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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上下端で回転可能に支持したドラムの外周に複数の錠剤フィーダを着脱可能に取り付け
、前記各錠剤フィーダに収納した錠剤を処方に応じて供給する錠剤供給ユニットと、
　バイアル瓶を保持するアームを水平方向に旋回かつ進退可能に設けるとともに、垂直方
向に昇降可能に設け、前記錠剤供給ユニットの錠剤フィーダを駆動する駆動軸を設け、水
平方向の第１位置にて前記アームによりバイアル瓶を受け取り、第２位置にて前記駆動軸
により前記錠剤供給ユニットの錠剤フィーダを駆動して前記錠剤供給ユニットの錠剤フィ
ーダから排出される錠剤を前記バイアル瓶に受け入れ、第３位置にて前記バイアル瓶を引
き渡しする第１バイアル瓶受渡しアームユニットと、
　バイアル瓶を保持するアームを水平方向に旋回かつ進退可能に設けるとともに、垂直方
向に昇降可能に設け、水平方向の受取位置にて前記アームにより前記第１バイアル瓶受渡
しアームユニットからバイアル瓶を受け取り、排出位置にて前記バイアル瓶を排出する第
２バイアル瓶受渡しアームユニットと、
を備えたことを特徴とする錠剤充填装置。
【請求項２】
　前記第１バイアル瓶受渡しアームユニットは、前記錠剤供給ユニットのドラムの外側に
配置されていることを特徴とする請求項１に記載の錠剤充填装置。
【請求項３】
　前記第２バイアル瓶受渡しアームユニットは、前記受取位置と前記排出位置との間のキ
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ャッピング位置にて前記バイアル瓶をキャッピング部に受け渡しすることを特徴とする請
求項１又は２に記載の錠剤充填装置。
【請求項４】
　前記錠剤供給ユニットを複数互いに隣接して設け、前記複数の錠剤供給ユニットの間に
前記第１バイアル瓶受渡しアームユニットを１つ設け、前記複数の錠剤供給ユニットの錠
剤フィーダから排出される錠剤を前記第１バイアル瓶受渡しアームユニットに保持した前
記バイアル瓶に受け入れる請求項１から３のいずれかに記載の錠剤充填装置。
【請求項５】
　前記第２バイアル瓶受渡しアームユニットは、前記複数の錠剤供給ユニットの間に設け
たことを特徴とする請求項４に記載の錠剤充填装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は処方に応じて錠剤をバイアル瓶に充填する錠剤充填装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の錠剤供給装置は、例えば特許文献１に示すように、錠剤を収納した錠剤フィーダ
をモータベースに装着し、モータベースの内蔵モータから駆動力を受けて錠剤フィーダ内
のロータを回転させ、ロータに設けた溝に錠剤を保持し、錠剤フィーダの出口から、モー
タベース内の錠剤通路を通って、モータベースを取り付けた取付板の裏側に排出する構成
になっている。
【特許文献１】特開平１１－０７０９０１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかし、多数の錠剤フィーダを必要とする大型の錠剤充填装置では、個々のモータベー
スに内蔵するモータも錠剤フィーダの数だけ必要となるので、モータの制御が複雑になる
うえ、コストアップを招来する。そこで、近年、個々のモータベースの内蔵モータを廃止
して単なる装着ベースとし、ロボットアーム等の外部の単一の駆動手段を装着ベースの取
付板の裏側から接近させて錠剤フィーダのロータに動力を提供するようにしたものが提案
