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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　実施が予定される手術の予定時刻に関するユーザの入力を取得する手術予定入力端末と
、
　前記手術の内容の実際の実施時刻に関するユーザの入力を取得する実施入力端末と、
　前記予定時刻および前記実施時刻を管理する予定管理サーバと、
　前記予定時刻および前記実施時刻を表示する予定表示端末と、を備え、
　前記手術予定入力端末は、前記予定時刻として手術の開始予定時刻および終了予定時刻
を前記予定管理サーバへ送信し、
　前記実施入力端末は、前記実施時刻として、手術室への在室開始を示す在室開始時刻お
よび在室終了を示す在室終了時刻と、麻酔の開始を示す麻酔開始時刻および麻酔の終了を
示す麻酔終了時刻と、執刀の開始を示す執刀開始時刻および執刀の終了を示す執刀終了時
刻と、を前記予定管理サーバに送信し、
　前記予定管理サーバは、同じ手術に関する前記予定時刻と前記実施時刻とを対応付けて
保持するとともに、前記予定表示端末から取得要求を受信したときにその取得要求のあっ
た手術に関する前記予定時刻および前記実施時刻を前記予定表示端末へ返信し、
　前記予定表示端末は、ユーザの指示に基づいて前記予定管理サーバへ取得要求を送信し
、その取得要求に応じて前記予定管理サーバから前記予定時刻と前記実施時刻とを受信し
、受信した前記実施時刻に基づき、麻酔開始時刻と執刀開始時刻との差を執刀前の麻酔時
間として、執刀開始時刻と執刀終了時刻との差異を執刀時間として、執刀終了時刻と麻酔
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終了時刻との差を麻酔覚醒時間としてそれぞれ算出し、受信した前記予定時刻と、算出さ
れた前記麻酔時間、執刀時間、および麻酔覚醒時間を含む前記実施時刻とを対比する形式
で表示することを特徴とする手術予定表示システム。
【請求項２】
　前記予定表示端末は、手術の前記開始予定時刻から前記終了予定時刻までを示す手術予
定時間を図形により表示する予定時間表示と、前記実施時刻に基づいて定まる前記手術の
実施時間を図形により表示する手術時間表示とを同一の時間軸を有する座標系において並
列して表示することを特徴とする請求項１に記載の手術予定表示システム。
【請求項３】
　前記予定表示端末は、複数の手術室の各々における手術の予定を表示する欄であって、
同一の時間軸を有する座標系において並列する複数の手術室予定欄のうちの一つに、同じ
手術に関する前記予定時間表示と前記手術時間表示とを並列して表示することを特徴とす
る請求項２に記載の手術予定表示システム。
【請求項４】
　前記実施入力端末は、前記実施時刻として、前記手術に含まれる項目ごとに実施開始時
刻および実施終了時刻の少なくともいずれかを前記予定管理サーバへ送信し、
　前記予定表示端末は、手術における前記開始予定時刻から前記終了予定時刻までを示す
手術予定時間を図形により表示する予定時間表示と、前記実施時刻に基づいて定まる前記
項目の実施時間を図形により表示する実施時間表示とを同一の時間軸を有する座標系にお
いて並列して表示することを特徴とする請求項１に記載の手術予定表示システム。
【請求項５】
　前記手術に含まれる項目は、麻酔または麻酔覚醒を含み、
　前記予定表示端末は、麻酔または麻酔覚醒の実施時間表示と、手術の実施時間表示とを
同一の時間軸を有する座標系において並列して表示することを特徴とする請求項４に記載
の手術予定表示システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、手術予定表示システムに関し、特に手術の予定を管理する手術予定表示シス
テムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、近年の医療施設はコンピュータを医療においても使用し、目的に応じた医療用
のデータや医療用ソフトウエアなどを使用することにより、効率的かつ的確な医療の実現
を図っている。このようにコンピュータを使った医療システムとして、ネットワークを使
って医療に関連する情報を共有する医療システムが知られている。たとえば特許文献１で
は、手術に関する必要な情報を依頼元の医療機関から取得するとともに、この情報に基づ
いて適当な手術室の候補をデータベースから検索する手術サービスセンターが提案されて
いる。また、たとえば特許文献２では、入力された医療行為の種類に応じた基本オーダお
よび文書の集合体をライブラリから抽出し、抽出された基本オーダに日付を付加して医療
関係者へ一括発注する多系統オーダ一括処理システムが提案されている。また、たとえば
特許文献３では、患者への医療行為に関する予定を含むクリニカルパス情報をオーダ情報
に変換し、変換したオーダ情報を関連する医療部門へ送信する病院情報システムが提案さ
れている。また、たとえば特許文献４では、計測した医療行為時間を利用して医師間や病
院間の分業体制を構築する医療行為時間測定システムが提案されている。また、たとえば
特許文献５では、操作入力部および遠隔動作部の制御情報に添えて記録されているタイム
コードを基に操作入力部や遠隔動作部の治療動作が同調させて再現させて実現する手術支
援装置が提案されている。
【特許文献１】特表２００２－０２７５７８号公報
【特許文献２】特開平９－４４５７９号公報
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【特許文献３】特開２００５－１５７５６０号公報
【特許文献４】特開２００４－３１８７５１号公報
【特許文献５】特開２００２－２７２７５８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかし、手術は予定通り実施することができない場合も多く、同一の手術室において同
日に複数の手術が予定されている場合は、一つの手術が予定通りに実施することができな
いことにより、他の手術にも影響を与える可能性がある。このため、コンピュータに登録
された手術の予定に関する情報を有効に利用し、実際の手術の実績を的確に管理する技術
が強く求められている。
【０００４】
　本発明はこうした課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、手術の予定に対する
