
JP 6355881 B2 2018.7.11

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　分包データを作成する分包データ作成手段と、
　前記分包データ作成手段によって作成される分包データに基づいて薬剤を分包する薬剤
分包手段であって、分包紙ロールから引き出される分包紙を送りながら、その分包紙に薬
剤に関する情報を印刷し、その分包紙に薬剤を投入し、その分包紙を熱シールして、一連
の分包袋を形成する薬剤分包手段とを備え、
　前記分包データ作成手段は、同一のグループに属する複数の患者分の処方データに基づ
いて、一つの前記分包データを作成し、
　前記薬剤分包手段は、前記一つの分包データに基づいて、前記同一のグループに対する
一連の前記分包袋を形成し、しかも前記同一のグループ内における異なる患者間の前記分
包袋の間には薬剤を収容しない空包が生じることがないようにする、薬剤分包装置。
【請求項２】
　前記分包データ作成手段は、前記同一のグループに属する複数の患者分の処方データを
１つのファイルとしてホストコンピュータから取得する、請求項１に記載の薬剤分包装置
。
【請求項３】
　前記分包データは、一包分単位のデータの集合体であり、前記一包分単位の各データは
、分包速度に関するデータを含む、請求項１または２に記載の薬剤分包装置。
【請求項４】



(2) JP 6355881 B2 2018.7.11

10

20

30

40

50

　前記分包データは、一包分単位のデータの集合体であり、前記一包分単位の各データは
、分包サイズに関するデータを含む、請求項１から３のいずれか１項に記載の薬剤分包装
置。
【請求項５】
　前記薬剤分包手段は、トレイ内に形成される複数の区画室に収容される薬剤を順次供給
する手撒き薬剤供給部を有し、前記手撒き薬剤供給部から供給される薬剤を分包するよう
に構成され、
　前記同一のグループに属する複数の患者分の処方データから、前記手撒き薬剤供給部か
ら供給すべき手撒き薬剤に関するデータを抽出し、手撒き薬剤を収容すべきトレイ内の区
画室を指示する手撒き指示データを作成する手撒き指示データ作成手段と、
　前記手撒き指示データ作成手段によって作成される手撒き指示データを出力する手撒き
指示データ出力手段とをさらに備える、請求項１から４のいずれか１項に記載の薬剤分包
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、薬剤を分包する薬剤分包装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の薬剤分包装置は、たとえば特開昭６１－２３２１１３号公報（特許文献１）に開
示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開昭６１－２３２１１３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１の薬剤分包装置では、患者毎に一連の分包袋を形成する。各分包袋には、患
者名や服用時期などが印刷される。患者名および服用時期などを各分包袋に印刷するため
の印刷部であるプリンタは、分包紙に薬剤を投入する位置よりも上流に設けられている。
【０００５】
　上記技術では、構造上、各患者の分包袋の間に、薬剤を収容しない空包が生じ、分包紙
の無駄が生じてしまう。特に、患者数に対する分包数が少ない場合に、分包紙の無駄が多
く生じるという問題があった。そこで、この発明は上述のような問題点を解決するために
なされたものであり、分包紙の無駄を低減することができる薬剤分包装置を提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この発明に従った薬剤分包装置は、同一のグループに属する複数の患者に関する処方デ
ータに基づいて、グループ単位で一つの分包データを作成する分包データ作成手段と、分
包データ作成手段によって作成される分包データに基づいて薬剤を分包する薬剤分包手段
とを備える。
【０００７】
　このように構成された薬剤分包装置においては、同一のグループに属する複数の患者に
関する処方データに基づいて一つの分包データを作成し、この一つの分包データに基づい
て薬剤を分包するため、同一のグループ内における異なる患者間の分包袋の間に空包が生
