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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　処方データに従って薬剤を供給する薬剤供給手段と、
　前記薬剤供給手段によって供給された薬剤を一旦保持して待機させる薬剤待機手段と、
　前記薬剤供給手段によって前記薬剤待機手段に供給される薬剤を検出する薬剤検出手段
と、
　前記処方データに従って、包装紙に該当するデータを印刷する印刷手段と、
　前記包装紙を搬送する包装紙搬送手段と、
　前記薬剤供給手段により供給された薬剤を、包装位置で包装紙に包装させる薬剤包装手
段と、
　前記薬剤検出手段によって薬剤が検出された後、前記印刷手段により包装紙に該当する
データを印刷し、該当するデータを印刷された、前記包装紙の該当部位が、前記包装紙搬
送手段により包装位置に搬送されることにより、前記薬剤待機手段に待機させた、対応す
る薬剤を、前記薬剤包装手段により包装させる制御手段と、
を備えたことを特徴とする薬剤包装装置。
【請求項２】
　前記薬剤待機手段は、前記薬剤供給手段から前記薬剤包装手段に至る薬剤通路を、いず
れかの位置で開閉する通路開閉手段を備えた構成であることを特徴とする請求項１に記載
の薬剤包装装置。
【請求項３】
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　前記通路開閉手段は、少なくとも、前記印刷手段による包装紙への印刷位置の１包と、
前記薬剤包装手段による包装紙への薬剤の包装位置の１包とに対応する２箇所に設けたこ
とを特徴とする請求項２に記載の薬剤包装装置。
【請求項４】
　前記通路開閉手段は、前記印刷手段による包装紙への印刷位置から、前記薬剤包装手段
による包装紙への薬剤の包装位置までの包装紙の送りピッチ数に応じた数以上に設けたこ
とを特徴とする請求項２に記載の薬剤包装装置。
【請求項５】
　前記薬剤供給手段は、種類別に薬剤が収容される薬剤収容部と、各薬剤収容部から供給
される薬剤を１箇所に回収する薬剤回収部とを備え、
　前記通路開閉手段は、前記薬剤回収部に設けたことを特徴とする請求項２に記載の薬剤
包装装置。
【請求項６】
　前記各薬剤収容部の位置情報と、該薬剤収容部に収容される薬剤の薬剤情報とを互いに
関連付けたデータを記憶する記憶手段を備え、前記薬剤情報は、前記薬剤収容部に収容す
る薬剤の使用期限を含み、
　前記制御手段は、前記薬剤検出手段による検出結果により、前記薬剤待機手段に待機さ
せた薬剤が適切であると判断すれば、前記記憶手段に記憶したデータを参照し、前記印刷
手段により、前記薬剤の使用期限を包装紙に印刷させることを特徴とする請求項５に記載
の薬剤包装装置。
【請求項７】
　前記各薬剤収容部の位置情報と、該薬剤収容部に収容される薬剤の薬剤情報とを互いに
関連付けたデータを記憶する記憶手段を備え、前記薬剤情報は、前記薬剤収容部に収容す
る薬剤に特有のロット番号を含み、
　前記制御手段は、処方データに基づいて前記記憶手段のデータを参照し、該当する薬剤
が収容された薬剤収容部を特定して薬剤の供給を開始すると共に、前記印刷手段により、
前記薬剤のロット番号を包装紙に印刷させることを特徴とする請求項５に記載の薬剤包装
装置。
【請求項８】
　前記記憶手段は、さらにエラー情報を記憶し、
　前記制御手段は、前記薬剤検出手段により前記処方データに基づく薬剤が検出されなけ
れば、前記印刷手段により、包装紙に、前記エラー情報を印刷させることを特徴とする請
求項６に記載の薬剤包装装置。
【請求項９】
　処方データに従って該当する薬剤を供給する薬剤供給処理と、
　供給された薬剤を一時待機させる薬剤待機処理と、
　待機させた薬剤を検出する薬剤検出処理と、
　前記処方データに基づく薬剤が検出されれば、包装紙に印刷を行う印刷処理と、
　包装紙を搬送する搬送処理と、
　包装紙の印刷を施した部分に一時待機させた薬剤を供給して包装する包装処理と、
を順次実行することを特徴とする薬剤包装方法。
【請求項１０】
　前記搬送処理は、包装紙に印刷を行う印刷位置から、包装紙に薬剤を包装する包装位置
までの包装紙の包数に応じた送りピッチで行い、
　前記薬剤待機処理は、薬剤を、前記送りピッチ数に応じた待機位置に順次移動させた後
、包装紙にて包装させることを特徴とする請求項９に記載の薬剤包装方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、薬剤包装装置及び薬剤包装方法に関するものである。
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【背景技術】
【０００２】
　従来、薬剤包装装置として、薬剤を包装する包装紙に薬剤名や服用方法等を印刷するよ