実績を的確に管理することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するために、本発明のある態様の手術予定表示システムは、実施が予定
される手術の予定時刻に関するユーザの入力を取得する手術予定入力端末と、手術の内容
の実際の実施時刻に関するユーザの入力を取得する実施入力端末と、予定時刻および実施
時刻を管理する予定管理サーバと、予定時刻および実施時刻を表示する予定表示端末と、
を備える。手術予定入力端末は、予定時刻として手術の開始予定時刻および終了予定時刻
を予定管理サーバへ送信し、実施入力端末は、実施時刻として、手術の内容が実施される
実際の開始タイミングを示す実施開始時刻および終了タイミングを示す実施終了時刻のう
ち少なくともいずれかを予定管理サーバに送信し、予定管理サーバは、同じ手術に関する
予定時刻と実施時刻とを対応付けて保持するとともに、予定表示端末から取得要求を受信
したときにその取得要求のあった手術に関する予定時刻および実施時刻を予定表示端末へ
返信し、予定表示端末は、ユーザの指示に基づいて予定管理サーバへ取得要求を送信し、
その取得要求に応じて予定管理サーバから受信した予定時刻と実施時刻とを対比する形式
で表示する。この態様によれば、手術の内容の予定と実績を対比して確認することができ
るため、ユーザは手術の内容の予定に対する実績を容易に把握することが可能となる。な
お、手術予定入力端末と手術予定表示端末とが同一の端末であってもよい。
【０００６】
　予定表示端末は、手術の開始予定時刻から終了予定時刻までを示す手術予定時間を図形
により表示する予定時間表示と、実施時刻に基づいて定まる手術の実施時間を図形により
表示する手術時間表示とを同一の時間軸を有する座標系において並列して表示してもよい
。この態様によれば、手術の予定および実績を、図形により同一の時間軸を有する座標系
において確認することができるため、ユーザは手術の予定に対する実績を迅速かつ容易に
把握することができる。
【０００７】
　予定表示端末は、複数の手術室の各々における手術の予定を表示する欄であって、同一
の時間軸を有する座標系において並列する複数の手術室予定欄のうちの一つに、同じ手術
に関する予定時間表示と手術時間表示とを並列して表示してもよい。この態様によれば、
複数の手術室における手術の予定と実績とを同一の時間軸を有する座標系において確認す
ることができるため、ユーザは複数の手術室における手術の予定に対する実績を容易に把
握することができる。
【０００８】
　実施入力端末は、実施時刻として、手術に含まれる項目ごとに実施開始時刻および実施
終了時刻の少なくともいずれかを予定管理サーバへ送信し、予定表示端末は、手術におけ
る開始予定時刻から終了予定時刻までを示す手術予定時間を図形により表示する予定時間
表示と、実施時刻に基づいて定まる項目の実施時間を図形により表示する実施時間表示と
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を同一の時間軸を有する座標系において並列して表示してもよい。この態様によれば、手
術の予定および手術に含まれる項目の実績を、図形により同一の時間軸を有する座標系に
おいて確認することができるため、ユーザは手術の予定に対する、手術に含まれる項目の
実績を迅速かつ容易に把握することができる。
【０００９】
　手術に含まれる項目は、麻酔または麻酔覚醒を含み、予定表示端末は、麻酔または麻酔
覚醒の実施時間表示と、手術の実施時間表示とを同一の時間軸を有する座標系において並
列して表示してもよい。この態様によれば、手術における麻酔または麻酔覚醒の時間と手
術の時間とを容易に比較することが可能となる。
【００１０】
　実施入力端末は、ユーザの入力を取得した時刻を、手術の開始タイミングを示す実施開
始時刻または手術の終了タイミングを示す実施終了時刻として、予定管理サーバへ送信し
てもよい。この態様によれば、実施開始時刻または実施終了時刻を容易に取得することが
できる。
【００１１】
　手術における実施内容の実施開始時刻から実施終了時刻までの時間を手術時間とした場
合に、１つの手術室の利用可能時間において１つの手術室で実施される手術の手術時間の
合計を、１つの手術室の利用可能時間で割った値である稼働率を算出し、算出した稼働率
を表示してもよい。この態様によれば、取得した予定情報および実施情報を有効に利用し
て手術室の管理をすることができ、効率的な手術室の運営を可能とすることができる。
【００１２】
　なお、以上の構成要素の任意の組合せや、本発明の構成要素や表現をコンピュータプロ
グラム、コンピュータプログラムを格納した記録媒体などの間で相互に置換したものもま
た、本発明の態様として有効である。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の手術予定表示システムによれば、手術の予定に対する実績を的確に管理するこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　本発明の実施形態を具体的に説明する前に、まず本実施形態にかかる手術予定表示シス
テムについて簡単に述べる。本実施形態にかかる手術予定表示システムは、実施が予定さ
れる手術の予定時刻に関するユーザの入力を取得するＰＣ１２０と、手術の内容の実際の
実施時刻に関するユーザの入力を取得する携帯端末１４０と、予定時刻および実施時刻を
管理するネットワークサーバ１１０と、予定時刻および実施時刻を表示するＰＣ１２０と
、を備える。
【００１５】
　ＰＣ１２０は、予定時刻として手術の開始予定時刻および終了予定時刻を予定管理サー
バへ送信し、携帯端末１４０は、実施時刻として、手術の内容が実施される実際の開始タ
イミングを示す実施開始時刻および終了タイミングを示す実施終了時刻のうち少なくとも
いずれかを予定管理サーバに送信し、ネットワークサーバ１１０は、同じ手術に関する予
定時刻と実施時刻とを対応付けて保持するとともに、予定表示端末から取得要求を受信し
たときにその取得要求のあった手術に関する予定時刻および実施時刻を予定表示端末へ返
信し、ＰＣ１２０は、ユーザの指示に基づいて予定管理サーバへ取得要求を送信し、その
取得要求に応じて予定管理サーバから受信した予定時刻と実施時刻とを対比する形式で表
示する。
【００１６】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態（以下、「実施形態」という。）について詳
細に説明する。
【００１７】
