(57)【要約】
【課題】 本発明は、半減期が極めて短い薬剤の薬剤製
造の初めから終わりまでのシステム全体を制御し、薬剤
製造のシーケンスを制御して製造時間の短縮化を計ると
共に利用者が必要とする半減期の薬剤を迅速に提供する
ことを目的とする。
【解決手段】 本発明による短寿命放射性薬剤製造のた
めの全体制御システム及び短寿命放射性薬剤製造のため
の時間短縮方法は、サイクロトロン装置(25)の照射、薬
剤合成、薬剤の搬送・移動、薬剤の品質検査、薬剤のシ
リンジへの小分け分注・提供、シリンジの利用者への提
供を連続して制御記録すると共に、利用者が必要とする
半減期の薬剤を高効率に自動制御して製造する方法であ
る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】 短寿命放射性薬剤を施設内で製造するよ
うにした放射性薬剤製造のための全体制御システムにお
いて、少なくともサイクロトロン装置(25)の照射による
短寿命放射性核種を作る原料製造工程(100)、前記短寿
命放射性核種で標識された薬剤を合成装置(29)によって
合成する薬剤合成工程(42)、搬送装置(18)による前記薬
剤の搬送・移動工程(101)、品質検査装置(15)による前
記薬剤の品質検査工程(43)、分注装置(16)による前記薬
剤のシリンジへの小分け分注工程(44)及び前記シリンジ
の利用者への投与工程(45)を連続して制御・記録するこ
とを特徴とする放射性薬剤製造のための全体制御システ
ム。
【請求項２】 前記各装置(25、29、18、15、16)の中、
１装置あるいは複数装置を連動して制御・記録すること
を特徴とする請求項１記載の短寿命放射性薬剤製造のた
めの全体制御システム。
【請求項３】 前記各工程(100、42、101、43,44、45)を含
む個別薬剤製造(33)を実行している時に、前記個別薬剤
装置(33)と同じ工程からなる複数の個別薬剤製造(34〜3
7)を制御することを特徴とする請求項１又は２記載の短
寿命放射性薬剤製造のための全体制御システム。
【請求項４】 薬剤製造依頼の入力に基づいて前記各工
程からなる複数の個別薬剤製造(33〜37)のスケジュール
を制御することを特徴とする請求項１記載の短寿命放射
性薬剤製造のための全体制御システム。
【請求項５】 前記各工程からなる各個別薬剤製造(33
〜37)に関する薬剤の依頼受付及び／または進行状況の
モニタリングをインターネット経由で行うことを特徴と
する請求項１ないし４の何れかに記載の短寿命放射性薬
剤製造のための全体制御システム。
【請求項６】 前記各工程からなる各個別薬剤製造(33
〜37)に対する少なくとも電子ファイルによる薬剤製造
基準書との照合を行うことを特徴とする請求項１ないし
５の何れかに記載の短寿命放射性薬剤製造のための全体
制御システム。
【請求項７】 前記各工程からなる各個別薬剤製造(33
〜37)に関する少なくとも温度、湿度、清浄度、放射能
測定値の情報を取り込んで管理することを特徴とする請
求項１ないし６の何れかに記載の短寿命放射性薬剤製造
のための全体制御システム。
【請求項８】 前記各工程からなる各個別薬剤製造(33
〜37)に関する少なくとも衛生管理及び教育訓練のスケ
ジュールを管理するＧＭＰ基準の構成要件を取り込むこ
とを特徴とする請求項１ないし７の何れかに記載の短寿
命放射性薬剤製造のための全体制御システム。
【請求項９】 短寿命放射性薬剤を製造する個別薬剤製
造の各装置(25、29、18、15、16)または各工程(100、42、
101、43,44、45)を自動制御するシステムを用い、前の装
置（または前の工程）の実行状況に基づきながら次の装
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置（または次の工程）の準備を行うことにより、前記個
別薬剤製造に必要とする合計時間の時間短縮を行うこと
を特徴とする短寿命放射性薬剤製造のための時間短縮方
法。
【請求項１０】 ある一つの前記個別薬剤製造と並行し
て別の個別薬剤製造を行う場合、次の装置（または次の
工程）が１つに限られている場合にどちらの前装置を使
用するかを、少なくとも薬剤固有の半減期を含む情報や
次装置の処理工程数及び時間、薬剤提供予約時刻の情報
に基づいて制御することを特徴とする短寿命放射性薬剤
製造のための時間短縮方法。
