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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タイムラインとインタラクトするためのシステムであって、
　第１の開始時間と第１の終了時間によって境界される第１の時間セグメント内の第１の
複数のイベントを示す第１のタイムラインを表示するための第１のタイムラインユニット
と、
　第２の開始時間と第２の終了時間によって境界される第２の時間セグメント内の第２の
複数のイベントを示す、前記第１のタイムラインのコピーである第２のタイムラインを表
示するための第２のタイムラインユニットであって、前記第１のタイムラインと前記第２
のタイムラインは同じスケールで表示される、第２のタイムラインユニットと、
　ユーザが表示された前記時間セグメントへの変更を指示することを可能にするためのイ
ンタラクションユニットと、
　前記指示された変更に基づいて更新された第１の時間セグメントと更新された第２の時
間セグメントを決定し、前記第１のタイムラインのスケールを前記第２のタイムラインの
スケールに等しく維持し、前記第１の時間セグメントと前記第２の時間セグメントの間の
オフセットを一定に維持するための時間セグメント更新器とを有し、
　前記タイムラインユニットが前記更新された時間セグメントに従ってそれらの各々の表
示を更新するように構成される、システム。
【請求項２】
　前記ユーザが前記第１のタイムラインに関する第１の時点及び前記第２のタイムライン
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に関する第２の時点を指示することを可能にするための時点入力ユニットをさらに有し、
前記第１のタイムラインユニットと前記第２のタイムラインユニットが、前記第１のタイ
ムライン上の前記第１の時点を前記第２のタイムライン上の前記第２の時点と整列させ、
前記ユーザが前記時間セグメントを変更するときに前記時点を整列したままにするように
構成され、前記オフセットが前記第１の時点と前記第２の時点の間のオフセットに対応す
る、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記第１のタイムラインユニットと前記第２のタイムラインユニットが前記二つのタイ
ムラインを互いに平行に表示するように構成され、前記第１のタイムライン上の前記第１
の時点と前記第２のタイムライン上の前記第２の時点が、前記タイムラインユニットによ
って整列されるときに、前記第１のタイムライン若しくは前記第２のタイムラインの時間
軸に実質的に垂直な線を画定する、請求項２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記第１の時間セグメントと前記第２の時間セグメントへの変更がスケールの変更及び
時間シフトの少なくとも一つを有する、請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記第１の時間セグメントが現在の期間を有し、前記第２の時間セグメントが過去の期
間を有する、請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　前記イベントに関連付けられるデータにアクセスするためのデータアクセスユニットを
有し、前記データが、各イベントに関連する時点であり、前記第１のタイムラインユニッ
トが前記第１の時間セグメントにおける時点と関連するイベントの選択を表示するように
構成され、前記第２のタイムラインユニットが前記第２の時間セグメントにおける時点と
関連するイベントの選択を表示するように構成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
　前記データが、前記イベントに関連付けられる少なくとも一人の患者に関するデータで
ある、請求項６に記載のシステム。
【請求項８】
　前記第１のタイムラインについて選択されるイベントと前記第２のタイムラインについ
て選択されるイベントが同じ対象物に関連する、請求項６に記載のシステム。
【請求項９】
　前記第１のタイムラインユニットと前記第２のタイムラインユニットが各々前記第１の
タイムラインと前記第２のタイムラインの点に沿って関連する絶対時間の表示を表示する
ように構成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項１０】
　請求項１に記載のシステムを有するワークステーション。
【請求項１１】
　タイムラインとインタラクトする方法であって、
　第１のタイムラインユニットが、第１の開始時間と第１の終了時間によって境界される
第１の時間セグメント内の第１の複数のイベントを示す第１のタイムラインを表示するス
テップと、
　第２のタイムラインユニットが、第２の開始時間と第２の終了時間によって境界される
第２の時間セグメント内の第２の複数のイベントを示す、前記第１のタイムラインのコピ
ーである第２のタイムラインを表示するステップであって、前記第１のタイムラインと前
記第２のタイムラインは同じスケールで表示される、ステップと、
　インタラクションユニットが、表示された前記時間セグメントへのユーザからの変更指
