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(57)【要約】
【課題】薬剤分包装置の使用中に薬剤の量が不足する場
合に、当該薬剤分包装置の動作のための柔軟な対応を可
能にする。
【解決手段】薬剤分包装置１は、量り取り部３０と、分
包部３３と、制御部５０と、を備える。制御部５０は、
調剤データに基づいて、量り取り部３０及び分包部３３
を制御する。制御部５０は、薬剤容器から中間容器に供
給した薬剤が調剤データに基づく目標量に対して不足す
る場合に、当該薬剤を全服用分収容する外部計量容器を
当該薬剤分包装置に導入する外部計量対応を行う。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　薬剤を薬剤容器から中間容器に量り取る量り取り部と、
　前記量り取り部により前記中間容器に量り取られた薬剤を分包する分包部と、
　調剤データに基づいて、前記量り取り部及び前記分包部を制御する制御部と、を備え、
　前記制御部は、
　前記調剤データに含まれる薬剤情報が示す薬剤のそれぞれについて全服用分を量り取る
ように、前記量り取り部を制御し、
　前記量り取り部によって量り取られた薬剤を一服用分ごとに分包するように、前記分包
部を制御する薬剤分包装置であって、
　前記制御部は、
　前記薬剤容器から前記中間容器に供給された薬剤が調剤データに基づく目標量に対して
不足する場合に、当該薬剤を全服用分収容する外部計量容器を当該薬剤分包装置に導入す
る外部計量対応を行うことを特徴とする薬剤分包装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の薬剤分包装置であって、
　前記外部計量対応が行われる場合に、前記薬剤容器から供給された薬剤を収容する前記
中間容器を、当該薬剤分包装置の外部に取出可能な状態とすることを特徴とする薬剤分包
装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の薬剤分包装置であって、
　前記中間容器を搬送することが可能な搬送部を更に備え、
　前記制御部は、前記外部計量対応が行われる場合に、当該薬剤分包装置の外部に取出可
能な一時位置に前記中間容器を搬送するように、前記搬送部を制御することを特徴とする
薬剤分包装置。
【請求項４】
　請求項１から３までの何れか一項に記載の薬剤分包装置であって、
　前記中間容器の情報記録部材に情報を記録させることができる記録用情報処理装置を更
に備え、
　前記外部計量対応が行われる場合に、前記記録用情報処理装置は、前記情報記録部材に
、当該中間容器に入っている薬剤に係る調剤データを記録させることを特徴とする薬剤分
包装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の薬剤分包装置であって、
　前記外部計量対応が行われる場合に、前記記録用情報処理装置は、前記情報記録部材に
、当該中間容器に入っている薬剤の量、及び、前記目標量に対する薬剤の不足量のうち、
少なくとも何れかを記録させることを特徴とする薬剤分包装置。
【請求項６】
　請求項１から５までの何れか一項に記載の薬剤分包装置であって、
　前記中間容器の表示部における表示内容を変更することができる表示用情報処理装置を
更に備え、
　前記外部計量対応が行われる場合に、前記表示用情報処理装置は、前記表示部に、当該
中間容器に入っている薬剤の情報を表示させることを特徴とする薬剤分包装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の薬剤分包装置であって、
　前記外部計量対応が行われる場合に、前記表示用情報処理装置は、前記表示部に、前記
中間容器に入っている薬剤の量、及び、前記目標量に対する薬剤の不足量のうち、少なく
とも何れかを表示させることを特徴とする薬剤分包装置。
【請求項８】
　請求項５に記載の薬剤分包装置と、
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　計量装置と、
を備える調剤システムであって、
　前記計量装置は、前記中間容器の前記情報記録部材に記録された情報を読み取った結果
に基づいて、計量対象となる薬剤の情報を取得することを特徴とする調剤システム。
【請求項９】
　請求項８に記載の調剤システムであって、
　前記目標量に対して不足する薬剤の計量が前記計量装置により行われると、前記計量装
置は、前記薬剤分包装置に計量結果を送信することを特徴とする調剤システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、薬剤分包装置及び調剤システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、薬剤を所定の量ずつ分けて包装材で包装する薬剤分包装置が知られている。
特許文献１は、この種の薬剤分包装置を開示する。
【０００３】
　特許文献１の散薬分包装置は、散薬（薬剤）の量り取りと分包とを行うことができる。
この薬剤分包装置では、具体的には、散薬分包装置内の自動式薬品容器（薬剤容器）に収
容された散薬を分配皿まで移動させて、重量を測定しながら分配皿に散薬を排出する。分
配皿に排出された散薬は、分配されながら所定の量ずつ包装材で包装される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第５９５３４７１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の構成は、計量を行いながら自動式薬品容器に収容された散薬を排出する構
成であり、自動式薬品容器について予め将来発生し得る散薬の不足を報知するようになっ
ている。この不足は、散薬分包装置の外部において自動式薬品容器に散薬を充填すること
で解消され得る。しかし、この構成は、散薬分包装置の使用中に散薬が不足した場合を考
慮するものではない。そこで、散薬分包装置の使用中に散薬が不足した場合であっても分
包を行うことができるように柔軟に対応できることが望まれていた。
【０００６】
　本発明は以上の事情に鑑みてされたものであり、その目的は、薬剤分包装置の使用中に
薬剤の量が不足する場合に、当該薬剤分包装置の柔軟な対応を可能にすることにある。
【課題を解決するための手段及び効果】
【０００７】
　本発明の解決しようとする課題は以上の如くであり、次にこの課題を解決するための手
段とその効果を説明する。
【０００８】
　本発明の第１の観点によれば、以下の構成の薬剤分包装置が提供される。即ち、この薬
剤分包装置は、量り取り部と、分包部と、制御部と、を備える。前記量り取り部は、薬剤
を薬剤容器から中間容器に量り取る。前記分包部は、前記量り取り部により前記中間容器
に量り取られた薬剤を分包する。前記制御部は、調剤データに基づいて、前記量り取り部
及び前記分包部を制御する。前記制御部は、前記調剤データに含まれる薬剤情報が示す薬
剤のそれぞれについて全服用分を量り取るように、前記量り取り部を制御する。前記制御
部は、前記量り取り部によって量り取られた薬剤を一服用分ごとに分包するように、前記
分包部を制御する。前記制御部は、前記薬剤容器から前記中間容器に供給された薬剤が調
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剤データに基づく目標量に対して不足する場合に、当該薬剤を全服用分収容する外部計量
容器を当該薬剤分包装置に導入する外部計量対応を行う。
【０００９】
　これにより、中間容器に供給された薬剤の量が不足する場合でも、外部計量によって補
うことができる。その結果、薬剤分包装置の使用中に薬剤の量が不足する場合でも、当該
薬剤分包装置が動作を行うための柔軟な対応が可能になる。
【００１０】
　前記の薬剤分包装置は、前記外部計量対応が行われる場合に、前記薬剤容器から供給さ
れた薬剤を収容する前記中間容器を、当該薬剤分包装置の外部に取出可能な状態とするこ
とが好ましい。
【００１１】
　これにより、オペレータが中間容器を外部計量のために取り出すことができる。
【００１２】
　前記の薬剤分包装置においては、以下の構成とすることが好ましい。即ち、前記の薬剤
分包装置は、前記中間容器を搬送することが可能な搬送部を更に備える。前記制御部は、
前記外部計量対応が行われる場合に、当該薬剤分包装置の外部に取出可能な一時位置に前
記中間容器を搬送するように、前記搬送部を制御する。
【００１３】
　これにより、中間容器の搬送により、当該中間容器の外部への取出しを実現することが
できる。
【００１４】
　前記の薬剤分包装置においては、以下の構成とすることが好ましい。即ち、この薬剤分
包装置は、前記中間容器の情報記録部材に情報を記録させることができる記録用情報処理
装置を更に備える。前記外部計量対応が行われる場合に、前記記録用情報処理装置は、前
記情報記録部材に、当該中間容器に入っている薬剤に係る調剤データを記録させる。
【００１５】
　これにより、中間容器を介して、情報の受け渡しを行うことができる。
【００１６】
　前記の薬剤分包装置においては、前記外部計量対応が行われる場合に、前記記録用情報
処理装置は、前記情報記録部材に、当該中間容器に入っている薬剤の量、及び、前記目標
量に対する薬剤の不足量のうち、少なくとも何れかを記録させることが好ましい。
【００１７】
　これにより、情報記録部材に記録された情報に基づいて、外部計量のために必要な情報
を得ることができる。
【００１８】
　前記の薬剤分包装置においては、以下の構成とすることが好ましい。即ち、前記薬剤分
包装置は、前記中間容器の表示部における表示内容を変更することができる表示用情報処
理装置を更に備える。前記外部計量対応が行われる場合に、前記表示用情報処理装置は、
前記表示部に、当該中間容器に入っている薬剤の情報を表示させる。
【００１９】
　これにより、中間容器の取り違え等を防止することができる。
【００２０】
　前記の薬剤分包装置においては、前記外部計量対応が行われる場合に、前記表示用情報
処理装置は、前記表示部に、当該中間容器に入っている薬剤の量、及び、前記目標量に対
する薬剤の不足量のうち、少なくとも何れかを表示させることが好ましい。
【００２１】
　これにより、オペレータ等が、外部計量のために必要な情報を容易に理解することがで
きる。
【００２２】
　本発明の第２の観点によれば、以下の構成の調剤システムが提供される。即ち、この調
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剤システムは、前記薬剤分包装置と、計量装置と、を備える。前記計量装置は、前記中間
容器の前記情報記録部材に記録された情報を読み取った結果に基づいて、計量対象となる
薬剤の情報を取得する。
【００２３】
　これにより、薬剤分包装置と計量装置の情報の共有を、中間容器を介して容易に実現で
きる。
【００２４】
　前記の調剤システムにおいて、前記目標量に対して不足する薬剤の計量が前記計量装置
により行われると、前記計量装置は、前記制御部に計量結果を送信することが好ましい。
【００２５】
　これにより、前記制御部が外部計量の結果を取得し、それに応じて薬剤分包装置を制御
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】調剤システムを示す概略図。
【図２】調剤システムを構成する薬剤分包装置を示す模式図。
【図３】薬剤分包装置の電気的な構成を示すブロック図。
【図４】中間容器（外部計量容器）の斜視図。
【図５】２次容器の斜視図。
【図６】計量装置の構成を示す模式図及びブロック図。
【図７】薬剤分包装置において行われる事前設定処理等を示すフローチャート。
【図８】図７の事前設定処理等の続きを示すフローチャート。
【図９】図８の事前設定処理等の続きを示すフローチャート。
【図１０】第１動作を行う際の中間容器に関する処理のうち、外部計量対応が行われない
場合の処理を示すフローチャート。
【図１１】図１０の処理が行われる場合の中間容器の経路を示す図。
【図１２】図１０の第１動作を行う際の中間容器に関する処理の続きであって、外部計量
対応が行われる場合の処理を示すフローチャート。
【図１３】図１２の処理が行われる場合の中間容器の経路を示す図。
【図１４】第１動作を行う際の外部計量容器に関する処理を示すフローチャート。
【図１５】図１４の処理が行われる場合の外部計量容器の経路を示す図。
【図１６】第２動作を行う際の２次容器に関する処理を示すフローチャート。
【図１７】図１６の処理が行われる場合の２次容器の経路を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　次に、図面を参照して本発明の一実施形態を説明する。図１は、調剤システム１００を
示す概略図である。図２は、調剤システム１００を構成する薬剤分包装置１を示す模式図
である。図３は、薬剤分包装置１の構成を示す模式図及びブロック図である。
【００２８】
　図１に示すように、調剤システム１００は、薬剤分包装置１と、計量装置８０と、を備
える。
【００２９】
　薬剤分包装置１は、１又は複数の薬剤をそれぞれ量り取って分包することができる。薬
剤の量り取りとは、薬剤容器等に収容された薬剤を必要な分だけ取り出すことをいう。本
実施形態では、量り取りは、薬剤容器から供給する薬剤を計量することにより行われる。
本実施形態の薬剤分包装置１は、薬剤として散剤（粉状、細粒状、又は顆粒状の薬剤）を
量り取る。また、本実施形態の薬剤分包装置１は、量り取った散剤を分包する。ただし、
薬剤分包装置１が、散剤に加えて錠剤を分包可能な構成であってもよい。
【００３０】
　本実施形態では、計量装置８０は、薬剤分包装置１の外部に設置されている。計量装置
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８０は、薬剤分包装置１に代わって薬剤を計量することができる。薬剤分包装置１及び計
量装置８０は、例えば、薬局又は病院に設置される。なお、計量装置８０は、薬剤分包装
置１の一部として構成されてもよい。
【００３１】
　薬剤分包装置１が行う薬剤の量り取り及び分包は、オペレータにより入力された調剤デ
ータに基づいて行われる。
【００３２】
　薬剤分包装置１は、薬剤の分包のみを行うこともできる。この場合、薬剤の計量には、
計量装置８０等が用いられる。計量装置８０は、オペレータが薬瓶等から取り出した薬剤