【請求項１１】 短寿命放射性薬剤製造の各工程を担当
する少なくとも原料製造のサイクロトロン装置(25)、薬
剤合成の合成装置(29)、薬剤搬送の搬送装置(18)、品質
検査の品質検査装置(15)、小分け分注の分注装置(16)を
連続して使用する場合、何れかの前記装置がある決めら
れた工程まで進んだ時に次工程の装置を駆動させて待機
状態にし、一連製造の時間的ロスをなくすことを特徴と
する請求項９記載の短寿命放射性薬剤製造のための時間
短縮方法。
【請求項１２】 サイクロトロン装置で放射性原料を製
造中にその製造量をリアルタイムで計算し、必要量のう
ちのある割合に達した時点で次装置の合成装置(29)にネ
ットワークを経由して信号を与え、前記次装置を駆動さ
せることを特徴とする請求項９記載の短寿命放射性薬剤
製造のための時間短縮方法。
【請求項１３】 薬剤の合成装置である工程まで進んだ
時に放射能測定値をもとに少なくとも収率の条件を付加
してリアルタイムで計算し、品質検査装置の工程で放射
能量により使用するシリンジの種類を変えたり、検査の
ために採取する量を変更したり、それに応じて分析条件
を変えたりするという情報をあらかじめ与え、次装置の
品質検査装置(15)を待機状態にして、一連製造の時間的
ロスをなくすことを特徴とする請求項９記載の短寿命放
射性薬剤製造のための時間短縮方法。
【請求項１４】 薬剤の品質検査装置(15)で重量や放射
能を測定した時点で他の検査が進行している際中に、こ
の情報をネットワーク経由でコンピュータに与え、この
コンピュータで分注方案を計算し、依頼情報をもとに次
工程の分注装置で使用するシリンジの種類、小分けする
薬剤の量、希釈するか否か、希釈する場合の希釈量を決
め、使用するシリンジやバイアルなどをあらかじめセッ
トして待機し一連製造の時間的ロスをなくすことを特徴
とする請求項９記載の短寿命放射性薬剤製造のための時
間短縮方法。
【請求項１５】 薬剤の品質検査装置で検査を行ってい
る際中に測定値及びそれから計算される品質結果をリア
ルタイムで表示するとともに、その結果を基準書と比較
して判定し、一連製造の時間的ロスをなくすことを特徴
とする請求項９記載の短寿命放射性薬剤製造のための時
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間短縮方法。
【請求項１６】 薬剤の分注装置(16)でシリンジへの小
分け分注をして利用者へ提供して、その分注工程は一旦
停止し、次の分注操作を行う状態に待機して、一連製造
の時間的ロスをなくすことを特徴とする請求項９記載の
短寿命放射性薬剤製造のための時間短縮方法。
【請求項１７】 薬剤の分注装置(16)で利用者に提供さ
れた薬剤を取ったシリンジを前記分注装置に返して、残
存放射能量を測定して正確な投与量を測定・計算する動
作において、すでに開始されている別の分注操作や、ま
もなく行われる予定の分注操作を続行することにより、
一連製造の時間的ロスをなくすことを特徴とする請求項
９記載の短寿命放射性薬剤製造のための時間短縮方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、短寿命放射性薬剤
製造のための全体制御システム及び短寿命放射性薬剤製
造のための時間短縮方法に関し、特に、半減期の極めて
短い（例えば、２分、１０分、２０分、１１０分等）ポ
ジトロン核種からなる放射性同位元素を用いて薬剤を作
る薬剤製造の初めから終わりまでのシステム全体を制御
すると共に、薬剤製造のシーケンスを制御して薬剤の製
造時間の短縮化を計るための新規な改良に関する。
【０００２】
【従来の技術】従来、用いられていたこの種の方法とし
ては、第１従来例として、サイクロトロンの制御の自動
化（ターゲットガス注入、照射、取出し）のみの制御方
法、第２従来例として、サイクロトロンと薬剤合成装置
を制御する方法、第３従来例として、特定薬剤のみに限
って、サイクロトロン、合成装置、品質検査装置までを
システム制御・記録する方法、第４従来技術として、特
開２０００−３５６６４２号公報に開示された自動合成
装置から品質検査装置への受け渡し及び品質検査装置を
制御・記録する方法を挙げることができる。すなわち、
第１従来例の場合、放射性薬剤の原料の製造装置として
のサイクロトロンの制御と記録のみを自動化したもので
ある。また、サイクロトロン運転のための付属装置（た
