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(57)【要約】
　本発明の態様は、特定の活動のユーザをモニタ及びリ
マインドするためのシステムを提供する。一実施形態で
は、機械検出可能要素が、読み取られる時に活動を完了
するユーザに関するプロキシを提供する適切な無接触読
取器に提供される。スケジュール及び順守情報は、無接
触読取器としても構成することができるディスプレイ含
有携帯式電子デバイスを通じて提供することができる。
システムはまた、リマインダー又は他の情報をユーザ又
は第三者に提供するように構成することができる。
【選択図】図２７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ハウジングと、
　前記ハウジングの面上のディスプレイと、
　スキャナを含有する前記ハウジングの部分に近接する機械可読要素位置を検出するよう
に適応かつ構成された該ハウジング内のスキャナと、
　前記スキャナ及び前記ディスプレイと通信し、該スキャナによる前記機械可読要素の検
出に応答して該ディスプレイを変えるためのコンピュータ可読命令を含む前記ハウジング
内のコンピュータと、
　を含むことを特徴とする活動タグ読取器。
【請求項２】
　前記スキャナの位置を示すために前記ハウジングの前記面上のアイコンを更に含むこと
を特徴とする請求項１に記載の活動タグ読取器。
【請求項３】
　前記ハウジングの面上の複数のユーザ対話ボタンを更に含むことを特徴とする請求項１
に記載の活動タグ読取器。
【請求項４】
　前記スキャナは、前記ディスプレイの一方の側で前記ハウジング内に位置決めされ、複
数のユーザ対話ボタンが、該ディスプレイの反対側で該ハウジング内に位置決めされるこ
とを特徴とする請求項１に記載の活動タグ読取器。
【請求項５】
　前記ディスプレイを含有する前記ハウジングの前記面の一部分の周りのベゼルを更に含
むことを特徴とする請求項１に記載の活動タグ読取器。
【請求項６】
　前記ハウジングの周囲の回りのベゼルを更に含み、
　前記ディスプレイ、前記ユーザ対話ボタン、及び前記スキャナは、前記周囲内である、
　ことを特徴とする請求項１に記載の活動タグ読取器。
【請求項７】
　前記ベゼルは、前記コンピュータからの命令に応答して色を変えるように適応かつ構成
されることを特徴とする請求項５又は請求項６に記載の活動タグ読取器。
【請求項８】
　前記コンピュータ可読命令は、前記スキャナとの一意的機械可読要素の対話に基づいて
予め決められた数の状態のうちの各１つのための一意的アイコンを前記ディスプレイ上に
表示するためのコンピュータ可読命令を含むことを特徴とする請求項１に記載の活動タグ
読取器。
【請求項９】
　前記コンピュータ可読命令は、ユーザ活動の４つの予め決められたステータス状態のう
ちの各１つのための一意的アイコンを前記ディスプレイ上に表示するためのコンピュータ
可読命令を含むことを特徴とする請求項１に記載の活動タグ読取器。
【請求項１０】
　ユーザ活動の前記４つの予め決められたステータス状態は、完了した予定された活動、
未完了の将来の活動、未完了の予定された活動、及び追加の未予定の活動であることを特
徴とする請求項９に記載の活動タグ読取器。
【請求項１１】
　ユーザ活動の前記４つの予め決められたステータス状態は、１又は２以上の錠剤を摂取
するユーザの前記ユーザ活動に関連付けられることを特徴とする請求項１０に記載の活動
タグ読取器。
【請求項１２】
　前記ベゼルは、機械可読要素と前記スキャナの間の対話の結果としての前記コンピュー
タからの命令に応答して色を変えることを特徴とする請求項５から請求項１１に記載の活
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動タグ読取器。
【請求項１３】
　前記機械可読要素は、８ビット未満のデータを含有することを特徴とする請求項１から
請求項１２のいずれか１項に記載の活動タグ読取器。
【請求項１４】
　前記機械可読要素は、約１ビットのデータを含有することを特徴とする請求項１から請
求項１３のいずれか１項に記載の活動タグ読取器。
【請求項１５】
　前記機械可読要素は、該機械可読要素をユーザ選択式活動タグに関連付けるのに使用さ
れるデータのみを含有することを特徴とする請求項１から請求項１４のいずれか１項に記
載の活動タグ読取器。
【請求項１６】
　前記機械可読要素は、該機械可読要素をユーザ選択式アイコンに関連付けるのに使用さ
れるデータのみを含有することを特徴とする請求項１から請求項１５のいずれか１項に記
載の活動タグ読取器。
【請求項１７】
　前記スキャナが機械可読要素と対話した時に、前記ベゼルは、色を変え、又は活動タグ
読取器が、音を発することを特徴とする請求項１から請求項１６のいずれか１項に記載の
活動タグ読取器。
【請求項１８】
　前記ベゼルは、事前選択式ユーザ活動ステータスを識別するように選択された一意的な
色に色を変えることを特徴とする請求項１７に記載の活動タグ読取器。
【請求項１９】
　活動タグ読取器によって発せられる前記音は、事前選択式ユーザ活動ステータスを識別
するように選択された一意的な音に音を変えることを特徴とする請求項１７に記載の活動
タグ読取器。
【請求項２０】
　事前選択式ユーザ活動ステータスが、健康の表示、活動の完了、又は活動の予定に対す
る順守の程度のうちの１又は２以上であることを特徴とする請求項１８又は請求項１９に
記載の活動タグ読取器。
【請求項２１】
　少なくとも３つの側面を有する多側面構造体と、
　前記多側面構造体の各側面に取り付けられた機械可読要素と、
　前記多側面構造体の各側面に取り付けられたアイコンであって、各アイコンが患者状態
を一意的に識別する前記アイコンと、
　を含むことを特徴とする機械可読患者状態インジケータ。
【請求項２２】
　前記多側面構造体は、６つの側面を有し、各アイコンが、一意的疼痛スケール表示に対
応することを特徴とする請求項２１に記載の機械可読患者状態インジケータ。
【請求項２３】
　各アイコンが、健康の状態を一意的に識別することを特徴とする請求項２１に記載の機
械可読患者状態インジケータ。
【請求項２４】
　前記スキャナが、請求項２１に記載の機械可読患者状態インジケータを検出した時に、
前記ディスプレイ、前記ベゼル、又は活動タグ読取器によって発せられた前記音は、患者
状態を示す該スキャナに提示された多側面構造体の特定の側面を一意的に識別することを
特徴とする請求項１から請求項２０のいずれか１項に記載の活動タグ読取器。
【請求項２５】
　ユーザの活動を追跡する方法であって、
　一意的機械可読要素をスキャナに対して通過させる段階と、
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　前記一意的機械可読要素に対応するユーザ活動を識別する段階と、
　前記一意的機械可読要素に関連付けられたユーザ活動に関する予定時間に対して比較さ
れた前記識別する段階が実行された時間の比較に基づいて、予め決められた数の活動状態
のうちの１つのアイコンをディスプレイに表示する段階と、
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項２６】
　前記一意的機械可読要素は、錠剤瓶の蓋に添付されたユーザ選択式活動タグの一部であ
ることを特徴とする請求項２５に記載の方法。
【請求項２７】
　活動状態の前記予め決められた数は、４であり、表示される前記アイコンは、完了した
予定された活動、未完了の将来の活動、未完了の予定された活動、及び追加の未予定の活
動のうちの１つに対応することを特徴とする請求項２５に記載の方法。
【請求項２８】
　各予め決められた活動状態が、光又は音による特定の表示を含むことを特徴とする請求
項２７に記載の方法。
【請求項２９】
　ユーザの予定された活動を追跡する方法であって、
　一意的機械可読要素をスキャナに対して通過させてタイムスタンプを記録する段階と、
　前記一意的機械可読要素に対応するユーザ活動の予定を識別する段階と、
　前記タイムスタンプとの前記ユーザ活動の予定の比較に基づいて、４つの予め決められ
た活動状態インジケータのうちの１つのアイコンをディスプレイに表示する段階と、
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項３０】
　一意的機械可読要素を通過させる前記段階は、前記スキャナを越して錠剤瓶の蓋を通過
させることによって完了されることを特徴とする請求項２９に記載の方法。
【請求項３１】
　前記一意的機械可読要素は、ユーザ選択式活動タグの一部であることを特徴とする請求
項２９に記載の方法。
【請求項３２】
　前記４つの予め決められた活動状態は、予定された活動が完了したこと、予定された活
動が時期を逸したか又は見落とされたこと、未予定の活動が完了したこと、及び残ってい
る未完了の予定された将来の活動であることを特徴とする請求項２９に記載の方法。
【請求項３３】
　前記タイムスタンプとの前記ユーザ活動の予定の前記比較が、その機械可読要素に関連
付けられた活動が完了したと決定する時に、予定された活動が完了したという前記予め決
められた活動状態インジケータのための前記アイコンを前記ディスプレイ上に表示する段
階を更に含むことを特徴とする請求項３２に記載の方法。
【請求項３４】
　前記タイムスタンプとの前記ユーザ活動の予定の前記比較が、その機械可読洋装に関連
付けられた活動が検出されないか又は予定時間を超えて検出されたと決定する時に、予定
された活動が時期を逸したか又は見落とされたという前記予め決められた活動状態インジ
ケータのための前記アイコンを前記ディスプレイ上に表示する段階を更に含むことを特徴
とする請求項３２に記載の方法。
【請求項３５】
　前記タイムスタンプとの前記ユーザ活動の予定の前記比較が、タグの走査が認識される
が、いずれの予定された活動にも対応しないと決定する時に、未予定の活動が完了したと
いう前記予め決められた活動状態インジケータのための前記アイコンを前記ディスプレイ
上に表示する段階を更に含むことを特徴とする請求項３２に記載の方法。
【請求項３６】
　未完了の予定された将来の活動の前記予め決められた活動状態インジケータのための前
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記アイコンを前記ディスプレイ上に表示する段階を更に含むことを特徴とする請求項３２
に記載の方法。
【請求項３７】
　電子ディスプレイとスキャナとを有するハウジングと、
　一意的機械可読要素に関連付けられた第１患者固有活動と該第１患者固有活動を実行す
るためのスケジュールとを含有するコンピュータ可読メモリと、
　前記第１患者固有活動の来るべき実行をユーザにリマインドするために、該第１患者固
有活動の予定された実行の完了を追跡するために、又は第１患者固有活動の非実行をユー
ザ又は介護者に警告して該リマインド、該警告、又は該追跡に対応する前記電子ディスプ
レイ上の提示のための出力を発生させるために前記コンピュータ可読メモリに応答するコ
ンピュータ可読命令と前記一意的機械可読要素の検出を示す前記スキャナの出力とを含有
する該電子ディスプレイ及び該スキャナに電子通信する前記ハウジング内の制御電子機器
と、
　有線又は無線アクセスを前記制御電子機器に提供するための通信モジュールと、
　を含むことを特徴とする電子活動タグ読取器。
【請求項３８】
　コンピュータ可読命令が、前記リマインド、前記警告、又は前記追跡に対応する前記電
子ディスプレイ上への提示のための出力を発生させるためのものであり、電子デバイスも
、電子活動タグ読取器とは別の電子デバイスに前記通信モジュールを使用して提供される
ことを特徴とする請求項３７に記載の電子活動タグ読取器。
【請求項３９】
　電子活動タグ読取器とは別の前記電子デバイスは、ローカルサーバであることを特徴と
する請求項３８に記載の電子活動タグ読取器。
【請求項４０】
　電子活動タグ読取器とは別の前記電子デバイスは、クラウドベースのサーバであること
を特徴とする請求項３８に記載の電子活動タグ読取器。
【請求項４１】
　電子活動タグ読取器とは別の前記電子デバイスは、スマートフォン、タブレット、又は
スマートウォッチであることを特徴とする請求項３７から請求項４０のいずれか１項に記
載の電子活動タグ読取器。
【請求項４２】
　前記リマインド、前記警告、又は前記追跡に対応する前記電子ディスプレイ上への提示
のための出力を発生させるためのコンピュータ可読命令が、前記スキャナが前記第１患者
固有活動の前記予定された実行に従う前記機械可読要素を検出したか否かに関連する３つ
の順守状態のうちの１つを決定するための命令を更に含むことを特徴とする請求項３７に
記載の電子活動タグ読取器。
【請求項４３】
　前記３つの順守状態は、前記第１患者固有活動予定活動の前記予定された実行の完全な
順守、前記第１患者固有活動の該予定された実行のほぼ完全な順守、及び該第１患者固有
活動の該予定された実行の非実行であることを特徴とする請求項４２に記載の電子活動タ
グ読取器。
【請求項４４】
　前記コンピュータ可読命令は、前記活動状態又は前記順守状態のユーザ又は介護者への
電子通知を提供する段階を含むことを特徴とする請求項３７から請求項４３に記載の電子
活動タグ読取器。
【請求項４５】
　ユーザの活動を追跡する方法であって、
　一意的機械可読要素をスキャナに対して通過させる段階と、
　前記一意的機械可読要素に対応するユーザ活動を識別する段階と、
　前記一意的機械可読要素に関連付けられたユーザ活動に関する予定時間に対して比較さ
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れた前記識別する段階が実行された時間の比較に基づいて、予め決められた数の活動状態
のうちの１つのアイコンをディスプレイに表示する段階と、
　前記選択された予め決められた活動状態に対応する警報を提供する段階と、
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項４６】
　前記一意的機械可読要素は、錠剤瓶の蓋に添付されたユーザ選択式活動タグの一部であ
ることを特徴とする請求項４５に記載の方法。
【請求項４７】
　前記４つの予め決められた数の活動状態は、完了した予定された活動、未完了の将来の
活動、未完了の予定された活動、及び追加の未予定の活動のうちの１つに対応することを
特徴とする請求項４５に記載の方法。
【請求項４８】
　各予め決められた活動状態が、光又は音による特定の表示を含むことを特徴とする請求
項４５から請求項４７に記載の方法。
【請求項４９】
　タイムスタンプとの前記ユーザ活動の予定の前記比較が、その機械可読要素に関連付け
られた活動が完了したと決定する時に、予定された活動が完了したという予め決められた
活動状態インジケータのための前記アイコンを前記ディスプレイ上に表示する段階を更に
含むことを特徴とする請求項４５に記載の方法。
【請求項５０】
　タイムスタンプとの前記ユーザ活動の予定の前記比較が、その機械可読要素に関連付け
られた活動が検出されないか又は前記予定時間を超えて検出されたと決定する時に、予定
された活動が時期を逸した又は見落とされたという予め決められた活動状態インジケータ
のための前記アイコンを前記ディスプレイ上に表示する段階を更に含むことを特徴とする
請求項４５に記載の方法。
【請求項５１】
　タイムスタンプとの前記ユーザ活動の予定の前記比較が、タグの走査が認識されたが、
いずれの予定された活動にも対応しないと決定する時に、未予定の活動が完了したという
予め決められた活動状態インジケータのための前記アイコンを前記ディスプレイ上に表示
する段階を更に含むことを特徴とする請求項４５に記載の方法。
【請求項５２】
　未完了の予定された将来の活動の予め決められた活動状態インジケータのための前記ア
イコンを前記ディスプレイ上に表示する段階を更に含むことを特徴とする請求項４５に記
載の方法。
【請求項５３】
　警報を提供する前記段階は、現在の活動状態を報告する電子メッセージを介護者に送る
ことを特徴とする請求項４５から請求項５２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５４】
　警報を提供する前記段階は、前記ユーザ活動の順守レベルを報告する電子メッセージを
介護者に送ることを特徴とする請求項５３に記載の方法。
【請求項５５】
　前記電子活動タグ読取器と通信する電子ディスプレイが、ユーザ定義式の予定された活
動に関連付けられたアイコンと、４つの予め決められた活動状態のうちの１つを示すか又
は該ユーザ定義式の予定された活動に対する３つの順守レベル状態のうちの１つを示す活
動インジケータアイコンとを提供することを特徴とする請求項１から請求項５４のいずれ
か１項に記載のデバイス。
【請求項５６】
　前記電子ディスプレイは、前記電子タグ読取器のハウジング内の該電子ディスプレイで
あり、又は該電子ディスプレイは、該電子活動タグ読取器内の通信モジュールを通じて該
電子活動タグ読取器と通信する電子デバイス上にあることを特徴とする請求項５５に記載



