記憶デバイス１１２が、貨幣的価値等の値を受信すると、追加、増加、減少
、またはそうでなければ変更され得る。したがって、治療情報記憶デバイス１１２は、値
を追加し得る、電話のコーリングカードに対するものと同様の方法において、値によって
更新され得る。値を追加する、または値を変更するためのシステムおよび方法は、値を機
構に追加する既知の方法のいずれかにより行われ得る。代替として、値の追加、または変
更は、製造業者の構成要素の記載のシステムで、またはインターネットもしくは保護され
た暗号化システムを用いた電子接続を介して行われ得る。
【００６７】
治療情報記憶デバイス１１２に記憶された情報は、医学治療を促進するのに好適な任意の
方法において、記憶され得る。例えば、様々な実施形態では、情報は、ランダムアクセス
メモリ、読み取り専用のメモリ、フラッシュメモリ等として、記憶され得る。
【００６８】
医学治療キット１１０はまた、補助治療装置１１４を含む。補助治療装置１１４は、使い
捨て、および／または消耗可能であり得る。補助治療装置１１４は、医学的手順中、使用
されるように設計された、任意のデバイスであり得る。様々な実施形態では、補助治療装
置１１４は、衝撃波を含む、１つ以上の音圧波を生成する、および／または発光するよう
に構成されたデバイスであり得るか、または医学治療装置１３０と患者１５０との間で使
用されるインターフェイスであり得る。様々な実施形態では、医学治療装置１３０は、音
圧波デバイスであり得る。様々な実施形態では、アプリケータは、電気機械、電磁気、爆
発爆轟、電気水圧、圧電（結晶、薄フィルム、または繊維）、または衝撃波を生成するた
めの任意の他の好適な方法を通して、衝撃波を生成し得る。衝撃波は、集束的または非集
束的であり得、波の頂点と谷との間の時間内で相対的に短距離を有する、非正弦の鋭敏な
高圧波であり得る。幾つかの実施形態では、衝撃波は、正弦の、超音波集束もしくは非集
束波またはマイクロ波である。
【００６９】
１つの実施形態では、補助治療装置１１４は、医学治療用の高度な清浄度を提供する。本
実施形態では、装置１１４は、無菌であり、かつ１回の使用の使い捨てであり得る。この
点において、補助治療装置１１４は、医学治療装置１３０の表面の少なくとも一部分を被
覆するように配設される被覆機構であり得る。この点において、被覆機構は、同一の医学
治療装置１３０による治療を受ける異なる患者間の二次感染の可能性を軽減するように、
医学的手順中、医学治療装置１３０と患者１５０との間に位置付けられるように配設され
得る。様々な実施形態では、補助治療装置１１４は、スリーブ、無菌バリア、使い捨てま
たは再使用可能なヘッド、薄膜、楕円状、球状もしくは放射状（もしくはこれらの組み合
わせ）反射体、または可変焦点を備える反射体、パッド溶液、統合型抗生物質もしくは他
の医薬品付きパッド、薬物送達デバイス、ゲル等が挙げられるが、これらに限定され得な
い。
【００７０】
補助治療装置１１４は、補助治療装置１１４が、医学治療装置１３０に連結される位置で
、補助治療装置１１４が旋回するか、または傾転するように、医学治療装置１３０に連結
されるように配設され得る。補助治療装置１１４は、補助治療装置１１４が、旋回動作／
傾転動作の前、後、またはその間、第１の軸および／または第２の軸に沿って移動するよ
うに、医学治療装置１３０に連結されるように配設され得る。旋回動作／傾転動作は、三
次元であり得る。第１の軸および第２の軸は、治療を提供する患者１５０の表面に対して
垂直であり得るか、または任意の好適な角度で、位置付けられ得る。したがって、移動は
、患者１５０に向かう、およびそこから離れるように垂直であるか、または患者１５０の
表面に対して前後もしくは左右であり得る。衝撃波印加を含む医学治療に関しては、患者
１５０に向かう、およびそこから離れるような垂直運動は、患者１５０に対して、医学治
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療装置１３０の異なる垂直高さに対して異なる深さの衝撃波の侵入を提供し得る。患者１
５０内の治療部位が拘束されるか、または患者１５０が、患者１５０に向かう、およびそ
こから離れるような垂直運動、または前後もしくは左右の処置を容認し得ない、心臓治療
を含むもののような医学治療に関しては、適切な医学治療を提供するように、旋回動作／
傾転動作の運動が提供され得る。料金規定は、提供された治療のタイプに基づいて行われ
得る。例えば、料金は、異なる治療のタイプに対して評価され得、旋回動作／傾転動作が
、患者に向かう、およびそこから離れるような垂直運動よりも多額であるか、または少額
であり得る。
【００７１】
幾つかの実施形態では、補助治療装置１１４は、治療用に使用され得る幾つかの異なるア
プリケータのうちの１つである。
【００７２】
幾つかの実施形態では、補助治療装置１１４は、医学治療装置１３０から発光され得る、
最小減衰の衝撃波を伴い、医学治療装置１３０と患者１５０との間の高度な音響結合を提
供する。この点において、補助治療装置１１４は、医学治療装置１３０と患者１５０との
間に位置付けられるように配設され得るゲルパッド、または患者１５０に適用されるよう
に配設され得る結合ゲルであり得る。他の種類のゲルパッド、または結合ゲルを使用して
、衝撃を減衰し、かつ治療中、治療前、および／または治療後、衝撃波による悪影響もし
くは損傷を軽減することができる。
【００７３】
幾つかの実施形態では、補助治療装置１１４は、医学治療装置１３０を用いた患者間の二
次感染を軽減するのに役立つ、任意の機構であり得る。
【００７４】
制御装置１２０は、リーダ１２２、コンピュータ１２４、ディスプレイ１２６、ユーザ入
力装置１２８を含む。構成要素のそれぞれは、医学治療および／または医学治療用の料金
規定を提供するのに関連する、１つ以上の機能を実行するように構成された、ハードウェ
ア、ソフトウェア、またはハードウェアとソフトウェアの組み合わせを含み得る。様々な
実施形態では、制御装置１２０は、患者１５０に提供されるべき医学治療に対応する医学
治療設定を受信する、電源を入れる、認証する、および／または料金規定用の情報を処理
するように動作し得る。制御装置１２０はまた、データを一覧にする、ならびに／または
提供される衝撃波数が挙げられるが、これに限定されない、提供された治療のタイプの記
録を残すようにも構成され得る。
【００７５】
また、データリーダ１２２、マイクロプロセッサおよびマイクロプロセッサ可読記憶媒体
を含むコンピュータ１２４、ディスプレイ１２６、ならびにユーザ入力装置１２８は、上
記の媒体のいずれかを通して、互いの１つ以上に通信的に連結され得る。
【００７６】
リーダ１２２は、光学式文字認識（「ＯＣＲ」）リーダ、バーコードリーダ、ＲＦＩＤリ
ーダ等が挙げられるが、これらに限定されない、治療情報記憶デバイス１１２からの情報
を読み取るように構成された、任意の機構であり得る。リーダ１２２は、ＲＦＩＤスキャ
ニング、または光学式文字認識が挙げられるが、これらに限定されない、幾つかの既知の
方法のいずれかにより情報を読み取り得る。
【００７７】
幾つかの実施形態では、リーダ１２２は、制御装置１２０および電源（図示せず）に連結
され得る、ＲＦＩＤリーダおよび／またはスキャナーであり得る。このＲＦＩＤリーダお
よび／またはスキャナーは、ＲＦＩＤパッシブタグを作動し、それに内蔵された情報を読
み取ることが可能であり得る。
【００７８】
リーダ１２２は、ＲＦＩＤデバイスが、リーダ１２２に対して、選択された近接内にある
場合、ＲＦＩＤデバイスを読み取り得る。幾つかの実施形態では、選択された近接は、Ｉ