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（第１の実施形態）
　図１は、第１の実施形態に係る手術予定表示システム１００を含む情報管理システム２
００の全体構成図である。情報管理システム２００は、情報管理部１６０、および情報管
理部１６０とインターネット１５０を介して接続される手術予定表示システム１００など
により構成される。
【００１８】
　手術予定表示システム１００は、ネットワークサーバ１１０、ＰＣ１２０、携帯端末１
４０などを有する。ネットワークサーバ１１０は手術予定表示システム１００外部の情報
管理部１６０とインターネット１５０を通じて接続されている。インターネット１５０は
、ネットワークサーバ１１０、ＰＣ１２０、および携帯端末１４０の各々の機器情報や更
新情報を管理する。ネットワークサーバ１１０は、第１ＰＣ１２０Ａや第２ＰＣ１２０Ｂ
など、複数のＰＣ１２０に、データおよびプログラムの送受信が可能に有線により接続さ
れている。
【００１９】
　第１携帯端末１４０Ａ、第２携帯端末１４０Ｂ、および第３携帯端末１４０Ｃなどの複
数の携帯端末１４０は、第１ＰＣ１２０Ａに無線ＬＡＮ（Local Area Network）によって
接続されている。によって無線により接続されており、データおよびプログラムの送受信
が可能になっている。また、第４携帯端末１４０Ｄ、第５携帯端末１４０Ｅ、および第６
携帯端末１４０Ｆなどの複数の携帯端末１４０は、第２ＰＣ１２０Ｂに、同様に無線ＬＡ
Ｎによって接続されている。したがって、ネットワークサーバ１１０、複数のＰＣ１２０
、および複数の携帯端末１４０によってネットワークが構成され、各々のＰＣ１２０、お
よび各々の携帯端末１４０は、データまたはプログラムを、ネットワークサーバ１１０を
介して相互に送受信することが可能となっている。ＰＣ１２０は、たとえば病院内の各診
療科のナースステーションや異なる病棟に設置される。また、携帯端末１４０は、たとえ
ば各手術室で使用される。なお、ＰＣ１２０のいずれかがネットワークサーバ１１０の機
能を有していてもよいことは勿論である。
【００２０】
　図２は、第１の実施形態に係る手術予定表示システム１００の全体構成図である。携帯
端末１４０は、本体に送信部１０、受信部１２、記憶部１４、タイマ１６、実施情報取得
部１８、表示データ生成部２０、ディスプレイ２２、手術オーダ取得部２６を有し、本体
以外にスタイラスペン２４を有する。
【００２１】
　記憶部１４は、手術オーダ情報や実施情報などのデータやプログラムを格納する。手術
オーダ情報は、手術の予定に関する予定情報として利用される情報であり、患者ＩＤ、患
者名、患者の性別、年齢、などの患者情報が含まれる。また、手術予定日時、予定時間、
手術室、診療科、病名、術式、併存症、麻酔種類、医師、看護師、予想出血量、準備品な
ど、手術に必要な手術情報も含まれる。その他、入外区分、患者が入院する病棟名、オー
ダ種別なども含まれる。
【００２２】
　実施情報は、手術の内容の実施状況を示す情報であり、たとえば手術開始時刻、手術終
了時刻、または手術時間を含む。また、実施情報は、在室、麻酔、執刀、麻酔覚醒などの
手術における実施項目の実施状況を示す情報であり、たとえば、入室時刻、退出時刻、麻
酔開始時刻、麻酔終了時刻、執刀開始時刻、執刀終了時刻、麻酔覚醒開始時刻、または麻
酔覚醒終了時刻が含まれる。
【００２３】
　送信部１０は、記憶部１４に格納された実施情報などのデータを、携帯端末１４０から
外部に無線で送信する。受信部１２は、携帯端末１４０の外部から無線で送信された実施
情報などのデータを受信する。記憶部１４は、受信した手術オーダ情報などのデータを格
納する。タイマ１６は、現在時刻を計測する現在時刻計測部として機能する。
【００２４】
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　ディスプレイ２２は、タッチパネル式の液晶ディスプレイであり、画像を表示すると共
にスタイラスペン２４によってユーザによる入力が可能となっている。スタイラスペン２
４は、先端が丸みを帯びたペン状の部材であり、ユーザは、スタイラスペン２４の先端を
ディスプレイ２２の表面に押し当て、ディスプレイ２２は押し当てられた座標を検出する
ことによってユーザによる入力を検出する。実施情報取得部１８は、ユーザによってディ
スプレイ２２に入力された実施情報を取得する。手術オーダ取得部２６は、ユーザによっ
てディスプレイ２２に入力された手術オーダ情報、またはネットワークサーバ１１０やＰ
Ｃ１２０から送信された手術オーダ情報を取得する。表示データ生成部２０は、ディスプ
レイ２２に表示する表示データを生成する。
【００２５】
　ＰＣ１２０は、ＰＣ本体２８、ディスプレイ５０、マウス４６、およびキーボード４８
などによって構成される。ＰＣ本体２８は、ディスプレイ５０、マウス４６、およびキー
ボード４８にそれぞれ接続される。
【００２６】
　ＰＣ本体２８は、送信部３０、受信部３２、記憶部３４、演算部３６、手術オーダ取得
部３８、実施情報取得部４０、表示データ生成部４２、タイマ４４などを有する。記憶部
３４は、手術オーダ情報や実施情報などのデータを格納する。送信部３０は、記憶部３４
に格納された手術オーダ情報などのデータを、ＰＣ１２０から外部に無線で送信する。ま
た、送信部３０は、記憶部３４に格納された手術オーダ情報や実施情報などのデータを、
ネットワークケーブルを通じてネットワークサーバ１１０に送信する。受信部３２は、ネ
ットワークサーバ１１０から送信された手術オーダ情報、または携帯端末１４０から無線
で送信された実施情報などのデータを受信する。受信した手術オーダ情報や実施情報など
のデータは、記憶部１４に格納される。
【００２７】
　演算部３６は、後述する稼働率の演算など、様々な演算を実行する。マウス４６および
キーボード４８は、ユーザへのＰＣ本体２８への入力を受け付ける。手術オーダ取得部３
８は、マウス４６またはキーボード４８を使ってユーザによって入力された手術オーダ情
報を取得する。また、手術オーダ取得部３８は、ネットワークサーバ１１０から手術オー
ダ情報を受信することによって、手術オーダ情報を取得する。手術オーダ取得部３８によ
って取得された手術オーダ情報は、記憶部３４に格納される。
【００２８】
　実施情報取得部４０は、携帯端末１４０から実施情報を受信することによって、実施情
報を取得する。また、実施情報取得部４０は、マウス４６またはキーボード４８を使って