を計量する。薬剤分包装置１は、薬剤の量り取りのみを行うこともできる。この場合、量
り取られた薬剤が分包されずに後の工程に提供される。薬剤分包装置１は、量り取った薬
剤を容器に収容し、当該容器をオペレータが取り出すことができるようにする。
【００３３】
　以下の説明では、薬剤分包装置１が薬剤の量り取り及び分包をすることを第１動作と称
し、薬剤の量り取りを行ってその後に分包をしないことを第２動作と称する。ただし、第
１動作には、量り取りを薬剤分包装置１が行わずに、計量装置８０等が計量した薬剤を薬
剤分包装置１が分包する場合も含む。
【００３４】
　薬剤分包装置１は、薬剤のほかに賦形剤を取り扱うこともできる。薬剤分包装置１は、
薬剤（散剤）の賦形が必要な場合には、賦形剤を薬剤容器１５から供給する。
【００３５】
　薬剤分包装置１は、図２に示すように、第１保管部１１と、第２保管部１２と、第３保
管部１３と、を備える。また、薬剤分包装置１は、図２及び図３に示すように、搬送部１
４と、薬剤容器１５と、第１情報処理部１６と、量り取り部３０と、第２情報処理部（記
録用情報処理装置及び表示用情報処理装置）１９と、第３情報処理部２０と、表示部２１
と、操作部２２と、薬剤排出部３２と、分包部３３と、清掃部３８と、制御部５０と、を
備える。
【００３６】
　第１保管部１１は、薬剤が収容されていない複数の中間容器９１を保管することができ
る。中間容器９１は、量り取り及び分包の対象である薬剤を収容して薬剤分包装置１の各
部に搬送するために用意されている。中間容器９１の構成については後述する。
【００３７】
　第１保管部１１は、例えば、複数の中間容器９１を待機させるための複数の支持台を有
し、それぞれの支持台で各中間容器９１の底面を支持する構成とすることができる。ただ
し、中間容器９１を実質的に保管できる限り、第１保管部１１の構成は任意に変更するこ
とができる。
【００３８】
　第２保管部１２は、薬剤が収容されていない複数の外部計量容器９２を保管することが
できる。外部計量容器９２は、オペレータが薬剤分包装置１の外部で用意した薬剤を収容
し、その薬剤の分包のために薬剤分包装置１に導入される容器として用いられる。外部計
量容器９２は、薬剤分包装置１ではなく図１の計量装置８０等が計量を行う場合に、計量
装置８０で計量される薬剤を収容し、計量された薬剤を収容した状態で薬剤分包装置１内
へ導入して搬送するために、薬剤分包装置１において用意されている。外部計量容器９２
の構成については後述する。
【００３９】
　第３保管部１３は、薬剤が収容されていない複数の２次容器９３を保管することができ
る。２次容器９３は、薬剤分包装置１が量り取り後に分包をしない場合に、量り取られた
薬剤を収容して薬剤分包装置１から他の薬剤分包装置９５へ運ぶために、薬剤分包装置１
において用意されている。
【００４０】
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　第２保管部１２及び第３保管部１３は、例えば第１保管部１１と同様に、外部計量容器
９２又は２次容器９３の底面を支持する構成とすることができる。
【００４１】
　中間容器９１について説明する。中間容器９１は、図４に示すように、収容部９１ａと
、排出経路部９１ｂと、開閉部９１ｃと、情報表示部（表示部）９１ｄと、情報記録部（
情報記録部材）９１ｅと、を備える。
【００４２】
　収容部９１ａは、中間容器９１が実質的に薬剤を収容する部分である。収容部９１ａは
、上方を開放させた中空状に形成されている。
【００４３】
　排出経路部９１ｂは、収容部９１ａの内部空間と外部空間とを接続する細い通路として
構成されている。排出経路部９１ｂは、収容部９１ａの端部に連通するように形成されて
いる。
【００４４】
　開閉部９１ｃは、シャッター状の可動部材として構成されている。開閉部９１ｃは、収
容部９１ａと排出経路部９１ｂとの接続部分を開閉することができる。
【００４５】
　情報表示部９１ｄは、調剤データ及び調剤に関する情報を表示可能なディスプレイであ
る。情報表示部９１ｄは、例えば、マイクロカプセル式又は電気泳動式の電子ペーパとし
て構成することができる。
【００４６】
　情報記録部９１ｅは、例えば不揮発性のメモリを有しており、調剤データ及び容器固有
情報を記録することができる。容器固有情報には、容器の識別情報が含まれる。なお、容
器固有情報には、容器の種類を示す情報（中間容器９１、外部計量容器９２、２次容器９
３）を含むようにしてもよい。情報記録部９１ｅは、例えばＲＦＩＤタグとして構成する
ことができる。
【００４７】
　本実施形態の薬剤分包装置１では、同じ形状の中間容器９１が複数用意されている。な
お、互いに収容部９１ａの大きさが異なる複数種類の中間容器９１が用意されていてもよ
い。この場合、多種の薬剤の量り取り等、量り取りを行う様々な状況に対応することがで
きる。
【００４８】
　外部計量容器９２について説明する。外部計量容器９２は、図４に示すように、中間容
器９１と実質的に同様の構成である。外部計量容器９２は、収容部９２ａと、排出経路部
９２ｂと、開閉部９２ｃと、情報表示部９２ｄと、情報記録部９２ｅと、を備える。
【００４９】
　収容部９２ａ、排出経路部９２ｂ、開閉部９２ｃ、情報表示部９２ｄ、及び情報記録部
９２ｅは、中間容器９１における収容部９１ａ、排出経路部９１ｂ、開閉部９１ｃ、情報
表示部９１ｄ、及び情報記録部９１ｅと同様の構成であるので、説明を省略する。
【００５０】
　本実施形態の薬剤分包装置１では、同じ形状の外部計量容器９２が複数用意されている
。なお、互いに収容部９２ａの大きさが異なる複数種類の外部計量容器９２が用意されて
いてもよい。この場合、多種の薬剤の外部計量等、外部計量を行う様々な状況に対応する
ことができる。
【００５１】
　２次容器９３について説明する。２次容器９３は、図５に示すように、中間容器９１か
ら排出経路部９１ｂ及び開閉部９１ｃを省略したものに相当する。２次容器９３は、収容
部９３ａと、情報表示部９３ｄと、情報記録部９３ｅと、を備える。
【００５２】
　収容部９３ａ、情報表示部９３ｄ、及び情報記録部９３ｅは、中間容器９１における収
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容部９１ａ、情報表示部９１ｄ、及び情報記録部９１ｅと同様の構成であるので、説明を
省略する。
【００５３】
　本実施形態の薬剤分包装置１では、同じ形状の２次容器９３が複数用意されている。な
お、互いに収容部９３ａの大きさが異なる複数種類の２次容器９３が用意されていてもよ
い。この場合、多種の薬剤の量り取り等、量り取りを行う様々な状況に対応することがで
きる。
【００５４】
　搬送部１４は、中間容器９１、外部計量容器９２、及び２次容器９３を搬送することが
できる。搬送部１４は、図２に示すように、第１搬送部１４ａと、第２搬送部１４ｂと、
を備える。
【００５５】
　第１搬送部１４ａ及び第２搬送部１４ｂのそれぞれの動作は、制御部５０により制御さ
れる。第１搬送部１４ａと第２搬送部１４ｂとは、搬送を行う範囲が異なるだけであり、
搬送を行う構成は実質的に同じであるため、以下では第１搬送部１４ａを例に挙げて説明
する。
【００５６】
　第１搬送部１４ａは、中間容器９１、外部計量容器９２、又は２次容器９３を保持する
ための容器保持部を備えている。容器保持部は、薬剤分包装置１に設けられたレールに沿
って移動可能に構成されている。第１搬送部１４ａは、中間容器９１、外部計量容器９２
、又は２次容器９３を容器保持部に保持した状態で、容器保持部をレールに沿って移動さ
せることで、中間容器９１、外部計量容器９２、又は２次容器９３を搬送する。
【００５７】
　このように、本実施形態では、中間容器９１、外部計量容器９２及び２次容器９３を、
共通の第１搬送部１４ａによって搬送する構成となっている。従って、３種類の容器のそ
れぞれにおいて、第１搬送部１４ａ（容器保持部）に取り付けられる部分を同一の構成と
すると、第１搬送部１４ａの構成を簡素化できるために好ましい。
【００５８】
　中間容器９１、外部計量容器９２及び２次容器９３は、構成及び機能の点で互いに類似
している。従って、中間容器９１は、第１動作に用いられる外部計量容器９２としても使
用可能である。また、中間容器９１は、第２動作に用いられる２次容器９３としても使用
可能である。外部計量容器９２は、第１動作に用いられる中間容器９１としても使用可能
である。また、外部計量容器９２は、第２動作に用いられる２次容器９３としても使用す
ることもできる。容器の種類を減らすことで、構成の簡素化を実現することができる。
【００５９】
　図２には、第１搬送部１４ａの経路（レール）が破線で示され、第２搬送部１４ｂの経
路（レール）が２点鎖線で示されている。第１搬送部１４ａと第２搬送部１４ｂは、個別
の駆動源を備えており、それぞれが独立して動作可能である。従って、薬剤分包装置１は
、第１搬送部１４ａによる容器の搬送と、第２搬送部１４ｂによる容器の搬送と、を並行
して行うことができる。
【００６０】
　搬送部１４が容器を保持する構成は様々であり、例えば、容器をチャックで掴んだり、
容器を吸引して保持したりしてもよい。また、例えば、伸縮可能又は回転可能なアームの
先端に容器保持部を設け、アームを伸縮させたり回転させたりして容器保持部の位置を変
更する構成としてもよい。この場合、レールを省略することができる。
【００６１】
　薬剤容器１５は、量り取り／分包の対象となる薬剤の供給源として実質的に機能する。
それぞれの薬剤容器１５には、薬剤を容器外に排出して供給するための開口が形成されて
いる。
【００６２】
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　原則として、複数の薬剤容器１５には、それぞれ異なる種類の薬剤が収容される。ただ
し、例えば使用頻度が高い薬剤に関しては、同一の薬剤が複数の薬剤容器１５に収容され
てもよい。また、複数の薬剤容器１５のうち何れかの容器には賦形剤が収容されてもよい
。この場合は、薬剤と同様に、賦形剤の量り取り／分包を行うことができる。また、複数
の薬剤容器１５の何れかの容器には清掃材が収容されてもよい。この場合、薬剤と同様に
清掃材の量り取り及び分包を行うことができる。清掃材の量り取り及び分包を行えば、清
掃材が薬剤分包装置１の薬剤経路に接触しながら分包されることになり、清掃材が接触す
る薬剤経路が清掃される。
【００６３】
　薬剤容器１５の外面には、情報記録部７１が設けられている。情報記録部７１は、例え
ばＲＦＩＤタグとすることができる。情報記録部７１には、薬剤容器１５に収容された薬
剤に関する情報（収容薬剤情報）を記憶することができる。収容薬剤情報には、薬剤名、
薬剤容器１５内の薬剤残量、薬剤の使用期限、前回補充日、供給機構の作動条件等が含ま
れる。薬剤分包装置１は、情報記録部７１を読み取ることにより、収容薬剤情報を得るこ
とができる。なお、情報記録部７１に薬剤容器１５の識別情報のみを記憶させておき、こ
れを薬剤分包装置１で読み取ると、前述の収容薬剤情報が後述の記憶部６１から呼び出さ
れるようにしてもよい。
【００６４】
　第１情報処理部１６は、情報記録部７１から収容薬剤情報を読み取ることができる。第
１情報処理部１６は、例えばＲＦＩＤリーダライタとして構成することができる。第１情
報処理部１６は、薬剤分包装置１の任意の位置に設けられている。
【００６５】
　量り取り部３０は、薬剤供給機構１７と、計量部１８と、を備える。
【００６６】
　薬剤供給機構１７は、薬剤容器１５から中間容器９１又は２次容器９３に薬剤を供給す
ることができる。薬剤供給機構１７は、保持体と、移動機構と、供給機構と、を備える。
保持体には、複数の薬剤容器１５が着脱可能に保持される。移動機構は、保持体に保持さ
れた薬剤容器１５を所定位置に移動させる。供給機構は、所定位置に移動させた薬剤容器
１５に作用し、薬剤容器１５の開口を介して、収容されている薬剤を下方に供給する。こ
れらの保持体、移動機構、及び供給機構の動作（言い換えれば、薬剤供給機構１７の動作
）は、第１情報処理部１６が読み取った収容薬剤情報に基づいて、制御部５０により制御
される。
【００６７】
　計量部１８は、薬剤を量り取ることができる。計量部１８は、載置台１８ａと、検出部
１８ｂと、を備える。
【００６８】
　載置台１８ａは、薬剤供給機構１７が備える上記の保持体の下方に配置されている。載
置台１８ａには、中間容器９１又は２次容器９３を載置することができる。第１搬送部１
４ａは、容器保持部に保持した中間容器９１又は２次容器９３を搬送して、載置台１８ａ
に置いたり、載置台１８ａから取り去ったりすることができる。
【００６９】
　検出部１８ｂは、載置台１８ａに中間容器９１又は２次容器９３が載せられた状態で、
容器の内部の薬剤を計量することができる。言い換えれば、計量部１８は電子天秤として
構成されており、載置台１８ａは電子天秤における計量皿の部分に相当する。検出部１８
ｂは、例えば電磁式又はロードセル式の荷重センサとして構成することができる。
【００７０】
　量り取り部３０は、薬剤情報が示す薬剤のそれぞれについて全服用分を量り取るように
、制御部５０により制御される。制御部５０は、薬剤情報が示す薬剤が収容された薬剤容
器１５を、薬剤供給機構１７により載置台１８ａの真上に適宜移動させる。その後、制御
部５０は、載置台１８ａに載置された中間容器９１又は２次容器９３に対して、薬剤容器
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１５の薬剤の供給を行うとともに、供給される薬剤について検出部１８ｂにより計量を行
う。
【００７１】
　第２情報処理部１９は、計量部１８にセットされた中間容器９１の情報記録部９１ｅ、
又は２次容器９３の情報記録部９３ｅに調剤データを書き込むことができる。また、第２
情報処理部１９は、計量部１８にセットされた中間容器９１の情報表示部９１ｄ、又は２
次容器９３の情報表示部９３ｄの表示内容を変更することができる。第２情報処理部１９
は、例えばＲＦＩＤリーダライタとして構成されている。また、第２情報処理部１９は、
中間容器９１の情報記録部９１ｅ、又は２次容器９３の情報記録部９３ｅに記憶された容
器固有情報を取得することができる。本実施形態では、第２情報処理部１９は１つのハー
ドウェアとして構成され、記録用情報処理装置と表示用情報処理装置の両方の機能を有す
る。しかし、記録用情報処理装置と表示用情報処理装置が別々のハードウェアとして構成
されても良い。
【００７２】