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ＳＯ１４４４３またはＩＳＯ１５６９３標準に従って、数センチメートルである。リーダ
１２２およびＲＦＩＤタグは、特定の周波数で、かつ異なる距離範囲に対して、通信する
ように構成され得る。１つの実施形態では、ＲＦＩＤリーダは、Ｆｅｉｇ　Ｅｌｅｃｔｒ
ｏｎｉｃにより製造されたＲＦＩＤ読取書込装置モデルＩＤ　ＣＰＲ．Ｍｏ２であり得、
ＲＳ－２３２インターフェイスと連動して使用され得る。
【００７９】
制御装置１２０はまた、コンピュータ１２４も含み、幾つかの実施形態では、ディスプレ
イ１２６およびユーザ入力装置１２８も含み得る。幾つかの実施形態では、制御装置１２
０およびその中の構成要素は、電気機械構成要素を含み得、最新式のソフトウェアおよび
ハードウェアの構成要素により作動される。
【００８０】
コンピュータ１２４は、リーダ１２２により治療情報記憶デバイス１１２から読み取られ
た１つ以上の治療設定を示す情報を受信し、処理するように構成された、ソフトウェア、
ハードウェア、またはソフトウェアとハードウェアの双方の組み合わせを含む。１つの実
施形態では、コンピュータ１２４は、読込情報を処理し、かつ医学治療装置１３０により
受信され、医学治療装置１３０の機能性を制御するように構成された、制御情報を生成す
る。したがって、医学治療装置１３０は、制御情報を受信し、治療情報記憶デバイス１１
２に記憶された治療設定のうちの１つ以上に従って、動作するように制御され得る。幾つ
かの実施形態では、制御装置１２０は、治療情報記憶デバイス１１２から治療設定をダウ
ンロードする。
【００８１】
幾つかの実施形態では、コンピュータ１２４はまた、料金規定と関連する１つ以上の機能
を提供するように構成され得る。この点において、コンピュータ１２４は、１つ以上の医
学治療、または１つ以上の医学治療を含む、全医学的手順と関連する料金を決定するため
の方法を実行し得る。図１９を参照すると、方法は、方法１１００、または医学治療用の
料金規定のための別の好適な方法であり得る。
【００８２】
再度、図１を参照すると、様々な実施形態では、コンピュータ１２４は、制御装置１２０
が、患者１５０に提供されるべき医学治療に対応する医学治療設定を受信する、電源を入
れる、認証する、および／または提供される医学治療の支払いのために後で生成される請
求明細書用の情報を処理することが可能であるように構成され得る。
【００８３】
ユーザ入力装置１２８は、ユーザにより開始された入力を受信し、コンピュータ１２４、
ディスプレイ１２６、またはリーダ１２２のうちの１つ以上により解釈されるように配設
される信号に受信された入力を翻訳するように構成された、ソフトウェア、ハードウェア
、またはソフトウェアとハードウェアの双方の組み合わせを含む。１つの実施形態では、
受信された入力は、リーダ１２２に、治療情報記憶デバイス１１２の情報を読み取らせる
、および／またはスキャンさせるように構成された、信号に翻訳される。１つの実施形態
では、受信された入力は、機構に、治療情報記憶デバイス１１２のメモリに書き込ませる
ように構成された、信号に翻訳される。それにより、機構は、治療設定のうちの１つ以上
を更新し得る。一例では、患者１５０が、医学治療を受けた後、機構は、治療情報記憶デ
バイス１１２のメモリに書き込み、１つずつ残留する治療の回数を減少し得る。別の例で
は、患者１５０が、医療関係者への支払い用紙を提供した後、機構は、治療情報記憶デバ
イス１１２のメモリに書き込み、患者１５０が、治療情報記憶デバイス１１２を用いて受
けることができる衝撃数を補充し得る。再使用を防ぐために、別の実施形態では、治療情
報記憶デバイス１１２は、それに含まれた情報が、制御装置１２０に送信された後、破壊
され得る。
【００８４】
ディスプレイ１２６は、リーダ１２２により読み取られた１つ以上の治療設定を示す画像
情報を、視覚的ディスプレイのために受信し、かつ書式設定を行うように構成された、ソ
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フトウェア、ハードウェア、またはソフトウェアとハードウェアの双方の組み合わせを含
む。視覚的ディスプレイは、グラフィカル、絵入り、テキスト、または別様であり得る。
１つの実施形態では、ディスプレイ１２６は、異なる角度で、情報を表示することが可能
であってもよい。１つの実施形態では、ディスプレイ１２６は、グラフィカルユーザイン
ターフェイス（「ＧＵＩ」）であり得る。ＧＵＩは、タッチスクリーンＧＵＩ、またはユ
ーザ入力装置１２８で受信された入力からの信号を受信するように構成された、ＧＵＩで
あり得る。
【００８５】
１つの実施形態では、ディスプレイ１２６は、手順を通して、医療関係者を誘導するため
に、医療関係者により可読な命令を表示する。別の実施形態では、命令は、制御装置１２
０もしくは装置１３０を初期化すること、治療設定をロードし、かつ医学治療キット１１
０のタイプを示す情報をロードすること、または新規の治療を開始することのうちの１つ
以上を行うために提供され得る。ディスプレイ１２６は、治療部位、周波数、エネルギー
、侵入深さ、アプリケータタイプ、選択された用量、治療の日付および／または時間を出
力し得る。ディスプレイ１２６はまた、治療部位の画像も表示し得る。
【００８６】
医学治療装置１３０は、医学治療を提供するように構成された、ソフトウェア、ハードウ
ェア、またはソフトウェアとハードウェアの双方の組み合わせを提供する。装置１３０は
また、治療情報記憶デバイス１１２、あるいは制御装置１２０のいずれかに含まれる、ハ
ードウェアおよびソフトウェアにより駆動されたセキュリティ認証構成要素も含み得る。
【００８７】
幾つかの実施形態では、医学治療装置１３０は、電気水圧、圧電（結晶、薄フィルム、ま
たは繊維）、または電磁気法、および／または平面、放射状、集束もしくは非集束波を生
成することができる爆発法が挙げられるが、これらに限定されない、何種類もの方法によ
り、１つ以上の衝撃波を生成し、かつ発光するように構成された、デバイスであり得る。
１つの実施形態では、装置１３０は、衝撃波を生成するように構成された、スパークギャ
ップ発生器である。様々な実施形態では、医学治療装置１３０は、医学治療を提供するよ
うに構成された、任意の機構である。医学治療は、衝撃波療法であり得る。幾つかの実施
形態では、医学治療装置１３０は、体への衝撃波治療を提供するように構成された、機構
である。
【００８８】
様々な実施形態では、医学治療装置１３０は、患者１５０のｘ線、または患者の超音波ス
キャニングもしくはコンピュータ断層撮影、または自動化デバイスにより患者に提供され
得る任意の他の医学治療もしくはスキャニング手順を提供するように構成された、デバイ
スであり得る。医学治療装置１３０は、補助治療装置１１４と連動して使用されるように
設計され得る。１つの実施形態では、補助治療装置１１４は、医学治療装置１３０に、機
械的に、電気的に、磁気的に、または、単に物理的に連結され得る。幾つかの実施形態で
は、患者１５０に近接して医学治療装置１３０の第１の末端は、補助治療装置１１４によ
り全体または一部において、被覆されるように配設され、それにより、医学治療装置１３
０を用いた患者間の二次感染のリスクを軽減し得る。
【００８９】
様々な実施形態では、制御装置１２０、医学治療装置１３０、および／または補助治療装
置１１４は、様々な治療設定で構成され得る、および／または特定の治療設定に従い、動
作され得る。
【００９０】
図１を参照すると、幾つかの実施形態では、医学治療装置１３０は、衝撃波を印加するた
めに、変更可能な補助治療装置１１４を含む、またはそれを用いて動作するように構成さ