じることがないため、分包紙の無駄を低減することができる。
【０００８】
　好ましくは、分包データ作成手段は、同一のグループに属する複数の患者に関する処方
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データを１つのファイルとしてホストコンピュータから取得する。
【０００９】
　好ましくは、分包データは、一包分単位のデータの集合体であり、一包分単位の各デー
タは、分包速度に関するデータを含む。
【００１０】
　好ましくは、分包データは、一包分単位のデータの集合体であり、一包分単位の各デー
タは、分包サイズに関するデータを含む。
【００１１】
　好ましくは、薬剤分包手段は、トレイ内に形成される複数の区画室に収容される薬剤を
順次供給する手撒き薬剤供給部を有し、手撒き薬剤供給部から供給される薬剤を分包する
ように構成され、同一のグループに属する複数の患者に関する処方データから手撒き薬剤
に関するデータを抽出し、手撒き薬剤を収容すべきトレイ内の区画室を指示する手撒き指
示データを作成する手撒き指示データ作成手段と、手撒き指示データ作成手段によって作
成される手撒き指示データを出力する手撒き指示データ出力手段とをさらに備える。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】この発明の実施の形態１に従った、薬剤分包装置を有する調剤システムのブロッ
ク図である。
【図２】分包機の内部構成を示す斜視図である。
【図３】図２で示す分包機に取付けられるトレイの平面図である。
【図４】ホストコンピュータにおける処方データの準備に関する動作を説明するためのフ
ローチャートである。
【図５】コンピュータにおける処方データの取得に関する動作を説明するためのフローチ
ャートである。
【図６】コンピュータにおける分包データの作成に関する動作を説明するためのフローチ
ャートである。
【図７】分包データを説明するための図である。
【図８】コンピュータにおける手撒き指示データの作成に関する動作を説明するためのフ
ローチャートである。
【図９】手撒き指示書の内容を示す図である。
【図１０】分包結果を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、この発明の実施の形態について、図面を参照して説明する。なお、以下の実施の
形態では同一または相当する部分については同一の参照符号を付し、その説明については
繰返さない。また、各実施の形態を組合せることも可能である。
【００１４】
　図１は、この発明の実施の形態１に従った、薬剤分包装置を有する調剤システムのブロ
ック図である。図１を参照して、調剤システム１は、ホストコンピュータ１０と、調剤装
置である薬剤分包装置１１とを備える。
【００１５】
　ホストコンピュータ１０は、同一のグループに属する複数の患者に関する処方データを
１つのファイルとして作成する。換言すれば、ホストコンピュータ１０は、複数の患者に
関する処方データを、グループ単位で一括りにして、一つの処方データとする。このよう
にして、同一のグループに属する複数の患者に関する処方データを一つの処方データとし
て扱うので、処方データの管理を簡素化することができる。グループの単位としては、病
棟単位であってもよく、あるいは、診療科単位であってもよい。このようなグループの単
位は、適宜、設定すればよい。
【００１６】
　処方データは、グループに関するグループデータと、患者に関する患者データと、服用
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時期に関する服用時期データと、薬剤に関する薬剤データとを含む。グループデータには
、複数の患者データが関連付けられる。各患者データには、１または複数の服用時期デー
タが関連付けられる。各服用時期データには、１または複数の薬剤データが関連付けられ
る。
【００１７】
　薬剤分包装置１１は、ホストコンピュータ１０に接続されるコンピュータ２０と、コン
ピュータ２０に接続され、コンピュータ２０から送信される分包データに基づいて薬剤を
分包する分包機１００と、コンピュータ２０に接続され、コンピュータ２０から送信され
る手撒き指示データに基づいて手撒き指示書を印刷するプリンタ３０とを有する。分包機
