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1 まえがき

　近年の高齢化社会の進展に伴い，病院では患者数が
増加の傾向にあり，診察，検査，会計などの場面で長
い待ち時間が発生している。長い待ち時間は患者に
とって大きなストレスとなり，顧客不満足の大きな要
因となっている。待ち時間を予測でき，それを患者に
知らせることができれば，患者のストレス解消や時間
の有効活用につながり，医療サービスの向上に有効と
考えられる。
　サービスまでの待ち時間を表示するシステムは，こ
れまでに，病院，理容院，飲食店，テーマパークなど
を対象に開発されている（1）～（5）。これらは，行列の
長さ（待ち人数）を計測し，これにサービス所要時間
をかけて待ち時間を算出する方式がほとんどである。
この方式では，総合病院のように，患者や診療科，医
師によって診察所要時間が変動する場合，予測が難し
くなるという課題がある。そこで，本研究では，患者
ごとの診察所要時間を，過去の診療データと当日の診
察状況に基づいてリアルタイムに予測して，診察待ち
時間を算出するシステムを開発した。本レポートでは，
開発したシステムの概要と，病院で試験的に使用して
予測精度を評価した結果を報告する。

2 システムの概要

（１）システム構成
　図1に待ち時間予測システムの構成を示す。システ
ムは，メインサーバ，制御用端末，患者用表示端末・
モニタから構成され，これらはWebアプリケーショ
ンとWebブラウザを用いて制御される。以下に各部
の機能について説明する。
ａ．メインサーバ
　病院に既設の医療システムからLAN経由でデータ
を取得し，待ち時間予測データを作成する。取得する
主なデータは，診察日，患者ID，イベント発生時刻，
イベント種別（受付，診察開始，診察終了，会計，支
払い，検査開始，検査終了），診療科，医師ID，端末
ID，入院・外来フラグ，紹介有無，初診・再診フラグ，

予約時刻などである。
　なお，既設医療システムとの連携はデータ取得のみ
であるため，メインサーバにトラブルが発生した場合
でも，電子カルテシステム等の既設医療システムに影
響を与えることはなく，患者への影響を最小限に抑え
る設計としている。以下に処理内容を示す。
①　診察前日，予約患者の予約データを電子カルテシ
ステムからバッチ処理で取得し，待ち時間予測デー
タベースに記録する。

②　診察当日，各患者の受付，会計の通過時刻データ
を医事会計システムから，また，検査，診察の通過
時刻データを電子カルテシステムからリアルタイム
に取得し，待ち時間計測データベースに記録する。

③　受付・診察・会計の時刻データを取得の都度，待
ち時間予測データを作成・更新し，待ち時間予測デー
タベースに記録する。

ｂ．制御用端末
　Webブラウザにより，待ち時間予測結果と各種計
測データの参照，および，診察室情報の登録を行う。
ｃ．患者用表示端末・モニタ
　Webブラウザにより，待ち時間予測結果を待合室
で患者に表示する。
（２）待ち時間予測処理方法
　待ち時間予測処理では，まず，各患者の診察所要時
間を過去の実績データと当日の診察状況によって予測
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図1　待ち時間予測システムの構成
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する。次に，当該患者の診察順序を決めてやり，これ
らを基に各患者の待ち時間を算出する。ここで，予測
対象の病院では，予約患者と予約外で当日来院する患
者が混在している。このため，これら混在する患者の
診察順序を予測する必要がある。

　図2に診察所要時間の予測処理のイメージ図を，図
3に診察順序および待ち時間予測処理のイメージ図を
示す。以下にそれぞれの処理手順を示す。
ａ．診察所要時間の予測処理（図2）
①　診察前日，過去の診療データから，予測対象患者
それぞれについて，当該患者の実績，当該診療科の
最近の実績，担当医師の診察予定時間帯の実績につ
いて検索を行い，それぞれ平均値を算出する。

②　これら3種類の値を合成して，患者ごとの診察所
要時間を算出する。ここで，合成割合は，過去の診
察済み患者データから，その実績値と3種類それぞ
れの値との差の割合に基づいて算出する。これによ
り，3種類の平均値のうち最も実績に近い値が得ら
れる。

③　診察当日，予測対象患者が診察されるまでの間に，
担当医師が他の患者を診療した実績の平均値を算出
する。この値と，診察前日に算出した診察所要時間
とを合成して，患者ごとの診察所要時間の予測値を
更新する。これにより，予測値に当日の診察状況を

反映することができる。ここで，合成割合は試行錯
誤的に求めた値を使用した。

ｂ．診察順序および待ち時間の予測処理（図3）
①　診察前日，夜間バッチ処理により，各患者の診察
所要時間を予測するとともに，予約データを基に診
察室ごとの1日の診察順序を作成する。