とえばフォイル冷却装置やターゲット注入・取出装置な
ど）は連携して制御するシステムとして一般に行われて
いる。また、第２従来例の場合、サイクロトロンに薬剤
合成装置を連携させたもので、サイクロトロンでの照射
が終了すると、その情報を元にすでに待機している合成
装置が駆動するように連携されたものである。サイクロ
トロン及び合成装置は独立して駆動されており、単に合
成終了をトリガーとするものがほとんどである。また、
第３従来例の場合、サイクロトロン（原料製造）、合成
装置（薬剤合成）、品質検査装置（薬剤検定）をシステ
ムとして制御、記録する装置が開発されているが、ある
特定の薬剤（ＦＤＧ）のみに限ったものである。また、
第４従来例の場合、合成装置から薬剤を品質検査装置へ
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の受け渡し機構を含めた本質検査装置の制御化が開示さ
れている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】従来の薬剤製造のため
の制御システムは、以上のように構成されていたため、
次のような課題が存在していた。すなわち、第１従来例
の場合、全体システムはあらゆる分野・産業で利用され
ているがポジトロン断層装置を用いるＰＥＴ核医学では
未だにシステムとして全体制御されたものはない。一方
短寿命放射性薬剤製造システムとして、自動化、オート
メーション化を制御するシステムは世の中に存在する
が、一部の制御および記録であり、全体システムとして
は存在しない。記録も工程の記録（ログファイルや測定
結果ファイル等）のみであり、環境条件（温度、湿度、
清浄度など）を含めた総合的なものになっていない。ま
た、第２従来例の場合、上記理由のほかに、装置間の連
携といっても、あるトリガーを元に次の装置を駆動させ
るもので、システムとしての制御にあたらない。また、
ある装置での測定結果・記録を元に別の装置の運転パタ
ーンを変化させるというコンビナトリーに対応できてい
ない。また、第３従来例の場合、上記理由のほかに、複
数薬剤への対応がされていない。また同時照射、同時合
成、同時品質検査などの輻輳する制御・記録に対応でき
ていない。また、第４従来例の場合、全体がシステム化
されたトータルの制御・記録ではない。
【０００４】本発明は、以上のような課題を解決するた
めになされたもので、特に、半減期の極めて短い（例え
ば、２分、１０分、２０分、１１０分等）ポジトロン核
種からなる放射性同位元素を用いて薬剤を作る薬剤製造
の初めから終わりまでのシステム全体を制御すると共
に、薬剤製造のシーケンスを制御して薬剤の製造時間の
短縮化を計るようにした放射性薬剤製造のための全体制
御システム及び短寿命放射性薬剤製造のための時間短縮
方法を提供することを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】本発明による短寿命放射
性薬剤製造のための全体制御システムは、短寿命放射性
薬剤を施設内で製造するようにした放射性薬剤製造のた
めの全体制御システムにおいて、少なくともサイクロト
ロン装置の照射による短寿命放射性核種を作る原料製造
工程、前記短寿命放射性核種で標識された薬剤を薬剤合
成装置によって合成する薬剤合成工程、搬送装置による
前記薬剤の搬送・移動工程、品質検査装置による前記薬
剤の品質検査工程、分注装置による前記薬剤のシリンジ
への小分け分注工程及び前記シリンジの利用者への投与
工程を連続して制御・記録する構成であり、また、前記
各装置の中、１装置あるいは複数装置を連動して制御・
記録する構成であり、また、前記各工程を含む個別薬剤
製造を実行している時に、前記個別薬剤装置と同じ工程
からなる複数の個別薬剤製造を制御する構成であり、ま
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た、薬剤製造依頼の入力に基づいて前記各工程からなる
複数の個別薬剤製造のスケジュールを制御する構成であ
り、また、前記各工程からなる各個別薬剤製造に関する
薬剤の依頼受付及び／または進行状況のモニタリングを
インターネット経由で行う構成であり、また、前記各工
程からなる各個別薬剤製造に対する少なくとも電子ファ
イルによる薬剤製造基準書との照合を行う構成であり、
また、前記各工程からなる各個別薬剤製造に関する少な