１００は、薬剤分包手段として機能する。プリンタ３０は、手撒き指示データ出力手段と
して機能する。
【００１８】
　コンピュータ２０は、同一のグループに属する複数の患者に関する処方データを１つの
ファイルとしてホストコンピュータ１０から取得する。したがって各患者に関する処方デ
ータを順次取得する場合に比べて、通信処理を簡素化することができる。コンピュータ２
０は、ホストコンピュータ１０から取得した処方データに基づいて、調剤データである分
包データを作成し、かつ、手撒き指示データを作成する。このようにコンピュータ２０は
、分包データ作成手段として機能し、かつ、手撒き指示データ作成手段として機能する。
【００１９】
　図２は、分包機の内部構成を示す斜視図である。図２を参照して、調剤機である分包機
１００は、カセット薬剤供給部１０１と手撒き薬剤供給部１０２とを有し、カセット薬剤
供給部１０１および手撒き薬剤供給部１０２から供給される薬剤を分包するように構成さ
れる。カセット薬剤供給部１０１は、薬剤が収容される複数のカセット１１１を有し、各
カセット１１１に収容される薬剤を選択的に供給する。カセット１１１は、上下に多段に
配置される。手撒き薬剤供給部１０２は、複数の区画室１４１ａが形成されるトレイ１４
１を有し、各区画室１４１ａに収容される薬剤を順次供給する。手撒き薬剤供給部１０２
は、カセット薬剤供給部１０１から供給することができない薬剤を供給するために用いら
れる。
【００２０】
　カセット薬剤供給部１０１および手撒き薬剤供給部１０２の下方には、分包紙が巻回さ
れて形成される分包紙ロールを支持する分包紙ロール支持部１５６と、分包紙ロール支持
部１５６によって支持される分包紙ロールから引き出される分包紙を送りながら熱シール
して一連の分包袋を形成するシール部１５４と、シール部１５４よりも上流に配置され、
カセット薬剤供給部１０１および手撒き薬剤供給部１０２から供給される薬剤を分包紙に
投入するホッパ１４９と、シール部１５４よりも下流に配置され、分包紙を切断する切断
部１５２と、切断部１５２よりも下流に配置され、分包紙を搬送する搬送部１５３とが設
けられる。
【００２１】
　ホッパ１４９よりも上流には、薬剤に関する情報を分包紙に印刷する印刷部１５０が設
けられる。印刷部１５０は、シール部１５４によって形成される分包袋に、当該分包袋に
収容される薬剤に関する情報が明示されるように、シール部１５４による分包紙の熱シー
ルに先駆けて、薬剤に関する情報を分包紙に印刷する。薬剤に関する情報としては、患者
名、服用時期、薬剤名および数量などが挙げられる。
【００２２】
　図３は、図２で示す分包機に取付けられるトレイの平面図である。図３を参照して、手
撒き薬剤供給部のトレイ１４１には、複数の区画室１４１ａが格子状に形成される。各区
画室１４１ａには、区画室番号が割り当てられる。各区画室１４１ａには、手撒きによっ
て薬剤が収容される。
【００２３】
　図４は、ホストコンピュータにおける処方データの準備に関する動作を説明するための
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フローチャートである。ホストコンピュータ１０には、データベースが設けられる。デー
タベースは、処方情報テーブルと排他情報テーブルとを有する。処方情報テーブルには、
処方データと処方データ識別番号とが関連付けて格納される。排他情報テーブルには、処
方データ識別番号が格納される。
【００２４】
　処方データが入力されると、同一のグループに属する複数の患者に関する処方データを
１つのファイルとして作成して、処方データの準備動作を開始する。処方データの準備動
作を開始すると、ステップＳ１１において、処方データと処方データ識別番号とを関連付
けて、処方情報テーブルに登録する。次に、ステップＳ１２において、前記ステップＳ１
１で登録した処方データ識別番号と同一の処方データ識別番号を、排他情報テーブルに登
録する。これにより、処方データの準備動作を終了する。
【００２５】
　図５は、コンピュータにおける処方データの取得に関する動作を説明するためのフロー
チャートである。処方データの取得動作を開始すると、ステップＳ２１において、ホスト
コンピュータ１０のデータベースの排他情報テーブルに、処方データ識別番号が登録され