ユーザにより入力された実施情報を取得する。実施情報取得部４０によって取得された実
施情報は、記憶部３４に格納される。
【００２９】
　表示データ生成部４２は、記憶部３４に格納された手術オーダ情報および実施情報を利
用してディスプレイ５０に表示する表示データを生成する。生成された表示データはディ
スプレイ５０に入力され、ディスプレイ５０は、入力された表示データを表示する。
【００３０】
　ネットワークサーバ１１０は、記憶部６２、受信部６４、および送信部６６を有してい
る。受信部６４は、ＰＣ１２０から送信された手術オーダ情報や実施情報などのデータを
受信する。記憶部６２は、受信部６４によって受信された手術オーダ情報または実施情報
などのデータを格納する。送信部６６は、受信部６４に格納された手術オーダ情報または
実施情報などのデータをＰＣ１２０に送信する。
【００３１】
　このようにネットワークサーバ１１０に手術オーダ情報および実施情報が登録されるこ
とによって、異なるＰＣ１２０の間においても、手術オーダ情報および実施情報を共有す
ることができる。たとえば、ユーザによってＰＣ１２０に手術オーダ情報が入力された場
合、ＰＣ１２０は、入力された手術オーダ情報を取得し、ネットワークサーバ１１０に送
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信する。ネットワークサーバ１１０の記憶部６２は、受信した手術オーダ情報を格納する
。ネットワークサーバ１１０は、記憶部６２に格納された手術オーダ情報を、手術オーダ
情報が入力されたＰＣ１２０と別のＰＣ１２０に送信することができ、またＰＣ１２０を
介して携帯端末１４０にも送信することができる。これによって、手術オーダ情報が入力
されたＰＣ１２０と異なるＰＣ１２０や携帯端末１４０においても、手術オーダ情報また
は実施情報を参照することが可能となる。
【００３２】
　図３は、第１の実施形態に係るオーダ登録画面２０２を示す図である。オーダ登録画面
２０２上方にはオーダ登録タブ２５６および一覧表示タブ２５８が表示されており、オー
ダ登録タブ２５６がマウス４６によってクリックされて選択されることによって、オーダ
登録画面２０２が表示される。ユーザは、オーダ登録画面２０２において、患者ＩＤ、患
者カナ名、患者漢字名、性別、年齢、入外区分、病棟名、オーダ種別、手術予定日時、予
定時間、手術室、診療科、病名、術式、併存症、麻酔種類、医師、看護師、予想出血量、
準備品など、手術の予定に関する予定情報としての手術オーダ情報を入力することができ
る。オーダ登録画面２０２の左上には、患者ＩＤ入力欄２０４、患者カナ名入力欄２０６
、患者漢字名入力欄２０８、年齢入力欄２１２、性別入力欄２１４、入外区分入力欄２１
６、病棟入力欄２１８が表示される。
【００３３】
　ユーザは、患者ＩＤ入力欄２０４をクリックして入力可能状態とすることにより、患者
ＩＤを入力することができる。ユーザにより入力された患者ＩＤは、患者ＩＤ入力欄２０
４に表示される。ユーザは、患者カナ名入力欄２０６をクリックして入力可能状態とする
ことにより、患者カナ名を入力することができる。入力された患者カナ名は、患者カナ名
入力欄２０６に表示される。ユーザは、患者漢字名入力欄２０８をクリックして入力可能
状態とすることにより、患者漢字名を入力することができる。入力された患者漢字名は、
患者漢字名入力欄２０８に表示される。したがって、患者カナ名入力欄２０６および患者
漢字名入力欄２０８はユーザによる患者名の入力を受け付ける患者名入力部として機能し
、入力された患者漢字名および患者カナ名は患者名として手術予定表示システム１００に
おいて利用される。
【００３４】
　性別入力欄２１４はプルダウンメニューとされており、ユーザは、性別入力欄２１４を
クリックして男性を示す「Ｍ」または女性を示す「Ｆ」、「Ｕｎｋｎｏｗｎ」、または空
白のいずれかをさらにクリックして選択することにより、患者の性別を入力することがで
きる。入力された患者の性別は性別入力欄２１４に表示される。ユーザは、年齢入力欄２
１２をクリックして入力可能状態とすることにより、患者の年齢を入力することができる
。入力された患者の年齢は年齢入力欄２１２に表示される。
【００３５】
　入外区分入力欄２１６はプルダウンメニューとされており、ユーザは、入外区分入力欄
２１６をクリックして「入院」または「外来」をさらにクリックして選択することにより
、入院または外来を示す入外区分を入力することができる。入力された入外区分は入外区
分入力欄２１６に表示される。病棟入力欄２１８はプルダウンメニューとされており、ユ
ーザは、病棟入力欄２１８をクリックし、さらに病棟名をクリックして選択することによ
り、患者が入院している病棟名を入力することができる。入力された病棟名は病棟入力欄
２１８に表示される。
【００３６】
　オーダ登録画面２０２の左下には、オーダ種別入力欄２２０、手術予定日時入力欄２２
２、ＯｎＣａｌｌ入力ボックス２２４、予定時間入力欄２２６、手術室入力欄２２８、診
療科入力欄２３０、病名入力欄２３２、術式入力欄２３４、併存症入力欄２３６、麻酔種
類入力欄２３８、医師入力欄２４０、看護師入力欄２４２、予想出血量入力欄２４４が表
示される。
【００３７】
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　オーダ種別入力欄２２０はブルダウンメニューとされており、ユーザは、オーダ種別入
力欄２２０をクリックし、さらにオーダ種別をクリックして選択することにより、オーダ
種別を入力することができる。入力されたオーダ種別はオーダ種別入力欄２２０に表示さ
れる。
【００３８】
　手術予定日時入力欄２２２は、日付入力欄２２２ａ、時間入力欄２２２ｂ、および分入
力欄２２２ｃによって構成される。ユーザは、日付入力欄２２２ａをクリックして手術予
定日入力画面（図示せず）を表示することにより、手術予定日を入力することができる。
入力された手術予定部は日付入力欄２２２ａに表示される。時間入力欄２２２ｂはブルダ
ウンメニューとされており、ユーザは、時間入力欄２２２ｂをクリックして、さらにゼロ
から２４までの数字をクリックして選択することにより、手術予定時間を入力することが
できる。入力された手術予定時間は時間入力欄２２２ｂに表示される。分入力欄２２２ｃ
はプルダウンメニューとされており、ユーザは分入力欄２２２ｃをクリックし、さらに所
定間隔毎に設定された数字をクリックして選択することにより、手術予定分を入力するこ