れた、衝撃波の筺体を含み得る。別の例では、医学治療装置１３０は、治療を受ける間、
患者１５０が処置され得る、支持構造１５２に組み込み可能であってもよい。医学治療装
置１３０は、異なる治療のための多くの異なる電極を含み得る。
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【００９１】
医学治療装置１３０は、患者１５０に印加されるべき衝撃波の電圧、エネルギー、周波数
、回数、および／または角度に関して治療設定を受信する、制御装置１２０に応じて動作
し得る。１つの実施形態では、１０～２０ｋＶの電圧を使用して、１～２０Ｈｚの周波数
で、患者１５０に印加される衝撃波を生成し得る。衝撃波印加は、治療が完了するまで必
要に応じて、開始および／または再開始され得る。５～３０ｋＶの電圧を使用して、１～
８Ｈｚの周波数で、患者１５０に印加される衝撃波を生成し得、衝撃波印加は、治療が完
了するまで必要に応じて、開始および／または再開始され得る。補助治療装置１１４は、
無菌バリア、または医学治療装置１３０と共に使用され得る、幾つかの異なるアプリケー
タのうちの１つであり得る。
【００９２】
医学治療装置１３０は、ユーザ入力装置１２８およびディスプレイ１２６用の入力／出力
（「Ｉ／Ｏ」）情報を指示し得る。１つの実施形態では、ユーザ入力装置は、オン／オフ
の機構と、エネルギー、衝撃波の周波数、事前選択される衝撃波の量、１つの部位あたり
の衝撃数、装置１３０の自動位置決め用の位置決めパラメータ、および／または治療部位
の画像を手動で編集するためのタッチスクリーンとして構成された、ディスプレイ１２６
と協調するように配設された電子ペン等の編集ツールに関して治療設定を受信するための
機構とを含み得る。創傷の大きさは、編集ツールを用いて定義され得る。編集ツールを使
用して、創傷の座標を識別され得、このような座標は、医学治療装置１３０に電子信号と
して送信され得、これは、治療部位を自動的に計算し得る。幾つかの実施形態では、既存
のｘ線または超音波写真は、制御装置１２０に取り込まれ、ディスプレイ１２６上に示さ
れ得る。したがって、医療関係者は、医学治療装置１３０の位置決めを支援するために、
患者１５０の内部部位を検視することが可能であってもよい。
【００９３】
別の例では、ラップトップ等（図示せず）のコンピュータは、医学治療装置１３０に連結
され、情報が、制御装置１２０から受信される方法を制御することができる。医学治療装
置１３０は、ラップトップ上に、またはラップトップと連通するように構成された任意の
他の好適なデバイス上に表示され得る入力および出力情報を指示し得る。例えば、１つの
実施形態では、医学治療装置１３０は、ラップトップに接続し、かつ患者もしくは在宅介
護士により使用することができる、デバイスである。ユーザ入力装置１２８は、それぞれ
、ラップトップをオンオフするためのオン／オフの機構を含み得る。
【００９４】
料金規定の制御装置１４０は、医学治療を示す受信された情報を処理し、かつ医学治療用
の値を生成するように構成された、任意の機構であり得る。様々な実施形態では、料金規
定の制御装置１４０は、医学治療設定および値を用いて構成されたデータベースであり得
る。料金規定の制御装置１４０は、医学治療設定と受信された情報を相関させ得、その値
は、および医学治療設定に基づいた、医学治療の費用であり得る。したがって、受信され
た情報は、治療情報記憶デバイス１１４に記憶された情報を示し得る。例えば、１つの実
施形態では、患者１５０が請求されるか、または治療時に、支払わなければならない、費
用を示す貨幣的料金が決定される。決定は、医学治療中、提供される、衝撃波の回数およ
び周波数、ならびに医学治療装置１３０のエネルギーレベルに基づいて、なされ得る。医
学治療システム１００の本実施形態では、貨幣的料金は、医学治療の支払いである。支払
いは、医学治療キット１１０の購入後、および医学治療の終結後、患者１５０から収集さ
れるものとする。
【００９５】
料金規定の制御装置１４０は、制御装置１２０、医学治療装置１３０、または治療情報記
憶デバイス１１２のうちの１つ以上に通信的に連結され得る。幾つかの実施形態では、料
金規定の制御装置１４０は、医学治療システム１００から遠隔される地理的な位置で、配
置され得る。例えば、示されるように、料金規定の制御装置１４０は、通信ネットワーク
１２９内のいずれのアドレスで配置され得る。
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【００９６】
医学治療システム（図示せず）の別の実施形態では、治療情報記憶デバイスは、いずれの
医学治療キットとの関連なく、使用され得る。治療情報記憶デバイスは、電話のコーリン
グカードに対するものと同様の方法において、使用され得、かつ治療設定用の選択された
値を有するようにプログラム化され得る。
【００９７】
例えば、治療情報記憶デバイスは、治療情報記憶デバイスを購入する際に支払われた貨幣
価値に基づいて、そこにプログラム化された、限定された衝撃波数を有し得る。幾つかの
実施形態では、これらの治療情報記憶デバイスは、異なる費用で、一定数の衝撃波（例え
ば、２５００、５０００、１００００）で事前負荷された患者に提示され得る。幾つかの
実施形態では、デバイス上で負荷された衝撃波数が多いほど、治療情報記憶デバイスの費
用が高い。治療中、消費された衝撃波数は、デバイスにおいて購入された衝撃波の初期数
から減算することができ、治療は、衝撃波の全てが使用されるまで反復され得る。幾つか
の実施形態では、衝撃波の全てが印加され、衝撃波が残留しなくなった後、治療情報記憶
デバイスは、更新され、アップロードすることができる。このクレジットカードのアプロ
ーチは、異なる医学治療に対して使用することができる。したがって、治療情報記憶デバ
イスは、医学治療キットと無関係であり、ひいては、ある種の病気のためのある医学治療
キットまたは医学治療と関連し得ない。このように、本アプローチは、患者に対して、医
学治療の必要性（１つ以上の医学治療の必要性を含み得る）に基づいて、治療設定値を選
択する柔軟性をもたらし、何人かの患者には、経済的に実行可能でない可能性がある、多
数の衝撃に対して事前に支払いを行う代わりに、低費用を維持する。
【００９８】
また、前述の実施形態のうちの１つ以上の組み合わせを、作成することができ、他の治療
情報記憶デバイスを使用して、財政的に請求するようなモダリティを作成し、治療設定を
プログラム化し、セキュリティを提供し、および／または治療の記録を残し得る。
【００９９】
幾つかの実施形態では、医学治療キット（図示せず）は、ヒトもしくは動物への医薬品お
よび／または薬物の投与を提供し得る。例として、医薬品は、ヒトもしくは動物の創傷、
硬組織および軟組織の疾患、心臓、整形外科的もしくは神経系の疾患の治療のためのもの
、ならびに／またはワクチン、麻酔剤、抗生物質、避妊薬、抗寄生虫剤等の規定のための
ものであり得る。様々な実施形態では、物質は、衝撃波デバイス等の医学治療装置を用い
て、ヒトの人体、組織、または細胞内部に押し込むことができる。
【０１００】
幾つかの実施形態では、医学治療キットは、電気製品コード技術を有するような治療情報
記憶デバイス、および医薬品を含むように配設されたディスペンサー等の補助治療装置を
含み得る。例えば、医学治療キットは、電気製品コード技術を用いて書式設定された、ラ
ベルまたはタグを有する注射器を含み得る。ラベルは、医薬品を識別する、そこに記憶さ
れた情報、医薬品を使用し得る適切な医学治療、医学治療用の適切な用量情報を有し得る
。本情報をスキャニングし、制御装置に情報を送信することにより、患者は、正しい治療
