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1 はじめに

病院内における待ち行列について研究していく.現在,
本研究で取り扱う病院の再診患者の診察時間は原則 3時
間であるが,内科 8時間,神経内科 4時間,整形外科 6時
間,皮膚科 4時間,泌尿器科 5時間,眼科 5時間というよ
うに一部の科では診察時間を増やしている.しかし,整形
外科は 51 分,脳神経外科は 21分, 皮膚科は 36分, 泌尿
器科は 27分,産婦人科は 11.4分,眼科は 96分という膨
大な待ち時間を要する.また,現状では,再診患者に比べ
初診患者は待ち時間が極端に短いことが分かる (表 3参
照). この現状に対し,医師数やサービス時間を保ちなが
ら, 待ち時間を減少させる方法はないか考えた. その結
果,初診患者と再診患者の窓口を併せ,待ち行列理論の分
野で多々用いられる『非割込み優先権』を用いたモデル
を導入し,解析を進めることとした.このモデルでは,初
診と再診の窓口を併せることも可能である上に, 待ち時
間を減少させるのに非常に有効な手段である. このモデ
ルを用い,現状との比較を行い,非割込み優先権を導入す
べきかどうか検討していく.

2 非割込み優先権モデル

2.1 非割込み優先権とは
非割込み優先とは, サービスを受けようとする客にあ
る種の優先順位を付けることである.本研究ではこの優
先順位を type1,type2 と表し,type1 に優先権があるも
のとする. サービス中の客 (=type2) より高次の優先権
を持つ客 (=type1) が到着すると, 行列の先頭に進める
というものである. しかし,サービス中の客 1 人以上が,
サービスを終わるまでは待っていなければならない.こ
れを非割込み優先による優先権という.以下で詳しく説
明していく.
2.2 非割込み優先モデルの説明
2.2.1 type1

今,type1 の客がシステム内に到着したとする. この
時,s 個の窓口のうち,1 つでも空いていればサービスを
受ける事が出来る. しかし, 窓口が全てサービス中であ
れば,待ち行列の中で待たなければならない.この時,こ
の客と同じ type1の客が列の中に n0(人)いたとすると,
この人は n0(人)のサービス時間とサービス中の客 1人
のサービス時間を待たなければならない.この n0+1(人)
のサービス時間を T0 とする.この人が待っている間にも
type1 の客は到着するが, 同位の客においては先着順に
サービスされるので結局,この客の待ち時間は T0 になる
[3].

2.2.2 type2

次のある地点において type2 の客が到着したとする.
窓口が 1 つも空いていなければ, 待たなければならな
いが, その時, 待ち行列の中に type1 の客が n0(人) い
て, 先着した type2 の客が n1(人) いたとするとこの客
は n1(人) のサービス時間 T1 と n0+1(人) 分のサービ
ス時間 T0 を足した時間分待つことになる. しかし, こ
の T0+T1 の間に type1の客が n2(人)到着すれば,その
時間 T2 も待たなければならない. よって, この客は合
計,T0+T1+T2 の時間を待つことになる [3].
2.3 モデル図
モデル例を図 1に示す.
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図 1 非割込み優先モデル

2.4 非割込み優先モデルの定義
1. 初診窓口・再診窓口の合計数=医師の数として考
える.

2. ポアソン到着, 指数サービスとする.
3. 再診患者=type1, 初診患者=type2 とおく. 優先
順位は,type1＞ type2となる.

4. 診察時間は初診・再診患者共に,原則午前 9:00～
正午までであるが,一部例外の科もある.

5. 初診・再診で診察時間が異なる科は,平均の値を
診療時間とする.また,初診・再診で原則通り 3時
間の科は 3時間とする.

6. 診察時間は一部の科によっても, 初診患者・再診
患者によっても異なるため,初診患者・再診患者
の窓口を同じにすると, 平均到着率にズレが生じ
る. よって,初診と再診の診察時間の異なる科は,
診察時間の平均の値を採用し, この値から初診患
者・再診患者それぞれの平均到着率を求めること
とする.

7. 再診患者, 初診患者はそれぞれ λ′
1,λ′

2 のポアソ
ン到着であり, λ’ =λ′

1+λ′
2 が成立するものと

する.



8. 調査結果より, 平均サービス率は, 再診患者
で 4(分/人)=15(時/人)=μ1, 初診患者で 6(分/
人)=10(時/人)=μ2 であるが,別々の値では解析
が不可能であるため各科の平均の値をとる.

2.5 平均サービス率について
平均サービス率は,平均の値を用いる.平均の値の算出
には以下の数式を用いる. 本来ならば,初診患者・再診患
者のそれぞれ別々のサービス率を用いるべきであるが,
現在, 複数窓口で各 type ごとに別々のサービス率で非
割込み優先モデルを解析する公式は発見されていないた
め,平均の値を用いて解析を行なうこととする [1],[2],[4].