され、本願出願人により特願２００５－０５２００８号にて出願されている。
【０００４】
　しかし、このように装着ベースの取付板の裏側にロボットアームを設けるとロボットア
ームの駆動範囲が大きく、装置が大型化するという問題がある。
【０００５】
　本願発明は、バイアル瓶を保持するアームの駆動範囲が小さく、装置が小型化できる錠
剤充填装置を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本願発明は、
　上下端で回転可能に支持したドラムの外周に複数の錠剤フィーダを着脱可能に取り付け
、前記各錠剤フィーダに収納した錠剤を処方に応じて供給する錠剤供給ユニットと、
　バイアル瓶を保持するアームを水平方向に旋回かつ進退可能に設けるとともに、垂直方
向に昇降可能に設け、前記錠剤供給ユニットの錠剤フィーダを駆動する駆動軸を設け、水
平方向の第１位置にて前記アームによりバイアル瓶を受け取り、第２位置にて前記駆動軸
により前記錠剤供給ユニットの錠剤フィーダを駆動して前記錠剤供給ユニットの錠剤フィ
ーダから排出される錠剤を前記バイアル瓶に受け入れ、第３位置にて前記バイアル瓶を引
き渡しする第１バイアル瓶受渡しアームユニットと、
　バイアル瓶を保持するアームを水平方向に旋回かつ進退可能に設けるとともに、垂直方
向に昇降可能に設け、水平方向の受取位置にて前記アームにより前記第１バイアル瓶受渡
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しアームユニットからバイアル瓶を受け取り、排出位置にて前記バイアル瓶を排出する第
２バイアル瓶受渡しアームユニットと、
を備えたものである。
　ここで、前記第２バイアル瓶受渡しアームユニットは、前記受取位置と前記排出位置と
の間のキャッピング位置にて前記バイアル瓶をキャッピング部に受け渡しすることが好ま
しい。
【０００７】
　前記構成によれば、第１バイアル瓶受渡しアームユニットを水平方向の第１位置に旋回
させてバイアル瓶を受取った後、第２位置に旋回させ、ここで錠剤供給ユニットを回転さ
せて処方に応じた錠剤を収納した錠剤フィーダを第１バイアル瓶受渡しアームユニットに
対向させ、錠剤フィーダからバイアル瓶に錠剤の供給を受け、さらに第３位置に旋回させ
る。一方、第２バイアル瓶受渡しアームユニットを受取位置に旋回させて第１バイアル瓶
受渡しアームユニットからバイアル瓶を受け取った後、排出位置に旋回してバイアル瓶を
排出する。
【０００８】
　前記錠剤供給ユニットを複数互いに隣接して設け、前記複数の錠剤供給ユニットの間に
前記第１バイアル瓶受渡しアームユニットを１つ設け、前記複数の錠剤供給ユニットの錠
剤フィーダから排出される錠剤を前記第１バイアル瓶受渡しアームユニットに保持した前
記バイアル瓶に受け入れるようにすることが好ましい。このようにすると、１つのバイア
ル瓶受渡しアームユニットを旋回させるだけで、隣接する複数の錠剤供給ユニットから錠
剤の供給を受けることができ、装置が小型化する。
【０００９】
　前記第２バイアル瓶受渡しアームユニットは、前記複数の錠剤供給ユニットの間に設け
ことが好ましい。このようにすると、複数の錠剤供給ユニットの間の空間を有効に利用す
ることができ、装置が小型化する。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、第１バイアル瓶受渡しアームユニットを旋回させるだけで、バイアル
瓶を受け取り、錠剤供給ユニットから錠剤の供給を受けることができ、また第２バイアル
瓶受渡しアームユニットを旋回させるだけで、バイアル瓶を第１バイアル瓶受渡しアーム
ユニットから受け取り、バイアル瓶を排出することができるので、バイアル瓶を保持する