とができる。入力された手術予定分は分入力欄２２２ｃに表示される。なお、ＯｎＣａｌ
ｌを指定したい場合は、ユーザは、ＯｎＣａｌｌ入力ボックス２２４のチェックボックス
をチェックすることによりＯｎＣａｌｌを指定することができる。
【００３９】
　このように、ユーザは、手術予定日時入力欄２２２に手術予定日時を入力することがで
きる。したがって、手術予定日時入力欄２２２は、同じオーダ登録画面２０２によって登
録される手術におけるユーザによる手術開始予定時刻の入力を受け付ける手術開始予定時
刻の入力受付表示として機能し、入力された手術予定日時は、手術予定表示システム１０
０において、同じオーダ登録画面２０２によって登録される手術における手術開始予定時
刻として利用される。
【００４０】
　予定時間入力欄２２６は、時間入力欄２２６ａおよび分入力欄２２６ｂによって構成さ
れる。時間入力欄２２６ａはプルダウンメニューとされており、ユーザは、時間入力欄２
２６ａをクリックし、さらに数字を選択することにより、予定時間を入力することができ
る。入力された予定時間は、時間入力欄２２６ａに表示される。分入力欄２２６ｂはプル
ダウンメニューとされており、ユーザは、分入力欄２２６ｂをクリックし、さらに所定時
間間隔毎に設定された数字をクリックして選択することにより、予定分を入力することが
できる。入力された予定分は、分入力欄２２６ｂに表示される。
【００４１】
　このように、ユーザは、予定時間入力欄２２６に予定時間を入力することができる。し
たがって、予定時間入力欄２２６は、同じオーダ登録画面２０２によって登録される手術
におけるユーザによる手術予定時間の入力を受け付ける手術予定時間の入力受付表示とし
て機能し、入力された予定時間は、手術予定表示システム１００において手術予定時間と
して利用される。また、手術予定日時入力欄２２２および予定時間入力欄２２６に入力す
ることにより、ユーザは、手術終了予定時刻を入力することができる。したがって、手術
予定日時入力欄２２２および予定時間入力欄２２６は、同じオーダ登録画面２０２によっ
て登録される手術におけるユーザによる手術終了予定時刻の入力を受け付ける手術終了予
定時刻の入力受付表示として機能し、手術開始予定時刻に手術予定時間を加算した時刻は
、手術予定表示システム１００において手術終了予定時刻として利用される。
【００４２】
　手術室入力欄２２８はプルダウンメニューとされており、ユーザは、手術室入力欄２２
８をクリックして、さらに手術室をクリックして選択することにより、手術室を入力する
ことができる。選択された手術室は手術室入力欄２２８に表示される。したがって、手術
室入力欄２２８は、手術室の入力受付表示として機能する。
【００４３】
　診療科入力欄２３０はプルダウンメニューとされており、ユーザは、診療科入力欄２３
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０をクリックし、いずれかの診療科をクリックして選択することにより、診療科を入力す
ることができる。入力された診療科は診療科入力欄２３０に表示される。ユーザは、病名
入力欄２３２をクリックして入力可能状態とすることにより、病名を入力することができ
る。入力された病名は病名入力欄２３２に表示される。
【００４４】
　ユーザは、術式入力欄２３４をクリックして術式入力画面（図示せず）を表示させるこ
とにより、術式を入力することができる。したがって、術式入力欄２３４は、ユーザによ
る術式の入力を受け付ける術式の入力受付表示として機能する。入力された術式は術式入
力欄２３４に表示される。
【００４５】
　併存症入力欄２３６はプルダウンメニューとされており、ユーザは、併存症入力欄２３
６をクリックし、併存症の「あり」または「なし」をクリックして選択することにより、
併存症の存否を入力することができる。入力された併存症の存否は併存症入力欄２３６に
表示される。麻酔種類入力欄２３８はプルダウンメニューとされており、ユーザは、麻酔
種類入力欄２３８をクリックし、さらに「全身麻酔」や「局部麻酔」などの麻酔種類をク
リックして選択することにより、麻酔種類を入力することができる。入力された麻酔種類
は麻酔種類入力欄２３８に表示される。
【００４６】
　ユーザは、医師入力欄２４０をクリックして医師入力画面（図示せず）を表示させるこ
とにより、執刀医、助手、および麻酔医などの医師を入力することができる。したがって
、医師入力欄２４０は、ユーザによる執刀医、助手、および麻酔医のいずれかの医師の入
力を受け付ける医師の入力受付表示として機能し、入力された医師は手術予定表示システ
ム１００において医師情報として利用される。入力された医師は医師入力欄２４０に表示
される。
【００４７】
　ユーザは、看護師入力欄２４２をクリックして看護師入力画面（図示せず）を表示させ
ることにより、直接介助看護師および間接介助看護師などの看護師を入力することができ
る。したがって、看護師入力欄２４２は、ユーザによる直接介助看護師または間接介助看
護師のユーザによる入力を受け付ける看護師の入力受付表示として機能し、入力された直
接介助看護師または間接介助看護師などの看護師は、看護師情報として手術予定表示シス
テム１００において利用される。ユーザは、予想出血量入力欄２４４をクリックして入力
可能状態とすることにより、予想出血量を入力することができる。入力された予想出血量
は予想出血量入力欄２４４に表示される。
【００４８】
　オーダ登録画面２０２の右側には、準備品リスト欄２４８が設けられている。準備品リ
スト欄２４８には、術式入力欄２３４に入力された術式に応じた器材の器材名および数量
がリスト形式で表示される。各々の器材名にはチェックボックスが設けられており、ユー
ザはこのチェックボックスにチェックすることにより準備品として指定することができ、
チェックを外すことにより準備品から除外することができる。
【００４９】
　オーダ登録画面２０２の右下には登録ボタン２５０、キャンセルボタン２５２、クリア
ボタン２５４が設けられている。登録ボタン２５０をクリックすることにより、ユーザは
、オーダ登録画面２０２に入力した手術オーダ情報を登録することができる。登録ボタン
２５０がクリックされると、手術オーダ取得部３８は、オーダ登録画面２０２に入力され
た情報を手術オーダ情報として取得し、記憶部３４に格納する。送信部３０は、記憶部３
４に格納された手術オーダ情報をネットワークを介してネットワークサーバ１１０に送信
する。ネットワークサーバ１１０は、受信した手術オーダ情報を記憶部６２に格納する。