くとも温度、湿度、清浄度、放射能測定値の情報を取り
込んで管理する構成であり、また、前記各工程からなる
各個別薬剤製造に関する少なくとも衛生管理及び教育訓
練のスケジュールを管理するＧＭＰ基準の構成要件を取
り込む構成である。また、本発明による短寿命放射性薬
剤製造のための時間短縮方法は、短寿命放射性薬剤を製
造する個別薬剤製造の各装置または各工程を自動制御す
るシステムを用い、前装置（または工程）の実行状況に
基づきながら次の装置（または次の工程）の準備を行う
ことにより、前記個別薬剤製造に必要とする合計時間の
時間短縮を行う方法であり、また、ある一つの前記個別
薬剤製造と並行して別の個別薬剤製造を行う場合、次の
装置（または次の工程）が１つに限られている場合にど
ちらの前装置を使用するかを、少なくとも薬剤固有の半
減期を含む情報や次装置の処理工程数及び時間、薬剤提
供予約時刻の情報に基づいて制御する方法であり、ま
た、短寿命放射性薬剤製造の各工程を担当する少なくと
も原料製造のサイクロトロン装置、薬剤合成の合成装
置、薬剤搬送の搬送装置、品質検査の品質検査装置、小
分け分注の分注装置を連続して使用する場合、何れかの
前記装置がある決められた工程まで進んだ時に次工程の
装置を駆動させて待機状態にし、一連製造の時間的ロス
をなくす方法であり、また、サイクロトロン装置で放射
性原料を製造中にその製造量をリアルタイムで計算し、
必要量のうちのある割合に達した時点で次装置の合成装
置にネットワークを経由して信号を与え、前記次装置を
駆動させる方法であり、また、薬剤の合成装置である工
程まで進んだ時に放射能測定値をもとに少なくとも収率
の条件を付加してリアルタイムで計算し、品質検査装置
の工程で放射能量により使用するシリンジの種類を変え
たり、検査のために採取する量を変更したり、それに応
じて分析条件を変えたりするという情報をあらかじめ与
え、次装置の品質検査装置を待機状態にして、一連製造
の時間的ロスをなくす方法であり、また、薬剤の品質検
査装置で重量や放射能を測定した時点で他の検査が進行
している際中に、この情報をネットワーク経由でコンピ
ュータに与え、このコンピュータで分注方案を計算し、
依頼情報をもとに次工程の分注装置で使用するシリンジ
の種類、小分けする薬剤の量、希釈するか否か、希釈す
る場合の希釈量を決め、使用するシリンジやバイアルな
どをあらかじめセットして待機し一連製造の時間的ロス
をなくす方法であり、また、薬剤の品質検査装置で検査
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を行っている際中に測定値及びそれから計算される品質
結果をリアルタイムで表示するとともに、その結果を基
準書と比較して判定し、一連製造の時間的ロスをなくす
方法であり、また、薬剤の分注装置でシリンジへの小分
け分注をして利用者へ提供して、その分注工程は一旦停
止し、次の分注操作を行う状態に待機して、一連製造の
時間的ロスをなくす方法であり、また、薬剤の分注装置
で利用者に提供された薬剤を取ったシリンジを前記分注
装置に返して、残存放射能量を測定して正確な投与量を
測定・計算する動作において、すでに開始されている別
の分注操作や、まもなく行われる予定の分注操作を続行
することにより、一連製造の時間的ロスをなくす方法で
ある。
【０００６】
【発明の実施の形態】以下、図面と共に本発明による短
寿命放射性薬剤製造のための全体制御システム及び短寿
命放射性薬剤製造のための時間短縮方法の好適な実施の
形態について説明する。まず、全体制御システムについ
て述べる。図１は本発明の全体制御システムのネットワ
ーク構成を示すものである。すなわち、施設としての病
院、研究所ネットワーク１には、ファイアウォール２を
介して外部情報公開サーバ３を有する外部公開ネットワ
ーク４が接続され、この外部公開ネットワーク４はルー
タ５を介して情報系ネットワーク６に接続されている。
【０００７】前記情報系ネットワーク６には、制御管理
サーバ７、ネットワークサーバ８、ＤＢサーバ９、１
０、複数の操作端末１１、及び装置制御専用端末１２が
接続されている。前記操作端末１１は分離装置ネットワ
ーク１３及び、品質分注ホスト１４を介して品質検査装
置１５、分注装置１６、気送管セル１７、搬送装置１８
が接続された品質・分注装置ネットワーク１９に接続さ
れている。