アームの駆動範囲が小さく、装置が小型化できるという効果を有する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施形態を添付図面を参照して説明する。
【００１２】
　図１は、本発明を適用した錠剤充填装置１の外観を示す。錠剤充填装置１の正面中央に
設けた中央扉２には、錠剤が充填されキャップ３で閉鎖されたバイアル瓶４が内側から載
置される９個の取出棚５が設けられている。取出棚５は、バイアル瓶４を取り出し易いよ
うに前方に突出し、湾曲している。取出棚５の上方には、錠剤充填装置１を操作し必要な
情報を表示する操作表示画面６が設けられている。取出棚５の左方には大小のキャップ３
ａ，３ｂを投入するためのキャップ投入口７ａ，７ｂが形成されている。中央扉２の両側
には錠剤フィーダ２１の着脱時に開閉する左右扉８ａ，８ｂが設けられている。左扉８ａ
の下方には内部装置の点検用の扉９ａ、中央扉２の下方にも内部装置の点検用の引出し９
ｂ、右扉８ｂの下方には大小のバイアル瓶４ａ，４ｂを投入するための２つの扉１０ａ，
１０ｂが設けられている。
【００１３】
　図２は、錠剤充填装置の扉等を取り外した正面図、図３は外装板を取り外した背面図、
図４は図２のIV-IV線断面図、図５は図２のV-V線断面図である。これらの図を参照すると
、錠剤充填装置１は、２つのバイアル瓶供給ユニット１１、バイアル瓶搬送ベルト１２、



(4) JP 4910481 B2 2012.4.4

10

20

30

40

50

バイアル瓶搬送アームユニット１３、ラベリングユニット１４、バイアル瓶リフトユニッ
ト１５、２つの錠剤供給ユニット１６、第１バイアル瓶受渡しアームユニット１７、第２
バイアル瓶受渡しアームユニット１８、キャップ供給ユニット１９、キャッピングユニッ
ト２０とからなっている。
【００１４】
バイアル瓶供給ユニット１１は、正面から見て右下部に２つ設けられ、それぞれ大小２つ
のバイアル瓶４を保管し、処方に応じた錠剤を収容するのに必要なバイアル瓶４を取り出
して供給する。
【００１５】
　バイアル瓶搬送ベルト１２は、前記バイアル瓶供給ユニット１１の背面に設けられ、中
央に向かって水平に延び、前記バイアル瓶供給ユニット１１から供給されたバイアル瓶４
をバイアル瓶搬送アームユニット１３に搬送する。
【００１６】
　バイアル瓶搬送アームユニット１３は、前記バイアル搬送ベルト１２の終端に位置し、
バイアル瓶搬送ベルト１２から搬送されてくるバイアル瓶４を上方に開口するように方向
変換し、ラベリングユニット１４及びバイアル瓶リフトユニット１５に搬送する。
【００１７】
　ラベリングユニット１４は、正面から見て左下部に位置し、バイアル瓶搬送アームユニ
ット１３から搬送されてくるバイアル瓶４にラベルを貼り付ける。
【００１８】
　バイアル瓶リフトユニット１５は、前記ラベリングユニット１４と前記バイアル瓶搬送
アームユニット１３の間に位置し、前記ラベリングユニット１４でラベルが貼り付けられ
たバイアル瓶４を上昇させて、第１バイアル瓶受渡しアームユニット１７に引き渡す。
【００１９】
　錠剤供給ユニット１６は、正面から見て左右に位置し、回転可能なドラムの周囲に取り
付けられた多数の錠剤フィーダ２１を有し、錠剤フィーダ２１から処方に応じた錠剤を排
出して前記第１バイアル瓶受渡しアームユニットに保持されたバイアル瓶４に供給する。
【００２０】
　第１バイアル瓶受渡しアームユニット１７は、前記２つの錠剤供給ユニット１６の間で
、かつ、背面側に位置し、前記バイアル瓶リフトユニット１５からバイアル瓶４を受け取
り、前記錠剤供給ユニット１６の任意の錠剤フィーダまで移動し、処方に応じた錠剤が充
填されると、バイアル瓶４を第２バイアル瓶受渡しアームユニット１８に引き渡す。