示を受信するステップと、
　時間セグメント更新器が、前記変更指示に基づいて更新された第１の時間セグメントと
更新された第２の時間セグメントを決定し、前記第１のタイムラインのスケールを前記第
２のタイムラインのスケールに等しく維持し、前記第１の時間セグメントと前記第２の時
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間セグメントの間のオフセットを一定に維持するステップと、
　前記第１及び第２のタイムラインユニットが、前記更新された時間セグメントに従って
前記表示されたタイムラインを更新するステップとを有する、方法。
【請求項１２】
　プロセッサシステムに、
　第１の開始時間と第１の終了時間によって境界される第１の時間セグメント内の第１の
複数のイベントを示す第１のタイムラインを表示するよう制御するステップと、
　第２の開始時間と第２の終了時間によって境界される第２の時間セグメント内の第２の
複数のイベントを示す、前記第１のタイムラインのコピーである第２のタイムラインを表
示するよう制御するステップであって、前記第１のタイムラインと前記第２のタイムライ
ンは同じスケールで表示される、ステップと、
　表示された前記時間セグメントへのユーザからの変更指示を受信するステップと、
　前記変更指示に基づいて更新された第１の時間セグメントと更新された第２の時間セグ
メントを決定し、前記第１のタイムラインのスケールを前記第２のタイムラインのスケー
ルに等しく維持し、前記第１の時間セグメントと前記第２の時間セグメントの間のオフセ
ットを一定に維持するよう制御するステップと、
　前記更新された時間セグメントに従って前記表示されたタイムラインを更新するよう制
御するステップとを実行させるための命令を有するコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はタイムラインの表示に関する。本発明はさらにタイムラインとのインタラクシ
ョンに関する。
【背景技術】
【０００２】
　データ可視化システムにおいては、ユーザが複数のイベントを概観することを可能にす
るためにイベントがタイムライン上に表示され得る。タイムライン上で、特定の持続時間
は対応する線分によってあらわされる。イベントは各イベントに関連する時間に従ってタ
イムライン上に位置付けられる。可視化システムのユーザはタイムラインキャンバス上の
特定期間を見るためにタイムライン上に示される時間窓、すなわち時間間隔を設定し得る
。
【０００３】
　一部の実用的応用、例えば臨床インフォマティクス応用において、医師などのユーザは
患者の病歴における複数の期間を詳細に比較する必要があり得る。これらの期間はタイム
ライン上に可視化され得る。
【０００４】
　"Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｔ　ｖｉｓｕａｌｉｚａｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｅｘｐｌｏｒａｔ
ｉｏｎ　ｏｆ　ｔｉｍｅ‐ｏｒｉｅｎｔｅｄ　ｄａｔａ　ｏｆ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ｐａ
ｔｉｅｎｔｓ"，Ｄ．Ｋｌｉｍｏｖ　ｅｔ　ａｌ．，Ａｒｔｉｆｉｃｉａｌ　Ｉｎｔｅｌ
ｌｉｇｅｎｃｅ　ｉｎ　Ｍｅｄｉｃｉｎｅ，４９（２０１０）ｐｐ．１１‐３１は、ユー
ザが複数レベルの時間粒度において複数の患者記録に対する原データ及び抽象概念を可視
化することを可能にする、インタラクティブなオントロジーベースの調査モジュールを開
示する。絶対的な、カレンダーベースのタイムライン及び相対的なタイムラインが開示さ
れる。相対的なタイムラインは全患者データに対する基準日（時間ゼロ）となる臨床的意
義のあるイベントを特定することによって設定される。全患者のデータは基準時点に従っ
て整列される。全値及び統計値は新たなゼロ点に従って再計算されるので、絶対的なタイ
ムライン上に示されるデータ値は相対的なタイムライン上のデータ値と全く異なる。カレ
ンダーベースのタイムラインにおいては、絶対的な日若しくは月がタイムラインに沿って
表示される。相対的なタイムラインにおいては、基準時点からの日若しくは月の数がタイ
ムラインに沿って表示される。いずれの場合にも、複数の患者のデータが単一タイムライ
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ン上にグラフとして示される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　タイムライン上に時間ベースのイベントを表示するための改良されたシステムを持つこ
とが有利である。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この課題によりよく対処するために、本発明の第１の態様は以下を有するシステムを提
供する。
  第１の開始時間と第１の終了時間によって境界される第１の時間セグメント内の第１の
複数のイベントを示す第１のタイムラインを表示するように構成される第１のタイムライ
ンユニット、
  第２の開始時間と第２の終了時間によって境界される第２の時間セグメント内の第２の
複数のイベントを示す第２のタイムラインを表示するように構成される第２のタイムライ