(7) JP 2018-508896 A 2018.3.29

10

20

30

40

50

のデバイス。
【請求項５７】
　前記電子活動タグ読取器内の通信モジュールを通じて該電子活動タグ読取器と通信する
前記電子デバイスは、スマートフォン、タブレット、又はスマートウォッチであることを
特徴とする請求項５６に記載のデバイス。
【請求項５８】
　予定された活動、予定された活動への順守の程度、予定された活動に対する特例のうち
のいずれかの表示、又は特定の薬剤消費の表示を含む電子通信をインスタントメッセージ
、電子メール、アプリケーション通知、ＳＭＳメッセージ、又はテキストメッセージを通
じて介護者に送ることによって該介護者に警報を提供する段階を更に含むことを特徴とす
る請求項１から請求項５７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５９】
　活動タグを走査する時又は事前定義アクションを実行した後に事前定義時間間隔で請求
項２１から請求項２３に記載の機械可読患者状態インジケータを使用する段階を更に含む
ことを特徴とする請求項１から請求項５８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６０】
　前記事前定義アクションに対する前記事前定義時間間隔は、臨床試験における活動追跡
システムユーザの参加に関連していることを特徴とする請求項５９に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
〔関連出願への相互参照〕
　本出願は、引用によってその全体が本明細書に組み込まれている「活動モニタのための
システム及び方法」という名称の２０１５年２月１８日出願の米国仮特許出願第６２／１
１７，８７８号に対する優先権を主張するものである。
【０００２】
〔引用による組み込み〕
　この明細書で言及される全ての文献及び特許出願は、各個々の文献又は特許出願が引用
によって組み込まれることを具体的かつ個々に示される場合と同じ程度までその全体が引
用によって本明細書に組み込まれている。
【０００３】
　本発明のシステムの態様は、１又は２以上のユーザ選択かつ機械可読の活動タグの使用
を通した１又は２以上の活動の完了をユーザが示すための電子活動モニタシステムを提供
する。
【背景技術】
【０００４】
　日常生活の速度が速くなると、個人は、多くの場合に１日、１週間、又は１カ月の進行
中に完了しなくてはならない活動の数、多様性、及び頻度に圧倒される。手書きメモ、ス
ティッカー、又はカレンダー記入が多くの場合に使用されるが、そのような技術の多くは
、スケジュールを維持する自動システムがないので失敗し、そのようなシステムは、望ま
しい活動の順序付けられた完了への順守に関する有意義なフィードバックをユーザに提供
しない。
【０００５】
　薬剤の予定された摂取という１つの特定の分野では、患者又は他の薬剤ユーザは、薬剤
を摂取することを頻繁に忘れ、その理由は、１）薬剤が急性の問題のためのものであり、
患者は定期的に薬剤を摂取することに慣れていない、２）彼らは定期的に薬剤を摂取する
が、頻繁に忘れる、３）彼らは多くの薬剤を摂取し、薬剤を異なる時間に摂取しなければ
ならない場合は混乱し易いからである。これに加えて、患者は、彼らが既に薬剤を摂取し
たことを忘れるので、時には薬剤を摂取し過ぎる場合がある。
【０００６】
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　一部の電子活動モニタシステムが提案されてきたが、これらのシステムは、一般的に、
許可された時間まで活動を阻止するように構成され（妨害的）、又は薬剤の名前、予定さ
れた投与の時間、副作用、及びユーザ又は薬剤に関連する他の情報のような関連容器の内
容物に関する詳細情報をユーザに提供する特徴を用いて考案される。より単純なインタフ
ェースを提供する従来の追跡システムでさえも、モニタシステム要素内のユーザ固有の特
徴のための余裕はない。このようにして、従来のシステムは、機械可読態様（すなわち、
十分なメモリを備えて適切な情報を正確に格納するＲＦＩＤタグ）を受け入れるが、ユー
ザには、適正な容器が位置付けられるまでの試行錯誤を除いてモニタシステムからの支援
なしに正しい時間に正しい容器を選別するという問題が残される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】米国特許第５，０５３，７７４号明細書
【特許文献２】米国特許第５，５４８，２９１号明細書
【特許文献３】米国特許第５，２３９，４９１号明細書
【特許文献４】米国特許第５，９６３，１３６号明細書
【特許文献５】米国特許出願公開第２００８／００３０３０９号明細書
【特許文献６】米国特許出願第１１／４９６，３２６号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　必要とされるのは、活動に関連付けられた物体の容易な認識を保証する何らかの設定可
能性をユーザに許可し、一方、適切な機械検出可能要素がシステムの機械可読態様に設け
られた単純かつユーザが使い易い活動モニタシステムである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　一般的に、一実施形態では、活動タグ読取器は、ハウジングと、ハウジングの面上のデ
ィスプレイと、スキャナを含有するハウジングの部分に近い機械可読要素位置を検出する
ように適応かつ構成されたハウジング内のスキャナと、スキャナによる機械可読要素の検
出に応答してディスプレイを変えるコンピュータ可読命令を含むスキャナ及びディスプレ
イと通信するハウジング内のコンピュータとを含む。
【００１０】
　この及び他の実施形態は、以下の特徴の１又は２以上を含むことができる。一態様では
、活動タグ読取器は、スキャナの位置を示すためのハウジングの面上のアイコンを更に含
むことができる。別の態様では、活動タグ読取器は、ハウジングの面上の複数のユーザ対
話ボタンを更に含むことができる。更に別の態様では、スキャナは、ディスプレイの一方
の側でハウジング内に位置決めすることができ、複数のユーザ対話ボタンは、ディスプレ
イの反対側でハウジング内に位置決めすることができる。代替態様では、活動タグ読取器
は、ディスプレイを含有するハウジングの面の一部分の周りにベゼルを更に含むことがで
きる。別の態様では、活動タグ読取器は、ディスプレイがあるハウジングの周囲部の回り
にベゼルを更に含むことができる。ユーザ対話ボタン及びスキャナは、周囲部内とするこ
とができる。代替態様では、ベゼルは、コンピュータからの命令に応答して色を変えるよ
うに適応かつ構成することができる。更に別の態様では、コンピュータ可読命令は、スキ
ャナとの一意的機械可読要素の対話に基づいて予め決められた数の状態のうちの各１つに
対してディスプレイ上に一意的アイコンを表示するためのコンピュータ可読命令を含むこ
とができる。更に別の態様では、コンピュータ可読命令は、ユーザ活動の４つの予め決め
られたステータス状態のうちの各１つに対してディスプレイ上に一意的アイコンを表示す
るためのコンピュータ可読命令を含むことができる。別の態様では、ユーザ活動の４つの
予め決められたステータス状態は、完了した予定された活動、未完了の将来の活動、未完
了の予定された活動、及び追加の未予定の活動とすることができる。更に別の態様では、
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ユーザ活動の４つの予め決められたスタータス状態は、１又は２以上の錠剤を摂取するユ
ーザのユーザ活動に関連付けることができる。更に別の態様では、ベゼルは、機械可読要
素とスキャナ間の対話の結果としてのコンピュータからの命令に応答して色を変えること
ができる。更に別の態様では、機械可読要素は、８ビット未満のデータを含有することが
できる。別の態様では、機械可読要素は、約１ビットのデータを含有することができる。
更に別の態様では、機械可読要素は、機械可読要素をユーザ選択式活動タグに関連付ける
のに使用されるデータだけを含有することができる。別の態様では、機械可読要素は、機
械可読要素をユーザ選択式アイコンに関連付けるのに使用されるデータだけを含有するこ
とができる。別の態様では、スキャナが機械可読要素と対話した時に、ベゼルは色を変え
ることができ、又は活動タグ読取器は音を発する。更に別の態様では、ベゼルは、事前選
択式ユーザ活動ステータスを識別するように選択された一意的な色に色を変えることがで
きる。更に別の態様では、活動タグ読取器によって発せられる音は、事前選択式ユーザ活
動ステータスを識別するように選択された一意的な音に音を変えることができる。更に別
の態様では、事前選択式ユーザ活動ステータスは、健康の表示、活動の完了、又は活動の
予定に対する順守の程度のうちの１又は２以上とすることができる。
【００１１】
　一般的に、一実施形態では、機械可読患者状態インジケータは、少なくとも３つの側面
を有する多側面構造体、多側面構造体の各側面に取り付けられた機械可読要素、及び多側
面構造体の各側面に取り付けられたアイコンを含む。各アイコンは、患者状態を一意的に
識別する。
【００１２】
　この及び他の実施形態は、以下の特徴のうちの１又は２以上を含むことができる。一態
様では、多側面構造体は、６つの側面を有することができ、各アイコンは、一意的疼痛ス
ケール表示に対応する。別の態様では、各アイコンは、健康の状態を一意的に識別するこ
とができる。更に別の態様では、スキャナがディスプレイの機械可読患者状態インジケー
タを検出した時に、ベゼル又は活動タグ読取器によって発せられた音は、患者状態を示す
スキャナに提示された多側面構造体の特定の側面を一意的に識別することができる。
【００１３】
　一般的に、一実施形態では、ユーザの活動を追跡する方法は、スキャナに対して一意的
機械可読要素を通過させる段階と、一意的機械可読要素に対応するユーザ活動を識別する
段階と、一意的機械可読要素に関連付けられたユーザ活動に関する予定時間に対して比較
された識別する段階が実行された時間の比較に基づいてディスプレイに予め決められた数
の活動状態のうちの１つのアイコンを表示する段階とを含む。
【００１４】
　この及び他の実施形態は、以下の特徴のうちの１又は２以上を含むことができる。一態
様では、一意的機械可読要素は、錠剤瓶の蓋に添付されたユーザ選択式活動タグの一部と
することができる。別の態様では、活動状態の予め決められた数は、４とすることができ
、表示されるアイコンは、完了した予定された活動、未完了の将来の活動、未完了の予定
された活動、及び追加の未予定の活動のうちの１つに対応する。更に別の態様では、各予
め決められた活動状態は、光又は音による特定の表示を含むことができる。
【００１５】
　一般的に、一実施形態では、ユーザの予定された活動を追跡する方法は、スキャナに対
して一意的機械可読要素を通過させてタイムスタンプを記録する段階と、一意的機械可読
要素に対応するユーザ活動の予定を識別する段階と、タイムスタンプとのユーザ活動の予
定の比較に基づいてディスプレイに４つの予め決められた活動状態インジケータのうちの
１つのアイコンを表示する段階とを含む。
【００１６】
　この及び他の実施形態は、以下の特徴のうちの１又は２以上を含むことができる。一態
様では、一意的機械可読要素を通過させる段階は、スキャナを越して錠剤瓶の蓋を通過さ
せる段階によって完了させることができる。別の態様では、一意的機械可読要素は、ユー
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ザ選択式活動タグの一部とすることができる。更に別の態様では、４つの予め決められた
活動状態は、予定された活動が完了したこと、予定された活動が時期を逸したか又は見落
とされたこと、未予定の活動が完了したこと、及び残っている未完了の予定された将来の
活動とすることができる。代替態様では、本方法は、タイムスタンプとのユーザ活動の予
定の比較が、その機械可読要素に関連付けられた活動が完了したと決定する時に、予定さ
れた活動が完了したという予め決められた活動状態インジケータのためのアイコンをディ
スプレイ上に表示する段階を更に含むことができる。別の態様では、本方法は、タイムス
タンプとのユーザ活動の予定の比較が、その機械可読要素に関連付けられた活動が検出さ
れないか又は予定時間を超えて検出されたと決定する時に、予定された活動が時期を逸し
たか又は見落とされたという予め決められた活動状態インジケータのためのアイコンをデ
ィスプレイ上に表示する段階を更に含むことができる。更に別の態様では、本方法は、タ
イムスタンプとのユーザ活動の予定の比較が、タグの走査が認識されたがいずれの予定さ
れた活動にも対応しないと決定する時に、未予定の活動が完了したという予め決められた
活動状態インジケータのためのアイコンをディスプレイ上に表示する段階を更に含むこと
ができる。更に別の態様では、本方法は、未完了の予定された将来の活動の予め決められ
た活動状態インジケータのためのアイコンをディスプレイ上に表示する段階を更に含むこ
とができる。
【００１７】
　一般的に、一実施形態では、電子活動タグ読取器は、電子ディスプレイ及びスキャナを
有するハウジングと、一意的機械可読要素に関連付けられた第１患者固有活動及び第１患
者固有活動を実行するためのスケジュールを含有するコンピュータ可読メモリと、電子デ
ィスプレイに電子通信し、かつコンピュータ可読メモリに応答するコンピュータ可読命令
と第１患者固有活動の来るべき実行をユーザにリマインドするための、第１患者固有活動
の予定された実行の完了を追跡するための、又は第１患者固有活動の非実行をユーザ又は
介護者に警告してリマインド、警告、又は追跡に対応する電子ディスプレイ上への提示の
ための出力を発生させるための一意的機械可読要素の検出を示すスキャナの出力とを含有
するスキャナに電子通信するハウジング内の制御電子機器と、制御電子機器への有線又は
無線アクセスを提供する通信モジュールとを含む。
【００１８】
　この及び他の実施形態は、以下の特徴のうちの１又は２以上を含むことができる。一態
様では、リマインド、警告、又は追跡に対応する電子ディスプレイ上への提示のための出
力を発生させるためのコンピュータ可読命令及び電子デバイスも、電子活動タグ読取器と
は別の電子デバイスに通信モジュールを使用して提供することができる。別の態様では、
電子活動タグ読取器とは別の電子デバイスは、ローカルサーバとすることができる。更に
別の態様では、電子活動タグ読取器とは別の電子デバイスは、クラウドベースのサーバと
することができる。代替態様では、電子活動タグ読取器とは別の電子デバイスは、スマー
トフォン、タブレット、又はスマートウォッチとすることができる。更に別の態様では、
リマインド、警告、又は追跡に対応する電子ディスプレイ上への提示のための出力を発生
させるためのコンピュータ可読命令は、スキャナが第１患者固有活動の予定された実行に
従う機械可読要素を検出したか否かに関連する３つの順守状態のうちの１つを決定するた
めの命令を更に含むことができる。更に別の態様では、３つの順守状態は、第１患者固有
活動スケジュール活動の予定された実行の完全な順守、第１患者固有活動の予定された実
行のほぼ完全な順守、及び第１患者固有活動の予定された実行の非実行とすることができ
る。別の態様では、コンピュータ可読命令は、活動状態又は順守状態のユーザ又は介護者
への電子通知を含むことができる。
【００１９】
　一般的に、一実施形態では、ユーザの活動を追跡する方法は、スキャナに対して一意的
機械可読要素を通過させる段階と、一意的機械可読要素に対応するユーザ活動を識別する
段階と、一意的機械可読要素に関連付けられたユーザ活動に関する予定時間と比較した識
別する段階が実行された時間の比較に基づいてディスプレイに４つの予め決められた数の
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活動状態のうちの１つのアイコンを表示する段階と、選択された予め決められた活動状態
に対応する警告を提供する段階とを含む。
【００２０】
　この及び他の実施形態は、以下の特徴のうちの１又は２以上を含むことができる。一態
様では、一意的機械可読要素は、錠剤瓶の蓋に添付されたユーザ選択式活動タグの一部と
することができる。別の態様では、４つの予め決められた数の活動状態は、完了した予定
された活動、未完了の将来の活動、未完了の予定された活動、及び追加の未予定の活動の
うちの１つに対応することができる。更に別の態様では、各予め決められた活動状態は、
光又は音による特定の表示を含むことができる。代替態様では、本方法は、タイムスタン
プとのユーザ活動の予定の比較が、その機械可読要素に関連付けられた活動が完了したと
決定する時に、予定された活動が完了したという予め決められた活動状態インジケータの
ためのアイコンをディスプレイ上に表示する段階を更に含むことができる。更に別の態様
では、本方法は、タイムスタンプとのユーザ活動の予定の比較が、その機械可読要素に関
連付けられた活動が検出されないか又は予定時間を超えて検出されたと決定する時に、予
定された活動が時期を逸したか又は見落とされたという予め決められた活動状態インジケ
ータのためのアイコンをディスプレイ上に表示する段階を更に含むことができる。別の態
様では、本方法は、タイムスタンプとのユーザ活動の予定の比較が、タグの走査が認識さ
れたがいずれの予定された活動にも対応しないと決定する時に、未予定の活動が完了した
という予め決められた活動状態インジケータのためのアイコンをディスプレイ上に表示す
る段階を更に含むことができる。更に別の態様では、本方法は、未完了の予定された将来
の活動の予め決められた活動状態インジケータのためのアイコンをディスプレイ上に表示
する段階を更に含むことができる。代替態様では、警告を提供する段階は、現在の活動状
態を報告する電子メッセージを介護者に送ることができる。更に別の態様では、警告を提
供する段階は、ユーザ活動の順守レベルを報告する電子メッセージを介護者に送ることが
できる。更に別の態様では、電子活動タグ読取器と通信する電子ディスプレイは、ユーザ
定義の予定された活動に関連付けられたアイコンと４つの予め決められた活動状態のうち
の１つを示すか又はユーザ定義の予定された活動に対する３つの順守レベル状態のうちの
１つを示す活動インジケータアイコンとを提供することができる。更に別の態様では、電
子ディスプレイは、電子タグ読取器のハウジング内の電子ディスプレイとすることができ
、又は電子ディスプレイは、電子活動タグ読取器内の通信モジュールを通じて電子活動タ
グ読取器と通信する電子デバイス上とすることができる。別の態様では、電子活動タグ読
取器内の通信モジュールを通じて電子活動タグ読取器と通信する電子デバイスは、スマー
トフォン、タブレット、又はスマートウォッチとすることができる。代替態様では、方法
は、予定された活動、予定された活動の順守の程度、予定された活動に対する特例、又は
特定の薬剤消費の表示のうちのいずれかの表示を含む電子通信をインスタントメッセージ
、電子メール、アプリケーション通知、ＳＭＳメッセージ、又はテキストメッセージを通
じて介護者に送ることによって介護者に警告を提供する段階を更に含むことができる。１
つの特定の実施形態では、ユーザは、術後のリハビリを受けており、介護者は、いつユー
ザ活動が術後リハビリ疼痛緩和に対して与えられた処方鎮痛剤を含む鎮痛剤の摂取を含む
かに関連する表示を受信する。別の態様では、方法は、活動タグを走査する時又は事前定
義アクションを実行した後で、事前定義の時間間隔で機械可読患者状態インジケータを使
用する段階を更に含むことができる。更に別の態様では、事前定義アクションに対する事
前定義の時間間隔は、臨床試験における活動追跡システムユーザの参加に関連する可能性
がある。
【００２１】
　本発明の新しい特徴は、以下の特許請求の範囲に特殊性と共に列挙している。本発明の
特徴及び利点のより良い理解は、本発明の原理が利用される例示的実施形態を列挙する以
下の詳細説明及び添付図面を参照することによって得られるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
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【図１Ａ】ユーザ選択式活動タグ１０の斜視図である。
【図１Ｂ】図１Ａのタグの代表的機械検出可能要素１４を示す図である。
【図１Ｃ】図１のユーザ選択式活動タグベース１２を示す図である。
【図１Ｄ】図１Ａのアイコン（文字Ａと書かれた三角形）を示す図である。
【図１Ｅ】ユーザ選択式活動タグ１０の別の代替実施形態の斜視図である。
【図１Ｆ】周囲の回りの接着性リム２２を有するベース１２の下から見た図である。
【図１Ｇ】底面に沿って感圧接着剤２４に露出させるための剥ぎ取り部を有するほぼ円筒
形の活動タグ１０の側面図である。
【図１Ｈ】ベース１２から延びて活動タグ１０を固定するのに使用されるストリップ又は
バンド２６を含む活動タグ１０の上面図である。
【図１Ｉ】三角形周囲内に空想的形状及び数字３を有するアイコンの実施形態の図である
。
【図２Ａ】タグスキャナ３６とディスプレイ３４とを含む本体３２を有する例示的活動タ
グ読取器３０の斜視図である。
【図２Ｂ】タグスキャナ３６を含有する本体３０に対するディスプレイ３４の移動を可能
にするスイベルにディスプレイ３４が装着された代替活動タグスキャナ３０構成の斜視図
である。
【図２Ｃ１】接合部３１に固定されるか又はそこで旋回するディスプレイ３４のためのア
ームマウント３９を本体３０が含む活動タグ読取器３０の代替構成の斜視図である。
【図２Ｃ２】接合部３１に固定されるか又はそこで旋回するディスプレイ３４のためのア
ームマウント３９を本体３０が含む活動タグ読取器３０の代替構成の側面図である。
【図２Ｄ】本体３２がスマートフォンであるか又は本明細書に説明する活動追跡システム
と併用するための手持ち式デバイスの形状因子を有する活動タグ読取器３０の斜視図であ
る。
【図３Ａ】活動タグ１０が鉢に取り付けられた鉢内のサボテン植物を示す図である。
【図３Ｂ】活動タグ１０が取り付けられたペットボウルを示す図である。
【図３Ｃ】活動タグ１０が取り付けられたラグマットを示す図である。
【図３Ｄ】円形ベースの一部として文字Ｓ及び数字８のアイコンを備えた活動タグ１０を
有する秤を示す図である。
【図４】活動タグ読取器３０とユーザ定義式活動タグ１０の間の対話のための例示的方法
４０を示す図である。
【図５】例示的ローカル同期処理方法５０を示す図である。
【図６】活動に対するリマインダーを発生させるのに使用される活動モニタシステムの例
示的方法を示す図である（リマインダー流れ図７０）。
【図７】活動モニタシステムによって発生される特例警報の例示的方法１００を示す図で
ある。
【図８】活動モニタシステムの予想される（予定された）及び実際の使用に基づいてダッ
シュボードステータスを更新するための例示的方法１２４を示す図である。
【図９Ａ】来るべき予定されたイベントの表示として使用する例示的ステータスアイコン
を示す図である。
【図９Ｂ】時期を逸したか又は見落とされた予定されたイベントの表示として使用する例
示的ステータスアイコンを示す図である。
【図９Ｃ】完了したイベントの表示として使用する例示的ステータスアイコンを示す図で
ある。
【図９Ｄ】未予定のイベントの完了の表示として使用する例示的ステータスアイコンを示
す図である。
【図９Ｅ】スケジュールの完全な順守のような順守インジケータとして使用する例示的ス
テータスアイコンを示す図である。
【図９Ｆ】スケジュールの殆ど完全な順守の順守インジケータとして使用する例示的ステ
ータスアイコンを示す図である。
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【図９Ｇ】スケジュールの順守不良又は非順守の順守インジケータとして使用する例示的
ステータスアイコンを示す図である。
【図１０】ユーザ活動の予定を自動的に予定又は予想するための例示的方法１５０を示す
図である。
【図１１】ユーザ選択式活動タグを有する毎週、午前／午後、又は毎日２度の錠剤ボック
ス１８０の斜視図である。
【図１２Ａ】ユーザ選択式活動タグを含む毎週、毎日１度の錠剤ボックス１８５を示す上
面図である。
【図１２Ｂ】ユーザ選択式活動タグを含む毎週、毎日１度の錠剤ボックス１８５を示す底
面図である。
【図１３Ａ】ユーザ選択式活動タグを有する毎週、毎日１度の錠剤ストリップ１９０を示
す上面図である。
【図１３Ｂ】ユーザ選択式活動タグを有する毎週、毎日１度の錠剤ストリップ１９０を示
す底面図である。
【図１４】図のように瓶キャップに添付されたユーザ選択式活動タグ１０を有する錠剤瓶
２００の斜視図である。
【図１５】図のように瓶キャップに添付されたユーザ選択式活動タグ１０を有する錠剤瓶
２００の斜視図である。
【図１６Ａ】パックの縁部に添付されたユーザ選択式活動タグを含む１５回分ブリスタパ
ック２１０を示す側面図である。
【図１６Ｂ】パックの縁部に添付されたユーザ選択式活動タグを含む１５回分ブリスタパ
ック２１０を示す上面図である。
【図１７Ａ】瓶の蓋及び本体上に１対の類似に機械符号化されたユーザ選択式活動タグを
各々が有する３つの薬剤瓶２００の前面図である。
【図１７Ｂ１】間違った蓋（瓶Ｃの蓋Ａ）を有する図１７Ａの瓶を示す図である。
【図１７Ｂ２】例示的関連のディスプレイ警告を示す図である。
【図１７Ｃ１】正しい蓋及び瓶配置（瓶Ａを有する蓋Ａ）を備えた図１７Ａの瓶を示す図
である。
【図１７Ｃ２】例示的関連のディスプレイを示す図である。
【図１８Ａ】活動に対する４つの可能な状態のうちの１つを示すのに使用されるアイコン
の使用を示す図である。
【図１８Ｂ】活動に対する４つの可能な状態のうちの１つを示すのに使用されるアイコン
の使用を示す図である。
【図１８Ｃ】活動に対する４つの可能な状態のうちの１つを示すのに使用されるアイコン
の使用を示す図である。
【図１８Ｄ】活動に対する４つの可能な状態のうちの１つを示すのに使用されるアイコン
の使用を示す図である。
【図１９】アイコン１、９、１２、及び１５によって示される４つの追跡された活動に対
する現在のステータスを示すディスプレイ３４に現れるような活動タグ読取器３０による
例示的ユーザダッシュボード又はディスプレイ又は表示を示す図である。
【図２０】モニタシステムの数人のユーザの順守表示を示すディスプレイの図である。
【図２１】４人の異なる患者に対する順守の多重患者多重日又は多重モニタ期間図を示す
ディスプレイ３４のスクリーンショットである。
【図２２】個人の薬剤管理を追跡又は予定する際の使用に適応された活動モニタシステム
を確立する方法３００の図である。
【図２３】無地（Ａ、Ｂ、及びＣ）であるか、ラベル上のテキスト（Ｄ）を含むか、又は
バーコード（Ｒ×Ａ及びＲ×Ｂ）又はＲＦＩＤ要素（Ｒ×Ｃ）のような既存の機械可読要
素を含む様々な錠剤瓶を示す図である。
【図２４】複数のユーザが共通ソースから取られる一回分を示すのに使用される個々のタ
グの使用を含む単一活動モニタシステムを使用している時の例示的設定を示す図表である
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。
【図２５Ａ】例示的疼痛スケール上の６つの異なるレベルの各々を表すアイコンを示す図
である。
【図２５Ｂ】例示的疼痛スケール上の６つの異なるレベルの各々を表すアイコンを示す図
である。
【図２５Ｃ】例示的疼痛スケール上の６つの異なるレベルの各々を表すアイコンを示す図
である。
【図２５Ｄ】例示的疼痛スケール上の６つの異なるレベルの各々を表すアイコンを示す図
である。
【図２５Ｅ】例示的疼痛スケール上の６つの異なるレベルの各々を表すアイコンを示す図
である。
【図２５Ｆ】例示的疼痛スケール上の６つの異なるレベルの各々を表すアイコンを示す図
である。
【図２６Ａ】単独で又は機械可読患者状態インジケータ４９０のためのユーザ選択式活動
タグとして構成された異なるアイコンの等角投影図を示す図である。
【図２６Ｂ】単独で又は機械可読患者状態インジケータ４９０のためのユーザ選択式活動
タグとして構成された異なるアイコンの等角投影図を示す図である。
【図２６Ｃ】単独で又は機械可読患者状態インジケータ４９０のためのユーザ選択式活動
タグとして構成された異なるアイコンの等角投影図を示す図である。
【図２７】活動タグ読取器３０、７つの機械可読容器４０５を含有するトレイ４３０、及
び機械可読患者健康インジケータ４９０を有する追跡システム４００の斜視図である。
【図２８】機械可読容器４０５の斜視図である。
【図２９】図２８の機械可読容器４０５の下から見た図である。
【図３０】蓋４０５、本体１２、及びベース４２０の相対的な位置を示す図２８の機械可
読容器４０５の分解図である。
【図３１】蓋４０６が開いた位置にある機械可読容器４０５の斜視図である。
【図３２】容器４０５を保持するようなサイズの複数のソケット４０２を有するトレイ４
３０の斜視図である。
【図３３】機械可読容器４０５と併用するように構成されたトレイ４３０を示す図である
。
【図３４】１つの機械可読容器（すなわち、アイコンＷｅ１を備えた）をそのソケット４
０２から取り除いた７つの機械可読容器４０５で充填されたトレイ４３０の斜視図である
。
【図３５】トレイ内に複数の機械可読容器を固定するためのストラップの使用を示す図で
ある。
【図３６】トレイ内に複数の機械可読容器を固定するためのストラップの使用を示す図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　本発明の様々な実施形態の製造及び使用を以下に詳しく説明するが、本明細書における
本発明の概念の様々な実施形態を様々な特定の関連に実施することができることを認めな
ければならない。本明細書に説明する特定の実施形態は、単に本発明の例示的態様を製造
かつ使用するための特定の方法を例示するにすぎず、本発明の範囲を定めるものではない
。
【００２４】
　一般的に、活動タグ読取器３０又は他の適切に構成されたディスプレイ含有携帯式電子
デバイスは、例えば、携帯式医療モニタデバイス、携帯電話、スマートフォン、携帯情報
端末（ＰＤＡ）、又は近距離通信機能又はユーザによる活動モニタのように設計された機
械可読要素に適する他の機能を有するユーザによって共通して持ち運ばれる他の携帯式電
子デバイスである。



