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(57)【要約】
【課題】錠剤シートから錠剤を押し出す際に、錠剤が帯
電により錠剤シートに吸着して錠剤の取り出しができな
い事を防止する。
【解決手段】複数の錠剤をそれぞれ錠剤収容部に封入し
た錠剤シートから錠剤を取り出して供給する錠剤供給装
置が、１または複数の錠剤取出しユニットと、錠剤取出
しユニットで取り出された錠剤を供給する供給ユニット
と、錠剤シートを除電する除電ユニットと、を備え、錠
剤取出しユニットが、１または複数の錠剤シートを収容
できる錠剤シート収容部と、錠剤シートを搬送する搬送
機構と、搬送機構により搬送された錠剤シートが載置さ
れる載置台と、載置台上の錠剤シートの錠剤収容部を押
圧して錠剤を取り出す押出し機構と、を有し、除電ユニ
ットが、錠剤シートを除電するイオンを発生させるイオ
ン発生部と、発生したイオンを１または複数の錠剤取出
ユニットに供給するイオン供給機構と、を備える。
 
【選択図】　図１０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の錠剤をそれぞれ錠剤収容部に封入した錠剤シートから錠剤を取り出して供給する
錠剤供給装置であって、
　１または複数の錠剤取出しユニットと、前記錠剤取出しユニットで取り出された錠剤を
供給する供給ユニットと、前記錠剤シートを除電する除電ユニットと、
　を備え、
　前記錠剤取出しユニットが、１または複数の錠剤シートを収容できる錠剤シート収容部
と、前記錠剤シートを搬送する搬送機構と、前記搬送機構により搬送された前記錠剤シー
トが載置される載置台と、前記載置台上の錠剤シートの前記錠剤収容部を押圧して錠剤を
取り出す押出し機構と、
　を有し、
　前記除電ユニットが、
　前記錠剤シートを除電するイオンを発生させるイオン発生部と、
　前記発生したイオンを前記１または複数の錠剤取出ユニットに供給するイオン供給機構
と、
　を備えることを特徴とする錠剤供給装置。
【請求項２】
　前記イオン供給機構は、
　送風部と、
　複数の錠剤取出ユニットに連通する第１の供給管を有し、
　前記イオン供給機構が、前記発生したイオンを前記送風部により送風することで、前記
第１の供給管を介して複数の錠剤取出ユニットに一括供給することを特徴とする請求項１
に記載の錠剤供給装置。
【請求項３】
　前記第１の供給管は、特定の錠剤取出ユニットへの連通を開閉する開閉弁をさらに有し
、
　前記イオン供給機構が、前記発生したイオンを前記送風部により送風することで、前記
第１の供給管を介して前記開閉弁の開閉により前記特定の錠剤取出ユニットに供給するこ
とを特徴とする請求項２に記載の錠剤供給装置。
【請求項４】
　前記イオン供給機構は、
　送風部と、
　前記１または複数の錠剤取出ユニットに連通し、かつ前記錠剤シートから錠剤が取り出
される面に連通する第２の供給管を有し、
　前記イオン供給機構が、前記発生したイオンを前記送風部により送風することで、前記
第２の供給管を介して前記１または複数の錠剤取出ユニットの前記錠剤シートの錠剤が取
り出される面に供給することを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載の
錠剤供給装置。
【請求項５】
　前記第２の供給管は、前記発生したイオンを前記錠剤シートの錠剤が取り出される面に
噴射するノズルをさらに有し、
　前記イオン供給機構が、前記発生したイオンを前記送風部により送風することで、前記
第２の供給管を介して前記１または複数の錠剤取出ユニットの前記錠剤シートの錠剤が取
り出される面の錠剤収容部に前記ノズルを向けて噴射することを特徴とする請求項１乃至
請求項４のいずれか１項に記載の錠剤供給装置。
【請求項６】
　複数の錠剤をそれぞれ錠剤収容部に封入した錠剤シートから錠剤を取り出して供給する
錠剤供給装置が、１または複数の錠剤取出しユニットと、前記錠剤取出しユニットで取り
出された錠剤を供給する供給ユニットと、
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　を備え、
　前記錠剤取出しユニットが、１または複数の錠剤シートを収容できる錠剤シート収容部
と、前記錠剤シートを搬送する搬送機構と、前記搬送機構により搬送された前記錠剤シー
トが載置される載置台と、前記載置台上の錠剤シートの前記錠剤収容部を押圧して錠剤を
取り出す押出し機構と、
　を有する錠剤供給装置が備える前記錠剤シートを除電する除電ユニットであって、
　前記錠剤シートを除電するイオンを発生させるイオン発生部と、
　前記発生したイオンを前記１または複数の錠剤取出ユニットに供給するイオン供給機構
と、
　を備えることを特徴とする除電ユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　錠剤供給装置および除電ユニットの技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、調剤業務において、ＰＴＰシートで提供されている錠剤（薬）の一包化を行うた
めには、人の手によってＰＴＰシートから錠剤を１回分の錠剤数ずつ取り出し、分包機の
錠剤マスにセットする作業が必要であった。このような手間を省くために特許文献１には
、錠剤シートから錠剤を除包し、取り出した錠剤を包装装置に供給する錠剤供給装置が開
示されている。
【０００３】
　また、特許文献２には、ファネルチューブの先端部に付着しようとする帯電粉粒体を除
