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(57)【要約】
【課題】異なる種類の複数の薬剤シートを迅速に払い出
すことを可能にする等の利点が得られる薬剤払出装置を
提供する。
【解決手段】ＰＴＰシート１００を収容する薬剤収容カ
セット１が複数個配置されるカセット棚１０１１と、上
記薬剤収容カセット１を上記カセット棚１０１１から取
り出して複数の受渡部３へ搬送する動作および上記受渡
部３上の薬剤収容カセット１を上記カセット棚１０１１
へ戻す動作を実行するカセット搬送部２と、上記受渡部
３に搬送された上記薬剤収容カセット１から上記ＰＴＰ
シート１００を取り出し、この取り出したＰＴＰシート
１００を薬剤シート出口部１１２０から出す払出操作部
１１０と、上記払出操作部１１０の薬剤シート出口部１
１２０から出されるＰＴＰシート１００を薬剤トレイＴ
が受け取るように当該薬剤トレイＴを移動させるトレイ
移動部５（５００）と、を備えた。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　薬剤シートを収容する薬剤収容カセットが複数個配置されるカセット棚と、
　上記薬剤収容カセットを上記カセット棚から取り出して受渡部へ搬送する動作および上
記受渡部上の薬剤収容カセットを上記カセット棚へ戻す動作を実行するカセット搬送部と
、
　上記受渡部に搬送された上記薬剤収容カセットから上記薬剤シートを取り出し、この取
り出した薬剤シートを出す払出操作部と、
　上記払出操作部から出される薬剤シートを薬剤トレイが受け取るように当該薬剤トレイ
を移動させるトレイ移動部と、を備えたことを特徴とする薬剤払出装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の薬剤払出装置において、上記受渡部を複数有することを特徴とする薬
剤払出装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の薬剤払出装置において、１台の払出操作部につき複数の受渡部が設け
られており、各受渡部が上記薬剤収容カセットの受渡位置と上記薬剤シートの払出位置と
の間を移動するか、または上記払出操作部が上記複数の受渡部の間を移動することを特徴
とする薬剤払出装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の薬剤払出装置において、上記払出操作部を複数備えることを特徴とす
る薬剤払出装置。
【請求項５】
　請求項２に記載の薬剤払出装置において、上記払出操作部を複数備え、各払出操作部に
つき１台の受渡部が設けられていることを特徴とする薬剤払出装置。
【請求項６】
　請求項２～請求項５のいずれか１項に記載の薬剤払出装置において、上記薬剤収容カセ
ットを上記受渡部へ渡す搬送を順次に繰り返した後に、上記薬剤シートの払出しが完了し
た薬剤収容カセットを上記受渡部から上記カセット棚へ戻す搬送を順次に繰り返すことを
特徴とする薬剤払出装置。
【請求項７】
　請求項４に記載の薬剤払出装置において、上記薬剤収容カセットを上記受渡部へ渡す搬
送を順次に繰り返すときに、上記薬剤収容カセットを未だ受け取っていない払出操作部の
受渡部へ上記薬剤収容カセットを搬送することを特徴とする薬剤払出装置。
【請求項８】
　請求項１～請求項７のいずれか１項に記載の薬剤払出装置において、上記薬剤シートが
取り出される上記薬剤収容カセットの払出部が当該薬剤払出装置の後側に向けられており
、上記払出操作部は当該薬剤払出装置の前側に向けられており、上記受渡部に搬送された
上記薬剤収容カセットの払出部と上記払出操作部とが向かい合うことを特徴とする薬剤払
出装置。
【請求項９】
　請求項１～請求項７のいずれか１項に記載の薬剤払出装置において、上記カセット棚の
真下側に上記払出操作部が設けられており、上記カセット搬送部の真下側に上記受渡部が
設けられていることを特徴とする薬剤払出装置。
【請求項１０】
　請求項１～請求項９のいずれか１項に記載の薬剤払出装置において、上記払出操作部は
、払い出された薬剤シートを一時的に溜めるシートストッカーを有しており、上記シート
ストッカーに設けられている薬剤シート出口部に上記薬剤トレイが到着している状態で上
記シートストッカーから上記薬剤シートを放出することを特徴とする薬剤払出装置。
【請求項１１】
　請求項１～請求項１０のいずれか１項に記載の薬剤払出装置において、上記カセット搬
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送部は、上記薬剤収容カセットを上記カセット棚から取り出し、また上記カセット棚に入
れるための移動操作を実行するカセット出し入れ部を備えることを特徴とする薬剤払出装
置。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の薬剤払出装置において、上記カセット出し入れ部は、前後移動部を
備え、上記前後移動部を前後方向に移動させて上記薬剤収容カセットを第１の距離だけ上
記カセット棚から引き出した後に、当該薬剤収容カセットを把持し、この把持状態で上記
薬剤収容カセットサイズから上記第１の距離を引いた距離移動して、上記カセット全体を
上記カセット棚から引き出すことを特徴とする薬剤払出装置。
【請求項１３】
　請求項１～請求項１２のいずれか１項に記載の薬剤払出装置において、上記トレイ移動
部は、上記薬剤トレイを薬剤トレイストッカーから受け取り、上記払出操作部によって払
い出された薬剤シートが収容された上記薬剤トレイを上記薬剤トレイストッカーに渡すこ
とを特徴とする薬剤払出装置。
【請求項１４】
　請求項１～請求項１３のいずれか１項に記載の薬剤払出装置において、上記薬剤トレイ
として複数の収容凹部が複数行または複数列で形成されている薬剤トレイが用いられ、上
記トレイ移動部は、水平面内の第１方向および当該第１方向に直交する第２方向に上記薬
剤トレイを移動させて、各収容凹部を上記払出操作部の薬剤シート出口部に位置させるこ
とを特徴とする薬剤払出装置。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の薬剤払出装置において、上記トレイ移動部は、上記薬剤トレイを上
記第１方向にのみ移動させる固定レール部と、上記薬剤トレイを上記第１方向および第２
方向に移動させる可動レール部とを備えることを特徴とする薬剤払出装置。
【請求項１６】
　請求項１～請求項１５のいずれか１項に記載の薬剤払出装置において、上記トレイ移動
部から上記薬剤トレイを受け取り、受け取った上記薬剤トレイを上記トレイ移動部に渡す
第２トレイ移動部を備えることを特徴とする薬剤払出装置。
【請求項１７】
　請求項１６に記載の薬剤払出装置において、上記第２トレイ移動部は、上記薬剤トレイ
を上記第１方向および第２方向に移動させる可動レール部を備えることを特徴とする薬剤
払出装置。
【請求項１８】
　請求項１～請求項１７のいずれか１項に記載の薬剤払出装置において、上記トレイ移動
部は上記薬剤トレイの位置を規制する位置決め部を備えており、この位置決め部は、支持
軸の第１回動方向の回動により起立して上記薬剤トレイの通過を許可する一方、上記支持
軸の第２回動方向の回動により傾倒して上記薬剤トレイの通過を阻止する複数のストッパ
ー部材を上記薬剤トレイ搬送方向に異なる位置に備え、さらに、上記支持軸が第２回動方
向に回動するときに上記薬剤トレイの側面部に当たることとなる上記ストッパー部材の非
傾倒を許容する弾性部材と、を備えることを特徴とする薬剤払出装置。
【請求項１９】
　請求項１６または請求項１７のいずれか１項に記載の薬剤払出装置において、上記第２
トレイ移動部は上記薬剤トレイの位置を規制する位置決め部を備えており、この位置決め
部は、支持軸の第１回動方向の回動により起立して上記薬剤トレイの通過を許可する一方
、上記支持軸の第２回動方向の回動により傾倒して上記薬剤トレイの通過を阻止する複数
のストッパー部材を上記薬剤トレイ搬送方向に異なる位置に備え、さらに、上記支持軸が
第２回動方向に回動するときに上記薬剤トレイの側面部に当たることとなる上記ストッパ
ー部材の非傾倒を許容する弾性部材と、を備えることを特徴とする薬剤払出装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　この発明は、ＰＴＰ（Ｐｒｅｓｓ　Ｔｈｒｏｕｇｈ　Ｐａｃｋａｇｅ）シートやブリス
ター包装シート等の薬剤シートの払い出しを行う薬剤払出装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　薬剤シートの払い出しを行う薬剤払出装置は、薬剤ごとの薬剤シートが収容される薬剤
収容カセットを多数備えており、入力された処方箋データに基づいて選択した薬剤収容カ
セットから必要枚数の薬剤シートを払い出すようになっている。このような薬剤払出装置
としては、特許文献１において開示された薬剤払出装置がある。
【０００３】
　上記特許文献１の薬剤払出装置は、装置本体と、薬剤が個別に包装される複数の薬剤シ
ートを重ねた状態で収容し、薬剤シートの重なり方向が水平方向となるように、装置本体
に取り付けられる薬剤収容カセットと、装置本体に移動可能に設けられ、薬剤収容カセッ
トまで移動して、収容した薬剤シートを払い出すとともに、必要に応じて端数分を切断し
てから払い出す払出部材と、払出部材によって払い出された薬剤シートを把持して搬送す
る把持部材とを備える。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－４１７８９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記従来の薬剤払出装置は、上記カセット搬送部における移動ユニット
が上記払出部材を備えているので、当該移動ユニットが重くなり、上記カセット搬送部に
おける強度、精度およびコスト増等の問題があった。また、上記払出部材を薬剤収容カセ
ットまで移動させて、上記払出部材によって上記薬剤収容カセット内の薬剤シートを払い
出す構造であるため、処方箋データで指定された異なる種類の複数の薬剤シートを払い出
すのに必要とされるトータルの時間が長くなるという欠点があった。
【０００６】
　この発明は、上記の事情に鑑み、カセット搬送部における強度、精度およびコスト増等
の問題を解消でき、また、異なる種類の複数の薬剤シートを払い出すのに必要とされるト
ータルの時間を短縮することが容易である等の利点が得られる薬剤払出装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この発明の薬剤払出装置は、薬剤シートを収容する薬剤収容カセットが複数個配置され
るカセット棚と、上記薬剤収容カセットを上記カセット棚から取り出して受渡部へ搬送す
る動作および上記受渡部上の薬剤収容カセットを上記カセット棚へ戻す動作を実行するカ
セット搬送部と、上記受渡部に搬送された上記薬剤収容カセットから上記薬剤シートを取
り出し、この取り出した薬剤シートを出す払出操作部と、上記払出操作部から出される薬
剤シートを薬剤トレイが受け取るように当該薬剤トレイを移動させるトレイ移動部と、を
備えたことを特徴とする。
【０００８】
　上記の構成であれば、重量が重くなりがちな上記払出操作部を上記カセット搬送部が備
える必要がないので、上記カセット搬送部における強度、精度およびコスト増等の問題を
解消できる。また、上記カセット搬送部の軽量化が図れるので、上記薬剤収容カセットの
移動速度を高速化でき、異なる種類の複数の薬剤シートを払い出すのに必要とされるトー
タルの時間を短縮することが容易になる。
【０００９】
　上記受渡部を複数有してもよい。これによれば、上記カセット搬送部は、最初に取り出
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した薬剤収容カセットを１つの受渡部に渡した後、直ぐに第２番目の薬剤収容カセットを
上記カセット棚へ取り出しに行く動作を開始することができる。そして、最初の薬剤収容
カセットに対して、上記払出操作部は、上記カセット搬送部の移動動作と並行して上記薬
剤収容カセットから薬剤シートを取り出すことができる。これにより、異なる種類の複数
の薬剤シートを払い出すのに必要とされるトータル時間を短縮することが容易になる。
【００１０】
　１台の払出操作部につき複数の受渡部が設けられており、各受渡部が上記薬剤収容カセ
ットの受渡位置と上記薬剤シートの払出位置との間を移動するか、または上記払出操作部
が上記複数の受渡部の間を移動してもよい。これによれば、上記受渡部の数よりも上記払
出操作部の台数を少なくしたタイプの薬剤払出装置とすることができる。
【００１１】
　上記払出操作部を複数備えてもよい。上記払出操作部が複数備えられていると、複数の
薬剤収容カセットから薬剤シートを払い出す処理を並行して行うことができるので、異な
る種類の複数の薬剤シートを払い出すのに要する総合時間を一層短縮することができる。
【００１２】
　上記払出操作部を複数備え、各払出操作部につき１台の受渡部が設けられていてもよい
。このような構成でも、異なる種類の複数の薬剤シートを払い出すのに必要とされるトー
タル時間を短縮することが容易になる。
【００１３】
　上記薬剤収容カセットを上記受渡部へ渡す搬送を順次に繰り返した後に、上記薬剤シー
トの払出しが完了した薬剤収容カセットを上記受渡部から上記カセット棚へ戻す搬送を順
次に繰り返してもよい。
【００１４】
　上記薬剤収容カセットを上記受渡部へ渡す搬送を順次に繰り返すときに、上記薬剤収容
カセットを未だ受け取っていない払出操作部の受渡部へ上記薬剤収容カセットを搬送して
もよい。
【００１５】
　上記薬剤シートが取り出される上記薬剤収容カセットの払出部が当該薬剤払出装置の後
側に向けられており、上記払出操作部は当該薬剤払出装置の前側に向けられており、上記
受渡部に搬送された上記薬剤収容カセットの払出部と上記払出操作部とが向かい合うよう
にしてもよい。これによれば、上記受渡部に搬送された上記薬剤収容カセットの払出部と
上記払出操作部とを向かい合わせるための半回転動作が不要になり、薬剤シートを払い出
すのに必要とされるトータル時間を短縮することが容易になる。
【００１６】
　上記カセット棚の真下側に上記払出操作部が設けられており、上記カセット搬送部の真
下側に上記受渡部が設けられていてもよい。これによれば、当該薬剤払出装置の前後方向
のサイズは、上記薬剤収容カセットの前後方向サイズと、上記カセット搬送部の前後方向
サイズを合せたサイズで済むことになるので、当該薬剤払出装置のコンパクト化が図れる
。
【００１７】
　上記払出操作部は、払い出された薬剤シートを一時的に溜めるシートストッカーを有し
ており、上記シートストッカーに設けられている薬剤シート出口部に上記薬剤トレイが到
着している状態で上記シートストッカーから上記薬剤シートを放出するようにしてもよい
。これによれば、上記シートストッカーの薬剤シート出口部に上記薬剤トレイが到着して
いなくても、複数の薬剤シートを払い出す処理を行っておくことができるので、異なる種
類の複数の薬剤シートを払い出すのに要する総合時間を短縮することができる。
【００１８】
　上記カセット搬送部は、上記薬剤収容カセットを上記カセット棚から取り出し、また上
記カセット棚に入れるための移動操作を実行するカセット出し入れ部を備えてもよい。
【００１９】
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　上記カセット出し入れ部は、前後移動部を備え、上記前後移動部を前後方向に移動させ