【０００８】前記制御管理サーバ７に接続された制御系
ネットワーク２０は、サイクロホスト２１を介してサイ
クロトロンネットワーク２２に接続され、合成装置ホス
ト２２を介して合成装置ネットワーク２３に接続される
と共に、前記品質分注ホスト１４に接続されている。前
記サイクロトロンネットワーク２２には光コネクタ２４
を介してサイクロトロン装置２５が接続され、このサイ
クロトロン装置２５のターゲタリ２６は、光コネクタ２
７を介して前記合成装置ネットワーク２３に接続されて
いる。前記合成装置ネットワーク２３は、光コネクタ２
８を介して複数の合成装置２９が接続されていると共に
この合成装置ネットワーク２３は合成装置ホスト２３ａ
を介して前記制御系ネットワーク２０に接続されてい
る。
【０００９】図２は、本発明による薬剤製造工程（手
順）を示している。すなわち、前述の施設（病院、研究
所等）内の朝から夜までの時系列的なシーケンスを示し
ている。まず、薬剤を作るためのスケジュール依頼受付
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３０が終日行われ、朝の準備３１においては、アプリケ
ーション立ち上げ、コンピュータシステムの初期化、シ
ステム状態の把握、サイクロトロン装置２５のマニュア
ルスタートボタン押し、サイクロトロン装置２５のスタ
ート、品質検査準備、分注セル準備等が行われる。
【００１０】次に、薬剤製造３２においては、スケジュ
ールに従って薬剤製造を行い、複数の独立した図３に示
す個別薬剤製造３３、３４、３５、３６、３７が時系列
式に重合した状態を含めて開始される。この薬剤製造３
２の終了後は、後始末３８及び業後の処理３９が行われ
る。
【００１１】前述の各個別薬剤製造３３〜３７の個別薬
剤製造シーケンス４０は、図３に示される通りである。
すなわち、個別薬剤製造シーケンス４０においては、白
菱形マークがコンピュータ操作を示し、黒菱形マークが
システム自動動作を示し、黒丸マークがマニュアル機器
操作を示している。前記サイクロトロン装置２５におい
ては、照射４１が行われ、合成装置２９では薬剤合成行
程４２が行われる。前記品質検査装置１５においては品
質検査行程４３が行われ、分注装置１６では分注行程４
４が行われると共に、その後は、投与行程４５及び回収
行程４６が行われる。
【００１２】まず、薬剤利用者がネットワークを通じて
オーダリングし、それを元に短時間処理のためのスケジ
ューリングがされる。情報系ネットワーク６ではスケジ
ュールに基づいてドキュメントを取り込んで制御系ネッ
トワーク２０に指示を与える。製造条件は該当する薬剤
ごとに情報系ネットワーク６の電子ドキュメント（ＧＭ
Ｐ準拠）から指示され、これを元に制御系ネットワーク
２０が管理する。個別装置は制御系ネットワーク２０の
制御管理サーバ７等のサーバー／クライアントシステム
により、あらゆる端末１１、１２から制御される。従っ
て各装置１５、１６、１７、１８、２５、２９の同時駆
動を可能にする。たとえばサイクロトロン照射〜薬剤製
造（合成装置）〜品質検査〜小分け分注まで対象であ
る。また、製造中のモニタリングはもちろんスケジュー
ルの進行状況はインターネット等を通じて外部からもモ
ニターできる。得られた結果・測定値は情報系ネットワ
ーク６に記録（保存）される。たとえば認証や基準書
（書類）とのマッチングなどである。これによりスケジ
ューリングされた薬剤製造が短時間処理される。情報系
ネットワーク６は他ネットワーク４、１３、１９、２
０、２２、２３との情報交換を可能にする。たとえば空
調（温度・湿度・清浄度など）のモニタリングの追加
や、ＧＭＰ構成要件（衛生、教育訓練）の追加などを行
うことができる。
【００１３】次に、前述の図１のネットワーク、図２及
び図３のシーケンスを用いて短寿命放射性薬剤製造のた
めの全体制御を行う場合について述べる。まず、薬剤利
用者は外部ネットワーク４または情報系ネットワーク６
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から、利用日、薬剤、希望時刻、希望放射能等の依頼情
報を入力する。入力された依頼情報をもとに週１回ごと
にスケジューリングが行われ、決定された情報は情報系
ネットワーク６経由で依頼者に返送される。毎朝、その
日のスケジュールが確認され、追加・削除を含めたスケ
ジュールが再構築される。決定されたスケジュールに基