　第３情報処理部２０は、第１保管部１１に保管された中間容器９１の情報記録部９１ｅ
に記憶された容器固有情報を取得する。第３情報処理部２０による容器固有情報の取得は
、第２保管部１２に保管された外部計量容器９２、又は第３保管部１３に保管された２次
容器９３に対しても同様に行われる。
【００７３】
　第３情報処理部２０は、第１保管部１１に保管された中間容器９１の情報記録部９１ｅ
に調剤データを書き込むことができる。また、第３情報処理部２０は、第１保管部１１に
保管された中間容器９１の情報表示部９１ｄの表示内容を変更することができる。第３情
報処理部２０は、第２情報処理部１９と同様に例えばＲＦＩＤリーダライタとして構成さ
れる。第３情報処理部２０による調剤データの書込み及び表示内容の変更は、第２保管部
１２に保管された外部計量容器９２、又は第３保管部１３に保管された２次容器９３に対
しても同様に行うことができる。
【００７４】
　本実施形態では、中間容器９１又は２次容器９３に対して、調剤データの書込み及び表
示内容の変更が第２情報処理部１９によって行われる。ただし、本実施形態のように第３
情報処理部２０が備えられている場合、第２情報処理部１９は、計量部１８にセットされ
た中間容器９１又は２次容器９３に対して、計量結果のみに関して書込み及び表示内容の
変更を行うようにしてもよい。
【００７５】
　表示部２１は、薬剤分包装置１に関する様々な情報を表示可能な表示画面を有する装置
である。表示部２１としては、例えば、液晶ディスプレイ又は有機ＥＬディスプレイ等と
することが考えられる。表示部２１は、薬剤分包装置１の適宜の位置に配置される。
【００７６】
　操作部２２は、オペレータが薬剤分包装置１に対して各種の指示を行うために操作され
る。操作部２２は、薬剤分包装置１の適宜の位置（例えば、表示部２１の近傍）に配置さ
れる。本実施形態では、操作部２２はハードウェアキーとして構成されているが、これに
限定されず、例えば表示部２１に組み込まれたタッチパネルとすることもできる。
【００７７】
　薬剤排出部３２は、中間容器９１又は外部計量容器９２をセット可能であり、セットさ
れた中間容器９１又は外部計量容器９２内の薬剤を排出させることができる。薬剤排出部
３２には、第２搬送部１４ｂにより搬送された中間容器９１又は外部計量容器９２がセッ
トされる。また、薬剤排出部３２には、中間容器９１又は外部計量容器９２を手動でセッ
トすることも可能である。薬剤排出部３２は、後述する１つの分配部３４に対して複数設
けることができる。それぞれの薬剤排出部３２は、容器取付部３２ａと、振動装置３２ｂ
と、を備える。
【００７８】
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　容器取付部３２ａは、中間容器９１又は外部計量容器９２を取付可能に構成されている
。容器取付部３２ａへの中間容器９１又は外部計量容器９２の取付けは、第２搬送部１４
ｂによって行われる。容器取付部３２ａは、容器の開閉部９１ｃ，９２ｃを閉鎖状態から
開放状態に移動させる作動部を備える。容器取付部３２ａには、収容部９１ａ，９２ａと
排出経路部９１ｂ，９２ｂとの接続部分が閉鎖した状態となっている、第２搬送部１４ｂ
に搬送された容器が取り付けられる。そして、容器取付部３２ａに容器が取り付けられる
際には、作動部が開閉部９１ｃ，９２ｃを移動させ、収容部９１ａ，９２ａと排出経路部
９１ｂ，９２ｂとの接続部分が開放した状態になり、容器からの薬剤の排出が許容される
。
【００７９】
　振動装置３２ｂは、振動を発生させるモータ等を含んで構成されている。振動装置３２
ｂは制御部５０によって制御されている。振動装置３２ｂは、制御部５０からの制御信号
に応じて振動を発生させる。振動装置３２ｂが発生させた振動は、容器取付部３２ａに取
り付けられた中間容器９１又は外部計量容器９２に伝達される。
【００８０】
　分包部３３は、量り取り部３０によって量り取られた薬剤を分包することができるよう
に構成されている。分包部３３は、量り取り部３０によって量り取られた薬剤を一服用分
ごとに分包するように、制御部５０により制御される。分包部３３は、分配部３４と、包
装部３５と、を備える。
【００８１】
　分配部３４は、薬剤排出部３２によって排出された薬剤を分配する。本実施形態の薬剤
分包装置１においては、分配部３４が複数（具体的には、２つ）設けられており、各分配
部３４に対して薬剤排出部３２が２つずつ設けられる。それぞれの分配部３４は、分配皿
３４ａと、送り部３４ｂと、を備える。分配皿３４ａは、鉛直方向の軸を中心として回転
可能に構成されている。薬剤排出部３２は、回転する分配皿３４ａ上に薬剤を排出する。
送り部３４ｂは、分配皿３４ａに排出された薬剤を所定の量ずつ下方へ落下させる。
【００８２】
　包装部３５は、分配部３４によって分配された薬剤を、包装材４０によって包装する。
包装部３５は、ホッパ３５ａと、ヒータ３５ｂと、を備える。包装部３５は、分配部３４
から分配された薬剤を、ホッパ３５ａを通じて包装材４０に落下させつつ、ヒータ３５ｂ
により包装材４０を熱で溶着する動作を繰り返す。これにより、所定量ずつ供給された薬
剤が区分され、包装材４０にそれぞれ封入される。薬剤が入れられた包装材４０は、薬剤
分包装置１の外部又は内部の貯留部へ送り出される。
【００８３】
　薬剤分包装置１において、量り取りを行う部分と、分包を行う部分と、の境界には、排
出待機部２３が設けられている。排出待機部２３には、薬剤を収容する中間容器９１又は
外部計量容器９２を必要に応じて置いて待機させることができる。
【００８４】
　清掃部３８は、中間容器９１又は外部計量容器９２の清掃を行うことができる。清掃は
、例えば、中間容器９１又は外部計量容器９２の内面に圧縮空気を当てることで行われ、
これにより、残留した薬剤が除去される。ただし、ブラシ等の他の手段で清掃が行われて
もよい。
【００８５】
　薬剤分包装置１において、清掃部３８の近傍には、清掃待機部３７が設けられている。
清掃待機部３７には、清掃される前の中間容器９１又は外部計量容器９２を必要に応じて
置いて待機させることができる。
【００８６】
　排出待機部２３及び清掃待機部３７は、例えば、容器を載せることが可能な板状の部材
として構成することができるが、これに限定されない。
【００８７】
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　制御部５０は、調剤データに基づいて、薬剤分包装置１の各部（具体的には、量り取り
部３０及び分包部３３等）を制御することができる。本実施形態では、制御部５０は、薬
剤分包装置１の一部として構成されるが、薬剤分包装置１、及び薬剤分包装置９５等の他
の調剤機器を制御する調剤機器制御装置の一部として構成してもよい。
【００８８】
　詳細に説明すると、制御部５０は、公知のコンピュータとして構成されており、ＣＰＵ
等の演算装置と、フラッシュメモリ又はハードディスク等の記憶装置と、外部と通信する
ための入出力部と、を備える。記憶装置には、各種のプログラムや設定値が記憶されてい
る。演算装置は、各種プログラム等を記憶装置から読み出し、薬剤分包装置１の各部に設
けられたセンサの検出値及び記憶装置に記憶された各種の設定値等に基づいて、薬剤分包
装置１の各部の動作を制御する。制御部５０は、上記したソフトウェアとハードウェアと
の協働により、図３に示す記憶部６１、量り取り選択部６２、賦形剤選択部６３、対応選
択部６４、及び案内部６５として、薬剤分包装置１を動作させることができる。
【００８９】
　記憶部６１は、前述のように外部から入力された調剤データを記憶することができる。
また、記憶部６１は、第１情報処理部１６で読み取った薬剤容器１５の収容薬剤情報を、
薬剤分包装置１内に配置された薬剤容器１５の配置情報として記憶する。また、記憶部６
１は、動作するために必要な様々な設定値を記憶することができる。以下、設定値につい
て詳細に説明する。
【００９０】
　例えば、分包部３３の能力として、分包可能な薬剤の重量（全服用分の重量）には下限
値があり、それより少ない薬剤は分包することができない。記憶部６１は、この下限値に
基づく値を第１設定値として記憶している。同様に、分包部３３については、分包可能な
薬剤の重量（一服用分の重量）についても下限値がある。記憶部６１は、この下限値に基
づく値を第２設定値として記憶している。
【００９１】
　また、量り取り部３０の能力として、量り取ることができる薬剤の重量には下限値があ
る。記憶部６１は、この下限値に基づく値を第３設定値として記憶している。
【００９２】
　図１には、自機以外にも薬剤分包装置９５が複数設置された例が示されている。他の薬
剤分包装置９５は、薬剤分包装置１に代わって薬剤の分包を行うことができる。記憶部６
１は、他の薬剤分包装置９５について、当該薬剤分包装置９５が分包可能な薬剤の全服用
分の重量の下限値に基づく値を第４設定値として記憶し、分包可能な薬剤の一服用分の重
量の下限値に基づく値を第５設定値として記憶している。複数の他の薬剤分包装置９５の
分包能力はそれぞれ異なる場合があるので、記憶部６１は、第４設定値及び第５設定値を
、他の薬剤分包装置９５のそれぞれについて記憶する。
【００９３】
　本実施形態では、第１設定値は、分包部３３において分包可能な薬剤の全服用分の重量
の下限値と等しい値に設定されている。第２設定値は、分包部３３において分包可能な薬
剤の一服用分の重量の下限値と等しい値に設定されている。第３設定値は、量り取り部３
０において量り取り可能な薬剤の重量の下限値と等しい値に設定されている。第４設定値
は、他の薬剤分包装置９５において分包可能な全服用分の重量の下限値と等しい値に設定
されている。第５設定値は、他の薬剤分包装置９５において分包可能な一服用分の重量の
下限値と等しい値に設定されている。なお、それぞれの設定値は、例えば薬剤の種類等に
応じた値に設定してもよい。また、第１設定値、第２設定値、第４設定値、又は第５設定
値は、薬剤分包装置１が設置される病院や薬局の内規等に基づいて、オペレータが任意で
設定してもよい。この場合、第１設定値及び第２設定値は、分包部３３において分包可能
な薬剤の重量の下限値以上であることを条件に設定できるようにする。
【００９４】
　また、記憶部６１は、薬剤についてのマスタ情報等の各種データを記憶する。このマス
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タ情報には、例えば、薬剤コード、薬剤名、ＪＡＮコード（又はＲＳＳ）、薬瓶（薬剤容
器）コード、区分（剤形：散薬、錠剤、外用薬等）、比重、薬剤種（普通薬、毒薬、麻薬
、劇薬、抗精神薬、治療薬等）、配合変化、注意事項、常用量、同時服用禁止情報等が含
まれる。
【００９５】
　また、記憶部６１は、容器固有情報（容器の識別番号、容器の種類等）を容器マスタ情
報として記憶することができる。
【００９６】
　量り取り選択部６２は、薬剤情報が示す薬剤のうち少なくとも何れかが、自機の分包部
３３の能力の事情で分包できない場合に、当該薬剤のうち自機の量り取り部３０で量り取
りができる薬剤について、量り取り部３０による量り取り動作を実行するか否かをオペレ
ータに選択させることができる。選択を実現する構成は様々であるが、例えば、量り取り
選択部６２が選択肢（例えば、実行する／しないのボタン）を表示部２１に表示させ、操
作部２２を用いてオペレータに選択させることが考えられる。
【００９７】
　賦形剤選択部６３は、薬剤情報が示す薬剤のうち少なくとも何れかが、自機の分包部３
３の能力又は他の薬剤分包装置９５の能力の事情で分包できない場合に、賦形剤に関して
、量り取り動作、又は、量り取り及び分包動作を実行するか否かをオペレータに選択させ
ることができる。選択を実現する構成は様々であるが、賦形剤選択部６３が選択肢（例え
ば、実行する／しないのボタン）を表示部２１に表示させ、操作部２２を用いてオペレー
タに選択させることが考えられる。本実施形態の薬剤分包装置１では、賦形剤について自
機で量り取るかについてオペレータが選択できるので、各種の状況に柔軟に対応すること
ができる。
【００９８】
　ここで、賦形剤に関して、自機で量り取り及び分包動作を実行することをオペレータが
選択した場合には、制御部５０は、第１設定値及び第２設定値のうち少なくとも何れかに
基づいて、量り取り部３０によって量り取るべき賦形剤の重量を決定する。決定された重
量に基づいて量り取られた賦形剤を第１設定値又は第２設定値に満たない薬剤に添加すれ
ば、賦形剤が添加された薬剤は分包可能な薬剤の重量の下限値を満たすので、自機（薬剤
分包装置１）の分包部３３で分包できるようになる。
【００９９】
　また、賦形剤に関して、量り取り動作を実行することをオペレータが選択した場合には
、制御部５０は、第４設定値及び第５設定値のうち少なくとも何れかに基づいて、量り取
り部３０によって量り取るべき賦形剤の重量を決定することができる。これにより、後で
分包を行う他の薬剤分包装置９５の分包能力を考慮して、賦形剤を２次容器９３に量り取
ることができる。
【０１００】
　対応選択部６４は、薬剤情報が示す薬剤に関する薬剤容器１５が薬剤分包装置１に配置
されていない、又は、調剤データに基づく目標量に対して薬剤容器１５に収容される薬剤
の量が不足している場合に、分包部３３に分包動作を行わせるための対応として、以下の
複数の中から何れかの対応をオペレータに選択させることができる。
【０１０１】
　オペレータが選択可能な対応として、補充対応と、薬剤容器導入対応と、外部計量対応
と、の３つが考えられる。補充対応とは、薬剤容器１５に薬剤を補充する対応である。薬
剤容器導入対応とは、必要な量以上の薬剤が入っている薬剤容器１５を薬剤分包装置１に
導入する対応である。外部計量対応とは、オペレータが薬剤分包装置１の外部で用意した
薬剤を所定量（全服用分）収容する外部計量容器９２を薬剤分包装置１に導入する対応で
ある。
【０１０２】
　選択を実現する構成は様々であるが、対応選択部６４が選択肢（例えば、薬剤の補充／
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薬剤容器の導入／外部計量のボタン）を表示部２１に表示させ、操作部２２を用いてオペ
レータに選択させることが考えられる。
【０１０３】
　案内部６５は、オペレータに案内（指示）を行うことができる。案内部６５は、例えば
、薬剤情報が示す薬剤のうち少なくとも何れかが自機の分包部３３の能力の事情で分包で