【００２１】
　第２バイアル瓶受渡しアームユニット１８は、前記２つの錠剤供給ユニット１６の間で
、かつ、正面側に位置し、第１バイアル瓶受渡しアームユニット１７から受け取ったバイ
アル瓶４をキャッピングユニット１９に引き渡し、キャッピングされたバイアル瓶４を取
出棚５に載置する。
【００２２】
　キャップ供給ユニット１９は、前記第２バイアル瓶受渡しアームユニット１８の正面か
らみて左側に位置し、バイアル瓶４を閉じるのに使用する大小２種類のキャップ３を収容
し、いずれかのキャップ３を一つずつ供給する。
【００２３】
　キャッピングユニット２０は、前記キャップ供給ユニット１９の下方に位置し、第２バ
イアル瓶受渡しアームユニット１８から受け取ったバイアル瓶４に、キャップ供給ユニッ
ト１９から供給されるキャップ３を取り付ける。
【００２４】
　以下、本発明のバイアル瓶供給装置である錠剤供給ユニット１６と、第１バイアル瓶受
渡しアームユニット１７、第２バイアル瓶受渡しアームユニット１８について詳細に説明
する。
【００２５】
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＜錠剤供給ユニット＞
　図６は、錠剤供給ユニット１６を示す。錠剤供給ユニット１６は略円筒状のドラム１０
１を有している。ドラム１０１の下端に設けた下板１０２は、装置本体１ａに固定された
モータ１０３の駆動筒１０４のフランジ１０４ａに載置されている。ドラム１０１の上端
に設けた上板１０５の外周は、装置本体１ａに取り付けた複数のローラ１０６に支持され
ている。モータ１０３の駆動筒１０４は、モータ１０３の外側に被せられ、モータ１０３
の駆動軸１０３ａに固着した駆動板１０７に取り付けられている。これにより、モータ１
０３はドラム１０１の内部に位置し、ドラム１０１の外側にはモータ１０３や駆動ギヤが
存在しないので、構造が簡単で、大型化が防止されている。
【００２６】
　ドラム１０１の外面には、錠剤フィーダ２１を装着するための多数の装着ベース１０８
が周方向及び垂直方向に取り付けられている。ドラム１０１の外面の一部には、図７に示
すように垂直方向に複数のクリップ１０９が取り付けられ、バイアル瓶４を仮置きできる
ようになっている。
【００２７】
　錠剤フィーダ２１は、図８に示すように、多数の錠剤が収容される容器の形状を有し、
底に設けたロータ１１０の回転によってロータ１１０の外周に形成した図１１に示す溝１
１１に錠剤Ｔを保持して錠剤出口１１２から排出するものである。図９（ｂ）に示すよう
に、錠剤フィーダ２１の底から突出するロータ１１１の回転軸１１０ａには駆動ギヤ１１
３が取り付けられ、この駆動ギヤ１１３が中間ギヤ１１４を介してウォームギヤ１１５に
連結されている。ウォームギヤ１１５は外部から動力の供給を受けて回転するようになっ
ている。このために、ウォームギヤ１１５の先端には第１バイアル瓶受渡しアームユニッ
ト１７のアーム２０２の駆動軸２１４が係合する係合部１１５ａが設けられている。錠剤
フィーダ２１の錠剤出口１１２は、錠剤フィーダ２１の表側（装着したときに表になる側
）の底に形成されている。錠剤フィーダ２１の表側には、錠剤出口１１２の近傍にガイド
ユニット１１６が取り付けられている。ガイドユニット１１６の側方にはハンドル１１７
が取り付けられ、上方には切欠き１１８が形成されている。
【００２８】
　前記錠剤フィーダ２１のガイドユニット１１６は、固定ガイド部材１１９、開閉部材１
２０及び可動ガイド部材１２１を有している。
【００２９】
　固定ガイド部材１１９は、図１０（ｂ）に示すように、錠剤フィーダ２１の表側の外面
に取り付けられた基部１１９ａと、この基部１１９ａの両端から下方に延びさらに水平に