て上記薬剤収容カセットを第１の距離だけ上記カセット棚から引き出した後に、当該薬剤
収容カセットを把持し、この把持状態で上記薬剤収容カセットサイズから上記第１の距離
を引いた距離移動して、上記カセット全体を上記カセット棚から引き出してもよい。これ
によれば、上記カセット棚に上記薬剤収容カセットを密に装填しても当該薬剤収容カセッ
トを取り出すことが可能となる。上記カセット棚に上記薬剤収容カセットを密に装填でき
ると、当該薬剤払出装置のコンパクト化が図れる。
【００２０】
　上記トレイ移動部は、上記薬剤トレイを薬剤トレイストッカーから受け取り、上記払出
操作部によって払い出された薬剤シートが収容された上記薬剤トレイを上記薬剤トレイス
トッカーに渡してもよい。
【００２１】
　上記薬剤トレイとして複数の収容凹部が複数行または複数列で形成されている薬剤トレ
イが用いられ、上記トレイ移動部は、水平面内の第１方向および当該第１方向に直交する
第２方向に上記薬剤トレイを移動させて、各収容凹部を上記払出操作部の薬剤シート出口
部に位置させるようにしてもよい。これによれば、当該薬剤払出装置のコンパクト化が図
れる。
【００２２】
　上記トレイ移動部は、上記薬剤トレイを上記第１方向にのみ移動させる固定レール部と
、上記薬剤トレイを上記第１方向および第２方向に移動させる可動レール部とを備えても
よい。
【００２３】
　上記トレイ移動部から上記薬剤トレイを受け取り、受け取った上記薬剤トレイを上記ト
レイ移動部に渡す第２トレイ移動部を備えてもよい。これによれば、次に必要となる薬剤
トレイを上記第２トレイ移動部に待機させておく等、複数の薬剤トレイの操作が可能とな
る。
【００２４】
　上記第２トレイ移動部は、上記薬剤トレイを上記第１方向および第２方向に移動させる
可動レール部を備えてもよい。
【００２５】
　上記トレイ移動部は上記薬剤トレイの位置を規制する位置決め部を備えており、この位
置決め部は、支持軸の第１回動方向の回動により起立して上記薬剤トレイの通過を許可す
る一方、上記支持軸の第２回動方向の回動により傾倒して上記薬剤トレイの通過を阻止す
る複数のストッパー部材を上記薬剤トレイ搬送方向に異なる位置に備え、さらに、上記支
持軸が第２回動方向に回動するときに上記薬剤トレイの側面部に当たることとなる上記ス
トッパー部材の非傾倒を許容する弾性部材と、を備えてもよい。これによれば、簡単な構
造で上記薬剤トレイの位置決めをすることができる。
【００２６】
　上記第２トレイ移動部は上記薬剤トレイの位置を規制する位置決め部を備えており、こ
の位置決め部は、支持軸の第１回動方向の回動により起立して上記薬剤トレイの通過を許
可する一方、上記支持軸の第２回動方向の回動により傾倒して上記薬剤トレイの通過を阻
止する複数のストッパー部材を上記薬剤トレイ搬送方向に異なる位置に備え、さらに、上
記支持軸が第２回動方向に回動するときに上記薬剤トレイの側面部に当たることとなる上
記ストッパー部材の非傾倒を許容する弾性部材と、を備えてもよい。これによれば、簡単
な構造で上記薬剤トレイの位置決めをすることができる。
【００２７】
　薬剤払出装置は、薬剤シートを収容する薬剤収容カセットが複数個配置されるカセット
棚と、上記薬剤収容カセットから上記薬剤シートを取り出し、この取り出した薬剤シート
を出す払出操作部と、を備えており、上記薬剤収容カセット内の前後する２枚の薬剤シー
トがポケット部の形成側を互いに向かい合わせてセットされ、このように向かい合わせに
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されることにより生じる、上記２枚の薬剤シートの並ぶ方向に直交するずれ量を示す情報
を記録部に記録していてもよい。また、上記ずれ量に基づいた薬剤シートの払出動作を行
うようにしてもよい。
【００２８】
　薬剤払出装置は、薬剤シートを収容する薬剤収容カセットが複数個配置されるカセット
棚と、上記薬剤収容カセットから上記薬剤シートを取り出し、この取り出した薬剤シート
を出す払出操作部と、上記薬剤収容カセットに設けられていて、端数薬剤を切り出すのに
用いる端数薬剤用の薬剤シートを保管するシート保管部と、端数薬剤用の薬剤シートをそ
のシート面の法線を軸に１８０度回転させて当該薬剤シートの広幅縁の向きを反対側に変
える法線回り回動部と、を備えており、上記払出操作部が取り出した薬剤シートに１８０
度回転を行った場合は、１８０度回転により生じる上記薬剤シートの下縁位置の変動を解
消（吸収）する処理を行うようにしてもよい。
【００２９】
　上記変動を解消する処理は、１８０度回転を行わない場合に比べて、上記薬剤シートを
一定距離或いは非一定距離上方に移動する処理としてもよい。上記一定距離は、極力多く
の種類の薬剤シートに適用できる距離であるのがよい。また、上記非一定距離は、向かい
合わせにされることにより生じる２枚の薬剤シートの高さ方向のずれを示す距離データに
基づいてもよい。
【００３０】
　薬剤払出装置は、薬剤シートを収容する薬剤収容カセットが複数個配置されるカセット
棚と、上記薬剤収容カセットから上記薬剤シートを取り出し、この取り出した薬剤シート
を出す払出操作部と、を備えており、上記払出操作部による上記薬剤シートの取り出しが
失敗した場合、上記払出操作部における上記薬剤シートと接触している部分を下方に一定
距離または非一定距離移動するようにしてもよい。
【００３１】
　上記一定距離は、極力多くの種類の薬剤シートに適用できる距離であるのがよい。また
、上記非一定距離は、向かい合わせにされることにより生じる２枚の薬剤シートの高さ方
向のずれを示す距離データに基づいてもよい。
【００３２】
　薬剤払出装置は、薬剤シートを収容する薬剤収容カセットが複数個配置されるカセット
棚と、上記薬剤収容カセットから上記薬剤シートを取り出し、この取り出した薬剤シート
を出す払出操作部と、端数薬剤用の薬剤シートをそのシート面の法線を軸に１８０度回転
させて当該薬剤シートの広幅縁の向きを反対側に変える法線回り回動部と、上記薬剤シー
トの中心から当該薬剤シートの横縁までの距離を示す距離ｄが記録された記録部と、上記
払出操作部が取り出した薬剤シートの横縁に近づくように基準位置から移動し、上記横縁
を検知したときに上記横縁の近傍を把持するシート把持部と、を備えており、上記距離ｄ
および上記基準位置から上記法線回り回動部の軸位置までの距離Ｄに基づき、上記シート
把持部が上記薬剤シートを上記払出操作部から受け取った際の薬剤シートの横方向の位置
ずれを解消するように上記シート把持部を移動させるようにしてもよい。
【００３３】
　これによれば、上記シート把持部は、上記薬剤シートの横縁を検知するので、上記薬剤
収容カセットから取り出した薬剤シートに横方向の位置ずれがあっても、この薬剤シート
を適切に把持できる。そして、上記シート把持部が上記薬剤シートを上記払出操作部から
受け取って再び上記払出操作部に渡すときに、上記横方向の位置ずれを解消（吸収）する
ことができる。換言すれば、上記法線回り回動部は、上記薬剤シートの中心を回動中心に
して当該薬剤シートを回動させることができる。
【００３４】
　薬剤払出装置は、薬剤シートを収容する薬剤収容カセットが複数個配置されるカセット
棚と、上記薬剤収容カセットから上記薬剤シートを取り出し、この取り出した薬剤シート
を出す払出操作部と、上記薬剤シートのサイズ（シート幅、シート高さ等）に関係した上
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記薬剤収容カセットのサイズ情報が薬剤ごとに記録された記録部（マスターテーブル等）
と、上記薬剤ごとに上記薬剤収容カセットの上記サイズ情報を出力する情報出力部（ディ
スプレイ等）と、を備えており、上記薬剤収容カセットには、サイズ調節部材の移動によ
って収容サイズが変更されるとともに、収容サイズに対応した上記サイズ調節部材の調節
位置が示されている収容サイズ調節機構が備えられていてもよい。
【００３５】
　これによれば、収容する薬剤のシートのサイズに合うように上記薬剤収容カセットの収
容サイズを調節するときに、上記薬剤についてのサイズ情報として例えば「３」が上記情
報出力部で示されているのであれば、作業者は、上記サイズ調節部材を「３」が示されて
いる調節位置に移動させればよい。よって、作業者は、上記薬剤シートのサイズに関する
知識がなくても、上記薬剤収容カセットの収容サイズの調節が的確に行えることになる。
【００３６】
　薬剤払出装置は、薬剤シートを収容するとともに端数切り出し用の薬剤シートを収容す
るためのシート保管部を備える薬剤収容カセットが複数個配置されるカセット棚と、上記
薬剤収容カセットから上記薬剤シートを取り出し、この取り出した薬剤シートを出す払出
操作部と、上記薬剤シートのサイズ（シート高さ等）に関係した上記シート保管部のサイ
ズ情報が薬剤ごとに記録された記録部（マスターテーブル等）と、上記薬剤ごとに上記シ
ート保管部のサイズ情報を出力する情報出力部（ディスプレイ等）と、を備えており、上
記シート保管部には、サイズ調節部材の移動によって収容サイズが変更されるとともに、
収容サイズに対応した上記サイズ調節部材の調節位置が示されている収容サイズ調節機構
が備えられていてもよい。
【発明の効果】
【００３７】
　この発明であれば、カセット搬送部における強度、精度およびコスト増等の問題を解消
できる。また、異なる種類の複数の薬剤シートを迅速に払い出すことを可能にする等の利
点が得られるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明の一実施形態に係る薬剤払出装置を示した説明図である。
【図２】図１の薬剤払出装置の制御系の概略を示したブロック図である。
【図３】図１の薬剤払出装置の動作例を示したタイムチャートである。
【図４】同図（Ａ）は図１の薬剤払出装置で用いられる薬剤トレイを示した斜視図であり
、同図（Ｂ）は薬剤トレイの他の例を示した斜視図である。
【図５】図１の薬剤払出装置で用いられる薬剤収容カセットを、蓋部を取り除いて示した
斜視図である。
【図６】図１の薬剤払出装置で用いられる薬剤収容カセットを、蓋部および本体部を取り
除いて示した斜視図である。
【図７】図１の薬剤払出装置で用いられる薬剤収容カセットを、蓋部、本体部および上枠
部等を取り除いて示した斜視図である。
【図８】図１の薬剤払出装置で用いられる薬剤収容カセットの払出部と薬剤シートとの関
係を示した説明図である。
【図９】図１の薬剤払出装置で用いられる薬剤収容カセットを、蓋部、本体部、上枠部お
よび一方のガイド側板等を取り除いて示した斜視図である。
【図１０】図１の薬剤払出装置で用いられる薬剤収容カセットの蓋部を示した斜視図であ
る。
【図１１】同図（Ａ）は図１の薬剤払出装置で用いられる薬剤収容カセットを示した斜視
図であり（一方のガイド側板等を取り除いている）、同図（Ｂ）は定荷重バネの斜視図で
ある。
【図１２】図１の薬剤払出装置に設けられたカセット出し入れ部を示した斜視図である。
【図１３】図１２のカセット出し入れ部の前後移動部を示した斜視図である。
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【図１４】図１２のカセット出し入れ部の前後移動部を示した斜視図である。
【図１５】図１２のカセット出し入れ部のレールユニットを示した斜視図である。
【図１６】図１２のカセット出し入れ部のレールユニットを示した斜視図である。
【図１７】図１２のカセット出し入れ部のカセット把持部を示した斜視図である。
【図１８】図１の薬剤払出装置に設けられた払出操作部、受渡部および受渡部移動部を示
した斜視図である。
【図１９】図１の薬剤払出装置に設けられた払出操作部、受渡部および受渡部移動部を示
した斜視図である。
【図２０】図１の薬剤払出装置に設けられた受渡部および受渡部移動部を示した斜視図で
ある。
【図２１】図１の薬剤払出装置に設けられた受渡部を示した平面図である。
【図２２】図１の薬剤払出装置に設けられた受渡部、薬剤収容カセットおよび受渡部移動
部を示した斜視図である。
【図２３】図１の薬剤払出装置に設けられた受渡部移動部およびシートストッカーを示し
た斜視図である。
【図２４】図１の薬剤払出装置に設けられたシートストッカーを示した斜視図である。
【図２５】図１の薬剤払出装置に設けられた受渡部、受渡部移動部およびシートストッカ
ーを示した斜視図である。
【図２６】この発明の実施形態を示す図であって、薬剤シートを回動させる軸と薬剤シー
トのポケットおよび広幅縁の向きとの関係を示した説明図である。
【図２７】この発明の実施形態を示す図であって、薬剤シートを回動させる軸を示した説
明図である。
【図２８】図１の薬剤払出装置に設けられた払出操作部を示した斜視図である。
【図２９】図１の薬剤払出装置に設けられた払出操作部を示した斜視図である。
【図３０】図１の薬剤払出装置に設けられた吸引動作部を示した斜視図である。
【図３１】同図（Ａ）は図３０の吸引動作部の吸引本体部を示した斜視図であり、同図（
Ｂ）は法線回り回動部を示した斜視図である。
【図３２】同図（Ａ）および同図（Ｂ）は図１の薬剤払出装置に設けられた第２トレイ移
動部を示した斜視図である。
【図３３】図３３の第２トレイ移動部に設けられた位置決め部のストッパーを示した斜視
図である。
【図３４】図３３の第２トレイ移動部における位置決め部と薬剤トレイの位置関係を示し
た説明図である。
【図３５】本発明の他の実施形態に係る薬剤払出装置の払出操作部と受渡部との関係を示
した説明図である。
【図３６】本発明の他の実施形態に係る薬剤払出装置の払出操作部と受渡部との関係を示
した説明図である。
【図３７】同図３７（Ａ）、同図３７（Ｂ）および同図３７（Ｃ）は、図３１（Ａ）の吸
引本体部による薬剤シートの吸引動作を示した説明図である。
【図３８】図１に示したディスプレイに表示されるメッセージを例示した説明図である。
【図３９】図１の薬剤払出装置において、薬剤シートの吸引エラーが生じたときの処理例
を示したフローチャートである。
【図４０】図１の薬剤払出装置において、基準位置に在るシート把持部のシート検知の位
置とシート中央位置と、シート中央位置からシート横縁位置との関係を示した説明図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００３９】
　以下、この発明の実施の形態を添付図面に基づいて説明する。
　図１に示しているように、この実施形態の薬剤払出装置１０１は、薬剤シートであるＰ
ＴＰシート１００を収容する薬剤収容カセット１が複数個配置されるカセット棚１０１１
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と、上記薬剤収容カセット１を上記カセット棚１０１１から取り出して複数の受渡部３へ
搬送する動作および上記受渡部３上の薬剤収容カセット１を上記カセット棚１０１１へ戻
す動作を実行するカセット搬送部２と、上記受渡部３に搬送された上記薬剤収容カセット
１から上記ＰＴＰシート１００を取り出し、この取り出したＰＴＰシート１００を薬剤シ
ート出口部１１２０から出す払出操作部１１０と、上記払出操作部１１０の薬剤シート出
口部１１２０から出されるＰＴＰシート１００を薬剤トレイＴが受け取るように当該薬剤
トレイＴを移動させるトレイ移動部５と、上記トレイ移動部５との間で薬剤トレイＴの受
け渡しを行う第２トレイ移動部５００と、上記トレイ移動部５への薬剤トレイＴの供給お
よび薬剤を受け取った薬剤トレイＴの上記トレイ移動部５からの受け取りを行うトレイス