きない場合に、量り取り部３０によって量り取られた薬剤を、他の薬剤分包装置９５を使
用して分包すべきことを、オペレータに知らせることができる。また、案内部６５は、薬
剤容器１５から中間容器９１に供給された薬剤が調剤データに基づく目標量に対して不足
する場合に、分包部３３による分包動作を実行可能にするための対応として、外部計量対
応を行うことが可能であることをオペレータに知らせることができる。オペレータへの案
内を実現する方法は様々であるが、例えば、表示部２１に適宜のメッセージを表示させる
ことが考えられる。案内は、例えば、音声、又は通知ランプ等により行われてもよい。
【０１０４】
　制御部５０は、調剤データに含まれる薬剤情報が示す薬剤（以下、単に「薬剤情報が示
す薬剤」と呼ぶことがある。）を対象にして、第１条件又は第２条件についての判断を行
うことができる。薬剤情報が示す薬剤は、１つである場合と、複数である場合と、の両方
が考えられる。
【０１０５】
　第１条件は、薬剤情報が示す薬剤のそれぞれの全服用分の重量が、第１設定値以上であ
ることである。第１設定値は、前述のとおり、分包部３３が分包可能な薬剤の重量（全服
用分の重量）の下限値に基づく値である。第２条件は、薬剤情報が示す薬剤のそれぞれの
一服用分の重量が第２設定値以上であることである。第２設定値は、前述のとおり、分包
部３３が分包可能な薬剤の重量（一服用分の重量）の下限値に基づく値である。第１設定
値は、例えば、薬剤排出部３２から排出された薬剤が分配皿３４ａに均一に堆積されるた
めに必要な量に応じて決められる。また、第２設定値は、例えば、分配皿３４ａに均一に
堆積された薬剤が分配皿３４ａから送り部３４ｂにより送られる量を均等にするために必
要な量に応じて決められる。
【０１０６】
　制御部５０は、薬剤情報が示す薬剤のそれぞれについて、第１条件及び第２条件の両方
を満たすか否かを判断する。当該判断の後、制御部５０は、薬剤情報が示す薬剤のうち少
なくとも何れかが、第１条件及び第２条件のうち少なくとも何れかを満たしていない場合
、分包部３３による分包動作を禁止する。即ち、制御部５０は、薬剤情報が示す薬剤のそ
れぞれについて、第１条件及び第２条件の両方が満たされる場合、分包部３３による分包
動作を行わせる。上記の処理により、分包部３３が調剤データの要求に沿った分包を行う
能力がないのに分包動作が行われることを回避できるので、調剤の正確性を確保すること
ができる。
【０１０７】
　制御部５０は、薬剤情報が示す薬剤のうち少なくとも何れかが、第１条件及び第２条件
のうち少なくとも何れかを満たしていない場合、薬剤情報が示す薬剤のそれぞれを対象に
して、第３条件を満たしているか否かを判断する。第３条件は、薬剤の全服用分の重量が
第３設定値以上であることである。第３設定値は、第１設定値よりも小さい値であり、前
述のとおり、量り取り部３０が量り取ることができる薬剤の重量の下限値に基づく値であ
る。第３設定値は、計量部１８の最小計量値を考慮して決められてもよい。
【０１０８】
　制御部５０は、薬剤情報が示す薬剤のうち第３条件を満たしていない薬剤に関して、量
り取り部３０による量り取り動作を禁止する。一方、制御部５０は、薬剤情報が示す薬剤
のうち第３条件が満たされている薬剤に関して、量り取り部３０による量り取り動作を許
容する。薬剤分包装置１が調剤データの要求に沿って薬剤を分包する能力がなく、制御部
５０が分包動作を禁止する場合でも、量り取り動作を薬剤分包装置１が行うことで、薬剤
分包装置１の稼動効率を高めることができる。また、量り取り部３０が調剤データの要求
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に沿った量り取りを行う能力がないのに量り取り動作が行われることを回避できるので、
調剤の正確性を確保することができる。
【０１０９】
　第３条件が満たされている場合、薬剤分包装置１が量り取り動作（言い換えれば、第２
動作）を行う。制御部５０が分包動作を禁止した場合、薬剤情報が示す薬剤について量り
取り動作を行うか否かを、制御部５０（量り取り選択部６２）がオペレータに選択させる
ようにしてもよい。従って、オペレータの希望に沿った動作を実現することができる。
【０１１０】
　制御部５０は、薬剤情報が示す薬剤のうち少なくとも何れかが、第１条件及び第２条件
のうち少なくとも何れかを満たしていない場合、量り取り部３０によって量り取られた薬
剤を、他の薬剤分包装置９５を使用して分包すべきことを、案内部６５によりオペレータ
に案内する。これにより、オペレータは状況を素早く理解できるので、量り取り及び分包
を含んだ一連の作業を全体として円滑に行うことができる。
【０１１１】
　このように案内部６５により他の薬剤分包装置９５の使用についての案内を行う場合、
制御部５０は、薬剤情報が示す薬剤のそれぞれを対象にして、第４条件又は第５条件につ
いての判断を行う。第４条件は、薬剤情報が示す薬剤のそれぞれの全服用分の重量が、第
４設定値以上であることである。第４設定値は、前述のとおり、他の薬剤分包装置９５に
おいて分包可能な全服用分の重量の下限値と等しい値に設定されている。第５条件は、薬
剤情報が示す薬剤のそれぞれの一服用分の重量が第５設定値以上であることである。第５
設定値は、前述のとおり、他の薬剤分包装置９５において分包可能な一服用分の重量の下
限値と等しい値に設定されている。制御部５０は、他の薬剤分包装置９５のうち、第４設
定値が、薬剤情報が示す薬剤のそれぞれについての全服用分の重量以下であり、かつ、第
５設定値が、薬剤情報が示す薬剤のそれぞれについての一服用分の重量以下である、他の
薬剤分包装置９５を選択する。これにより、今回の調剤データに適合する他の薬剤分包装
置９５を用いて分包を行うようにオペレータに促すことができるので、円滑な作業を実現
できる。
【０１１２】
　制御部５０は、量り取り部３０によって量り取られた薬剤を、選択した他の薬剤分包装
置９５を使用して分包すべきことを、案内部６５によりオペレータに案内する。
【０１１３】
　制御部５０は、第１判断条件と、第２判断条件と、についての判断を行うことができる
。第１判断条件（配置条件）は、薬剤情報が示す薬剤について、必要な薬剤を収容してい
る薬剤容器１５が薬剤分包装置１に配置されていることである。第２判断条件（残量条件
）は、薬剤情報が示す薬剤について、必要な量以上の薬剤が、薬剤分包装置１に配置され
た薬剤容器１５に入っていることである。制御部５０は、薬剤情報が示す薬剤のそれぞれ
について、第１条判断条件及び第２判断条件のそれぞれが満たされているか否かを判断す
る。
【０１１４】
　この判断は、薬剤分包装置１において必要な薬剤を必要な量だけ準備しているか否かの
判断と言い換えることもできる。第１判断条件及び第２判断条件が満たされているか否か
を事前に判断することで、薬剤分包装置１が分包動作を確実にかつ円滑に行うことができ
る。
【０１１５】
　制御部５０は、第１判断条件及び第２判断条件の両方が満たされていると判断した場合
、分包部３３による分包動作を行わせる。制御部５０は、第１判断条件、更には第２判断
条件が満たされないと判断した場合には、分包部３３に分包動作を行わせるための対応と
して、前述の補充対応と、薬剤容器導入対応と、外部計量対応と、の中から何れを行うか
について、対応選択部６４を用いてオペレータに選択させる。具体的には、制御部５０は
、第１判断条件が満たされないと判断した場合には、分包部３３に分包動作を行わせるた
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めの対応として、薬剤容器導入対応と、外部計量対応と、の何れを行うかについて、対応
選択部６４を用いてオペレータに選択させる。また、制御部５０は、第２判断条件が満た
されないと判断した場合には、分包部３３に分包動作を行わせるための対応として、補充
対応と、外部計量対応と、の何れを行うかについて、対応選択部６４を用いてオペレータ
に選択させる。不足している薬剤を準備する方法は幾つかあるが、本実施形態ではオペレ
ータの選択に従った方法で薬剤を準備できるので、状況に応じて適切な対応を行うことが
できる。
【０１１６】
　次に、図２を参照して、薬剤分包装置１に設定される様々な位置について説明する。こ
れらの位置は何れも、搬送部１４による容器の搬送元及び搬送先となり得る。
【０１１７】
　第１待機位置Ｐ１は、第１保管部１１において、薬剤を収容していない中間容器９１が
待機可能な位置である。第１待機位置Ｐ１は、第１保管部１１で複数の中間容器９１が保
管されている保管位置ということもできる。
【０１１８】
　第２待機位置Ｐ２は、第２保管部１２において、薬剤を収容していない外部計量容器９
２が待機可能な位置である。第２待機位置Ｐ２は、第２保管部１２で複数の外部計量容器
９２が保管されている保管位置ということもできる。
【０１１９】
　第３待機位置Ｐ３は、第３保管部１３において、薬剤を収容していない２次容器９３が
待機可能な位置である。第３待機位置Ｐ３は、第３保管部１３で複数の２次容器９３が保
管されている保管位置ということもできる。
【０１２０】
　計量位置Ｐ４は、計量部１８が中間容器９１又は２次容器９３に収容される薬剤の計量
を行う位置である。
【０１２１】
　第１取出位置Ｐ５は、量り取り部３０において薬剤容器１５から中間容器９１又は２次
容器９３へ薬剤を量り取る場合であって、薬剤容器１５での薬剤量不足等のために供給量
（計測量）が目標量に対して不足したときに、目標量に満たない薬剤を収容する中間容器
９１又は２次容器９３を当該薬剤分包装置１の外部に取り出すための位置である。この取
出しは、薬剤分包装置１に設けられた第１取出部２５を介して行われる。従って、この第
１取出位置Ｐ５は、薬剤分包装置１の外部に中間容器９１又は２次容器９３を取出可能な
一時位置ということができる。第１取出位置Ｐ５は、第１取出部２５に限らず、計量位置
Ｐ４に設定してもよい。
【０１２２】
　第２取出位置Ｐ６は、薬剤分包装置１ではなく計量装置８０を用いて薬剤の計量を行う
場合に、薬剤を収容する前の外部計量容器９２を薬剤分包装置１の外部に取り出すための
位置である。この取出しは、薬剤分包装置１に設けられた第２取出部２６を介して行われ
る。また、第２取出位置Ｐ６は、計量装置８０で計量された薬剤を収容した外部計量容器
９２又は中間容器９１を薬剤分包装置１に導入するためにセットする位置（導入位置）を
兼ねてもよい。
【０１２３】
　第３取出位置Ｐ７は、薬剤分包装置１で薬剤の量り取りを行うが分包は行わない場合に
、量り取り部３０で量り取られた薬剤を収容する２次容器９３を薬剤分包装置１の外部に
取り出すための位置である。この取出しは、薬剤分包装置１に設けられた第３取出部２７
を介して行われる。従って、この第３取出位置Ｐ７は、薬剤分包装置１の外部に２次容器
９３を取出可能な一時位置ということができる。
【０１２４】
　第１取出部２５、第２取出部２６、及び第３取出部２７は、例えば開閉扉とすることが
考えられるが、これに限定されない。本実施形態の薬剤分包装置１は、搬送部１４によっ
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て第１取出位置Ｐ５、第２取出位置Ｐ６又は第３取出位置Ｐ７に容器を搬送するだけで当
該容器を薬剤分包装置１の外部に取出し可能な状態にすることができるので、簡便な取扱
いが実現されている。
【０１２５】
　排出待機位置Ｐ８は、量り取り部３０で薬剤の量り取りが完了した後、分包部３３で薬
剤を排出する前に、中間容器９１を待機させておく位置である。また、排出待機位置Ｐ８
は、計量装置８０で計量された薬剤を収容した外部計量容器９２又は中間容器９１を薬剤
分包装置１に導入するためにセットする位置（導入位置）でもある。排出待機位置Ｐ８は
、前述の排出待機部２３に設定されている。また、排出待機位置Ｐ８は、第１取出位置Ｐ
５、第２取出位置Ｐ６、又は第３取出位置Ｐ７を兼ねてもよい。
【０１２６】
　排出位置Ｐ９は、薬剤排出部３２において薬剤の排出が行われる際の中間容器９１又は
外部計量容器９２の位置である。薬剤を収容する外部計量容器９２又は中間容器９１をオ
ペレータが薬剤排出部３２に直にセットすることにより、外部計量容器９２又は中間容器
９１を薬剤分包装置１に導入することができる。このとき、導入位置は薬剤排出部３２に
設定される。
【０１２７】
　清掃待機位置Ｐ１０は、中間容器９１又は外部計量容器９２が、清掃部３８における清
掃を待機する位置である。清掃待機位置Ｐ１０は、前述の清掃待機部３７に設定されてい
る。
【０１２８】
　清掃位置Ｐ１１は、中間容器９１又は外部計量容器９２が清掃部３８によって清掃され
る位置である。
【０１２９】
　本実施形態において、排出待機位置Ｐ８及び清掃待機位置Ｐ１０は、搬送部１４による
容器の搬送の中継地点として機能する。
【０１３０】
　具体的に説明すると、第１搬送部１４ａは、上記の第１待機位置Ｐ１、第２待機位置Ｐ
２、第３待機位置Ｐ３、計量位置Ｐ４、第１取出位置Ｐ５、第２取出位置Ｐ６、第３取出
位置Ｐ７、排出待機位置Ｐ８、及び清掃待機位置Ｐ１０の間で容器を搬送可能に構成され
ている。一方、第２搬送部１４ｂは、排出待機位置Ｐ８、排出位置Ｐ９及び清掃待機位置
Ｐ１０の間で容器を搬送可能に構成されている。
【０１３１】
　従って、制御部５０が第１搬送部１４ａにより中間容器９１等を排出待機位置Ｐ８まで
搬送した後、搬送された中間容器９１等を適宜のタイミングで第２搬送部１４ｂにより搬
送することができる。また、第２搬送部１４ｂにより中間容器９１等を清掃待機位置Ｐ１
０まで搬送した後、搬送された中間容器９１等を適宜のタイミングで第１搬送部１４ａに
より搬送することができる。
【０１３２】
　次に、計量装置８０について説明する。計量装置８０は、図６に示すように、制御部８
１と、計量部８２と、情報処理部８３と、表示部８４と、を備える。計量部８２、情報処
理部８３、及び表示部８４は、それぞれ制御部８１に電気的に接続されている。計量装置
８０は、外部計量容器９２に収容する薬剤を計量することができる。中間容器９１が外部
計量のために用いられる場合は、計量装置８０は、中間容器９１に収容する薬剤を計量す
る。
【０１３３】
　制御部８１は、薬剤分包装置１の制御部５０と通信可能であり、薬剤分包装置１の記憶
部６１に記憶された調剤データを受信することができる。計量装置８０は、計量（目標量
に対して不足する薬剤の計量等）が完了すると、薬剤分包装置１に計量結果を薬剤分包装