(15) JP 2018-508896 A 2018.3.29

10

20

30

40

50

【００２５】
　活動モニタシステムの一態様では、受動一意的通信タグ（例えば、ＲＦＩＤ又はＮＦＣ
）がユーザ選択式アイコン１６に結合される。ユーザ選択式又は事前定義式アイコン１６
は、例えば、絵文字、通常の幾何学的図形、架空の図形、色、モノグラムにあるようなユ
ーザのイニシャル、写真、絵文字、顔文字のうちの１又は２以上、又は１又は２以上の触
覚要素又は１又は２以上の点字文字である場合がある。活動タグ１０は、活動に関連付け
られた適切な物体に取り付けられる。ユーザが予定された活動を完了する度に、関連付け
られたユーザ活動タグが読取器の範囲に通される。この範囲は、多くのＲＦＩＤタグに対
する数ｃｍの短い範囲から多くのＮＦＣタグの読取器に接触して使用されるタグシステム
のタイプに応答して変わる。読取器は、読取器によってタグが読み取られた時間に対応す
る読取時間及び日付を記録する。読取器は、ローカルでタグ読取記録を維持するか又はタ
グ読取記録をリモートシステム（すなわち、クラウドベースデータベース、ローカルネッ
トワーク又は類似の適切にネットワーク化されたストレージシステム）に提供することが
できる。データベースのユーザ活動記録は、ユーザ識別情報、及び例えばタグＩＤ、日付
、及び時間のようなタグ読取データを含む。
【００２６】
　本発明の活動モニタシステムの一実施形態では、本発明のシステムは、ＲＦトランスポ
ンダー、ＮＦＣタグ、又は機械可読要素に関連付けられた１又は２以上の予定された活動
をユーザが行ったか否かに関連する表示としての他の要素のような機械可読要素を読み取
ることができるディスプレイ含有携帯式電子デバイスを含む活動又は活動に関する情報を
提供するように構成することができる。一部の実施形態では、活動モニタシステムはまた
、活動を実行することをユーザにリマインドするための聴覚信号、視覚信号、又は物理的
信号（すなわち、振動）のうちの少なくとも１つを発生させることができる。更に、１又
は２以上の携帯式電子デバイスは、クラウド又は適切なＡＰＩなどを通じて大規模モニタ
及び管理を提供するためのコンピュータ又はサーバに通信可能に結合することができる。
例えば、活動モニタシステムを使用して、グループホーム又は家庭環境などにおける単一
ユーザ又は幾人かのユーザの活動をモニタすることができる。いくつかのトランスポンダ
ー配置が開発されている。１つのそのようなトランスポンダー配置は、引用によって本明
細書に組み込まれている１９９１年１０月１日にＳｃｈｕｅｒｍａｎｎ他に付与された米
国特許第５，０５３，７７４号明細書に説明されている。’７７４号特許は、低エネルギ
要件を有し、一意的電源を必要としないトランスポンダーユニットを説明している。別の
トランスポンダー配置は、引用によって本明細書に組み込まれている１９９６年８月２０
日に付与された米国特許第５，５４８，２９１号明細書にＭｅｉｅｒ他によって開示され
ている。’２９１号特許では、その製造に続いて無接触方式で更新することができる別の
トランスポンダー配置を説明している。追跡システムの活動及び通信に対する追加の他の
詳細は、米国特許第５，２３９，４９１号明細書、米国特許第５，９６３，１３６号明細
書、及び米国特許出願公開第２００８／００３０３０９号明細書（２００６年7月３１日
出願の米国特許出願第１１／４９６，３２６号明細書）に提供されており、上述の各々は
、全ての目的に対して引用によって本明細書に組み込まれている。
【００２７】
　以下の説明の関連では、以下の定義を使用する。
・活動：活動は、ユーザ選択式活動タグに関連付けけられるユーザ活動である。
・ユーザ選択式活動タグ：ユーザ選択式活動タグは、アイコン、ベース、及び機械検出可
能要素を含む。
・アイコン：アイコンは、活動タグに一意的に関連付けられたユーザ定義式又は事前定義
式又は選択可能及び識別可能なマーカである。アイコンは、ユーザ及び望ましいタグ付き
物体又は活動の識別を助けるのに使用される。アイコンの例は、形状、色、数、文字、既
存の又は指定された記号、動物、人又は場所の写真、漫画のキャラクター、絵文字、顔文
字、又は１又は２以上の触覚要素又は１又は２以上の点字文字のうちの１又は２以上又は
その組合せを含む。
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・ベース：ベースは、（ｉ）機械可読要素に関連付けられたアイコン間の相対的な位置を
維持し、かつ（ｉｉ）関連付けられた活動のユーザの実行に適切な位置に活動タグを固定
することを可能にするための形状因子を提供する基板である。ベースは、活動タグを支持
するのに使用されるカスタムメイドの物体又は既存の物体の一部分、又は特定の物体又は
活動追跡状況に適するアイコン及び機械検出可能要素の組合せとすることができる。
・機械検出可能要素：機械検出可能要素は、電子検出、走査、又は読取を可能にする形態
で提供されるあらゆる物体又は構造である。機械検出可能要素の例は、ＲＦＩＤタグ、近
距離通信タグ（ＮＦＣタグ）、バーコード、ＱＲコード（登録商標）のような光学テキス
ト認識記号を含む。機械検出可能要素は、接触（すなわち、設置又はタップ）又は非接触
モード（すなわち、認識される領域内を又は光学読取器のような読取器に対して動く）で
機械読取器と対話することができる。一態様では、機械検出可能要素は、機械検出可能要
素のメモリにあるいずれのユーザ固有又は物品固有又は活動固有の情報もない製造業者又
は既存の識別コードだけを含有する。例示的１ビット活動追跡システムは、電子盗難防止
機器（ＥＡＳ）の活動追跡システムになる。機械検出可能要素がスキャナの検出ゾーンに
ある時に、１（関連付けられた活動が完了したことを示す）を示し、要素がゾーンにない
時は、０を示す。反対の設定を使用することもできる。
・イベント：イベントは、活動タグ内の機械可読要素によるあらゆる機械又はコンピュー
タベースの検出、走査、又は対話である。
・予定されたイベント：予定されたイベントは、活動タグの予想される検出又は活動タグ
との対話である。活動タグ検出又は対話の数及びタイミングは、関連付けられた活動を実
行するためのユーザの望ましい頻度に対応する。
・未予定のイベント：未予定のイベントは、タイミング又は頻度によっていずれの予定さ
れたイベントにも対応しないイベント、すなわち、活動タグ内の機械可読要素の予想され
ない検出又は機械可読要素との予想されていなかった対話である。
【００２８】
　図１Ａは、ユーザ選択式活動タグ１０の斜視図である。ユーザ選択式活動タグ１０は、
ベース１２、アイコン１６、及び機械検出可能要素１４を有する。これらの例示的要素の
各々は、図１Ｂ、１Ｃ、及び１Ｄに個々に示されている。
【００２９】
　図１Ｂは、図１Ａのタグの代表的機械検出可能要素１４を示している。機械検出可能要
素１４は、あらゆるＲＦＩＤ、近距離通信（ＮＦＣ）、非接触通信又は光学機械又はコン
ピュータ可読手段によって使用及び検出することができるあらゆる要素とすることができ
る。一実施形態では、タグ１０は、無線自動識別技術を含み、機械検出可能要素１４は、
受動デバイス、半受動デバイス、能動デバイス、読取専用デバイス、読取／書込可能デバ
イス、光学可読デバイス、無線周波数識別（ＲＦＩＤ）デバイス、及び微小電気機械シス
テム（ＭＥＭＳ）デバイスのうちの１又は２以上である。追加の態様では、機械可読要素
１４は、少なくとも１つのセンサを含むＭＥＭＳ対応デバイスを提供することができ、又
はＭＥＭＳ対応デバイスを含むように活動タグ１０を構成することができる。１つの特定
の実施形態では、機械検出可能要素１４は、１ビットＲＦＩＤ要素であり、活動追跡シス
テムは、関連付けられた要素が検出された時に完了したとして関連付けられた活動を記録
／報告するように構成される。
【００３０】
　図１Ａの例示的実施形態では、図１Ｃは、円筒体である図１Ａのユーザ選択式活動タグ
ベース１２の図である。ベース１２は、ユーザ選択式活動タグ１０の形状因子を提供する
のに使用される材料又は基板である。ベース１２は、機械可読要素１４及びアイコン１６
を同じ場所に位置決めするか又は結合するのに使用される。ベース１２はまた、活動タグ
１０を取り付けるか又は結合するのに使用される１又は２以上の面、及びユーザが活動タ
グを活動に関連付けられるようにする適切な位置を含むことができる。アイコン１６はユ
ーザによって識別することができるように選択される。アイコン１６は、ユーザの好み又
は能力に応じて様々な適切な方法のいずれかでユーザによって識別可能又は認知可能にす
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ることができる。アイコンは、視覚、音、又はタッチによって個々に又はあらゆる組合せ
でユーザに識別可能にすることができる。視覚的に識別可能なアイコンは以下の実施形態
の多くで提供されるが、本発明の様々な実施形態がこれに制限されることはない。一例と
して、アイコン１６は、図形、色、数字、文字、アイコン、記号、写真、動物、漫画、又
は特定のユーザ選択式活動タグ１０を識別するためにユーザによって選択された絵文字又
は顔文字のような他の識別可能媒体の組合せのいずれかとすることができる。図１Ａのア
イコン１６は、文字Ａを含有する三角形である。図１Ｄは、図１Ａのアイコンの図である
（文字Ａを備えた三角形）。任意的に、アイコンは、空想の図形又はユーザ指定のデザイ
ンを含むことができる。図１Ｉは、三角形周囲内に空想の図形及び数字３を有するアイコ
ンの実施形態の図である。図１Ｅは、ユーザ選択式活動タグ１０の別の代替実施形態の斜
視図である。この実施形態では、ベース１２は、一般的に矩形の形状を有する平面であり
、アイコン１６は、円の内側の文字「Ａ」と数字「１」である。
【００３１】
　図１Ｆ、１Ｇ、及び１Ｈは、タグ１０を活動に関連付けるために適切な位置にユーザ選
択式活動タグ１０を位置決めする場合にユーザを助けるためのベース１２の様々な代替構
成を示している。図１Ｆは、周囲の回りに接着性リム２２を有するベース１２の下から見
た図を示している。図１Ｇは、底面に沿って感圧接着剤２４を露出させるための剥ぎ取り
部を有するほぼ円筒形の活動タグ１０の側面図である。図１Ｈは、ベース１２から延びて
活動タグ１０を固定するのに使用されるストリップ又はバンド２６を含む活動タグ１０の
上面図である。例えば、接着剤、エポキシ樹脂、セメント、マジックテープ（登録商標）
、ファスナ、又は磁石のような様々な固定手段のいずれも活動タグ１０を固定するのに使
用することができることは認められるものとする。適切なマウント又は面への取り付けの
モードを含む活動タグ１０の設計及び外観は、追跡される活動、及び活動タグ１０を受け
入れる物体の審美性、設計、環境、又は機能のような材料考慮に応答して変わる。
【００３２】
　図２Ａ－２Ｄは、活動タグ読取器３０の様々な実施形態を示している。図２Ａは、タグ
スキャナ３６及びディスプレイ３４を含む本体３２を有する例示的活動タグ読取器３０の
斜視図である。この実施形態では、活動タグ１０がタグスキャナ３６の上を通過した時に
ディスプレイ３４が見えるようにディスプレイ３４がスキャナ３６に対して固定された方
向にある。図２Ｂは、ディスプレイ３４がタグスキャナ３６を含有する本体３０に対して
ディスプレイ３４の移動を可能にするスイベルに据えられる代替活動タグスキャナ３０の
構成の斜視図である。様々な構成では、活動タグ読取器３０は、本発明のシステムの特定
の構成に使用される機械可読要素を読み取るのに使用される通信のタイプを支援するため
にタグスキャナ３６の様々なサイズを有することができる。更に、活動タグ読取器３０は
、タグスキャナ３６の位置の様々なマーキング又は表示を含むことができ、スキャナが機
能する範囲にユーザが機械可読要素を置くことを容易にする。一例として、タグスキャナ
３６に近い活動タグ読取器３０の一部分は、ここをタップする又はここに置く又はここに
通すようなマーキングを含むか又は矢印又は他のインジケータを使用して、ユーザがタグ
スキャナ３６に対して活動タグ読取器１０を適切に位置決めすることを助けることができ
る。
【００３３】
　図２Ｃ１及び２Ｃ２は、活動タグ読取器３０の代替構成の斜視図及び側面図であり、本
体３０は、接合部３１に固定されるか又は接合部３１で旋回するディスプレイ３４のため
のアームマウント３９を含む。このアームマウントは、タグスキャナ３６に取り付けられ
、タグスキャナ３６の上を延びている。この実施形態には、活動タグ読取器に提供される
追加の機械可読又はコンピュータ可読デバイス３８及びタグスキャナ３６によって提供さ
れる機械可読機能も示されている。一態様では、機械読取器３８は、図に示すようにディ
スプレイ３４に組み込まれるバーコード又は他の光学スキャナとすることができる。
【００３４】
　図２Ｄは、本体３２がスマートフォンであるか又は本明細書に説明する活動追跡システ
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ムと併用するための手持ち式デバイスの形状因子を有する活動タグ読取器３０の斜視図で
ある。この実施形態では、ディスプレイ３４はデバイス又はスマートフォンの画面である
。検出器を含むスマートフォン又はデバイス、デバイス元来の光学テキスト認識又は近距
離通信機能を使用して、機械可読要素１４に必要である場合にタグスキャナ３６の機能を
提供する。この実施形態では、スマートフォンデバイスの近距離通信機能又は他の読取器
機能（すなわち、ＯＣＲデバイスとして活動するスマートフォンカメラ）が使用され、活
動タグを検出して本明細書に説明する機能を備えたアプリケーション又は他の適切なソフ
トウエアを使用して望ましい活動追跡リマインド及びレポート機能を実行する。
【００３５】
　以下に詳しく説明するように、ディスプレイ３４の１つの機能は、活動追跡システムダ
ッシュボードの提示である。このダッシュボードは、活動追跡システムに従って１日のス
ナップショットを提供する。全ての予定された活動は、時間及びユーザ選択式アイコン１
６と共にその日のダッシュボードに表示される。ダッシュボード及び他のリモートモニタ
デバイス（すなわち、ウェブサイト又はクラウド／ＡＰＩを通じてアクセスする当該の個
人のための表示されたダッシュボード）は、ユーザ活動が実行された場合（すなわち、活
動タグとの読取器３０の検出／対話）でリアルタイムに更新される。完了したが未予定の
活動もダッシュボードに表示される。未予定の活動は、予定されていた活動のリストの下
に表示される（図９Ａ－９Ｄを参照）。一態様では、ダッシュボードは、毎日クリアされ
、再生され、次の日の活動を提示する。他の態様では、ディスプレイ及び活動モニタシス
テムは、以前かつ将来の日のダッシュボードのディスプレイ閲覧を可能にするように構成
される。更に他の態様では、ダッシュボードは、ユーザの活動スケジュールの順守がモニ
タされていることを示す特徴を含む。一実施形態では、以下に詳しく説明するように、ダ
ッシュボードは、３つの状態、すなわち、完全な順守、ほぼ完全な順守、又は順守不良又
は非順守のうちの１つとしての順守の表示を含む。一実施形態では、３つの順守状態は、
笑顔、幸せでない顔、及び悲しい顔の表示に示す（図９Ｅ、Ｆ、及びＧを参照されたい）
。他の実施形態では、他のアイコン、記号、又は絵文字は、順守状態を示すために特定の
ユーザによって選択されて使用される。
【００３６】
　図３Ａ－３Ｄは、追跡される活動の異なる種類に対する項目、活動、及びユーザ選択式
活動タグの様々な組合せを示している。図３Ａは、鉢に取り付けられた活動タグ１０を有
する鉢のサボテン植物を示している。活動スケジューリングシステム内で、活動「植物に
水をやる」は、１週間に３回発生するように予定されたアイコンＰ１に関連付けられる。
この実施形態では、活動タグ１０は、三角形のベース内に文字Ｐ及び数字１を備えたアイ
コンを有する。図３Ｂは、活動タグ１０が取り付けられたペットボウルを示している。こ
の実施形態では、活動タグ１０は、矩形のベースに文字Ｄ及び数字１を備えたアイコンを
有する。活動スケジューリングシステム内で、活動「犬に餌をあげる」は、アイコンＤ１
に関連付けられ、毎日発生するように予定される。図３Ｃは、活動タグ１０が取り付けら
れたラグマットを示している。この実施形態では、活動タグ１０は、矩形のベースに文字
Ｒ及び数字５を備えたアイコンを有する。活動スケジューリングシステム内で、活動「ラ
グマットをたたく」は、アイコンＲ５に関連付けられ、１年に２度発生するように予定さ
れる。図３Ｄは、円形のベースの一部として文字Ｓ及び数字８のアイコンを備えた活動タ
グ１０を有する秤を示している。活動スケジューリングシステム内で、活動「体重を測定
する」は、アイコンＳ８に関連付けられ、毎日発生するように予定される。
【００３７】
　本明細書に説明する活動モニタシステムの一態様では、ＲＦＩＤ／ＮＦＣスティッカー