μ−1 =
λ1
μ1

+ λ2
μ2

λ1 +λ2

2.5.1 非割込み優先モデルの平均サービス率

表 1 平均サービス率μ′(再診・初診共通値)

内科 14.65
神経内科 14.60
外科 14.45
整形外科 14.46
脳神経外科 14.59
形成外科 14.00
皮膚科 14.15
小児科 14.31
泌尿器科 14.52
産婦人科 14.20
耳鼻咽喉科 14.20
眼科 14.61
放射線科 14.30
麻酔科 14.90
精神科 14.69
歯科 13.43

(単位:人/時)

2.6 解析の公式
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3 平均到着率・診察時間

表 2 再診患者λ′
1,初診患者λ

′
2

再診患者 初診患者 診察時間 (時)

内科 71.97 3.60 5.5
神経内科 28.42 1.65 3.5
外科 24.95 2.06 3
整形外科 38.91 3.15 4.5
脳神経外科 12.59 0.75 3
形成外科 7.95 1.33 3
皮膚科 15.43 2.10 3.5
小児科 23.92 2.54 3
泌尿器科 16.34 1.15 4
産婦人科 26.02 3.29 3
耳鼻咽喉科 20.35 2.59 3
眼科 18 1.02 4
放射線科 8.24 0.89 3
麻酔科 3.59 0.048 3
精神科 29 0.95 3
歯科 10.95 3.33 3

(単位:人/時)

3.1 解析結果

表 3 現状と非割込み優先モデルの平均待ち時間の比較

現状 非割込み優先権
再診W1 初診W2 再診W ′

1 初診W ′
2

内科 0.063 11.65 0.25 0.71
神経内科 8.79 1.43 1.84 5.88
外科 9 1.38 1.25 3.33
整形外科 51 0.6 1.5 5.49
脳神経外科 21 0.49 1.04 1.91
形成外科 4.8 1.2 0.5 0.74
皮膚科 36 1.8 2.21 5.8
小児科 0.6 1.8 0.25 0.46
泌尿器科 27 1.2 2.14 5.38
産婦人科 11.4 3 1.71 5.49
耳鼻咽喉科 3.6 1.8 0.75 1.63
眼科 96 1.2 2.11 3.27
放射線科 4.8 0.6 0.45 0.67
麻酔科 1.2 0.03 0.061 0.069
精神科 4.2 0.6 1.84 5.75
歯科 0.6 3 0.035 0.047

(単位:分)



3.2 考察
非割込み優先モデルを用いると表 3 のような結果と
なった.当初より推測していたように,初診患者の待ち時
間は多少増加したが,再診患者の待ち時間は大幅な減少
が可能となった.特に,待ち時間の減少が顕著であったの
は, 再診患者の整形外科で 49.5 分, 脳神経外科で 19.96
分,皮膚科で 33.79分,眼科で 94.91分の時間短縮となっ
たことである.このように,診察窓口を併せ,非割込み優
先を導入することによって,現状に比べて適度な待ち時
間とすることが可能となった. 次に,非割込み優先モデ
ルの応用として, 非割込み優先モデルに予約窓口を設置
した解析を行なう.

4 非割込み優先モデルの応用

表 3 のように非割込み優先を適応することによって,
平均待ち時間の減少が認められた.次からは,更に一歩進
んだ非割込み優先の応用として,窓口が 2つ以上の時,い
くつかの窓口を再診患者専用の予約窓口とし, 残りの窓
口に非割込み優先を用いるという研究をしていくことと
する.そして,どれだけの予約窓口を確保すれば最も患者
にとって待ち時間が少なくなるのか考察する.
4.1 応用モデルの説明
予約という概念を導入することによって各科における
固定人数の減少が計上される.しかし,同時にこれは診察
窓口数の減少にも繋がる.非割込み優先が当病院では有
用であると証明された現段階で, 更なる待ち時間の減少
に予約というシステムがいかに作用するか研究する.
4.2 モデル図
モデル例を図 2に示す.
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図 2 非割込み優先モデルの応用

4.3 非割込み優先の応用モデルの定義
1. 初診窓口・再診窓口の合計数=医師数として考
える.

2. 初診・再診共にポアソン到着,指数サービスとする.
3. 再診患者=type1, 初診患者=type2 とする. 優先
順位は,type1＞ type2となる.

4. 診察時間は初診患者・再診患者共に,原則午前 9:00
～正午までであるが, 一部例外の科もある.

5. 初診・再診で診察時間が異なる科は,平均の値を
診療時間とする.また,初診・再診で原則通り 3時
間の科は 3時間とする.

6. 診察時間の平均の値から, 再診予約患者には予約
時間の変更は無いものとし, 予約患者分の人数を
総再診患者数から予め引いた予約患者数を診察時
間で割ることから平均到着率を求める. 初診患者
に関しては,予約権がないため,平均到着率は非割
込み優先モデルと同じ値となる.