ンユニット、第１のタイムラインと第２のタイムラインは同じスケールで表示される、
  ユーザが表示された時間セグメントへの変更を指示することを可能にするように構成さ
れるインタラクションユニット、
  指示された変更に基づいて更新された第１の時間セグメントと更新された第２の時間セ
グメントを決定し、第１のタイムラインのスケールを第２のタイムラインのスケールに等
しく維持し、第１の時間セグメントと第２の時間セグメントの間のオフセットを一定に維
持するように構成される時間セグメント更新器、
  タイムラインユニットは更新された時間セグメントに従ってそれらの各々の表示を更新
するように構成される。
【０００７】
　提案されるシステムは、スケール及びオフセットに関して同期される二つの個別のタイ
ムラインが表示されるので、二つの時間間隔を同時に調べることを容易にする。これら二
つの個別のタイムラインはユーザが第１の時間セグメントに属するイベントと第２の時間
セグメントに属するイベントを明確に区別することを可能にする。さらに、システムがタ
イムラインのスケールを同じに保ち、二つの時間間隔間のオフセットを同じに保ちながら
、二つの時間間隔がユーザによって変更され得るので、容易なナビゲーションが促進され
る。このように、二つの時間間隔を比較し、例えば第１の時間間隔におけるイベントの発
生を第２の時間間隔におけるイベントの発生と比較することが容易になる。
【０００８】
　システムはユーザが第１のタイムラインに関する第１の時点と第２のタイムラインに関
する第２の時点を指示することを可能にするように構成される時点入力ユニットを有し、
第１のタイムラインユニットと第２のタイムラインユニットは第１のタイムライン上の第
１の時点を第２のタイムライン上の第２の時点と整列させ、ユーザが時間セグメントを変
更するときに時点を整列したままにするように構成され、オフセットは第１の時点と第２
の時点の間のオフセットに対応する。これは二つのタイムライン間でそれらを整列したま
まにすることによって同期される基準時間イベントに基づいて、二つの異なる時間におけ
るイベントのコースを比較することを特に容易にする。例えば、ある患者について特定の
臨床イベントが二回起こるかもしれず、二つのタイムラインは臨床イベントが生じた一回
目及び臨床イベントが生じた二回目につながる及び／又は続くイベントのコースを示し得
る。システムが二つの指示された時点を整列したままにしながら、ユーザは例えば示され
た時間セグメントをスケーリング若しくはシフトすることによってタイムラインを容易に
調査し得る。
【０００９】
　第１のタイムラインユニットと第２のタイムラインユニットは二つのタイムラインを互
いに平行に表示するように構成され、第１のタイムライン上の第１の時点と第２のタイム
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ライン上の第２の時点は、タイムラインユニットによって整列されるとき、第１のタイム
ライン若しくは第２のタイムラインの時間軸に実質的に垂直な線を画定する。これは整列
した時点周辺のイベントを比較することが容易になるので、二つの時点を整列させる特に
有利な方法である。
【００１０】
　第１の時間間隔及び第２の時間間隔への変更は、スケールの変更及び時間シフトの少な
くとも一つを有し得る。二つのタイムライン間でこれらの操作を同期させないと、二つの
示されたタイムラインにおけるイベントのコースを比較することが困難になるので、これ
らの操作は同期された方法で実行されることが特に有利である。
【００１１】
　第１の時間間隔は現在の期間を有し、第２の時間間隔は過去の期間を有し得る。これは
現在の状況を以前の状況と比較することを可能にする。これは将来のイベントを予測する
ため若しくは特定目的を達成するためのアクションのコースを計画するために使用され得
る。
【００１２】
　システムは複数のイベントの表現にアクセスするように構成されるデータアクセスユニ
ットを有し、各イベントはそれと関連する時点を持ち、第１のタイムラインユニットは第
１の時間間隔における時点と関連するイベントの選択を表示するように構成され、第２の
タイムラインユニットは第２の時間間隔における時点と関連するイベントの選択を表示す
るように構成される。これはタイムラインにおける表示のためのイベントを選択する適切
な方法である。
【００１３】
　イベントは少なくとも一人の患者に関連し、イベントは少なくとも一つの患者記録に記
憶され得る。これは医療用途においてタイムラインを使用することを可能にする。
【００１４】
　第１のタイムラインについて選択されるイベントと第２のタイムラインについて選択さ
れるイベントとは同じ対象に関連し得る。例えばこれらは同じ患者に関連し得るか若しく
はこれらは同じ患者記録に記憶され得る。
【００１５】
　複数のイベントの表現は少なくとも第１のイベントセット及び異なる第２のイベントセ
ットを有し得る。第１のタイムライン上に表示されるイベントは第１のイベントセットか
ら選択され、第２のタイムライン上に表示されるイベントは第２のイベントセットから選
択され得る。このように、二つの個別のイベントセットが比較され、より具体的には、二
つの異なる時間セグメントにおけるイベントが二つの個別のイベントセットについて示さ