（すなわち、機械可読要素及びベース）は、追跡、予定、又はリマインドされる活動に対
するリマインダーとしてユーザによって選択された各物体又は位置に適切に取り付けられ
る。ユーザが意図された活動を実行する度に、ユーザは、スティッカー又は活動タグを適
切に構成された活動タグ読取器３０の範囲に持ち込む。活動タグの登録、検出、又は活動
タグと読取器の対話は、ユーザがそのスティッカー／活動タグに関連付けられた活動を完
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了した場合に活動モニタシステムによって入力される。活動タグ読取器３０（例えば、Ｒ
ＦＩＤ読取器）は、Ｗｉ－Ｆｉ又はセルラーを通じて直接活動モニタシステムクラウド／
ＡＰＩに又はＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）を通じて間接的にスマートフォンにデータ
ポイント（タグ＋検出又は対話の日付／時間）を中継するように適切に構成することがで
きる。一実施形態では、活動タグ読取器は、適切な読取／検出機能と共に適切なセルラー
技術などと無線通信するように構成され、選択された機械可読要素と協働する。そのよう
な構成の１つの利点は、活動タグ読取器３０が完全に独立したシステムにおいて活動タグ
及び活動モニタシステムと通信することである。この関連では、独立型は、システムがい
ずれの他のコンピュータデバイス（ＰＣ方はスマートフォンのいずれか）の存在も要求し
ないことを示している。上述のように、活動モニタシステムは、本明細書に説明する介護
者／関連の当事者の介入を許可／促進する。更に他の態様では、リモートモニタ及びリモ
ートシステム設定の両方のための活動モニタシステムを構成することができる。リモート
設定では、ある予定された薬剤投与を摂取するなどの全てのモニタされる活動に対するユ
ーザの活動スケジュールがユーザの活動タグモニタデバイスに送られ、使用のためにロー
ドされる。パスコード又は他の適切な認証手順を提供して、スケジュール及びユーザ識別
及び関連付け（すなわち、正しいスケジュール／正しいユーザ）を確認することができる
。
【００３８】
　図４は、活動タグ読取器３０とユーザ定義式活動タグ１０の間の対話のための例示的方
法４０を示している。最初に段階４２で、活動タグ１０は、読取器構成に応じた活動タグ
読取器３０のタグスキャナ３６又は他の構成要素によって検出される。タグ１０内の機械
可読要素１４がタグスキャナ／読取器３６によって検出又はこれらと対話した時に、活動
タグ１０は、タグスキャナ３６によって検出される。活動タグ読取器３０の内部クロック
は、検出に関連付けられた日付及び時間情報を取得するのに使用される。
【００３９】
　次に、段階４４で、活動タグデータが処理される。この段階では、段階４２で検出され
た機械検出可能要素に関連付けられた一意的に識別される製造番号又はコードが段階４２
からの日付及び時間データに関連付けられるか又はこれらと共に格納される。
【００４０】
　次に、段階４６で、ディスプレイ３４は、検出された活動タグに関連付けられたユーザ
定義式活動タグデータによってローカルに更新される。これは、検出された活動タグのア
イコン又は他の印の表現と共に活動の完了の単純な表示の使用を含むことができる。単純
な活動インジケータの様々な形態が可能であり、いくつかを図９Ａ－９Ｄに関して以下に
詳しく説明する。
【００４１】
　最後に段階４８で、活動タグ検出データは、後の処理（図５を参照）のためにリモート
ネットワーク／クラウド／ＡＰＩへのローカル同期待ち行列に追加される。
【００４２】
　図５は、例示的ローカル同期処理方法５０を示している。最初に段階５２で、ローカル
同期待ち行列処理を開始する。次に、段階５４で、ローカル同期待ち行列に活動タグデー
タがあるか否かを決定する。これは、方法４０（図４）を使用してローカルで収集された
情報である。活動タグデータが存在する場合に、段階５６に進み、活動タグデータのクラ
ウド／ＡＰＩへのアップロードを試みる。
【００４３】
　アップロードが段階５８で成功したか否かを決定する。アップロードが成功しなかった
場合に、活動データをローカル同期待ち行列に入れたままにして最後のアップロード時間
の試みにマーク付けする（段階６０）。アップロードが成功した場合に、ローカル同期待
ち行列から活動タグデータを取り除く（段階６２）。
【００４４】
　ローカル同期待ち行列の全ての活動タグデータが処理された状態で（段階５４の結果が
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ＮＯである）、次の段階は、ローカルダッシュボード要約をクラウド／ＡＰＩからのダッ
シュボード要約の最新の更新によって更新する（段階６４）。最後に段階６６で、ローカ
ルディスプレイ（すなわち、ディスプレイ３４）を最新のダッシュボード要約で更新する
。
【００４５】
　図６は、活動に対するリマインダーを発生させるのに使用される活動モニタシステムの
例示的方法である（リマインダー流れ図７０）。リマインダー流れ図７０は、最初にリマ
インダールーチンを開始し（段階７２）、いずれかの活動タグが活動モニタシステムにあ
るか否かを決定する（段階７４）。次に、段階７６で、活動タグに予定されたイベントが
あるか否かを決定する。イベントがない場合に、段階７４に戻り、追加のタグがあるかを
検査する。予定されたイベントがある（段階７６の回答がＹＥＳである）場合に、段階７
８に進む。
【００４６】
　段階７８は、現在の時間が予定されたイベントに対して計算されたリマインダー時間よ
りも長いか否かを決定する。現在の時間が計算されたリマインダー時間よりも長くない（
段階７８がＮＯである）場合に、予定されたイベントにリマインダーは必要ない（段階８
０）。次に、段階７４に戻り、検査する活動タグがあるか否かを決定する。
【００４７】
　現在の時間がイベントに対する計算されたリマインダー時間よりも長い（段階７８がＹ
ＥＳである）場合に、リマインダーが必要になる（段階８２）。本発明のシステムは、送
られるリマインダーのタイプに従って連絡先及び受信者にアクセスする。受信者、コンテ
ンツ、頻度、及びモードのようなリマインダー特徴は、特定のユーザ、活動、イベント、
又は活動タグの検出の頻度に合わせて作ることができる。リマインダーは、スマートフォ
ン通知（段階８５）、電話呼出し／ボイスメール／コールセンター（段階８６）、電子メ
ール（ｅ－ｍａｉｌ）（段階８７）、又はＳＭＳ／テキスト又は他のメッセージングモー
ド（段階８８）のような通信のうちの１又は２以上のモードを使用して各受信者に送られ
る（段階８４）。
【００４８】
　図６のリマインダーフロー方法７０の１つの変形では、段階７８の結果がＹＥＳである
場合でも、リマインダーが必要であり、ユーザはある状況の下で予定された活動を遅らせ
ることができる。アラームクロックのスヌーズボタンのように、リマインダー警報信号（
段階８２）を中止又は遅らせ、代わりにスヌーズ又はリマインダー期間が経過した後に段
階８２の活動を予定するような「後で私にリマインドして」入力によってリマインダー方
法７０を修正することができる。スヌーズ又はリマインダー期間は事前設定間隔とするこ
とができ、又はユーザが特定の時間を入力することができる。一実施形態では、機械可読
要素１４は、接触なしの方式で（例えば、近距離通信のあらゆる適切な形式を使用して）
活動タグ読取器３０によって問い合わせられる。１つの特定の実施形態では、機械検出可
能要素１４は、バッテリ給電式ではないか、又はタグスキャナ３６又は活動タグ読取器３
０の検出範囲に位置付けられるまで給電されないか又はパッシブである。更に別の態様で
は、機械検出可能要素１４は、製造番号又は型番号又は製造日付のような製造業者によっ
て提供される最小の情報だけを含む。一態様では、活動モニタシステムによって使用され
る要素１４からの情報は、要素１４に割り当てられた一意的アドレス又は識別番号のみで
ある。換言すると、要素１４が読み取られた時に、本発明のシステムは、この要素１４の
一意的数字識別コードを登録するだけでよい。従って、要素１４は、ユーザ選択式活動タ
グ１０の一部として一意的ユーザ選択式アイコンに関連付けられた一意的機械ＩＤを提供
する。
【００４９】
　図７は、活動モニタシステムによって発生される特例警報のための例示的方法１００で
ある。まず特例警報ルーチンを開始する（段階１０２）。次に、段階１０４は、システム
に活動タグ１０があるか否かを決定する。次に、段階１０６で、活動タグに対して予定さ
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れたイベントがあるか否かを決定する。イベントがない場合に、段階１０４に戻り、追加
のタグを検査する。予定されたイベントがある（段階１０６の回答がＹＥＳである）場合
に、段階１０８に進む。段階１０８は、予定されたイベントに活動タグが検出されたか否
かを決定するのに使用される。適切な活動タグが予定されたイベントに検出された（段階
１０８がＹＥＳである）場合に、段階１１０に進む。タグが検出され、従って、予定され
たイベントに対して特例が発生しないので活動は必要ない。段階１０４に戻って、追加の
活動タグ又は特例を識別する。
【００５０】
　適切な活動タグが予定されたイベントに検出されない（段階１０８がＮＯである）場合
に、段階１１２に進む。段階１１２は、現在の時間がユーザ、活動タグ、又は予定された
イベントに対する計算された特例時間よりも長いか否かを決定する。現在の時間が計算さ
れた特例時間よりも長くない（段階１１２がＮＯである）場合に、予定されたイベントに
対する特例は発生しない（段階１１０）。次に、段階１０４に戻り、検査する活動タグが
あるか否かを決定する。
【００５１】
　薬剤への参照が錠剤に制限されないことは認められるものとする。例えば、インスリン
バイアル、目薬のような錠剤形態ではない様々な薬剤も、消費される特定の項目に必要と
される時に添付された活動タグを使用して追跡することができる。
【００５２】
　現在の時間がイベントに対して計算された特例時間よりも長い（段階１１２がＹＥＳで
ある）場合に、特例リマインダーが必要になる（段階１１４）。本発明のシステムは、送
られる特例リマインダーのタイプに従って連絡先及び受信者にアクセスする。特例、受信
者、コンテンツ、頻度、及びモードのタイプのようなリマインダー特徴は、特定のユーザ
、活動、イベント又は活動タグの検出の頻度に合わせて作ることができる。特例リマイン
ダーは、スマートフォン通知（段階８５）、電話呼出し／ボイスメール／コールセンター
（段階８６）、電子メール（電子メール）（段階８７）、又はＳＭＳ／テキスト又は他の
メッセージングモード（段階８８）のような通信のうちの１又は２以上のモードを使用し
て各受信者に送られる（段階１１６）。
【００５３】
　本明細書に使用するダッシュボードは、活動追跡システムのうちの１又は２以上のユー
ザのステータス、順守、スケジュール、又は他の特徴のディスプレイ３４によって提供さ
れる表現である。ダッシュボードが例示的方法１２０（図８）を使用して更新された時に
、ユーザに、ステータスインジケータ（図９Ａ－９Ｄ）と共に活動のアイコンを提供する
。有利なことに、活動追跡システムの実施形態は、本発明のシステム内で予定された活動
のステータス（図９Ａ－９Ｄ）又は順守（図９Ｅ－９Ｇ）を示すために単純なアイコン及
びシステム状態を使用する。図９Ｅ、９Ｆ及び９Ｇは、来るべき予定されたイベント（図
９Ａ）、時期を逸した又は見落とされた予定されたイベント（図９Ｂ）、完了したイベン
ト（図９Ｃ）、又は未予定のイベントの完了（図９Ｄ）の表示として使用する例示的ステ
ータスアイコンを示している。図９Ｅ、９Ｆ、及び９Ｇは、スケジュールの完全な順守（
図９Ｅ）、スケジュールの殆ど完全な順守（図９Ｆ）、又はスケジュールの順守不良又は
非順守のような順守インジケータとして使用する例示的ステータスアイコンを示している
。これに加えて又は任意的に、ダッシュボードは、活動モニタシステムによってモニタさ
れる１又は２以上の予定された活動の予定に対する順守を反映する順守インジケータを含
むように更新することができる。
【００５４】
　活動ステータスインジケータは、活動の４つの可能な状態のうちの１つを示すのに使用
される。活動は、来るべき又は将来発生するように予定される。この状態は、例えば、図
９Ａに示す円１４１内のクロックによって示されている。見落とされた活動は、図９Ｂに
示す空の円１４２によって示されている。完了した活動は、図９Ｃに示されている穴埋め
された円１４３によって示されている。未予定の完了した追加の活動は、図９Ｄに示す十
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字を備えた円１４４によって示されている。予定された活動の順守はまた、３つの可能な
状態のうちの１つを示す単純なステータスアイコンによって示されている。３つの可能な
順守状態は、（１）スケジュールの完全な順守、（２）スケジュールの殆ど完全な順守、
及び（３）スケジュールの順守不良又は非順守である。図９Ｅは、完全なスケジュール順
守の幸せな顔１４５を示している。図９Ｆは、ほぼ完全な順守の悲しい顔１４６を示して
いる。図９Ｇは、順守不良又は非順守の悲しい顔１４７を示している。
【００５５】
　一態様では、活動モニタシステムは、経時的な（１週間／１カ月のスナップショット）
順守を見るためのダッシュボードの自然の進行（１日のスナップショット）を提供する。
１つの特定の実施形態では、同じアイコン及び視覚キューを使用する順守レポートカード
が２つのモードで利用することができる。
・活動の寿命
・全ての活動の１週間のスナップショット
【００５６】
　これに加えて、全てのモニタされる活動が順守レポートに示される。
【００５７】
　図８に示すダッシュボード更新方法１２０を参照する。図８は、活動モニタシステムの
予想される（予定された）及び実際の使用に基づいてダッシュボードステータスを更新す
るための例示的方法１２０である。ダッシュボードステータス方法１２０は、ステータス
更新を開始することによって始まる（段階１２２）。最初に、要求された日付の午前１２
時と午後１１時５９分の間に「予定されたイベント」があるか否かを決定する（段階１２
４）。
【００５８】
　予定されたイベントがある場合に、段階１２４はＹＥＳであり、次に、いずれかの実際
の活動タグ検出が予定されたイベントに対応するか否かを決定する段階（段階１２６）に
進む。実際の活動タグ検出が予定されたイベントに対応する（段階１２６がＹＥＳである
）場合に、ダッシュボードディスプレイを更新して、活動タグアイコン及び塗り潰し円（
図９Ｃ）を表示して完了した予定されたイベントを示す。この後に、段階１２４に進み、
追加の予定されたイベントが存在するか否かを決定する。
【００５９】
　実際の活動タグ検出が予定されたイベントに対応しない（段階１２６がＮＯである）場
合に、予定されたイベントの期限が切れたか否かを決定する（段階１３０）。予定された
イベントの期限が切れていない（段階１３０がＮＯである）場合に、ダッシュボードディ
スプレイを更新して活動タグアイコン及びクロックサークル（図９Ａ）を表示して要求さ
れた日付の予定されたイベントを示す。この後に、段階１２４に進み追加の予定されたイ
ベントが存在するか否かを決定する。予定されたイベントの期限が切れている（段階１３
０がＹＥＳである）場合に、ダッシュボードディスプレイを更新して活動タグアイコン及
び空の円（図９Ｂ）を表示して要求された日付の見落とされた予定されたイベントを示す
。この後に、段階１２４に進み追加の予定されたイベントが存在するかを決定する。
【００６０】
　全ての予定されたイベントが処理され、段階１２４の回答がＮＯになった状態で、段階
１３６に進み、要求された日付の午前１２時と午後１１時５９分の間にいずれかの残りの
実際のタグ検出があるか否かを決定する（段階１３６）。回答が段階１３６でＮＯである
場合に、ステータス更新が完了する（段階１４０）。段階１３６の回答がＹＥＳである場
合に、段階１３８に進む。段階１３８で、ダッシュボードディスプレイを更新して活動タ
グアイコン及び＋符号を備えた円（図９Ｄ）を示し、この関連付けられた活動の未予定の
／追加のイベントを反映する。次に、段階１３６に戻り、段階１３６の回答がＮＯになり
、ダッシュボード更新が完了する（段階１４０）まで残りの実際のタグ検出を認めて未予
定の／追加の活動として示す（段階１３８）。
【００６１】
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　活動モニタシステムと併用するためのスケジュールを単純な方法でプログラムすること
を可能にするために、自動スケジューリングプログラムを利用することができる。一態様