これにより、ＰＣ１２０において入力された手術オーダ情報がネットワークサーバ１１０
に登録され、他のＰＣ１２０において利用可能となる。登録ボタン２５０がクリックされ
ることにより、オーダ登録画面２０２は閉じられる。
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【００５０】
　ユーザによりキャンセルボタン２５２がクリックされると、手術オーダ取得部３８によ
ってオーダ登録画面２０２に入力された手術オーダ情報が登録されることなく、オーダ登
録画面２０２が閉じられる。ユーザによりクリアボタン２５４がクリックされると、オー
ダ登録画面２０２に入力された内容がクリアされる。
【００５１】
　図４は、第１の実施形態に係るリスト形式画面２６８を示す図である。リスト形式画面
２６８は、一覧表示画面２６０においてリスト形式指定ボタン２６４をクリックすること
により表示される。
【００５２】
　一覧表示画面２６０は、一覧表示タブ２５８をクリックすることにより表示される。一
覧表示画面２６０には、日付欄２６６が設けられる。日付欄２６６に表示される日付は、
デフォルトでは本日の日付とされている。日付欄２６６はプルダウンメニューとされてお
り、ユーザは、日付欄２６６をクリックし、さらに日付をクリックして選択することによ
り、一覧表示画面２６０に表示させたい手術オーダ情報の手術予定日の日付を入力するこ
とができる。入力された日付は日付欄２６６に表示される。なお、日付欄２６６の左に配
置される今日ボタンをクリックすることにより、ユーザは、本日の日付を日付欄２６６に
入力することができる。また、今日ボタンの左右両側に２つの矢印ボタンが配置される。
このうち右矢印ボタンをクリックすることにより、日付欄２６６に表示された日付の次の
日の日付を日付欄２６６に入力することができる。また、左矢印ボタンをクリックするこ
とにより、日付欄２６６に表示された日付の前の日の日付を日付欄２６６に入力すること
ができる。このように、日付欄２６６は、ユーザによりリスト形式画面２６８および後述
するスケジュール形式画面に表示する手術オーダ情報の手術予定日を指定する手術予定日
指定部として機能する。
【００５３】
　ユーザにより日付欄２６６に日付が入力された場合、送信部３０は、日付欄２６６に入
力された日付と同一の手術予定日を含む手術オーダ情報を送信するよう、ネットワークサ
ーバ１１０に取得要求を送信する。表示データ生成部４２は、ネットワークサーバ１１０
から取得した手術オーダ情報をリスト形式で同時に表示するよう、表示データを生成する
。生成された表示データはディスプレイ５０に表示される。
【００５４】
　リスト形式指定ボタン２６４がユーザによりクリックされると、送信部３０は、記憶部
６２に格納された手術オーダ情報であって、日付欄２６６に表示された日付と同一の手術
予定日が含まれる手術オーダ情報を送信するよう、ネットワークサーバ１１０に取得要求
を送信する。ネットワークサーバ１１０の送信部６６は、要求された手術オーダ情報をＰ
Ｃ１２０に返信する。ＰＣ１２０において、受信部３２はネットワークサーバ１１０から
送信された手術オーダ情報を受信し、記憶部３４は受信した手術オーダ情報を格納する。
【００５５】
　表示データ生成部４２は、記憶部３４に格納された、手術予定日が日付欄２６６に表示
された日付と同一である手術オーダ情報をリスト形式で同時にディスプレイ５０に表示す
るよう、表示データを生成する。生成された表示データはディスプレイ５０に表示される
。したがって、リスト形式指定ボタン２６４は、リスト形式画面２６８を表示させるため
のリスト形式画面表示指示部として機能する。
【００５６】
　リスト形式画面２６８には、手術室表示欄２７０、術前訪問表示欄２７２、手術ステー
タス表示欄２７４、実施入力表示欄２７６、診療科表示欄２７８、病棟表示欄２８０、患
者名表示欄２８２、性別表示欄２８４、年齢表示欄２８６、術式表示欄２８８、開始時間
表示欄２９０、予定時間表示欄２９２、執刀医表示欄２９４、助手表示欄２９６、直介看
護師表示欄２９８、間介看護師表示欄３０２、麻酔医表示欄３０４が上下方向に延在して
設けられる。
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【００５７】
　手術室表示欄２７０には、手術オーダ情報に含まれる手術室名が表示される。術前訪問
表示欄２７２には、術前訪問の完了・未完了のステータスが表示される。術前訪問が完了
している場合はチェックマークが表示され、術前訪問が未完了の場合は空白が表示される
。手術ステータス表示欄２７４には、手術のステータスが表示される。手術のステータス
が、実施前の場合は空白が表示され、在室の場合は「入室」のアイコンが表示され、麻酔
中の場合は「麻酔中」のアイコンが表示され、執刀中の場合は「手術中」のアイコンが表
示され、手術終了後の場合はチェックマークが表示され、中止の場合は「中止」のアイコ
ンが表示される。実施入力表示欄２７６には、実施入力の完了・未完了のステータスが表
示される。実施入力が干渉している場合はチェックマークが表示され、実施入力が未完了
の場合は空白が表示される。
【００５８】
　診療科表示欄２７８には、手術オーダ情報に含まれる診療科が表示される。病棟表示欄
２８０には、手術オーダ情報に含まれる病棟名、または外来である場合には「外来」が表
示される。患者名表示欄２８２には、手術オーダ情報に含まれる患者名が、「患者漢字名
（患者カナ名）」の形式で表示される。性別表示欄２８４および年齢表示欄２８６には、
手術オーダ情報に含まれる性別および年齢がそれぞれ表示される。
【００５９】
　術式表示欄２８８には、手術オーダ情報に含まれる術式が表示される。開始時間表示欄
２９０には、手術オーダ情報に含まれる手術予定日時が表示される。オーダ登録画面２０
２のＯｎＣａｌｌ入力ボックス２２４おいてＯｎＣａｌｌの指定がされている場合には、
手術予定日時の左隣にＣＡＬＬアイコンが表示される。予定時間表示欄２９２には、手術
オーダ情報に含まれる予定時間が表示される。
【００６０】
　執刀医表示欄２９４、助手表示欄２９６、直介看護師表示欄２９８、間介看護師表示欄
３０２、および麻酔医表示欄３０４には、手術オーダ情報に含まれる執刀医、助手、直接
介助看護師、間接介助看護師、麻酔医の名前がそれぞれ表示される。
【００６１】
　なお、手術室表示欄２７０から麻酔医表示欄３０４までの欄に表示されている内容は、