ているか否かを判断する。排他情報テーブルに処方データ識別番号が登録されるまで、ス
テップＳ２１の判断を繰り返し、排他情報テーブルに処方データ識別番号が登録されると
、ステップＳ２２に移る。
【００２６】
　ステップＳ２２では、排他情報テーブルから処方データ識別番号を取得して、この処方
データ識別番号と同一の処方データ識別番号に関連付けられている処方データを、処方情
報テーブルから取得する。次に、ステップＳ２３において、前記ステップＳ２２で取得し
た処方データと、この処方データに関連付けられている処方データ識別番号とを、処方情
報テーブルから削除する。次に、ステップＳ２４において、前記ステップＳ２３で削除し
た処方データ識別番号と同一の処方データ識別番号を、排他情報テーブルから削除する。
これにより、処方データの取得動作を終了する。
【００２７】
　図６は、コンピュータにおける分包データの作成に関する動作を説明するためのフロー
チャートである。同一のグループに属する複数の患者に関する処方データを、ホストコン
ピュータ１０から取得すると、分包データの作成動作を開始する。分包データの作成動作
を開始すると、ステップＳ３１において、取得した処方データを解析する。次に、ステッ
プＳ３２において、解析結果に基づいて、分包データを作成する。このとき、同一のグル
ープに属する複数の患者に関する処方データに対して、一つの分包データを作成する。次
に、ステップＳ３３において、前記ステップＳ３２で作成した分包データを分包機１００
に送信し、その後、分包データの作成動作を終了する。
【００２８】
　図７は、分包データを説明するための図である。分包データは、一包分単位のデータの
集合体である。一包分単位の各データは、薬剤供給に関するデータと、切断に関するデー
タと、分包速度に関するデータと、分包サイズに関するデータとを含む。
【００２９】
　薬剤供給に関するデータは、カセット薬剤供給部１０１および手撒き薬剤供給部１０２
から薬剤を供給するためのデータである。薬剤供給に関するデータは、カセット薬剤供給
部１０１および手撒き薬剤供給部１０２のいずれから薬剤を供給するかを指定し、さらに
、カセット薬剤供給部１０１から薬剤を供給する場合は、薬剤を供給するカセット１１１
を指定するとともに、カセット１１１から供給する薬剤の数量を指定する。
【００３０】
　切断に関するデータは、切断部１５２によって分包紙を切断するか否かを示す。切断に
関するデータは、最終包では、切断すると設定され、最終包以外では、切断しないと設定
される。切断に関するデータは、最終包以外でも、適宜、切断すると設定されてもよい。
【００３１】
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　分包速度に関するデータは、薬剤を収容するカセット１１１の位置に基づいて設定され
る。カセット１１１とホッパ１４９との間の距離が長いほど、カセット１１１からホッパ
１４９に薬剤が移動するのに要する時間が長くなるため、分包速度を遅くする。たとえば
図２のカセット薬剤供給部１０１において、上側に存在するカセット１１１に収容される
薬剤を分包する場合は、下側に存在するカセット１１１に収容される薬剤を分包する場合
に比べて、分包速度を遅くする。一包毎に分包速度を設定することで、全体として分包速
度を向上することができる。
【００３２】
　分包サイズに関するデータは、薬剤の数量に基づいて設定される。薬剤の数量が多いほ
ど、分包サイズを大きくする。分包サイズは、分包袋の大きさである。一包毎に分包サイ
ズを設定することで、全体として分包紙の無駄を低減することができる。
【００３３】
　分包機１００は、このような分包データに基づいて薬剤を分包する。分包機１００は、
一包分単位の各データに基づく動作を１包目から最終包まで順に実行して、一連の分包袋
を形成する。分包機１００は、最終包の分包袋を形成した後、この最終包の分包袋を切断
部１５２よりも下流まで送り、切断部１５２によって分包紙を切断する。
【００３４】
　図８は、コンピュータにおける手撒き指示データの作成に関する動作を説明するための
フローチャートである。同一のグループに属する複数の患者に関する処方データを、ホス
トコンピュータ１０から取得すると、手撒き指示データの作成動作を開始する。手撒き指