トッカー１０１２と、を備える。上記薬剤シート出口部１１２０は上記薬剤収容カセット
１から取り出した上記ＰＴＰシート１００を一時的に貯留するシートストッカー１１２に
設けられている。
【００４０】
　図１に示す例では、上記カセット棚１０１１は、当該薬剤払出装置１０１の上下方向お
よび左右方向に複数の装填スペースを備えている。上記装填スペースには、上記薬剤収容
カセット１が当該薬剤払出装置１０１の前後方向に出し入れ可能にセットされる。当該薬
剤払出装置１０１は、その後側（背側）を建物の壁面に接して設置することができる。ま
た、上記カセット搬送部２は、上記薬剤収容カセット１を上記カセット棚１０１１から取
り出し、また上記カセット棚１０１３１に入れるための移動操作を実行するカセット出し
入れ部２１と、上記カセット出し入れ部２１を、上記薬剤収容カセット１の配置範囲およ
び当該カセット搬送部２の真下に位置する上記受渡部３の配置範囲において、上記上下方
向および上記左右方向に移動させる移動機構２２とを備えている。上記移動機構２２は、
例えば、モーターと、このモーターにより回転されるプーリと、このプーリにより移動さ
れる駆動ベルトと、これらを支持する支柱部材等により構成される。上記カセット搬送部
２は、上記払出操作部１１０を備えていない。このように、上記カセット搬送部２は、重
量が重くなりがちな上記払出操作部を備えないので、上記カセット搬送部２における強度
、精度およびコスト増等の問題を解消できる。また、上記カセット搬送部２の軽量化が図
れるので、上記薬剤収容カセット１の移動速度を高速化でき、異なる種類の複数の薬剤シ
ートを払い出すのに必要とされるトータルの時間を短縮することが容易になる。
【００４１】
　また、図１に示す例では、上記薬剤収容カセット１の収容部１１内に、複数枚のＰＴＰ
シート１００が立てられた状態で横方向（水平方向）に重ねて収容される。すなわち、複
数枚のＰＴＰシート１００は、そのシート面の法線方向に並べられる。例えば、上記シー
ト面の法線は上記ＰＴＰシート１００のシート面の中央位置での法線としている。ここで
、上記シート面の中央位置における法線は、上記ＰＴＰシート１００が曲面ではなく平面
であると想定したときのシート面の垂線（直交線）と平行になる。また、例えば、上記シ
ート面の法線の方向は、上記薬剤払出装置の前後方向および上記薬剤収容カセット１の移
動方向と等しくされる。
【００４２】
　また、図１に示す例では、上記払出操作部１１０が上記カセット棚１０１１の真下にお
いて上記左右方向に２台設けられている。上記２台の払出操作部１１０の間には、例えば
、上記ＰＴＰシート１００が収容されている状態の薬剤収容カセット１の重量を計測する
重量計が設けられている。この重量計への上記薬剤収容カセット１のセットは、上記カセ
ット搬送部２によって行うようにしている。上記重量計測により得られた重量と、既知で
ある空の薬剤収容カセット１の重量と、重量計測された上記薬剤収容カセット１に収容さ
れているＰＴＰシート１００の１枚の重量データと、ＰＴＰシート１００における１枚中
の包装薬剤の個数データとにより、重量計測された上記薬剤収容カセット１に収容されて
いるＰＴＰシート１００の枚数と、端数の包装薬剤を計算により求めることができる。上
記データは、マスターテーブルに格納されている。なお、上記マスターテーブルには、Ｐ
ＴＰシート１００のサイズデータ（薬剤ごとのシート中心から横縁までの長さ、シート中
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心から下縁までの長さ等）、薬剤ごとのずれ高さを示す高さＨのデータ、薬剤ごとの後述
するサイズ情報等も記録されている。
【００４３】
　そして、１台の払出操作部１１０につき上記受渡部３が２台設けられており、各受渡部
３は上記薬剤収容カセット１の受渡位置（待機位置とも言える）と上記ＰＴＰシート１０
０の払出位置との間を移動する。この移動は受渡部移動部４により行われる。以下、上記
２台の払出操作部１１０を区別するときには、当該薬剤払出装置１０１の右側の払出操作
部１１０を第１払出操作部１１０、当該薬剤払出装置１０１の左側の払出操作部１１０を
第２払出操作部１１０と称する。また、当該薬剤払出装置１０１の右側の受渡部移動部４
を第１受渡部移動部４、当該薬剤払出装置１０１の左側の受渡部移動部４を第２受渡部移
動部４と称する。また、上記４台の受渡部３を区別するときには、当該薬剤払出装置１０
１の右側から順に、第１受渡部３、第２受渡部３、第３受渡部３、第４受渡部３と称する
。なお、図１に示している状態では、第１受渡部３は受渡位置に在り、第２受渡部３は払
出位置に在る。
【００４４】
　図２に示しているように、上記薬剤払出装置１０１の制御部１００５は、入力部１００
３から入力された情報を処理し、また処理した情報をディスプレイ１００２に表示する等
の処理を行う。例えば、ユーザーは、上記入力部１００３を用いて、どの薬剤収容カセッ
ト１にどのＰＴＰシート１００が収容されているか等を入力する初期入力、上記薬剤収容
カセット１にＰＴＰシート１００を補充する際の補充枚数入力、払出のための処方箋デー
タ入力等を行うことができる。上記制御部１００５の処理によって各種情報を記憶部１０
０４に記憶することができる。また、上記記憶部１００４には、上記マスターテーブルが
記憶される。また、上記制御部１００５は、上記処方箋データに基づいて、上記カセット
搬送部２のカセット出し入れ部２１を、対象となる薬剤収容カセット１の箇所まで移動さ
せ、カセット取り出し処理を実行する他、下記の動作概要で述べるように、上記受渡部３
、上記受渡部移動部４、上記トレイ移動部５および上記払出操作部１１０等を各種センサ
の出力やモーターの駆動量等に基づいて制御する。
【００４５】
［薬剤払出し動作概要］
　上記薬剤払出装置１０１によるＰＴＰシート１００の払出し処理の概要を説明する。上
記薬剤収容カセット１は、その蓋１４０が当該薬剤払出装置１０１の後ろ側に向くように
上記カセット棚１０１１にセットされる。上記蓋１４０は、上記薬剤収容カセット１にお
ける払出部１２０の開閉を行う。
【００４６】
　上記制御部１００５は、処方箋データおよび上記マスターデータに基づいて、上記移動
機構２２を制御し、処方箋データで指定されているＰＴＰシート１００が収容されている
薬剤収容カセット１の箇所に上記カセット出し入れ部２１を移動させる。指定のＰＴＰシ
ート１００が収容されている薬剤収容カセット１の位置に上記カセット出し入れ部２１が
移動されると、上記カセット出し入れ部２１が上記薬剤収容カセット１を把持して取り出
す。
【００４７】
　上記薬剤収容カセット１の取り出しが完了すると、当該薬剤収容カセット１を把持した
状態のカセット出し入れ部２１は、上記移動機構２２によって、上記受渡位置に待機して
いる第１受渡部３、第２受渡部３、第３受渡部３、第４受渡部３のいずれかの上方位置に
移動される。そして、上記カセット出し入れ部２１は上記把持状態を解除し、把持してい
た薬剤収容カセット１を上記いずれかの受渡部３に渡す。
【００４８】
　上記薬剤収容カセット１を受け取った受渡部３は、当該薬剤収容カセット１をチャック
する。上記薬剤収容カセット１をチャックした受渡部３は、上記受渡部移動部４によって
、上記払出位置へと移動される。上記払出位置では上記薬剤収容カセット１の蓋１４０側
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が上記払出操作部１１０と対面する。この対面の後、上記薬剤収容カセット１の上記蓋１
４０が上記払出操作部１１０によって開かれる。そして、上記払出操作部１１０によって
上記薬剤収容カセット１の収容部１１内のＰＴＰシート１００が処方箋データで指定され
ている枚数だけ取り出される。なお、この実施形態では、上記払出操作部１１０に設けら
れている吸引動作部６の吸引本体部６１（図３０参照）が、上記薬剤収容カセット１の払
出部１２０に近づいて先頭のＰＴＰシート１００を吸引し、上記薬剤収容カセット１から
離れる方向に移動することで上記先頭のＰＴＰシート１００を上記払出部１２０から引き
出し、吸引動作を停止することで、上記先頭のＰＴＰシート１００を上記払出操作部１１
０のシートストッカー１１２（図２４参照）に落下させる。上記シートストッカー１１２
における上記薬剤シート出口部１１２０には、貯留シャッターが設けられており、この貯
留シャッター上に上記ＰＴＰシート１００が貯留される。
【００４９】
　上記トレイ移動部５によって上記薬剤トレイＴが上記払出操作部１１０の上記シートス
トッカー１１２の貯留シャッターの下方に移動される。上記薬剤トレイＴには、図４（Ａ
）に示すように、４つの収容凹部Ｔ１、Ｔ２、Ｔ３、Ｔ４が２行２列で形成されている。
上記トレイ移動部５は、上記前後方向および左右方向に上記薬剤トレイＴを移動させるこ
とにより、上記複数の収容凹部Ｔ１、Ｔ２、Ｔ３、Ｔ４の１つを上記第１払出操作部１１
０または第２払出操作部１１０の上記シートストッカー１１２における上記薬剤シート出
口部１１２０の下方に位置させる。
【００５０】
　図１に示す例では、上記受渡部３が４個設けられているので、上記カセット棚１０１１
から４個の薬剤収容カセット１を順次に取り出して上記受渡部３に渡すことができる。ま
た、上記払出操作部１１０が２台備えられているので、２個の薬剤収容カセット１に対し
て並行してＰＴＰシート１００を払い出す処理を実行できる。上記薬剤トレイＴには最大
４種類のＰＴＰシート１００を収容することが可能である。
【００５１】
　上記のように、複数の受渡部３を備えると、上記カセット搬送部２は、最初に取り出し
た薬剤収容カセット１を１つの受渡部３に渡した後、直ぐに第２番目の薬剤収容カセット
１を上記カセット棚１０１１へ取り出しにいく動作を開始することができる。そして、最
初の薬剤収容カセット１を受け取った払出操作部１１０は、上記カセット搬送部２の動作
と並行して上記薬剤収容カセット１からＰＴＰシート１００を取り出すことができる。こ
れにより、処方箋データに基づく異なる種類の薬剤シートの払出し処理に要する時間を短
縮することができる。
【００５２】
　１台の払出操作部１１０につき例えば２台（複数）の受渡部３が設けられている構成で
あると、以下の利点が得られる。すなわち、１台の払出操作部１１０について先に渡され
た薬剤収容カセット１を対象とした払出の実行中に、上記カセット棚１０１１から取り出
した別の薬剤収容カセット１を別の受渡部３に待機させておくことができ、先に渡された
薬剤収容カセット１を対象とした払出が終了すると直ぐに上記待機させておいた別の薬剤
収容カセット１について払出し処理を実行することができる。これにより、複数の薬剤シ
ートの払出し処理に要する時間をさらに短縮することができる。
【００５３】
　そして、上記払出操作部１１０が例えば２台（複数）設けられていると、複数の薬剤収
容カセット１からＰＴＰシート１００を取り出す処理を並行して行うことができるので、
複数の薬剤シートの払出し処理に要する時間を一層短縮することができる。
【００５４】
　ここで、上記カセット搬送部２と、上記第１～第４受渡部３と、上記第１払出操作部１
１０と、上記第２払出操作部１１０と、上記トレイ移動部５の動作タイミングの一例を図
３に示す。この図３において、横軸は時間を示し、縦軸は各部の動作内容を示す。上記カ
セット搬送部２は１台であるので、４種のＰＴＰシート１００を払い出すために、薬剤収
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容カセット１を４つの受渡部３に供給するための一連の動作を４回繰り返すことになる。
また、４つの受渡部３から上記薬剤収容カセット１を受け取って上記カセット棚１０１１
に戻すための一連の動作も４回繰り返す。
【００５５】
　ここで、この実施形態では、第１番目に取り出される第１番薬剤を収容する第１の薬剤
収容カセット１を第１受渡部３が受け取り、第２番目に取り出される第２番薬剤を収容す
る第１の薬剤収容カセット１を第３受渡部３が受け取り、第３番目に取り出される第３番
薬剤を収容する第３の薬剤収容カセット１を第２受渡部３が受け取り、第４番目に取り出
される第４番薬剤を収容する第４の薬剤収容カセット１を第４受渡部３が受け取ることと
している。
【００５６】
　なお、上記処方箋データに基づき、払い出す４種の薬剤について、払出し枚数が多い順
に、第１番薬剤、第２番薬剤、第３番薬剤、第４番薬剤と定義するようにしてもよい。或
いは、上記処方箋データに基づき、払い出す４種の薬剤について、端数の包装薬剤が多い
順に、第１番薬剤、第２番薬剤、第３番薬剤、第４番薬剤と定義するようにしてもよい。
或いは、上記処方箋データに基づき、払い出す４種の薬剤について、払出しに要する時間
が長いと推定された順に、第１番薬剤、第２番薬剤、第３番薬剤、第４番薬剤と定義する
ようにしてもよい。払い出すＰＴＰシート１００の枚数、端数の包装薬剤が多いと、払出
しに要する時間が長いと推定できる。或いは、上記カセット棚１０１１の各収容部に番号
を符っておいて、収容部番号が小さい順に、第１番薬剤、第２番薬剤、第３番薬剤、第４
番薬剤と定義するようにしてもよい。或いは、上記処方箋データに記述されている４つの
薬剤の記述順に、第１番薬剤、第２番薬剤、第３番薬剤、第４番薬剤と定義するようにし
てもよい。
【００５７】
　上記図３に示す例では、まず、上記カセット出し入れ部２１が上記移動機構２２によっ
て第１番薬剤を収容する第１の薬剤収容カセット１の箇所に移動される。この移動後、上
記カセット出し入れ部２１が上記第１の薬剤収容カセット１を把持して引き出す。上記第
１の薬剤収容カセット１を把持する上記カセット出し入れ部２１は、上記移動機構２２に
よって第１受渡部３の待機位置に移動される。第１受渡部３は上記カセット出し入れ部２
１から上記第１の薬剤収容カセット１を受け取ってチャックする。第１受渡部移動部４は
、第１受渡部３を移動させて上記第１の薬剤収容カセット１を上記払出位置にセットする
。そして、第１払出操作部１１０は、第１の薬剤収容カセット１から第１番薬剤となるＰ
ＴＰシート１００を取り出す操作を開始する。また、第１の薬剤収容カセット１を第１受
渡部３に渡した上記カセット出し入れ部２１は、第１受渡部３から離れる。
【００５８】
　上記カセット出し入れ部２１は、上記移動機構２２によって第２番薬剤を収容する第２
の薬剤収容カセット１の箇所に移動される。この移動後、上記カセット出し入れ部２１が
上記第２の薬剤収容カセット１を把持して引き出す。上記第２の薬剤収容カセット１を把
持する上記カセット出し入れ部２１は、上記移動機構２２によって第３受渡部３の待機位
置に移動される。第３受渡部３は上記カセット出し入れ部２１から上記第２の薬剤収容カ
セット１を受け取ってチャックする。第２受渡部移動部４は、第３受渡部３を移動させて
上記第２の薬剤収容カセット１を上記払出位置にセットする。そして、第２払出操作部１
１０は、第２の薬剤収容カセット１から第２番薬剤となるＰＴＰシート１００を払い出す
操作を開始する。また、第２の薬剤収容カセット１を第３受渡部３に渡した上記カセット
出し入れ部２１は、第３受渡部３から離れる。
【００５９】
　上記カセット出し入れ部２１は、上記移動機構２２によって第３番薬剤を収容する第３
の薬剤収容カセット１の箇所に移動される。この移動後、上記カセット出し入れ部２１が
上記第３の薬剤収容カセット１を把持して引き出す。上記第３の薬剤収容カセット１を把
持する上記カセット出し入れ部２１は、上記移動機構２２によって第２受渡部３の待機位