手術オーダ情報に対応する手術が開始されていなければ、手術オーダ情報をクリックする
ことにより更新ことができる。手術室表示欄２７０から麻酔医表示欄３０４までの欄に表
示されている内容が更新された場合、手術オーダ取得部３８は、更新された手術オーダ情
報を新たな手術オーダ情報として取得し、記憶部３４に格納すると共にネットワークサー
バ１１０に送信する。ネットワークサーバ１１０は、受信した手術オーダ情報を記憶部６
２に格納する。これによって、更新された手術オーダ情報を、他のＰＣ１２０から参照す
ることが可能となる。
【００６２】
　このように、表示データ生成部４２は、複数の手術オーダ情報の各々について、手術室
表示欄２７０から麻酔医表示欄３０４の欄に手術オーダ情報の各々の項目を同時に表示す
るよう、表示データを生成する。これにより、ユーザは、リスト形式画面２６８において
、日付欄２６６に表示された日付に予定されている複数の手術の手術オーダ情報の各々の
項目を同時に確認することができる。
【００６３】
　図５は、第１の実施形態に係るスケジュール形式画面３２０において、すべての手術の
開始前の状態を示す図である。ユーザによりスケジュール形式指定ボタン２６２がクリッ
クされることによって、表示データ生成部４２は、スケジュール形式画面３２０を表示す
るよう表示データを生成する。したがって、スケジュール形式指定ボタン２６２は、リス
ト形式画面２６８から切り替えてスケジュール形式画面３２０を表示するためのスケジュ
ール形式画面表示指示部として機能する。なお、スケジュール形式画面３２０が表示され
ると、同時にスケジュール形式画面３２０の上方に実績値表示ボタン３２２が表示される
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。
【００６４】
　スケジュール形式画面３２０の上方には、横方向に延在する時間表示部３２４が設けら
れる。時間表示部３２４の下方には、横方向に延在する帯状に形成されて並列して設けら
れる複数の手術室毎スケジュール欄３２６が設けられる。手術室毎スケジュール欄３２６
として、第１手術室から第１１手術室にそれぞれ対応する第１手術室スケジュール欄３２
６ａ及至第１１手術室スケジュール欄３２６ｊが上から順に並列して設けられる。したが
って、第１手術室スケジュール欄３２６ａ及至第１１手術室スケジュール欄３２６ｊには
、同一の時間軸によって、各々の手術室のスケジュールが表示される。なお、スケジュー
ル形式画面３２０の左端部近傍に設けられるスクロールバーを操作することにより、第１
１手術室スケジュール欄３２６ｊより下方の他の手術室毎スケジュール欄３２６を表示さ
せることができる。
【００６５】
　スケジュール形式指定ボタン２６２がクリックると、送信部３０は、日付欄２６６に表
示された日付と同一の手術予定日を含む手術オーダ情報を送信するよう、ネットワークサ
ーバ１１０に取得要求を送信する。表示データ生成部４２は、ネットワークサーバ１１０
から取得した手術オーダ情報の各々に含まれる手術開始予定時刻と手術終了予定時刻を抽
出する。表示データ生成部４２は、抽出した手術開始予定時刻と手術終了予定時刻を両端
とする予定時間表示としての予定欄３２８を生成する。具体的には、表示データ生成部４
２は、手術開始予定時刻を左辺、手術終了予定時刻を右辺とした長方形の予定欄３２８を
生成する。
【００６６】
　たとえば、手術開始予定時刻が午前９時、手術終了予定時刻が午前１１時３０分である
手術オーダ情報がある場合、表示データ生成部４２は、時間軸において午前９時を示す直
線を左辺とし、午前１１時３０分を示す直線を右辺とする長方形の第１予定欄３２８ａを
生成する。これによって、ユーザは、図形によって手術の手術開始予定時刻および手術終
了予定時刻を確認することができるので、容易に手術開始予定時刻および手術終了予定時
刻を把握することができる。
【００６７】
　また、表示データ生成部４２は、各々の予定欄３２８を、対応する手術室の手術室毎ス
ケジュール欄３２６に表示するよう、表示データを生成する。このとき、手術室毎スケジ
ュール欄３２６の各々は同一の時間軸上に設けられていることから、表示データ生成部４
２は、各々の予定欄３２８を、同一の時間軸上に、対応する手術室の手術室毎スケジュー
ル欄３２６に表示するよう、表示データを生成する。手術室毎スケジュール欄３２６の各
々は並列して配置されることから、各々の予定欄３２８は、同一の時間軸上で手術室毎に
並列して配置される。なお、表示データ生成部４２は、予定欄３２８の各々の左端部近傍
に、手術オーダ情報に含まれる診療科毎に配色を異ならせて表示する色表示領域を表示す
るよう、表示データを生成する。なお、色表示領域は予定欄３２８に隣接されていてもよ
い。また、予定欄３２８は、診療科毎に設定された図形により、診療科が区別できるよう
になっていてもよい。
【００６８】
　たとえば、本図に示される例では、表示データ生成部４２は、第１手術室で実施される
予定の手術の手術オーダ情報として、第１予定欄３２８ａおよび第２予定欄３２８ｂを、
第１手術室スケジュール欄３２６ａに表示するよう表示データを生成する。また、第２手
術室で実施される予定の手術オーダ情報として、第３予定欄３２８ｃ、第４予定欄３２８
ｄ、第５予定欄３２８ｅ、および第６予定欄３２８ｆを、第１予定欄３２８ａおよび第２
予定欄３２８ｂと同一の時間軸において第２手術室スケジュール欄３２６ｂに表示するよ
う表示データを生成する。表示データ生成部４２は、他の各々の予定欄３２８も、対応す
る手術室の手術室毎スケジュール欄３２６に同一の時間軸上に表示するよう表示データを
生成する。これによって、ユーザは、複数の手術室において実施される手術の予定を容易
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に把握することができる。
【００６９】
　なお、ユーザは、予定欄３２８をドラッグアンドドロップすることにより、手術開始予
定時刻および手術終了予定時刻を変更することができる。したがって、予定欄３２８自体
が、手術開始予定時刻の入力受付表示および手術終了予定時刻の入力受付表示として機能
する。また、ユーザは、マウス４６を用いて予定欄３２８の左右の端部をドラッグするこ
とにより、手術開始予定時刻または手術終了予定時刻を変更することができる。したがっ
て、予定欄３２８の左端部は手術開始予定時刻の入力受付表示として機能し、予定欄３２
８の右端部は手術終了予定時刻の入力受付表示として機能する。また、予定欄３２８を他