を受けることができる。別の実施形態では、注射器および／または医療容器からの情報は
、治療前に、制御装置に送信することができる治療設定用のプログラミングデータを含む
ことができる。
【０１０１】
ラベルに記憶された情報を読み取る制御装置のリーダに応じて、制御装置は、医薬品が、
患者および／または医学治療に適しているかどうかを判定し得る。幾つかの実施形態では
、制御装置は、提供するべきである、患者の病歴またはプロファイルにおける情報（例え
ば、年齢、アレルギー等）を相互参照し、医薬品が、患者、または患者が受ける予定であ
る治療と適合するかどうかを判定し得る。
【０１０２】
病歴および／またはプロファイルは、制御装置の位置で、制御装置でアクセス可能である
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、または制御装置への遠隔位置で、ネットワークを介してアクセス可能である、情報リポ
ジトリに事前に記憶され得る。代替として、病歴および／またはプロファイルは、制御装
置でアクセス可能であるシステムに入力され得るか、または医学治療時に、医薬品の提供
者（例えば、医者または看護士）により読み取られ得る。例えば、病歴および／またはプ
ロファイルは、ＣＤ、フロッピーディスク、患者のファイル内の用紙上、または別様に記
憶され得る。電子デバイスは、一連の治療が、それぞれの患者に開始される際、カスタマ
イズされるように割り当てられた、そのメモリの一部を有することにより、各患者用にカ
スタマイズすることができる。メモリの残りは、治療設定、消費された、または利用可能
な衝撃数等のために使用される。
【０１０３】
したがって、キットを使用して、患者への間違った医薬品または用量を提供する事件を軽
減し得る。このように、強度の著しく異なる医薬品を用いることは特に有用であり得るが
、その異なる強度のパッケージが、有意に異なるわけではなく、それ故に、医薬品の供給
者により認知されない場合がある。
【０１０４】
例えば、プロファイルが、患者は幼児であることを示し、かつラベルから読み取られる情
報が、医薬品が成人用である、またはそうでなければ、医学治療を受ける幼児には強すぎ
ることを示す場合、制御装置は、医薬品が幼児に提供されないように警報を提供するため
のステップを実行し得る。
【０１０５】
図２、３、４、５、６、および７は、本発明の実施形態に従う、図１の医学治療システム
の制御装置および治療情報記憶デバイスを示す。
【０１０６】
図２を参照して、制御装置１２０は、リーダ１２２に挿入すると、デバイス１１２を読み
取るように位置付けられたハードウェアを含む。１つの実施形態では、デバイス１１２は
、リーダ１２２に挿入され、治療中、挿入したままの状態である。
【０１０７】
図３を参照して、制御装置１２０は、治療情報記憶デバイス１１２を受信するように構成
され、これは、メモリスティックが挙げられるが、これに限定されない、任意のタイプの
ドングルであり得る。ドングルは、ＵＳＢまたはＲＳ２３２ポート（図示せず）に接続さ
れ得る。
【０１０８】
ドングルは、制御装置１２０に連結し得、かつドングルが、制御装置１２０に連結される
際、認証し、制御装置１２０を動作可能にするために使用され得る。したがって、ドング
ルは、セキュリティデバイスとして使用され得る。
【０１０９】
１つの実施形態では、情報は、複数の医学治療セッション中、再使用可能である、治療情
報記憶デバイス１１２上の読み取り専用のメモリとして記憶される。この点において、患
者は、各治療セッションで、医療提供者に医学治療情報記憶デバイス１１２を提供し得る
。治療情報記憶デバイス１１２に記憶された情報にアクセスして、そこに記憶された医学
治療セッションの態様を判定し、かつ提供し得る。１つの実施形態では、各セッションは
、患者が、一連の治療を経験し、全医学的手順を完了する際、１つ以上の異なる治療の態
様と関連し得る。治療情報記憶デバイス１１２に記憶された情報は、全医学的手順に含ま
れる数々のセッションのそれぞれの態様を示し得、それ故に、各セッションで提供される
べき治療のタイプを指示し得る。
【０１１０】
別の実施形態では、デバイス１１２は、制御装置１２０と連通することが可能であり得、
かつ治療中、医師により導入された、治療における情報および任意の他の記録を検索する
ことができる。このようにして、デバイス１１２は、個人化されてもよく、残っている治
療の回数、前回の治療で行われたこと、前回の治療でかかった費用等を追跡するために、
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患者が使用することができる。これらのデバイス１１２は、患者に与えられ、各治療前に
制御装置１２０でスキャンして、前回の治療の前歴、および残っている治療の回数等にア
クセスしてもよい。全治療が終了した後、デバイス１１２が再使用可能である場合、患者
は、デバイス１１２の製造業者と関連する位置に、デバイス１１２を返却し、新しい一連
の治療用に再プログラム化されたデバイス１１２を有してもよい。
【０１１１】
図４を参照して、制御装置１２０は、治療情報記憶デバイス１１２をスキャンするために
制御装置１２０の表面上にＲＦＩＤスキャニングリーダ１２２と共に構成される。治療情
報記憶デバイス１１２は、スキャニングリーダ１２２に近接する、ＲＦＩＤタグであり得
る。
【０１１２】
図５を参照して、制御装置１２０はまた、治療情報記憶デバイス１１２を作動するように
構成されたアンテナを含む、リーダ１２２も有し得る。治療情報記憶デバイス１１２は、
キットのラベル１７０に組み込まれたＲＦＩＤデバイスであり得る（図示せず）。１つの
実施形態では、治療情報記憶デバイス１１２は、チップレスＲＦＩＤ技術を採用し得る。
制御装置１２０は、作動したＲＦＩＤデバイス１１２をスキャンし得る。
【０１１３】
図６を参照して、制御装置１２０は、小売店で見られ得る、クレジットカードリーダおよ
びスワイプデバイス（ｓｗｉｐｉｎｇ　ｄｅｖｉｃｅ）と同様の、治療情報記憶デバイス
１１２の磁気ストライプを読み取るように構成された、磁気カードリーダ１２２を含み得
る。
【０１１４】
図７を参照して、制御装置１２０は、治療情報記憶デバイス１１２のバーコードを読み取
るように構成された、バーコードリーダ１２２を含み得る。治療情報記憶デバイス１１２
は、キットのラベル１７０（図示せず）上に提供され得るようなバーコードであり得る。
【０１１５】
図８は、本発明の実施形態に従う、医学治療システムのブロック図である。ブロック図は
、医学治療キットサブシステム２１０、制御装置サブシステム２２０、医学治療装置サブ
システム２３０、および料金規定サブシステム２４０を示す。医学治療キットサブシステ
ム２１０は、メモリ２１２およびキットＩ／Ｏデバイス２１４を含む。幾つかの実施形態
では、キットサブシステム２１０はまた、プロセッサ２１６も含む。メモリ２１２は、医
学治療に関する情報を維持し、かつ制御装置サブシステム２２０および／または医学治療
装置サブシステム２３０の認証を介してセキュリティを提供するように構成された、任意
のタイプのメモリであり得る。例えば、メモリ２１２は、医学治療の１つ以上の治療設定
を示す情報を含み得る。キットＩ／Ｏデバイス２１４は、メモリ２１２に通信的に連結さ
れ、かつ医学治療の１つ以上の治療設定を示す情報をキットサブシステム２１０から送信
するように配設され得る。キットＩ／Ｏデバイス２１４はまた、完了した医学治療から得
られる新規の治療設定を示す更新された情報等の情報を受信するように構成され得る。１
つの実施形態では、キットＩ／Ｏデバイス２１４は、治療が、投与されていることを示す