れ得る。これは例えば第１の時間における第１の患者についての状況を第２の時間におけ
る第２の患者についての状況と比較することを可能にする。
【００１６】
　第１のイベントセットは第１の対象に関連し、第２のイベントセットは第２の対象に関
連し得る。このように、異なる対象についてイベントを比較することが容易になる。
【００１７】
　システムは各々第１及び第２の基準セットに基づいて対象に関連する複数のイベントを
フィルタリングすることによって第１及び第２のイベントセットを生成するように構成さ
れるイベントフィルタを有し得る。二つのタイムラインに示されるイベントに対して異な
る選択基準を適用することも可能である。例えば、過去のタイムラインは長期間関心のな
い一部のイベントを除外し得るが、現在のタイムラインはこうしたイベントを含み得る。
従ってイベントフィルタはイベントの時間に基づくだけでなく、イベントのタイプなどの
他の特性にも基づいてタイムライン上での表示のためのイベントを選択するように適用さ
れ得る。
【００１８】
　第１のタイムラインユニットと第２のタイムラインユニットは各々第１のタイムライン
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と第２のタイムラインの点に沿って関連する絶対時間の表示を表示するように構成され得
る。これはタイムラインが示す時間を見ることを可能にする。絶対時間は日を含み得る。
絶対時間は時刻も含み得る。
【００１９】
　別の態様において、本発明は本明細書に記載のシステムを有するワークステーションを
提供する。本発明は例えばサーバをホストとするウェブアプリケーションとしても提供さ
れ得る。
【００２０】
　別の態様において、タイムライン上に時間ベースのイベントを表示する方法が提供され
る。方法は以下のステップを有し得る。
  第１の開始時間と第１の終了時間によって境界される第１の時間セグメント内の第１の
複数のイベントを示す第１のタイムラインを表示するステップ、
  第２の開始時間と第２の終了時間によって境界される第２の時間セグメント内の第２の
複数のイベントを示す第２のタイムラインを表示するステップ、第１のタイムラインと第
２のタイムラインは同じスケールで表示される、
  ユーザが表示された時間セグメントへの変更を指示することを可能にするステップ、
  指示された変更に基づいて更新された第１の時間セグメントと更新された第２の時間セ
グメントを決定し、第１のタイムラインのスケールを第２のタイムラインのスケールに等
しく維持し、第１の時間セグメントと第２の時間セグメントの間のオフセットを一定に維
持するステップ、
  更新された時間セグメントに従って表示されたタイムラインを更新するステップ。
【００２１】
　別の態様において、本発明はプロセッサシステムに本明細書に記載の方法を実行させる
ための命令を有するコンピュータプログラム製品を提供する。
【００２２】
　本発明の上述の実施形態、実施例、及び／又は態様の二つ以上が有用とみなされる任意
の方法で組み合され得ることが当業者によって理解される。
【００２３】
　上記システムの修正及び変更に対応する、ワークステーション、システム、方法及び／
又はコンピュータプログラム製品の修正及び変更は、本記載に基づいて当業者によって実
行され得る。
【００２４】
　本発明のこれらの及び他の態様は以下に記載の実施形態から明らかとなり、それらを参
照して解明される。図面において同様の項目は同じ参照数字で示されている。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１Ａ】タイムラインの略図である。
【図１Ｂ】二つのリンクされたタイムラインの略図である。
【図２】タイムライン上に時間ベースのイベントを表示するためのシステムのブロック図
である。
【図３】タイムライン上に時間ベースのイベントを表示する方法のフローチャートである
。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　この記載において本発明がより詳細に説明される。本明細書で記述される詳細は実施例
のつもりに過ぎない。修正及び代替的な実施可能性はこの記載を考慮して当業者の実現可
能な範囲にある。
【００２７】
　臨床インフォマティクス応用において、医師はタイムラインを介してアクセス可能な患
者の病歴における複数の期間を詳細に比較したいかもしれない。かかる比較は例えばがん
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診断及び治療計画において必要であり得る。
【００２８】
　患者の病歴はタイムラインにおいてあらわされ得る。医師はタイムラインキャンバス上
の特定期間を最適に見るためにタイムライン上に示される時間窓（開始／終了期間）を設
定する。
【００２９】
　医師は患者病歴について知るため及び将来のケアを計画するためにタイムラインを使用
し得る。時折、医師は同じ患者の病歴において二つ以上の期間を比較したいかもしれない
。典型例は患者が現在の状況と同様の医学的状況を以前に経験しており、医師が現在の状
況におけるものと同等な点を患者病歴において見つけたいかもしれない場合であり得る。
医師は病歴における同等な点につながる手がかり（ｌｅａｄ　ｕｐ　ｔｏ）を最近起こっ