うにしたものがある（例えば、特許文献１、２参照）。
【０００３】
【特許文献１】特開２０００－１８５７０３号公報
【特許文献２】特開２００５－２６３３１８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、前記従来の薬剤包装装置では、包装紙に印刷を施した後、薬剤を包装す
るようにしている。これは、印刷に使用されるインクリボン式やドット式のプリンタでは
、包装紙を表裏面から処理する関係上、薬剤を包装する前でないと印刷することができな
いためである。また、印刷位置には印刷ユニットが設けられ、包装位置には包装ユニット
が設けられており、これら各ユニットの占有スペースにより、両位置の間にはある程度の
距離が必要である。具体的には、少なくとも２～３包分の距離を確保しなければならない
。したがって、包装処理中にエラーが発生し、処方データ通りに薬剤を包装できない場合
であっても、既に印刷が完了した状態にあるため、対処することができない。場合によっ
ては、前記処方データの包装及び印刷処理を最初からやり直す必要がある。
【０００５】
　また、包装紙への印刷内容は、薬剤名や処方内容等であり、使用期限やロット番号等は
含まれない。薬剤は製薬から販売までロット番号で管理されている。したがって、包装紙
にロット番号を印刷すれば、後にロット番号に基づいて、その薬剤の履歴を調査すること
ができるが（トレーサビリティー）、そのような印刷機能は備えていない。印刷項目が多
くなると、それだけ修復作業に手間取ることになるためである。
【０００６】
　そこで、本発明は、処理中にエラーが発生しても、迅速に対応することができる薬剤包
装装置及び薬剤包装方法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】
【０００７】
　本発明は、前記課題を解決するための手段として、
　薬剤包装装置を、
　処方データに従って薬剤を供給する薬剤供給手段と、
　前記薬剤供給手段によって供給された薬剤を一旦保持して待機させる薬剤待機手段と、
　前記薬剤供給手段によって前記薬剤待機手段に供給される薬剤を検出する薬剤検出手段
と、
　前記処方データに従って、包装紙に該当するデータを印刷する印刷手段と、
　前記包装紙を搬送する包装紙搬送手段と、
　前記薬剤供給手段により供給された薬剤を、包装位置で包装紙に包装させる薬剤包装手
段と、
　前記薬剤検出手段によって薬剤が検出された後、前記印刷手段により包装紙に該当する
データを印刷し、該当するデータを印刷された、前記包装紙の該当部位が、前記包装紙搬
送手段により包装位置に搬送されることにより、前記薬剤待機手段に待機させた、対応す
る薬剤を、前記薬剤包装手段により包装させる制御手段と、
を備えた構成としたものである。
【０００８】
　この構成により、印刷手段による印刷位置と、薬剤包装手段による包装位置とが離れて
いるにも拘わらず、薬剤待機手段の働きにより、印刷内容と、包装する薬剤との的確に関
連付けることができる。したがって、エラー等が発生したとしても、迅速に対応すること
が可能となる。また、包装紙に印刷する前に、薬剤検出手段により薬剤供給手段から処方
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データに基づいて薬剤が適切に供給されたか否かを検出するので、エラー等が発生した場
合であってもそのまま印刷されることがない。この場合、処方をキャンセルして包装し直
すことになるが、印刷が完了していないため、スムーズに印刷及び包装処理を再開するこ
とができる。
【００１１】
　前記薬剤待機手段は、前記薬剤供給手段から前記薬剤包装手段に至る薬剤通路を、いず
れかの位置で開閉する通路開閉手段を備えた構成とすればよい。
【００１２】
　前記通路開閉手段は、少なくとも、前記印刷手段による包装紙への印刷位置の１包と、
前記薬剤包装手段による包装紙への薬剤の包装位置の１包とに対応する２箇所に設けるの
が好ましい。
【００１３】
　この構成により、薬剤検出手段による薬剤の検出後、印刷位置で包装紙に印刷を施し、
包装位置へと搬送するのに合わせて各通路開閉手段を開閉させることにより薬剤を包装位
置へと導くことができる。つまり、薬剤の送り動作と包装紙の送り動作を同期させること
ができ、印刷された分包位置に対して対応する薬剤を確実に包装することが可能となる。
【００１４】
　前記通路開閉手段は、前記印刷手段による包装紙への印刷位置から、前記薬剤包装手段
による包装紙への薬剤の包装位置までの包装紙の送りピッチ数に応じた数以上に設けるの
が好ましい。
【００１５】
　この構成により、各構成部材のサイズやレイアウトのいかんに拘わらず、薬剤の送り動
作と包装紙の送り動作を同期させながら、印刷された分包位置に対して対応する薬剤を確
