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まえがき

　病院で発生する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。
このため，待ち時間を予測し、それを表示して患者に
知らせるシステムが開発されている（1）～（3）。しかし，
さらなるサービス向上のためには，待ち時間自体を短
縮することが有効である。
　予約制を採用する病院では，予約枠に割り当てる患
者数や，予約なしで当日来院する患者の診察順序が待
ち時間に大きな影響を与える。予約患者数については，
医師ごとの平均診療時間と予約枠ごとの時間間隔，許
容される待ち時間最大値を与えることにより，予約枠
ごとに最適な予約患者人数を決める方法が考案されて
いる（4）。予約なし患者の診察については，通常，スタッ
フによる判断で順序が決定されており，順序の決め方
としては，予約なし患者を予約と予約の間の空き枠に
割り当てるか，空き枠がない場合には予約患者の前に
割り込ませる方法がとられる。前者では空き枠が少な
い場合は予約なし患者の待ち時間が増加し，後者では
予約患者の待ち時間が増加する。これらを考慮して双
方に不満が出ないような順序で診察を行えば待ち時間
の短縮を図ることができるが，人間系での判断には限
界がある。そこで，患者にストレスや不満を感じさせ
ないような最適な診察順序を自動計算して待ち時間の
短縮を図るシステムを開発した。
　システムは，新規患者の受付の都度，全ての順序パ
ターンについて各患者の待ち時間を計算し，評価関数
を用いて最適な順序パターンを選択する。ここで，待
ち時間を計算するには各患者の診察所要時間を予測す
る必要があるが，これには我々が以前開発した待ち時
間予測システムの機能を活用した（1）（2）。システムに
より作成した診察順序をシミュレーションにより評価
したところ，予約患者の待ち時間を大きく増やすこと
なく，予約なし患者の待ち時間を50%程度削減できる
ことが確認された。本レポートではそれらの概要につ
いて報告する。
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1 システムの概要

（1）システム構成
　図1に待ち時間短縮システムの構成を示す。システ
ムは，メインサーバと制御・表示端末から構成され，
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経由で患者
データを取得し，診察所要時間の予測と診察順序の作
成を行う。以下に主な機能を示す。
①　データ取得処理
　受付，会計データを医事・会計システムから，検査，
診察，予約データを電子カルテシステムから取得し，
サーバ内のデータベースに記録する。この際取得する
主なデータは，診療日，患者ID，予約時刻，イベント
発生時刻，イベント種別（受付，検査，診察，会計），
診療科，医師ID，端末ID，入院・外来フラグ，紹介有
無，初診・再診フラグなどである。
②　診察所要時間の予測処理
　取得したデータを基に患者ごとの診察所要時間を予
測し，データベースに記録する。
③　診察順序の作成処理
　新規の予約なし患者が受付の都度，診察順序を作成
し，データベースに記録する。
④　制御・表示処理
　制御・表示端末から，予測データ，実績データ，順
序データの参照と診察室情報の登録を行う。
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図1　待ち時間短縮システムの構成
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b．制御・表示端末
　Webブラウザにより，作成した診察順序の参照，
および，診察室情報の登録を行う。

（2）診察順序の作成方法
　システムは，過去の実績データを基に患者一人当た
りの診察所要時間を予測し，予測値を使って全患者の
待ち時間を計算して，患者がストレスや不満を感じな
いような順序を選択する。図2に診察順序の作成処理
を，以下に処理手順を示す。

①　診察所要時間の予測処理
　診察前日，全予約患者の診察所要時間を予測し，予
約患者の診察順序を作成する。診察所要時間は，過去
の診療データから，患者，診療科，医師，診察時間帯
等について検索を行い，診察実績値に最も近い値とな
るようにこれらのデータを合成し，さらに，当日の診
察実績値を加味して作成する（2）。予約患者の診察順
序は，予約時刻順を第1優先に，診察所要時間が短い
順を第2優先に並べ替えて作成する。これは，予約時
刻が同時刻の場合，診察所要時間が短い患者を先に診
察した方が待ち時間が短くなるためである。
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図2　診察順序の作成処理のイメージ

②　診察順序の作成と待ち時間の計算
　診察当日，新規の予約なし患者が受付の都度，予約
なし患者の診察所要時間を予測するとともに，全ての
診察順序パターンを作成し，全パターンについて各患
者の待ち時間を算出する。
③　評価関数を用いて最適順序を選択
　算出した各順序パターンにおける待ち時間を，次の
評価関数を用いて評価する。

（a）　WTtotal（i）=WTnr（i）+ΣWTr（i） ・・・・・・（1）
が最小となる順序パターン
ここで，
WTnr（i）：順序パターン i における予約外患者の待
ち時間
ΣWTr（i）：順序パターン i における予約患者の待ち
時間の合計