情報を受信し、プロセッサ２１６にその情報を送信し得る。プロセッサ２１６は、キット
サブシステム２１０を用いて患者に許容される治療の回数を示す治療設定値を１つずつ減
少させ得る。次いで、更新された治療設定を、その後のアクセス用のメモリ２１２に書き
込み、次の医学治療時、使用し得る。
【０１１６】
制御装置サブシステム２２０は、メモリ２２２、制御装置Ｉ／Ｏデバイス２２４、プロセ
ッサ２２６、発光機構２２９、タイマー２２５、発生器２２７、および幾つかの実施形態
では、制御装置ディスプレイデバイス２２８を含む。メモリ２２２は、１つ以上の治療設
定に関するダウンロードした情報を記憶するように構成された、任意のタイプのメモリで
あり得る。１つの実施形態では、制御装置Ｉ／Ｏデバイス２２４は、キットサブシステム
２１０からの１つ以上の治療設定を示す情報を受信し、治療サブシステム２３０を制御す
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るための制御信号を生成するために受信した情報を処理する。制御装置Ｉ／Ｏデバイス２
２４は、治療サブシステム２３０に制御情報を送信し得る。制御装置ディスプレイデバイ
ス２２８は、１つ以上の治療設定、患者の識別情報、補助治療装置の選択、患者の保険情
報、治療装置の作動等を示す、グラフィック、および／またはテキストの視覚的ディスプ
レイを提供し得る。また、幾つかの実施形態では、制御装置ディスプレイデバイス２２８
は、現在の治療の視覚的ディスプレイを提供し得る。例えば、ディスプレイデバイス２２
８は、医学治療前、医学治療中、医学治療後、残存する治療量の指標を提供し得る。別の
実施形態では、デバイス２２８は、治療サブシステム２３０が、患者の領域にｘ線を利用
する、ｘ線デバイスを含む際、試験されている１つ以上の体内の領域のディスプレイを提
供し得る。
【０１１７】
１つの実施形態では、制御装置サブシステム２２０は、プロセッサ２２６中に受信した情
報を処理し、かつ発生器２２７およびタイマー２２５に受信した情報を送信する。発生器
２２７およびタイマー２２５は、キットサブシステム２１０から送信された１つ以上の治
療設定により判定される、選択されたエネルギー量を利用することにより、選択された衝
撃波の回数を生成するための制御情報を提供する。発生器２２７は、治療サブシステム２
３０を介して、当業者には既知である、電気機械、電磁気、電気水圧、爆発爆轟、または
圧電法による１つ以上の衝撃波を提供するためのハードウェアまたは構成要素を含み得る
。タイマー２２５は、１つ以上の治療設定により指示される、選択された周波数で、１つ
以上の生成された衝撃波を発光するためのタイミングを提供する。１つ以上の衝撃波は、
発光機構２２９により制御される方法において発光される。
【０１１８】
治療サブシステム２３０は、メモリ２３２、治療Ｉ／Ｏデバイス２３４、およびプロセッ
サ２３６を含む。１つの実施形態では、メモリ２３２は、１つ以上の治療設定に関するダ
ウンロードした情報を記憶するように構成された、任意のタイプのメモリであり得る。幾
つかの実施形態では、メモリ２３２は、１つ以上の治療設定を示す制御情報、および治療
サブシステム２３０の動作を制御するための制御信号を記憶するように構成された、任意
のタイプのメモリである。治療サブシステム２３０は、制御装置サブシステム２２０から
の制御情報を受信し、衝撃波を出力するか、またはプロセッサ２２６、発光機構２２９、
タイマー２２５、もしくは発生器２２７中の処理から得られる、制御情報に従う、他の医
学治療を提供し得る。
【０１１９】
料金規定サブシステム２４０は、料金規定メモリ２４２、料金規定Ｉ／Ｏデバイス２４４
、料金規定プロセッサ２４６、および料金規定ディスプレイデバイス２４８を含む。１つ
の実施形態では、メモリ２４２は、１つ以上の治療設定、治療サブシステム２３０により
投与された医学治療中に使用される１つ以上の補助治療装置、および／または現在、また
は前回行われた１つ以上の医学治療に関する情報を記憶するように構成された、任意のタ
イプのメモリであり得る。１つの実施形態では、Ｉ／Ｏデバイス２４４は、１つ以上の治
療設定、治療サブシステム２３０により投与された医学治療中に使用される１つ以上の補
助治療装置、および／または行われた１つ以上の医学治療を示す、情報を受信する。プロ
セッサ２４６は、受信した情報を処理し、１つ以上の治療設定、治療サブシステム２３０
により投与された医学治療中に使用される１つ以上の補助治療装置、および／または行わ
れた１つ以上の医学治療を示す、貨幣的料金を決定する。
【０１２０】
図９、１０、および１１は、本発明の実施形態に従う、医学治療キットを示す。図１２お
よび１３はまた、本発明の実施形態に従う、医学治療システムの医学治療キットの図を示
す。図１４は、複数の医学治療キットを有するディスペンサー箱の透視図である。図９～
１３は、補助治療装置および治療情報記憶デバイスを参照してキットの様々な実施形態を
例証し、これらのそれぞれは、図１を参照して説明される、実施形態のいずれかとして設
計され得る。
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【０１２１】
図９を参照して、キット１１０は、１つの実施形態では、注射器または他の投与量のアプ
リケータ等の補助治療装置１１４、および治療情報記憶デバイス１１２を収容する。図１
０を参照して、キット１１０は、医学治療装置に提供され得るスリーブ（図示せず）とし
て具現化された補助治療装置１１４を収容し、ＲＦＩＤカードである、治療情報記憶デバ
イス１１２を収容する。幾つかの実施形態では、キット１１０はまた、キットの製造業者
を識別する、ラベル３３０も含む。本実施形態では、治療情報記憶デバイス１１２は、バ
ーコードラベルである。様々な実施形態では、治療情報記憶デバイス１１２は、ＲＦＩＤ
タグ、ラベル、チップ、またはペイメント／クレジットカードであり得る。図１１を参照
すると、キット１１０は、キット１１０の内部に配置された補助治療装置（図示せず）、
およびキット１１０の外部から見えるように配設されたラベル上に位置付けられた治療情
報記憶デバイス１１２を含む。別の実施形態では、ラベルは、キット１１０の内部表面上
に位置付けられ、キット１１０は、キット１１０の外部からラベルの目視を提供する透明
な筺体を有する。図１２を参照すると、キット１１０は、２つの補助治療装置１１４Ａお
よび１１４Ｂを収容する。示される実施形態では、キット１１０は、スリーブ１１４Ｂお
よび結合ゲル１１４Ａを含む。図１３を参照すると、キット１１０は、４つの補助治療装
置１１４Ａ～１１４Ｂを収容する。示される実施形態では、キット１１０は、スリーブ１
１４Ｂ、２つの結合ゲル１１４Ａおよび１１４Ｃ、ならびにアプリケータ１１４Ｄを含む
。他の実施形態では、内容物は、医学治療を提供するために請求する際に使用される、ま
たはそうでなければ医学治療に関する、任意の部品であり得る。示される実施形態では、
アプリケータ１１４Ｄは、使い捨てのアプリケータである。キット１１０では、治療情報
記憶デバイス（図示せず）は、それぞれのキットの外部表面上に提供され得るか、または
キットの内部に収容され得る。他の実施形態では、治療情報記憶デバイスは、補助治療装
置の１つに連結され得るか、またはキット内に提供され得る。
【０１２２】
図１４は、図９～１３のうちの１つ以上に示されるような、複数の医学治療キットを有す
る、ディスペンサー箱の図である。
【０１２３】
図１５は、本発明の実施形態に従う、医学治療システムの治療情報の略図である。治療情
報は、治療パラメータおよび／または治療設定を含み得る。治療パラメータは、患者に適
用される治療スタイルの態様、および医学的手順を適用するために使用される機器が挙げ