実に包装することが可能となる。また、薬剤供給手段によって供給される薬剤の払出が確
認された後、印刷処理を同期させることができるので、各包装位置での印刷内容に対応す
る薬剤の包装を確実なものとすることが可能となる。
【００１６】
　前記薬剤供給手段は、種類別に薬剤が収容される薬剤収容部と、各薬剤収容部から供給
される薬剤を１箇所に回収する薬剤回収部とを備え、前記通路開閉手段は、前記薬剤回収
部に設けるのが好ましい。
【００１７】
　前記各薬剤収容部の位置情報と、該薬剤収容部に収容される薬剤の薬剤情報とを互いに
関連付けたデータを記憶する記憶手段を備え、前記薬剤情報は、前記薬剤収容部に収容す
る薬剤の使用期限を含み、前記制御手段は、前記薬剤検出手段による検出結果により、前
記薬剤待機手段に待機させた薬剤が適切であると判断すれば、前記記憶手段に記憶したデ
ータを参照し、前記印刷手段により、前記薬剤の使用期限を包装紙に印刷させるのが好ま
しい。
【００１８】
　この構成により、薬剤待機手段に待機させた薬剤が適切である場合にのみ、印刷手段に
より包装紙に印刷することができる。印刷される内容には使用期限が含まれるので、使用
期限を過ぎて服用することを防止できる。
【００１９】
　前記各薬剤収容部の位置情報と、該薬剤収容部に収容される薬剤の薬剤情報とを互いに
関連付けたデータを記憶する記憶手段を備え、前記薬剤情報は、前記薬剤収容部に収容す
る薬剤に特有のロット番号を含み、前記制御手段は、処方データに基づいて前記記憶手段
のデータを参照し、該当する薬剤が収容された薬剤収容部を特定して薬剤の供給を開始す
ると共に、前記印刷手段により、前記薬剤のロット番号を包装紙に印刷させるのが好まし
い。
【００２０】
　この構成により、薬剤待機手段に待機させた薬剤が適切である場合にのみ、印刷手段に
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より包装紙に印刷することができる。印刷される内容にはロット番号が含まれるので、後
にこのロット番号に基づいて包装された薬品の追跡調査を行うことが可能となる。
【００２１】
　前記記憶手段は、さらにエラー情報を記憶し、前記制御手段は、前記薬剤検出手段によ
り前記処方データに基づく薬剤が検出されなければ、前記印刷手段により、包装紙に、前
記エラー情報を印刷させるのが好ましい。
【００２２】
　この構成により、包装直前の薬剤の検出結果に基づいて包装紙にエラー情報を印刷する
ことができるので、信頼性の高い印刷内容とすることが可能となる。
【００２３】
　また、本発明は、前記課題を解決するための手段として、薬剤包装方法を、処方データ
に従って該当する薬剤を供給する薬剤供給処理と、供給された薬剤を一時待機させる薬剤
待機処理と、待機させた薬剤を検出する薬剤検出処理と、前記処方データに基づく薬剤が
検出されれば、包装紙に印刷を行う印刷処理と、包装紙を搬送する搬送処理と、包装紙の
印刷を施した部分に一時待機させた薬剤を供給して包装する包装処理とを順次実行するよ
うにしたものである。
【００２４】
　前記搬送処理は、包装紙に印刷を行う印刷位置から、包装紙に薬剤を包装する包装位置
までの包装紙の包数に応じた送りピッチで行い、前記薬剤待機処理は、薬剤を、前記送り
ピッチ数に応じた待機位置に順次移動させた後、包装紙にて包装させるのが好ましい。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば、薬剤供給手段から供給された薬剤を、一旦、薬剤待機手段で待機させ
、薬剤検出手段で検出した結果に基づいて包装紙への印刷を行うようにしているので、エ
ラーが発生して印刷結果が無駄になるといったことがない上、その後の復旧作業も迅速に
対処することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下、本発明の実施形態について添付図面を参照しつつ説明する。
【００２７】
　図１は、本実施形態に係る錠剤包装装置の概略図を示す。この錠剤包装装置は、大略、
薬剤供給手段の一例である錠剤供給ユニット１、印刷手段の一例である印刷ユニット２、
包装手段の一例である包装ユニット３及び制御手段の一例である制御ユニット４で構成さ
れている。
【００２８】
　錠剤供給ユニット１は、略円筒状のドラム５の外周面に、複数の錠剤フィーダ６を、上
下方向及び周方向に配置し、上下方向の一列に配置された各錠剤フィーダ６から排出され
る錠剤を下方部へと案内する案内通路７を、前記錠剤フィーダ６の列毎に設けたものであ
る。
【００２９】
　錠剤フィーダ６は、図４に示すように、モータベース８に錠剤カセット９を着脱可能と
したものである。錠剤カセット９は、略直方体の箱状で、ロット番号で管理される同一種
類の錠剤が収容されている。錠剤カセット９内には図示しないロータが設けられ、その外