づいて、製造情報が制御系ネットワーク２０に渡され
る。スケジュールに従って作業者に指示が与えられ、準
備作業が行われる。各装置１５、１６、１７、１８、２
５、２９はスケジュールにもとづいて駆動される。進行
状況（フライトスケジュール）は施設内の作業者は各ネ
ットワーク４、６、１３、１９、２０、２２、２３を通
じて、また外部の依頼者もインターネットを通じてリア
ルタイムに進行状況をモニタリングできる。この進行の
遅延・緊急割り込み等はスケジューリングの調整が行わ
れ、各装置１５、１６、１７、１８、２５、２９の制御
に直ちに反映される。制御中の装置でのステップ（プロ
グラム）の進行状況により、あるステップをトリガーと
して他の装置がスタートするシステムにより時間短縮の
ための制御が行われる。制御中の装置での測定結果（た
とえば放射能など）の情報は個別装置での処理ではなく
情報系ネットワーク６に上げられ、それをもとに計算さ
れ他の装置に情報として与えられて準備を進めることに
より、時間短縮のための制御が行われる。各装置１５、
１６、１７、１８、２５、２９の結果は情報系ネットワ
ーク６のサーバーに保存・編集されてフォーマットに従
って出力される。結果をもとに製造管理者及び品質管理
責任者の承認行為もシステム内で行われ、ＧＭＰに準拠
した認証を行う。認証された薬剤は利用者が希望した時
刻に供給される。利用者が実際に使用した量も使用した
容器（シリンジ）の返却により自動測定されて記録され
る。このように院内で製造される放射性薬剤を依頼から
製造そして利用に至るまで短時間に処理するためのトー
タルシステムが達成された。
【００１４】前述の本発明による放射性薬剤製造のため
の全体制御システムの動作により、少なくともサイクロ
トロン装置２５の照射による短寿命放射性核種を作る原
料製造工程、前記短寿命放射性核種で標識された薬剤を
合成装置２９によって合成する薬剤合成工程４２、搬送
装置１８による前記薬剤の搬送・移動工程、品質検査装
置１５による前記薬剤の品質検査工程４３、分注装置１
６による前記薬剤のシリンジ（図示せず）への小分け分
注工程４４及び前記シリンジの利用者への投与工程４５
を前記各ネットワーク４、６、１３、１９、２０、２
２、２３を介して連続して制御・記録することができ、
前記各装置１５、１６、１７、１８、２５、２９の中、
１装置あるいは複数装置を連動して制御・記録すること
ができる。また、前記各工程からなる個別薬剤製造３３
〜３７の何れかを実行している時に、前記個別薬剤装置
と同じ工程からなる複数の個別薬剤製造３３〜３７を制
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御することができ、薬剤製造依頼の入力に基づいて前記
各工程からなる複数の個別薬剤製造３４〜３７のスケジ
ュールを制御することができる。また、前記各工程から
なる各個別薬剤製造３３〜３７に関する薬剤の依頼受付
及び／または進行状況のモニタリングをインターネット
経由で行うことができ、前記各工程からなる個別薬剤製
造３３〜３７に対する少なくとも電子ファイルによる薬
剤製造基準書との照合を行い、前記各工程からなる個別
薬剤製造３３〜３７に関する少なくとも温度、湿度、清
浄度、放射能測定値の情報を取り込んで管理することが
でき、前記各工程からなる個別薬剤製造３３〜３７に関
する少なくとも衛生管理及び教育訓練のスケジュールを
管理するＧＭＰ基準の構成要件を取り込むことができ
る。
【００１５】次に、本発明による短寿命放射性薬剤製造
のための時間短縮方法について図１から図３と共に述べ
る。まず、各工程を先読みしての準備を行い、個別薬剤
製造３３〜３７として各工程ごとに連続した自動化が行
われる時、前工程の実行状況に基づきながら次工程（装
置）は前準備を行う。この前準備は単に前工程のステッ
プや時間をトリガーにした動作だけでなく、前工程での
測定値をもとに次工程のパターンを変えるように構成し
ている。また、並行処理を行うために、ある一つの個別
薬剤製造３３〜３７の何れかだけでなく、並行して別の
個別薬剤製造を並行して行うことにより、全体としての
短時間処理を達成する。また、並行処理は個別薬剤製造
だけの並行処理だけでなく、個別薬剤製造の中のある工
程（例えば品質検査）の中での並行処理も含んでいる。
また、前記薬剤はその半減期が極めて短いため、例え