(14) JP WO2016/047487 A1 2016.3.31

10

20

30

40

50

置に移動される。第２受渡部３は上記カセット出し入れ部２１から上記第３の薬剤収容カ
セット１を受け取ってチャックする。第１受渡部移動部４は、第２受渡部３を移動させて
上記第３の薬剤収容カセット１を上記払出位置にセットする。そして、第１払出操作部１
１０は、第３の薬剤収容カセット１から第３番薬剤となるＰＴＰシート１００を払い出す
操作を開始する。また、第３の薬剤収容カセット１を第２受渡部３に渡した上記カセット
出し入れ部２１は、第２受渡部３から離れる。
【００６０】
　上記カセット出し入れ部２１は、上記移動機構２２によって第４番薬剤を収容する第４
の薬剤収容カセット１の箇所に移動される。この移動後、上記カセット出し入れ部２１が
上記第４の薬剤収容カセット１を把持して引き出す。上記第４の薬剤収容カセット１を把
持する上記カセット出し入れ部２１は、上記移動機構２２によって第４受渡部３の待機位
置に移動される。第４受渡部３は上記カセット出し入れ部２１から上記第４の薬剤収容カ
セット１を受け取ってチャックする。第２受渡部移動部４は、第４受渡部３を移動させて
上記第４の薬剤収容カセット１を上記払出位置にセットする。そして、第２払出操作部１
１０は、第４の薬剤収容カセット１から第４番薬剤となるＰＴＰシート１００を払い出す
操作を開始する。また、第４の薬剤収容カセット１を第４受渡部３に渡した上記カセット
出し入れ部２１は、第４受渡部３から離れる。
【００６１】
　上記払出操作部１１０は、上記シートストッカー１１２が貯留するＰＴＰシート１００
を上記薬剤シート出口部１１２０から放出しないと、次の薬剤を受け取ることができない
。このため、上記制御部１００５は、上記トレイ移動部５を制御し、上記薬剤トレイＴの
上記収容凹部Ｔ１を第１払出操作部１１０の薬剤シート出口部の下方に位置させる。また
、上記制御部１００５は、第１払出操作部１１０が第１番薬剤を指定枚数払出す動作が完
了し、且つ上記収容凹部Ｔ１を上記薬剤シート出口部１１２０の下方に位置させる動作が
完了している条件下で、上記第１払出操作部１１０における上記シートストッカー１１２
を開き、第１番薬剤となるＰＴＰシート１００を例えば上記収容凹部Ｔ１内に放出する。
なお、第１番薬剤を払い出して第１受渡部３を待機位置に移動させた後には、第２受渡部
３を待機位置から払出位置に移動させる。
【００６２】
　また、上記制御部１００５は、上記トレイ移動部５を制御し、上記薬剤トレイＴの上記
収容凹部Ｔ２を第２払出操作部１１０の薬剤シート出口部の下方に位置させる。そして、
上記制御部１００５は、第２払出操作部１１０が第２番薬剤を指定枚数払出す動作が完了
し、且つ上記収容凹部Ｔ２を上記薬剤シート出口部１１２０の下方に位置させる動作が完
了している条件下で、上記第２払出操作部１１０における上記シートストッカー１１２を
開き、第２番薬剤となるＰＴＰシート１００を上記収容凹部Ｔ２内に放出する。
【００６３】
　上記第１払出操作部１１０による第１番薬剤となるＰＴＰシート１００の放出が完了し
たら、上記制御部１００５は、第１払出操作部１１０を制御し、第３番薬剤を指定枚数払
出す。そして、上記制御部１００５は、第１払出操作部１１０が第３番薬剤を指定枚数払
出す動作が完了し、且つ上記収容凹部Ｔ３を上記薬剤シート出口部の下方に位置させる動
作が完了している条件下で、上記第１払出操作部１１０における上記シートストッカー１
１２を開き、第３番薬剤となるＰＴＰシート１００を上記収容凹部Ｔ３内に放出する。
【００６４】
　また、第２払出操作部１１０による第２番薬剤となるＰＴＰシート１００の排出が完了
したら、上記制御部１００５は、第２払出操作部１１０を制御し、第４番薬剤を指定枚数
払出す。そして、上記制御部１００５は、上記第２払出操作部１１０が第４番薬剤を指定
枚数払出す動作が完了し、且つ上記収容凹部Ｔ４を上記薬剤シート出口部の下方に位置さ
せる動作が完了している条件下で、上記第２払出操作部１１０における上記シートストッ
カー１１２を開き、第４番薬剤となるＰＴＰシート１００を上記収容凹部Ｔ４内に放出す
る。
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【００６５】
　上記制御部１００５は、上記トレイ移動部５を制御し、上記４種の薬剤を受け取った上
記薬剤トレイＴをトレイストッカー１０１２の積み上げ部に移送する。
【００６６】
　また、上記制御部１００５は、上記カセット搬送部２を制御し、ＰＴＰシート１００の
払出しが完了して上記受渡位置で待機している薬剤収容カセット１を上記カセット棚１０
１１に戻す処理を実行する。この戻し処理は、例えば、第１の薬剤収容カセット１、第２
の薬剤収容カセット１、第３の薬剤収容カセット１、第４の薬剤収容カセット１の順で行
うことができる。或いは、上記カセット棚１０１１に戻した薬剤収容カセット１の箇所か
ら最も近い距離の受渡位置で待機する薬剤収容カセット１を優先して上記カセット棚１０
１１に戻すこともできる。
【００６７】
　ここで、例えば、第１の薬剤収容カセット１と、第２の薬剤収容カセット１と、第３の
薬剤収容カセット１を上記受渡部３へ渡す搬送を順次に行った時点で上記第１の薬剤収容
カセット１の薬剤払出しが終了している場合に、上記第４の薬剤収容カセット１を第４受
渡部３へ渡すための搬送よりも先に、上記第１の薬剤収容カセット１を上記カセット棚１
０１１へ戻す処理を実行することが考えられる。しかしながら、このような処理では、仮
に第２の薬剤収容カセット１での薬剤払出しが終了して上記第４の薬剤収容カセット１の
薬剤払出しが開始可能であるにもかかわらず、この第４の薬剤収容カセット１において薬
剤払出しを開始できないことが生じる。これでは、複数の薬剤シートの払出し処理に要す
る時間が長くなる。
【００６８】
　図３に示した動作例では、上記薬剤収容カセット１を４台の受渡部３へ渡す搬送を順次
に繰り返し、その後、上記ＰＴＰシート１００の払出しが完了した薬剤収容カセット１を
上記受渡部３から上記カセット棚へ戻す搬送を順次に繰り返すようにしている。これによ
れば、上記第２の薬剤収容カセット１での薬剤払出しが終了して上記第４の薬剤収容カセ
ット１の薬剤払出しを開始できるときには、当該第４の薬剤収容カセット１の薬剤払出し
を直ぐに開始できることになる。したがって、複数の薬剤シートの払出し処理に要する時
間を短縮することができる。
【００６９】
　次に、上記薬剤収容カセット１と、上記カセット出し入れ部２１と、上記移動機構２２
と、上記受渡部３と、上記払出操作部１１０と、上記受渡部移動部４と、上記トレイ移動
部５について、それぞれの構造例を説明していく。
【００７０】
　［薬剤収容カセット］
　図５および図６に示すように、上記薬剤収容カセット１の払出部１２０には、第１制限
部１２１が上下２箇所に設けられている。
【００７１】
　上記第１制限部１２１は、先頭のＰＴＰシート１００の上縁または下縁に接触する接触
部材１２１ａと、上記接触部材１２１ａが上記ＰＴＰシート１００の上縁または下縁を乗
り越えられるように上記接触部材１２１ａを移動可能に支持する支持部１２１ｂと、上記
ＰＴＰシート１００が制止される方向に上記接触部材１２１ａを付勢するバネ１２１ｃと
を備える。
【００７２】
　上記支持部１２１ｂは水平軸であり、この水平軸回りに上記接触部材１２１ａが回動可
能に支持されている。そして、上記バネ１２１ｃが上記支持部１２１ｂに巻かれるととも
に両側端が固定されている。そして、上記バネ１２１ｃの中央部が上記接触部材１２１ａ
に係合している。
【００７３】
　上側の第１制限部１２１は上記払出部１２０の上側の枠部を構成する上下に可動な上枠