られるが、これらに限定されない、医学的手順の態様を示す任意の情報を含み得る。治療
設定は、動作して、医学治療を行うように、制御装置１２０および／または医学治療装置
１３０を構成するための電子設定が挙げられるが、これに限定され得ない。
【０１２４】
１つの例示的な実施形態では、治療パラメータは、患者に提供する治療の回数７１０、各
治療にかかる時間７１２、組み合わせた全ての治療にかかる総時間７１４、治療において
患者に適用される衝撃波数７１６、組み合わせた全ての治療にわたって患者に適用される
衝撃波数７１８、治療部位７２４、患者への衝撃波の侵入の深さ７２６、補助治療装置タ
イプ７２８、および／または制御装置もしくは医学治療装置のために認可された領域７３
４を示す、情報を含み得る。治療設定は、患者に衝撃波を適用するための周波数７２０、
エネルギー設定および制御装置タイプ７３２を含み得る。様々な実施形態では、医学治療
装置タイプ７３０は、治療パラメータ、あるいは治療設定のいずれかであり得る。
【０１２５】
図１および１５を更に参照して、幾つかの実施形態では、認可された領域設定７３４は、
制御装置１２０、医学治療装置１３０、および／または医学治療が認可される、領域を示
すものであり得る。この点において、特定の領域において認可されている、制御装置１２
０、医学治療装置１３０、または医学治療のみ、医学治療キット１１０を用いて行われ得
る。したがって、制御装置１２０、および／または医学治療装置１３０が、米国で用いる
ことが認可されるが、ヨーロッパでは認可されない場合、医学治療キット１１０は、医学
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治療キット１１０が、米国外で提示される場合、制御装置１２０、および／または医学治
療装置１３０を使用しないようにしてもよい。また、１つ以上の治療設定は、選択された
領域の必要条件に従うように指定され得る。したがって、医学治療キット１１０は、世界
中の許可された領域のみで、医学治療を提供するように、制御装置１２０を動作させ得る
。
【０１２６】
図１および１５を参照して、１つの実施形態では、治療パラメータは、制御装置１２０に
記憶され、治療設定は、治療情報記憶デバイス１１２に記憶される。したがって、治療情
報記憶デバイス１１２は、治療情報記憶デバイス１１２が読み取られると、制御装置１２
０に治療設定を送信し得る。幾つかの実施形態では、治療設定は、制御装置タイプ７３２
、および／または医学治療装置タイプ７３０を含み得、治療情報記憶デバイス１１２は、
制御装置タイプ７３２、および／または医学治療装置タイプ７３０の情報に対して、制御
装置１２０、および／または医学治療装置１３０のタイプを確認し得る。制御装置１２０
、および／または医学治療装置１３０は、制御装置タイプ７３２の値、および／または医
学治療装置１３０の値と同一のタイプであるように判定される場合、治療情報記憶デバイ
ス１１２は、制御装置１２０が、医学治療装置１３０を動作する、および／または制御す
るのを可能にし得る。
【０１２７】
別の実施形態では、１つ以上の治療パラメータ、および１つ以上の治療設定は、治療情報
記憶デバイス１１２に記憶され得る、１つ以上の治療設定に加えて、制御装置１２０に記
憶される。
【０１２８】
１つの実施形態では、図１５に示される治療情報は、以下の通りに使用され得る。創傷の
表面は、測定され、制御装置１２０により受信された測定情報であり得る。制御装置１２
０は、医療関係者による情報の手入力に応じて、または医学治療システム１００が、患者
１５０の体の一部分をスキャンして表示するための装置を含む場合、情報の自動入力によ
り、情報を受信し得る。制御装置１２０により受信された測定情報に基づいて、制御装置
１２０は、医学治療のために使用されるべき適切な医学治療キット１１０を識別し得る。
制御装置１２０により読み取られる治療情報記憶デバイス１１２は、治療情報記憶デバイ
ス１１２に記録された治療設定が、制御装置１２０が適切であることを判定する医学治療
キット１１０のタイプに対応するかどうかを判定するために確認され得る。治療設定は、
医学治療キット１１０が、使用されるべき、医学治療のタイプ、および／または創傷の大
きさを示すものであり得る。医学治療キット１１０が適切である場合、制御装置１２０は
、治療設定を受信することができ、かつ治療設定に従って、構成され得る。治療が完了す
ると、制御装置１２０は、制御装置１２０中のメモリ（図示せず）に、測定情報を追加し
得る。１つの実施形態では、メモリは、図１５に示されるもの等の表であり得る。制御装
置１２０が動作した同様のパラメータはまた、表に保存され得る。したがって、幾つかの
実施形態では、医学治療中、適用された治療パラメータは、治療が完了した後、記憶され
得る。
【０１２９】
前述の治療パラメータおよび治療設定は、それらの対応する値に沿って、単に例示的であ
り、肝臓、腎臓、脳、心臓、皮膚、もしくは任意の他の器官、骨、歯、歯茎、軟骨、筋肉
、腱、靱帯、関節、およびそれらの被膜、内臓器官、腺、皮膚、血管、リンパ管、開口お
よび閉口創傷、神経等が挙げられるが、これらに限定されない、あらゆるヒトまたは動物
の軟もしくは硬組織の治療に関連する、任意の他の治療パラメータ、治療設定、および値
を含み得る。また、組織は、血管、神経、生殖、泌尿器、リンパ節、下垂体、骨格、また
は視覚系の一部であり得る。また、治療パラメータ、および／または治療設定は、創傷ケ
ア、蹄葉炎、変形性関節炎、足底筋膜炎、外側上顆炎、潰瘍、褥瘡、心臓、整形外科もし
くは神経系の治療、または骨移植術等に関連する、ヒトまたは動物治療を対象にするこれ
らの医学的手順が挙げられるが、これらに限定されない、任意の好適な医学的手順のため
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の治療の態様を記載し得る。
【０１３０】
図１６～１８は、本発明の実施形態に従う、医学治療システムを用いて、医学治療を提供
する方法を説明するフローチャートである。
【０１３１】
図１６を参照すると、方法８００のステップ８１０では、医学治療を行うように設計され
る装置を制御するように構成された制御装置は、初期化を行い、認証される。制御装置１
２０は、治療情報記憶デバイスに記憶され得るパスワード等の情報で認証され得る。
【０１３２】
ステップ８１１では、制御装置が、認証を成功するかどうかを判定する。制御装置が、認
証を成功した場合、ステップ８１２が行われる。制御装置が、認証を成功しなかった場合
、ステップ８１３が行われる。
【０１３３】
ステップ８１３では、制御装置は、動作しないようにする。１つの実施形態では、制御装
置は、オフモードに、制御装置の内部スイッチを維持する、または変更することにより、
動作することができない。
【０１３４】
ステップ８１２では、制御装置は、動作を可能にする、および／または１つ以上の治療設
定を受信する。ステップ８１２は、前回の治療データの記憶、治療部位情報の設定、衝撃
波パルス数の再設定および／もしくは計算、ならびに治療時間および／もしくは総治療時
間の計算のうちの１つ以上を含み得る。ステップ８１０、８１１、８１２、８１３は、制
御装置へのセキュリティアクセスを提供する、セキュリティプロセスの一部であり得る。
【０１３５】
ステップ８１４では、治療設定のそれぞれが、受信されているかどうかについての判定が
なされる。場合によっては、治療設定のそれぞれは、受信されておらず、受信するために
追加の情報が必要とされる場合がある。
【０１３６】
治療設定の全てが、受信されていないと判定される場合、プロセスは、ステップ８１２に