電して、該先端部への粉粒体の堆積を確実に防止するために、放出ノズルからはファネル
チューブの先端部に向けてイオンが放出され、先端部に付着しようとする粉粒体の除電を
行う技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－１３９３１７号公報
【特許文献２】特開２００２－５９９０４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１および特許文献２には、錠剤シートから錠剤を取り出す時に発生する、錠剤
シートの静電気の帯電により錠剤の取り出し動作の不具合への対策は開示されていない。
【０００６】
　本発明は、錠剤シートから錠剤を押し出す際に、錠剤が帯電により錠剤シートに吸着し
て錠剤の取り出しができない事を防止する仕組みを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、複数の錠剤をそれぞれ錠剤収容部に封入した錠剤シートから錠剤を取り出し
て供給する錠剤供給装置であって、１または複数の錠剤取出しユニットと、前記錠剤取出
しユニットで取り出された錠剤を供給する供給ユニットと、前記錠剤シートを除電する除
電ユニットと、を備え、前記錠剤取出しユニットが、１または複数の錠剤シートを収容で
きる錠剤シート収容部と、前記錠剤シートを搬送する搬送機構と、前記搬送機構により搬
送された前記錠剤シートが載置される載置台と、前記載置台上の錠剤シートの前記錠剤収
容部を押圧して錠剤を取り出す押出し機構と、を有し、前記除電ユニットが、前記錠剤シ
ートを除電するイオンを発生させるイオン発生部と、前記発生したイオンを前記１または
複数の錠剤取出ユニットに供給するイオン供給機構と、を備えることを特徴とする。
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【０００８】
　また、前記イオン供給機構は、送風部と、複数の錠剤取出ユニットに連通する第１の供
給管を有し、前記イオン供給機構が、前記発生したイオンを前記送風部により送風するこ
とで、前記第１の供給管を介して複数の錠剤取出ユニットに一括供給することを特徴とす
る。
【０００９】
　また、前記第１の供給管は、特定の錠剤取出ユニットへの連通を開閉する開閉弁をさら
に有し、前記イオン供給機構が、前記発生したイオンを前記送風部により送風することで
、前記第１の供給管を介して前記開閉弁の開閉により前記特定の錠剤取出ユニットに供給
することを特徴とする。
【００１０】
　また、前記イオン供給機構は、送風部と、前記１または複数の錠剤取出ユニットに連通
し、かつ前記錠剤シートから錠剤が取り出される面に連通する第２の供給管を有し、前記
イオン供給機構が、前記発生したイオンを前記送風部により送風することで、前記第２の
供給管を介して前記１または複数の錠剤取出ユニットの前記錠剤シートの錠剤が取り出さ
れる面に供給することを特徴とする。
【００１１】
　また、前記第２の供給管は、前記発生したイオンを前記錠剤シートの錠剤が取り出され
る面に噴射するノズルをさらに有し、前記イオン供給機構が、前記発生したイオンを前記
送風部により送風することで、前記第２の供給管を介して前記１または複数の錠剤取出ユ
ニットの前記錠剤シートの錠剤が取り出される面の錠剤収容部に前記ノズルを向けて噴射
することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明により、錠剤シートから錠剤を押し出す際に、錠剤が帯電により錠剤シートに吸
着して錠剤の取り出しができない事を防止する仕組みを提供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】薬剤包装システムの外観を示す図。
【図２】錠剤供給装置の外観を示す図。
【図３】錠剤取出ユニットの内部構造を示す図。
【図４】錠剤取出ユニットの内部構造を示す図。
【図５】錠剤供給装置の内部構造を示す図。
【図６】錠剤供給ユニットの内部構造を示す図。
【図７】薬剤包装ユニットの内部構造を示す図。
【図８】薬剤包装ユニットの内部構造を示す図。
【図９】除電ユニットを設置した錠剤供給装置の外観を示す図。
【図１０】除電ユニットの内部構造を示す図。
【図１１】錠剤シートを上から見た図とそのシートの断面図示す図。
【図１２】取り出した錠剤の吸着の１例を示す図。
【図１３】取り出した錠剤の吸着の１例を示す図。
【図１４】錠剤取出ユニットへのイオンの噴射を示す図。
【図１５】錠剤取出ユニットへのイオンの噴射を示す図。
【図１６】押し出し板による錠剤の取り出しを示す図。
【図１７】除電ユニットの内部構造を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　図１を説明する。
　図１は、薬剤包装装置５と錠剤供給装置１０を示す図である。
　錠剤供給装置１０及び錠剤供給装置１０から供給された錠剤を包装する薬剤包装装置５
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とで構成されている薬剤包装システムである。
【００１５】
　錠剤供給システムは、複数の錠剤をそれぞれ錠剤収容部５２に封入した錠剤シート５１
から錠剤５０を取り出して、取り出された錠剤を包装する薬剤包装装置５に供給する。
　１は錠剤取出ユニットであり、錠剤シートから錠剤を取り出すユニットである。
【００１６】
　錠剤供給装置には複数の錠剤取出ユニット１が収納されている。錠剤取出ユニットは、
幅方向（左右方向）に６つが並べられ、この６つの錠剤取出ユニットからなる組が上下に