置１に送信する。
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【０１３４】
　計量部８２は、薬剤分包装置１の計量部１８と実質的に同様の構成であるので、説明を
省略する。計量装置８０は、オペレータが適宜の薬瓶等から秤量皿等に取り出した薬剤を
計量する。なお、計量装置８０は、外部計量容器９２に薬剤を収容する状態で外部計量容
器９２ごと薬剤の計量を行ってもよい。
【０１３５】
　情報処理部８３は、計量部８２の近傍に配置されている。情報処理部８３は、バーコー
ドリーダと、ＲＦＩＤリーダライタと、を有する。バーコードリーダは、上記の薬瓶等に
設けられたバーコードを読み取ることができる。ＲＦＩＤリーダライタは、外部計量容器
９２の情報記録部９２ｅの内容を読み取ったり書き込んだりすることができる。
【０１３６】
　情報処理部８３は、薬瓶等のバーコード及び外部計量容器９２の情報記録部９２ｅのそ
れぞれに記憶されている情報を読み取るとともに、情報記録部９２ｅに記憶されている情
報を変更する処理を行う。具体的には、情報処理部８３は、薬瓶等に設けられたバーコー
ドから、当該薬瓶等の薬剤特定情報を読み取り、制御部８１により当該薬瓶等に収容され
た薬剤を特定する。また、情報処理部８３は、外部計量容器９２の情報記録部９２ｅに記
憶されている調剤データ（具体的には、調剤データ番号）を読み取る。計量装置８０は、
読み取った調剤データ（調剤データ番号）に対応する調剤データを、薬剤分包装置１の制
御部５０から取得する。その際、計量装置８０は、計量対象となる薬剤の情報（薬剤の目
標量を含む）も取得する。そして、制御部８１は、薬剤特定情報に基づいて特定した薬剤
が、薬剤分包装置１の制御部５０から取得した調剤データに含まれる薬剤情報が示す薬剤
のうち何れの薬剤に該当するかを特定する。制御部８１は、薬剤特定情報に基づいて特定
した薬剤が、調剤データに含まれる薬剤情報が示す薬剤の何れかに一致すると判断した場
合、一致した薬剤情報が示す薬剤を計量対象として選択する。計量対象として選択された
薬剤の計量を終えると、計量装置８０は、薬剤分包装置１の制御部５０から取得した調剤
データとともに、薬剤の計測量を含む計量結果を、制御部８１を介して、薬剤分包装置１
の制御部５０に送信する。薬剤分包装置１の制御部５０は、計量結果を受信し、記憶部６
１に記憶される調剤データを更新する。
【０１３７】
　情報記録部９２ｅは、情報処理部８３による情報の読み書きが可能であるが、同時に、
薬剤分包装置１の第２情報処理部１９によっても情報の読み書きが可能である。従って、
薬剤分包装置１と計量装置８０とを通信可能に構成しなくても、外部計量容器９２を介し
て、薬剤分包装置１と計量装置８０とで情報（調剤データ、計量結果）の受け渡しを行う
ことができる。
【０１３８】
　情報処理部８３は、外部計量容器９２の情報表示部９２ｄの表示内容を変更することが
できる。計量装置８０での薬剤の計量を終えると、情報処理部８３は、外部計量容器９２
の情報表示部９２ｄに計測量（計量結果）を表示させる。また、調剤に関する情報として
、目標量に相当する量の薬剤を収容しており、薬剤分包装置１に導入する準備ができた旨
を、情報表示部９２ｄに表示させるようにしてもよい。
【０１３９】
　表示部８４は、文字等を表示することが可能な表示画面を有する装置である。表示部８
４は、計量装置８０の適宜の位置に配置されている。表示部８４は、例えば、タッチパネ
ル付きのディスプレイとして構成することができる。表示部８４には、例えば、薬剤の名
称及び薬剤の目標量、計測量等を表示することができる。また、表示部８４には、薬瓶等
の薬剤と量り取るべき薬剤とが一致しているか否かに関して、制御部８１が判断した結果
を表示することができる。これにより、薬瓶等の薬剤が調剤データに基づく必要な薬剤に
間違いないことを確認することができる。
【０１４０】
　次に、図７から図９までを参照して、調剤システム１００で薬剤分包装置１を使用する
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際の事前設定処理等について説明する。図７から図９までには、事前設定処理等のフロー
チャートが順を追って示されている。
【０１４１】
　事前設定処理では、初めに、制御部５０は、調剤データの入力画面を表示部２１に表示
する（図７のステップＳ１０１）。調剤データには、例えば服用者、薬剤情報、目標量、
計量結果（計測量又は目標量に対する不足量）、各調剤データを識別する調剤データ番号
等が含まれる。薬剤情報とは、服用する１又は複数の薬剤名、剤形（散剤／錠剤／カプセ
ル剤／液剤／外用薬）、服用法、服用量を含む情報である。服用法とは、１日の服用回数
、服用時期、服用日数であり、服用量とは、全服用分の量（例えば重量）、一日服用分の
量（重量）、一服用分の量（重量）等である。制御部５０は、入力された調剤データに基
づいて薬剤分包装置１を動作させる。
【０１４２】
　オペレータは、この入力画面に対して、操作部２２を用いて調剤データを入力する。オ
ペレータにより入力された調剤データは、制御部５０の記憶部６１に記憶される。なお、
オペレータが手動で調剤データを入力する構成に加えて、外部の調剤機器制御装置等の情
報処理装置から通信により薬剤分包装置１に調剤データを入力してもよい。
【０１４３】
　調剤データの入力が完了すると、制御部５０は、薬剤情報が示す薬剤が散剤を含むか否
かを判断する（ステップＳ１０２）。この判断は、調剤に関する情報に基づいて行われる
。薬剤情報が示す薬剤が散剤を含まないと判断した場合、制御部５０は、事前設定処理を
終了する。
【０１４４】
　薬剤情報が示す薬剤が散剤を含むと判断した場合、制御部５０は、この散剤が水剤に溶
かし込む調剤であるか否かを判断する（ステップＳ１０３）。なお、以下の説明では、こ
こでの散剤を薬剤と呼ぶ。
【０１４５】
　薬剤が水剤に溶かし込む調剤であると判断した場合、制御部５０は、第２動作（即ち、
薬剤の量り取り後に分包をしない動作）の実行が可能か否かを判断する（ステップＳ１０
４）。具体的には、制御部５０は、薬剤情報が示す薬剤のそれぞれを対象にして、薬剤の
全服用分の重量が第３設定値以上であるか否かを判断する。第３設定値は、前述のとおり
、量り取り部３０が量り取ることができる薬剤の重量の下限値に基づく値である。そして
、制御部５０は、薬剤情報が示す薬剤の何れかについて全服用分の重量が第３設定値以上
である場合、第２動作を実行可能であると判断する。制御部５０は、薬剤情報が示す薬剤
のうち全服用分の重量が第３設定値以上である薬剤を対象として、薬剤分包装置１に量り
取り動作を行わせる。制御部５０は、薬剤情報が示す薬剤の何れについても全服用分の重
量が第３設定値以上でない場合、第２動作を実行できないと判断する。
【０１４６】
　第２動作を実行できないと判断した場合、制御部５０は事前設定処理を終了する。一方
、第２動作を実行可能であると判断した場合、制御部５０は、事前設定処理を終了し（ス
テップＳ１０５）、薬剤分包装置１に第２動作を行わせるために量り取り動作設定（第２
動作の設定）を行う。
【０１４７】
　量り取り動作設定では、制御部５０は、薬剤情報が示す薬剤について、薬剤が薬剤分包
装置１にあるか否かを判断する（ステップＳ１０６）。この判断は、薬剤容器１５の配置
情報と、調剤データに含まれる薬剤情報と、に基づいて行われる。
【０１４８】
　薬剤が薬剤分包装置１にあると判断した場合、制御部５０は、薬剤情報が示す薬剤につ
いて、薬剤容器１５における薬剤の残量が量り取るべき量（調剤データに基づく目標量）
以上であるか否かを判断する（ステップＳ１０７）。即ち、制御部５０は、薬剤情報が示
す薬剤について、必要な量以上の薬剤が薬剤容器１５に入っているか否かを判断する。な
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お、量り取るべき量は、薬剤毎の全服用分の重量に相当する。
【０１４９】
　薬剤容器１５に入っている薬剤の量を取得する方法は様々に考えられる。例えば、制御
部５０が、薬剤が満杯になっている初期状態における薬剤の重量を予め記憶しておき、そ
の重量から、薬剤分包装置１で薬剤容器１５から既に排出された薬剤の重量を減算するこ
とで、薬剤の残量を得ることができる。薬剤の残量を第１情報処理部１６によって薬剤容
器１５の情報記録部７１に記憶させておけば、薬剤容器１５における薬剤の残量を必要に
応じて第１情報処理部１６によって取得できる。なお、例えば薬剤供給機構１７に計量部
を備えて、薬剤容器１５の重量を検出することで、薬剤容器１５における薬剤の残量を取
得してもよい。
【０１５０】
　ステップＳ１０７において、薬剤容器１５における薬剤の残量が量り取るべき量以上で
あると判断した場合、制御部５０は、薬剤分包装置１に第２動作を行わせる。２以上の調
剤データに基づいて薬剤分包装置１が連続で動作する場合、薬剤分包装置１が先の調剤デ
ータに係る量り取り動作を行っていれば、制御部５０は、次の調剤データに係る量り取り
動作を待機させる。ここで、先の調剤データに係る量り取り動作が完了していれば、制御
部５０は、次の調剤データに係る量り取り動作を開始させる。一方、薬剤容器１５におけ
る薬剤の残量が量り取るべき量以上ではないと判断した場合、又は、ステップＳ１０６に
おいて薬剤が薬剤分包装置１にないと判断した場合は、制御部５０は、不足する薬剤を薬
剤容器１５に補充する補充対応、又は、必要な量以上の薬剤が入っている薬剤容器１５を
薬剤分包装置１に導入する薬剤容器導入対応を行うことをオペレータに案内する（ステッ
プＳ１０８）。この案内は、表示部２１の表示等によって行われる。
【０１５１】
　ステップＳ１０７においては、薬剤容器１５における薬剤の残量が量り取るべき量以上
であると判断した場合、制御部５０は容器割当設定を行う。容器割当設定では、制御部５
０は、薬剤情報が示す薬剤のそれぞれを対象に、収容する容器を指定する。これは、薬剤
情報が示す薬剤のそれぞれに容器固有情報が割り当てられることにより行われる。第２動
作では薬剤容器１５から供給される薬剤を２次容器９３に収容するので、制御部５０は、
薬剤情報が示す薬剤のそれぞれに２次容器９３の容器固有情報を割り当てる。
【０１５２】
　こうして、量り取り動作設定が完了し、薬剤分包装置１が量り取り動作を開始できる状
態であれば、制御部５０は、薬剤分包装置１に第２動作を行わせる。
【０１５３】
　ステップＳ１０３において、薬剤が水剤に溶かし込む調剤でないと判断した場合、制御
部５０は、第１動作（即ち、分包をする動作）を実行可能か否かを判断する（ステップＳ
１０９）。即ち、制御部５０は、第１条件及び第２条件が満たされているか否かを判断す
る。具体的には、制御部５０は、薬剤情報が示す薬剤のそれぞれを対象にして、全服用分
の重量が第１設定値以上であるという第１条件と、一服用分の重量が第２設定値以上であ
るという第２条件と、が満たされているか否かを判断する。第１設定値及び第２設定値は
、前述のとおり、分包部３３が分包可能な薬剤の重量の下限値に基づく値である。制御部
５０は、薬剤情報が示す薬剤のうち全てについて第１条件及び第２条件の両方が満たされ
ている場合、この薬剤情報に係る調剤データを対象として第１動作を実行可能であると判
断する。制御部５０は、薬剤情報が示す薬剤のうち少なくとも何れかが第１条件及び第２
条件のうち少なくとも何れかが満たされていない場合、この薬剤情報に係る調剤データを
対象として第１動作を実行できないと判断する。なお、この場合には、賦形剤選択部６３
により賦形剤の添加を行うことを選択し、これにより薬剤を第１条件及び第２条件を満た
すようにすることができる。
【０１５４】
　第１動作を実行可能であると判断した場合、制御部５０は、事前設定処理を終了し、薬
剤分包装置１に第１動作を行わせるために量り取り動作及び分包動作設定（第１動作の設
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定）を行う（ステップＳ１１０）。
【０１５５】
　量り取り動作及び分包動作設定では、制御部５０は、記憶部６１等に記憶されたマスタ
情報を参照して、薬剤情報が示す薬剤のそれぞれが収容される薬剤容器１５がマスタ情報
に登録されているか否かを判断する（図８のステップＳ１１１）。
【０１５６】
　薬剤容器１５が登録されていると判断した場合、制御部５０は、薬剤情報が示す薬剤の
それぞれに関して、薬剤が薬剤分包装置１にあるか否かを判断する（ステップＳ１１２）
。即ち、制御部５０は、第１判断条件が満たされているか否かを判断する。具体的には、
制御部５０は、薬剤情報が示す薬剤のそれぞれについて、必要な薬剤を収容している薬剤
容器１５が薬剤分包装置１に配置されているか否かを判断する。この判断は、薬剤容器１
５の配置情報と、調剤データに含まれる薬剤情報と、に基づいて行われる。
【０１５７】
　薬剤が薬剤分包装置１にあると判断した場合、制御部５０は、薬剤情報が示す薬剤につ
いて、薬剤容器１５における薬剤の残量が量り取るべき量以上であるか否かを判断する（
ステップＳ１１３）。これは、上述の第２判断条件に相当する。具体的には、制御部５０
は、薬剤情報が示す薬剤のそれぞれについて、必要な量以上の薬剤が、薬剤分包装置１に
配置された薬剤容器１５に入っているか否かを判断する。例えば、制御部５０は、ステッ
プＳ１０７と同様に、薬剤の残量を算出して、この薬剤の残量が薬剤情報で示される薬剤
の総量に対して不足しているか否かを調べる。なお、量り取るべき量は、薬剤毎の全服用
分の重量に相当する。
【０１５８】
　ステップＳ１１３において、薬剤容器１５における薬剤の残量が量り取るべき量以上で
あると判断した場合、制御部５０は、設定される作動条件に基づいて薬剤分包装置１に第
１動作を行わせる。２以上の調剤データに基づいて薬剤分包装置１を連続で動作させる場
合、薬剤分包装置１が先の調剤データに係る量り取り動作を行っていれば、制御部５０は
、次の調剤データに係る量り取り動作を待機させる。ここで、先の調剤データに係る量り
取り動作が完了していれば、制御部５０は、次の調剤データに係る量り取り動作を開始さ
せる。一方、薬剤容器１５における薬剤の残量が量り取るべき量以上ではないと判断した
場合、又は、ステップＳ１１２において薬剤が薬剤分包装置１にないと判断した場合は、
制御部５０は、不足する薬剤を薬剤容器１５に補充する補充対応、又は、必要な量以上の