たことと比較したいかもしれない。医師は病歴における同様の状況で何のケアが患者に与
えられたかの知識によって影響されて、将来のケアを計画したいかもしれない。
【００３０】
　さらに、同じ機構が同様の理由で二人の異なる患者の病歴を比較するために使用され得
る。また他の非医療イベントセットも比較され、例えばコンピュータシステムのオペレー
ティングシステムにおいて生じる内部イベントがシステムの特定挙動を比較するために二
つのタイムライン上で分析され得る。
【００３１】
　患者の病歴の特定期間に関心のある医師は、関心期間がタイムラインキャンバス上で最
適に見えるように、患者の臨床タイムラインの時間窓を操作し得る。同じ詳細さで他の関
心期間を見るために、ユーザはタイムスケールと時間窓の同様の操作を実行し得る。これ
はしばしば最近の関心期間が同時に見えないことを意味する。医師が時間において遠く離
れている可能性がある患者の病歴から二つ以上の臨床ケア期間を比較したいとき、両方を
必要な詳細さで見ることは困難である。長い方の期間へズームアウトすることは両方の関
心期間が見えることを可能にするが、あまり詳細でないことを犠牲にし、期間がそれらの
間の他の情報とともに同じタイムライン上にあるため、比較はやはり困難である。
【００３２】
　この状況を改善するために、医師は過去の期間を現在の期間と比較したいことをシステ
ムに指示することを可能にされ得る。ユースケース（二つの関心期間の比較に基づく）は
次の通りである。
  ユーザが現在の関心期間を設定する。
  ユーザが患者病歴における関心期間を現在の関心期間と比較したいことをシステムに指
示する。
  システムは現在のタイムライン表示設定を保持するが、二つのタイムラインがあるよう
に（理想的には上下だが並んでもよい）タイムラインのコピーを作る。例えば、二つの水
平タイムラインが上下に表示され得る。代替的に、二つの垂直タイムラインが左右に表示
され得る。二つのタイムラインは同じタイムスケールを持ち得る、例えば初期スケールは
何であれ、両方が一年若しくは三か月の期間をカバーし得る。
  ユーザは異なる時間セグメントを見るためにタイムラインを'シフト'するように、例え
ばマウスドラッグ及びドロップ操作を用いて患者病歴における関心期間へタイムラインの
コピー上をナビゲートし得る。
  ユーザは二つの関心時点（過去のタイムラインにおけるものと現在状況のタイムライン
におけるもの）をリンクしたいことを指示し得る。点は腫瘍ボードレポート若しくは画像
検査など、タイムライン上のフォルダに対応し得る。しかしながらこれは限定ではない。
  ユーザは二つの関心点を指示し、アプリケーションはこれら二点を通る二つのタイムラ
インを垂直に整列させるように構成され得る。これは両タイムライン上同じスケールで二
つのタイムライン間のオフセットを規定する。
  ここで、ユーザが時間窓を変更するか若しくはタイムライン上を前後に動くとき、両タ
イムラインは追随し、関心点は整列したままであり、従って規定されたオフセットが維持
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される。また、ユーザがスケールを変更するとき、両タイムラインは新たなスケールに更
新され、規定されたオフセットは維持される。
  従ってユーザは二つの関心期間を容易に比較することができる。もはや必要ない場合、
ユーザは比較モードから離れたいことを指示し得る。この場合、現在の関心期間を伴うタ
イムラインは維持され得るが、過去のタイムラインは表示から除去され得る。その結果、
比較モードから離れることはシステムを通常タイムラインビューへ戻す。代替的に、両タ
イムラインが維持されるが、整列はもはや強いられない。例えば、ユーザがスケールを変
更するか若しくは時間窓をシフトするとき、これは両方ではなくタイムラインの一方にし
か適用されず、オフセットは維持されない。
【００３３】
　ユーザが"同期調節"（両タイムラインについてスケールとオフセットが同じに維持され
る）及び"個別調節"（特定タイムラインについてスケールとオフセットが個別に調節され
得る）のために採用し得る特定コマンドを使用することも可能である。その結果、タイム
ラインを明確にリンク及びリンク解除する必要がない。
【００３４】
　図１Ａはタイムライン比較機能が駆動される前にタイムライン１０１がどのように見え
得るか（概念上）を図示する。例えばタイムライン比較機能を駆動及び／又は解除するた
めにボタンがグラフィカルユーザインターフェース（不図示）において提供され得る。ま
た、ユーザが示された時間セグメントを変更することを可能にするためにコントロール（
不図示）が提供され得る。符号１０７はタイムライン上に示されるイベントをあらわす。
日付表示１０８は示された時間セグメントの境界をユーザに示すために提供され得る。例
えばタイムラインに沿って一定間隔で、さらなる絶対時間表示を示すことも可能である。
示されたイベントの一つ以上若しくは全部の絶対時間を示すことも可能である。例えばユ
ーザはイベント１０４周辺のイベントに特に関心があり、過去の期間とイベントを比較し
たいかもしれない。ユーザは追加タイムラインを加えたいことを指示し得る。これは図１
Ｂに示される二つのタイムラインをもたらす。ユーザは所望時間セグメントへ両タイムラ