３段に配置されている。すなわち、錠剤取出ユニット１は、左右６列、上下３段に配列さ
れている。
　錠剤供給装置１０は複数の錠剤取出ユニット１を備えているが、錠剤取出ユニット１の
数は１でもよい。
　５は包装装置であり、錠剤供給装置１０の錠剤取出ユニット１から供給された錠剤を包
装する装置である。
【００１７】
　１０は錠剤供給装置であり、錠剤取出ユニット１により錠剤シートから錠剤を取り出し
て供給する。錠剤供給装置１０は複数の錠剤取出ユニット１を備えている。
　錠剤供給装置１０は、複数の錠剤をそれぞれ錠剤収容部に封入した錠剤シートから錠剤
を取り出して供給する。
　錠剤供給装置１０は、１または複数の錠剤取出しユニット１と、錠剤取出ユニット１で
取り出された錠剤を供給する供給ユニットとを備えている。
【００１８】
　１０３は錠剤供給装置１０を使用せずに薬剤包装装置５側で錠剤を包装したい場合に人
の手によって錠剤が錠剤をセットされる部分である。錠剤供給装置１０からの錠剤と手撒
き錠剤部からの錠剤を混合して１包にまとめることができる。
　１０４はＬＣＤ操作パネルである。作業者による包装数等の入力や、スタートボタンに
より包装動作の開始指示を受け付ける部分である。
　２は、薬剤包装装置５及び錠剤供給装置１０と制御コンピュータ３とが通信する為の通
信ケーブルである。
　３は、薬剤包装装置５及び錠剤供給装置１０と通信する制御コンピュータである。
　４は、制御コンピュータと通信する外部機器（調剤コントローラ）である。
　図２を説明する。
　図２は、錠剤供給装置１０を示す図である。
　尚、錠剤供給装置１０を前面側から見た図である。
　２０３は半端な数の錠剤が残っていない新品の錠剤シートの投入口である。
　図３を説明する。
　図３は、錠剤取出ユニット１の内部構造を示す図である。
　尚、錠剤取出ユニット１を前面側から見た図である。
【００１９】
　錠剤取出ユニット１は、錠剤シートを搬送する搬送機構と、搬送機構により搬送された
錠剤シートが載置される載置台と、載置台上の錠剤シートの錠剤収容部を押圧して錠剤を
取り出す押出し機構とを有している。
　５１は半端な数の錠剤が残っていない新品の錠剤シートである。
【００２０】
　錠剤シートは、錠剤を収容する錠剤収容部を有するシート本体の下面に、アルミニウム
等からなる金属箔などを用いた封止シートを設けることによって錠剤を錠剤収容部に密封
したものである。錠剤シートは、シート部上に凸状の錠剤収容部が幅方向に間隔をおいて
２列に並んだ形態である。各列をなす複数の錠剤収容部は錠剤シートの長さ方向に沿って
並んでいる。
【００２１】
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　なお、錠剤シートとしては、シート部上に錠剤収容部が２列に並んだ形態のものに限ら
ず、錠剤収容部が錠剤シートの長さ方向に１列に並んだ形態や、錠剤収容部が幅方向に間
隔をおいて３列以上の複数列に並んだ形態も可能である。
　図４を説明する。
　図４は、錠剤取出ユニット１の内部構造（断面）を示す図である。
　錠剤シート投入口へシートをセットし、ＰＴＰシートを除包位置（錠剤の取出位置）ま
で搬送を行った際の図である。
【００２２】
　錠剤取出ユニット１は、錠剤シートを搬送する錠剤シート搬送機構（搬送機構）と、錠
剤シートが載置される載置台１８と、半端な数の錠剤が残っていない新品の錠剤シートか
ら錠剤を取り出す錠剤取出機構（押出し機構）とを備えている。
　３９は下部ローラである。
【００２３】
　錠剤シート搬送機構は、錠剤シートを進行方向に向け搬送するものであって、進行方向
に互いに間隔をおいて設けられた下部ローラと、進行方向に互いに間隔をおいて設けられ
た上部ローラとを備えている。
【００２４】
　搬送機構３９は、錠剤収容部の押圧を継続するまえに載置台上の押圧される位置から所
定の距離だけ錠剤シートをさらに搬送し、押出し機構が、錠剤収容部の押圧を継続（リト
ライ）する。
　下部ローラは駆動源により回転駆動可能であり、シート部の下面に当接して錠剤シート
に進行方法への力を加えることができる。
　上部ローラは、駆動源により回転駆動可能であり、シート部の上面に当接して錠剤シー
トに進行方向への力を加えることができる。
　上部ローラの幅方向の位置は、２列の錠剤収容部の間に相当する位置であるため、上部
ローラは錠剤収容部５２に当接することはない。
【００２５】
　下部ローラと上部ローラはシート部を上下から挟み込んで錠剤シートを進行方向に搬送
できる。さらに下部ローラと上部ローラはシート部を上下から挟み込んで錠剤シート５１
を進行方向とは逆の方向にも搬送できる。
　２４は導入シュートである。
　導入シュート２４により半端な数の錠剤が残っていない新品の錠剤シートから押出し機
構により取り出された錠剤が供給される（シート錠剤供給機構）。
　導入シュート２４は、排出口３０に落とし込まれた錠剤を導くものであって、排出口３
０を含む大きさの上部開口を有し、載置台の下面側に設けられている。
　錠剤取出しユニットは、載置台上の錠剤シートの錠剤収容部を押圧する速度を変更させ
る変更機構をさらに有している。
　押出し機構は、より高速に変更された速度で錠剤収容部の押圧を継続（リトライ）する
。
　押出し機構は、錠剤収容部の中央付近を押圧する内側押圧体８３と、中央付近よりも外
側の部分を押圧する外側押圧体８４とを含んでいる。
　内側押圧体と外側押圧体とが独立して動作することで錠剤収容部を押圧して錠剤を取り
出す。
　押出し機構は、内側押圧体よりも先に外側押圧体により錠剤収容部を押圧させる。
