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Summary

In order to manage relationship between patients’ movements and operating efficiency, we developed a 
special software which can make patient flow visible on a display monitor by use of actual data obtained from 
the radiology information system (RIS). In this software, a simple floor map of the radiology department in 
our hospital was drawn on the monitor and each patient was indicated with a small figure. This software was 
developed with commercialized computer software [Excel 2007 visual basic applications (VBA) Microsoft]. 
Movements of the patient figures were simulated by use of actual time data such as registration of radiology 
department, and start and ending time of examinations. The patient figures were moved along with predeter-
mined flow lines every second. The movements of the patient figures were controlled by several buttons (i.e., 
play and stop) and setting switches for determining reproduction date and time. In conclusion, by use of this 
software, the patient flows could be analyzed systematically by checking efficient operation such as average 
waiting time of the patients and/or standby time of radiological technologists.
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緒　言
　現在，放射線検査には単純 X線検査，computed 

tomography（CT）検査，透視造影検査，血管カテーテル
検査，核医学検査などさまざまなモダリティが存在す
る．そして，それらの検査が実施されている施設では，
各モダリティ別に検査室が整備され，1日に数百人の患
者が検査のために来訪する．通常，検査を受ける予定
の患者は受付を済ませた後，検査開始時刻まで，待合
室や待合廊下で待機している．しかし，診療放射線技
師が業務を行う操作室や検査室は，放射線管理上の問
題やプライバシーの観点から閉鎖的な構造になってお
り，待合室や待合廊下と隔離されている場合が多い．
そのため，診療放射線技師が業務を行う操作室から，

患者が待機している待合室や待合廊下の待機状況を把
握することは難しく，さらにモダリティ別に検査室や業
務が独立している施設の場合，放射線検査全体や他の
モダリティの患者の検査状況および待機状況を確認す
ることが困難な場合がある．そういった施設において，
もし，検査待機患者数や患者の待ち時間，検査時間な
どを一度に確認することが可能なシステムがあれば，そ
の情報を生かすことで担当技師の配置変更や支援，患
者の検査室変更などを行うことが可能となり，より効率
的に業務を遂行することが可能となる．
　これまで，病院の患者待ち時間に関する研究として
は，病院情報システムの導入前後における待ち時間の
変化を，システムの受付時間と会計時間の差分から平
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均滞在時間を用いて分析を行った結果が松本らによっ
て報告されている1）．この報告では，平均滞在時間を分
析することで病院情報システムの導入の効果が明らか
になっている．また，中野らは，radiology information 

system（RIS）のイベント情報から受付時刻と終了時刻を
用いて患者フローを数量的に算出し，さらに装置故障時
を想定したシミュレーションを行った2）．この報告で
は，RISの検査記録のイベント時間から解析して求めた
患者フローが，将来の検査数の変化に対応した設備計
画や装置故障時のリスクの予測，検査待ち時間の解消
の検討に有用であることを証明した．以上の報告から
患者のイベント情報を用いて，外来診療や検査の混雑
状況を数量的に分析することは病院情報システムの評
価に有用であることは明らかである．しかし，これまで
に報告された方法は患者の動きは平均化され，個々の
動きを把握することで患者－診療放射線技師間，検査
室間などで起こっている混雑状況を確認することは困
難であった．
　また，一方では，患者の動きを認識する方法として，
顔認識システムやワイヤレス患者追跡システムを用いて
患者の位置をリアルタイムに追跡するシステムがブレン
トら3）から報告されている．彼らの方法は正確かつリア
ルタイムに患者の位置を確認することができ，その結
果，施設の防犯としても非常に有用であることが報告さ
れている．しかし，彼らの方法は患者の顔画像を事前
に登録し，患者の身体に追跡装置を装着する必要があ
り，導入するのは容易ではない．そこで，より簡便に患
者の待機状況を把握することが可能なシステムの開発
が望まれてきた．杉江らは，病院の混雑状況を可視化
するシステムとして，病院情報のシステムログ情報に着
目し，患者来院時刻，診療開始時刻，会計受付時刻か
ら混雑の状態を把握するシステムを開発し，目視によっ
て数え上げた実際の患者数との比較評価を行った4）．こ
のシステムは時間帯によって目視の結果とログ情報から
の計算結果はやや乖離するものの，両者のパターンは
よく相似しており，ログ情報から患者の動きを可視化
し，混雑状況をおおよそ把握するという点で非常に有
用であったと報告されている．ただ，このシステムにお
いても業務従事者（診療放射線技師）の業務状況は加味
されておらず，患者－診療放射線技師間，検査室間な
どで起こっている混雑状況を確認することは困難である
と考えられる．
　一般に，さまざまなモダリティの検査が実施されるよ
うな医療機関においては，検査が行われた患者の情報
やそれに付随する画像は RISや picture archiving 