ば、Ａ薬剤よりも半減期が短いＢ薬剤を製造する場合、
互いにずらせて照射を開始し合成終了が同時になった場
合、品質検査等の次行程は半減期が短いＢ薬剤の方を先
に処理しなければならず、個別薬剤シーケンス４０を主
コンピュータ（図示せず）によって制御処理している。
【００１６】次に、実際に前述の各工程の短時間処理を
行うために、以下の工程を処理している。すなわち、図
１から図３に示されるように、１日の薬剤製造は数種類
の個別薬剤製造３３〜３７からなり、これらの個別薬剤
製造はサイクロトロン照射４１、薬剤合成行程４２、品
質検査行程４３（装置・セル）、分注行程４４（装置・
セル）からなる。これら一連の製造をシステムとして連
続して行う場合、前工程の進行状況の情報を得て、それ
ぞれに準備工程を行う。また、サイクロトロン装置２５
の照射が行われると対応する合成装置２９の「リークテ
スト」が開始され、その終了をもとに「準備ＯＫ信号が
入力」される。このサイクロトロン装置２５の「照射終
了」が情報として合成装置２９に与えられ、照射物質
（ターゲット）が合成装置２９に供給され、（「サプラ
イ開始」）で合成が開始される。この合成があるステッ
プまで進行すると、品質検査の前準備としてカラムのコ
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ンディショニングの「ポンプの始動」が始まり、設定し
た時間が経過すると「ポンプの停止」が行われる。次に
品質検査装置１５は合成している薬剤に対応した品質検
査の準備として、ｐＨプローブの洗浄・浸漬槽からの取
出し、小分け用バイアルのバーコード読み取り、小分け
バイアルの分注ポートへの移動、ロボットハンドのバイ
アル回収ポートへの移動と待機、などの準備工程が行わ
れる。また、その間に対応する搬送装置１８の図示しな
い搬送子（キャリアー）が合成装置２９の入っている遮
蔽フードの所に移動し、合成終了を待つ。「合成終了」
の情報により、搬送装置１８の図示しない下方移動装置
が動き、薬剤バイアルを搬送装置１８の搬送子に受け渡
す。この搬送装置１８は品質検査装置１５の入っている
遮蔽フードの回収ポートへ移動し、品質検査装置１５の
ロボットハンドがバイアルを回収し、各種品質検査（バ
ーコード読取、放射能測定、重量測定、小分け分注、高
速液体クロマトグラフへの注入、ｐＨ測定）を開始す
る。また、バイアル回収の情報を元に高速液体クロマト
グラフィー（図示せず）のソフトウェアーの立ち上げ、
メソッドの設定、取り込み準備が行われる。前記品質検
査の放射能測定、重量測定のデータは測定時に上位のコ
ンピュータ（図示せず）に送られ、このデータを元に、
利用者の依頼要求と照らし合わせて、分注のパターン
（希釈する／しない）、薬剤分注量。希釈液の量、使用
するシリンジの種類（５ｍＬ／１０ｍＬ）などが計算さ
れ、その情報は分注装置１６に渡される。この分注装置
１６は送られた情報を元に、該当するシリンジの取出
し、キャップの脱着、図示しない分注ユニットへの装
着、希釈バイアルのセット、希釈用シリンジの取出し、
キャップの脱着、希釈液（生理食塩水など）の吸引、希
釈バイアルへの注入、などを行い、ロボットハンドがバ
イアル回収ポートへ移動、待機する。前記品質検査装置
１５では品質検査の終了を待たず必要な検査（放射能測
定、重量測定）及び小分け分注した後、直ちに別の搬送
装置（この場合は気送管）で分注装置１６にバイアルを
送る。また、高速液体クロマトグラフィーによる薬剤同
定、純度検定、ｐＨ測定はバイアル搬送（気送）の後に
行われる。前記分注装置１６は「バイアル到着」の情報
を元にロボットハンドがバイアルを回収し、分注を開始
し、この分注が終了したならば利用者に供給される。こ
のように各工程に短時間処理の方法が採用されて、処理
時間の短縮化が行われる。
【００１７】前述の本発明による短寿命放射性薬剤製造
のための時間短縮方法の動作により、短寿命放射性薬剤
製造前の装置（または前の工程）の実行状況に基づきな
がら次の装置（または次の工程）の準備を行うことによ
り、前記個別薬剤製造に必要とする合計時間の時間短縮
を行うことができ、ある一つの前記個別薬剤製造３３〜
３７の何れかと並行して別の個別薬剤製造を行う場合、
次の装置（または工程）が１つに限られている場合にど
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ちらの前装置を使用するかを、少なくとも薬剤固有の半