(16) JP WO2016/047487 A1 2016.3.31

10

20

30

40

50

部１２３に設けられている。この上枠部１２３の両端部にはダイヤル１２３ａが回転可能
に係合されている。上記ダイヤル１２３ａは螺子部１２３ｂに螺合されており、上記ダイ
ヤル１２３ａが回転されると、当該ダイヤル１２３ａが上下に移動する。上記螺子部１２
３ｂはカセット本体部に設けられる。上記ダイヤル１２３ａが上下方向に移動することで
、上枠部１２３が上下方向に移動する。すなわち、上記ダイヤル１２３ａを回すと、上枠
部１２３が上下方向に移動し、上記払出部１２０の高さ（上側の接触部材１２１ａの高さ
）を調整できる。このため、共通の構造の薬剤収容カセット１を用いて高さが異なる複数
種類のＰＴＰシート１００を収容することができる。
【００７４】
　また、上記薬剤収容カセット１には、サイズ調節部材の移動によって収容サイズが変更
されるとともに、収容サイズに対応した上記サイズ調節部材の調節位置が示されている収
容サイズ調節機構が備えられていてもよい。例えば、上記ダイヤル１２３ａを支持する側
に縦方向に１～３の収容サイズの番号を印刷或いは刻印しておき、上記ダイヤル１２３ａ
の回動で移動する上記サイズ調節部材としての上枠部１２３に矢印マークを、上記収容サ
イズの番号を指し示すように、印刷或いは刻印しておく。上記矢印マークは、現在設定さ
れている収容サイズの番号を示すことになる。作業者が上記ダイヤル１２３ａを回し、上
記矢印マークが上記収容サイズの「３」を指し示したときには、上枠部１２３は、第３の
収容サイズにセットされたことになる。
【００７５】
　上記マスターテーブルには、薬剤ごとのサイズ情報が格納されている。例えば、２５番
の薬剤収容カセット１に薬剤Ａが収納されており、上記薬剤ＡのＰＴＰシート１００の高
さについてのサイズ情報が「２」であるなら、制御部１００５は、上記ディスプレイ１０
０２に上記薬剤ＡのＰＴＰシート１００の高さについてのサイズ情報が「２」であること
を表示する。作業者は、上記ディスプレイ１００２に上記薬剤ＡのＰＴＰシート１００の
高さについてのサイズ情報として「２」が表示された場合、上記２５番の薬剤収容カセッ
ト１における上記矢印マークが番号「２」を指し示すように、上記ダイヤル１２３ａを回
す。これにより、作業者が熟練者でなくても、上記薬剤ＡのＰＴＰシート１００の高さに
適した位置に、上枠部１２３をセットすることができる。
【００７６】
　また、上記上枠部１２３には、シート抑え部１２４が２個、上記第１制限部１２１の両
側に設けられている。このシート抑え部１２４は、図７にも示すように、シート接触部１
２４ａとバネ部１２４ｂとが一体形成されてなる。上記バネ部１２４ｂは、上記上枠部１
２３に支持されており、上記シート接触部１２４ａが適度な力で上記ＰＴＰシート１００
を下方に押さえる。
【００７７】
　上記第１制限部１２１とは別に第２制限部１２２が上記先頭のＰＴＰシート１００の左
右縁に接触するように左右２箇所に設けられている。上記第２制限部１２２は上記払出部
１２０の左右方向に変形可能な弾性片部からなる。上記第２制限部１２２に上記先頭のＰ
ＴＰシート１００の左右縁が接触する。上記第２制限部１２２の先端部には、上記収容部
１１内のＰＴＰシート１００の左右縁を挟むことができるＶ溝状に形成された係止部１２
２ａが形成されており、先頭のＰＴＰシート１００は、その左右縁が上記係止部１２２ａ
に係止されることで移動制限される。上記第２制限部１２２の後端部は、上記収容部１１
の左右側に配置されているガイド側板１２５に係合されている。上記第２制限部１２２が
設けられる上記ガイド側板１２５の箇所には切欠きが形成されており、この切欠き内に上
記係止部１２２ａが位置する。上記ＰＴＰシート１００は上記ガイド側板１２５にガイド
されるが、このときに、上記Ｖ溝状内に上記ＰＴＰシート１００の左右縁が深く入り込み
すぎないようになっている。
【００７８】
　図８にも示すように、上記ＰＴＰシート１００は長辺が横向きに、短辺が縦向きになる
ように上記薬剤収容カセット１の収容部１１に収容される。このため、上記第１制限部１
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２１は上記ＰＴＰシート１００の長辺の縁に接し、上記第２制限部１２２は上記ＰＴＰシ
ート１００の短辺の縁に接する。
【００７９】
　図９にも示すように、上記左右のガイド側板１２５には、それぞれ付勢部１２６が設け
られている。この付勢部１２６は、上記左右のガイド側板１２５の先端側（上記払出部１
２０に近い側）ほど互いに近づくように、上記ガイド側板１２５を付勢する。上記ガイド
側板１２５の後端側はカセット本体部の左右の立上側板に係合されており、上記付勢部１
２６は上記立上側板と上記ガイド側板１２５との間に位置する。さらに、上記付勢部１２
６は、上記ＰＴＰシート１００の移動方向に鋸歯状凹凸部１２６ａにはめ込まれる角度規
制部材１２６ｂの位置によって、ガイド側板１２５との成す角度が規制される。角度規制
部材１２６ｂは、鋸歯状凹凸部１２６aに対して上記ＰＴＰシート１００の移動方向に移
動可能である。上記角度規制部材１２６ｂを上記払出部１２０から遠い方に移動させるほ
ど、上記付勢部１２６と上記ガイド側板１２５との成す最大角度が大きくなり、上記左右
のガイド側板１２５の先端部が互いに近づく。このため、上記ＰＴＰシート１００のサイ
ズが小さく、その左右縁が上記左右のガイド側板１２５の後端側で当該ガイド側板１２５
に接しない状態であるとしても、上記左右のガイド側板１２５の先端部では当該ガイド側
板１２５に接してガイドされ、先頭のＰＴＰシート１００は上記払出部１２０の中央へと
ガイドされる。すなわち、共通の構造の薬剤収容カセット１を用いて、横幅サイズが異な
る複数種類のＰＴＰシート１００を収容することができる。
【００８０】
　さらに、例えば、上記鋸歯状凹凸部１２６aの近傍箇所に、１～３の収容サイズの番号
を印刷或いは刻印しておき、サイズ調節部材としての上記角度規制部材１２６ｂが位置す
る箇所によって現在設定されている収容サイズの番号が作業者に示されるようになってい
てもよい。作業者が上記角度規制部材１２６ｂを「３」の位置に合せれば、上記ガイド側
板１２５は、第３の収容サイズにセットされることになる。上記マスターテーブルには、
薬剤ごとのサイズ情報が格納されている。例えば、２５番の薬剤収容カセット１に薬剤Ａ
が収納されており、上記薬剤ＡのＰＴＰシート１００の幅についてのサイズ情報が「２」
であるなら、制御部１００５は、上記ディスプレイ１００２に上記薬剤ＡのＰＴＰシート
１００の高さについてのサイズ情報が「２」であることを表示する。作業者は、上記ディ
スプレイ１００２に上記薬剤ＡのＰＴＰシート１００の幅についてのサイズ情報が「２」
であることが表示されたなら、上記２５番の薬剤収容カセット１における上記角度規制部
材１２６ｂを「２」に合わせる。これにより、作業者が熟練者でなくても、上記薬剤Ａの
ＰＴＰシート１００の幅に適した位置に、上記ガイド側板１２５がセットされることにな
る。
【００８１】
　図１０および図１１（Ａ）に示すように、上記薬剤収容カセット１の蓋１４０には、端
数切り出し用のＰＴＰシート１００を収容するためのシート保管部１４１が設けられてい
る。
【００８２】
　上記薬剤収容カセット１の収容部１１内には、図１１（Ｂ）にも示すように、上記ＰＴ
Ｐシート１００を上記払出部１２０に向けて移動させる移動動作部１３０が設けられてい
る。上記移動動作部１３０は、例えば、上記ＰＴＰシート１００に接触する押さえ部材１
３１と定荷重バネ（例えば商品名コンストンバネ）１３２とからなる。上記定荷重バネ１
３２の押圧力は、この押圧力だけで上記ＰＴＰシート１００が上記第１、第２制限部１２
１，１２２を乗り越えることのないように設定される。上記定荷重バネ１３２にはロック
部１３２ａが設けられており、上記移動動作部１３０を後側位置に移動させてロックをか
けた状態で、上記ＰＴＰシート１００をセットしていくことができる。そして、上記ＰＴ
Ｐシート１００をセットした後にロックを外すと上記ＰＴＰシート１００に対する押圧動
作が開始される。また、上記定荷重バネ１３２は、捲回スプリングを有しており、この捲
回スプリングの先端部は上記払出部１２０の近傍に固定されている。上記ロック部１３２
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ａには、ギヤ部１３２ｂが設けられている。このギヤ部１３２ｂは、上記収容部１１の底
面に形成された歯状部１１ａに歯合しており、上記ギヤ部１３２ｂの回動が制限されるこ
とで上記移動動作部１３０がロックされる状態となる。また、上記ギヤ部１３２ｂに例え
ばダンパー（例えば、オイルダンパー）１３２ｃを設けておくと、上記移動動作部１３０
の動作速度を調節することができる。この場合、上記ダンパー１３２ｃは、上記移動動作
部１３０が上記ＰＴＰシート１００を移動させる速度を調整する調整手段となる。
【００８３】
　上記シート保管部１４１は、図１０に示す開状態において、上記払出部１２０の上側に
位置する。上記払出部１２０は、上記ＰＴＰシート１００の払出し時には、後述する吸引
本体部６１（図３０参照）と対向する。そして、上記シート保管部１４１の奥壁部１４１
１は、上記払出し時よりも上側に移動したときの上記吸引本体部６１と対向することにな
る。上記奥壁部１４１１の上部側には、複数の高さ調節穴１４１１aが高さ方向に間隔を
おいて形成されている。そして、上記奥壁部１４１１には、サイズ調節部材としての高さ
方向制限板１４２が上記高さ調節穴１４１１aによって着脱可能に取り付けられている。
上記シート保管部１４１に収容されるＰＴＰシート１００の高さに合せて、上記高さ方向
制限板１４２の取り付け高さを変更することができるので、上記蓋１４０が回動されると
きに、上記シート保管部１４１から端数薬剤用のＰＴＰシート１００が落ちるのを防止す
ることができる。
【００８４】
　例えば、上記複数の高さ調節穴１４１１aの近傍箇所に、その形成高さに対応する１～
３の収容サイズの番号を印刷或いは刻印しておいてもよい。作業者が上記高さ方向制限板
１４２の取り付け箇所を「２」に合せれば、上記高さ方向制限板１４２は、第２の高さに
セットされることになる。上記マスターテーブルには、薬剤ごとに上記シート保管部１４
１の収容サイズの番号が格納されている。例えば、２５番の薬剤収容カセット１に薬剤Ａ
が収納されており、上記薬剤ＡのＰＴＰシート１００に関する上記シート保管部１４１の
収容サイズの番号が「２」であるなら、制御部１００５は、上記ディスプレイ１００２に
上記薬剤Ａにおける上記シート保管部１４１の収容サイズの番号が「２」であることを表
示する。作業者は、上記ディスプレイ１００２に上記薬剤Ａにおける上記シート保管部１
４１の収容サイズの番号が「２」であることが表示されたなら、上記２５番の薬剤収容カ
セット１のシート保管部１４１において、上記高さ方向制限板１４２の取り付け箇所を「
２」に合せる。これにより、作業者が熟練者でなくても、上記薬剤ＡのＰＴＰシート１０
０の高さに適した位置に、上記高さ方向制限板１４２をセットすることができる。
【００８５】
　また、上記薬剤収容カセット１の上記蓋１４０が設けられる側と反対の側が薬剤払出装
置１０１の前側に位置しており、この前側の立上壁１１ｂの上部には切欠き部１１ｃが形
成されている。上記立上壁１１ｂに上記カセット搬送部２における上記カセット出し入れ
部２１が係合する。
【００８６】
　［カセット出し入れ部２１］
　図１２に示すように、上記カセット出し入れ部２１は、前後移動部２３と、カセット把
持部２４と、レールユニット２５とからなる。上記前後移動部２３は上記レールユニット
２５を介して上記カセット把持部２４に連結される。前後移動部２３は上記レールユニッ
ト２５の連結板２５ａに連結されている。上記カセット把持部２４のベース部２４１は、
上記レールユニット２５のスライド部２５１に連結されている。
【００８７】
　図１３および図１４には上記前後移動部２３のみを示している。なお、図１２、図１３
および図１４では、前後移動部２３における爪動作部２３１を２個描いているが、これは
爪動作部２３１が２個存在することを示しているのではなく、１個の爪動作部２３１にお
ける進出状態と退避状態とを示している。また、チェーン式ケーブルガイド２３ａについ
ても、進出状態と退避状態とを描いている。上記進出状態と退避状態との区間距離が第１
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の距離となる。
【００８８】
　上記爪動作部２３１は、上記立上壁１１ｂと平行に二股の間部分が位置するように配置
された二股爪２３１ａと、上記立上壁１１ｂと平行な面内で上記二股の間部分が移動する
ように上記二股爪２３１ａを回動させる回動駆動部（例えば、ロータリーソレノイド）２
３１ｂと、上記回動駆動部２３１ｂを支持するブラケット２３１ｃと、上記ブラケット２
３１ｃが支持される移動ナット２３１ｄと、上記移動ナット２３１ｄが螺合される送り螺
子２３１ｅと、上記移動ナット２３１ｄをガイドするガイド部２３１ｆとを備える。上記
送り螺子２３１ｅは上記薬剤払出装置１０１の前後方向に設けられており、上記ガイド部
２３１ｆは上記移動ナット２３１ｄを上記前後方向にガイドする。そして、モーター２３
１ｇの駆動力がベルト２３１ｈを介してプーリ２３１ｉに伝達され、このプーリが回転す
ることで、上記送り螺子２３１ｅが回転される。
【００８９】
　上記爪動作部２３１が上記立上壁１１ｂに最も近づいた状態で当該爪動作部２３１が上
記切欠き部１１ｃ上に位置し、上記二股爪２３１ａが上記回動駆動部２３１ｂによって回
動されると、上記二股の間部分に上記立上壁１１ｂが挟まれる。ここで、上記切欠き部１
１ｃが形成されていると、上記爪動作部２３１を上記立上壁１１ｂに係合させる際の上記
二股爪２３１ａの高さを低くすることができるので、上記カセット棚１０１１において上
下に配置される薬剤収容カセット１の間隔を狭くし、装填できる薬剤収容カセット１の個
数を増やしたり、薬剤払出装置１０１を小型化すことができる。なお、この実施形態では
、上記二股爪２３１ａにおける先頭側部位だけが上記立上壁１１ｂを越えるようにしてい
る。
【００９０】
　上記前後移動部２３の下部には、薬剤覆い部２３２が設けられている。この薬剤覆い部
２３２は、薬剤覆い板２３２ａを備える。この薬剤覆い板２３２ａは、上記二股爪２３１
ａが上記退避位置に移動したときに（上記第１の距離移動したとき）、この移動で引き出
された薬剤収容カセット１の上側を覆うように位置する。なお、上記二股爪２３１ａが上
記退避位置に移動したときに上記二股爪２３１ａが回動して元の状態（非係合状態）に戻
るため、この戻りを阻害しないように、上記薬剤覆い板２３２ａには切欠き２３２ｂが形
成されている。そして、上記薬剤覆い板２３２ａはヒンジ２３２ｃによって回動可能に設
けられており、付勢部材である巻きバネ２３２ｄによって上記薬剤収容カセット１内のＰ
ＴＰシート１００を押さえる方向に上記薬剤覆い板２３２ａが付勢される。上記薬剤覆い
部２３２が設けられていることで、上記カセット搬送部２によって上記薬剤収容カセット
１を搬送するとき（特に高速で下方に移動するとき）、この薬剤収容カセット１の上側か
らからＰＴＰシート１００が飛び出すのを防止できる。換言すれば、上記薬剤収容カセッ
ト１を高速で搬送することができるので、薬剤払出しの時間を短縮できる。また。上記巻
きバネ２３２ｄが設けられていることで、高さが異なるＰＴＰシート１００に対しても、
ＰＴＰシート１００を押さえることができる。
【００９１】
　図１５および図１６に示すように、上記レールユニット２５のスライド部２５１の両側
には、薬剤払出装置１０１の前後方向に延びるレール部２５１ａが設けられており、各レ
ール部２５１ａによってスライダー２５１ｂが上記前後方向にガイドされる。上記レール
ユニット２５のモーター２５２によってベルト２５３が駆動され、このベルト２５３によ
ってプーリ２５４が回転される。上記プーリ２５４には送り螺子２５５が固定されている
。この送り螺子２５５は上記プーリ２５４によって回転される。
【００９２】
　図１７に示すように、上記カセット把持部２４のベース部２４１の上面にはブラケット
２４２が固定されている。そして、このブラケット２４２の左右縁には立上部２４２ａが
形成されており、各立上部２４２ａは上記レールユニット２５の上記スライダー２５１ｂ
に固定されている。また、上記ブラケット２４２の中央部には、移動ナット２４３が固定
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されている。この移動ナット２４３は上記レールユニット２５の上記送り螺子２５５に螺
合している。したがって、上記送り螺子２５５の回転によって、上記カセット把持部２４
が薬剤払出装置１０１の前後方向に移動する。
【００９３】
　上記ベース部２４１には送り螺子２４１ａが薬剤払出装置１０１の左右方向に設けられ
ている。上記送り螺子２４１ａの両端は左右２個のブラケット２４１ｂによって回転可能
に支持されている。また、上記送り螺子２４１ａの両端部には互いに螺子切りの方向が逆
にされた螺子部が形成されており、各螺子部に移動ナット２４４ａが螺合している。そし
て、上記送り螺子２４１ａと平行に２本のスライドシャフト２４１ｃが上記ベース部２４
１によって支持されている。上記スライドシャフト２４１ｃの両端は、上記２個のブラケ
ット２４１ｂによって固定されている。
【００９４】
　左右の各ブラケット２４１ｂと上記ベース部２４１との間にチャック板２４４が設けら
れている。各チャック板２４４の上部中央側に上記移動ナット２４４ａが設けられている