では、プログラムが学習段階を完了した状態で、ユーザ活動スケジュールを予想するため
に自動スケジューリングプログラムが使用される。学習段階中に、本発明のシステムは、
活動タグ使用時間及び頻度をモニタする。多くの状況で、ユーザは、追跡される活動を毎
日完了している。この結果、学習段階期間を２４時間と短くすることができる。しかし、
毎日又は週日タイプの活動スケジュールの変形を取り込む又は識別するために、学習段階
は、４８、７２、９６時間のような２４時間よりも長く、又は７、１２、又は１４日間の
ような複数の日数以上実行することができる。一態様では、自動スケジューリングプログ
ラムの学習段階は、４８時間と７日の間にわたって作動する。学習段階が完了した状態で
、活動モニタシステムは、ユーザのあなたの実際の活動パターンに基づいてユーザ活動ス
ケジュールを発生させる。
【００６２】
　従って、１又は２以上のユーザ選択式活動タグの検出のタイミング及び頻度に基づいて
ユーザ活動の予定を「自動予定する」又は決定するように活動モニタシステムを使用する
ことができることは認められるものとする。図１０は、ユーザ活動の予定を自動的に予定
又は予想するための例示的方法１５０を示している。最初に段階１５２で、自動予定ルー
チンが開始される。この実施形態では、自動予定されるユーザのスケジュールは、毎週繰
り返されることが推測される。この結果、段階１５４は、最初にモニタ日数が７よりも大
きいか否かを決定する。モニタ日数は、ユーザの活動スケジュールの推測される反復頻度
に応答して変わり、相応に選択することができる。段階１５４の回答がＮＯである場合に
、段階１５６に進み、モニタ日数の間にいずれかのユーザ活動又はリマインダーがあるか
否かを決定する。回答がＹＥＳである場合に、段階１５８に進む。段階１５８は、ユーザ
定義式一意的アイコン／接続性タグの組合せにユーザ活動が関連付けられたか否かを決定
する。段階１５８の回答がＹＥＳである場合に、段階１６０に進み、ユーザは、活動が実
行される度に活動に関連付けられた一意的活動タグ／アイコンの検出を可能にする。段階
１５８の回答がＮＯである場合に、本発明のシステムは、モニタシステムに追加される新
しいユーザ選択の活動タグを検出する（段階１６２）。この後に、ユーザは、活動がモニ
タ日数にわたって実行される度に読取器による活動タグの検出を可能にする（段階１６０
）。段階１６０が完了した後に、モニタ日数が７より増大するまで段階１５４に戻る。
【００６３】
　モニタ日数が７よりも大きくなった時に、段階１５４の回答がＹＥＳになり、次に段階
１６４に進む。段階１６４で、活動タグ検出がタイミンググループに分類される。タイミ
ンググループは、毎日１回、２回、又は３回のようなモニタ日数にわたる個別のタイミン
ググループ活動を識別するのに使用される。段階１６６では、各発生中に２つの活動を含
有する時間帯区分＝３タイミンググループの例が存在する（各時間の２×活動タグ検出）
。
【００６４】
　次に、各時間帯区分に対する段階１６８で、活動が実行された１日の平均期間を決定す
る。この後に、段階１７０で時間帯区分タイミングが決定される。
【００６５】
　次に、段階１７２で、活動及び時間帯区分の各々は、段階１７４で週日のスケジュール
＝全日をもたらす１週間中の各活動タグに対して同じであると仮定される。
【００６６】
　最後に、段階１７６で、モニタ期間中に検出された検出一意的アイコン／活動タグの各
々を含む段階１６４、１６８、及び１７２で決定されたパラメータの各々に適合するスケ
ジュールグループが発生される。
【００６７】
　活動モニタシステムの実施形態を使用して、ユーザの薬剤スケジュールを追跡すること
ができる。図３Ａ－３Ｄの例示的実施例と同様に、ユーザは、ユーザ選択式活動タグを適
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用するか又は反復スケジュールで摂取される薬剤、錠剤、又は他の品目を蓄えておくのに
使用される容器又は他の品目にユーザ選択式活動タグを関連付けることができる。
【００６８】
　本明細書に説明するシステム及び方法の実施形態は、個人が規則正しく完了したいと思
っている１又は２以上の活動の実行を単純に予定する、思い出す、及びモニタする機能を
個人に提供する。１つの特定の実施形態では、活動モニタ及び追跡システムは、薬剤（例
えば、錠剤、カプセル、カプレット、粉末、液体、噴霧剤、ガスなど）を摂取するための
１又は２以上の予定に関するスケジューリング、リマインダー、及び順守情報を提供する
ように構成される。一部の態様では、本発明のシステムは、薬剤を摂取する薬剤ユーザに
又は本発明のシステムで指定された別の個人に警告又はリマインダーを提供することがで
きる。活動モニタシステムは、関連付けられた薬剤を摂取するユーザの行為に対するプロ
キシとして薬剤の容器に関連付けられた一意的機械可読要素（例えば、ＲＦトランスポン
ダー又はＲＦＩＤタグ又はＮＦＣタグ又は光学認識ラベル）の検出を使用する。活動モニ
タシステムは、薬剤の容器にある薬剤の他のデータの入力を任意的に受信又は許可するこ
とができる。活動に関する予定時間が来た又は過ぎた時に、活動タグ読取器３０又は他の
適切に構成されたディスプレイ含有携帯式電子デバイスは、聴覚、視覚、及び／又は物理
的（すなわち、振動）信号を発生させ、又は他のリマインダー通知（電話、スマートフォ
ン更新、ＳＭＳなど）を提供して、ユーザ又はリマインダー又は他の通知の指定された受
信者に警告することができる。
【００６９】
　一実施形態では、患者が選択するアイコン１６（ピクトグラム、図形、色、イニシャル
、写真など）に結合された受動一意的通信要素又は機械可読要素１４（ＲＦＩＤ又はＮＦ
Ｃ）が薬剤の容器に取り付けられる。容器は、患者固有の錠剤療法による患者によって摂
取されるいくつかの錠剤を保持する。ユーザ選択式活動タグに関連付けられたいずれの容
器の関わっている薬剤も、店頭の薬剤（例えば、錠剤、カプセル、カプレット、粉末、液
体、噴霧剤、ガスなど）、又は処方箋によって提供される薬剤（例えば、錠剤、カプセル
、カプレット、粉末、液体、噴霧剤、ガスなど）とすることができる。更に別の態様では
、本発明のシステムによって追跡される薬剤は、短期又は長期にわたって反復的又は定期
的にユーザによって摂取されるビタミン、ミネラルサプリメント、ダイエットサプリメン
ト、栄養補助食品などとすることができる。
【００７０】
　患者が錠剤を摂取するために容器を手に取る度に、容器は、要素１４の検出を可能にす
るような方法で読取器の範囲内を通される。範囲内は、多くのＲＦＩＤタグの数ｃｍの短
い範囲から、多くのＮＦＣタグの読取器に接触して使用される機械検出可能要素及びシス
テムのタイプに応答して変わる。読取器は、活動タグ１０が読取器によって読み取られた
時間に対応する読取時間及び日付を記録する。読取器は、タグ読取記録をローカルで維持
するか又はタグ読取記録をリモートシステム（すなわち、クラウドベースの活動モニタシ
ステムデータベース又は類似のシステム）に提供することができる。データベースの患者
記録は、患者識別情報及びタグ読取データ（タグＩＤ、日付及び時間）を含む。
【００７１】
　一態様では、本発明のシステム内の患者薬剤摂取モニタスケジュールは、患者情報、患
者によって使用される各タグのタグ識別情報（すなわち、タグを読取器／システムに対し
て一意的に識別する）、患者選択アイコン１６又は各タグ１０の呼称（すなわち、写真、
色、文字、図形など）、この患者固有のアイコン１６／タグ１０に関連付けられた薬剤が
摂取される時間の患者固有のスケジュール（４時間に１錠剤、６時間毎に２錠剤、毎日１
錠剤又は類似の情報）を含む。
【００７２】
　一実施形態では、モニタシステムは、いずれかの薬剤の名前、処方情報、又はヘルスケ
アプロバイダ又は薬局又は本発明のシステムによって追跡されるいずれかの薬剤の特定の
投与情報とのいずれの対話も要求又は指定しない。ユーザは、薬剤瓶を追跡するのに使用
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されるアイコンを定義し、その薬剤の投与の適切なスケジュールを入力し、かつ関連付け
られた瓶又は容器内の薬剤を摂取するためのプロキシとして本発明のシステムのそのアイ
コンの追跡を開始することができる。
【００７３】
　処方及び準拠挙動をプッシュする以前のリマインダーシステムとは対照的に、本明細書
に説明するモニタシステムは、一意的タグ／ユーザアイコンを使用して増補されるユーザ
薬剤スケジューリング及びユーザが指定したスケジュールへの「順守を示すための瓶スワ
イプ」を可能にする。
【００７４】
　本明細書に説明する活動モニタシステムの実施形態は、（ａ）タグ／読取器を通じて本
発明のシステムに識別可能な容器及び患者に識別可能なアイコン又は他の記号だけを必要
とし、かつ（ｂ）薬剤を摂取した時に容器（すなわち、容器上の活動タグ１０）が、読取
器によって読み取られるように提示され、選択された容器内の薬剤を摂取しようにとする
ユーザの意図をログする。一態様では、タグ１０の機械可読要素１４は、この要素に対す
る製造番号に関する情報だけを含有する。他の実施形態では、アイコン／絵文字／記号／
色又は他のユーザ識別可能な属性も存在する。一実施形態では、機械可読要素は、いずれ
の薬品、薬剤、Ｒｘ、又は患者医療情報に関するいずれの情報も含有しない活動タグであ
る。他の態様では、活動モニタシステムに使用される機械検出可能要素１４は、上述の情
報のいずれかを含有するいずれの書込システムとも通信しないか又は書込可能要素ではな
い。
【００７５】
　ユーザ構成可能活動モニタシステム設計の利点の１つは、一部の実施形態では、ユーザ
定義／選択アイコンによって識別される容器内の錠剤を摂取する時間に関する通知がユー
ザに提供されることである。ユーザは、薬剤の名前、特徴を識別する一般名又はその他を
含むいずれかの呼称を使用して錠剤に名前を付けることができる。介護者への支援として
、共通の名前又は錠剤の説明をリマインダーに含めることができるが、各々がユーザによ
って割り当てられる。例示的リマインダーは以下を含む。
「午前８時１５分に２つのブルーボーイを摂取」＜投与量＞＜ユーザ呼称＞
「午前８時１５分に２オレンジトライアングルを摂取」＜投与量＞＜ユーザ選択式アイコ
ン＞
「午前８時１５分に２モトリン／オレンジトライアングルを摂取」＜投与量＞＜薬剤名＞
＜ユーザ選択式アイコン＞
「午前８時１５分に２アダピトロール／グリーンクロス／黄－赤カプセルを摂取」＜投与
量＞＜薬剤名＞＜ユーザ選択式アイコン＞＜薬剤説明＞
【００７６】
　上述のように、同じアイコン及び視覚キューを使用して１カ月毎、半年毎、１年毎、又
は１週間毎のいくつかの異なる時間スケールに基づいて活動モニタシステムの薬剤追跡ユ
ーザのための順守レポートカードを提供することができる。一例示的実施例では、順守レ
ポートが２つのモードで提供される。
・薬物療法の存続期間
・全ての薬物療法の１週間のスナップショット
【００７７】
　一態様では、活動モニタシステム内で追跡／モニタされる全ての能動薬物療法が順守レ
ポートに表示される。
【００７８】
　ダッシュボード及び１又は２以上の順守レポートの錠剤モニタ実施の更に別の態様では
、追加の警告及び通知システムが、活動モニタシステムによって提供される。薬剤摂取す
る予定された活動の重要度が与えられると、３つの追加の機能が活動モニタシステムの実
施形態に含まれる。以下の機能のうちの１又は２以上を提供することができる：
・予想される活動の欠如によって推測されるいずれかの考えられる個人的な障害又はユー
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ザに引き起こされた深刻な出来事をシステムに警告する
・インターネット接続性に影響を与えるＷｉ－Ｆｉ又は３Ｇのようなネットワーク依存状
態のような活動タグ読取器又は他の活動モニタシステム活動による考えられる技術的な問
題を検出する
・いずれかのユーザの有用性又はアクセスの問題が、活動タグ読取器又はモニタシステム
の使用を阻止する場合があるか、又は薬剤使用を追跡するためにデバイスの使用を続ける
動機の欠如があるか否かを決定する。
【００７９】
　この結果、薬剤摂取活動を追跡する際に使用するように構成された活動モニタシステム
の実施形態は、１又は２以上の警報システムを含む。一態様では、本発明のシステムは、
薬剤の予定時間前又は予定時間に通常送られるリマインダー（図６を参照）を提供する。
一態様では、予定時間後にリマインダーを送信することができる。一実施形態では、薬剤
が既に摂取された後でも、リマインダーが常に送られる。一実施形態では、リマインダー
が錠剤の服用者に送られる。
【００８０】
　別の態様では、活動モニタシステムは、薬剤摂取活動に適するように構成された特例警
報を提供する（図７を参照）。一実施形態では、予定された薬物療法（予想時間）が発生
した後３０分、６０分、又は１２０分のいずれかに特例警報を送信することができる。通
常のスケジュール後３０分、６０分、又は１２０分期間前に薬物療法が取れられていない
時だけ特例警報が送られる。一態様では、特例警報は、電子メールを通じて錠剤服用者及
びいずれかの他の関連の当事者に送られる。
【００８１】
　別の態様では、活動モニタシステムが薬物療法ログ警報を提供する。一部のシステム構
成では、ユーザは、特定のスケジュールで摂取されていない場合に重大な健康に有害な結
果を有するある一定の薬物療法を追跡／モニタしている。これらの状況では、各投与時に
警報を送信することができる。１つの例示的使用は、必要な時だけ摂取されるように意図
されることが多い鎮痛剤とすることができる。一実施形態では、特例警報は、電子メール
を通じて錠剤服用者及び他の関連の当事者に送られる。
【００８２】
　図１１－１７Ｃ２は、ユーザ選択式活動タグに使用されるように適応された薬剤容器の
様々な実施形態を示している。この環境では、ダッシュボードアイコンに関連付けられた
意味は、投与又は活動タグに関連付けられた活動と薬剤摂取の他の組合せを提供するため
に錠剤の１投与又は特定の組合せを摂取することに対応する特定の活動とは異なっている
。図９Ａ－９Ｄで上述の様々なダッシュボードアイコンの意味は、図１８Ａ－１８Ｄに示
す意味に関連付けられる。特定の活動に対して構成された時でも、活動モニタシステムは
、同じ４つの活動状態で機能することは認められるものとする。様々な錠剤容器の実施形
態の各実施形態について以下に説明する。
【００８３】
　図１１は、ユーザ選択式活動タグを有する１週間毎、午前／午後、又は１日に二度の錠
剤ボックス１８０の斜視図である。錠剤ボックス１８０は、１週間の各曜日に仕切られる
。１週間の各曜日は、１対のチャンバ１８２、１８４を有する。チャンバ１８２、１８４
は、ユーザの朝及び夕方又は１日の二度の錠剤スケジュールに従って必要に応じて満たさ
れる。単一活動タグ１０は、ユーザが錠剤ボックス１８０によって活動を実行することを
示すのに使用される。活動タグ１０は、ボックス１８０の片方に見ることができる。活動
タグ１０は円盤型のベース１２と番号２であるアイコン１６を含む。使用中に、活動タグ
１０は、この活動タグに関連付けられた機械検出可能要素が活動モニタシステムの特定の
実施に応答して活動タグ読取器３０又はスキャナ３６によって検出又はこれと対話するよ
うに位置決めされる。使用中に、早朝の錠剤ボックス１８０の活動タグの検出は、午前の
チャンバ１８２に含有された錠剤を摂取する活動に関連付けられる。ダッシュボードは、
アイコン２及び塗り潰し円を示す（図１８Ｃ１４３を参照）。アイコン２の次の活動タグ
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検出、又は当日遅くの錠剤ボックス１８０の活動タグの検出は、午後のチャンバ１８４に
含有された錠剤を摂取する活動に関連付けられる。ダッシュボードは、アイコン２及び追
加の塗り潰し円を示すように更新される（すなわち、図１８Ｃ）。この日に対して、ユー
ザは、活動タグアイコン２に関連付けられた２投与があるので完全な順守を有する。午前
及び午後の活動タグ検出イベントの両方が発生したので、ユーザは、その２投与の毎日の
スケジュールへの完全な順守の午前及び午後の投与の両方を摂取したと仮定される。ユー
ザダッシュボードは、笑顔マーク１４５（図９Ｅ）のような完全な順守アイコンを示すよ
うに更新することができる。
【００８４】
　図１２Ａ及び１２Ｂは、ユーザ選択式活動タグを含む１週間、１日１度の錠剤ボックス
１８５の上面及び底面図である。図１２Ａで良く分るように、錠剤ボックス１８５は、１
週間の曜日毎に仕切られる。１週間の各曜日がチャンバ１８６を有する。曜日のチャンバ
１８６は、ユーザの毎日の又は１週間の曜日の錠剤スケジュールに従って必要な時に満た
される。図１２Ｂで良く分るように、単一活動タグ１０は、錠剤ボックス１８５によって