周部にはポケット部が複数形成されている。各ポケット部には、錠剤カセット９内に収容
した錠剤が１つずつ保持される。モータベース８は、錠剤カセット９の装着時、ギア８ａ
を介して内蔵するモータ８ｂからロータへの動力の伝達を可能とする。またモータベース
８には、ロータを回転させることにより、ポケット部に保持した錠剤が順次排出される錠
剤通路８ｃが形成されている。錠剤通路８ｃには、計数センサ８ｄが設けられ、通過する
錠剤の数量をカウントできるようになっている。但し、この計数センサ８ｄは必ずしも必
要なものではなく、後述する錠剤検出センサ１３ａで代用することも可能である。
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【００３０】
　ドラム５の下方には、図１に示すように、ホッパー１０が配設されている。ホッパー１
０は、下方に向かうに従って徐々に開口断面積が小さくなり、下端部には、薬剤待機手段
の一例である、筒状の錠剤待機部１１が設けられている。これにより、前記錠剤供給ユニ
ット１から錠剤が供給されれば、いずれの案内通路７からであっても錠剤をスムーズに錠
剤待機部１１へと案内することが可能である。
【００３１】
　前記錠剤待機部１１は、図２に示すように、上下方向に所定間隔で配置された、３枚の
開閉可能なシャッター１２ａ、１２ｂ、１２ｃを備える。各シャッター１２ａ、１２ｂ、
１２ｃは、錠剤供給ユニット１から供給された錠剤を支持して待機させる錠剤待機領域を
それぞれ提供する（以下の説明では、最上位から順に第１、第２及び第３錠剤待機領域Ａ
１、Ａ２及びＡ３と記載する。これら錠剤待機領域Ａ１、Ａ２及びＡ３は、印刷ユニット
２と包装ユニット３の間に位置する包装紙の包数に対応している。具体的に、図５では、
印刷ユニット２と包装ユニット３の間には５包あるため、錠剤待機領域は５箇所必要とな
る。）。前記各シャッター１２ａ、１２ｂ、１２ｃに支持された錠剤は、各錠剤待機領域
Ａ１、Ａ２、Ａ３にそれぞれ配設した錠剤検出センサ１３ａ、１３ｂ、１３ｃによってそ
れぞれ検出され、その錠数が計数される。錠剤検出センサ１３ａ、１３ｂ、１３ｃには、
例えば、発光素子と受光素子からなるエリアセンサ等が使用できる。
【００３２】
　なお、前記錠剤待機部１１の断面形状は円形に限らず、四角形、三角形等、いずれの形
状であってもよい。シャッター１２ａ、１２ｂ、１２ｃはスライド式、揺動式のいずれで
も採用できる。スライド式であれば、同一面内で、往復移動するタイプ、旋回移動するタ
イプのいずれであってもよい。揺動式では、回転軸は中心に設けてもよいし、一端側に設
けてもよい。シャッター１２ａ、１２ｂ、１２ｃを開閉させるための駆動源としては、モ
ータ、ソレノイド等を使用できる。シャッター１２ａ、１２ｂ、１２ｃを開放した際、錠
剤を確実に落下させることができるように、シャッター１２ａ、１２ｂ、１２ｃの開閉動
作を繰り返したり、振動機構を備えたりするようにしてもよい。また、前記錠剤待機部１
１は、複数の錠剤収容室を備え、回転させることにより、順次、各錠剤収容室に待機させ
た錠剤を供給可能な構成とすることも可能である（例えば、特開平１０－１２９６０３号
公報、特開２０００－３２５４３０号公報に開示されるような方式を錠剤待機部１１に採
用することもできる。）。また、前記錠剤検出センサ１３ａ、１３ｂ、１３ｃにより、錠
剤の種類をも判別可能としてもよい。例えば、ＣＣＤ（Charge Coupled Devices）やＣＭ
ＯＳ（Complementary Metal Oxide Semiconductor）等を使用し、撮像した結果に基づい
て、後述する制御部１９で、ソフトウェアによる周知の画像認識処理を実行すればよい。
【００３３】
　印刷ユニット２は、包装紙１５の各薬包に印刷をするためのもので、レーザプリンタ、
インクジェットプリンタ等が使用可能である。印刷ユニット２による印刷内容は、処方内
容（服用日数、服用方法、薬剤名、効能等）のほか、薬剤の使用期限、ロット番号、エラ
ー情報等が含まれる。印刷は、前記錠剤検出センサ１３ａによって最上位の錠剤待機領域
Ａ１で、該当する錠剤が検出された場合に開始される。
【００３４】
　包装ユニット３は、図５に示すように、ロール１４に巻き付けた包装紙１５を巻き戻し
て搬送方向に沿って２つ折りにし、シール部材１６により搬送方向に所定間隔でシールし
ながら、前記錠剤供給ユニット１から供給した錠剤を、ホッパー１０を介して収容し、残
る部分をシールして袋状とする（詳しくは、特開２００５－１６２２４０号公報参照）。
図５では、包装紙１５を斜め下方に向かって搬送する構成を図示しており、前記図１に記
載の構成とは相違するが、図１は概略を示すものであり、実際には、図５に示す構成とな
っている。ここでは、図示しない搬送ローラ等が搬送手段を構成しており、包装紙１５を