【００２６】
　８３は内側押圧体である。内側押圧体の先端は、ほとんどの錠剤シートの錠剤収容部よ
りも面積が狭いので、内側押圧体は錠剤を取り出す場合（下降した場合）に、錠剤シート
に開いた穴から先端が突き出る。
【００２７】
　８４は外側押圧体である。外側押圧体の先端は、ほとんどの錠剤シートの錠剤収容部よ
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りも面積が広いので、錠剤を取り出す場合（下降した場合）に、錠剤シートに開いた穴か
ら先端が突き出ない。つまり錠剤シートの錠剤収容部を押し潰すためのものである。
　錠剤取出機構（押出し機構）は、外側押圧体を昇降させる第１昇降機構と、内側押圧体
を昇降させる第２昇降機構とを有する。
【００２８】
　第１昇降機構は、外側押圧体が取り付けられた第１昇降体と、回転駆動して第１昇降体
を昇降させるカムと、第１昇降体を上昇方向に付勢する付勢部材（ばね）とを備えている
。
【００２９】
　第１昇降体は、前後方向にわたって延在する柱状体であり、前端部に外側押圧体が取り
付けられている。カムは、外側押圧体の昇降動作を考慮して設計された形状の板状体であ
り、図示せぬ駆動機構によって回転駆動する軸部に固定されている。カムは、第１昇降体
の上面側に設けられ、軸部の回転に伴って回転駆動し、第１昇降体を押圧することによっ
て高さ位置を調整し、これによって外側押圧体の高さ位置を調整することができる。第１
昇降機構は、カムの回転動作のタイミング、カムの形状、軸部に対するカムの固定位置な
どの設定によって、外側押圧体の昇降動作のタイミングや変位量を任意に設定できる。
【００３０】
　第２昇降機構は、内側押圧体が取り付けられた第２昇降体と、回転駆動して第２昇降体
を昇降させるカムと、第２昇降体を上昇方向に付勢する付勢部材（ばね）とを備えている
。
【００３１】
　第２昇降体は、前後方向にわたって延在する柱状体であり、前端部に内側押圧体が取り
付けられている。カムは、第２昇降体の上面側に設けられ、軸部の回転に伴って回転駆動
し、第２昇降体を押圧して高さ位置を調整し、これによって内側押圧体の高さ位置を調整
することができる。第２昇降機構は、カムの回転動作のタイミング、カムの形状、軸部に
対するカムの固定位置などの設定によって、内側押圧体の昇降動作のタイミングや変位量
を任意に設定できる。
【００３２】
　このため、カム９４とカム９９は、それぞれ第１昇降体と第２昇降体に対して互いに独
立に動作可能であり、内側押圧体と外側押圧体は、互いに独立に昇降動作させることがで
きる。
【００３３】
　錠剤取出機構における２つのカムの回転動作のタイミング等は、錠剤位置検出機構の検
出部からの信号に基づいて定めることができる。具体的には、検出された錠剤収容部の位
置に合わせて内側押圧体と外側押圧体を動作させることができる。
　錠剤取出ユニット１は、錠剤収容部の押圧をするまえに、押圧される錠剤収容部の長さ
を検出する検出機構１７をさらに有している。
　錠剤供給装置１０は、検出した錠剤収容部の長さに基づいて所定の距離を算出する算出
手段をさらに有している。
　検出機構１７は、押圧される錠剤収容部の長さを検出するとともに押圧される錠剤収容
部の位置をさらに検知する。
　錠剤供給装置１０は、検知された錠剤収容部の位置に基づいて、押圧される位置までの
搬送距離を算出する算出手段をさらに有する。
　搬送機構３９は、搬送距離により載置台上の錠剤収容部が押圧される位置まで錠剤シー
トを搬送する。
　搬送機構３９は、所定の距離だけ前方または後方に錠剤シートを搬送する。
　図５を説明する。
　図５は、錠剤供給装置１０の内部構造を示す図である。
　尚、錠剤供給装置１０を背面側から見た図である。
【００３４】
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　２０４は、光学センサ（ビームセンサ）であり、落下物を検知するものである。除包さ
れた錠剤が排出ホッパ（導入シュート）内を落下する際、除包された錠剤がビームセンサ
上を通過し、ビームセンサを遮光する。このビームセンサが遮光された状態をＯＮ状態と
し、遮光されていない状態をＯＦＦ状態とする。このＯＮ／ＯＦＦ状態を用いて落下物の
判定を行っている。
　錠剤落下検知機構２０４は、光学センサと落下錠剤カウンタとを有する。
　錠剤供給装置１０は、押圧により錠剤収容部から錠剤が取り出されたかいなかを判定す
るべく、取り出された錠剤を検知する検知機構２０４を有している。
　錠剤供給装置１０は、錠剤収容部から取り出された錠剤の個数を計数（カウント）する
べく、取り出された錠剤を検知する検知機構２０４を有している。
【００３５】
　錠剤供給装置１０は、検知機構２０４が、所定の個数を超えた取り出された錠剤の個数
を計数した場合には、薬剤包装装置５にエラー処理を実行させるべく要求するエラー処理
要求手段を有する。
　薬剤包装装置５にエラー処理を実行させるべく要求するエラー処理要求工程。
　錠剤供給装置１０は、押出し機構が押圧動作中であるかいなかを判断する判断手段をさ
らに有する。
【００３６】
　検知機構２０４は、判断手段により押圧動作中であると判断されている場合には、錠剤
収容部から取り出された錠剤の個数を計数することで、押圧動作による異物の混入を検知
する。
　検知機構２０４は、判断手段により押圧動作中であると判断されている場合には、所定
の個数を少なくとも１に設定する。
【００３７】
　検知機構２０４は、判断手段により押圧動作中ではないと判断されている場合には、錠