進む。治療設定のそれぞれが、受信されていると判定される場合、プロセスは、ステップ
８１６に進む。ステップ８１６では、キットタイプに関する情報が、受信される。ステッ
プ８１６は、キットタイプを判定するために、キットから治療情報記憶デバイスを読み取
る、または書き込むことのうちの１つ以上を含み得る。
【０１３７】
ステップ８１８では、キットが条件を満たしているかどうかに関して、判定がなされる。
幾つかの実施形態では、キットタイプは、創傷キットの大きさを示すものであり得る。創
傷キットが、患者創傷の大きさに対応する、および／または治療が、地方自治体により認
可される領域に対応する場合、キットタイプに関する情報は、条件を満たしていると見な
される。別様で、キットタイプに関する情報は、条件を満たしていないと見なされる。
【０１３８】
キットタイプに関する情報が、条件を満たしていない場合、プロセスは、ステップ８１６
に戻る。キットタイプに関する情報が、条件を満たしている場合、プロセスは、ステップ
８２０に進む。
【０１３９】
ステップ８２０では、医学治療の準備を行う。ステップ８２０は、受信された治療設定の
うちの１つ以上を用いて医学治療装置を設定するための設定情報を処理することを含む。
ステップ８２０はまた、治療情報記憶デバイスが、認証されることを識別する、および／
または保証するために、ならびに任意の補助医学治療デバイスおよび／もしくは任意の医
学治療装置が、治療と適合する、および／または適切であることを保証するために、セキ
ュリティプロセスを行うことも含む。
【０１４０】
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ステップ８２２では、医学治療を患者に提供する。ステップ８２２は、治療設定で指定さ
れる、衝撃波パルス数、または一期間からなる治療を提供することを含み得る。
【０１４１】
ステップ８２４では、医学治療が完了しているかどうかについての判定がなされる。幾つ
かの実施形態では、医学治療のために患者に提供するように指定された衝撃波数が、提供
されている場合、または医学治療で指定されている総時間が経過している場合、医学治療
が完了していると判定される。
【０１４２】
医学治療が、完了していると判定される場合、ステップ８２６では、提供された治療を示
すデータが、制御装置のメモリに記憶され、医学治療は停止する。次いで、プロセスは、
ステップ８２８を継続する。医学治療が、完了していないと判定される場合、医学治療は
、ステップ８２２に従って継続する。
【０１４３】
ステップ８２８では、新規の治療が提供されるべきかどうかについての判定がなされる。
新規の治療が提供されるべきではないという判定がなされる場合、プロセスは、ステップ
８３０に継続する。ステップ８３０では、医学治療を制御するための装置または医学治療
を行うための装置は、シャットダウンの動作を行う。シャットダウンの動作は、治療デー
タを書き込むこと、および装置のソフトシャットダウンを行うことを含み得る。シャット
ダウンの動作はまた、エネルギー設定、提供される衝撃の周波数、ならびに使用される医
学治療装置および／または補助治療装置のタイプが挙げられるが、これらに限定されない
、治療データを一覧にすることも含み得る。
【０１４４】
新規の治療が提供されるべきであるという判定がなされる場合、プロセスは、ステップ８
１２に継続し、治療設定を再度受信する。方法８００は、図１６に関して記載の、図１６
において上述の次のステップに続く。
【０１４５】
図１７を参照すると、方法９００は、説明するように行われ得る。方法９００は、その全
体が本明細書に参照により組み込まれる。
【０１４６】
図１８を参照すると、幾つかの実施形態では、方法１０００は、以下の通りに行われ得る
。ステップ１０１０では、治療情報記憶デバイスは、リーダにより読み取られる。様々な
実施形態では、リーダは、光学式リーダ、ＲＦＩＤリーダ、ラベルおよび／もしくはチッ
プリーダ、バーコードリーダ、磁気ストライプリーダ、または治療情報記憶デバイスに記
憶される情報にアクセスし、かつ読み取るように構成された、任意の機構であり得る。例
えば、治療情報記憶デバイスは、リーダの凹部に挿入されると、アクセスされ得、治療記
憶デバイスに記憶された情報は、その後、読み取られ得る。
【０１４７】
ステップ１０１２では、医学的手順を行うのに使用された、制御装置および／または医学
治療装置が、認証され得る。
【０１４８】
１つの実施形態では、ステップ１０１２は、手順に使用されるべき前向き医学治療装置お
よび／または制御装置のタイプを判定することと、治療記憶デバイスに記憶される、必要
とされる医学治療装置および／または制御装置を判定することと、を含む。前向き医学治
療装置および／または制御装置のタイプが、必要とされる医学治療装置および／または制
御装置と同一である場合、医学治療装置および／または制御装置は、認証される。
【０１４９】
同様のプロセスは、仮の補助治療装置が適切であるかどうかを判定するために、必要とさ
れる補助治療装置と、仮のキット構成要素として示される補助治療装置を比較することに
より提供され得る。比較は、必要とされる医療機器が、仮の医療機器と同一であることを
示す場合、仮の医療機器は、認証され、かつ手順中、使用され得る。したがって、プロセ
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スは、ジェネリック代替デバイス、および／または治療用の非互換性デバイスを用いて問
題に対処する、解決法を提供する。
【０１５０】
ステップ１０１４では、医療機器が、認証を成功したかどうかを判定する。成功しなかっ
た場合、プロセスは、ステップ１０１２に戻る。成功した場合、ステップ１０１６では、
治療情報記憶デバイスに記憶された１つ以上の治療設定が、治療を制御するように構成さ
れた、制御装置のメモリに記憶される。１および８を参照して、ステップ１０１６では、
治療設定は、制御装置１２０、制御装置サブシステム２２０、医学治療装置１３０、また
は医学治療サブシステム２３０に記憶され得る。
【０１５１】
図１８に戻って参照すると、１つ以上の治療設定は、患者に提供される治療、それぞれの
治療にかかる時間、組み合わせた全ての治療にかかる総時間、１つの治療において、もし
くは組み合わせた全ての治療にわたって患者に印加する衝撃波数、患者に衝撃波を印加す
るための周波数、および／または医学治療装置のエネルギー設定等の情報を含み得る。
【０１５２】
ステップ１０１８では、医学治療装置を制御するための制御情報が、医学治療装置で受信
される。制御情報は、治療記憶デバイスから読み取られた情報の結果として、制御装置に
より生成され得る。制御情報は、制御装置が認証された後、生成され得る。生成された情
報は、送信され、医学治療装置により受信され得る。
【０１５３】
ステップ１０２０では、医学治療手順は、治療設定のうちの１つ以上に従って、行われる
。１つの実施形態では、医学的手順は、選択された時間に対する選択された周波数で、選
択されたエネルギー設定で、患者に選択された衝撃波数を提供するために医学治療装置を
利用することにより行われる。別の実施形態では、医学的手順を示すパラメータは、任意
の医学的手順が行われないようにできるだけ低減され得る。このように、治療記憶デバイ
スを使用して、前回の治療を受け、デバイスが、現時点、治療情報記憶デバイスに追加さ
れる追加の値を有する必要がある場合であり得る。例えば、印加されるべき衝撃波数は、
ゼロであってもよく、したがって、医学治療手順は、行われないであろう。
【０１５４】
ステップ１０２２では、医学治療が完了しているかどうかについての判定がなされる。１