ユーザが活動を実行していることを示すのに使用される。活動タグ１０は、ボックス１８
５の底部に見ることができるが、異なる場所に配置することもできる。活動タグ１０は、
円盤型のベース１２及び数４のアイコン１６を含む。使用中に、活動タグ１０は、この活
動タグに関連付けられた機械検出可能要素が活動モニタシステムの特定の実施に応答して
活動タグ読取器３０又はスキャナ３６によって検出され、又はこれと対話するように位置
決めされる。使用中に、錠剤ボックス１８５のための活動タグ１０の検出は、チャンバ１
８６に含有された錠剤を摂取する活動に関連付けられる。ダッシュボードは、アイコン４
及び塗り潰し円を示す（すなわち、図９Ｃ）。これは１日に１度の治療なので、ユーザは
、１日につき活動タグアイコン２に関連付けられた単一投与しかないので完全な順守を有
する。予定／予想される活動タグ検出イベントが引き起こされたので、ユーザは、その１
日に１度のスケジュールへの完全な順守に対して１日に１度の投与を摂取したと推測され
る。ユーザダッシュボードはまた、笑顔マーク１４５のような完全な順守アイコンを示す
ように更新することができる（図９Ｅ）。
【００８５】
　様々な他の実施形態では、図１１－１２Ｂに図示及び説明した錠剤容器をＢｌｕｅｔｏ
ｏｔｈ（登録商標）又は他の無線通信機能を含み、かつ全体の錠剤ボックスの使用及び／
又は錠剤ボックスにおける各個々の容器の使用表示を提供するように構成することができ
る。そのようなＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）対応錠剤ボックス／ストリップ実施形態
では、区画１８２／１８４（図１１）又は区画１８６（図１２Ａ）の各蓋は、対応する区
画がアクセスされた時にＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）センサを開始するように適応さ
れる。区画がアクセスされた（すなわち、容器の蓋が開いた）時に、本発明のシステムは
、ユーザがその容器の錠剤又は内容物を摂取したと仮定する。データポイント（例えば、
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）要素検出及び検出の日付／時間の識別）が、Ｂｌｕｅｔ
ｏｏｔｈ（登録商標）を通じてスマートフォン又は他の手持ち式電子デバイスに送られる
。代替実施例では、小型運動センサ又は加速度計又は他のＭＥＭＳベースのデバイスを使
用して運動、移動、又はユーザ活動を示してトラクト活動を引き受けることができる。こ
の後に、データポイント又は複数のデータポイントが、セルラーネットワーク上で、Ｗｉ
－Ｆｉ又は他の適切な通信モードを通じて、活動モニタシステムと併用するように構成さ
れたクラウドベース／ＡＰＩに送られる。更に別の代替実施形態では、読取器３０、複数
曜日の錠剤ボックスの各ボックス／引き出し／容器は、例えば、光ベースのインジケータ
又はＬＥＤによって構成することができる。光に基づくインジケータ又はＬＥＤは、この
容器／ＬＥＤに関連付けられた内容物が摂取される時間、活動が行われる時間に光るか、
又は順守の程度を示す。この実施形態に使用される活動スケジュールは、本明細書に説明
するものに類似の方式で設定される。１つの特定の実施形態では、１つの修正は、機械可
読要素が、単独又は区画の上のＭＥＭＳパッケージの一部のいずれかのＢｌｕｅｔｏｏｔ
ｈ（登録商標）要素であり、活動タグ読取器３０が、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）対
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応スマートフォン又は他の適切な電子デバイスであるということである。システム使用通
知、特例、リマインダー、及び他の態様は、本明細書に説明するように提供することがで
き、修正が、ある一定の予め決められた時間までに行われなかった場合に、介護者／関連
の当事者に電子メール又はテキストメッセージを送信することができる。
【００８６】
　図１３Ａ及び１３Ｂは、ユーザ選択式活動タグを有する毎週、毎日１度の錠剤ストリッ
プ１９０の上面及び底面図である。図１３Ａで良く分るように、１週間の各曜日のための
錠剤２を含有する錠剤ストリップ１９０は、穿孔４によって仕切られる。図１３Ｂの底面
図で良く分るように、１週間の１日当たりの各錠剤２は、各錠剤２に関連付けられた一意
的活動タグ１０（すなわち、アイコン１６が四角のベース１２上のＤ１－Ｄ７である）を
有する。使用中に、個々の錠剤２は、穿孔４で分けられており、この錠剤に対する単一活
動タグ１０（アイコンＤ１－Ｄ７）が検出され、ユーザが特定の錠剤２のうちの１つ又は
特定の錠剤２を摂取していることを示す。錠剤ストリップ１９０は、各穿孔を備えた錠剤
容器１９２上の同じタグ１０を含むことができ、各タグは、単一タグの使用に対して図１
１、１２Ａ／１２Ｂの例に示されている通りに走査される。活動タグ１０は、図１３Ｂで
良く分るように、各穿孔を備えた錠剤区画１９２の底部で見ることができる。活動タグ１
０は、四角い形のベースと数Ｄ及び数１から７であるアイコンを含む。使用中に、ユーザ
は、穿孔４を使用してストリップ１９０から関連付けられたタグを備えた錠剤区画１９２
を切り離す。次に、この錠剤２に対する特定の活動タグは、この活動タグに関連付けられ
た機械検出可能要素（すなわち、Ｄ１－Ｄ７）が活動モニタシステムの特定の実施に応答
して活動タグ読取器３０又はスキャナ３６によって検出又はこれと対話するように位置決
めされる。特定の活動タグＤ１－Ｄ７の検出は、指定された穿孔を備えた錠剤のチャンバ
１９２に内包された錠剤２を取り出す活動に関連付けられる。ダッシュボードは、アイコ
ン４及び塗り潰し円を示す（すなわち、図９Ｃ）。これは１日の１度の療法なので、この
日に対して、ユーザは１日当たりの活動タグに関連付けられた単一投与しかないので完全
な順守を有することになる。予定／予想される活動タグ検出イベントが引き起こされたの
で、ユーザは、１日１度のスケジュールに対する完全な順守の１日に１度の投与を摂取し
たと推測される。ユーザダッシュボードは、笑顔１４５（図９Ｅ）のような完全な順守ア
イコンを示すように更新することができる。
【００８７】
　図１６Ａ及び１６Ｂは、パックの縁部に添付されたユーザ選択式活動タグを含む１５回
分のブリスタパック２１０をそれぞれ示す側面及び上面図である。図１６Ｂで良く分るよ
うに、ブリスタパック２１０は、穿孔４によって錠剤２の１５の個々の投与に仕切られる
。図１６Ａの側面図で良く分るように、単一活動タグ１０（すなわち、ディスク上のアイ
コンＬ）がブリスタパック２１０の錠剤２に関連付けられる。使用中に、個々の錠剤２は
、穿孔４で切り離され、ブリスタパック２１０の単一活動タグ１０が検出され、ブリスタ
パック２１０に関連付けられた錠剤２のうちの１つをユーザが取り出していることを示し
ている。錠剤ストリップ１９０と同様に、ブリスタパック２１０は、ブリスタパック２１
０内の錠剤２の各々に一意的又は同じタグを含むように構成することができることは認め
られるものとする。例示的実施形態では、タグ１０は、縁部装着式活動タグの例である。
この点で、活動タグは、ブリスタパック２１０の側面に位置決めされ、ブリスタパックに
共通のアルミ箔ライニングからの読取器／スキャナとの考えられる干渉を低減する。追跡
される容器に発生するアルミ箔又は他の干渉材料も、個別の活動タグ（すなわち、容器に
取り付けられていないタグ）を使用することによって追跡することができるが、追跡され
たアクションが引き起こされた時に検出器上に配置される。これは、図２４に関して以下
に説明する複数の個人の実施形態に使用される追加のタグに類似である。更に別の態様で
は、潜在的に干渉する容器の使用は、タグ／スキャナ３６又は本体３２に適切なシールド
を提供することによって対処することができる。
【００８８】
　前記の例が示すように、活動モニタシステムは、活動タグ３０内にあるこれに取り付け
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られたか又は関連付けられた機械検出可能要素１４の検出をユーザ活動に相関付ける。こ
の結果、活動タグとこの活動タグに関連の容器、物体、又はデバイスとの間の適正な位置
合わせをユーザが維持するためのモニタシステムの効率的かつ正確な作動が重要である。
図１４及び１５は、図のように瓶のキャップに添付されたユーザ選択式活動タグ１０を有
する錠剤瓶２００の斜視図を示している。似たような多くの錠剤ボトルがあるとすると、
瓶のキャップが正しくない瓶の上に置かれる場合がある。しかし、活動タグが特定の瓶の
活動追跡システムに登録された状態で、この活動タグの検出は、瓶の錠剤のうちの１又は
２以上を摂取するユーザのためのプロキシとして使用される。一実施形態では、正しい活
動タグのアイコンへの類似性を担持するスティッカー２０２を錠剤の容器２００の瓶に適
用することができる。図１４に示すように、キャップのタグ１０のアイコン１に適合する
アイコン１を含有するスティッカー２０２が使用される。同様に、図１５に示すように、
キャップのタグ１０のアイコン５に適合するアイコン５を含有するスティッカー２０２が
使用される。
【００８９】
　図１４はまた、錠剤瓶２００の処方ラベル２０４の実施形態を示している。処方ラベル
２０４は、テキスト、並びに機械可読特徴２０６を含むことができる。図１４の例示的実
施形態では、機械可読特徴は、バーコードである。バーコード又は他の既存の機械可読特
徴２０６は、特徴２０６が本発明のシステムによって検出可能である限り活動モニタシス
テムによって使用して、関連容器を追跡するための一意的識別を提供することができる。
一部の任意の実施形態では、ＡＰＩ／クラウド又はリモートサーバが、処方情報のソース
と通信し、ユーザは、活動追跡システムに活動タグに関連付けられた追加の情報を読み取
ることができる。他の態様では、ユーザは、別のデバイス又はスマートフォン又はタブレ
ットを使用して、バーコード又は他の機械可読データを読み取り、この情報を活動追跡及
びモニタシステム内のアイコンに関連付けることができる。
【００９０】
　図１４及び１５は、蓋に添付されたユーザ選択式活動タグを備えた錠剤瓶の斜視図であ
る。これらの図はまた、蓋に添付された活動タグ１０が、錠剤が消費及び補充された場合
に瓶から瓶にどのように移動することができるかを示している。この点で、活動追跡シス
テムの使用は、新しく補充された瓶の処方に関連付けられた活動タグを備えた蓋を単純に
使用することによって補充された処方と共に継続される。
【００９１】
　図１７Ａ－１７Ｃ２は、適正な瓶、キャップ、及び活動タグが共に関連付けられて使用
されることを保証する別の代替実施形態を示している。図１７Ａは、各々が蓋及び瓶の本
体に１対の同様に機械符号化されたユーザ選択式活動タグを有する３つの薬剤瓶２００の
前面図を示している。各タグのアイコンは、同一の適合した対である。この例では、タグ
は、Ａ／Ａ、Ｂ／Ｂ、及びＣ／Ｃを有する。３つの瓶は、本明細書に説明する活動モニタ
システムに登録され、各々が、一意的機械可読要素、並びにユーザ選択式アイコンＡ、Ｂ
、及びＣを備える。正しい活動タグ－瓶登録が維持されることを保証するこの実施形態で
は、適合する活動タグが、図のように瓶及びキャップに提供される。アイコンだけがステ
ィッカー２０２に表示されている図１４及び１５とは対照的に、図１７Ａの瓶２００は、
読取器／スキャナ３６又は活動タグ読取器３０との単一対話／検出中に両方が読み取られ
るように位置決めされたキャップと本体に活動タグを有する。図１７Ｂ１は、正しくない
蓋を備えた図１７Ａの瓶（瓶Ｃに蓋Ａ）及び図１７Ｂ２には例示的な関連のディスプレイ
警告を示している。図１７Ｂ１は、タグアイコンＣを有する瓶にアイコンＡを有するタグ
を備えた混合瓶／キャップ状況を示している。図１７Ｂ２に示すように読取器及びリマイ
ンダーユニット３０の近くに位置決めされた時に、活動及びモニタシステムは、２つの異
なるタグ（Ａ及びＣ）を検出して予定されているのがＡでないことをディスプレイ３４に
示している。このユーザは、アイコンＡを関連の瓶の２×５０ｍｇテーブルに相関付ける
ことを予定するように本発明のシステムを構成している。スケジュールは、アイコンＡに
関連付けられた機械可読要素が０９００で存在していることを予想していた。この結果、
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ディスプレイを更新することができ、又は本発明のシステムは、適切な警告をユーザに提
供することができる。図１７Ｂ２のディスプレイ３４の下の部分は、「間違った瓶」を読
み取るように更新される。図１７Ｃ１は、正しい蓋と瓶配置（蓋Ａと瓶Ａ）を備えた図１
７Ａの瓶を示し、例示的関連付けられたディスプレイが図１７Ｃ２に示されている。図１
７Ｃ１の例示的実施形態では、瓶とキャップの両方が同一のタグ１０を含有し、ここでは
両方がアイコンＡと対応する類似の機械可読要素を有する。瓶とキャップのタグが適合す
るので、図１７Ｃ２のディスプレイ３４は、予想されるアイコンＡがスケジュールに従っ
て存在したことを示している。ディスプレイ３４の下側部分は、結果として「正しい瓶」
を読み取るように更新される。聴覚警告又はアラームのような他の警告を使用して、正し
い及び正しくない瓶／キャップの組合せを示すことができる。例は、瓶を検査、その通り
、オーケー、ビンゴ、瓶／キャップの適合、もう１度トライ、適合せず、検査マーク、Ｘ
マークのようなメッセージを含み、ユーザによって選択されるように、ディスプレイの色
を赤に変え、ディスプレイの色を緑又は他の異なる正しいか又は誤ったインジケータに変
える。
【００９２】
　本明細書に使用するダッシュボードは、ディスプレイ３４によって提供される活動追跡
システムのうちの１又は２以上のユーザのステータス、順守、スケジュール、又は他の特
徴の表現である。ダッシュボードは、活動が予定された時間に投与を摂取する例示的方法
１２０（図８）を使用して更新された時に、ユーザにステータスインジケータ（図１８Ａ
－１８Ｄ）と共に活動のためのアイコンを提供する。これに加えて又は任意的に、ダッシ
ュボードはまた、活動モニタシステムによってモニタされている１又は２以上の予定され
た活動の予定に対する順守を反映する順守インジケータを含むように更新することができ
る。有利なことに、活動追跡システムの実施形態は、本発明のシステム内の予定された投
与活動に対するステータス（図１８Ａ－１８Ｄ）又は順守（図９Ｅ－９Ｇ）を示すために
単純なアイコン及びシステム状態を使用する。図１８Ａ－１８Ｄの例示的実施形態に示さ
れている活動ステータスインジケータは、活動の４つの可能な状態のうちの１つを示すの
に使用されるアイコンの使用である。来るべき予定された投与は、来るべき又は将来発生
するように予定される。この状態は、例えば、図１８Ａに示す円内のクロック１４１によ
って示されている。見落とされた投与は、図１８Ｂに示す空の円１４２によって示されて
いる。完了した投与は、図１８Ｃに示す塗り潰し円１４３によって示されている。予定さ
れていなかったが完了した追加の投与摂取は、図１８Ｄに示す十字を備えた円１４４によ
って示されている。投与スケジュールの順守はまた、３つの可能な状態のうちの１つを示
す単純なステータスアイコンによって示される。３つの可能な順守状態は、（１）スケジ
ュールの完全な順守、（２）スケジュールの殆ど完全な順守、及び（３）スケジュールの
順守不良又は非順守である。図９Ｅは、完全なスケジュール順守に対する幸せな顔１４５
を示している。図９Ｆは、ほぼ完全な順守に対する悲しい顔１４６を示している。図９Ｇ
は、順守不良又は順守なしの悲しい顔１４７を示している。
【００９３】
　「食事あり」又は「食事なし」又は「牛乳と一緒」又は他の要件と共に取られる一部の
薬物療法があるので、本発明のシステムによって「食事」又は「液体」活動タグも提供す
ることができる。ユーザは、ユーザが食事又は飲もうとする（例えば、８オンスの水を飲
む）時にそのようなタグをスワイプすることができる。活動追跡システムは、食事時間／
飲水時間をマーク付けする。以下に説明するように機械可読患者状態インジケータ４９０
により、本発明のシステムは、一般的な自己検出健康表示のユーザ入力を捕捉又は収集又
は受け入れることができる。この結果、ユーザデータセットは、健康の表示と共に食事又
は飲酒した時に摂取された投与のタイミングを含む。これらの記録されたイベントのタイ
ミング及び意味から引き出された変形、相関関係、又は他の情報をユーザの活動及び／又
は投与スケジューリング、順守、及び健康のレビューに含むことができる。ユーザ投与又
は活動スケジュールは、改善された順守又は改善された健康のような１又は２以上のファ
クタに基づいて修正することができる。