communications system（PACS）によってディジタル管理

されている場合が多い5, 6）．RISにはディジタル化され
た膨大な患者情報が蓄積されており，基本的な患者情
報のほか，検査部位，受付時刻，検査開始時刻，検査
終了時刻，担当技師名，検査室番号，介助度などが保
存されている．今回，われわれは，放射線検査に来訪
した患者の検査状況や待機状況ならびに診療放射線技
師の業務状況を視覚的に確認するために，そのシステ
ムとして，当院の RIS端末から 1日の放射線業務の
RIS情報を収集し，その RIS情報を用いて，モニタ上
に再現した放射線部の仮想配置図上に患者動線を視覚
的に表示するソフトウエアをマイクロソフト社製 Excel 

2007 visual basic applications（VBA）を用いて開発したの
で報告する．

1．方　法
1-1 患者のデータベース
　本研究では，本院で 2010年 11月 30日，午前 8時
30分から午後 5時 15分に X線検査を受けた 405名
（年齢 2～88歳，平均 60歳；M：F=6：4）の患者情報お
よび検査情報を使用した．患者情報は ID，氏名，生年
月日，性別であり，検査情報は，受付時刻，検査開始
時刻，検査終了時刻，検査部位，担当技師名，検査室
番号である．それらの情報を RISシステム（富士フイル
ムメディカル社製 F-RIS）から収集し，マイクロソフト社
製 Excel 2007上にテキスト形式で保存した．なお，本
研究で用いた患者情報および検査情報については，本
院の倫理審査委員会の承認を得た．

1-2 開発環境
　ソフトウエアの開発に使用したコンピュータは CPU：
Pentium（R）Dual-Core，2.5 GHz，memory：2.0 GB，
OS：マイクロソフト社製Windows 7である．そして，マ
イクロソフト社製 Excel 2007 VBAを用いてソフトウエ
ア開発を行った．

1-3 ソフトウエアの機能
　処理画面の構成を Fig. 1に示す．画面上部は当院放
射線部の簡略地図で，画面下部に患者動線を再現する
日付および時刻，再生，停止などの各種操作ボタン，
患者情報および検査情報表示やイベントウィンドウを配
置している．図上部に示す簡略地図上の“RT”という項
目には，必要に応じて検査中の担当診療放射線技師の
名前が示される．
　本ソフトウエアでは，1日分（午前 8時 30分から午後
5時 15分）の患者移動に関する RISデータの入力およ
び表示が可能である．任意の時間，または経過速度で
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患者の動きを再現可能にするために，タイムコントロー
ルバーおよびスタート，ストップボタンを用意し，それ
らの機能によって再現したい時刻に合わせることができ
るように設定した．さらに，患者が待合廊下で待ってい
る様子を再現するために，地図上の各検査室前に最大
9名まで患者の人形を表示できるように患者人形用の座
標を設定した（Fig. 2a）．また，検査待機患者数を瞬時
に確認することを目的に，各検査室前の待合廊下に配
置している患者人形の数を地図上の検査室内に数字で
表示するように設定した．もし，待機患者数が 9名を超
えた場合，その患者人形は地図上に表示させずに撮影
室内の待機患者数の数字のみ増加するように設定し
た．患者は通常青色の人形として表示され，RIS情報