延びて錠剤出口１１２の両側に至る両側面部１１９ｂと、両側面部１１９ｂの先端を連結
する傾斜板１１９ｃとからなっている。両側面部１１９ｂは横板１２２で連結されている
。両側面部１１９ｂの上端にはＵ字形に切り欠かれた軸孔１２３と、この軸孔１２３を中
心とする円弧状に切り欠かれた溝１２４が形成されている。さらに、両側面部１１９ｂの
外面には、突片１２５が形成されている。また、両側面部１１９ｂには錠剤出口１１２か
ら排出される錠剤を検出するための光が通過するスリット１２６が形成されている。傾斜
板１１９ｃは、錠剤出口１１２から錠剤フィーダ２１の表側に向かって斜め下方に傾斜し
ている。
【００３０】
　開閉部材１２０は、図１０（ａ）に示すように、水平な支軸１２７の回りに駆動片１２
８、ストッパ１２９、カバー１３０を設けるとともに、ストッパ１２９の先端よりの両端
にピン１３１を突設したものである。支軸１２７は前記固定ガイド部材１１９の軸孔１２
３に嵌合され、ピン１３１は前記固定ガイド部材１１９の溝１２４に嵌入している。さら
に、ピン１３１にはコイルばね１３２の一端が装着され、各コイルばね１３２の他端は錠
剤フィーダ２１の本体に係止されている。これにより、開閉部材１２０は、図１１におい
て反時計回りに付勢され、駆動片１２８は直立し、ストッパ１２９は前記固定ガイド部材
１１９の基部１１９ａに下方から当接し、カバー１３０は前記固定ガイド部材１１９の傾



(6) JP 4910481 B2 2012.4.4

10

20

30

40

50

斜板１１９ｃの下端に近接している。なお、コイルばね１３２の代わりに、捻りばねを支
軸１２７に装着してもよい。この場合、捻りばねの一端を固定ガイド部材１１９の突片１
２５に係止し、他端をピン１３１に係止する。
【００３１】
　可動ガイド部材１２１は、図１０（ｃ）に示すように、垂直方向に延びさらに水平方向
に延びて錠剤出口１１２の両側に至る一対の両側部１２１ａと、この両側部１２１ａの先
端を連結する傾斜板１２１ｂとからなっている。可動ガイド板１２１は固定ガイド板１１
９より大きく、固定ガイド板１１９の外側に位置している。また、傾斜板１２１ｂは、錠
剤出口１１２から錠剤フィーダ２１の表側に向かって斜め下方に傾斜している。両側部１
２１ａには軸孔１３３と、この軸孔１３３を中心とする円弧状の長孔１３４が形成されて
いる。軸孔１３３には前記開閉部材１２０の支軸１２７が嵌合され、長孔１３４には前記
開閉部材１２０のピン１３１が嵌入している。これにより、可動ガイド部材１２１は、図
の収納位置と図の動作位置の間で回動可能になっている。
【００３２】
　前記構成のガイドユニット１１６の動作を説明すると、通常状態では、図１１（ａ）に
示すように、可動ガイド部材１２１は収納位置にあって、可動ガイド部材１２１の傾斜板
１２１ｂが固定ガイド部材１１９の傾斜板１１９ｃに重複して収納されており、下方に位
置する錠剤フィーダ２１と干渉しないので、下方に位置する錠剤フィーダ２１の着脱が可
能となる。また、開閉部材１２０のカバー１３０が固定ガイド部材１１９の傾斜板１１９
ｃの下端に近接しているので、錠剤出口１１２からの錠剤Ｔの排出路が閉鎖されるので、
錠剤フィーダ２１の着脱時に錠剤出口１１２に引っ掛かっていた錠剤Ｔが零れ落ちること
がない。
【００３３】
　バイアル瓶４を保持した第１バイアル瓶受渡しアームユニット１７のアーム２０２が錠
剤フィーダ２１に接近し、前記アーム２０２に設けた押圧片２１７がガイドユニット１１
６の駆動片１２８を押し倒すと、ガイドユニット１１６の開閉部材１２０がコイルばね１
３２の付勢力に抗して図１１（ｂ）に示すように反時計回りに回動し、固定ガイド部材１
１９の傾斜板１１９ｃから大きく離隔し、やや遅れてピン１３１が可動ガイド部材１２１