薬剤が入っている薬剤容器１５を薬剤分包装置１に導入する薬剤容器導入対応を行うこと
をオペレータに案内する（ステップＳ１２１）。この案内は、表示部２１の表示等によっ
て行われる。その後、処理はステップＳ１１２に戻る。
【０１５９】
　量り取り動作及び分包動作設定では、薬剤容器１５における薬剤の残量が量り取るべき
量以上であると判断した場合、制御部５０は、薬剤分包装置１に関する作動条件を設定す
る。制御部５０は、設定画面として、量り取り、排出、分配及び包装に関する設定画面を
表示部２１に表示する（ステップＳ１１４）。例えば、オペレータは、量り取り動作及び
分包動作で使用する容器（中間容器９１）を薬剤毎に指定することができる。また、オペ
レータは、薬剤を排出する際の排出速度（振動の強さ）、薬剤を包装する際の速度等を、
操作部２２を操作して指定することができる。また、制御部５０は容器割当設定を行う。
容器割当設定では、制御部５０は、薬剤情報が示す薬剤のそれぞれを対象に、収容する容
器を指定する。これは、薬剤情報が示す薬剤のそれぞれに容器固有情報が割り当てられる
ことにより行われる。第１動作では薬剤を中間容器９１に収容するので、制御部５０は、
薬剤情報が示す薬剤のそれぞれに中間容器９１の容器固有情報を割り当てる。なお、設定
画面では、量り取りのための設定として、分包動作で使用する容器（中間容器９１）を薬
剤毎にオペレータが指定可能になっていてもよい。また、分包動作で使用する分配部３４
、薬剤排出部３２をオペレータが指定可能になっていてもよい。制御部５０は、オペレー
タが指定した設定を登録する（ステップＳ１１５）。量り取り動作、後述の排出動作、分
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配動作、及び包装動作では、ここで登録された情報に基づく処理が行われる。こうして、
量り取り動作及び分包動作設定を完了し、薬剤分包装置１が量り取り動作を開始できる状
態であれば、制御部５０は、薬剤分包装置１に第１動作を行わせる。
【０１６０】
　ステップＳ１２１において、制御部５０は、不足する薬剤を薬剤容器１５に補充する補
充対応、又は、必要な量以上の薬剤が入っている薬剤容器１５を薬剤分包装置１に導入す
る薬剤容器導入対応を行うことをオペレータに案内する。具体的には、制御部５０（対応
選択部６４）は、薬剤分包装置１において準備していない薬剤について、補充対応又は薬
剤容器導入対応の何れを行うのかをオペレータに指定させる選択画面を、表示部２１に表
示する。そして、制御部５０は、オペレータが指定した設定を登録する。その後、処理は
ステップＳ１１２に戻る。
【０１６１】
　ステップＳ１１２において薬剤が薬剤分包装置１にないと判断した場合、又は、ステッ
プＳ１１３において薬剤容器１５における薬剤の残量が量り取るべき量以上ではないと判
断した場合は、その薬剤について、外部計量容器９２を用いた外部計量対応を行うか否か
を問い合わせる画面が表示部２１に表示される（ステップＳ１１６）。この場合、オペレ
ータは、この選択画面で、操作部２２を用いて外部計量対応を行うことも指定できる。本
実施形態では、薬剤分包装置１において準備していない薬剤の対応について、選択画面で
オペレータの指定により設定するようにしたが、制御部５０は、補充対応、薬剤容器導入
対応、及び外部計量対応のうち、何れの対応を行うかを予め設定してもよい。
【０１６２】
　外部計量容器９２を用いた外部計量対応を行うことをオペレータが指定した場合（ステ
ップＳ１１７）、制御部５０は、薬剤分包装置１に関する作動条件の設定画面として、量
り取り、排出、分配及び包装に関する設定画面を表示部２１に表示する（ステップＳ１１
８）。そして、制御部５０は、オペレータが指定した設定を登録する（ステップＳ１１９
）。また、制御部５０は容器割当設定を行う。容器割当設定では、制御部５０は、薬剤情
報が示す薬剤のそれぞれを対象に、収容する容器を指定する。これは、薬剤情報が示す薬
剤のそれぞれに容器固有情報が割り当てられることにより行われる。第１動作では薬剤を
中間容器９１に収容するので、制御部５０は、薬剤情報が示す薬剤のそれぞれに中間容器
９１の容器固有情報を割り当てる。外部計量対応を行う薬剤は外部計量容器９２に収容す
るので、制御部５０は、薬剤情報が示す薬剤のうち外部計量対応を行う薬剤には、外部計
量容器９２の容器固有情報を割り当てる。なお、設定画面では、量り取りのための設定と
して、分包動作で使用する容器（中間容器９１又は外部計量容器９２）を薬剤毎にオペレ
ータが指定可能になっていてもよい。また、分包動作で使用する分配部３４、薬剤排出部
３２をオペレータが指定可能になっていてもよい。量り取り動作、後述の排出動作、分配
動作、及び包装動作では、ここで登録された情報に基づく処理が行われる。こうして、量
り取り動作及び分包動作設定を完了し、薬剤分包装置１が量り取り動作を開始できる状態
であれば、制御部５０は、薬剤分包装置１に第１動作を行わせる。
【０１６３】
　外部計量対象となる薬剤に外部計量容器９２の容器固有情報を割り当てると、制御部５
０は、容器固有情報に基づいて、使用する外部計量容器９２を、薬剤分包装置１内に配置
された複数の外部計量容器９２から選択する（ステップＳ１２０）。上述のとおり第２保
管部１２には複数の外部計量容器９２が保管されているが、これらの外部計量容器９２の
中には、収容部９２ａの大きさが互いに異なるものが含まれていてもよい。この場合、制
御部５０は、調剤データに含まれる薬剤情報と、予め記憶部６１に記録された複数の外部
計量容器９２に関する情報と、に基づいて、薬剤の目標量に応じた適切なサイズの外部計
量容器９２の選択を行う。これにより、外部計量にあたって、状況に適合した外部計量容
器９２を用いることができる。
【０１６４】
　ステップＳ１１２において薬剤が薬剤分包装置１にないと判断した場合、又は、ステッ
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プＳ１１３において薬剤容器１５における薬剤の残量が量り取るべき量以上ではないと判
断した場合に、外部計量対応を選択できないように構成しても良い。この場合、ステップ
Ｓ１１６及びステップＳ１１７の処理が省略される。
【０１６５】
　補充対応又は薬剤容器導入対応を行うことが選択される場合、制御部５０は、補充対応
又は薬剤容器導入対応を行うことを案内する（ステップＳ１２１）。この案内は、表示部
２１の表示等によって行われる。その後、処理はステップＳ１１２に戻る。なお、通常、
このような案内により薬剤分包装置１の内部における必要な薬剤の確保が促されるが、ス
テップＳ１２１の後、補充対応又は薬剤容器導入対応が行われないこともある。この場合
には、薬剤分包装置１の使用時に、必要な薬剤が確保できていない状態で第１動作が行わ
れることになる。また、薬剤容器１５に入っている薬剤の残量を取得できない構成であれ
ば、ステップＳ１１３の判断は省略される。
【０１６６】
　ステップＳ１１１において、薬剤容器１５が登録されていないと判断した場合、制御部
５０は、外部計量容器９２を用いて外部計量対応を行うことを決定する（ステップＳ１２
２）。その後、上述のステップＳ１１８からステップＳ１２０までの処理が行われ、薬剤
分包装置１が量り取り動作を開始できる状態であれば、制御部５０は、薬剤分包装置１に
第１動作を行わせる。
【０１６７】
　図７のステップＳ１０９において、第１動作を実行できないと判断した場合、制御部５
０は、分包部３３による分包動作を禁止する（ステップＳ１２３）。そして、制御部５０
は、第２動作（即ち、薬剤の量り取り後に分包をしない動作）の実行が可能か否かを判断
する（図９のステップＳ１２４）。具体的には、制御部５０は、薬剤情報が示す薬剤のそ
れぞれを対象にして、第３条件が満たされているか否かを判断する。制御部５０は、薬剤
情報が示す薬剤のうち第３条件が満たされていると判断した薬剤に関して、量り取り動作
の実行が可能であると判断する。制御部５０は、薬剤情報が示す薬剤のうち第３条件が満
たされていないと判断した場合、第３条件を満たさない薬剤に関して量り取り動作を実行
できないと判断する。
【０１６８】
　薬剤情報が示す薬剤の全てに関して量り取り動作を実行できないと判断した場合、制御
部５０は、量り取り部３０による量り取り動作を禁止して（ステップＳ１２５）、事前設
定処理を終了する。一方、薬剤情報が示す薬剤のうち少なくとも１つの薬剤に関して量り
取り動作を実行可能であると判断した場合、制御部５０は、事前設定処理を終了し、薬剤
分包装置１に第２動作を行わせる量り取り動作設定（第２動作の設定）を行う（ステップ
Ｓ１２６）。なお、第２動作の実行については、制御部５０（量り取り選択部６２）は、
操作部２２を用いたオペレータの選択により、第２動作を行わせる設定を行うようにする
ことができる。
【０１６９】
　そして、量り取り動作設定では、制御部５０は、薬剤情報が示す薬剤について、薬剤が
薬剤分包装置１にあるか否かを判断する（ステップＳ１２７）。即ち、制御部５０は、薬
剤情報が示す薬剤について、必要な薬剤を収容している薬剤容器１５が薬剤分包装置１に
配置されているか否かを判断する。薬剤が薬剤分包装置１にあると判断した場合、制御部
５０は、薬剤情報が示す薬剤について、薬剤容器１５における薬剤の残量が量り取るべき
量以上であるか否かを判断する（ステップＳ１２８）。
【０１７０】
　ステップＳ１２８において、薬剤容器１５における薬剤の残量が量り取るべき量以上で
あると判断した場合、制御部５０は、薬剤分包装置１に第２動作を行わせる。一方、薬剤
容器１５における薬剤の残量が量り取るべき量以上ではないと判断した場合、又は、ステ
ップＳ１２７において薬剤が薬剤分包装置１にないと判断した場合は、制御部５０は、不
足する薬剤を薬剤容器１５に補充する補充対応、又は、必要な量以上の薬剤が入っている
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薬剤容器１５を薬剤分包装置１に導入する薬剤容器導入対応を行うことをオペレータに案
内する（ステップＳ１３４）。この案内は、表示部２１の表示等によって行われる。その
後、処理はステップＳ１２７に戻る。
【０１７１】
　また、ステップＳ１２８において、薬剤容器１５における薬剤の残量が量り取るべき量
以上であると判断した場合、制御部５０は、容器割当設定を行う。容器割当設定では、制
御部５０は、薬剤情報が示す薬剤のそれぞれを対象に、収容する容器を指定する。これは
、薬剤情報が示す薬剤のそれぞれに容器固有情報が割り当てられることにより行われる。
第２動作では薬剤容器１５から供給する薬剤を２次容器９３に収容するので、制御部５０
は、薬剤情報が示す薬剤のそれぞれに２次容器９３の容器固有情報を割り当てる。
【０１７２】
　こうして、量り取り動作設定が完了し、薬剤分包装置１が量り取り動作を開始できる状
態であれば、制御部５０は、薬剤分包装置１に第２動作を行わせる。
【０１７３】
　本実施形態では、ステップＳ１２８において、薬剤容器１５における薬剤の残量が量り
取るべき量以上であると判断した場合、制御部５０は、複数ある他の薬剤分包装置９５の
中から、使用すべき他の薬剤分包装置９５を案内する。詳しくは、制御部５０は、複数あ
る他の薬剤分包装置９５のうち、第４設定値が、薬剤情報が示す薬剤のそれぞれについて
の全服用分の重量以下であり、かつ、第５設定値が、薬剤情報が示す薬剤のそれぞれにつ
いての一服用分の重量以下である、他の薬剤分包装置９５を選択する（ステップＳ１２９
）。そして、制御部５０は、選択された他の薬剤分包装置９５の使用を案内する（ステッ
プＳ１３０）。第４設定値及び第５設定値は、前述のとおり、他の薬剤分包装置９５が分
包可能な薬剤の重量の下限値に基づく値である。この案内は、表示部２１の表示等によっ
て行われる。なお、薬剤容器１５に入っている薬剤の残量を取得できない構成であれば、
ステップＳ１２８の判断は省略される。
【０１７４】
　ステップＳ１２９において、全服用分の重量又は一服用分の重量が、他の薬剤分包装置
９５が分包可能な薬剤の重量の下限値以上でない（第４条件及び第５条件が満たされない
）他の薬剤分包装置９５を選択せざるを得ない場合もある。この場合、制御部５０は、薬
剤分包装置１が第２動作を行う場合の賦形剤の添加についての選択画面を、表示部２１に
表示する（ステップＳ１３１）。オペレータは、この選択画面で、操作部２２（賦形剤選
択部６３）を用いて、賦形剤の添加を行うか否かについての選択を行う。オペレータによ
る選択結果に基づいて、制御部５０は、賦形剤に関して量り取り部３０による量り取り動
作を実行するか否かを判断する（ステップＳ１３２）。
【０１７５】
　量り取り部３０による賦形剤の量り取り動作を実行する旨が選択された場合、制御部５
０は、量り取り部３０によって量り取る賦形剤の重量を決定する（ステップＳ１３３）。
賦形剤の重量は、選択された他の薬剤分包装置９５に関する第４設定値及び第５設定値の
うち少なくとも何れかに基づいて決定される。そして、量り取り動作設定として、制御部
５０は、賦形剤を対象に容器割当設定を行う。容器割当設定では、制御部５０は、賦形剤
を収容する容器を指定する。これは、賦形剤に容器固有情報が割り当てられることにより
行われる。第２動作では賦形剤を２次容器９３に収容するので、制御部５０は、賦形剤に
２次容器９３の容器固有情報を割り当てる。賦形剤に割り当てる容器固有情報は、賦形剤
を添加する薬剤と同一の２次容器９３の容器固有情報としてもよいし、賦形剤を添加する
薬剤と異なる２次容器９３の容器固有情報としてもよい。
【０１７６】
　次に、図１０から図１３までを参照して、第１動作（即ち、分包をする動作）を行う際
の中間容器９１に関する処理を説明する。図１０は、第１動作を行う際の中間容器９１に
関する処理のうち、外部計量対応が行われない場合の処理を示すフローチャートである。
図１１は、図１０の処理が行われる場合の中間容器９１の経路を示す図である。図１２は
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、図１０の処理の続きであって、外部計量対応が行われる場合の処理を示すフローチャー
トである。図１３は、図１２の処理が行われる場合の中間容器９１の経路を示す図である
。
【０１７７】
　予め、第３情報処理部２０は、保管部（第１保管部１１、第２保管部１２、及び第３保
管部１３）に保管された各種容器の情報記録部（情報記録部９１ｅ、情報記録部９２ｅ、