剤収容部から取り出された錠剤の個数を計数することで、押圧動作によらない取出しミス
を検知する。
　検知機構２０４は、判断手段により押圧動作中ではないと判断されている場合には、所
定の個数を０に設定することを特徴とする。
【００３８】
　押出し機構は、取り出された錠剤が検知されない場合には錠剤収容部の押圧を継続（リ
トライ）し、取り出された錠剤が検知された場合には錠剤収容部の押圧を継続（リトライ
）しない。
　４０１は、錠剤導入路である。錠剤シートから取り出され落下した錠剤を導入シュート
２４から第１集積ホッパに中継する。
　図６を説明する。
　図６は、錠剤供給ユニット４００の内部構造を示す図である。
　４０２は第１集積ホッパである。錠剤シートから取り出され落下した錠剤を集積する。
　５０１は第２集積ホッパである。第１集積ホッパで集積された錠剤をさらに集積する。
　５０２は第１の送り出し機構である。第２集積ホッパで集積された錠剤を第３の集積ホ
ッパに移動させる。
　５０３は第３集積ホッパである。送り出された錠剤を集積する。
　５０４は第２の送り出し機構である。第３集積ホッパで集積された錠剤をメインホッパ
に移動させる。
　５０５はメインホッパである。送り出された錠剤を集積し、包装シート（分包紙）の中
に集積した錠剤を投入する。
　図７を説明する。
　図７は、薬剤包装ユニット７０１の内部構造を示す図である。
　７０２は包装シートが連なるロール紙を包装機構に送り出すロール紙送出機構である。
　７０３は加熱溶着により、包装シートの中に投入された錠剤を包装シートの中に封入す
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る（包装機構）。
　７０４は加熱溶着により、包装シートの中に投入された錠剤を包装シートの中に封入す
る（包装機構）。
【００３９】
　包装機構は、シート錠剤供給機構または手撒き錠剤供給機構９０１の少なくとも１つか
ら供給された１包に包装される数の錠剤を１包毎の包装シートに包装する。
　７０５は、連なるロール紙を１包毎の包装シートに分断するための分断用ミシン目を包
装シートに形成する。（分断機構）
　７０６はプリンタであり、包装シートに、日付、患者データ、エラー情報を印字する（
印字機構）。
　薬剤包装装置５は、要求を受け付ける受付手段を有している。
　薬剤包装装置５は、取り出された錠剤を個別の包装シート毎に分けて包装する包装機構
７０４を有している。
　薬剤包装装置５は、個別の包装シート毎の情報を印字する印字機構７０６を有している
。
　印字機構７０６は、受付手段が要求を受け付けた場合に、所定の個数を超えた錠剤が包
装されている個別の包装シートにエラー処理にかかる情報を印字する。
　エラー処理にかかる情報とは、押圧動作による異物の混入を報知する情報である。
　エラー処理にかかる情報とは、押圧動作によらない取出しミスを報知する情報である。
【００４０】
　薬剤包装装置５または錠剤供給装置１０のいずれか１方は、取り出された錠剤が、包装
機構７０４よりに包装されるタイミングを制御する制御手段を有している。
　前記印字機構が、前記包装機構により前記取り出された錠剤が包装シートに包装される
まえに印字する錠剤供給システム。
　図８を説明する。
　図８は、薬剤包装ユニット７０１の内部構造を示す図である。
　８０１は隣り合う一包化された包装シートの境界部分に形成された分断用ミシン目であ
る。
　８０２は一包化された包装シートである。エラー処理が発生した包装シートにはエラー
情報の内容が印字（印刷）されている。
　５０は一包化された錠剤である。
　図９を説明する。
　図９は錠剤供給装置の内部にイオン発生器、ファン、ダクトが備えられていることを示
す図である。
　１４００は錠剤シートに帯電している静電気を除電するための除電ユニットである。
　除電ユニットの内部構造を説明する。
　１４１１はイオン発生部で、錠剤シートに帯電している静電気を除電する正及び負のイ
オンを発生させる部位である。
　１４１２は送風部（イオン供給機構）であり、イオン発生部で発生させたイオンをファ
ンにより風にのせて送風させる為のものである。
　１４１３はダクト（イオン供給機構）であり、イオン発生部で発生したイオンを１つま
たは複数個の錠剤取出ユニットに供給する部品である。
　図１０を説明する。
　図１０は図９で示すイオン発生部、ファン、ダクト等の構成を示す図である。
　１５０１は第２の供給管２２０３の先端部にある、発生したイオンを錠剤シートの錠剤
が取り出される面に向けてイオンを噴射するノズルである。
　ノズルは錠剤取出ユニットの錠剤シートの錠剤が取り出される面の錠剤収容部５２の内
面にノズルを向けて噴射するために方向をかえることができる。
【００４１】
　また１５０１は各錠剤取出ユニット１の中で２つの錠剤収容部にそれぞれイオンを含む
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風を噴射できるように２つのノズルが第２の供給管２２０３の先端部に設置されている。
　１５０２はイオンの流れの経路を示している。
【００４２】
　イオン発生器で生成された正及び負のイオンはファンからの風により、錠剤供給装置内
に備えられたダクト内を移動し、ダクト各々の先端に設けられたイオン照射ノズルから放
出される。
　ダクトにより、錠剤供給装置１０に備えられている１８個の錠剤取出ユニットに、イオ
ンを送り出すことが可能である。
　図１１を説明する。
　図１１は錠剤シートを上から見た図とそのシートの断面図Ａ－Ａである。
　ここで、錠剤取出ユニットで錠剤が取り出される錠剤シートと、取り出される錠剤に帯