つの実施形態では、衝撃数、または医学的手順にかかる時間は、医学的手順の開始時に、
識別され得る。印加されるべき残存衝撃波数、または医学治療にかかる残存時間は、１つ
以上の衝撃波が印加されたか、または時間の一部が経過した後、軽減され得る。１および
８を参照して、医学治療装置１３０、医学治療サブシステム２３０、制御装置１２０、ま
たは制御装置サブシステム２２０は、残存の衝撃波もしくは時間の記録を残し、かつ治療
のための衝撃波もしくは時間が残存しない場合には、治療が完了したと判定し得る。
【０１５５】
医学治療が完了していない場合、プロセスが、ステップ１０２０に進むように、医学治療
を継続して行う。医学治療が完了している場合、ステップ１０２４では、１つ以上の治療
設定は、ステップ１０２０に提供される治療に基づいて、および／または治療情報記憶デ
バイスに追加される値に基づいて、更新される。１つの実施形態では、一連の医学治療に
かかる総時間は、行われている１つ以上の前回の、もしくは現在の医学治療の時間により
減少され得る。幾つかの実施形態では、治療記憶デバイスは、治療記憶デバイスに追加の
値を追加することにより、追加の治療時間、衝撃数等を再装填するか、またはそれらと共
に更新し得る。追加の値は、治療情報記憶デバイスと関連して提供される、資金もしくは
保険金に関連して、ドル価値の上昇と治療記憶デバイスをリポジトリに関連付けさせるこ
とが挙げられるが、これに限定されない、いずれの方法により追加され得る。
【０１５６】
方法１０００の１つの実施形態では、ステップ１０２６に示されるように、医学治療用の
料金は、任意に判定され得る。料金は、図１９に記載の方法１１００に従って、判定され
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得る。
【０１５７】
方法１０００のプロセスは、治療設定が、少なくとも１つの治療を残すことを示す限り、
任意の時間数を反復してもよく、許容される。幾つかの実施形態では、プロセスは、前回
の医学治療からある時間間隔が経過した後のみ、医学的手順を提供するために反復され得
る。この点において、患者を過剰に治療する可能性は、軽減され得る。
【０１５８】
図１９は、本発明の実施形態に従う、料金規定の方法を説明するフローチャートである。
ステップ１１１０では、１つ以上の治療設定が識別される。
【０１５９】
ステップ１１１２では、１つ以上の識別された治療設定は、値を割り当てられる。その値
は、各治療設定と関連する料金、または治療設定数と関連する料金であり得る。
【０１６０】
ステップ１１１４では、治療設定で指定された医学治療を提供する際に使用されるべき補
助治療装置のタイプは、治療装置に対して判定される。ステップ１１１６では、補助治療
装置のタイプは、価格を割り当てられる。その値は、貨幣的料金を示す、またはそれと相
関があり得る、任意の情報であり得る。方法１１００は、任意に、総価値において、１つ
以上の割引を組み込むためのステップ１１１８を含み得る。割引は、医療施設または医療
関係者により提示された、交渉保険料率または割引であり得る。割引は、患者により現在
、または前回提供された、クーポンまたは他の値であり得る。上述のように、割引は、ス
テップ１１１８で組み込まれ得る。
【０１６１】
ステップ１１２０では、医学治療に対応する料金を判定する。ステップ１１１２および１
１１４において割り当てられる値が、貨幣的価値である実施形態では、料金は、ステップ
１１１８において組み込まれる任意の割引を、貨幣的価値に加算すること、およびそれを
総貨幣的価値から減算することにより判定され得る。方法１１００は、任意に、ステップ
１１２２において、判定された料金を表示することにより継続し得る。図１を参照すると
、幾つかの実施形態では、ディスプレイ１２６は、ステップ１１２０において判定される
料金を示す画像を表示するように構成され得る。
【０１６２】
様々な実施形態では、医学的手順用の補助治療装置、および／または治療設定に基づいて
、医学治療用の料金を計算するための方法は、各デバイス用のある価値に基づいて、およ
び／または単に医学治療のタイプに基づいて、行われ得る。キットが、病院へ直接、また
は販売業者を通して販売される場合、金額が異なる場合があるため、知ることは重要であ
る。キットの費用はまた、領域に基づいて異なり得る（例えば、市場の割引価格は、大陸
または国の西部と比較して、大陸または国の東部の一人当たりの所得が一般的に低い）。
【０１６３】
したがって、幾つかの実施形態では、１つ以上の治療設定、および／または補助治療装置
の値の機能である、料金が、提供され得る。この点において、例えば、２５００の衝撃波
を提供する医学治療は、より多額の医学治療用の料金が、５００の衝撃波を提供する医学
治療用の料金よりも必要とされることを判定し得る。更に、再使用可能な補助治療装置を
用いた医学治療は、使い捨ての補助治療装置を用いた医学治療よりも医学治療用の低料金
を判定し得る。料金を計算するための方法は、本明細書に提供される、または当業者に既
知の医学治療用の料金を判定するための公知の方法のいずれかによるものであり得る。
【０１６４】
幾つかの本発明の実施形態は、コンピュータプログラム製品を含む。コンピュータプログ
ラム製品は、そこに記憶されたコンピュータ可読プログラムコードを有するコンピュータ
可読媒体を含み得る。コンピュータ可読媒体のコンピュータ可読プログラムコードは、プ
ロセッサによりアクセスされ、プロセッサに本明細書に記載の方法のうちの１つ以上を実
行させ得る。コンピュータ可読プログラムコードを読み取り、かつその命令を実行するこ
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【０１６５】
１つの実施形態では、コンピュータ可読プログラムコードは、プロセッサによりアクセス
され、プロセッサに本明細書に記載の方法のうちの１つ以上を実行させ得る。様々な実施
形態では、コンピュータプログラム製品は、方法８００、９００、１０００、もしくは１
１００のステップ、またはそれらのサブステップを行うために、プロセッサにより実行さ
れ得る。
【０１６６】
本発明の実施形態の前述の説明は、説明の目的で示されている。包括的であるか、または
開示される明確な形式に本発明を限定することを意図されず、上記の教示の観点から修正
および変更は、可能であるか、または本発明の実践から得られ得る。実施形態は、本発明
の実施形態の原理およびその実用化を説明するために、選択され、記述された。また、示
される実施形態では、システムのうちの１つ以上のサブシステムが、単一のサブシステム
に組み合わせられ得るか、または追加のサブシステムに、物理的もしくは操作的にセグメ
ント化され得る。システムおよびサブシステムは、任意の他のサブシステムに近接して、
またはそこから地理的に遠隔した位置で、配置され得る。
【０１６７】
更に、１つ以上の方法ステップの動作は、単一のステップにおいて行われ得るか、または
示され、論じられる以上に数々の追加のステップにおいて行われ得る。また、本明細書に
提供されるフローチャートは、方法ステップの特定の順番を示すが、ステップの順番が、
示されるものとは異なる場合があることを理解されることに留意するものとする。また、
ステップは、同時に行われるか、または部分的な一致があり得る。全てのこのような変更
は、本発明の範囲内である。
【０１６８】
最終的に、本発明の実施形態に記載の値は、単に例示的なものであり、当業者により既知
であるように、本発明の実施形態の精神および範囲内で、なお維持しながら、所望のよう
に、修正され得る。
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