(31) JP 2018-508896 A 2018.3.29

10

20

30

40

50

【００９４】
　図１９は、アイコン１、９、１２、及び１５によって示される４つの追跡される活動に
対する現在のステータスを表示するディスプレイ３４に表示されるような活動タグ読取器
３０による例示的ユーザダッシュボード又はディスプレイ又は表示である。この特定の実
施例では、ユーザは、一意的識別子１、９、１２、及び１５によって示される４つの異な
る薬物療法を受けている。アイコンは、図１８Ａ－１８Ｄで提供した定義に対応する。こ
の実施例では、錠剤を摂取する各活動（アイコン１、９、１２、及び１５によって示され
る）が、アイコン１、９及び１５に関連付けられた錠剤の場合は４回及びアイコン１２に
関連付けられた錠剤では２回発生する。このダッシュボードは、関連付けられた活動のプ
ロキシとして全ての４アイコンのユーザのステータスを示す。
【００９５】
　図２０は、モニタシステムの幾人かのユーザの順守表示を示すディスプレイを例示する
。複数のユーザのこの要約の順守は、本明細書に説明する活動モニタシステムが単一場所
で幾人かのユーザによって又は単一介護者の介護の下に使用される時に有用とすることが
できる。活動順守の３つの状態により、介護者は、表示されたディスプレイを迅速に走査
して、アルフレッドＲ及びメリーＱが完全な順守（すなわち、笑顔１４５）によって現在
順調に実行していると決定することができる。同様に、完全ではないモンティＰも、十分
に実行している場合がある（すなわち、片方の笑い１４６）。ディスプレイは、モニタさ
れている４人の患者のうちのジョンＬが自分のスケジュールを順守していないか又は間違
って順守している（しかめっ面アイコン１４７）ことを容易に明らかにする。一見して、
介護者は、モンティＰの次にジョンＬを検査することを知る。他の実施形態では、記号、
アイコン、絵文字、又は顔文字のような異なる順守インジケータを使用して、予定された
活動に対する順守を一目で分るように示すことができる。
【００９６】
　図２１は、４人の異なる患者に対して、複数の患者、複数の日、又は複数のモニタ期間
の順守を示すディスプレイ３４の画面図である。
【００９７】
　図２２は、個人の薬物療法を追跡又は予定する際の使用に適応された活動モニタシステ
ムを確立する方法３００である。図２３は、無地（Ａ、Ｂ、及びＣ）、ラベル上にテキス
トを含む（Ｄ）か又はバーコード（ＲｘＡ及びＲｘＢ）又はＲＦＩＤ要素（ＲｘＣ）のよ
うな既存の機械可読要素を含む様々な錠剤瓶を示している。一部の実施形態では、既存の
機械可読要素は、本発明のシステムによって読み取られる情報を含有することができる。
他の実施形態では、活動追跡システムによって使用される機械可読要素の唯一の態様が一
意的要素ＩＤである。他の実施形態では、処方ラベルに印刷されたバーコードのような既
存の機械可読要素がシステムによって使用されず活動タグ読取器３０によって無視される
。
【００９８】
　図２３に見出される例示的患者状況を説明する図２２の方法３００をここで参照する。
最初に、追跡される薬物の入った容器があるか否かを決定する（段階３０５）。図２３の
場合に、このユーザは、追跡される７つの異なる容器又は薬剤を有する。段階３１０で、
容器に関連付けられた既存の機械検出可能要素１４があるか否かを決定する。
【００９９】
　既存の機械検出可能要路１４がある（段階３１０がＹＥＳである）場合に、段階３１５
が使用され、要素が本発明のシステムの活動タグ読取器３０に適合するか否かを決定する
。瓶ＲｘＡ、ＲｘＢ、及びＲｘＣの場合に、バーコード又はＲＦＩＤが認識され、又は本
発明のシステムによって使用されるか否かが決定される。いずれにせよ、段階３１５又は
３２５の結果がＮＯである場合に、段階３２０に進み、ユーザ選択式活動タグを容器に取
り付ける。
【０１００】
　既存の機械検出可能要素１４がない（段階３１０がＮＯである）場合に、段階３２０に
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進み、上述のようにユーザ選択タグ１０を取り付ける。図２３は、ユーザが５つの一意的
タグ（タグ１－５）を有し、各々がそれに一意的ユーザ選択式アイコン（アイコン１－５
）を有することを示している。タグは、必要に応じて１つの瓶に１つ取り付けられ、方法
３００に概説された段階に続く。
【０１０１】
　次に、タグを取り付ける（段階３２０）か又は既存のタグが許容される（段階３２５が
ＹＥＳ）と決定した後に、ユーザは特定の瓶の活動タグ内の一意的機械可読要素を瓶に内
包された薬剤を摂取するアクションに関連付ける。活動タグが活動タグ読取器によって検
出される度に、本発明のシステムは、この瓶の錠剤又は投与又はユニットがユーザによっ
て摂取されたことを示す。
【０１０２】
　この後に、段階３３５で、ユーザは、追加の情報を追加して瓶／活動タグの組合せに関
連付けることができる。個人の記録、病歴から情報をアップロードし、スマートフォン又
は手持ち式デバイスから走査し、マニュアル入力、ルックアップテーブル、薬局データベ
ースにアクセスし、ユーザが薬物摂取療法に準拠することを助けるために医療センターデ
ータベースにアクセスするか又はユーザに利用可能な情報のソースにアクセスすることな
どにより、活動モニタシステムに情報を追加するための多くの様々な方法がある。追加す
る追加の情報がない（段階３３５がＮＯ）である場合又は段階３４０が情報を追加するこ
とによって完了した時に、ユーザは、追加する別の活動があるか否かを決定して（段階３
５０）、ある場合に、段階３０５に戻る。段階３５０の回答がＮＯである場合に、追加す
る活動はなく、処理３００は終了する。
【０１０３】
　図２４は、複数のユーザが、共通ソースから取られた投与を示すのに使用される個々の
タグの使用を含む単一活動モニタシステムを使用する時の例示的設定を示す図表である。
この例では、第１のユーザのパムが、アイコン（すなわち、一意的活動タグ）Ｐ１、Ｐ２
、Ｐ３、及びＰ４に関連付けられた４つの薬剤を含む薬剤処方（Ｒｘ）を有する。第２の
ユーザのローレンスは、アイコン（すなわち、一意的活動タグ）Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３、及び
Ｌ４に関連付けられた４つの異なる薬剤を含む薬剤処方（Ｒｘ）を有する。パムとローレ
ンスの各々は、タグ共通薬剤１、２、３、及び４を有する。共通薬剤は、例えば、漢方薬
、市販薬、ビタミン、又は鎮痛剤などを含む。パムは、ローレンスのようにローレンスタ
グとは別に登録されたパムタグと指定されたタグを有する。別々に登録されたタグは、い
ずれの特定の瓶にも関連付けられない。これらのタグは、指定された登録ユーザ、この例
ではパム又はローレンスによって行われるシステム活動を示すのに使用される。
【０１０４】
　使用中に、パム及びローレンスは、その一意的な個々の活動タグＰ１－Ｐ４及びＬ１－
Ｌ４それぞれに関して上述したように活動モニタシステムを使用する。薬剤が個々の瓶か
ら取られた時に、この瓶のタグは、読取器３０によって検出されるように位置決めされる
。登録タグ内の検出された機械可読要素は、活動（瓶内の薬剤を摂取する）が取られたこ
とを示すのに使用される。パム又はローレンスが共通の薬剤の１つ（タグ１、２、３、及
び４を有する）を取るように予定された時に、共通の瓶のタグ及び個別のタグ（パム又は
ローレンス）の各々は、共通の瓶からの薬剤が取られた時に走査される。
【０１０５】
　患者固有の瓶の場合に、パムのＰ１－Ｐ４及びローレンスのＬ１－Ｌ４の各々が、上記
に予定され上述のようにタグ読取器に対して瓶をスワイプする。これらの患者固有の瓶の
各アクションは、その特定の活動タグに対して記録される。共通の薬物療法の場合に、ユ
ーザは、その個々のタグが後に続く共通のタグを走査する。例えば、パムが取った場合に
、パムは、瓶に共通のタグ及び次にパムタグを走査する。本発明のシステムは、パムが特
定の走査時間に共通投与を取ったことをログする。別の例では、ローレンスは共通３を取
り、共通３瓶タグを走査する。この後に、ローレンスは、ローレンスタグを走査する。こ
の場合に、システムは、走査時間にローレンスが共通３投与を取ったことをログする。
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【０１０６】
　臨床試験に対して構成された活動追跡システム
【０１０７】
　一態様では、以下に説明する段階のいずれも、機械可読患者インジケータ４９０を使用
してユーザが示す健康又は他の指定された個人的な情報を有する段階を含むことができる
。臨床試験における薬剤又は他のアクションを取る段階と共に機械可読健康インジケータ
の使用は、薬物が取られた時間（すなわち、投与の完了を示すための薬物瓶の機械要素の
検出又は他の走査）と機械可読患者健康インジケータ４９０の次の走査の間の時間ラグの
高い精度を提供する。そのようなアクションは、あるとすれば薬剤消費といずれかの副作
用開始の間のいずれかの時間ラグの改善した精度を提供する。一態様では、データ収集を
標準化するために薬物消費後に定期的に健康インジケータ４９０をスワイプするようにユ
ーザに促すことができる。
【０１０８】
　以下に関して臨床試験に問題が存在する。
－参加者の登録の確認、薬剤の提供、薬剤を取るためのルーチンのスケジュール及び周期
的な参加者フォローアップ、
－予定ルーチンの参加者コンプライアンスの保証及びコンプライアンスにおける変形の通
知の表示及び特定の患者の臨床プロトコルとのコンプライアンスなしの重大度、
－トライアル参加者及びトライアル主催者の両方によって使用される単純なインタフェー
ス、
－他の薬剤及び可能な薬物対話への洞察のための薬剤のタイミング又は健康をモニタされ
る患者を含む他の患者活動の追跡。
【０１０９】
　臨床試験コンプライアンス及びモニタに使用する活動モニタシステム構成
【０１１０】
　臨床試験で探索される設定トライアルグループ及びファクタ。この例では、試験薬物が
、潜在的に干渉する薬物Ｂとの可能な新しい薬物対話を評価される。（ポット干渉薬物Ｂ
）２つの時間間隔（時間１及び時間２）の投与の間のタイミング間隔を試験する。

【０１１１】
　Ｂ．トライアルグループＡ－Ｅの各々の活動固有のプロトコルをトライアルグループ固
有の活動タグを含有する活動追跡システムにロードする。
【０１１２】
　Ｃ．各トライアルグループからの試験被検体を活動追跡システムに登録してトライアル
グループＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、又はＥ投与療法に従って試験被検体を特定の投与プロトコルに
相関付ける。各試験被検体は、試験サブジェクトＩＤ、トライアルグループ、及び活動タ
グ識別によってシステムで識別される。
【０１１３】
　Ｄ．活動追跡システムを各試験被検体に配信、出荷、又は提供する。読取器／スキャナ
は、その臨床試験の物体に対する活動追跡ソフトウエア又はインターネット対応一意的エ
ンロールメントをプレロードされる。任意的に、本発明のシステムはまた、トライアル期
間、又は１週間、２週間などに使用するようにラベル付けされた／登録された容器に注が
れた特定のセグメントの全ての薬剤を含むことができる。
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【０１１４】
　Ｅ．家庭で活動追跡システムを開始する試験被検体は、オンラインで訓練され、又は「
初期設定」及び訓練に代表される臨床試験又は活動追跡システムによって訪問される。出
荷が「ＹＥＳ」を受け入れたが開始が「ＮＯ」である場合に臨床試験チームへの追加の処
理決定ループが存在することができることに注意されたい。この場合に、試験被検体との
フォローアップコール／連絡先が存在する。
【０１１５】
　Ｆ．トライアルプロトコルでセットアウトする場合に、試験被検体は、適切な薬剤を取
り、本明細書に説明するように活動追跡システムと対話する。
【０１１６】
　Ｇ．活動追跡システムは、トライアルグループ療法に従って試験被検体コンプライアン
スをモニタする。試験被検体療法タイミング錠剤＋「ＹＥＳ」であるが錠剤を取る試験被
検体表示＋「ＮＯ」→試験被検体にコール／連絡先である場合はフィードバックの内包に
注意されたい。
【０１１７】
　Ｈ．活動追跡システムは、臨床試験被検体の健康／気分／健康／活動のようなインジケ
ータ、並びに試験被検体によって入力された薬物投与タイミングデータを捕捉する（任意
的）。
【０１１８】
　Ｉ．活動追跡システムは、予め決められた間隔で又は特例が引き起こされた場合又は一
般的な健康、臨床試験に特定の副作用又は他の表示に関する他の時間に試験被検体に問い
合わせる。問合せは、特定のトライアルグループ又は期間に決定することができる。例え
ば、一般的な健康は、試行期間中の１週間に１度問い合わせる。特に試験対話又は感度に
対して（すなわち、食事あり又はなし又はミルクあり又は代わりに水ありで薬剤を摂取す
る）健康問合せは、最後の活動タグ検出から設定された間隔で自動的に発生させることが
できる。臨床試験の仕様に応じた他の構成では、間隔６０分、９０分、１２０分、又は対
話を検査するための他のタイミング（任意的）で健康を促すことによって異なるが潜在的
に干渉するか又は逆の副作用を引き起こす薬物の投与間のタイミングの試験薬物対話があ
る。
【０１１９】
　Ｊ．（任意的）臨床試験モニタの関連内で又は本明細書に説明する活動システムのいず
れにも提供される追加の機能として、活動モニタユーザはまた、自己モニタのための活動
モニタシステム及び自己観察の逆反応の潜在的な緩和を使用することができる。例えば、
多くの薬剤は、投与間に又は別の薬剤を摂取する時に時間の範囲を提供する。この例では
、活動追跡システムユーザは、自己報告健康と共に活動追跡システムを使用して（すなわ
ち、図２５Ａ－２５Ｆの数字スケール又は文字スケール又は感情／表情の顔アイコンを使
用して）処方された範囲の異なる錠剤タイミングを試験及び調節して、特定の錠剤／投与
の組合せ又はタイミングに基づいて、健康、副作用又は他の症状軽減を記録することがで
きる。有利なことに、活動モニタシステムユーザは、活動をモニタして本明細書に説明す
る活動追跡システムの実施形態で収集される活動データを分析して、異なるタイミングを
試験して健康／対話／副作用結果感覚（良いか悪いか）を比較するために特定の投与タイ
ミングを適応又は調節することができる。
【０１２０】
　一態様では、本明細書に説明する活動モニタシステムの実施形態を健康表示又は疼痛表
示デバイスからの入力を受信するように適応かつ構成することができる。疼痛表示デバイ
スは、本明細書に説明する一意的機械可読要素に結合された疼痛又は健康のユーザが決定
するレベルを示す。機械可読要素は、要素が健康又は疼痛の適切なレベルを検出された時
に、活動タグ読取器３０の実施形態のような適切なスキャナで要素検出の日付及び時間を
記録されるように対応する疼痛又は健康インジケータに符号化される。
【０１２１】