インを個別にナビゲートし得る。タイムライン上に示される時間セグメントを指示するた
めに絶対時間表示１０８が両タイムラインに対して個別に更新される。そしてユーザはイ
ベント１０５及び１０６に対応する時点をリンクしたいことを指示し得る。その後、時間
セグメントの任意の操作が両タイムライン１０２及び１０３上で実行される。これは示さ
れた二つの時間セグメントにおけるイベントのコースの比較を促進する。
【００３５】
　患者病歴タイムライン上の二つ以上の関心期間の容易な比較がこのようにして実現され
る。現在の関心期間における点は過去の関心期間からの点と整列され得る。このオフセッ
トは比較モードにおいて維持され得る。タイムスケールも同期され得る。両タイムライン
とのインタラクションは単一ナビゲータを介して実現され得る。このように、臨床ユーザ
は病歴における同様の期間を今日の状況と容易に比較することができ、今日から先の計画
への入力として患者に対して過去に計画されたもの（及び潜在的にその結果）を見るとい
う利益を得ることができる。
【００３６】
　ユーザが関心期間を指示した後、それらは（ユーザによって特定される）各期間におけ
る同様の関心点を通って垂直に整列され得る。
【００３７】
　各期間はそれ自体の絶対的開始／終了を持ち得るが、開始と終了の間の時間差は比較さ
れた全期間に共通し得る（ゆえにこれらは同じスケール上である）。
【００３８】
　過去の期間が同期された方法で（共通時間窓とともに）今日の期間に"従う"ように、ス
ケールは変更され、同様の関心点も一つの共通ナビゲータを用いて時間において前後に動
かされ得る。
【００３９】
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　第１のタイムライン上に示されるイベントは第１のイベントシーケンスに関連し、第２
のタイムライン上に示されるイベントは第２のイベントシーケンスに関連し得る。これは
イベントが同様であるが全く同一でない場合もカバーする。
【００４０】
　図２はタイムライン上に時間ベースのイベントを表示するためのシステムの態様を図示
するブロック図を示す。システムは本明細書に記載の特徴の一部を実施するためにソフト
ウェアを用いて、コンピュータベースのハードウェア上で実装され得る。システムはスタ
ンドアロンワークステーション上で、若しくは分散コンピュータシステム上で実装され得
る。
【００４１】
　システムは第１の開始時間と第１の終了期間によって境界される第１の時間セグメント
３内の第１の複数のイベントを示す第１のタイムラインを表示するための第１のタイムラ
インユニット１を有し得る。ユーザは示された時間セグメントを指示することを可能にさ
れ得るか、若しくはこれは自動的に実行され得る。例えば、常に最後のｘ日が示され得る
。
【００４２】
　システムは第２の開始時間と第２の終了時間によって境界される第２の時間セグメント
４内の第２の複数のイベントを示す第２のタイムラインを表示するための第２のタイムラ
インユニット２を有し得る。第１及び第２のタイムラインユニットは例えばタイムライン
クラスのインスタンス化であり得る。第１のタイムラインと第２のタイムラインは同じス
ケールで表示される。タイムラインユニット１，２はそれらのタイムラインをバーの形で
表示するように構成され、バーが連続時間セグメントをカバーするように、そのバー上で
バーに沿った点が時点をあらわす。イベントはイベントに対応する時間においてバー上に
表示され得る。かかるイベントはアイコン若しくは別のシンボルを用いて表示され得る。
代替的に、バーはイベントがある時点において異なる色を持ち得る。シンボル若しくはア
イコンはイベントについての何らかの情報も提供し得る、例えば異なる種類のイベントが
異なるシンボル、アイコン若しくは色を用いて表示され得る。さらに、テキストラベルが
イベントに対して表示され得る。かかるテキストラベルは、イベントのタイプ若しくはイ
ベントを記述するドキュメントのコンテンツの表示など、イベントについての情報もあら
わし得る。このイベントベースの種類のタイムラインに加えて、別の種類のタイムライン
は軸の一つが時間軸をあらわすグラフを有し得る。
【００４３】
　システムはユーザが表示された時間セグメント３，４への変更を指示することを可能に
するためのインタラクションユニット５を有し得る。第１の時間セグメント３及び第２の
時間セグメント４への変更はスケールの変更を有し得る。変更は時間シフトも有し得る。
他の変更もシステムによってサポートされ得る。リンクモードと非リンクモードの二つの
変更モードがシステムによってサポートされ得る。非リンクモードにおいて、示された時
間セグメントはタイムラインに対して個別に調節され得る。システムはタイムラインの一
つの時間セグメントのみを調節するか、又は両方若しくは全てのタイムラインの時間セグ
メントを調節することを可能にし得る。リンクモードにおいて、時間セグメントの任意の
調節は両タイムラインに適用される。
【００４４】
　システムは時間セグメント更新器６を有し得る。リンクモードにおいて、指示された変
更に基づいて更新された第１の時間セグメント３と更新された第２の時間セグメント４を
決定するために、時間セグメント更新器６は第１のタイムラインのスケールを第２のタイ
ムラインのスケールと等しく維持し、第１の時間セグメント３と第２の時間セグメント４