電している静電気について説明する。
　１６０１は空間であり、錠剤が重力に逆らって錠剤収容部裏面に張り付き、錠剤と錠剤
シート裏面のアルミ箔との間に出来たものである。
　断面図で示すように、錠剤シートや錠剤シート内の錠剤は、静電気の帯電が著しい場合
は、重力に逆らい錠剤収容部裏面に張り付いている場合もある。
【００４３】
　このように著しく帯電している場合もあれば、極僅かに帯電している場合もあるが、い
ずれにしても錠剤ユニットで錠剤を取り出す時、この帯電した静電気が、錠剤取り出し工
程で不具合を引き起こす場合がある。
　図１２を説明する。
　図１２は錠剤シートの断面図で、錠剤シート裏面のアルミ箔が破られた一例図である。
　錠剤取出ユニットにおいて、錠剤を押圧して取り出す時に、錠剤シートや錠剤シート内
の錠剤に帯電した静電気が引き起こす不具合について説明する。
　１７０１は錠剤シート裏面のアルミ箔である。
【００４４】
　錠剤取出ユニットで、錠剤シートの錠剤収容部を押圧体で押圧し錠剤を取り出そうとす
るが、錠剤シートや錠剤シート内部の錠剤に静電気が帯電していると、図１２のように破
られたアルミ箔に錠剤が張り付き（吸着し）、落下しない場合がある。もしくは落下した
としても、一瞬、アルミ箔に張り付いた後落下するなど、意図するタイミングで落下しな
い場合が発生する。意図するタイミングとは、正しく分包するために導入シュートに自由
落下させる決められた時間内を言う。
　図１３を説明する。
　図１３は錠剤シートの断面図で、錠剤シート裏面のアルミ箔が破られた別の一例図であ
る。
【００４５】
　錠剤取出ユニットで、錠剤シートの錠剤収容部を押圧体で押圧し錠剤を取り出そうとす
るが、押圧により変形した錠剤収容部の内面に、錠剤が張り付き（吸着し）落下しない場
合の一例である。こちらの場合も、落下したとしても、一瞬、錠剤収容部の内面に張り付
いた後に落下するなど、意図するタイミングで落下しない場合が発生する。
【００４６】
　錠剤取出ユニットでは押圧体により、錠剤シートの錠剤収容部を押圧し錠剤を取り出す
。そして、その錠剤を自由落下により導入シュートに導入させ、分包機に送り込むので、
上記のように、錠剤がタイミング良く錠剤取出しユニットから分包機に送り出されない場
合、処方箋通り正しく分包出来ない。
その結果薬剤師は、正しく分包出来ていない分包袋を再度作り直ししなければならず手間
が増えてしまい、分包作業の効率化の妨げになってしまう。
　図１４を説明する。
　図１４は錠剤取出ユニットの内部が分かるようにした錠剤ユニット前方からの簡略断面
図である。
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　１９０１は正及び負のイオンである。
　１９０２は錠剤取り出し部で、内部押圧体と外部押圧体が錠剤シートから錠剤を押圧し
、錠剤を落下させる部位である。
【００４７】
　ダクトを通って送り込まれたイオンはイオン照射ノズルより、内部押圧体と外部押圧体
が、錠剤シートから取り出そうとする錠剤の下側、つまり破られようとするアルミ箔へ向
かって照射される。
　図１５を説明する。
　図１５は錠剤取出ユニットの内部が分かるようにした錠剤ユニット右側面からの簡略断
面図である。
【００４８】
　錠剤シートが搬送されて来ると、錠剤取り出しの為の押圧体が動作する前に、送り込ま
れたイオンで、まず錠剤シート裏面の静電気の帯電を中和する。この時、シート裏面を中
和するのと同時にはならないが、若干のタイムラグを経て、シート裏面から表面にもイオ
ンは回り込むので結果として、表面の帯電も中和される。
　図１６を説明する。
図１６は錠剤が錠剤シートから取り出される時の様子を示した簡略断面図である。
【００４９】
錠剤取出ユニットにおいて、錠剤シート裏面及び表面が中和された後、錠剤シート内の錠
剤は押圧体により押圧され、取り出される。この過程で、錠剤シートの裏面のアルミ箔が
破られると同時にアルミ箔が破れた穴から、錠剤収容部の内側へイオンが送り込まれる。
そして、錠剤シート錠剤収容部の内側及び錠剤の帯電を中和する。
【００５０】
その結果、錠剤シートから取り出された錠剤及び錠剤シート裏面の破られたアルミ箔には
、静電気は帯電していない状態になるので、取り出された錠剤は何の障害も無く、自由落
下により導入シュートへと落ちていく。
錠剤が落ちると次の錠剤を取り出す為、イオンの照射を続けながら錠剤シートを搬送し、
再び錠剤を取り出す。この作業を繰り返す。
【００５１】
イオンを、錠剤供給装置及び薬剤分包機の電源が入っている時に、常に照射放出していて
も良いし、錠剤供給装置にシートがセットされてから、錠剤シートが搬送され、錠剤が取
り出し工程が終了するまでの間、または、錠剤シート搬送機構及び錠剤押圧機構が動作し
ている時だけでも良い。
【００５２】
　図１５で示す通り、側面から見ると、イオン照射ノズル１５０１は、内部押圧体と外部
押圧体により取り出されようとする錠剤の真下ではなく、斜め下方に位置させている。そ
こから錠剤シート及び取り出されようとする錠剤に向かって斜め上方方向へイオンを照射
する。本実施形態では４５°上方への照射角度とした。
【００５３】
　これはイオン照射ノズルの位置が、取り出される錠剤の真下及び真下近辺にあると、錠
剤が錠剤シートから取り出された後落下する時に、このノズル上にのって落下しないこと
や、ノズルにぶつかり跳ねて、意図しないタイミングで落下することにより、正しく分包
出来ないことを防ぐ為である。
　図１７を説明する。
図１７は錠剤供給装置内部に備えるダクトに弁を設けたことを分かるようにした簡略図で