印刷ユニット２から包装ユニット３へと搬送する。また、包装紙１５に錠剤を供給する位
置は、印刷ユニット２による印刷位置から２包目とし、１包分のスペースを確保している
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。これは、印刷ユニット２と包装ユニット３との干渉を回避するためである。なお、包装
ユニット３で薬剤を収容されて包装されることにより得られた薬包体は、適宜、包装ユニ
ット３の下流側に配置したカッター１７により（例えば、１患者分単位で）切断される。
なお、包装ユニット３のシールには、ローラ式を採用するようにしてもよい（例えば、特
許第２９４２７６９号公報参照）。
【００３５】
　制御ユニット４は、図６に示すように、少なくとも、各錠剤フィーダ６と、その錠剤カ
セット９に収容される薬剤の種類とを関連付けたデータテーブルを記憶する記憶部１８を
備える。このデータテーブルには、各錠剤フィーダ６での錠剤の残量や、ロット番号、薬
剤コード等も格納されており、薬剤の画像データ等を含めてもよい。記憶部１８には、図
示しないサーバから受信したり、キーボード等の入力手段から直接入力したりすることに
より処方データを記憶させてもよい。また処方データは、その都度、サーバや記憶部１８
から呼び出してＲＡＭ（Random Access Memory）等の揮発性メモリに一時的に記憶させる
ように構成することも可能である。ここでは、サーバから処方データが入力された場合に
ＲＡＭに記憶させ、包装処理を実行するようにしている。処方データは、患者単位で処方
番号が付与されている。１患者に複数の薬剤が処方される場合にも、１つの処方番号が付
与される。服用時期（朝・昼・夕食後、就寝前等）単位で、包装データとしてまとめられ
ている。例えば、薬剤Ａ、Ｂが朝・昼・夕食後、薬剤Ｃが夕食後という服用時期で、ある
患者に処方される場合、薬剤Ａ、Ｂ及びＣについて１つの処方番号が付与され、１処方デ
ータとして取り扱う。そして、朝・昼食後の薬剤Ａ及びＢ、夕食後の薬剤Ａ、Ｂ及びＣを
それぞれ１つの包装データとして取り扱う。
【００３６】
　また、制御ユニット４は、処方データに基づいて該当する錠剤が収容された錠剤フィー
ダ６から所定数の錠剤を払い出させたり、錠剤検出センサ１３ａ、１３ｂ、１３ｃでの検
出信号に基づいて印刷ユニット２により包装紙１５への印刷を行わせたりする等の処理を
実行する制御部１９を備える。
【００３７】
　次に、前記構成からなる錠剤包装装置の動作について、図７及び図８のフローチャート
を参照しつつ説明する。
【００３８】
　まず、初期動作（ステップＳ１）により、錠剤待機領域Ａ１、Ａ２、Ａ３の各錠剤検出
センサ１３ａ、１３ｂ、１３ｃにより残留している錠剤がないか否かを判断し、もし残留
している錠剤があれば、全てのシャッター１２ａ、１２ｂ、１２ｃを開放し、包装ユニッ
ト３で包装する。このとき、印刷ユニット２で、「破棄」、「エラー」等の印刷を施し、
包装されたものが正規のものでないことが一目で分かるようにする。これらの処理が終了
すれば、シャッター１２ａ、１２ｂ、１２ｃで錠剤待機部１１を仕切り、錠剤待機領域Ａ
１、Ａ２、Ａ３を形成する。
【００３９】
　初期動作が終了し、サーバ等から処方データの入力があれば（ステップＳ２）、この処
方データに基づいて、該当する薬剤が収容された錠剤フィーダ６を駆動する（ステップＳ
３）。詳しくは、処方データに含まれる薬剤名（一般には、薬剤コードを使用する）に基
づいて、予め記憶部１８に記憶したデータテーブルを参照し、該当する薬剤が収容された
錠剤フィーダ６を特定する。そして、特定した錠剤フィーダ６のモータ８ｂを駆動し、錠
剤の払出処理を開始する。このとき、計数センサ８ｄで、払い出す錠剤の数量を計数する
（ステップＳ４）。１処方に複数の錠剤が含まれている場合、該当する錠剤が収容された
全ての錠剤フィーダ６から錠剤の払出を行う。
【００４０】
　錠剤の払出が完了したか否かは、処方データに含まれる錠剤数と、計数センサ８ｄで計
数される錠剤数とを比較することにより行う（ステップＳ５）。計数センサ８ｄでのカウ
ント数が処方データの錠剤数と合致するまでは、前記ステップＳ３及びＳ４を繰り返し、
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合致すれば、払出完了と判断して次のステップへと移行する。錠剤フィーダ６から払い出
された錠剤は、ホッパー１０によって錠剤待機部１１へと集められる。錠剤待機部１１で
は、錠剤は最上位に位置するシャッター１２ａに保持される。そこで、錠剤検出センサ１
３ａにより、シャッター１２ａ上に保持された錠剤の数量を検出し、計数センサ８ｄで計
数された数量と一致するか否かを判断する（ステップＳ６）。このとき、画像認識処理に