7. 再診患者, 初診患者はそれぞれ λ′′
1 ,λ′

2 のポアソ
ン到着であり,λ”=λ′′

1+λ′
2 が成立するものとす

る.但し,再診患者は予約窓口を導入するため,1日
の総来院人数から予約人数分を引いて到着率を算
出するため,予約窓口数ごとに到着率の値が変わ
ることとなる.

8. サービス率はそれぞれ, 再診患者=μ1, 初診患者
=μ2 であるが, 平均の値をとる.平均の値の算出
は非割込み優先モデルと同じ数式を用いる.

9. 再診患者の平均到着率, 平均サービス率は予約窓
口の数ごとに求める. 以下の表中の sは予約窓口
数を示す.

4.4 応用モデル・再診患者の平均到着率
診察時間は非割込み優先モデルと同じ値である.

表 4 再診患者λ′′
1

s=1 s=2 s=3 s=4

内科 57.32 42.67 28.02 13.37
神経内科 13.82
外科 10.50
整形外科 24.45 9.99
皮膚科 1.28
小児科 9.61
泌尿器科 1.83
産婦人科 11.82
耳鼻咽喉科 6.15
眼科 3.39
精神科 14.31

(単位:人/時)



4.5 応用モデルの平均サービス率

表 5 応用モデルの平均サービス率μ′′(再診・初診共通値)

s=1 s=2 s=3 s=4

内科 14.57 14.44 14.19 13.56
神経内科 14.24
外科 13.86
整形外科 14.19 13.39
皮膚科 11.44
小児科 13.58
泌尿器科 12.57
産婦人科 13.53
耳鼻咽喉科 13.06
眼科 13.45
精神科 14.55

(単位:人/時)

4.6 解析結果

表 6 応用モデルの平均待ち時間

s=1 s=2 s=3 s=4

内科 (再診) 0.22 0.17 0.11 0.062
内科 (初診) 0.54 0.37 0.22 0.09
神経内科 (再診) 1.56
神経内科 (初診) 0.057
外科 (再診) 0.98
外科 (初診) 1.8
整形外科 (再診) 1.39 1.15
整形外科 (初診) 3.57 1.39
皮膚科 (再診) 1.74
皮膚科 (初診) 2.47
小児科 (再診) 0.13
小児科 (初診) 0.19
泌尿器科 (再診) 1.32
泌尿器科 (初診) 1.74
産婦人科 (再診) 1.57
産婦人科 (初診) 3.56
耳鼻咽喉科 (再診) 0.5
耳鼻咽喉科 (初診) 0.00084
眼科 (再診) 1.09
眼科 (初診) 3.13
精神科 (再診) 1.47
精神科 (初診) 3.10

(単位:分)

4.7 考察
表 6のように,応用モデルでは,更なる待ち時間の減少
を提示することが出来た. 非割込み優先権と比較すると,
外科の初診で 1.53 分,整形外科の初診で 4.1 分, 泌尿器

科の初診で 3.64 分,産婦人科の初診で 1.93 分の減少と
なった.非割込み優先に予約の概念をプラスすることで,
今後, どれだけの予約人数を確保すればよいか予め定数
を定義することが出来る.この非割込み優先と予約概念
を併せ持つ病院内のシステムを導入して頂きたい.しか
し,表 6のような結果を得たが,予約を希望する患者のは
どれ程の人数がいるのであろうか.また,予約無しで来る
患者はどれ位いるのかという数値が現地点では分からな
い.従って,予約無しで診察に訪れる人数や予約を希望す
る人数を統計的に検定した上で,予約窓口数を決定する
ことが必要である.平均待ち時間が少ないからという理
由だけではなく,統計的な調査をプラスすることで本研
究結果が更に生きて来るのではないかと考える.

5 おわりに

研究結果は以上のようになったが, 今後の課題として
2点挙げられる. 1点目は,患者がポアソン到着をしてい
るか否かの検定である.本研究では,データが存在しない
以上, ポアソン到着, 指数サービスを仮定した上で解析
を進めざるを得なかった.しかし,もし患者の到着に関す
るデータやサービスに関するデータが存在していたなら
ば,本研究結果と,どれ程の違いが生じるのか分析するこ
とは興味の湧く問題である.2 点目は,季節に因る変動で
ある.頂いた外来患者のデータは 8月分のみである.従っ
て,もしこのデータが冬の時期であったのならば, 解析結
果は異なっていたかもしれない.患者にとって季節変動
というものは極めて大きな病気の要因になると考えられ
る. この季節の違いによっても解析していく価値があっ
たのではないかと思われる.以上 2点が本研究で得られ
た課題である.
最後になったが,今後,本研究が病院以外の待ち行列で
も広く応用され, 社会にとって有益な成果となることを
望む.
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