の受付時刻と再現時刻から患者の検査待ち時間を算出
し，待ち時間が 15分以上経過している患者は橙色，30

分以上経過している患者は赤色表示の人形となるよう
に設定した．そのほか，地図上に表示されている患者
の人形画像にマウスのカーソルを置くと，RISの患者情
報および検査情報が表示されるように設定した．イベン
トウィンドウには再現時刻に発生したイベントが表示さ
れるように設定した．

1-4 患者動線について
　当院の撮影室は全部で 14室あり，CT検査室は 1，9

番撮影室，血管撮影室は 2，3，4番撮影室，単純 X線
撮影室は 5，6，7，8番撮影室，造影透視室は 12，14，

Fig. 1 Screenshot of our software at initial setting with a depart-
ment atlas.

Fig. 2 (a) The flow line of a patient figure on the map, (b) The patient 
figure.

a b
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15，16番撮影室，歯科撮影は 18番撮影室である．通
常，患者は地図上左上の方向から X線受付まで徒歩か
車いすで来訪し，X線受付から各撮影室に移動する．
患者の動きの動線として，まず地図上に患者の動線の
基準となる座標（Fig. 2a）を設定した．そして，Fig. 3の
フローチャートにしたがって，再現時刻時の患者の位置
を計算し，一人一人の患者を Fig. 2bに示す患者人形で
示した．以下に患者の動きをフローチャート順に説明す
る．RISから収集した各患者の検査時刻をもとに，X線
検査受付時刻の 10秒前から患者人形を地図上左上に
表示し，1秒再現時刻が進むごとにあらかじめ設定した
患者人形の動線座標をもとに X線受付に近づけ，再現
時刻が X線検査受付時刻と一致したとき，患者人形が
X線受付に到着するよう設定した．そして，X線受付
時刻から 10秒後まで患者人形を地図上に表示し，1秒
再現時刻が進むごとに患者人形の動線座標をもとに患
者の実施検査室情報にしたがって患者人形を検査室に
近づけるように設定した（Fig. 2a outward way）．X線検
査受付時刻 11秒後から検査開始時刻までの間は，患者
の実施検査室情報をもとに，地図上の検査室前の待合
廊下に患者人形を配置した．そして，検査実施時刻か
ら検査終了時刻までの間は，患者の実施検査室情報を
もとに検査室内に患者人形を配置した．検査終了時刻
から 10秒後までの間，患者人形を地図上に表示し，1

秒再現時刻が進むごとに患者人形の動線座標をもとに
検査室から退室し外来診療科（Fig. 2a homeward way）
へ向かうように設定した．つまり，本システムにおい
て，患者の状態は，1）X線検査受付（10秒間），2）X線
検査受付から検査室前までの移動，3）検査室前での検

査待ち，4）検査実施中，5）検査終了後の検査室から外
来診療科への移動，の 5段階に分けられ，再現時刻の
1秒おきに患者の状態が決定され，それにしたがって画
面上に表示される患者人形が移動もしくは点灯するよう
に設定した．

2．結　果
　2010年 11月 30日午前中の患者待機状況を再現した
実行画面を時系列順にそれぞれ Fig. 4に示す．Fig. 4a

は午前 8時 59分 42秒の患者待機状況の再現画面であ
る．イベントウィンドウには再現時刻に発生したイベン
ト情報が表示されている．この実行中の画面では受付
前にいる患者人形にマウスのカーソルを合わせたため，
患者情報ウィンドウとステータスウィンドウには，その
患者の検査情報，担当技師，再現時刻時の検査待ち時
間が表示されている．そして，CT 1番検査室に 1名，5

番撮影室に 2名，6番撮影室に 2名，8番撮影室に 1

名の患者が待合廊下で待っている．画面内の患者人形
の色はすべて青色であり，再現時刻時，すべての患者
の検査待ち時間は 15分以内であることが確認でき，業
務開始 30分経過した時点では，検査が順調に行われて
いることが確認できた．次に Fig. 4bは午前 10時 19分
10秒の患者待機状況の再現画面である．画面内に 15