の長孔１３４の端部を押圧する結果、可動ガイド部材１２１も反時計回りに回動し、図１
１（ｂ）に示すように動作位置に移動する。この状態では、可動ガイド部材１２１の傾斜
板１２１ｂと、固定ガイド部材１１９の傾斜板１１９ｃが連続し、長い傾斜面を形成する
。なお、可動ガイド部材１２１の傾斜板１２１ｂは下方の錠剤フィーダ２１の切欠き１１
８に入るので、下方の錠剤フィーダ２１に当たることはない。また、図１２に示すように
、バイアル瓶４も下方の錠剤フィーダ２１の切欠き１１８に入るので、下方の錠剤フィー
ダ２１に当たることはない。
【００３４】
　錠剤フィーダ２１のロータ１１０が第１バイアル瓶受渡しアームユニット１７の駆動軸
２１４より動力の供給を受けると、錠剤が錠剤出口１１２より排出され、固定ガイド部材
１１９の両側面部１１９ｂ、傾斜板１１９ｃ、可動ガイド部材１２１の両側面部１２１ａ
、傾斜板１２１ｂに囲まれた錠剤通路を通ってバイアル瓶４に導入される。
【００３５】
＜第１バイアル瓶受渡しアームユニット＞
　図１３（ａ），（ｂ）は、第１バイアル瓶受渡しアームユニット１７の正面図及び側面
図、図１４（ａ），（ｂ）は、第１バイアル瓶受渡しアームユニット１７のアーム２０２
の平面図及び側面図を示す。第１バイアル瓶受渡しアームユニット１７は、旋回フレーム
２０１とアーム２０２からなっている。
【００３６】
　旋回フレーム２０１は、上下端が屈曲された細長い板状で、下端の軸２０３ａが装置本
体１ａに回転可能に取り付けられ、上端の軸２０３ｂが装置本体１ａに固定されたモータ
２０４の駆動軸に固定されて、モータ２０４の回転により軸２０３ａ，２０３ｂを中心に
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旋回するようになっている。旋回フレーム２０１は、上下端部に設けたローラ２０５に掛
け渡されたベルト２０６を有している。ベルト２０６は、上端部のローラ２０５がモータ
２０７により回転駆動されることにより、上下に走行するようになっている。
【００３７】
　アーム２０２は、図１４に示すように、アームベース２０８と、伸縮アーム２０９、傾
斜アーム２１０、把持部材２１１からなっている。
【００３８】
　アームベース２０８は、上方から見て略Ｕ字形の形状を有し、前記旋回フレーム２０１
のベルト２０６に取り付けられ、前記ベルト２０６の走行により前記旋回フレーム２０１
に沿って昇降可能になっている。
【００３９】
　伸縮アーム２０９は、上方から見て略Ｕ字形の形状を有し、前記アームベース２０８の
内側に位置し、アームベース２０８にモータ２１２とラックアンドピニオン機構２１３に
より水平方向に進退可能に取り付けられている。伸縮アーム２０９の片方の先端には、前
記錠剤フィーダ２１のウォームギヤ１１５の係合部１１５ａに係合し、図示しないモータ
により回転駆動して、前記錠剤フィーダ２１のウォームギヤ１１５を回転させる駆動軸２
１４が取り付けられている。伸縮アーム２０９の内側には、上方から見てＵ字形のセンサ
取付台２１５が取り付けられ、該センサ取付台２１５に前記錠剤フィーダ２１から排出さ
れる錠剤の数をカウントする１対の計数センサ２１６が取り付けられている。また、セン
サ取付台２１５には、前記錠剤フィーダ２１のガイドユニット１１６の駆動片１２８を押
圧する押圧片２１７が取り付けられている。
【００４０】
　傾斜アーム２１０は、伸縮アーム２０９の内側に位置し、伸縮アーム２０９に軸２１８
を中心に揺動可能に取り付けられ、モータ２１９により水平位置と傾斜位置の間で揺動可
能になっている。
【００４１】
　１対の把持部材２１１は、揺動アーム２１０に取り付けられ、モータ２２０により互い
に接離する方向に移動してバイアル瓶４を把持できるようになっている。