情報記録部９３ｅ）から容器固有情報を読み取り、保管部における容器の保管情報を制御
部５０に送る。保管情報は、容器固有情報と保管部における容器の保管位置に関する情報
を対応付けた情報である。制御部５０は、第３情報処理部２０から送られた保管情報を記
憶部６１に記憶させる。
【０１７８】
　第１動作は、図７のステップＳ１１０に示すように、事前設定処理において第１動作の
設定が行われた場合に行われる。そして、量り取り及び分包動作の設定時に、外部計量容
器９２を用いた外部計量対応が選択されていない場合に、図１０の処理が行われる。
【０１７９】
　初めに、制御部５０は、薬剤情報が示す薬剤のそれぞれに割り当てられた容器固有情報
と保管情報とに基づき、第１保管部１１に保管された中間容器９１の中から搬送対象とな
る中間容器９１を決定する。このとき、第３情報処理部２０は、中間容器９１の情報記録
部９１ｅに調剤データ（少なくとも調剤データ番号を含む）を書き込む。そして、制御部
５０は、第１搬送部１４ａを制御して、中間容器９１を第１待機位置Ｐ１から計量位置Ｐ
４まで搬送する（ステップＳ２０１、図１１の（１））。次に、制御部５０は、薬剤供給
機構１７を制御して、調剤データに含まれる薬剤情報が示す薬剤の１つであって、搬送対
象の中間容器９１に対応する薬剤が収容された薬剤容器１５を、載置台１８ａ（中間容器
９１）の上方まで移動させる（ステップＳ２０２）。薬剤容器１５の移動は、中間容器９
１の搬送よりも後に行われてもよいし、薬剤容器１５の移動と中間容器９１の搬送が並行
に行われてもよい。
【０１８０】
　次に、制御部５０は、薬剤供給機構１７を制御して、中間容器９１の上方へ移動させた
薬剤容器１５を対象として供給機構を動作させ、中間容器９１への薬剤の供給を開始する
（ステップＳ２０３）。
【０１８１】
　薬剤容器１５から中間容器９１に薬剤を量り取る動作（ステップＳ２０１～ステップＳ
２０３）は、調剤データに含まれる薬剤情報が示す薬剤の種類毎に行われる。薬剤の目標
量が中間容器９１の収容上限を超える場合には、１種類の薬剤が複数の中間容器９１に分
かれて供給されるようにしてもよい。
【０１８２】
　制御部５０は、計量部１８により算出された計測量が調剤データに基づく目標量に一致
するように、薬剤の供給を行う。計測量が調剤データに基づく目標量に一致すると、制御
部５０は、量り取りが完了したと判断する（ステップＳ２０４）。量り取りが完了すると
、制御部５０は、第２情報処理部１９を制御して、計測量を情報表示部９１ｄに表示させ
るとともに、情報記録部９１ｅに記憶させる（ステップＳ２０５）。
【０１８３】
　このとき、情報表示部９１ｄには、調剤データとして、例えば、調剤データ番号、薬剤
名、服用者、目標量、及び計測量を表示させることができる。また、調剤に関する情報と
して、例えば、薬剤の量り取りが完了したことを示す情報を表示することもできる。薬剤
名は、中間容器９１に供給された薬剤の名称である。服用者は、薬剤の服用者の氏名、年
齢等の、服用者を特定するための情報である。目標量は、調剤データに基づく値であり、
中間容器９１において量り取るべき薬剤の量である。計測量は、中間容器９１に供給され
た薬剤の重量を計量部１８で計測した実測値である。情報表示部９１ｄに表示される情報
のうち少なくとも一部が、情報記録部９１ｅに記録される。
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【０１８４】
　次に、制御部５０は、第１搬送部１４ａ及び第２搬送部１４ｂを制御して、中間容器９
１を計量位置Ｐ４から排出位置Ｐ９まで搬送して（ステップＳ２０６、図１１の（２）及
び（３））、中間容器９１を容器取付部３２ａに取り付ける（ステップＳ２０７）。
【０１８５】
　中間容器９１の開閉部９１ｃを移動させて閉鎖状態から開放状態に切り替わると、制御
部５０は、振動装置３２ｂを制御して振動を発生させることで薬剤を分配部３４へ排出す
る（ステップＳ２０８、排出動作）。分配部３４へ排出された薬剤は、上述のように包装
部３５によって所定の分包単位量ずつ包装されて、所定の位置へ送り出される（図１１の
（４））。
【０１８６】
　薬剤の分配部３４への排出が完了すると、制御部５０は、第２搬送部１４ｂを制御して
、中間容器９１を排出位置Ｐ９から清掃待機位置Ｐ１０まで移動させる（ステップＳ２０
９、図１１の（５））。制御部５０は、適宜のタイミングで中間容器９１を清掃位置Ｐ１
１まで移動させ（ステップＳ２１０、図１１の（６））、清掃部３８を制御して中間容器
９１を清掃させる（ステップＳ２１１）。
【０１８７】
　清掃の完了後、制御部５０は、中間容器９１を清掃待機位置Ｐ１０まで戻し（図１１の
（７））、第１搬送部１４ａを制御して、中間容器９１を第１待機位置Ｐ１まで搬送する
（ステップＳ２１２、図１１の（８））。中間容器９１の清掃が完了すると、第３情報処
理部２０は、情報表示部９１ｄの表示内容を消去する。以上により、中間容器９１が元の
位置まで戻る。そのため、再度の排出が必要になった場合は、この中間容器９１を繰り返
し使用することができる。
【０１８８】
　また、ステップＳ２０４において、量り取りが完了しないと判断した場合、制御部５０
は、ステップＳ１２１と同様に補充対応又は薬剤容器導入対応を行うことをオペレータに
案内する。例えば、供給機構が薬剤容器１５から薬剤を供給するための動作を行っている
際に、中間容器９１に供給された薬剤が目標量に対して不足している状態で、かつ、計量
部１８での計測量が増加しなければ、量り取りが完了しないと判断して供給機構の動作を
停止する。その後、補充対応又は薬剤容器導入対応が行われると、ステップＳ２０３に戻
り、中間容器９１への薬剤の供給を開始（再開）する。例えば、図８のステップＳ１２１
の後、案内に沿った補充対応又は薬剤容器導入対応が行われなかった場合には、薬剤の不
足が生じる。また、薬剤容器１５に入っている薬剤の残量を取得できない構成である場合
には、薬剤の不足が生じることがある。
【０１８９】
　量り取りが完了していないと判断した場合、制御部５０は、第２情報処理部１９を制御
して、現段階での計測量を中間容器９１の情報表示部９１ｄに表示させる（図１２のステ
ップＳ２１４）。このとき、情報表示部９１ｄには、薬剤名、服用者、及び目標量等の情
報を併せて表示させることができる。目標量及び計測量に代えて、又はこれらに加えて、
目標量に対する薬剤の不足量が情報表示部９１ｄに表示されてもよい。また、調剤に関す
る情報として、薬剤の量り取りが完了しておらず、収容する薬剤は目標量に対して不足す
ることを示す情報を表示してもよい。そして、制御部５０は、調剤データに含まれる現段
階での計測量又は目標量に対する不足量を更新する。また、制御部５０は、第２情報処理
部１９を制御して、現段階での計測量又は目標量に対する薬剤の不足量を中間容器９１の
情報記録部９１ｅに書き込むようにしてもよい。これにより、中間容器９１の取り違え等
を防止でき、また、オペレータ等が、どの薬剤を残りどれだけ量り取るべきか等の必要な
情報を目で見て容易に理解することができる。また、情報記録部９１ｅに記録された情報
を適宜の情報処理装置で読み取れば、オペレータ等が、どの薬剤を残りどれだけ量り取る
べきか等の必要な情報を容易に把握することができる。
【０１９０】
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　量り取りが完了していないと判断した場合、薬剤の供給途中である中間容器９１を用い
て外部計量対応を行うことにより、量り取り動作及び分包動作を継続することができる。
この場合、制御部５０は、第１搬送部１４ａを制御して、薬剤の供給が未完了である中間
容器９１を計量位置Ｐ４から第１取出位置Ｐ５まで搬送する（ステップＳ２１５、図１３
の（２））。オペレータは、中間容器９１を第１取出位置Ｐ５から薬剤分包装置１の外部
へ取り出し、薬瓶等から取り出した薬剤を中間容器９１に供給し、計量装置８０で計量を
行う。
【０１９１】
　オペレータは、第１取出位置Ｐ５から取り出された中間容器９１の情報記録部９１ｅを
、計量装置８０の情報処理部８３に読み取らせる。計量装置８０は、情報記録部９１ｅか
ら調剤データ番号と容器固有情報を取得する。計量装置８０は、情報記録部９１ｅから取
得する情報に基づいて、薬剤分包装置１の制御部５０から対応する調剤データを取得し、
表示部８４に取得した調剤データを表示する。また、計量装置８０は、情報記録部９１ｅ
から取得する情報に基づいて、調剤データに含まれる薬剤情報に示す薬剤のうち何れの薬
剤を計量対象とするかを特定する。表示部８４は、計量対象として特定される薬剤を、強
調表示等を用いて他の薬剤と区別して表示する。また、表示部８４には、計量対象として
特定される薬剤の現段階での計測量又は目標量に対する不足量も表示する。次に、オペレ
ータは、計量装置８０の情報処理部８３に薬瓶等のバーコード（情報記録部７１）を読み
取らせる。これにより、計量装置８０の制御部８１が収容薬剤情報を取得する。制御部８
１は、計量対象として特定される薬剤と、取得する収容薬剤情報とを照合する。照合結果
が一致していれば、オペレータは、計量装置８０を用いて不足量分の薬剤を計量し、計量
した薬剤を中間容器９１に供給する。薬剤の計量を終えると、計量装置８０は、薬剤分包
装置１の制御部５０から取得した調剤データとともに、薬剤の計測量を含む計量結果を、
制御部８１を用いて薬剤分包装置１の制御部５０に送信する。薬剤分包装置１の制御部５
０は、計量結果を受信し、記憶部６１に記憶される調剤データを更新する。
【０１９２】
　計量装置８０での薬剤の計量を終えると、情報処理部８３は、中間容器９１の情報表示
部９１ｄに計測量（計量結果）を表示させるようにしてもよい。また、調剤に関する情報
として、目標量に相当する量の薬剤を収容しており、薬剤分包装置１に導入する準備がで
きた旨を、情報表示部９１ｄに表示させるようにしてもよい。
【０１９３】
　次に、制御部５０は、中間容器９１が排出待機位置Ｐ８にセットされたか否かを判断す
る（ステップＳ２１６）。中間容器９１が排出待機位置Ｐ８にセットされていないと判断
した場合、制御部５０は、ステップＳ２１６を繰り返す。一方、中間容器９１が排出待機
位置Ｐ８にセットされたと判断した場合、制御部５０は、計量装置８０から受信した計量
結果が調剤データに適合していれば、第２搬送部１４ｂを制御して、中間容器９１を排出
待機位置Ｐ８から排出位置Ｐ９まで搬送する（ステップＳ２１７）。排出待機位置Ｐ８に
セットされた中間容器９１の容器固有情報を読み取り可能な情報処理装置を設ければ、分
包動作で使用することが指定された薬剤排出部３２（排出位置Ｐ９）に対して、中間容器
９１を適切に搬送することができる。その後、ステップＳ２１８からステップＳ２２３の
処理を行う。ステップＳ２１８からステップＳ２２３までの処理は、図１０のステップＳ
２０７からステップＳ２１２までと同様であるため、説明を省略する。本実施形態では、
制御部５０が第２搬送部１４ｂを制御して、中間容器９１を排出位置Ｐ９に対して搬送す
る構成としたが、オペレータが中間容器９１を薬剤排出部３２（排出位置Ｐ９）に直にセ
ットすることにより、中間容器９１が薬剤分包装置１に導入されてもよい。この場合、排
出位置Ｐ９にセットされた中間容器９１の容器固有情報を適宜の情報処理装置で読み取れ
ば、この容器固有情報が割り当てられた薬剤情報が示す薬剤に基づいて、セット先が正し
いか否かを確認することができる。
【０１９４】
　外部計量は、本来的には外部計量容器９２を用いて行われるものである。しかしながら
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、本実施形態の薬剤分包装置１では、中間容器９１を用いた量り取り時に薬剤の不足が生
じた場合には、当該中間容器９１を用いた外部計量対応を行うことができる。これにより
、様々な状況にその場で対応しながら薬剤の分包を実現することができる。この結果、薬
剤分包装置１の柔軟性が高められている。
【０１９５】
　外部計量容器９２の情報記録部９２ｅを介した情報の受け渡しについては先に述べたが
、中間容器９１の情報記録部９１ｅも、情報記録部９２ｅと同様の構成である。従って、
薬剤分包装置１と計量装置８０との間での情報の受け渡しを、中間容器９１を介して同様
に実現することができる。
【０１９６】
　次に、図１４及び図１５を参照して、第１動作を行う際の外部計量容器９２に関する処
理を説明する。図１４は、外部計量容器９２に関する処理を示すフローチャートである。
図１５は、図１４の処理を行う場合の外部計量容器９２の経路を示す説明図である。
【０１９７】
　第１動作が事前設定処理等で設定された状態で、外部計量容器９２を用いた外部計量対
応が選択されている場合、図１４に示す処理が行われる。
【０１９８】
　初めに、制御部５０は、薬剤情報が示す薬剤のそれぞれに割り当てられた容器固有情報
と保管情報とに基づき、第２保管部１２に保管された外部計量容器９２の中から搬送対象
となる外部計量容器９２を決定する。このとき、第３情報処理部２０は、選択された外部
計量容器９２について、情報表示部９２ｄの表示内容及び情報記録部９２ｅの記録内容を
更新する（ステップＳ３０１）。これにより、調剤データが情報表示部９２ｄに表示され
るとともに、少なくとも調剤データ番号、及び、薬剤情報が示す薬剤のうちの外部計量容
器９２に供給する薬剤の情報が情報記録部９２ｅに記録される。ステップＳ３０１の処理
は、第１搬送部１４ａにより外部計量容器９２を計量位置Ｐ４まで搬送した後に、第２情
報処理部１９により行われてもよい。
【０１９９】
　ここで、情報表示部９２ｄには、計量装置８０によって計量されるべき薬剤の薬剤名、
服用者、目標量等の情報を表示させることができる。また、調剤に関する情報として、外
部計量が完了していない容器であることを示す情報を表示してもよい。これにより、外部
計量容器９２の取り違え等を防止することができ、また、オペレータ等が、どの薬剤をど
れだけ量り取るべきかを目で見て容易に理解することができる。また、情報記録部９２ｅ
に記録される容器固有情報を適宜の情報処理装置で読み取れば、薬剤情報が示す薬剤のう
ちどの薬剤に割り当てられた外部計量容器９２であるかを特定することができる。従って
、外部計量容器９２にどの薬剤を入れればよいか等を容易に特定することができる。
【０２００】
　次に、制御部５０は、第１搬送部１４ａを制御して、外部計量容器９２を第２待機位置
Ｐ２から第２取出位置Ｐ６まで搬送する（ステップＳ３０２、図１５の（１））。