(35) JP 2018-508896 A 2018.3.29

10

20

30

40

50

　１つの例示的世界共通疼痛スケールは、６つの目立たない疼痛レベルを含む。疼痛レベ
ルは、疼痛のレベルに応答して、数字、短いテキスト記述及び笑顔／しかめっ面の変化す
るレベルで変わる笑顔によって表現される。この例示的疼痛レベルは、ウォンベーカー疼
痛スケールとしても公知である。
【０１２２】
　一態様では、テキスト記述子、アイコン、又は数字のみ又はいずれかの組合せも使用し
てユーザの気分、心的状態、健康、又は追跡される他の個人的な特徴を示すことができる
。一意的機械可読要素１４は、各追跡される個人の特徴に関連付けることができ本明細書
に説明する読取器３０でユーザによって追跡することができる。
【０１２３】
　図２５Ａ－２５Ｆのアイコンの各アイコンは、一意的機械検出可能要素１４を含有する
ディスク形のベース１２にあるアイコン１６（すなわち、色に加えて表情又は絵文字又は
顔文字）として構成することができる。図２５Ａ－２５Ｆは、例示的疼痛スケールの６つ
の異なるレベルの各々を表すアイコンを示している。任意的に又はこれに加えて、図２５
Ａ－２５Ｆは、各レベルのアイコンを備えた活動タグと各レベルに対して読取器３０によ
って認識されるように符号化された機械要素１４を示している。そのような使用は、本明
細書に説明する機械可読患者状態インジケータ４９０の様々な実施形態の全てで可能であ
る。
【０１２４】
　図２５Ａは、例示的アイコン１６又は緑色の背景の疼痛レベル０「痛見なし」の顔の符
号化されたタグを示している。図２５Ｂは、例示的アイコン１６又は黄緑色の背景の疼痛
レベル２「軽い痛み」顔の符号化されたタグを示している。図２５Ｃは、例示的アイコン
１６又は青色の背景の疼痛レベル４「中くらいの痛み」顔の符号化されたタグを示してい
る。図２５Ｄは、例示的アイコン１６又は黄色の背景の疼痛レベル６「強い痛み」顔の符
号化されたタグを示している。図２５Ｅは、例示的アイコン１６又はピンク色の背景の疼
痛レベル８「激しい痛み」顔の符号化されたタグを示している。図２５Ｆは、例示的アイ
コンｂ１６又は赤色の背景の疼痛レベル１０「想像を超える程の痛み」顔の符号化された
タグを示している。
【０１２５】
　図２６Ａ－２６Ｃは、単独で又は機械可読患者状態インジケータ４９０のユーザ選択式
活動タグとして構成された異なるアイコンの等角投影図を示している。この特定の実施形
態では、患者状態インジケータは、顔の各々又は一部に示す異なる個人的な患者の状態を
有する立方体である。立方体として示されている患者状態インジケータは、他の形を取っ
て、示される個人的な患者の状態又は活動の望ましい数に適合するように顔を増すか又は
低減することができる。図２６Ａ－２６Ｃの特定の実施形態では、患者状態インジケータ
４９０は、疼痛立方体又は疼痛サイコロ実施形態として構成される。立方体の各側面のア
イコンは、異なる疼痛レベルの１つに関連付けられる。この実施形態では、疼痛レベルが
図２５Ａ－２５Ｆに示されて説明されており、他は、異なる実施形態に使用することがで
き、又は特定のユーザ構成に合わせることができる。各アイコンは、本明細書に説明する
一意的機械可読要素に関連付けられる。上述の実施形態と同様に、接着性のベース及び各
ベースに含まれる機械可読要素も存在する。ベース及び要素は個別の要素にすることがで
き、又は単一結合要素として作ることができる。患者状態インジケータを構成することが
でき、それによって患者状態インジケータがスキャナを通り越した時にタグ読取器によっ
て登録される患者状態が上になるか又は下になる。各示された状態に関連付けられた機械
可読要素１４は、特定の患者状態インジケータ実施形態に使用される望ましい読取器状態
に応答して適切に位置決めされる。
【０１２６】
　図２６Ａに示す実施形態では、レベル８疼痛アイコンが一番上に見え、２つの他のアイ
コンには他の２つの眼に見える顔が示されている。図２６Ｂは、図２６Ａの機械可読患者
状態インジケータ４９０を示し、ここでは「レベル０」の顔が上面にあり、図２６Ｃは、
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上面に「レベル６」の顔を示している。
【０１２７】
　一実施形態では、ＲＦＩＤスティッカーが小さい立方体の各顔（約１．５平方インチの
顔）に取り付けられる。一態様では、６つの疼痛レベルの表情、数字、及びテキストを含
む従来の市販接着ラベルが印刷される。印刷された疼痛表情ラベルは、ＲＦＩＤスティッ
カーに取り付けられ、ＲＦＩＤスティッカーの各々が、対応する疼痛レベルに対して符号
化される。第１のスティッカー＝０、第２のスティッカー＝２、第３のスティッカー＝６
等々である。６つの疼痛レベルがあり各レベルがサイコロの単一面に関連付けられる。よ
り多いか又は少ないレベルアイコンを有する他の疼痛スケールを一意的疼痛レベルの数に
対応する多面の物体の各一意的面に取り付けられたアイコン及び機械可読要素と併用する
ことができる。
【０１２８】
　　疼痛サイコロ使用ケースに対して構成された例示的機械可読患者状態インジケータ４
９０
【０１２９】
　毎朝又は何時でも、本明細書に説明する活動モニタシステムのユーザは、ユーザの現在
の健康の感覚を表す疼痛サイコロの面をスキャナに提示する。スキャナは、図示の顔のス
ティッカーだけを記録する。スティッカーが読み取られた日付及び時間は、タグが検出さ
れた時に記録される。スキャナに疼痛立方体の適切な顔を提示するアクションは、患者の
疼痛／健康のレベルの履歴記録を形成する。この後に、ユーザログ、レポート、画面図、
ダッシュボード、又は他の更新は、走査された疼痛又は健康表示を含むことができる。
【０１３０】
　１つの代替構成では、機械可読患者状態インジケータ４９０又はユーザ疼痛サイコロ又
は健康インジケータの各走査時に介護者に通知（例えば、テキスト／ボイスメール／電子
メール／又はアプリケーションアラート）を含むように上記に詳述された活動モニタシス
テム又はＰｉｌｌＤｒｉｌｌシステム警報システムを修正することができる。機械可読患
者状態インジケータ４９０の一意的な顔の発生の検出を提供することで、介護者が患者の
健康の現在の自己報告状態をリアルタイムで知ることを可能にする。有利なことに、これ
は、「逼迫した」患者の関連で特に有利である。自己報告疼痛／健康の追加は、ユーザ／
患者が予定された薬剤を摂取していることを報告する／知るという上述の利点に加えて追
加の心の平安を介護者に提供する。
【０１３１】
　更に別の有利な構成では、機械可読患者状態インジケータ４９０は、介護者に健康状態
を伝えるための患者のための非常に単純な方法を可能にする。ユーザ又は患者は、スキャ
ナ又は読取器の範囲に機械可読患者状態インジケータ４９０の該当する顔を位置決めする
だけでよい。これは、患者と介護者の間に存在する複雑な心理的／感情的関連の関連で特
に重要である。多くの場合に、患者の次善の状態及び患者をモニタする必要性によって介
護者が負わされる患者内の潜在する罪がある。患者は、介護者に自分の状態を積極的に伝
えることを義務と感じることが多いが、これを実行する従来的な手段（例えば、電話、電
子メール、テキストなど）は、患者の側に重大な時間の投資及び努力を要求することが多
い。機械可読患者状態インジケータ４９０を使い易くすることは、システムスキャナ又は
読取器に対するサイコロの単純な走査又は波だけを要求することによってその力学を大い
に変える。介護者は、患者の自己報告の健康を即座に知る。
【０１３２】
　健康又は気分は、患者状態インジケータ４９０のいくつかの異なる構成のいずれによっ
ても提供することができる。疼痛スケール（図２５Ａ－２６Ｃ）とは対照的に又はこれに
加えて、任意の代替患者状態を図３９及び４０に示している。図３９は、数字スケール及
び単純な顔面表情を使用した機械可読患者状態インジケータ４９０の実施形態を示してい
る。図４０は、テキスト及び１又は２以上のドット又はバンプ又は他の触覚要素を使用し
た機械可読患者状態インジケータ４９０の別の実施形態を示している。図４０の実施形態
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では、患者状態インジケータ４９０は、ＯＫ、ＧＲＥＡＴ、ＦＩＮＥ、ＧＯＯＤのような
テキスト記述子又は患者の状態を示すために患者によって選択される同等の表現を使用す
る。図４０の実施形態には、テキスト記述子に対応する一連のドットが示されている。ド
ットは、健康の追跡を助けるためにテキスト記述子を数値に変換するためのスケールレベ
ルを提供する。任意的に、図４０に示す一連のドットは、視力障害又は盲目のユーザによ
る使用を可能にするために触知性又は点字テキストにすることができる。これに加えて又
は任意的に、テキストの文字又は画像の一部分は、視覚障害又は盲目のユーザによる患者
インジケータ４９０の使用を同様に助けるために触覚認知のために膨らませるか又は質感
を持たせることができる。
【０１３３】
　機械可読患者健康インジケータ４９０の追加の利点は、インジケータ４９０の使用によ
る追加走査活動であり、ユーザがまだ移動でき、落ちていないか又は他に手を離せないこ
とを示す。更に別の利点では、機械可読患者状態インジケータ４９０の定期的な使用が、
患者及び介護者の両方に患者の健康における更に細かい視点を提供する。
【０１３４】
　機械可読患者状態インジケータ４９０の実施形態の別の追加の長所又は利点は、相関付
け／トリガ追跡である。一態様では、どう感じているか（すなわち、自己報告健康）に関
する一連のタイムスタンプデータポイントを取り込むことで、アクションと健康の間のト
リガ又は相関付けを区別する関連で有用であることを証明することができる。活動モニタ
システム又はＰｉｌｌＤｒｉｌｌシステムは、個人が、あらゆる身体的アクション、例え
ば、食事又は軽食を食べる、朝の運動、カフェイン消費、又は一例を含むと追跡される他
のアクションを追跡することを可能にし、時間と共に記録されたアクションは、追跡され
るアクションを機械可読患者状態インジケータ４９０記録に相関付けることができる。１
又は２以上の検出された相関関係パターンは、患者の介護に有用なトリガ又は他のファク
タを決定するのに使用される情報を提供することができる。一例は、ある薬剤に対する拒
否反応である。患者自己報告健康が３０日間グラフにされる例を考える。自己報告健康と
共に、１又は２以上の薬物の活動追跡情報がある。これらの２つのデータセットの分析は
、ある薬剤を取るある期間内に患者がユーザの一般的な読取りよりかなり悪い機械可読患
者状態インジケータ４９０の読取値を記録したことを明らかにすることができる。更に他
の態様では、類似のパターン適合が、患者の健康における重大な変化をトリガしたアクシ
ョン（薬剤ではなく）を識別することができる。一例として、患者が運動を実行していな
い日よりも瞑想又は運動した日に良い機械可読患者状態インジケータ４９０の健康状態を
記録した場合に、健康表示相関関係を使用して、健康の増加に至る挙動を強化することが
できる。類似の方法で、記録された健康表示を使用して、低健康スコアに至る活動又は活
動の組合せを避けることができる。
【０１３５】
　更に他の態様では、上述の機械可読患者状態インジケータ４９０の概念によって例示さ
れるユーザの健康に関する情報をデジタルで記録するためにアナログデバイスを使用する
概念は、活動、活動の持続時間、又は一般的な健康以外の他の状態又は表示のような追加
のユーザ情報の記録に拡張することができる。一態様では、ユーザ定義スティッカーが印
刷され、又は一意的機械識別可能要素と共に又はユーザが本明細書に説明する他の活動又
は投与情報と共に記録したいと思う活動又は他の表示に対応する一意的機械識別可能要素
と組み合わせてアプリケーションのために単独で提供される複数の側面のあるデバイスを
提供する。１つの特定の実施例では、ユーザの多面ブロックを症状ブロック又はサイコロ
とすることができる。一意的に識別可能な機械可読状態の側面は、例えば、咳、鬱血、頭
痛、熱、悪寒、下痢、のどの痛み、痛み又は極度の疲労のうちの１又は２以上を例えば風
邪又はインフルエンザを患っている時の状態のセットとして含むことができる。患者が患
っている特定の病気又は不調に対応するように選択されたユーザ状態の異なるセットに基
づいて他の異なる状態を異なる症状サイコロ又はブロックに提供することができる。更に
別の態様では、術後の回復のカギになる状態又は症状サイコロ又は多面ブロックを存在さ
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せることができる。１つの実施例では、関節置換術を受けたユーザは、関節又は処置に対
する凝り又は腫れ又は疼痛の表示と共に冷感療法又は物理的療法が実行された時間を示す
ことができる。
【０１３６】
　更に別の態様では、本明細書に説明する活動又は投与スケジューリングシステムの実施
形態を本明細書に説明するシステムからの通知に介護者が応答することができるように修
正することができる。これに代えて、本発明のシステムは、アプリケーション内又はウェ
ブサイト又は活動又は投与追跡システムのモバイルバージョン内で介護者が通知を送信す
ることを可能にすることができる。
【０１３７】
　一態様では、活動モニタ及び追跡システムの１つのバージョンは、アプリケーション又
はウェブサイトの中からアクション（投与を摂取し、健康又は症状サイコロを走査するな
ど）の容易な確認又は肯定応答を許可することによって又は本明細書に説明するように発
生された更新又は他のレポートに返答又は応答することにより、ユーザと介護者の間のフ
ィードバックループの閉鎖を提供するように適応かつ構成される。従って、患者がアクシ
ョン又は健康又は症状又は活動表示を走査した時に、状況に応答して励ましを与えるか又
は同情を表現することができる介護者からの反応によって患者は肯定される。通知及び介
護者フィードバックのルックを閉じることにより、介護者からの適時の報酬／承認がユー
ザに提供される（すなわち、表示、症状、健康、又は活動サイコロ走査処理のフィードバ
ックループを閉じることによる即時のドーパミン褒賞を引き起こす）。そのようなアクシ
ョン及び褒賞挙動は、粘り強い習慣になるように活動又は投与モニタシステム使用の良い
機会をユーザに与える。
【０１３８】
　これに加えて又はこれに代えて、ＰｉｌｌＤｒｉｌｌアプリケーションの実施形態（す
なわち、上述の活動又は投与モニタ及びリマインドシステムのうちの１又は２以上を実施
するように設計されたアプリケーション）は、１つのタップで介護者が健康、活動、症状
、又は他の表示サイコロ又はブロックからの走査に対して肯定応答／反応するように適応
かつ構成される。一態様では、この目的のためにアプリケーションのアイコンのセットを
提供する。様々な事前定義式又はユーザ選択式アイコンのいずれも、例えば、患者が自分
の感情が良いことを宣言する「サムアップ」記号、介護者が読取値を解釈する方法が分か
らない時の「クエスチョンマーク」、又は介護者に電話するように患者に示すための「電
話」記号を使用することができる。特に機械可読患者状態インジケータ４９０に関して、
追加の利点は、ユーザが、介護者の忙しい生活に対して患者によって抱かれることが多い
「あなたを煩わせたくない」という負担の感情の烙印から逃れられることである。健康、
活動、状態、又は症状のユーザが示した走査に介護者が応答するための使い易さの結果と
して、状態走査に応じたアプリケーションの提供されたアイコン／記号のいずれかをタッ
プした介護者は、患者が見られるようにＰｉｌｌＤｒｉｌｌデバイスの画面に即座にその
ような記号を送信する。更に別の態様では、アプリケーションは、患者が見られるように
ＰｉｌｌＤｒｉｌｌデバイス上にリアルタイムで表示されるアプリケーションから介護者
によって開始することができる追加の活動／記号／コメントを含むように適応かつ構成さ
れる。１つの単純な例では、介護者によって受信した摂取し損なった投与警報に基づいて
介護者によるオンデバイス薬剤リマインダーの再送を可能にする機能がある。
【０１３９】
　図２７－４０は、例示的ユーザ活動追跡システム４００の様々な図及び詳細を示してい
る。図２７は、活動タグ読取器３０、７つの機械可読容器４０５を含有するトレイ４３０
、及び機械可読患者健康インジケータ４９０を有する追跡システム４００の斜視図である
。一実施形態では、ユーザ活動追跡システム４００は、活動タグ読取器３０と、対応する
数の一意的に識別された容器４０５を受け入れるように適応かつ構成されたいくつかの受
容器４０２を含むトレイ４３０を含む。容器４０５の各容器は、一意的活動タグ１０を含
む。任意的に、機械可読ユーザ状態識別子４９０も提供する。
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【０１４０】
　図２７に示す活動タグ読取器３０は、本明細書に説明する他のタグ読取器と同様に構成
される。活動タグ読取器３０のこの実施形態では、上部の傾斜面にディスプレイ３４を含
む長楕円の本体３２がある。ディスプレイ３４は楕円形を有し、スキャナ３６及びユーザ
対話ボタン４３２、４３４、及び４３６が側面のいずれかの側に密着している。タグスキ
ャナ３６は、デバイスの右手側に提供される。ユーザがタグ読取器３０によって活動タグ
が走査されるように活動タグが位置決めされた場所を示すために６０のスキャナアイコン
を提供する。ベゼル４７０が、ユーザ対話ボタン４３２、４３４、４３６、ディスプレイ
３４、及びスキャナ３６を取り囲み、活動タグ読取器３０の上部境界を形成している。作
動中に、ベゼルが点灯し、点滅し、又は活動モニタシステムによって提供される警告又は
フィードバックの活動に対応する他の視覚表示を提供することができる。一部の実施形態
では、ベゼルの点灯作動は、活動タグ読取器３０内に含有されたスピーカから発する音に
対応する。活動タグ読取器３０によって発せられる光及び音は、上記に開示した作動特徴
、警告、リマインダー、又は本明細書に説明する順守及び準拠特徴のいずれにも対応する
ことができる。
【０１４１】
　図２７に示す機械可読容器４０５の追加の詳細は、図２８、２９、３０、及び３１に示
す様々な図に関して理解することができる。図２８は、機械可読容器４０５の斜視図であ
る。図２９は、図２８の機械可読容器４０５を下から上に見た図である。図３０は、蓋４
０５、本体１２、及びベース４２０の相対的な位置を示す図２８の機械可読容器４０５の
分解図である。図３１は、蓋４０６を開いた状態の機械可読容器４０５の斜視図である。
容器４０５は、中空円筒形ベース１２を含む。蓋４０６は、ベース１２の内側を閉め切る
。蓋４０６は、蓋を開いて内側を露出させるのに使用される隆起部分４０６ａを含む。隆
起部分４０６ａは、図３１の開いた状態で示された機械可読容器４０５に対して位置決め
される。図３０の分解図から良く分るように、蓋４０６は、容器本体の内側の適切なサイ
ズにされた凹部４１２に摩擦嵌めするようなサイズにされた１対のピン４０８を含む。隆
起部分４０６ａは、ヒンジをカチッと開きやすいようにするためにピン４０８に対して大
きさを決定されて位置決めされる。
【０１４２】
　機械可読容器４０５に関連付けられた一意的活動タグ１４がベース４２０に位置付けら
れることは図３０の分解図から良く分る。図２９の底面図は、機械可読要素１４の位置を
示すアイコン１６の実施形態を示している。図２９に示す走査アイコンは、活動追跡シス
テムによって容器が読み取られるように活動タグ読取器３０のスキャナ３６に隣接して位
置決めされる容器４０５の部分の位置を識別する。
【０１４３】
　図３２、３３、３４、３５、及び３６は、機械可読容器４０５と併用するように構成さ
れたトレイ４３０の様々な図を示している。図３２は、容器４０５を保持するようなサイ
ズにされた複数のソケット４０２を有するトレイ４３０の斜視図である。この例示的実施
形態では、１週間の毎日の錠剤活動追跡に対して構成された７つのソケット４０２がある
。ストラップ４３２は、スナップクロージャ４３４ａ、ｂによって定位置に保持された容
器トレイ４３０の長さに沿って提供される。図３５及び３６は、トレイ内の複数の機械可
読容器を固定するためのストラップの使用を示している。図３５で良く分るように、スナ
ップクロージャ４３４ｂがスナップクロージャ４３４ａから解除され、ストラップ４３２
が延びている。この後に、ストラップ４３２は、トレイ４３０の各端部でかつトレイ４３
０内の機械可読容器４０５の各々の蓋４０６にわたって凹部４３８内に置かれる（図３６
）。容器又は０５高さ、及び蓋４０６の寸法は、トレイ４３０のストラップ及び凹部又は
３８と協働するように適応かつ構成される。この構成では、スナップクロージャ４３４ａ
、ｂは、トレイ４３０のソケット４０２内の容器４０５を固定するストラップ４３２によ
って閉じられる。ストラップは、トレイの一端から凹部を通って各容器の蓋、別の凹部に
わたって延び、次に、トレイの端部に戻って固定される。
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　図３４は、ソケット４０２から１つの機械可読容器（すなわち、アイコンＷｅ１を備え
た）が取り除かれた７つの機械可読容器４０５を充填されたトレイ４３０の斜視図である
。一態様では、トレイ４３０及び複数のソケット４０２は、機械可読容器４０５を保持す
るための単に便利な容器として提供される。代替実施形態では、トレイ４３０は、機械可
読容器４０５の除去、配置、除去／交換、又は正しい配置を検出するのに使用される各ソ
ケット４０２内の検出器又はインジケータを含むように構成することができる。これに加
えて、トレイ４３０は、ソケットインジケータの作動を検出し、かつソケット検出器の作
動の有線又は無線通信を活動タグ読取器３０に提供するように適応かつ構成されたプロセ
ッサ又はコントローラを含むことができる。このようにして、トレイ４３０はまた、例え
ば、欠落容器の追加の検査を提供することができ、又は容器が取り除かれたが対応するス
ワイプが活動タグ読取器３０によって捕捉されなかった場合に、システムは、本明細書に
説明するアラーム、リマインダー、又は他の表示を提供することができる。
【０１４５】
　トレイ４３０はまた、横側面に沿って延びる協働取り付け構成要素４３６を含む。協働
取り付け構成要素４３６を使用して２、３、又は４以上のトレイ４３０を互いに結合する
ことができる。図３７及び３８は、空のソケット４０２（図３７）及び機械可読容器４０
５を含有するソケット（図３８）を有する隣接する相補型要素又は３６を使用して接合さ
れた２つのトレイ４３０を示している。１対の協働取り付け構成要素４３６の作動は、ス
トレイ４３０の隣接する相対的な位置を維持するのに十分な強度を有するナップ装着、摩
擦嵌め、蟻継ぎ、ベルクロ（登録商標）（すなわち、マジックテープ（登録商標））のよ
うな様々な解除可能結合技術のうちのいずれを含むことができる。図３８は、１対の結合
されたトレイ４３０の斜視図を示している。一方のトレイ４３０は、第１の毎日の投与（
すなわち、アイコンＭｏ１、Ｔｕ１、Ｗｅ１、Ｔｈ１、Ｆｒ１、Ｓａ１、Ｓｕ１）に対し
て使用するための容器４０５で充填され、他方のトレイ４３０は、第２の毎日の投与（す
なわち、アイコンＭｏ２、Ｔｕ２、Ｗｅ２、Ｔｈ２、Ｆｒ２、Ｓａ２、Ｓｕ２）に使用す
るための容器４０５で充填される。
【０１４６】
　以上の説明は多くの詳細を包含するが、これらは、本発明の範囲を制限するものとして
ではなく単に本発明の現在好ましい実施形態のうちの一部の例示を提供するものとして解
釈しなければならない。従って、本発明の範囲は、当業者に明らかになる他の実施形態を
完全に含むこと、及び本発明の範囲は、従って、他に明示的に示されない限り「１つかつ
唯一」を意味するように意図せず、むしろ「１又は２以上」である添付の特許請求の範囲
以外の何ものによっても制限されないことは認められるであろう。
【符号の説明】
【０１４７】
１４　機械検出可能要素
３０　活動タグ読取器
４００　追跡システム
４０５　機械可読容器
４９０　機械可読患者状態インジケータ
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