分以上待機している患者（橙色の患者人形）が 8名（検
査中の患者含む），30分以上待機している患者（赤色の
患者人形）が 2名（検査中の患者含む）表示されているの
が確認できた．そして，6と 8番撮影室の患者人形が
橙色や赤色に変化していることから，6と 8番撮影室の
検査が滞っていることが確認できた．したがってこの場

Fig. 3 Flow chart for processing of patients’ movements.
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合，6と 8番撮影室の検査の支援を行うことができれ
ば，検査時間が短縮し，患者の検査待ち時間の改善が
期待できると考えられる．そして Fig. 4cは Fig. 4bの約
1時間後，午前 11時 15分 35秒の患者待機状況の再現
画面である．画面内のすべての患者人形の色は青色に
表示されており，待機患者数も 0か 1，2名であるた
め，再び検査が順調に流れていることが確認できた．

3．考　察
　本法を用いることによって，曖昧にされていた混雑状
況ならびに勤務状況を可視化することが可能になっ
た .仮にインシデントが生じた場合，本システムを用い
ることによって，患者と当事者である診療放射線技師，
およびその他の患者と診療放射線技師の配置を視覚的
に分析することが可能となり，本システムは，インシデ

ントの要因を客観的に分析するための手段としての利用
や，その分析結果から，リスク対策として応用すること
も期待できる．さらに，新しいシフト勤務体制の導入に
よって，患者の待ち状況と診療放射線技師の業務状況
を視覚的に評価する場合や，新しい機器の導入または
故障による検査室の一時的な閉鎖と再開後の患者動線
および待ち状況の変化を観察する場合，検査混雑時に
おいて技師の支援を行ったときのその効果について視
覚的に評価する場合などに本システムを活用すれば，
より効率的に業務を遂行することが期待できる．しか
し，本法では患者を地図上に配置するための情報は
RIS情報だけしか使用していない．もし仮に患者が X

線受付を済ませた後，患者がイベントログ範囲外の行
動をしたとしても，それは地図上に反映されることはな
く，その患者は検査開始時刻まで誤って待合廊下に配

Fig. 4 Examples of running the program on a display.
 (a) Reproduction time at AM 8:59:42
 (b) Reproduction time at AM 10:19:10
 (c) Reproduction time at AM 11:15:35

a

c

b
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置されることになる．したがって，さらなる正確さを求
めるのであれば，ブレントの報告3）にあるようなワイヤ
レス患者追跡システムを用いて患者の位置をリアルタイ
ムに追跡するシステムが必要となるが，ワイヤレス患者
追跡システムを実際の臨床現場に導入するのは容易で
はなく，検査の状況を可視化し確認するという目的と導
入の簡便さという点において本法は非常に有用であると
考える．今後 RIS端末からリアルタイムに情報を収集
することができれば，本法を用いて患者の待機状況お
よび検査状況をリアルタイムに確認することも可能であ
ると考える．

4．結　語
　RIS端末から 1日の放射線業務の情報を収集し，放
射線部に来訪された患者の検査状況や待機状況を放射
線部の配置図上に可視化するソフトウエアを市販ソフト
ウエア上で開発した．本法を用いることによって 1日の

放射線業務の患者の流れをモニタ上に表示された配置
図上に再現し，検査状況を確認することが可能であっ
た．そして，実行画面から各撮影室の患者待機人数，
待ち時間，検査中の撮影室および担当技師を瞬時に確
認することができ，さらに患者人形の待ち時間に対する
色分けによって，再現時刻時の患者の位置から混雑状
況を確認することが可能になった．検査の状況を確認
するという目的と導入の簡便さという点において本法は
非常に有用であると考える．
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Fig. 1 プログラムの初期画面
Fig. 2 （a）患者動線図，（b）患者人形
Fig. 3 フローチャート
Fig. 4 プログラムの動作画面
 （a）再現時刻 8時 59分 42秒
 （b）再現時刻 10時 19分 10秒
 （c）再現時刻 11時 15分 35秒
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