。また、各チャック板２４４の上部には、上記移動ナット２４４ａを挟むようにリニアブ
ッシュ２４４ｂが設けられている。各リニアブッシュ２４４ｂに上記スライドシャフト２
４１ｃが挿通されている。上記送り螺子２４１ａには、駆動部２４５におけるギヤ２４５
ａが固定されている。上記ギヤ２４５ａにはギヤ２４５ｂが歯合されている。上記ギヤ２
４５ｂはモーター２４５ｃによって回転される。上記モーター２４５ｃの回転により、上
記送り螺子２４１ａが回転し、この回転により、上記チャック板２４４が互いに近づき、
また、互いに離れる。これにより、上記薬剤収容カセット１の側板部を横から把持するこ
とができる。
【００９５】
　上記チャック板２４４には、柔軟性素材からなる受け部２４４ｃが設けられており、こ
の受け部２４４ｃが上記薬剤収容カセット１の側板部に当たるようになっている。また、
上記チャック板２４４の前側端には位置決め部材２４４ｄが設けられている。この位置決
め部材２４４ｄは縦軸回りに回転可能に設けられている。
【００９６】
　上記薬剤収容カセット１の前側端近傍の左右の側板部の外側には位置決め凹部１ａが形
成されている（図１１（Ａ）参照）。上記薬剤収容カセット１がカセット棚１０１１から
引き出され、上記チャック板２４４によって上記側板部が把持されるときに、上記位置決
め部材２４４ｄが上記位置決め凹部１ａに係合するようになっている。このような係合が
行われたときには、上記チャック板２４４が上記薬剤収容カセット１の適切な位置を把持
したことになる。なお、上記チャック板２４４によって上記側板が把持されるときに、上
記位置決め部材２４４ｄと上記位置決め凹部１ａとに多少の位置ずれがあっても、上記チ
ャック板２４４によって上記側板部が把持されるときの力により、上記位置決め部材２４
４ｄが上記位置決め凹部１ａに係合することが可能である。上記柔軟性素材からなる受け
部２４４ｃが設けられていると、上記係合が行われやすい。
【００９７】
　なお、上記送り螺子２５５の回転によって上記カセット把持部２４が上記カセット棚１
０１１に最も近づいたときでも、上記カセット把持部２４は上記カセット棚１０１１の手
前に位置する。そして、上記爪動作部２３１が上記立上壁１１ｂに最も近づくと、当該爪
動作部２３１が上記切欠き部１１ｃ上に位置する。そして、上記二股爪２３１ａが上記回
動駆動部２３１ｂによって回動されると、上記二股の間部分に上記立上壁１１ｂが挟まる
。この状態で、上記爪動作部２３１が上記退避位置に移動すると、上記カセット把持部２
４の上記チャック板２４４によって上記薬剤収容カセット１を把持できる状態となる。上
記チャック板２４４によって上記薬剤収容カセット１を把持するとき、先述したように、
上記前後移動部２３の上記二股爪２３１ａは、元の状態（非係合状態）に戻る。これによ
り、上記カセット把持部２４が上記薬剤収容カセット１を把持した状態で薬剤払出装置１
０１の前方向に追加移動でき、この追加移動によって上記薬剤収容カセット１が上記カセ
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ット棚１０１１から完全に引き出される。すなわち、上記把持状態で上記薬剤収容カセッ
トサイズから上記第１の距離を引いた距離移動して（上記追加移動して）、上記薬剤収容
カセット１の全体を上記カセット棚から引き出す。
【００９８】
　上記薬剤収容カセット１を上記カセット棚１０１１に戻すときには、上記追加移動の逆
動作を行った後、上記二股爪２３１ａを上記立上壁１１ｂに係合させ、上記前後移動部２
３によって上記二股爪２３１ａを移動させるによって上記薬剤収容カセット１が上記カセ
ット棚１０１１に完全に戻される。
【００９９】
　［受渡部３］
　図１８および図１９に示すように、２台の上記受渡部３と、２台の上記受渡部移動部４
と、１台の上記払出操作部１１０が１枚のベース部１１３上に設けられている。上記ベー
ス部１１３はレール機構１１３ａによって、薬剤払出装置１０１の前後方向に移動可能に
設けられている。ユーザーは、前面板１１３ｂの取手部に手を入れて上記ベース部１１３
を出し入れすることができる。ここで、上記払出操作部１１０は当該薬剤払出装置１０１
の前側（上記ベース部１１３の引き出し方向）に向けられており、上記受渡部３に搬送さ
れた上記薬剤収容カセット１の払出部１２０と上記払出操作部１１０とが向かい合う。そ
して、上記ベース部１１３を引き出したときには、ユーザーに近い位置に上記薬剤収容カ
セット１が位置する。これにより、シート払出しの不具合等が生じた薬剤収容カセット１
をユーザーが手で取り出すときには、上記払出操作部１１０が邪魔にならず、上記不具合
が生じた薬剤収容カセット１を取り外し易くなる。
【０１００】
　図２０および図２１に示すように、各受渡部３の直進ベース板３１には、送り螺子３１
ａが上記薬剤払出装置１０１の左右方向に設けられている。上記送り螺子３１ａの両端は
左右２個のブラケット３１ｂによって回転可能に支持されている。また、上記送り螺子３
１ａの両端部には互いに螺子切りの方向が逆にされた螺子部が形成されており、各螺子部
には移動ナット３４ａが螺合している。そして、上記送り螺子３１ａと平行に、２本のス
ライドシャフト３１ｃが上記直進ベース板３１によって支持されている。上記スライドシ
ャフト３１ｃの両端は上記２個のブラケット３１ｂによって固定されている。
【０１０１】
　左右の各ブラケット３１ｂと上記直進ベース板３１との間にチャック板３４が設けられ
ている。各チャック板３４に上記移動ナット３４ａが固定されている。また、各チャック
板３４には、リニアブッシュ３４ｂが設けられている。各リニアブッシュ３４ｂに上記ス
ライドシャフト３１ｃが挿通されている。上記送り螺子３１ａには、駆動部３５における
傘ギヤ３５ａが固定されている。上記傘ギヤ３５ａには傘ギヤ３５ｂが歯合されている。
上記傘ギヤ３５ｂはモーター３５ｃによって回転される。上記モーター３５ｃの回転によ
り、上記送り螺子３１ａが回転し、この回転により、上記チャック板３４が互いに近づき
、また、互いに離れる。なお、各受渡部３には上記駆動部３５等を覆うカバー３８が設け
られている。
【０１０２】
　図２２に示すように、各受渡部３は旋回ベース板３６を備える。上記直進ベース板３１
と上記旋回ベース板３６とは、図示しないレールおよびスライダーによって相互に上記薬
剤払出装置１０１の前後方向に移動可能に設けられている。また、上記旋回ベース板３６
の裏面には、第１ピン３６ａおよび第２ピン３６ｂが固定されている。また、第２ピン３
６ｂの先端には中間アーム３６ｃが固定されている。また、この中間アーム３６ｃには長
孔が形成されており、この長孔には上記直進ベース板３１の裏面に突設された第３ピン３
１ｄが係合されている。
【０１０３】
　［受渡部移動部４］
　上記２台の受渡部移動部４は、共通のベース部４１上に設けられている。各受渡部移動
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部４はモーター４２を備えており、このモーター４２によって旋回アーム４２ａがモータ
ー４２の回転軸を中心に水平面内で旋回する。上記旋回アーム４２ａの先端側には上記第
２ピン３６ｂが係合しており、上記旋回アーム４２ａの旋回によって上記第２ピン３６ｂ
が第２円弧ガイド４１ｂ上を移動する。また、上記旋回アーム４２ａの旋回によって上記
第１ピン３６ａは第１円弧ガイド４１ａ上を移動する。上記第１円弧ガイド４１ａおよび
第２円弧ガイド４１ｂは上記ベース部４１に形成されている。
【０１０４】
　また、上記ベース部４１には各受渡部移動部４における第３ガイド４１ｃが形成されて
おり、各第３ガイド４１ｃに上記第３ピン３１ｄがガイドされる。上記２つの第３ガイド
４１ｃは、上記薬剤払出装置１０１の左右方向に延びる左右直線ガイド部を有する。そし
て、上記２つの左右直線ガイド部は、中継ぎガイド部を介して共通ガイド部に接続される
。上記共通ガイド部は、２台の受渡部移動部４の間に位置している。
【０１０５】
　上記モーター４２によって旋回アーム４２ａが旋回すると、上記受渡部３における上記
旋回ベース板３６は上記第１円弧ガイド４１ａおよび第２円弧ガイド４１ｂに沿って円弧
移動する。一方、上記受渡部３における上記直進ベース板３１は、上記旋回ベース板３６
の移動力を受けて円弧移動しようとするが、上記第３ピン３１ｄが上記第３ガイド４１ｃ
にガイドされるため、左または右に直線移動する。そして、上記直進ベース板３１は、上
記共通ガイド部によって上記薬剤払出装置１０１の後方側に移動し、上記受渡部３にチャ
ックされている上記薬剤収容カセット１を上記払出操作部１１０に対面させる。上記直進
ベース板３１と旋回ベース板３６との相対位置変化は、上記レールおよびスライダーによ
って吸収される。
【０１０６】
　なお、上記受渡部３にチャックされている上記薬剤収容カセット１が上記払出操作部１
１０に対面した後、この払出操作部１１０における蓋開閉部１６０によって上記薬剤収容
カセット１の蓋１４０が開かれる。
【０１０７】
　図２３、図２４および図２５に示すように、上記シートストッカー１１２は上記払出操
作部１１０に設けられている。そして、上記シートストッカー１１２は、上記受渡部３に
チャックされている上記薬剤収容カセット１が上記払出操作部１１０に対面する位置にお
いて、上記薬剤収容カセット１の上記蓋１４０の下方に設けられている。上記シートスト
ッカー１１２のホッパー部１１２ａには、上記薬剤収容カセット１の上記払出部１２０か
ら払い出されたＰＴＰシート１００および端数の包装薬剤が一時的に収容される。
【０１０８】
　上記ホッパー部１１２ａの底部は、上記貯留シャッターである第１シャッター１１２ｂ
により構成されている。また、上記第１シャッター１１２ｂの下部には落下用筒部が形成
されており、この落下用筒部の底（薬剤シート出口部１１２０）には上記貯留シャッター
である第２シャッター１１２ｃが設けられている。上記第１シャッター１１２ｂおよび第
２シャッター１１２ｃは、駆動モーター１１２ｄによって同時に開閉される。上記駆動モ
ーター１１２ｄの回転軸には傘ギヤが固定されており、この傘ギヤによって旋回アーム１
１２ｅが回転する。なお、図２４では、上記第１シャッター１１２ｂの駆動系のみ現れて
おり、上記第２シャッター１１２ｃの駆動系は上記第１シャッター１１２ｂの駆動系と同
じである。上記旋回アーム１１２ｅにはリンク部材１１２ｆが連結されており、このリン
ク部材１１２ｆは上記第１シャッター１１２ｂに連結されている。上記駆動モーター１１
２ｄが回転すると、上記旋回アーム１１２ｅが回転し、上記リンク部材１１２ｆが移動し
て上記第１シャッター１１２ｂが開閉動作する。上記第１シャッター１１２ｂおよび上記
第２シャッター１１２ｃはスライドシャフト１１２ｇによりガイドされる。
【０１０９】
　図２６に示すように、ＰＴＰシート１００などの薬剤シートは、両端に平坦な縁（シー
ト部分）を有するが、一方の縁は他方の縁よりも広幅になっている。この広幅縁１００ａ
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は一般に耳と呼ばれている。上記薬剤シートから端数の包装薬剤を切り出す機能を備える
薬剤払出装置では、上記薬剤収容カセット１から取り出されたＰＴＰシート１００のポケ
ットの向きまたは広幅縁１００ａの向きが不定であると、端数の包装薬剤を適切に切り出
せない場合がある。端数を切り出す対象とならないＰＴＰシート１００については、上記
ポケットの向きおよび広幅縁１００ａの向きを検知する必要はない。
【０１１０】
　また、図２６には上記ＰＴＰシート１００を回動させるときの３つの軸を示している。
上記３つの軸としては上記ＰＴＰシート１００のシート面の法線と短軸と長軸とがある。
上記短軸および長軸は、上記ＰＴＰシート１００の面内の互いに直交する。長軸回りの回
動中心の位置の一例として上記ＰＴＰシート１００の短辺方向中心部を通る軸がある。ま
た、短軸回りの回動中心の位置の一例として上記ＰＴＰシート１００の長手方向中心部を
通る軸がある。法線回りの回動中心の一例としては、上記長軸周りの回転中心と短軸回の
回転中心の交点がある。ここで、上記ＰＴＰシート１００は上記第２軸（長軸）で線対称
となる。また、上記法線回りの回動中心を上記長軸周りの回転中心と短軸回の回転中心の
交点の近傍に設ければ、法線回りの回動の際に必要となるスペースを小さくできる。この
実施形態では、上記法線回りの回動を採用している。
【０１１１】
　図２７は、上記ＰＴＰシート１００の状態変化を示した説明図である。上記ＰＴＰシー
ト１００の状態には、ポケットが表向きで広幅縁１００aが左位置の第１状態と、ポケッ
トが表向きで広幅縁１００aが右位置の第２状態（図２６に示す状態）と、ポケットが裏
向きで広幅縁１００aが左位置の第３状態と、ポケットが裏向きで広幅縁１００aが右位置
の第４状態とがある。払い出された先頭のＰＴＰシート１００がどの状態であっても、長
軸回りでの回動による状態変化と、短軸回りでの回動による状態変化と、法線回りでの回
動による状態変化のうち２つの状態変化を生じさせることで、いずれか１つの状態に揃え
ることができる。すなわち、上記ＰＴＰシート１００のポケット向きと広幅縁１００aの
向きをそれぞれ同じ方向に向けることができる。なお、広幅縁１００aの向きのみを一方
向に向ける構成としてもよい。
【０１１２】
　［払出操作部１１０］
　上記払出操作部１１０は、図２８および図２９にも示すように、上記蓋開閉部１６０を
備える。この蓋開閉部１６０は、上記蓋１４０に形成された係合部に係合する軸部１６１
を備えており、上記係合部に上記軸部１６１を係合させた状態で当該軸部１６１を円弧軌
道に沿って移動させることで、上記蓋１４０を開閉する。また、上記蓋開閉部１６０は、
上記シート保管部１４１に形成された係合部に係合する軸部１６２を備えており、上記係
合部に上記軸部１６２を係合させた状態で当該軸部１６２を回動させることで、上記シー
ト保管部１４１を回動させる。
【０１１３】
　また、上記払出操作部１１０は、上記薬剤収容カセット１内の先頭のＰＴＰシート１０
０を吸引して引き出すための吸引動作部６、端数の包装薬剤が必要とされる場合に上記吸
引動作部６によって引き出されたＰＴＰシート１００を把持して受け取るシート把持部８
、端数の包装薬剤が必要とされる場合に上記吸引動作部６によって引き出されたＰＴＰシ
ート１００を、そのシート面の法線を軸に回動させる法線回り回動部１３を備える。上記
シート面の法線は上記ＰＴＰシート１００のシート面の中央位置での法線としている。こ
こで、上記シート面の中央位置における法線は、上記ＰＴＰシート１００が曲面ではなく
平面であると想定したときのシート面の垂線（直交線）と平行になる。また、この実施形
態では、上記シート面の法線の方向は、上記前後方向、上記薬剤収容カセット１内の上記
ＰＴＰシート１００の並ぶ方向、および上記薬剤収容カセット１の移動方向と等しい。ま
た、上記ＰＴＰシート１００の払出し時には、上記法線回り回動部１３を、上記薬剤収容
カセット１の払出部１２０の中央位置（ＰＴＰシート１００の中央位置）に位置させるよ
うにしている。
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【０１１４】
　上記シート把持部８は、水平軸回りに回転可能に設けられた把持本体部８１と、この把
持本体部８１を回転させる回転部８２と、この回転部８２を左右方向に移動する左右移動
装置８３とを備える。また、上記シート把持部８は上記広幅縁１００aの検知部としても
機能する。
【０１１５】
　図３０に示すように、上記吸引本体部６１における基台部６１１は、昇降装置６４によ
って上下方向に移動することができる。上記昇降装置６４は、上記基台部６１１の側部に
固定された移動ナット６４ａと、この移動ナット６４ａに螺合された送り螺子６４ｂと、
この送り螺子６４ｂを回転させるモーター６４ｃと、このモーター６４ｃの駆動力を上記
送り螺子６４ｂに伝達するベルト伝達機構６４ｄと、上記基台部６１１の昇降を安定させ
るガイド６４ｅとを備えている。上記昇降装置６４によって上記吸引本体部６１の上下位
置を調節することができる。
【０１１６】
　上記吸引本体部６１は前後移動装置６５のガイドレール６５ｅを介して上記基台部６１
１に連結されている。上記前後移動装置６５によって上記吸引本体部６１が前後方向（上
記薬剤収容カセット１の払出部１２０に近接離間する方向）に移動する。上記前後移動装
置６５は、上記吸引本体部６１の裏面部に固定された移動ナット６５ａと、この移動ナッ
ト６５ａに螺合された送り螺子６５ｂと、この送り螺子６５ｂを回転させるモーター６５
ｃと、このモーター６５ｃの駆動力を上記送り螺子６５ｂに伝達するベルト伝達機構６５
ｄと、を備えている。
【０１１７】
　上記前後移動装置６５は、上記薬剤収容カセット１における上記移動動作部１３０が上
記ＰＴＰシート１００を移動させる速度よりも速く、上記移動動作部１３０が上記ＰＴＰ
シート１００を移動させる方向に、先頭のＰＴＰシート１００を吸引して上記吸引本体部
６１を移動させることができる。
【０１１８】
　また、上記吸引本体部６１が上記前後移動装置６５によって上記薬剤収容カセット１に
近づく方向に移動したときに、上記吸引本体部６１が先頭のＰＴＰシート１００のシート
部に接して吸着する。上記先頭のＰＴＰシート１００のポケット部が上記払出操作部１１
０の側に向いているとき、上記ポケット部の凸高さに応じてポケット検知部６２の可動板
６２ａが位置変位することになり、この位置変位を例えばポテンショメーターの抵抗値（
電圧値）で検知することができる。
【０１１９】
　図３１（Ａ）および図３１（Ｂ）に示すように、上記吸引本体部６１は、例えば、水平
に４個並んだ吸盤６１ａを備える。上記４個並んだ吸盤６１ａは、図３７（Ａ）、図３７
（Ｂ）および図３７（Ｃ）に示すように、上記シート把持部８に近い側の２個からなる第