【０２０１】
　なお、情報表示部９２ｄの表示内容及び情報記録部９２ｅの記録内容の更新は、外部計
量容器９２が第２取出位置Ｐ６で外部に取り出される前の時点で行われていればよく、例
えば搬送時、又は第２取出位置Ｐ６に搬送された後に行われてもよい。この場合、情報処
理装置が第１搬送部１４ａ、又は第２取出部２６に設けられてもよい。また、情報記録部
９２ｅの記録内容の更新と同時に、情報表示部９２ｄの表示内容の更新が行われてもよい
。
【０２０２】
　外部計量容器９２が第２取出位置Ｐ６に到達すると、オペレータは、外部計量容器９２
を第２取出位置Ｐ６から薬剤分包装置１の外部へ取り出し、薬瓶等から取り出した薬剤を
外部計量容器９２に供給し、計量装置８０で計量を行う。
【０２０３】
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　オペレータは、第２取出位置Ｐ６から取り出された外部計量容器９２の情報記録部９２
ｅを、計量装置８０の情報処理部８３に読み取らせる。計量装置８０は、情報記録部９２
ｅから調剤データ番号と容器固有情報を取得する。計量装置８０は、情報記録部９２ｅか
ら取得する情報に基づいて、薬剤分包装置１の制御部５０から対応する調剤データを取得
し、取得した調剤データを表示部８４に表示する。次に、オペレータは、計量装置８０の
情報処理部８３に薬瓶等のバーコード（情報記録部７１）を読み取らせる。これにより、
計量装置８０の制御部８１が収容薬剤情報を取得する。制御部８１は、計量対象として特
定される薬剤と、取得する収容薬剤情報とを照合する。照合結果が一致していれば、オペ
レータは、計量装置８０を用いて薬剤を計量し、計量した薬剤を外部計量容器９２に供給
する。薬剤の計量を終えると、計量装置８０は、薬剤分包装置１の制御部５０から取得し
た調剤データとともに、薬剤の計測量を含む計量結果を、制御部８１を用いて薬剤分包装
置１の制御部５０に送信する。薬剤分包装置１の制御部５０は、計量結果を受信し、計量
装置８０から受信した計量結果が調剤データの目標量に適合することを確認すると、記憶
部６１に記憶される調剤データを更新する。
【０２０４】
　計量装置８０での薬剤の計量を終えると、外部計量容器９２の情報記録部９２ｅの情報
表示部９２ｄに計測量（計量結果）を表示させるようにしてもよい。また、目標量に相当
する量の薬剤を収容しており、薬剤分包装置１に導入する準備ができた旨を、情報表示部
９２ｄに表示させるようにしてもよい。
【０２０５】
　次に、制御部５０は、全服用分の薬剤を収容した状態の外部計量容器９２が排出待機位
置Ｐ８にセットされたか否かを判断する（ステップＳ３０３）。外部計量容器９２が排出
待機位置Ｐ８にセットされていないと判断した場合、制御部５０は、ステップＳ３０３を
繰り返す。一方、外部計量容器９２が排出待機位置Ｐ８にセットされたと判断した場合、
制御部５０は、計量装置８０から受信した計量結果が調剤データに適合していれば、第２
搬送部１４ｂを制御して、外部計量容器９２を排出待機位置Ｐ８から排出位置Ｐ９まで搬
送する（ステップＳ３０４）。排出待機位置Ｐ８にセットされた外部計量容器９２の容器
固有情報を読み取り可能な情報処理装置を設ければ、分包動作で使用することが指定され
た排出部（排出位置Ｐ９）に対して、外部計量容器９２を適切に搬送することができる。
ステップＳ３０５からステップＳ３１０までの処理は、図１２のステップＳ２１８からス
テップＳ２２３までと同様であるため、説明を省略する。
【０２０６】
　このように、本実施形態では、計量装置８０で薬剤が量り取られた外部計量容器９２は
、先ず排出待機位置Ｐ８にセットされ、その後、搬送部１４（第２搬送部１４ｂ）によっ
て搬送されて、薬剤排出部３２の容器取付部３２ａに装着される（ステップＳ３０３～ス
テップＳ３０５）。本実施形態では、オペレータが排出待機位置Ｐ８にセットした外部計
量容器９２が、搬送部１４によって、所定の（正しい）容器取付部３２ａに対して自動的
に取り付けられる。なお、中間容器９１を用いて外部計量対応を行う場合も同様である（
図１２のステップＳ２１６～ステップＳ２０８）。従って、外部計量を行う場合の調剤の
正確性を確保することができる。なお、外部計量容器９２をオペレータが直に容器取付部
３２ａに取り付けることもできる。その場合、排出位置Ｐ９にセットされた外部計量容器
９２の容器固有情報を適宜の情報処理装置で読み取れば、この容器固有情報が割り当てら
れた薬剤情報が示す薬剤に関して分包動作で使用することが指定された排出部（排出位置
Ｐ９）に対して、当該外部計量容器９２が正しくセットされたかを確認することができる
。
【０２０７】
　次に、主に図１６及び図１７を参照して、第２動作（即ち、薬剤の量り取りを行うが分
包をしない動作）を行う際の２次容器９３に関する処理を説明する。図１６は、この処理
を示すフローチャートである。図１７は、図１６の処理を行う場合の２次容器９３の経路
を示す図である。なお、図１６のステップＳ４０１からＳ４０６に関しては、図１０の処
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理のステップＳ２０１からＳ２０６と類似するので、簡単に説明する。
【０２０８】
　第２動作は、図７のステップＳ１０５又は図９のステップＳ１２６に示すように、事前
設定処理等で第２動作が設定されている場合に行われる。初めに、制御部５０は、薬剤情
報が示す薬剤のそれぞれに割り当てられた容器固有情報と保管情報とに基づき、第３保管
部１３に保管された２次容器９３の中から搬送対象となる２次容器９３を決定する。この
とき、第３情報処理部２０は、２次容器９３の情報記録部９３ｅに調剤データ（少なくと
も調剤データ番号を含む）を書き込む。そして、制御部５０は、第１搬送部１４ａを制御
して、２次容器９３を第３待機位置Ｐ３から計量位置Ｐ４まで搬送する（図１６のステッ
プＳ４０１、図１７の（１））。次に、制御部５０は、薬剤供給機構１７を制御して、調
剤データに含まれる薬剤情報が示す薬剤の１つであって、指定された薬剤が収容された薬
剤容器１５を載置台１８ａ（２次容器９３）の上方まで移動させる（ステップＳ４０２）
。次に、制御部５０は、供給機構によって、２次容器９３への薬剤の供給を開始する（ス
テップＳ４０３）。なお、薬剤容器１５の移動は、２次容器９３の搬送よりも後に行われ
てもよいし、薬剤容器１５の移動と中間容器９１の搬送が並行して行われてもよい。
【０２０９】
　薬剤の量り取りが完了したと判断すると（ステップＳ４０４）、制御部５０は第２情報
処理部１９を制御して、情報表示部９２ｄに計測量を表示させる（ステップＳ４０５）。
このとき、情報表示部９２ｄには、例えば、調剤データ番号、薬剤名、服用者、目標量、
及び計測量を表示させることができる。また、調剤に関する情報として、薬剤の量り取り
が完了したことを示す情報を表示することもできる。次に、制御部５０は、第１搬送部１
４ａを制御して、２次容器９３を計量位置Ｐ４から第３取出位置Ｐ７へ搬送する（ステッ
プＳ４０６）。オペレータは、２次容器９３を別の場所へ運んで、次の工程の作業を適宜
行う。２次容器９３に量り取った薬剤を、他の薬剤分包装置９５を使用して分包する場合
は、使用する他の薬剤分包装置９５は、適宜の情報処理装置により２次容器の情報記録部
９３ｅから容器固有情報を読み取り、取得した容器固有情報に基づいて、薬剤分包装置１
の制御部５０から調剤データを受信することができる。
【０２１０】
　以上に説明したように、本実施形態の薬剤分包装置１は、量り取り部３０と、分包部３
３と、制御部５０と、を備える。量り取り部３０は、薬剤を薬剤容器１５から中間容器９
１に量り取る。分包部３３は、量り取り部３０により中間容器９１に量り取られた薬剤を
分包する。制御部５０は、調剤データに基づいて、量り取り部３０及び分包部３３を制御
する。制御部５０は、調剤データに含まれる薬剤情報が示す薬剤のそれぞれについて全服
用分を量り取るように、量り取り部３０を制御する。制御部５０は、量り取り部３０によ
って量り取られた薬剤を一服用分ごとに分包するように、分包部３３を制御する。制御部
５０は、薬剤容器１５から中間容器９１に供給した薬剤が調剤データに基づく目標量に対
して不足する場合に、当該薬剤を全服用分収容する外部計量容器９２を薬剤分包装置１に
導入する外部計量対応を行う。
【０２１１】
　これにより、中間容器９１に供給された薬剤の量が不足する場合でも、外部計量によっ
て補うことができる。その結果、薬剤分包装置１の使用中に薬剤の量が不足する場合でも
、当該薬剤分包装置が動作（分包動作等）を行うための柔軟な対応が可能になる。
【０２１２】
　また、本実施形態の薬剤分包装置１は、外部計量対応が行われる場合に、薬剤容器１５
から供給された薬剤を収容する中間容器９１を、当該薬剤分包装置１の外部に取出可能な
状態とする。
【０２１３】
　これにより、オペレータが中間容器９１を外部計量のために取り出すことができる。
【０２１４】
　また、本実施形態の薬剤分包装置１は、中間容器９１を搬送することが可能な搬送部１
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４を更に備える。制御部５０は、外部計量対応が行われる場合に、第１取出位置Ｐ５に中
間容器９１を搬送するように搬送部１４を制御する。第１取出位置Ｐ５では、中間容器９
１を薬剤分包装置１の外部に取出可能である。
【０２１５】
　これにより、中間容器９１の搬送によって、当該中間容器９１の外部への取出しを実現
することができる。
【０２１６】
　また、本実施形態の薬剤分包装置１は、中間容器９１の情報記録部９１ｅに情報を記録
させることができる第２情報処理部１９を備える。外部計量対応が行われる場合に、第２
情報処理部１９は、情報記録部９１ｅに、中間容器９１に入っている薬剤に係る調剤デー
タを記録させる。
【０２１７】
　これにより、中間容器９１を介して、情報の受け渡しを行うことができる。
【０２１８】
　また、本実施形態の薬剤分包装置１においては、外部計量対応が行われる場合に、第２
情報処理部１９は、情報記録部９１ｅに、当該中間容器９１に入っている薬剤の量、及び
、目標量に対する薬剤の不足量のうち、少なくとも何れかを記録させる。
【０２１９】
　これにより、情報記録部９１ｅに記録された情報に基づいて、外部計量のために必要な
情報を得ることができる。
【０２２０】
　また、本実施形態の薬剤分包装置１において、第２情報処理部１９は、中間容器９１の
情報表示部９１ｄにおける表示内容を変更することができる。外部計量対応が行われる場
合に、第２情報処理部１９は、情報表示部９１ｄに、当該中間容器９１に入っている薬剤
の情報を表示させる。
【０２２１】
　これにより、中間容器９１の取り違え等を防止することができる。
【０２２２】
　また、本実施形態の薬剤分包装置１においては、外部計量対応が行われる場合に、第２
情報処理部１９は、情報表示部９１ｄに、中間容器９１に入っている薬剤の量、及び、目
標量に対する薬剤の不足量のうち、少なくとも何れかを表示させる。
【０２２３】
　これにより、オペレータ等が、外部計量のために必要な情報を容易に理解することがで
きる。
【０２２４】
　また、本実施形態の調剤システム１００は、薬剤分包装置１と、計量装置８０と、を備
える。計量装置８０は、中間容器９１の情報記録部９１ｅに記録された情報を読み取った
結果に基づいて、計量対象となる薬剤の情報を取得する。
【０２２５】
　これにより、薬剤分包装置１と計量装置８０の情報の共有を、中間容器９１を介して容
易に実現できる。
【０２２６】
　また、本実施形態の調剤システム１００において、目標量に対して不足する薬剤の計量
が計量装置８０により行われると、計量装置８０は、制御部５０に計量結果を送信する。
【０２２７】
　これにより、制御部５０が外部計量の結果を取得し、それに応じて薬剤分包装置１を制
御することができる。
【０２２８】
　以上に本発明の好適な実施の形態を説明したが、上記の構成は例えば以下のように変更
することができる。
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　薬剤分包装置１と計量装置８０との間で、外部計量容器９２の情報記録部９２ｅを介し
た情報の受け渡しが行われなくてもよい。例えば、薬剤分包装置１と計量装置８０との間
で適宜通信を行うことにより、量り取りに必要な情報を計量装置８０が薬剤分包装置１か
ら取得することが考えられる。
【０２３０】
　第１取出位置Ｐ５は、図２に示すものと異なる位置に設定されてもよい。
【０２３１】
　各容器の情報表示部９１ｄ，９２ｄ，９３ｄの表示内容、及び、情報記録部９１ｅ，９
２ｅ，９３ｅの記録内容は、一例であって、一部を省略したり他の情報を追加してもよい
。
【０２３２】
　第１保管部１１、第２保管部１２及び第３保管部１３の構成は、例えばピンを用いて容
器を支持する等、適宜変更することができる。排出待機部２３、第１取出部２５、第２取
出部２６、第３取出部２７、及び清掃待機部３７等の構成も同様である。
【０２３３】
　薬剤分包装置１が第２動作を行う場合に、薬剤を中間容器９１又は外部計量容器９２に
収容して搬送してもよい。
【０２３４】
　薬剤容器１５の外面に設けられる情報記録部７１は、ＲＦＩＤタグに代えて、他の適宜
の構成（例えば、マーク、文字、バーコード等）に変更することができる。
【０２３５】
　情報表示部９１ｄ，９２ｄ，９３ｄの表示内容の更新、及び、情報記録部９１ｅ，９２
ｅ，９３ｅの記録内容の更新は、第２情報処理部１９の近接通信により行われることに代
えて、比較的遠距離の通信（例えば、無線ＬＡＮの電波信号）によって実現されてもよい
。この場合、薬剤分包装置１での任意の位置の容器に対して、当該容器が保持する情報の
読み書きを行うことができる。
【０２３６】
　薬剤供給機構１７は、複数設けられてもよい。薬剤供給機構１７に対応して計量部１８
も複数設けられてもよい。
【符号の説明】
【０２３７】
　１　薬剤分包装置
　１４　搬送部
　１５　薬剤容器
　３０　量り取り部
　３３　分包部
　５０　制御部
　６５　案内部
　８０　計量装置
　９１　中間容器
　９１ｄ　情報表示部（表示部）
　９１ｅ　情報記録部（情報記録部材）
　９５　薬剤分包装置
　１００　調剤システム
　Ｐ５　第１取出位置（一時位置）
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