（b） 　上記待ち時間を計算する際，次式を用いて予約
患者，予約外患者の待ち時間に重み付けを与えた。
WT’=αWT, when WT < a
WT’=βWT, when a <= WT < b　……（2）
WT’=γWT, when b <= WT < c
ここで，
WT’：重み付け後の待ち時間
WT： 重み付け前の予約患者，または，予約外患者

の待ち時間
α,β,γ：重み付け係数
a,b,c：重み付けの条件を決める時間定数

　（1）式の評価関数は，全体の待ち時間が最小となる
順序パターンを選択する関数である。
　（2）式の重み付け関数は，待ち時間に重み付けを与
えて，予約患者，予約外患者の待ち時間をある程度制
御するための関数である。
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　予約なし患者の待ち時間の平均値は，実際の順序で
は88分であったが，作成した順序で診察すれば46分
となる。一方，予約患者の待ち時間の平均値は，実際
の順序では31分であったが，最適化後で33分と大き
く増加しない。この例では，予約なし患者を予約患者
の前に割り込ませることにより，予約なし患者の待ち
時間を短縮するが，これに伴う予約患者の待ち時間の
増加を最小に抑える位置を2（2）で示した方法によ
りシステムが探索して配置している。

（2）待ち時間短縮効果の確認
　実際の診察順序における待ち時間実績値と，システ
ムで作成した診察順序で診察したときの待ち時間をシ
ミュレーションで計算した値とを比較した。図4に実
際の診察順序での待ち時間の分布と，待ち時間短縮シ
ステムで作成した診察順序による待ち時間の分布の比
較を示す。図は9日分のデータを用いて待ち時間の分
布を求めたものである。
　予約なし患者の待ち時間は，実際の診察順序では0
分から150分まで幅広く分布し，その平均値は77分で
ある。一方，システムで作成した診察順序では，5分
および50分を中心とした2つの分布が形成され，その
平均値は50分である。予約患者の待ち時間は，実際
の診察順序とシステムで作成した診察順序とで，分布
の形状はほとんど変わらず，平均値はともに32分で
ある。以上より，予約患者の待ち時間をほとんど変え
ることなく，予約なし患者の待ち時間を短縮できるこ
とが確認できた。
　予約患者の待ち時間は，分布の形状はほとんど変わ
らないが，システムで作成した診察順序では待ち時間
0分の度数が減少し，それ以外がやや増加している。
これは，予約なし患者の待ち時間を減少させるために，
予約患者全体の待ち時間を薄く広く増加させているこ
とを示している。今回の検証に使ったデータでは，予
約患者数が840，予約なし患者数が136である。この
ように，予約患者が予約なし患者に比べて十分多けれ
ば，予約なし患者の待ち時間を予約患者に振り分けて
も，予約患者の待ち時間に与える影響は小さくなる。

評価結果

（1）作成した診察順序
　図3に待ち時間短縮システムにより作成した診察順
序の一例を，実際の診察順序と比較して示す。図3（a）
は実際の診察順序，図3（b）はシステムで作成した
診察順序である。実際の診察順序では，予約なし患
者NR001，NR002は，それぞれ，予約患者R008と
R009の間，予約患者R009とR010 の間で診察され，
待ち時間は54分，76分であった。一方，作成した順
序では，NR001，NR002 は予約患者R004の後となり，
待ち時間はそれぞれ29分，48分に減少する。
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（a）実際の診察順序

（b）システムにより作成した診察順序
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図3　実際の診察順序と待ち時間短縮システムにより
作成した診察順序の比較
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あとがき

　予約患者の待ち時間を大きく増加させることなく，
予約なし患者の待ち時間を短くする診察順序を，自動
的に計算するシステムを開発した。待ち時間の評価関
数に適当な重み付けを行うことで，50%程度の短縮効
果をシミュレーションにより確認した。評価関数や重
み付け関数の係数の選択や，診察所要時間の予測値の
精度向上により，より待ち時間が短くなるような順序
を自動選択することが期待できる。
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　今回の結果は，評価関数や重み付け関数の各係数を
試行錯誤的に変化させて，最適と思われる順序が選ば
れるように調整を行った。これまでに行った予備的な
実験では，係数を変化させることにより選ばれる順序
パターンが大きく異なることが分かっている。従っ
て，最適な順序が選ばれるような係数を選ぶ手法，さ
らには，評価関数と重み付け関数についても，さら
なる改善の余地がある。また，順序パターンの計算で
は，診察所要時間の予測値を使用して待ち時間を算出
し，評価を行っている。予測値の誤差は平均5分程度で，
70%程度が誤差3分以内に収まっているが（2），予測精
度をより向上させれば，さらなる待ち時間の短縮効果
が期待できる。
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（a） 実際の診察順序での待ち時間の分布

（b） システムにより作成した診察順序による
待ち時間の分布
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図4　�実際の診察順序での待ち時間と待ち時間短縮システム
により作成した診察順序による待ち時間の分布の比較
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