１グループと、上記シート把持部８から遠い側の２個からなる第２グループとに分けられ
ている。グループごとの吸引は各グループの吸気路上に各々設けた電磁バルブの操作によ
り行うことができる。上記４つの吸盤６１ａの全てが吸引オフの状態から、上記第１グル
ープについてのみ吸引動作を実行すると、上記第１グループの２個の吸盤６１ａにおいて
強い吸引力が生じ、上記ＰＴＰシート１００が上記第１グループの２個の吸盤６１ａに高
い確実性で吸い付けられる。そして、上記第１グループの吸引動作が実行された後に上記
第２グループの４個の吸盤６１ａについて吸引動作も実行すると、４個の吸盤６１ａで的
確に上記ＰＴＰシート１００を吸引保持することができる。このように、複数設けられた
吸盤の一部（上記シート把持部８に近い側の一部）を先行駆動することで、的確に上記Ｐ
ＴＰシート１００を吸引保持することが可能になる。
【０１２０】
　上記法線回り回動部１３は、上記４個並んだ吸盤６１ａの中央位置に吸引回転パイプ部
１３ａを備えている。上記吸引回転パイプ部１３ａの先端には吸盤部１３ｂが設けられて
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いる。また、上記吸引回転パイプ部１３ａの後部側は軸受け部１３ｃに支持されている。
また、上記吸引回転パイプ部１３ａの後端にはロータリー継手１３ｄが接続されており、
このロータリー継手１３ｄにチューブを介して吸引ポンプに接続される。また、ベルト１
３ｅが上記吸引回転パイプ部１３ａの後部とモーター１３ｆの駆動プーリに捲回されてい
る。上記モーター１３ｆが動作すると、上記吸引回転パイプ部１３ａがその中心軸回りに
回転する。上記吸引回転パイプ部１３ａは前後方向に固定である。
【０１２１】
　上記受渡部３が上記受渡部移動部４によって上記払出位置まで移動したときに、上記受
渡部３でチャックされている上記薬剤収容カセット１が、上記吸引本体部６１に対面する
ことになる。そして、上記蓋開閉部１６０によって上記蓋１４０を開く動作が実行される
。次に、上記吸引本体部６１が上記薬剤収容カセット１に近づく方向に移動することによ
り、上記吸盤６１ａを上記薬剤収容カセット１内のＰＴＰシート１００に接触して当該Ｐ
ＴＰシート１００を吸引する。また、このときに、ポケット検知部６２の可動板６２ａ（
図２６および図３０参照）によって上記ＰＴＰシート１００のポケット部の向きが検知さ
れる。上記吸引本体部６１が上記払出部１２０から遠ざかる方向に移動することにより、
上記薬剤収容カセット１から先頭のＰＴＰシート１００が引き出される。
【０１２２】
　なお、上記薬剤収容カセット１から全てのＰＴＰシート１００が引き出された後に上記
吸引本体部６１による吸引が実行されると、上記吸盤６１ａが上記移動動作部１３０の上
記押さえ部材１３１を吸引することになる。上記押さえ部材１３１のＰＴＰシート１００
に接する押圧面には、図５に示したように、複数の溝部１３１ａが形成されているため、
上記ＰＴＰシート１００が空になると、上記吸盤６１ａが上記押さえ部材１３１の押圧面
に接触する。この場合、上記溝部１３１ａから空気が漏れ入るので、吸引動作部６による
吸引動作を実行しても吸盤６１ａの吸気回路で所定の負圧状態が得られない。すなわち、
上記吸引本体部６１による吸引が一定時間以上経過しても完了できないことになる。制御
部１００５は、上記吸引本体部６１による吸引が一定時間以上経過しても完了できないと
き、ＰＴＰシート１００の欠品の可能性があると判断することができる。なお、上記吸引
本体部６１に４個の吸盤６１ａが設けられている場合には、上記溝部１３１ａの数は例え
ば４個である。すなわち、上記溝部１３１ａは、少なくとも上記吸盤６１ａに対応する位
置において、当該吸盤６１ａの数だけ設けられていてもよい。また、全ての吸盤６１ａが
上記押さえ部材１３１の押圧面に接触した際に、一部の吸盤６１ａの吸気回路だけが所定
の負圧状態になり、他の吸盤６１ａの吸気回路は所定の負圧状態にならないように、薬剤
収容カセット１を構成してもよい。この構成の例として、上記溝１３１ａの数が、吸盤６
１ａの数より少ない構成がある。このような構成とすることによって、ＰＴＰシート１０
０が空の状態では、一部の吸盤６１ａの吸気回路だけが負圧状態になり、負圧状態が得ら
れた吸引回路の数に基づいて、ＰＴＰシート１００が薬剤収容カセット１内にあっても、
何らかの問題で、全部の吸盤６１ａの吸気回路が負圧状態にならない吸着不良と、ＰＴＰ
シート１００が空になったこととを判別することができる。
【０１２３】
　端数の包装薬剤が必要とされる場合において、上記可動板６２ａによる検知結果により
、ＰＴＰシート１００のポケット部が吸盤６１ａ側を向いていると判断されたのであれば
、上記吸引本体部６１がＰＴＰシート１００を上記シート把持部８に渡す。上記シート把
持部８はポケット部を上記薬剤収容カセット１側に向ける。その後、上記吸引本体部６１
はＰＴＰシート１００を上記シート把持部８から受け取る。
【０１２４】
　上記シート把持部８はＰＴＰシート１００を把持した際に、この把持した側がＰＴＰシ
ート１００の広幅縁１００aかどうかを判断する。上記シート把持部８が広幅縁１００aを
把持した場合であれば、上記法線回り回動部１３による法線回りの回動は行わず、上記吸
引本体部６１は、上記薬剤収容カセット１に近づく方向に移動し、ＰＴＰシート１００を
上記蓋１４０のシート保管部１４１上に落とす。このシート保管部１４１上に落とされた
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ＰＴＰシート１００の広幅縁１００aは、後述するシート掴み部１４の側に向き、広幅縁
１００aと反対の側は上記払出操作部１１０に設けられているカッター部１５の側に向く
ことになる。なお、ＰＴＰシート１００のポケット部が上記薬剤収容カセット１側を向い
ている場合も、上記吸引本体部６１がＰＴＰシート１００を広幅縁１００aの検知のため
に上記シート把持部８に渡す。ただし、この場合には上記シート把持部８によるＰＴＰシ
ート１００の回転は行われない。
【０１２５】
　一方、上記シート把持部８が広幅縁１００aの反対側を把持した場合であれば、上記吸
引本体部６１は、ＰＴＰシート１００を上記法線回り回動部１３に渡す。この法線回り回
動部１３は、上記広幅縁１００aの向きが１８０度反対側に向くように、上記ＰＴＰシー
ト１００を法線回りに回動する。
【０１２６】
　ここで、図８に示したように、上記薬剤収容カセット１内の前後する２枚のＰＴＰシー
ト１００がポケット部の形成側を互いに向かい合わせている場合、これら２枚のＰＴＰシ
ート１００のうち下端が上記薬剤収容カセット１内の収容底部に接しているＰＴＰシート
１００の上端位置は本来の位置となる一方、他方のＰＴＰシート１００の上端位置は、上
記本来の位置よりも高さＨ高くなる。上記高さＨは、薬剤ごとに異なっており、上記高さ
Ｈの情報は薬剤ごとに上記マスターテーブルに記録されている。また、ＰＴＰシート１０
０のポケットが３列の場合、図８に示しているように、シート下端からの吸引高さは、Ｐ
ＴＰシート１００の高さの１／３程度とされ、また、ＰＴＰシート１００のポケットが２
列或いは４列等の偶数列の場合、吸引高さは、ＰＴＰシート１００の高さの１／２程度と
される。上記吸引高さは、薬剤ごとに異なり、上記マスターテーブルに記録される。上記
高さＨの情報および上記吸引高さの情報は、上記吸引本体部６１によるＰＴＰシート１０
０の払出し時において利用することができる。
【０１２７】
　上記ＰＴＰシート１００がポケット部を上記吸引本体部６１の側に向けていない場合、
上記ＰＴＰシート１００が上記薬剤収容カセット１内の収容底部に接していると否とにか
かわらず、最初の吸引トライでほぼ確実に吸引が成功し、当該ＰＴＰシート１００を上記
薬剤収容カセット１から取り出すことができる。ただし、上記ＰＴＰシート１００が上記
薬剤収容カセット１内の収容底部に接していない場合、上記吸盤６１ａの吸引位置は本来
の位置である上記ＰＴＰシート１００の本来の上記吸引高さよりも下側になる。そして、
この場合において、上記広幅縁１００aの向きを１８０度反対に向くように、上記法線回
り回動部１３が上記ＰＴＰシート１００を法線回りに回動させた後に、このＰＴＰシート
１００を上記吸引本体部６１に渡すと、上記吸盤６１ａの吸引位置から上記ＰＴＰシート
１００の下端までの距離は、本来の位置である上記吸引高さで吸引できた場合に比べて、
長くなる。
【０１２８】
　このように、吸引位置が本来の位置でなかった場合において、上記吸引本体部６１が上
記ＰＴＰシート１００を上記シート保管部１４１上に落とすための移動動作を実行すると
、上記ＰＴＰシート１００の下端が、図１０に示す上記シート保管部１４１の入口の壁部
上端１４３に接触するおそれがある。そこで、上記ＰＴＰシート１００を上記シート保管
部１４１上に落とすための一連の処理において、上記広幅縁１００aの向きを１８０度反
対に向かせる動作を実行したときには、１８０度回転により生じる上記薬剤シートの下縁
位置の変動を解消（吸収）する処理を行う。
【０１２９】
　上記変動を解消する処理は、上記広幅縁１００aの向きを１８０度反対に向かせる動作
を実行しない場合に比べて、上記吸引本体部６１を一定距離または非一定距離上方に移動
する動作としてもよい。この移動により、上記ＰＴＰシート１００の下端が、上記シート
保管部１４１の入口の壁部上端１４３に接触するのを回避できる。
【０１３０】
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　上記一定距離を採用する場合には、どの薬剤のＰＴＰシート１００も上記一定距離上方
に移動される。一方、上記非一定距離は、例えば、上記高さＨまたは上記高さＨに余裕を
加味した距離とされ、この場合には、上記ＰＴＰシート１００は薬剤ごとに異なった距離
上方に移動される。上記一定距離の移動および上記非一定距離の移動のどちらも、上記薬
剤収容カセット１内での上記ＰＴＰシート１００の位置ずれを吸収する上記吸引本体部６
１の移動動作である。上記薬剤収容カセット１内での上記ＰＴＰシート１００の位置ずれ
は、上述のように、上記薬剤収容カセット１内の前後する２枚のＰＴＰシート１００がポ
ケット部の形成側を互いに向かい合わせている場合に生じる。
【０１３１】
　薬剤収容カセット１内の収容底部に接していないＰＴＰシート１００が先頭に位置し、
そのポケット部を上記吸引本体部６１の側に向けている場合、最初の吸引トライで失敗す
ることがある。例えば、吸盤６１ａがポケット部に当たって隙間が生じると吸引を完了で
きない。一定時間以上経っても吸引を完了できないときには、失敗と判定する。この場合
、例えば上記ポケット検知部６２の可動板６２ａを前進させた後、下方に一定距離または
非一定距離移動する。この移動により、上記可動板６２ａで上記他方のＰＴＰシート１０
０が上記薬剤収容カセット１内の収容底部に接することができ、次の吸引トライにおいて
はほぼ失敗せずに上記のＰＴＰシート１００を吸引して上記薬剤収容カセット１から取り
出すことができる。なお、１回目の失敗後に２回目のトライを行い、これも失敗したと判
定したときに、上記可動板６２ａ等を下方に一定距離または非一定距離移動するようにし
てもよい。
【０１３２】
　上記一定距離を採用する場合には、どのＰＴＰシート１００も上記一定距離下方に移動
される。一方、上記非一定距離は、例えば、上記高さＨまたは上記高さＨに余裕を加味し
た距離とされ、この場合には、上記ＰＴＰシート１００は薬剤ごとに異なった距離下方に
移動される。
【０１３３】
　また、図８に示したように、上記薬剤収容カセット１内の前後する２枚のＰＴＰシート
１００がポケット部の形成側を互いに向かい合わせている場合、これら２枚のＰＴＰシー
ト１００の横縁が一致しないことが生じる。
【０１３４】
　ここで、上述したように、上記シート把持部８は、上記ＰＴＰシート１００を把持した
際に、この把持した側がＰＴＰシート１００の広幅縁１００aかどうかを判断している。
上記シート把持部８は、横方向に移動可能であり、上記ＰＴＰシート１００の横縁を検知
するために、図４０に示すように、例えば光学センサ８０１を備えている。上記シート把
持部８は、上記光学センサ８０１で上記横縁を検知したときに、上記ＰＴＰシート１００
に近づく方向の横方向移動を停止し、上記ＰＴＰシート１００を把持する動作を開始する
。これにより、２枚のＰＴＰシート１００の横縁が一致しないことに起因して、取り出し
たＰＴＰシート１００が横方向にずれていたとしても、上記横縁の検知によって、上記シ
ート把持部８は、上記ＰＴＰシート１００を適切に把持することができる。
【０１３５】
　一方、上記横方向のずれが存在している状態で上記吸引本体部６１が上記ＰＴＰシート
１００を上記シート保管部１４１上に落とすための移動動作を実行すると、上記ＰＴＰシ
ート１００を、図１０に示す上記シート保管部１４１に入れることに失敗するおそれがあ
る。そこで、上記シート把持部８が上記吸引本体部６１から上記ＰＴＰシート１００を受
け取った後、再び上記吸引本体部６１に上記ＰＴＰシート１００を渡すときには、上記シ
ート把持部８は、上記横方向のずれを解消するように横方向に移動する。
【０１３６】
　具体的には、上記マスターテーブルには、薬剤ごとに上記ＰＴＰシート１００のシート
中心からシート横縁までの距離ｄ（例えば、上記シート把持部８が移動するのに必要なモ
ーターパルス数等の情報で示すことができる。）が記録されている。また、上記横方向移
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動のために例えばステッピングモーターを用いており、上記シート把持部８の基準位置か
らどれ位の距離移動したのかを判断することができる。また、上記基準位置から上記薬剤
収容カセット１の払出部１２０の中央（法線回り回動部１３の軸位置）までの距離Ｄは既
知である。したがって、上記シート把持部８が、上記距離Ｄから上記距離ｄを減算した距
離を移動した位置で上記光学センサ８０１がシート横縁を検知できなかった場合には、横
方向に位置ずれが生じていると判断することができる。そこで、上記シート把持部８が上
記吸引本体部６１から上記ＰＴＰシート１００を受け取った後、再び上記吸引本体部６１
に上記ＰＴＰシート１００を渡すときには、上記シート把持部８は、上記横方向のずれの
分、横方向に調整移動する。これにより、上記横方向のずれが解消される。なお、上記シ
ート把持部８が上記吸引本体部６１から上記ＰＴＰシート１００を受け取った後、基準位
置に一旦戻り、上記距離Ｄから距離ｄを引いた距離、横方向に移動するようにしてもよい
。
【０１３７】
　上記シート掴み部１４は、薬剤払出装置１０１の左右方向に移動可能に設けられている
。上記シート掴み部１４は、上記シート保管部１４１上に落とされたＰＴＰシート１００
の広幅縁１００aを掴み、当該ＰＴＰシート１００を上記カッター部１５の側へ移動させ
る。上記カッター部１５は固定刃１５ａと可動刃１５ｂとからなり、Ｌ字状に上記ＰＴＰ
シート１００を切断することができる。この切断後、上記シート掴み部１４は、上記ＰＴ
Ｐシート１００を上記シート保管部１４１の側に移動し、当該シート保管部１４１上に上
記ＰＴＰシート１００を置く。また、上記切断によって得られた端数の包装薬剤は、ベル
トコンベヤ１５ｃ上に落ちる。上記端数の包装薬剤は、上記ベルトコンベヤ１５ｃによっ
て搬送され、上記シートストッカー１１２のホッパー部１１２ａに形成された切欠き部１
１２１（図２４参照）を通り、上記ホッパー部１１２ａ内に落下する。
【０１３８】
　なお、処方箋データに基づき、複数枚のＰＴＰシート１００の取り出しが必要となる場
合には、端数の包装薬剤を切り出す動作と並行して、上記吸引本体部６１が上記薬剤収容
カセット１から上記ＰＴＰシート１００を取り出す動作が繰り返され、取り出されたＰＴ
Ｐシート１００は上記シートストッカー１１２内に順次落下される。このように、端数の
包装薬剤を切り出す処理と並行して上記薬剤収容カセット１からＰＴＰシート１００を取
り出す動作を行うようにすれば、払い出しに要する時間を短縮することが可能になる。
【０１３９】
　例えば、端数切り出し用のＰＴＰシート１００を上記シート保管部１４１にセットする
動作を、上記薬剤収容カセット１から最初に取り出したＰＴＰシート１００に対して行う
。そして、上記シート保管部１４１にセットされたＰＴＰシート１００から端数の包装薬
剤を切り出す第１処理と、必要枚数のＰＴＰシート１００を上記吸引本体部６１が上記薬
剤収容カセット１から取り出す第２処理とを並行して行う。なお、最初ではなく２番目以
降に取り出したＰＴＰシート１００を上記シート保管部１４１にセットする場合でも、上
記第１処理と上記第２処理とを並行して行うことができる。また、既に上記シート保管部
１４１に端数切り出し用のＰＴＰシート１００或いは幾つかの端数の包装薬剤が残ってお
り、これを用いて端数カットを行う場合には、その間は第２処理を実行することができ、
この第２処理の途中で上記シート保管部１４１内が空になった場合に、この第２処理を一
旦中止し、端数切り出し用のＰＴＰシート１００を上記シート保管部１４１にセットする
動作を行うようにしてもよい。
【０１４０】
　また、処方箋データにより、複数のＰＴＰシート１００を払い出す処理が必要とされ、
且つ端数切り出し用のＰＴＰシート１００も必要とされる場合に、以下の処理を行っても
よい。例えば、上記薬剤収容カセット１から最初に取り出したＰＴＰシート１００の広幅
縁１００aの向きを、上記シート把持部８によって検知する。そして、上記広幅縁１００a
が所定の向きを向いていない場合、当該最初のＰＴＰシート１００を落下させて払い出す
。同様の処理を後続のＰＴＰシート１００について行う。