ある。
【００５４】
　２２０１はイオン流れを開閉する為の開閉弁である。つまり第１の供給管２２０２また
は第２の供給管２２０３の一部には、特定の錠剤取出ユニットへの連通を開閉する開閉弁
がある。開閉弁２２０１を開けた場合には、特定の錠剤取出ユニットに発生したイオンが
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供給され、開閉弁２２０１を閉めた場合には、特定の錠剤取出ユニットに発生したイオン
が遮断される。
【００５５】
　つまりダクトに開閉弁を設けておき、任意に弁を開閉可能とする。本発明の錠剤供給装
置１０には１８個の錠剤取出ユニットがあり、処方により使用する錠剤取出ユニットの数
が違う。開閉弁の開閉により、使用する錠剤取出しユニットのみにイオンを照射すること
が可能となる。
【００５６】
　イオンが照射される錠剤取出ユニットを限ることで、イオンが照射される錠剤取出ユニ
ットには、イオン発生器で発生させる限られたイオンを効率良く濃密に照射することが出
来るので、照射される錠剤シート及び取り出される錠剤への静電気の帯電への中和効果が
高まる。
【００５７】
　２２０２は第１の供給管であり、イオン発生部１４１１と送風部１４１２が複数の錠剤
取出ユニットと連通しているダクトである。発生したイオンを送風部によりダクト１４１
３を通って送風することで、第１の供給管２２０２を介して複数の錠剤取出ユニットに一
括（一斉）供給するためのものである。
【００５８】
　２２０３は第２の供給管であり、イオン発生部１４１１と送風部１４１２が１または複
数の錠剤取出ユニットに連通し、かつ錠剤シートから錠剤が取り出される面に連通してい
るダクトである。発生したイオンを送風部によりダクト１４１３を通って送風することで
、第２の供給管２２０３を介して１または複数の錠剤取出ユニットの全錠剤シートの錠剤
が取り出される面に供給するためのものである。
【００５９】
　以上説明したように、本実施形態によれば、錠剤シート及び錠剤に帯電した静電気を、
錠剤取り出しと同時に中和（除電）することが出来る。そして、取り出されてから導入シ
ュートへ迅速に落下すべき錠剤が、帯電した静電気の影響により、錠剤取り出し時、錠剤
シート裏面の破られたアルミ箔に張り付いたり、変形した錠剤収納部内面に張り付いて、
適切な分包ができない問題を解決することが出来る。
【符号の説明】
【００６０】
１　　　　錠剤取出しユニット
５　　　　薬剤包装装置
１０　　　錠剤供給装置
１７　　　検出機構
１８　　　錠剤シートが載置される載置台　
２４　　　導入シュート
３０　　　排出口
３９　　　下部ローラ
５０　　　錠剤
５１　　　錠剤シート（ＰＴＰシート）
５２　　　錠剤収容部
８３　　　内部押圧体
８４　　　外部押圧体
９３　　　第１昇降体　
９４　　　カム
９８　　　第２昇降体
９９　　　カム
１０３　　散薬投入部
２０３　　ＰＴＰシート投入口
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２０４　　光学センサ
４００　　錠剤供給ユニット
４０１　　錠剤導入路
５０５　　メインホッパ
７０１　　包装装置内の包装ユニット
７０２　　ロール紙送出機構
７０３　　包装機構
７０４　　包装機構
７０５　　分断機構
７０６　　プリンタ
８０１　　分断用のミシン目
８０２　　１つの包み
８０３　　１つの包みに分包された錠剤（薬剤）
１４００　除電ユニット
１４１１　イオン発生部
１４１２　送風部（イオン供給機構）
１４１３　ダクト（イオン供給機構）
１５０１　ノズル
１５０２　イオンの流れ
１７０１　アルミ箔
１９０１　イオン
２２０１　開閉弁
２２０２　ダクト（第１の供給管）
２２０３　ダクト（第２の供給管）

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】
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【手続補正書】
【提出日】平成25年7月24日(2013.7.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の錠剤をそれぞれ錠剤収容部に封入した錠剤シートから錠剤を取り出して供給する
錠剤供給装置であって、
　錠剤シートを搬送する搬送機構と、錠剤収容部を押圧して錠剤を取り出す押出し機構と
を備える錠剤を取り出す錠剤取出ユニットと、
　前記錠剤取出ユニットを除電する除電ユニットと、
　を備え、
　前記除電ユニットが前記除電するイオンを発生させて当該発生したイオンを、前記錠剤
取出ユニットに供給することを特徴とする錠剤供給装置。
【請求項２】
　前記除電ユニットが、
　前記除電するイオンを発生させるイオン発生部と、
　前記発生したイオンを前記錠剤取出ユニットに供給するイオン供給機構と、
　を備え、
　前記イオン供給機構は、
　送風部と、
　複数の錠剤取出ユニットに連通している供給管を有し、
　前記イオン供給機構は前記発生したイオンを前記送風部により送風し、かつ前記供給管
を介して前記送風したイオンを複数の錠剤取出ユニットに一括供給することを特徴とする
請求項１に記載の錠剤供給装置。
【請求項３】
　前記供給管は、錠剤取出ユニット毎に前記連通を開閉する開閉弁をさらに有し、
　特定の錠剤取出ユニットの前記開閉弁を開放させることで前記供給管を介して前記特定
の錠剤取出ユニットに前記発生したイオンを供給することを特徴とする請求項２に記載の
錠剤供給装置。
【請求項４】
　前記除電ユニットが、