示データの作成動作を開始すると、ステップＳ４１において、取得した処方データから、
手撒き薬剤供給部１０２から供給すべき手撒き薬剤に関するデータを抽出する。このとき
、薬剤マスタデータベースを参照して、処方データに含まれる薬剤に関するデータが、手
撒き薬剤に関するデータであるか否かを判断する。
【００３５】
　次に、ステップＳ４２において、抽出した手撒き薬剤に関するデータ対して区画室番号
を関連付けて、手撒き薬剤を収容すべきトレイ１４１内の区画室１４１ａを指示する手撒
き指示データを作成する。次に、ステップＳ４３において、前記ステップＳ４２で作成し
た手撒き指示データをプリンタ３０に送信し、その後、手撒き指示データの作成動作を終
了する。
【００３６】
　図９は、手撒き指示書の内容を示す図である。手撒き指示書の内容としては、グループ
名、患者名、服用時期、区画室番号、薬剤名および数量を含む。区画室番号には、薬剤名
および数量が関連付けられており、これによってトレイ１４１内の各区画室１４１ａに収
容すべき手撒き薬剤についての薬剤名および数量が指示される。区画室番号には、患者名
および服用時期がさらに関連付けられている。作業者は、このような手撒き指示書に従っ
て、複数患者分の手撒き薬剤を一度に、トレイ１４１の各区画室１４１ａに収容すること
ができる。
【００３７】
　図１０は、分包結果を説明するための図である。一のグループに対する一連の分包袋と
他のグループに対する一連の分包袋との間には、薬剤を収容しない空包が生じる。しかし
ながら、同一のグループ内における異なる患者間の分包袋の間には、薬剤を収容しない空
包が生じることがなく、したがって分包紙の無駄を低減することができる。
【００３８】
　以上のような実施の形態１では、ホストコンピュータ１０にデータベースが設けられ、
このデータベースを介して、コンピュータ２０が処方データを取得するけれども、他の実
施の形態では、データベースは、コンピュータ２０に設けられてもよい。またデータベー
スは、ホストコンピュータ１０およびコンピュータ２０のいずれでもない他の機器に設け
られてもよい。さらに、このようなデータベースを介することなく、ホストコンピュータ
１０からコンピュータ２０に処方データを転送するようにしてもよい。
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【００３９】
　また実施の形態１では、ホストコンピュータ１０において、複数の患者に関する処方デ
ータをグループ単位で一括りにするけれども、他の実施の形態では、コンピュータ２０に
おいて、複数の患者に関する処方データをグループ単位で一括りにしてもよい。この場合
、コンピュータ２０は、各患者に関する処方データを順次、ホストコンピュータ１０から
取得してもよく、あるいは、作業者によるコンピュータ２０への手入力によって取得して
もよい。
【００４０】
　また実施の形態１では、プリンタ３０が手撒き指示データ出力手段として機能するけれ
ども、手撒き指示データ出力手段は、プリンタ３０に限定されるものではない。コンピュ
ータ２０に設けられる表示部によって、手撒き指示画面を表示するようにしてもよい。ま
た分包機１００に設けられるジャーナルプリンタによって手撒き指示書を印刷するように
してもよく、あるいは、分包機１００に設けられる表示部によって手撒き指示画面を表示
するようにしてもよい。
【００４１】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され
、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図され
る。
【符号の説明】
【００４２】
　１　調剤システム、１０　ホストコンピュータ、２０　コンピュータ、３０　プリンタ
、１００　分包機、１０１　カセット薬剤供給部、１０２　手撒き薬剤供給部、１１１　
カセット、１４１　トレイ、１４１ａ　区画室、１４９　ホッパ、１５０　印刷部、１５
２　切断部、１５３　搬送部、１５４　シール部、１５６　分包紙ロール支持部。
【図１】 【図２】
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【図７】

【図８】

【図９】
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