の間のオフセットを一定に維持するように構成される。このオフセットは時間セグメント
における所与の時点を比較することによって計算され得る。例えば、時間セグメントの下
限が比較され得る。代替的に、上限が比較され得る。代替的に、時間セグメントにおける
選択点が比較され得る。比較はオフセットを決定するために二点間の時間を計算すること
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を有し得る。選択点の場合、時間セグメント更新器はタイムライン上の固定位置に選択点
を維持するように構成され得る。しかしながら、これは任意である。
【００４５】
　タイムラインユニット１，２は更新された時間セグメント３，４に従ってそれらの各々
の表示を更新するように構成され得る。
【００４６】
　システムはユーザが第１のタイムラインに関する第１の時点と第２のタイムラインに関
する第２の時点を指示することを可能にするための時点入力ユニット７を有し得る。シス
テムはユーザに各時間セグメント内にある時点のみを選択させるようにユーザを制限し得
る。しかしながら、これは限定ではない。第１のタイムラインユニットと第２のタイムラ
インユニットは第１のタイムライン上の第１の時点を第２のタイムライン上の第２の時点
と整列させ、ユーザが時間セグメントを変更するときに時点を整列したままにするように
構成され得る。
【００４７】
　第１のタイムラインユニット１と第２のタイムラインユニット２は二つのタイムライン
を互いに平行に表示するように構成され、第１のタイムライン上の第１の時点と第２のタ
イムライン上の第２の時点は、タイムラインユニットによって整列されるときに、第１の
タイムライン若しくは第２のタイムラインの時間軸に実質的に垂直な線を画定する。例え
ば、二つのタイムライン１０２及び１０３が図１の場合と同様に上下に表示されるとき、
第１の時点１０６は第２の時点１０５の真上に表示される。
【００４８】
　例えば、第１の時間セグメント３は現在の期間を有し、第２の時間セグメント４は過去
の期間を有する。しかしながら、これは限定ではない。さらに、ユーザは非リンクモード
において時間セグメント３及び４を任意の所望の期間へ変更することを可能にされ得る。
リンクモードにおいて、二つの時間セグメント間のオフセットは一定に維持される。
【００４９】
　システムは複数のイベントの表現にアクセスするためのデータアクセスユニット８を有
し得る。各イベントはそれに関連する時点を持ち得る。時点を伴わないイベントもあり得
るが、これらのイベントは通常はタイムライン上に表示されない。第１のタイムラインユ
ニット１は第１の時間セグメント３における時点と関連するイベントの選択を表示するよ
うに構成され、第２のタイムラインユニット２は第２の時間セグメント４における時点と
関連するイベントの選択を表示するように構成され得る。
【００５０】
　イベントは少なくとも一人の患者に関連し、イベントは少なくとも一つの患者記録に記
憶され得る。しかしながら、これは限定ではない。他の種類のイベント、コンピュータオ
ペレーティングシステムにおけるイベント、若しくは公共交通機関時刻表におけるイベン
トなどがシステムによって処理され得る。
【００５１】
　第１のタイムラインについて選択されたイベントと第２のタイムラインについて選択さ
れたイベントは同じ対象に関連し得る。例えば、両タイムラインのイベントはイベントの
一つの集合からとられ、選択は純粋にイベントの時間に基づいてなされ得る。代替的に、
複数のイベントの表現は少なくとも第１のイベントセット及び異なる第２のイベントセッ
トを有し、第１のタイムライン上に表示されるイベントは第１のイベントセットから選択
され、第２のタイムライン上に表示されるイベントは第２のイベントセットから選択され
る。これは二つのタイムラインにおいて異なるデータセットを見ることを可能にする。例
えば、第１のイベントセットは第１の対象に関連し、第２のイベントセットは第２の対象
に関連し得る。
【００５２】
　システムは各々第１及び第２の基準セットに基づいて対象に関連する複数のイベントを
フィルタリングすることによって第１及び第２のイベントセットを生成するように構成さ
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れるイベントフィルタ１１を有し得る。イベントフィルタ１１は第１及び第２のセットを
生成するために一つの大きなデータセットをフィルタし得るか、又は異なるソースセット
から第１セットと第２セットに対するイベントを取得し得る。
【００５３】
　第１のタイムラインユニット１と第２のタイムラインユニット２は各々第１のタイムラ
イン及び第２のタイムラインの点に沿って関連する絶対時間の表示を表示するように構成
され得る。関連する絶対時間はタイムラインのその点によってあらわされる時点をあらわ
す。
【００５４】
　図３はタイムライン上に時間ベースのイベントを表示する方法を図示する。ステップ３
０１は第１の開始時間と第１の終了時間によって境界される第１の時間セグメント内の第
１の複数のイベントを示す第１のタイムラインを表示する。ステップ３０２は第２の開始
時間と第２の終了時間によって境界される第２の時間セグメント内の第２の複数のイベン