【００４２】
　前記第１バイアル瓶受渡しアームユニット１７は、図１５に示すように、旋回フレーム
２０１の回動により、前記バイアル瓶リフトユニット１５に載置されて上昇してきたバイ
アル瓶４と対向するバイアル瓶受取り位置（第１位置Ｐ１）と、前記一方の錠剤供給ユニ
ット１６の錠剤フィーダ２１と対向する第１錠剤充填位置（第２位置Ｐ２）と、前記他方
の錠剤供給ユニット１６の錠剤フィーダ２１と対向する第２錠剤充填位置（第３位置Ｐ３
）と、後述する第２バイアル瓶受渡しアームユニット１８のアーム３０２と対向するバイ
アル瓶引渡し位置（第４位置Ｐ４）とに旋回可能になっている。
【００４３】
　前記構成からなる第１バイアル瓶受渡しアームユニット１７の動作を説明する。前記バ
イアル瓶供給ユニット１１から供給されたバイアル瓶４が前記バイアル瓶搬送ベルト１２
によりバイアル瓶搬送アーム１３に引き渡され、前記ラベリングユニット１４によりラベ
ルが貼り付けられ、前記バイアル瓶リフトユニット１５により上昇してくると、第１バイ
アル瓶受渡しアームユニット１７は、旋回フレーム２０１を第１位置Ｐ１に旋回させ、ア
ーム２０２を下降させて把持部材２１１により前記バイアル瓶リフトユニット１５からバ
イアル瓶４を受け取る。
【００４４】
　バイアル瓶４を受け取ると、第１バイアル瓶受渡しアームユニット１７は、旋回フレー
ム２０１を第２位置Ｐ２又は第３位置Ｐ３に旋回させるとともにアーム２０２を昇降させ
て、処方に該当する錠剤が収容された錠剤フィーダ２１と対向させる。次に、アーム２０
２の傾斜アーム２１０を傾斜位置に傾動させバイアル瓶４を傾斜させた状態で、伸縮アー
ム２０９を先進させる。このとき、伸縮アーム２０９の押圧片２１７が錠剤フィーダ２１
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のガイドユニット１１６の駆動片１２８を押圧し、前述したようにガイドユニット１１６
の動作により錠剤通路が形成される。また、伸縮アーム２０９の駆動軸２１４が前記錠剤
フィーダ２１のウォームギヤ１１５の係合部１１５ａに係合する。ここで、駆動軸２１４
を駆動すると、錠剤フィーダ２１が作動して錠剤が錠剤出口１１２より排出さ、錠剤通路
を通ってバイアル瓶４に導入される。
【００４５】
　バイアル瓶４に錠剤が充填されると、第１バイアル瓶受渡しアームユニット１７は、旋
回フレーム２０１を第４位置Ｐ４に旋回させるとともにアーム２０２を昇降させて、錠剤
が充填されたバイアル瓶４を第２バイアル瓶受渡しユニット１８に引き渡す。
【００４６】
＜第２バイアル瓶受渡しアームユニット＞
　図１６（ａ），（ｂ）は第２バイアル瓶受渡しアームユニット１８の正面図、側面図、
図１７は、図１６（ｂ）の拡大底面図を示す。第２バイアル瓶受渡しアームユニット１８
は、旋回フレーム３０１と、アーム３０２からなっている。
【００４７】
　旋回フレーム３０１は、上下端が屈曲された細長い板状で、下端の軸３０３ａが装置本
体１ａに回転可能に取り付けられ、上端の軸３０３ｂが装置本体１ａに固定されたモータ
３０４の駆動軸に固定されて、モータ３０４の回転により軸３０３ａ，３０３ｂを中心に
旋回するようになっている。旋回フレーム３０１は、上下端部に設けたローラ３０５に掛
け渡されたベルト３０６を有している。ベルト３０６は、上端部のローラ３０５がモータ
３０７により回転駆動されることにより、上下に走行するようになっている。
【００４８】
　アーム３０２は、図１７に示すように、アームベース３０８と、伸縮アーム３０９、把
持部材３１０からなっている。アームベース３０８は、前記旋回フレーム３０１のベルト
３０６に取り付けられ、前記ベルト３０６の走行により前記旋回フレーム３０１に沿って