②　診察当日，受付時刻データを取得すると，その都
度，受付時刻順に診察順序を更新する。ここで，予
約外の当日患者を受け付けた場合，空き枠を検索し
配置する。

③　診察開始・終了の時刻データを取得すると，その
都度，診察所要時間の実績値の平均値を求め，これ
を夜間バッチ処理で求めた予測値と合成して診察所
要時間の予測値を更新し，待ち時間を計算しなおす。

（３）システムの機能
　待ち時間予測結果の表示機能，各種計測データの統
計処理機能について以下に示す。
ａ．予測結果表示機能
　上記で述べた処理手順に従い，診察室ごとに各患者
の診察順序と診察開始・終了時刻を予測し，結果を一
覧表示する。予測した診察開始時刻と現在時刻から予
測待ち時間を計算する。なお，個人情報セキュリティ
対策として，システムからデータをダウンロードする
際には，患者IDを暗号化する機能を有する。
　診察待合室では，図4に示す患者用表示画面によっ
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3 試験結果

　開発したシステムを病院で試験的に使用し，待ち時
間の予測精度を評価した。当該病院は，内科，外科，
泌尿器科等合計13診療科を持つ中規模程度の病院で
ある。待ち時間の予測精度として，待ち時間の実績値
と予測値との間の差を評価した。

　図6に，ある診療科において2カ月間試験を行った
ときの待ち時間予測誤差（＝待ち時間実績値－待ち時
間予測値）の分布を示す。予測値は，各患者の受付時
における値で，この診療科では，各患者の受付から
診察までの時間は平均で70分程度である。誤差分布
は，予約患者，予約外患者ともに0分を中心としてお
り，誤差の平均値は，予約患者の場合26分程度，予
約外患者の場合55分程度であった。待ち時間予測誤
差が30分以内の患者は，予約患者の場合74％，予約
外患者の場合50％である。患者への聞き取り調査で
は，予測誤差の許容値は30分以内であった。このこ
とから，今回の結果はおおむね運用上の許容範囲に入
るものと評価できる。
　しかし，予約外患者の誤差が大きくなっている。こ
の原因として，診察所要時間の予測誤差と診察順序の
予測誤差の2つが考えられる。図7に診察所要時間の
予測誤差（＝診察所要時間実績値－診察所要時間予測
値）の分布を示す。予約患者，予約外患者ともに誤差
分布は0分中心であり，誤差の平均値は予約患者で2.9

て患者に予測待ち時間を表示する。待ち時間が30分
以内，60分以内，および60分以上の枠を設け，各患
者を表すボックスを対応する枠内に表示する。

ｂ．計測データ統計処理機能
　本システムでは，全患者の受付時刻，検査時刻，診
察時刻，会計時刻等の実績値がデータベースに記録さ
れる。統計処理機能では，これらの実績データを診療
科別，医師別に統計処理を行い，結果をグラフ表示す
る。図5は，本機能により得られた待ち時間実績値の
診療科別平均を示す。本機能では，待ち時間平均値の
他，診察所要時間，患者の病院滞在時間，医師別の予
約人数と診察人数の実データを処理する機能を持つ。

小川 美穂
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図4　待ち時間予測結果の患者用表示画面

図6　待ち時間の予測誤差分布

図5　統計処理機能によるグラフ表示例

研究レポート
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10分と大幅に縮小した。実際の順序，つまり，診察
順序の予測誤差がない場合では，待ち時間の予測誤差
は10分程度であると評価できる。
　以上より，待ち時間の予測誤差，特に予約外患者の
予測誤差が大きい要因は，診察順序の予測誤差に大き
く起因していることがわかる。予約外患者をどの順序
で診察するかはスタッフの判断によるところが大き
く，これらの特徴を実績データから抽出して，順序予
測ロジックを自動更新する機能の追加など，さらなる
改良が必要である。

4 あとがき

　待ち時間予測システムの概要と病院で試験的に運用
して予測精度を評価した結果について紹介した。予約
外患者の予測誤差が大きいものの，運用上許容できる
だけの予測精度が得られることが実証された。待ち時
間の予測誤差は，診察順序の予測誤差に大きく起因し
ているため，今後は，順序予測のロジックをさらに改
良する必要がある。
　最後に，本システムは現在，中電病院において運用
されているが，本システムの開発にあたり，中電病院，
当研究所経済グループなど多くの方々のご協力をいた
だきました。ここに深く感謝いたします。
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分，予約外患者で4.3分と小さい。このことより，診
察所要時間の予測誤差が待ち時間の予測誤差に与える
影響は小さいと言える。

　一方，診察順序の予測誤差による影響を検証するた
めに，予測ではなく，実際に行われた順序で診察した
場合の待ち時間の予測誤差をシミュレーションにより
評価した。図8は，実際の診察順序で計算したときの
待ち時間の予測誤差の分布を示したものである。誤差
分布の範囲は－10分～50分程度とばらつきが小さく
なり，誤差の平均値は予約患者，予約外患者ともに
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図7　診察所要時間の予測誤差分布

図8　実際の診察順序で計算したときの
待ち時間の予測誤差分布 　

待ち時間予測システムの開発