より払い出した錠剤が処方データに含まれる錠剤であるのか否かの確認を行うようにして
もよい。
【００４１】
　錠剤検出センサ１３ａで検出される錠剤数が計数センサ８ｄで計数された数量と一致す
れば（ステップＳ６：ＹＥＳ）、印刷ユニット２で包装紙１５への印刷を開始する（ステ
ップＳ７）。包装紙１５への印刷内容は、服用時期、服用方法、薬剤名、使用期限、ロッ
ト番号等が含まれる。このように、包装紙１５への印刷を開始する前に処方数を確認する
ようにしているので、錠剤の供給が錠剤フィーダ６での錠剤の詰まり、計数センサ８ｄで
の計数ミス等があった場合には印刷を中止させることができる。薬剤カセット９からの薬
剤の供給途中で、欠品となり、他の薬剤カセット９から同一薬剤の供給を行わせる場合、
ロット番号を複数印刷しておけばよい。
【００４２】
　また、モータ８ｂを駆動しているにも拘わらず、錠剤検出センサ１３ａで検出される錠
剤の数量が処方数に到達しなければ（ステップＳ６：ＮＯ）、エラー情報として記録し（
ステップＳ８）、包装紙１５への印刷内容はエラー情報とする（ステップＳ９）。エラー
情報としては、エラーが発生した旨の表示のほか、患者名等、エラー内容を特定できるよ
うなものとするのが好ましい。この場合、エラーが発生した処方をキャンセルできるよう
にしてもよい。
【００４３】
　但し、錠剤検出センサ１３ａは、前記計数センサ８ｄで兼用することも可能である。す
なわち、各錠剤カセット９から払い出された錠剤は、途中で詰まることなく確実に払い出
すことができるものと考え、計数センサ８ｄでの計数結果のみに基づいて、払い出す錠剤
の確認を行うようにすればよい。この場合、前記ステップＳ６での判断は不要となり、前
記ステップＳ５での判断に基づいて、ステップＳ７又はＳ８のいずれに移行するのかを決
定すればよい。
【００４４】
　処方をキャンセルする場合、例えば、錠剤待機領域に残留する薬剤を、図示しないダス
トボックスに破棄し、キャンセル処理を実行する。キャンセル処理は、画面上にキャンセ
ルボタンを表示させ、タッチ操作することにより実行されるようにすればよい。そして、
キャンセルした処方について、再度、記録したエラー情報に基づいて、自動的に払出処理
を再開できるようにすればよい。このとき、薬包紙に、エラー情報及び再払出であること
を判別可能なマーク等を印刷すればよい。マークであれば、予め取り決めた監査者（薬剤
師）のみが判別できるようなものとするのが好ましい。
【００４５】
　続いて、錠剤待機部１１で、シャッター１２ａ、１２ｂ、１２ｃの開閉動作を行う（ス
テップＳ１０）。シャッター１２ａ、１２ｂ、１２ｃの開閉動作は、図８のフローチャー
トに示すように、まず、第３錠剤待機領域Ａ３に錠剤が保持されているか否かを判断し（
ステップＳ１１）、保持されていれば、最下位のシャッター１２ｃを開閉して包装ユニッ
ト３へと落下させる（ステップＳ１２）。また同様にして第２錠剤待機領域Ａ２での錠剤
の有無に基づいて中央部のシャッター１２ｂを駆動制御する（ステップＳ１３、Ｓ１４）
。その後、最上位のシャッター１２ａを開閉し（ステップＳ１５）、そこに保持された錠
剤を第２錠剤待機領域Ａ２へと移動させる。これら一連の動作の後、包装ユニット３を駆
動制御して包装紙１５を１包分だけ搬送し（ステップＳ１６）、次の包装動作に備える。
この場合、タイマーでシャッター１２ａ～１２ｃの開閉動作を管理し、順次、錠剤を各錠
剤待機領域へと移送させるようにすれば、錠剤検出センサ１３ｂ、１３ｃを不要とするこ
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ともできる。
【００４６】
　印刷ユニット２で印刷された１包分の領域は、順次、１包分ずつ搬送されて２包分移動
された位置で、錠剤を収容される。一方、錠剤待機部１１では、シャッター１２ａ、１２
ｂ、１２ｃにより、第１、第２及び第３錠剤待機領域Ａ１、Ａ２及びＡ３が形成されてい
る。そして、印刷ユニット２で印刷される１包分の印刷領域、１包分搬送された中間領域
、さらに１包分搬送された包装領域は、第１、第２及び第３錠剤待機領域Ａ１、Ａ２及び
Ａ３にそれぞれ対応している。したがって、前記一連の包装処理の途中で、エラーが発生
して包装動作が一時中断された場合等であっても、包装紙１５の各包と、各錠剤待機領域
Ａ１、Ａ２及びＡ３とは一対一に対応しているので、運転を再開すれば、適切な包装処理
に復帰させることができる。
【００４７】
　このようにして錠剤待機部１１でシャッター１２ａ、１２ｂ、１２ｃの開閉を行い、包
装ユニット３で錠剤の包装が行われれば、処方データに次の包装データが含まれているか
否かを判断する（ステップＳ１７）。次の包装データが含まれていれば、前記ステップＳ
３～Ｓ１０の処理を繰り返す。
【００４８】