(29) JP WO2016/047487 A1 2016.3.31

10

20

30

40

50

【０１４１】
　ここで、例えば、３枚のＰＴＰシート１００と端数の包装薬剤を払い出す必要がある場
合において、３枚目に取り出したＰＴＰシート１００の広幅縁１００aの向きが所定の向
きであったなら、当該３枚目に取り出したＰＴＰシート１００をシート保管部１４１にセ
ットする。すなわち、当該３枚目に取り出したＰＴＰシート１００を端数切り出し用のＰ
ＴＰシート１００として用いる。払い出されるＰＴＰシート１００の枚数は３枚であるの
で、引き続いてＰＴＰシート１００を上記薬剤収容カセット１から取り出して払い出す。
【０１４２】
　一方、上記３枚目に取り出したＰＴＰシート１００の広幅縁１００aが所定の向きを向
いていない場合、当該３枚目に取り出したＰＴＰシート１００を落下させて払い出す。そ
して、４枚目のＰＴＰシート１００を上記薬剤収容カセット１から取り出す。この４枚目
となるＰＴＰシート１００の広幅縁１００aが所定の向きを向いていない場合、上記ＰＴ
Ｐシート１００を上記法線回り回動部１３によって回転してシート保管部１４１にセット
する。
【０１４３】
　すなわち、上記薬剤収容カセット１に設けられた端数切り出し用のシート保管部１４１
に上記ＰＴＰシート１００を所定の向きに収容する処理が必要となる場合に、上記薬剤収
容カセット１から取り出される複数のＰＴＰシート１００のなかで所定の向きを向いてい
るＰＴＰシート１００を上記シート保管部１４１に収容する。そして、取り出された全て
のＰＴＰシート１００が所定の向きを向いていなかった場合に、最後のＰＴＰシート１０
０を回動動作部である法線回り回動部１３によって回動する。
【０１４４】
　上記の方法であれば、上記回動動作部によるＰＴＰシート１００の回動動作を極力少な
くできるので、薬剤払出処理の時間短縮を図ることができる。なお、この場合、ＰＴＰシ
ート１００の広幅縁１００aの向きを検出する上記シート把持部８による機械的検知動作
が増えるおそれがある。ここで、上記薬剤収容カセット１から取り出したＰＴＰシート１
００の広幅縁１００aの向きを画像センサで検知する構成であれば、上記機械的検知動作
は不要であり、画像処理速度を向上させることで払出時間を短縮できる。
【０１４５】
　なお、上記方法において、上記薬剤収容カセット１から取り出される複数のＰＴＰシー
ト１００のなかで、上記広幅縁１００aの向きおよびポケット部の向きが共に所定の向き
であるＰＴＰシート１００を上記シート保管部１４１に収容するようにしてもよい。そし
て、取り出された全てのＰＴＰシート１００の広幅縁１００aの向きおよびポケット部の
いずれかまたは両方が所定の向きを向いていなかった場合に、回動動作部である法線回り
回動部１３および／または上記シート把持部８により最後のＰＴＰシート１００を回動さ
せる。なお、上記薬剤収容カセット１から取り出したＰＴＰシート１００のポケット部も
画像センサで検知することが可能である。
【０１４６】
　上記実施形態では薬剤収容カセットから取り出された薬剤シートのポケットの向きおよ
び広幅縁の向きをそれぞれ同じ方向に向ける構成としたが、ユーザーがポケットの向きを
揃えて薬剤シートを薬剤収容カセットにセットする場合には、ポケットを検知する手段や
ポケット向きを反転させる手段を省いた構成とすることができる。
【０１４７】
　また、薬剤収容カセットから取り出された薬剤シートの少なくとも広幅縁の向きを同じ
方向に向けることができれば、上記ポケット向きが同じでなくても、上記薬剤シートに対
する端数カットを行うことが可能である。
【０１４８】
　ここで、１枚ずつＰＴＰシート１００を払い出すための動作例を示す。この動作例では
、上記吸引本体部６１によって上記収容部１１内の先頭のＰＴＰシート１００を吸引する
とともに当該ＰＴＰシート１００を上記移動動作部１３０による上記ＰＴＰシート１００
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の移動方向と反対方向に押す。そして、上記移動動作部１３０による上記ＰＴＰシート１
００の移動速度よりも速い速度で上記移動方向と同方向に上記ＰＴＰシート１００を引く
。これにより、上記第１制限部１２１の上記接触部材１２１ａを、上記先頭のＰＴＰシー
ト１００と２番目のＰＴＰシート１００との間に位置させ、上記先頭のＰＴＰシート１０
０だけを払い出す。
【０１４９】
　なお、上記前後移動装置６５は、上記移動動作部１３０が上記ＰＴＰシート１００を移
動させる方向と反対の方向に上記吸引動作部（取出部）６を移動させた後（上記反対方向
へ押す動作によって、上記移動動作部１３０が上記反対方向に移動する。）、上記移動動
作部１３０が上記ＰＴＰシート１００を移動させる速度よりも速く、上記移動動作部１３
０が上記ＰＴＰシート１００を移動させる方向に、上記先頭の上記ＰＴＰシート１００を
保持した上記吸引動作部６を移動させるのが望ましい。このように、上記移動動作部１３
０が上記ＰＴＰシート１００を移動させる方向と反対の方向に上記吸引本体部６１を移動
させることにより、上記ＰＴＰシート１００の払い出しに際して、先頭のＰＴＰシート１
００と上記第１制限部１２１との距離を大きくすることができる。これにより、上記吸引
本体部６１が先頭のＰＴＰシート１００を移動させ始めてから、先頭のＰＴＰシート１０
０が上記第１制限部１２１を乗り越えるまでの時間が増える。よって、上記吸引本体部６
１がＰＴＰシート１００を移動させる速度と移動動作部１３０がＰＴＰシート１００を移
動させる速度との差が小さくても、先頭のＰＴＰシート１００が上記第１制限部１２１を
通過した時において、先頭のＰＴＰシート１００と２番目のＰＴＰシート１００との距離
を大きくすることができ、先頭のＰＴＰシート１００と２番目のＰＴＰシート１００の間
に上記第１制限部１２１が入りこみ易くなる。
【０１５０】
　なお、上記吸引本体部６１によって上記収容部１１内の先頭のＰＴＰシート１００を吸
引するとともに当該ＰＴＰシート１００を上記移動動作部１３０による上記ＰＴＰシート
１００の移動方向と反対方向に押すことにより、上記吸引本体部６１による上記ＰＴＰシ
ート１００の吸引が確実に実行される。
【０１５１】
　［トレイ移動部５００］
　上記トレイ移動部５００は、１台の薬剤払出装置１０１によって薬剤払出装置を構成す
るタイプにおいては、存在しなくもよい。上記トレイ移動部５００を備える場合には、こ
のトレイ移動部５００上に別の薬剤払出装置１０１を置くことができ、複数の薬剤払出装
置間で上記薬剤トレイＴを移動させることができる。上記トレイ移動部５００は、図１に
示したように、上記薬剤トレイＴを薬剤払出装置１０１の左右方向に移動させるコンベヤ
部５１を有する。このコンベヤ部５１は、図３２（Ａ）および図３２（Ｂ）に示すように
、上記左右方向に延びるモノレール部５１ａの両隣に２本の移動ベルト５１ｂを備える。
上記薬剤トレイＴは、その底部に形成されている凹部Ｃが上記モノレール部５１ａに係合
するように上記移動ベルト５１ｂ上に置かれる。上記移動ベルト５１ｂはモーター５１ｃ
によって駆動される。上記薬剤トレイＴが上記モノレール部５１ａに案内される構造であ
るので、構造の簡単化が図れる。なお、上記収容凹部Ｔ１、Ｔ２、Ｔ３、Ｔ４が形成され
ることを利用して、上記凹部Ｃを形成したが、これに限らない。例えば、図４（Ｂ）に示
すように、１つの収容凹部Ｔ１１が形成された薬剤トレイＴを用いることもできる。この
薬剤トレイＴは、トレイ本体部の下面に２本の脚部Ｔ１０を備えており、これら脚部Ｔ１
０の間に上記モノレール部５１ａが入る凹部Ｃが形成されている。複数の収容凹部を有し
ない場合であっても、薬剤トレイＴをコンベヤ部５１にて前後左右に動かすことにより、
薬剤を薬剤トレイＴの前後左右の適当な位置に配置することが一応可能である。
【０１５２】
　また、上記コンベヤ部５１は、前後駆動部５２によって上記薬剤払出装置１０１の前後
方向に移動される。上記前後駆動部５２には上記前後方向に送り螺子５２ａが設けられて
いる。そして、上記コンベヤ部５１のベース部には移動ナットが設けられており、この移
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動ナットに上記送り螺子５２ａが螺合されている。上記送り螺子５２ａがモーター５２ｂ
によって回転されると、上記コンベヤ部５１は上記前後方向に移動される。また、上記コ
ンベヤ部５１は、ガイドシャフト５２ｃによって上記前後方向に案内される。
【０１５３】
　上記コンベヤ部５１には位置決め部５３が設けられている。この位置決め部５３は、１
個のモーター５３ａの駆動力を用いて、上記薬剤払出装置１０１の左右方向に設けられた
シャフト（支持軸）５３ｂを回動させることにより、複数の位置で上記薬剤トレイＴを位
置決めすることができる。上記位置決め部５３は、上記シャフト５３ｂで動作されるスト
ッパー部材５３１を６個備えている。そして、上記コンベヤ部５１とともに移動しない２
個の固定ストッパー部５３２が上記トレイ移動部５００の左右両端部に設けられている。
【０１５４】
　各ストッパー部材５３１の本体部５３１ａは、図３３に示すように、回転部５３１ｂが
回転可能に備えられている。上記回転部５３１ｂは薬剤払出装置１０１の左右方向に移動
する上記薬剤トレイＴの側面に接触するときに回転することができる。また、上記本体部
５３１ａには軸挿通孔５３１ｃが形成されており、この軸挿通孔５３１ｃに上記シャフト
５３ｂが挿通される。各ストッパー部材５３１は、上記シャフト５３ｂに対して回転可能
に設けられている。
【０１５５】
　上記本体部５３１ａと分離して設けられている固定部５３１ｅは、上記シャフト５３ｂ
に固定されている。そして、上記シャフト５３ｂに巻き付けられた巻きバネ５３１ｄの一
端が上記固定部５３１ｅに係合され、他端が上記本体部５３１ａに係合されることにより
、上記ストッパー部材５３１が上記シャフト５３ｂと同体回動する。この同体回動によっ
て上記薬剤トレイＴの進行方向上に上記ストッパー部材５３１が傾倒するとき、上記薬剤
トレイＴの移動を阻止して位置決めを行う。一方、上記ストッパー部材５３１が傾倒した
ときに上記薬剤トレイＴの側面に回転部５３１ｂが当たる場合には、上記本体部５３１ａ
が上記巻きバネ５３１ｄに抗して上記薬剤トレイＴの側面に当たる状態が維持され、上記
回転部５３１ｂが回転し、上記薬剤トレイＴの移動を阻止しない。
【０１５６】
　すなわち、上記位置決め部５３は、上記シャフト５３ｂの第１回動方向の回動により起
立して上記薬剤トレイＴの通過を許可する一方、上記シャフト５３ｂの第２回動方向の回
動により傾倒して上記薬剤トレイＴの通過を阻止する複数のストッパー部材５３１と、上
記シャフト５３ｂが第２回動方向に回動するときに上記薬剤トレイＴの側面部に当たるこ
ととなる上記ストッパー部材５３１の非傾倒を許容する巻きバネ５３１ｄ（弾性部材）と
、を備える。
【０１５７】
　例えば、上記薬剤トレイＴが目的の位置決め箇所の手前で図示しないセンサによって検
出されたときに、上記モーター５３ａを動作させて上記シャフト５３ｂを回動させること
で、上記薬剤トレイＴを目的の位置決め箇所で止めることができる。このように、上記複
数のストッパー部材５３１が同体動作して上記薬剤トレイＴを位置決めする一方で、上記
複数のストッパー部材５３１の一部は同体動作せず、ストッパーとして機能しない構造と
なっている。そして、この構造を１個のモーター５３ａと１本のシャフト５３ｂで実現し
ており、構造の簡単化が図られている。
【０１５８】
　上記トレイ移動部５は、上記コンベヤ部５１および固定式のコンベヤ部５５を備える。
すなわち、上記トレイ移動部５は、上記トレイ移動部５００において、上記コンベヤ部５
１の手前側（上記薬剤払出装置１０１の前側）に固定式のコンベヤ部５５を備えた構造に
相当する（図１参照）。このコンベヤ部５５には上記位置決め部５３は設けられていない
。上記コンベヤ部５５は上記トレイストッカー１０１２から空の薬剤トレイＴを受け取り
、この空の薬剤トレイＴを上記トレイ移動部５００の上記コンベヤ部５１に渡す処理を実
行できる。空の薬剤トレイＴを受け取った上記トレイ移動部５００は、上記コンベヤ部５
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１を後方へ移動し、上記空の薬剤トレイＴを上記トレイ移動部５の上記コンベヤ部５１に
渡す。上記トレイ移動部５００を備えることで、次の払出しで用いる薬剤トレイを上記ト
レイ移動部５００上で待機させておく等、複数の薬剤トレイＴを操作することができる。
【０１５９】
　なお、上記トレイ移動部５は、上記払出操作部１１０の下方側で、薬剤払出装置１０１
の前後方向に移動可能に設けられており、上記払出操作部１１０の下方位置から装置手前
側に引き出せるようになっている。
【０１６０】
　図３４に上記トレイ移動部５のコンベヤ部５１における上記ストッパー部材５３１の位
置と、上記第１払出操作部１１０および第２払出操作部１１０のシートストッカー１１２
の位置と、この２つのシートストッカー１１２の位置に上記薬剤トレイＴの４つの収容凹
部Ｔ１、Ｔ２、Ｔ３、Ｔ４を合せる際の右側および左側からの全ての停止位置を示す。こ
の停止位置例は、薬剤払出装置のコンパクト化のため、薬剤トレイＴを停止させたい位置
の間隔（ストッパー部材５３１の配置間隔）を、薬剤トレイＴの搬送方向のトレイサイズ
よりも短くした場合を例示している。この例示の構成が実現されるように、上記位置決め
部５３は、薬剤トレイＴの側面に位置するストッパー部材５３１がトレイ側面にあたって
も、上記シャフト５３ｂの回動が確保されるようにして、他のストッパー部材５３１をス
トッパーとして機能させる。
【０１６１】
　上記図３４から分かるように、上記位置決め部５３では、８個のストッパー部材が必要
となる。この実施形態では、先にも述べたが、上記シャフト５３ｂで動作されるストッパ
ー部材５３１が６個設けられており、固定ストッパー部５３２が２個設けられている。上
記コンベヤ部５１を薬剤払出装置の後ろ側に移動させた状態であれば、上記固定ストッパ
ー部５３２が障害にならずに、上記トレイ移動部５００と上記トレイ移動部５との間を上
記薬剤トレイＴが移動することができる。
【０１６２】
　なお、上記吸引動作部６によって上記ＰＴＰシート１００を引き出せない場合としては
、薬剤収容カセット１内が空（欠品）である場合と、吸引不良による場合とが存在する。
この実施形態では、上記薬剤収容カセット１の重量を計測する重量計を例えば各払出操作
部１１０に設けており、上記薬剤収容カセット１を把持したときに、収容されているＰＴ
Ｐシート１００の枚数（在庫）を判断することができる。そこで、在庫有りと判断されて
いる薬剤収容カセット１からのＰＴＰシート１００の払出しにおいて、上記吸引動作部６
によって上記ＰＴＰシート１００を引き出せない場合が生じたときには、以下のように処
理できる。すなわち、在庫有りの判断がされていて吸引ができない場合は、吸引不良発生
と判断してエラー処理を実行し、空（欠品）の判断がされていて吸引ができない場合は、
欠品を示すエラー処理を行う。これにより、ユーザーに装置１０１の正確な状態を知らせ
ることができる。なお、欠品の場合にエラーとせずに払出し処理を続行する設定となって
いる場合において、欠品でない場合にはエラー処理で装置を止めるといった処理が適切に
行えることになる。
【０１６３】
　上記薬剤収容カセット１内の前後する２枚のＰＴＰシート１００がポケット部の形成側
を互いに向かい合わせてセットされることを、特定の薬剤について禁止するようにしても
よい。例えば、上記２枚のＰＴＰシート１００が互いに強く接合されるために吸引不良が
生じるような薬剤について禁止することとする。このような禁止情報は薬剤ごとに上記マ
スターテーブルに登録しておくことができる。禁止情報が設定されている薬剤が収容され
る薬剤収容カセット１が薬剤補充対象として選択された場合、図３８に示すように、上記
制御部１００５は、上記ディスプレイ１００２に、ＰＴＰシート１００のセットについて
注意喚起を促すメッセージを表示することができる。例えば、「この薬剤シートをポケッ
ト側同士が向い合うようにカセットにセットすることは禁止されています。カセットに薬
剤シートをセットする際は、必ず薬剤シートを一定の方向に向けて下さい。」といったメ
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ッセージを表示する。上記薬剤収容カセットの選択は、薬剤収容カセットに印字されたバ
ーコードや薬剤収容カセットに保持された情報記録部（例えば、ＲＦＩＤタグ：radio fr
equency identifierタグ等）から薬剤収容カセットＩＤを読み取ることで行う。なお、薬
剤収容カセット１が薬剤補充対象として選択された場合に限らず、特定の薬剤が選択され
た時、例えば、ＰＴＰシート１００に印字されたバーコード、或いは複数枚のＰＴＰシー
ト１００が包装されている箱などに印字されたバーコードを読み取ったときに、図３８に
示すようなメッセージが表示されるようにしてもよい。
【０１６４】
　また、上記制御部１００５は、上記吸引不良の発生によるエラー処理を実行するとき、
このエラーが上記特定の薬剤の薬剤収容カセット１において生じた場合に、上記ディスプ
レイ１００２に、エラー表示とともに、ＰＴＰシート１００のセットについて注意喚起を
促すメッセージを表示することができる。例えば、「この薬剤シートをポケット側同士が
向い合うようにカセットにセットすることは禁止されています。薬剤シートの向きが一定
であるかを確認して下さい。」といったメッセージを表示する。
【０１６５】
　例えば、上記制御部１００５は、図３９のフローチャートに示すように、或る薬剤収容
カセット１において吸引不良が発生した場合、上記重量計を用い、欠品であるか否かを判
断し（ステップＳ１）、欠品であると判定したときには、ＰＴＰシート１００の補充を促
すメッセージを表示する（ステップＳ２）。欠品でないと判定したときには、上記薬剤収
容カセット１にセットされている薬剤が特定品かどうかを判断する（ステップＳ３）。特
定品でない場合には、通常のエラーを示すメッセージを表示する（ステップＳ４）。一方
、特定品である場合には、エラーを示すとともに自由にセットすることが禁止されている
ことを示すメッセージを表示する（ステップＳ５）。上記禁止であることを示すメッセー
ジ部分は、図３８に示したメッセージ内容と同じとすることができる。なお、上記ステッ
プＳ１において、欠品が特定品の薬剤収容カセット１で生じた場合にもメッセージ表示を
行うが、このメッセージ表示も、図３８に示したメッセージ内容と同じとすることができ
る。
【０１６６】
　上記実施形態においては、上記ＰＴＰシート１００を保持している取出部として吸引動
作部６を示したが、このような吸引に限らず、薬剤収容カセット１内の先頭のＰＴＰシー
ト１００を接着或いは把持して払い出すようにしてもよいものである。
【０１６７】
　上記実施形態の薬剤払出装置１０１においては、上記受渡部移動部４によって上記受渡
部３を移動したが、図３５に示すように、上記受渡部３を固定配置しておき、上記払出操
作部１１０を、担当する複数の受渡部３の配置範囲内で移動可能に設けてもよい。すなわ
ち、上記払出操作部１１０が上記複数の受渡部３の間を移動するようにしてもよい。また
、図３６に示すように、複数設けられる上記受渡部３および上記払出操作部１１０を１対
１で対応させて固定配置することとしてもよい。
【０１６８】
　また、上記実施形態の薬剤払出装置１０１においては、上記ＰＴＰシート１００の広幅
縁１００aが左右のどちらに向いているかを検知したが、これに限らない。上記ＰＴＰシ
ート１００をその長軸が縦になるように薬剤収容カセット１にセットすることも可能であ
り、この場合、上記ＰＴＰシート１００の広幅縁１００aが上下のどちらに向いているか
を検知するようにしてもよい。
【０１６９】
　また、上記実施形態の薬剤払出装置１０１においては、上記薬剤収容カセット１を上記
カセット棚内で水平方向に移動させたが、上記薬剤収容カセット１を上下方向に移動して
カセット棚に収容することも可能である。上記薬剤収容カセット１は、ＰＴＰシート１０
０を上下方向に積層して収容するものであってもよい。この場合、上記払出操作部１１０
における吸引本体部６１の吸着パッドは、下向きに設けられ、最も上のＰＴＰシート１０
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【０１７０】
以上、図面を参照してこの発明の実施形態を説明したが、この発明は、図示した実施形態
のものに限定されない。図示した実施形態に対して、この発明と同一の範囲内において、
あるいは均等の範囲内において、種々の修正や変形を加えることが可能である。
【符号の説明】
【０１７１】
１　　　薬剤収容カセット
１１　　収容部
１３　　法線回り回動部
１３ｂ　吸盤部
１４　　シート掴み部
１５　　カッター部
１２０　払出部
１４０　蓋
１４０ａ切欠き部
１４１　シート保管部
２　　　カセット搬送部
２１　　カセット出し入れ部
２２　　移動機構
２３　　前後移動部
３　　　受渡部
４　　　受渡部移動部
５　　　トレイ移動部
５１　　コンベヤ部
５２　　前後駆動部
５３　　位置決め部
５３ｂ　シャフト（支持軸）
５３１　ストッパー部材
５３１ｄ巻きバネ（弾性部材
５００　トレイ移動部（第２トレイ移動部）
６　　　吸引動作部
６１　　吸引本体部
６１ａ　吸盤
６２　　ポケット検知部
６４　　昇降装置
６５　　前後移動装置
８　　　シート把持部
１０１　薬剤払出装置
１１０　払出操作部
１０１１カセット棚
１０１２トレイストッカー
１１２０薬剤シート出口部
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