昇降可能になっている。伸縮アーム３０９は、前記アームベース３０８の下面に、モータ
３１１とラックアンドピニオン機構３１２により水平方向に進退可能に取り付けられてい
る。１対の把持部材３１０は、伸縮アーム３０９に取り付けられ、モータ３１３により互
いに接離する方向に移動してバイアル瓶４を把持できるようになっている。
【００４９】
　前記第２バイアル瓶受渡しアームユニット１８は、図１５に示すように、旋回フレーム
３０１の回動により、前記第１バイアル瓶受渡しアームユニット１７のアーム２０２と対
向するバイアル瓶受取り位置（第１位置Ｐ１）と、キャッピングユニット２０と対向する
キャッピング位置（第２位置Ｐ２）と、取出棚５と対向する複数の排出位置（第３位置Ｐ
３）とに旋回可能になっている。
【００５０】
　前記構成からなる第２バイアル瓶受渡しアームユニット１８の動作を説明する。錠剤が
充填されたバイアル瓶４が前記第１バイアル瓶受渡しユニット１７のアーム２０２により
搬送されてくると、第２バイアル瓶受渡しアームユニット１８は、旋回アーム３０１を第
１位置Ｐ１に旋回させ、アーム３０１を昇降させて把持部材３１０により前記第１バイア
ル瓶受渡しユニット１７からバイアル瓶４を受け取る。
【００５１】
　バイアル瓶４を受け取ると、第２バイアル瓶受渡しアームユニット１７は、旋回アーム
３０１を第２位置Ｐ２に旋回させるとともにアーム３０２を昇降させて、錠剤が充填され
たバイアル瓶４をキャッピングユニット２０に引き渡す。キャッピングユニット２０によ
りバイアル瓶４にキャップ３が取り付けられると、第２バイアル瓶受渡しアームユニット
１８は、旋回アーム３０１を第３位置Ｐ３に旋回させるとともにアーム３０２を昇降させ
て、キャップ３で閉栓されたバイアル瓶４を取出棚５のいずれかに載置する。
【００５２】
　これにより、オペレータは、装置の外側から取出棚５に載置されたバイアル瓶４を取り
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【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本発明を適用した錠剤充填装置１の斜視図。
【図２】錠剤充填装置の扉等を取り外した正面図。
【図３】錠剤充填装置の外装板を取り外した背面図。
【図４】図２のIV-IV線断面図。
【図５】図２のV-V線断面図。
【図６】錠剤供給ユニットの正面図。
【図７】錠剤供給ユニットの平面図。
【図８】錠剤フィーダとその装着ベースの斜視図。
【図９】錠剤フィーダの側面図（ａ）及び底面図（ｂ）。
【図１０】錠剤フィーダのガイドユニットの開閉部材、固定ガイド部材、可動ガイド部材
の側面図及び正面図。
【図１１】錠剤フィーダのガイドユニットの非動作時（ａ）及び動作時（ｂ）を示す側面
図。
【図１２】錠剤フィーダバイアル瓶に錠剤を充填する状況を示す側面図。
【図１３】第１バイアル瓶受渡しアームユニットの正面図（ａ）及び側面図（ｂ）。
【図１４】第１バイアル瓶受渡しアームユニットのアームの平面図（ａ）及び側面図（ｂ
）。
【図１５】第１，第２バイアル瓶受渡しアームユニットの動作範囲を示す平面図。
【図１６】第２バイアル瓶受渡しアームユニットの正面図（ａ）及び側面図（ｂ）。
【図１７】第２バイアル瓶受渡しアームユニットのアームの底面図。
【符号の説明】
【００５４】
　　４　バイアル瓶
　１６　錠剤供給ユニット
　２１　錠剤フィーダ
　２０　キャッピングユニット
　１７　第１バイアル瓶受渡しアームユニット
　１８　第２バイアル瓶受渡しアームユニット
１０１　ドラム
２０２　アーム
３０２　アーム
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