　錠剤待機部１１に錠剤が全く保持されていない状態で、錠剤供給ユニット１から錠剤を
供給する場合、図３（ａ）～（ｄ）に示すように、錠剤は順次下方側へと移送され、印刷
ユニット２で所定の印刷を施された包装紙１５が１ピッチ（１包分）ずつ搬送される。
【００４９】
　その後、処方データに含まれる全ての包装データについて前記各処理が終了すれば（ス
テップＳ１８）、ステップＳ２に戻って次の処方データの入力を待つ。
【００５０】
　以上のようにして、順次入力される処方データに基づいて錠剤の供給処理、印刷処理及
び包装処理を繰り返す。そして、１患者（１処方データ）毎に、カッター１７により包装
紙１５を切断する（ステップＳ１９）。
【００５１】
（他の実施形態）
　他の実施形態では、制御ユニット４が、図９に示すように、錠剤供給ユニット制御部２
０、錠剤待機ユニット制御部２１、印刷・包装ユニット制御部２２で構成されている。
【００５２】
　錠剤供給ユニット制御部２０は、次工程の錠剤待機部１１が空である場合、対応する錠
剤カセット９から錠剤を払い出させる。錠剤の計数は、各錠剤カセット９に設けた計数セ
ンサ８ｄにより行う。この場合、前記実施形態と同様にして、包装直前の錠剤を確認する
ための錠剤検出センサ１３ａは、前記計数センサ８ｄで兼用することも可能である。
【００５３】
　錠剤待機ユニット制御部２１は、包装前の薬剤を、複数の錠剤待機位置を備えた錠剤待
機部１１に待機させ、先入れ先出し方式で、次工程の包装ユニットへと搬送させる。この
場合、タイマーでシャッター１２ａ～１２ｃの開閉動作を管理し、順次、錠剤を各錠剤待
機位置に移送させるようにすれば、錠剤検出センサ１３ｂ、１３ｃも不要とすることもで
きる。また、錠剤待機部１１は、図示される上下方向に複数の収容室を備えた構成に限ら
ず、回転式等であってもよい。また、錠剤待機部１１の配設位置は、錠剤カセットの排出
通路から包装紙１５への投入位置までの間であればどこであってもよい。また、錠剤待機
部１１は、１箇所に限らず、複数箇所に設けることも可能である。錠剤待機部１１の錠剤
待機位置の数は、包装紙１５への印刷位置から包装位置までの区間に介在する最大包数以
上とする必要がある。例えば、前記区間での包数が４包である場合、錠剤待機位置の数は
４以上としなければならない。
【００５４】
　印刷・包装ユニット制御部２２は、錠剤待機ユニットから錠剤を払い出す排出処理の完
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了を受けて印刷処理を開始する。
【００５５】
　以上の制御ユニット４を備えた例では、各制御部でそれぞれ独立して該当する処理を実
行する。
【００５６】
　錠剤供給ユニット制御部２０では、図１０に示すフローチャートに従って払出処理を実
行する。
【００５７】
　すなわち、未処理の処方待ち行列があれば（ステップＳ２１）、錠剤待機領域Ａ１に他
の処方の錠剤が残っていないか否かを確認し（ステップＳ２２）、残っていなければ、錠
剤の払出処理を開始する（ステップＳ２３）。払出処理では、払出状態を、「カセット払
出中」に更新する。払い出された錠剤は計数センサ８ｄによって計数し、計数結果が処方
内容と合致するか否かに基づいてエラーが発生しているか否かを判断する（ステップＳ２
４）。エラーがなく、正常に払出処理が完了すれば、払出状態を、「払出終了」に更新す
る（ステップＳ２６）。このとき、包装紙の該当する薬包に、服用時期、服用方法、薬剤
名等を印刷する。また、エラーが発生した場合、エラー情報を処方と関連付けて記録し（
ステップＳ２５）、前記ステップＳ２６に移行して、払出状態を、「払出終了」に更新す
る。但し、この場合の印刷内容は、エラー情報に関するものとする。
【００５８】
　錠剤待機ユニット制御部２１では、図１１に示すフローチャートに従って待機処理を実
行する。
【００５９】
　すなわち、「払出終了」となった処方待ち行列があれば（ステップＳ３１）、錠剤待機
領域Ａ２に他の処方の錠剤がないことを条件に（ステップＳ３２）、錠剤待機領域Ａ１の
錠剤を錠剤待機領域Ａ２に搬送する（ステップＳ３３）。そして、払出状態を、「待機領
域Ａ１」から「待機領域Ａ２」に更新する（ステップＳ３４）。錠剤が待機領域Ａ２に搬
送されれば、同様にして、錠剤待機領域Ａ３に錠剤がないことを条件に（ステップＳ３５
）、錠剤待機領域Ａ２の錠剤を錠剤待機領域Ａ３に搬送し（ステップＳ３６）、払出状態
を、「待機領域Ａ２」から「待機領域Ａ３」に更新する（ステップＳ３７）。
【００６０】
　印刷・包装ユニット制御部２２では、図１２に示すフローチャートに従って印刷・包装
処理を実行する。
【００６１】
　すなわち、払出状態が「払出終了」となっていることを確認し（ステップＳ４１）、処
方情報を包装紙１５の該当包に印刷させ、包装状態を印刷位置Ｐ１に更新する（ステップ