　前記除電するイオンを発生させるイオン発生部と、
　前記発生したイオンを前記錠剤取出ユニットに供給するイオン供給機構と、
　を備え、
　前記イオン供給機構は、
　送風部と、
　錠剤取出ユニットの錠剤シートから錠剤が取り出される面に連通している供給管を有し
、
　前記イオン供給機構は前記発生したイオンを前記送風部により送風し、かつ前記供給管
を介して前記送風したイオンを前記錠剤シートから錠剤が取り出される面に供給すること
を特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載の錠剤供給装置。
【請求項５】
　前記供給管は、前記発生したイオンを前記錠剤シートの錠剤が取り出される面に噴射す
るノズルをさらに有し、
　前記ノズルが前記錠剤シートから錠剤が取り出される真下ではない角度から前記送風し
たイオンを噴射すること特徴とする請求項４に記載の錠剤供給装置。
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【請求項６】
　複数の錠剤をそれぞれ錠剤収容部に封入した錠剤シートから錠剤を取り出して供給する
ために用いられ、
　錠剤シートを搬送する搬送機構と、錠剤収容部を押圧して錠剤を取り出す押出し機構と
を備える錠剤を取り出す錠剤取出しユニットと、
　前記錠剤取出しユニットを除電する除電ユニットと、
　を備える錠剤供給装置による錠剤供給方法であって、
　前記除電ユニットは、前記除電するイオンを発生させて当該発生したイオンを前記錠剤
取出ユニットに供給することを特徴とする錠剤供給方法。
【請求項７】
　錠剤を取り出す錠剤取出しユニットを備え、前記錠剤取出しユニットが、錠剤シートを
搬送する搬送機構と、錠剤収容部を押圧して錠剤を取り出す押出し機構とを有し、複数の
錠剤をそれぞれ錠剤収容部に封入した錠剤シートから錠剤を取り出して供給する錠剤供給
装置が備える前記錠剤取出しユニットを除電する除電ユニットであって、
　前記除電するイオンを発生させて当該発生したイオンを前記錠剤取出ユニットに供給す
ることを特徴とする除電ユニット。
【請求項８】
　錠剤を取り出す錠剤取出しユニットを備え、前記錠剤取出しユニットが、錠剤シートを
搬送する搬送機構と、錠剤収容部を押圧して錠剤を取り出す押出し機構とを有し、複数の
錠剤をそれぞれ錠剤収容部に封入した錠剤シートから錠剤を取り出して供給する錠剤供給
装置が備える前記錠剤取出しユニットを除電する除電ユニットによる除電方法であって、
　前記除電ユニットは、前記除電するイオンを発生させて当該発生したイオンを前記錠剤
取出ユニットに供給することを特徴とする除電方法。
 
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本発明は、錠剤供給装置、錠剤供給方法および除電ユニット、除電方法の技術に関する
。
 
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　本発明は、複数の錠剤をそれぞれ錠剤収容部に封入した錠剤シートから錠剤を取り出し
て供給する錠剤供給装置であって、錠剤シートを搬送する搬送機構と、錠剤収容部を押圧
して錠剤を取り出す押出し機構とを備える錠剤を取り出す錠剤取出ユニットと、前記錠剤
取出ユニットを除電する除電ユニットと、を備え、前記除電ユニットが前記除電するイオ
ンを発生させて当該発生したイオンを、前記錠剤取出ユニットに供給することを特徴とす
る。
 
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【０００８】
　また、前記除電ユニットが、前記除電するイオンを発生させるイオン発生部と、前記発
生したイオンを前記錠剤取出ユニットに供給するイオン供給機構と、を備え、前記イオン
供給機構は、送風部と、複数の錠剤取出ユニットに連通している供給管を有し、前記イオ
ン供給機構は前記発生したイオンを前記送風部により送風し、かつ前記供給管を介して前
記送風したイオンを複数の錠剤取出ユニットに一括供給することを特徴とする。
 
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　また、前記供給管は、錠剤取出ユニット毎に前記連通を開閉する開閉弁をさらに有し、
特定の錠剤取出ユニットの前記開閉弁を開放させることで前記供給管を介して前記特定の
錠剤取出ユニットに前記発生したイオンを供給することを特徴とする。
 
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　また、前記除電ユニットが、前記除電するイオンを発生させるイオン発生部と、前記発
生したイオンを前記錠剤取出ユニットに供給するイオン供給機構と、を備え、前記イオン
供給機構は、送風部と、錠剤取出ユニットの錠剤シートから錠剤が取り出される面に連通
している供給管を有し、前記イオン供給機構は前記発生したイオンを前記送風部により送
風し、かつ前記供給管を介して前記送風したイオンを前記錠剤シートから錠剤が取り出さ
れる面に供給することを特徴とする。
 
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　また、前記供給管は、前記発生したイオンを前記錠剤シートの錠剤が取り出される面に
噴射するノズルをさらに有し、前記ノズルが前記錠剤シートから錠剤が取り出される真下
ではない角度から前記送風したイオンを噴射すること特徴とする。
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