トを示す第２のタイムラインを表示し、第１のタイムラインと第２のタイムラインは同じ
スケールで表示される。ステップ３０３はユーザが表示された時間セグメントへの変更を
指示することを可能にする。ステップ３０４は指示された変更に基づいて更新された第１
の時間セグメントと更新された第２の時間セグメントを決定し、第１のタイムラインのス
ケールを第２のタイムラインのスケールと等しく維持し、第１の時間セグメントと第２の
時間セグメントの間のオフセットを一定に維持する。ステップ３０５は更新された時間セ
グメントに従って表示されたタイムラインを更新する。ステップ３０３，３０４及び３０
５は必要なだけ頻繁に繰り返され得る。方法はコンピュータプログラムを用いて実施され
得る。
【００５５】
　本明細書に記載のシステムと方法はより多くのタイムラインで拡張され得る。これらの
タイムラインは本明細書でより詳細に記載される二つのタイムラインと同様の方法で同期
され得る。例えば、三つ以上のタイムラインにおいて表示される時間セグメント間のオフ
セットとスケールはユーザが時間セグメントを変更するときに一定に維持され得る。
【００５６】
　本発明はコンピュータプログラム、特に本発明を実現するように構成されるキャリアの
上若しくは中のコンピュータプログラムにも当てはまることが理解される。プログラムは
ソースコード、オブジェクトコード、部分的にコンパイルされた形式などのコード中間ソ
ース及びオブジェクトコードの形式で、若しくは本発明にかかる方法の実施における使用
に適した任意の他の形式であり得る。かかるプログラムは多くの異なるアーキテクチャデ
ザインを持ち得ることもまた理解される。例えば、本発明にかかる方法若しくはシステム
の機能を実施するプログラムコードは一つ以上のサブルーチンに分割され得る。これらの
サブルーチン間で機能を分散させる多くの異なる方法が当業者に明らかである。サブルー
チンは自己完結型プログラムを形成するように一つの実行可能ファイルに一緒に記憶され
得る。かかる実行可能ファイルはコンピュータ実行可能命令、例えばプロセッサ命令及び
／又はインタープリタ命令（例えばＪａｖａインタープリタ命令）を有し得る。代替的に
、サブルーチンの一つ以上若しくは全部が少なくとも一つの外部ライブラリファイルに記
憶され、静的に若しくは動的に、例えばランタイムで、メインプログラムとリンクされ得
る。メインプログラムはサブルーチンの少なくとも一つへの少なくとも一つのコールを含
む。サブルーチンは互いへのコールも有し得る。コンピュータプログラム製品に関する実
施形態は本明細書に記載の方法の少なくとも一つの各処理ステップに対応するコンピュー
タ実行可能命令を有する。これらの命令はサブルーチンに分割され得るか、及び／又は静
的に若しくは動的にリンクされ得る一つ以上のファイルに記憶され得る。コンピュータプ
ログラム製品に関連する別の実施形態は本明細書に記載のシステム及び／又は製品の少な
くとも一つの各手段に対応するコンピュータ実行可能命令を有する。これらの命令はサブ
ルーチンに分割され得るか及び／又は静的に若しくは動的にリンクされ得る一つ以上のフ
ァイルに記憶され得る。
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【００５７】
　コンピュータプログラムのキャリアはプログラムを担持することができる任意のエンテ
ィティ若しくはデバイスであり得る。例えば、キャリアはＲＯＭ，例えばＣＤ　ＲＯＭ若
しくは半導体ＲＯＭなどの記憶媒体、又は磁気記録媒体、例えばフラッシュドライブ若し
くはハードディスクを含み得る。さらに、キャリアは電気若しくは光学ケーブルを介して
又は無線若しくは他の手段によって伝達され得る、電気若しくは光学信号などの伝播性キ
ャリアであり得る。プログラムがかかる信号で具体化されるとき、キャリアはかかるケー
ブル又は他のデバイス若しくは手段によって構成され得る。代替的に、キャリアは中にプ
ログラムが埋め込まれる集積回路であり得、集積回路は関連する方法を実行する、又は関
連する方法の実行において使用されるように構成される。
【００５８】
　上述の実施形態は本発明を限定するのではなく例示するものであり、当業者は添付のク
レームの範囲から逸脱することなく多くの代替的な実施形態を設計することができること
が留意されるべきである。クレームにおいて、括弧の間に置かれる任意の参照符号はクレ
ームを限定するものと解釈されてはならない。動詞"有する"とその活用の使用はクレーム
に列挙したもの以外の要素若しくはステップの存在を除外しない。ある要素に先行する冠
詞"ａ"若しくは"ａｎ"はかかる要素の複数の存在を除外しない。本発明は複数の個別要素
を有するハードウェアを用いて、及び適切にプログラムされたコンピュータを用いて実施
され得る。複数の手段を列挙する装置クレームにおいて、これら手段のいくつかはハード
ウェアの一つの同じ項目によって具体化され得る、特定手段が相互に異なる従属クレーム
に列挙されるという単なる事実はこれら手段の組み合わせが有利に使用されることができ
ないことを示すものではない。

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図２】
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