Ｓ４２）。そして、薬剤投入位置（シール位置）Ｐ３に、包装紙１５の印刷済みの薬包が
位置するか否かを判断する（ステップＳ４３）。印刷済みの薬包が位置していれば、包装
紙１５を１包分搬送し（ステップＳ４４）、包装状態を更新する（ステップＳ４５）。包
装状態の更新は、印刷位置Ｐ１であれば、（印刷位置から）１包送りＰ２に、１包送りＰ
２であれば、薬剤投入位置Ｐ３にそれぞれ更新する。一方、薬剤投入位置Ｐ３に印刷済み
の薬包が位置していなければ、前記ステップＳ４４で、包装紙１５を１包分搬送する前に
、薬剤投入位置Ｐ３に於ける払出状態が、「待機領域Ａ３」であるか否かを判断する（ス
テップＳ４６）。そして、払出状態が「待機領域Ａ３」となれば、シャッターを開閉し、
包装紙１５に錠剤を投入する（ステップＳ４７）。このとき、前記実施形態と同様にして
、投入する薬剤と、投入される包装紙１５の薬包とが対応しているか否かの確認が行われ
る。
【００６２】
　このように、前記第２実施形態では、払出処理、待機処理、及び、印刷・包装処理の各
処理を独立した各制御部で行うようにしているので、制御プログラムの作成が容易となり
、エラーが発生しても柔軟に対応することができる。
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【００６３】
　なお、前記実施形態では、錠剤を包装する場合について説明したが、カプセル剤等の他
の形態の薬剤の包装であっても同様な構成、すなわち複数のシャッター１２ａ、１２ｂ、
１２ｃを備えた錠剤待機部１１と同様な構成を採用できる。
【００６４】
　また、前記実施形態では、シャッター１２ａ、１２ｂ、１２ｃをホッパー１０の下端開
口部に設けたが、ドラム５の下方部に設けた貯留部に同様な構成を設けることもできる（
詳しくは、特許第２７６８６１４号公報参照）。すなわち、錠剤供給ユニット１の下端部
に、錠剤フィーダ６から排出され、案内通路７を落下する錠剤を一旦貯留するための貯留
部を形成する。貯留部は、案内通路７の下端部を内側に向かって傾斜させ、その下端部に
環状の底板１１を配設した構成とする。底板１１には、各案内通路７と同一ピッチで貫通
孔を形成する。そして、図示しないモータ等の駆動機構により、底板１１を１／２ピッチ
ずつ回転させ、案内通路７の下端開口部を開閉する。
【００６５】
　また、前者の実施形態では、図７に示すフローチャートのステップＳ６において、錠剤
が検出されるか否かで印刷を開始させるか否かを判断するようにしている。このため、印
刷ユニットと包装ユニットの間の包数に等しい数の薬剤待機領域を設ける必要がある。一
方、後者の実施形態の場合、各処理を独立した制御部で行うようにしている。このため、
印刷ユニットと包装ユニットの間の包数以上の薬品待機領域を設けることができる。した
がって、特許第２９４２７６９号公報に示すような包装機構を使用することが可能である
。
【図面の簡単な説明】
【００６６】
【図１】本実施形態に係る錠剤包装装置の概略説明図である。
【図２】図１の部分拡大図である。
【図３】包装及び印刷工程を示す説明図である。
【図４】錠剤フィーダの分解斜視図である。
【図５】包装ユニットの正面図である。
【図６】本実施形態に係る錠剤包装装置のブロック図である。
【図７】本実施形態に係る錠剤包装装置の動作を示すフローチャート図である。
【図８】図７のシャッター開閉処理を示すフローチャート図である。
【図９】他の実施形態に係る錠剤包装装置の制御部を示すブロック図である。
【図１０】他の実施形態に係る錠剤包装装置の錠剤供給ユニット制御部での制御を示すフ
ローチャート図である。
【図１１】他の実施形態に係る錠剤包装装置の錠剤待機ユニット制御部での制御を示すフ
ローチャート図である。
【図１２】他の実施形態に係る錠剤包装装置の印刷・包装ユニット制御部での制御を示す
フローチャート図である。
【符号の説明】
【００６７】
１…錠剤供給ユニット（薬剤供給手段）
２…印刷ユニット（印刷手段）
３…包装ユニット（薬剤包装手段）
４…制御ユニット（制御手段）
５…ドラム
６…錠剤フィーダ
７…案内通路
８…モータベース
９…錠剤カセット
１０…ホッパー
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１１…錠剤待機部（薬剤待機手段）
１２ａ、１２ｂ、１２ｃ…シャッター（通路開閉手段）
１３ａ、１３ｂ、１３ｃ…錠剤検出センサ（薬剤検出手段）
１４…ロール
１５…包装紙
１６…シール部材
１７…カッター
１８…記憶部
１９…制御部
２０…錠剤供給ユニット制御部
２１…錠剤待機ユニット制御部
２２…印刷・包装ユニット制御部

【図１】 【図２】
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