減期を含む情報や次装置の処理工程数及び時間、薬剤提
供予約時刻の情報に基づいて制御することができる。ま
た、短寿命放射性薬剤製造の各工程を担当する少なくと
も原料製造のサイクロトロン装置２５、薬剤合成の合成
装置２９、薬剤搬送の搬送装置１８、品質検査の品質検
査装置１５、小分け分注の分注装置１６を連続して使用
する場合、何れかの前記装置がある決められた工程まで
進んだ時に次工程の装置を駆動させて待機状態にし、一
連製造の時間的ロスをなくすことができる。また、サイ
クロトロン装置２５で放射性原料を製造中にその製造量
をリアルタイムで計算し、必要量のうちのある割合に達
した時点で次装置の合成装置２９にネットワークを経由
して信号を与え、前記次装置２９を駆動させることがで
きる。また、薬剤の合成装置２９である工程まで進んだ
時に放射能測定値をもとに少なくとも収率の条件を付加
してリアルタイムで計算し、品質検査装置１５の工程で
放射能量により使用するシリンジの種類を変えたり、検
査のために採取する量を変更したり、それに応じて分析
条件を変えたりするという情報をあらかじめ与え、次装
置の品質検査装置１５を待機状態にして、一連製造の時
間的ロスをなくすことができる。また、薬剤の品質検査
装置１５で重量や放射能を測定した時点で他の検査が進
行している際中に、この情報をネットワーク経由でコン
ピュータに与え、このコンピュータで分注方案を計算
し、依頼情報をもとに次工程の分注装置で使用するシリ
ンジの種類、小分けする薬剤の量、希釈するか否か、希
釈する場合の希釈量を決め、使用するシリンジやバイア
ルなどをあらかじめセットして待機し一連製造の時間的
ロスをなくすことができる。また、薬剤の品質検査装置
１５で検査を行っている際中に測定値及びそれから計算
される品質結果をリアルタイムで図示しない表示部に表
示するとともに、その結果を基準書と比較して判定し、
品質管理責任者の認証を促すことを表示し、一連製造の
時間的ロスをなくすことができる。また、薬剤の分注装
置１６でシリンジへの小分け分注をして利用者へ提供し
て、その分注工程は一旦停止し、次の分注操作を行う状
態に待機して、一連製造の時間的ロスをなくすことがで
きる。また、薬剤の分注装置１６で利用者に提供された
薬剤を取ったシリンジを前記分注装置１６に返して、残
存放射能量を測定して正確な投与量を測定・計算する動
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作において、すでに開始されている別の分注操作や、ま
もなく行われる予定の分注操作を邪魔しないようにして
続行することにより、一連製造の時間的ロスをなくすこ
とができる。
【００１８】
【発明の効果】本発明による短寿命放射性薬剤製造のた
めの全体制御システム及び短寿命放射性薬剤製造のため
の時間短縮方法は、以上のように構成されているため、
次のような効果を得ることができる。すなわち、極めて
短い半減期（例えば、２分、１０分、２０分、１１０分
等）を有する薬剤を製造するための薬剤製造の初めから
終わりまでの制御、管理・記録、外部通信を含めた施設
内製剤の総合的ネットワークシステム（全体制御システ
ム）により、依頼・製造・利用までの全ての動作のシー
ケンスを制御することができ、この全体制御によって全
体制御の短時間処理を達成し、各利用者に対して迅速か
つ高効率に短い半減期の薬剤を短時間の中に製造して半
減期が消えない中に提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明におけるネットワークシステムを示す構
成図である。
【図２】本発明における薬剤製造工程を示す工程図であ
る。
【図３】図２の薬剤製造の具体的シーケンスを示す説明
図である。
【符号の説明】
１
施設ネットワーク
４
外部公開ネットワーク
６
情報系ネットワーク
１３
分離装置ネットワーク
１５
品質検査装置
１６
分注装置
１７
気送管セル
１８
搬送装置
１９
品質・分注装置ネットワーク
２０
制御系ネットワーク
２２
サイクロトロンネットワーク
２３
合成装置ネットワーク
２５
サイクロトロン装置
２９
合成装置
３３〜３７
個別薬剤製造
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