の手術室毎スケジュール欄３２６にドラッグアンドドロップすることにより、予定欄３２
８の手術オーダ情報に含まれる手術室を変更することができる。したがって、予定欄３２
８自体が、手術室の入力受付表示として機能する。また、入力受付表示をクリックやドラ
ッグアンドドロップするためのマウス４６、および入力受付表示にキー入力するためのキ
ーボード４８は、これらの入力受付表示を利用して入力するための入力部として機能する
。なお、予定欄３２８の移動により変更された手術開始予定時刻、手術終了予定時刻、手
術室に関する情報は、ＰＣ１２０の送信部３０から、ネットワークケーブルを介してネッ
トワークサーバ１１０に送信され、記憶部１３に格納される。
【００７０】
　表示データ生成部４２は、長方形に形成された各々の予定欄３２８の内部に、手術オー
ダ情報に含まれる患者名、術式、執刀医、直接介助看護師、および間接介助看護師を表示
するよう、表示データを生成する。これにより、ユーザは予定欄３２８の各々の患者名、
術式、執刀医、直接介助看護師、および間接介助看護師を容易に把握することができる。
【００７１】
　なお、ユーザにより、予定欄３２８の上にマウス４６のカーソルが位置するように操作
されることにより、表示データ生成部４２は、カーソルが重ねられた予定欄３２８の手術
オーダ情報に関する手術オーダ情報画面を、その予定欄３２８の一部に重ねて表示するよ
うに、表示データを生成する。手術オーダ情報画面には、手術オーダ情報に含まれる診療
科、病棟名、患者ＩＤ、患者漢字名、患者カナ名、性別、年齢、術式、執刀医、助手、直
接介助看護師、間接介助看護師、麻酔医、技師、手術開始時刻、ＯｎＣａｌｌ指定有無、
手術予定時間が表示される。これによって、ユーザは、スケジュール形式画面３２０に表
示された予定欄３２８の詳細な手術オーダ情報を容易に確認することができる。
【００７２】
　予定欄３２８の各々には、ダイレクト編集ボタン３２７が設けられる。ユーザは、ダイ
レクト編集ボタン３２７をクリックすることにより、手術オーダ情報入力画面（図示せず
）を表示させることができ、この手術オーダ情報入力画面に手術オーダ情報を入力するこ
とにより、クリックした予定欄３２８に対応する手術オーダ情報を更新することができる
。ダイレクト編集ボタン３２７がユーザによりクリックされ、手術オーダ情報が更新され
た場合、手術オーダ取得部３８は、更新された手術オーダ情報を新たな手術オーダ情報と
して取得し、記憶部３４に格納すると共にネットワークサーバ１１０に送信する。ネット
ワークサーバ１１０は、受信した手術オーダ情報を記憶部６２に格納する。これによって
、更新された手術オーダ情報を、他のＰＣ１２０から参照することが可能となる。
【００７３】
　表示データ生成部４２は、タイマ４４から取得した現在時刻を、スケジュール形式画面
３２０に表示する。このとき、手術室毎スケジュール欄３２６の各々は同一の時間軸上に
配置されることから、表示データ生成部４２は、タイマ４４から取得した現在時刻を、ス
ケジュール形式画面３２０の上下方向に伸びる直線である現在時刻ライン３３０としてス
ケジュール形式画面３２０上に表示する。本図に示される例では、現在時刻が午前８時３
０分のときのスケジュール形式画面３２０が示されており、現在時刻ライン３３０は、横
軸である時間軸において、午前８時３０分を示す上下方向に伸びる直線となっている。
【００７４】



(14) JP 4781085 B2 2011.9.28

10

20

30

40

50

　図６は、第１の実施形態に係る手術オーダ入力画面４００を示す図である。手術オーダ
入力画面４００は、携帯端末１４０のディスプレイ２２に表示される。手術オーダ入力画
面４００には、手術予定日入力欄４０４、診療科入力欄４０６、手術オーダ入力欄４０８
、および確定ボタン４１０などが設けられている。
【００７５】
　ユーザは、手術予定日入力欄４０４がをクリックして日付入力画面（図示せず）を表示
させることにより、手術予定日を入力することができる。入力された手術予定日は手術予
定日入力欄４０４に表示される。診療科入力欄４０６はプルダウンメニューとされており
、ユーザは、診療科入力欄４０６をクリックし、さらに診療科をクリックして選択するこ
とにより、診療科を入力することができる。入力された診療科は診療科入力欄４０６に表
示される。
【００７６】
　ユーザにより手術予定日入力欄４０４に新たな日付が入力され、または診療科入力欄４
０６に新たな診療科が入力されると、送信部１０は、手術予定日入力欄４０４に表示され
た日付を手術予定日として含み、かつ診療科入力欄４０６に表示された診療科を含む手術
オーダ情報を送信するようＰＣ本体２８を介してネットワークサーバ１１０に取得要求を
送信する。ネットワークサーバ１１０は、要求された手術オーダ情報をＰＣ本体２８を介
して携帯端末１４０に返信する。手術オーダ取得部２６は、受信した手術オーダ情報を記
憶部１４に格納する。表示データ生成部２０は、記憶部１４に格納された手術オーダ情報
に含まれる手術開始時刻、患者名、および術式を表示すると共に、記憶部１４に格納され
た複数の手術オーダ情報をリスト形式で手術オーダ入力欄４０８に表示するよう、表示デ
ータを生成する。
【００７７】
　ユーザによって手術オーダ入力欄４０８に表示された複数の手術オーダ情報のうちの一
つがスタイラスペン２４によりクリックされ、さらに確定ボタン４１０がクリックされる
と、図７に示すように、確認画面４１２が手術オーダ入力画面４００の上に重ねて表示さ
れる。確認画面４１２には、情報表示欄４１４、はいボタン４１８、いいえボタン４１６
が設けられる。情報表示欄４１４には、手術オーダ入力欄４０８においてユーザによって
選択された手術オーダ情報に含まれる患者ＩＤ、患者名、性別、年齢、手術室名が表示さ
れる。さらにユーザによっていいえボタン４１６ボタンがクリックされると、表示データ
生成部２０は、確認画面４１２を閉じて手術オーダ入力画面４００を表示するよう、表示
データを生成する。ユーザによってはいボタン４１８がクリックされると、表示データ生
成部２０は、図８に示すように、手術オーダ入力画面４００から切り替えて、手術オーダ
入力画面４００においてユーザによって選択された手術オーダ情報についての実施入力画
面４５０を表示する。
【００７８】
　実施入力画面４５０には、情報表示欄４７４、タブ領域４５２、入力完了ボタン４７２
などが設けられる。情報表示欄４７４には、手術オーダ入力画面４００においてユーザに
よって選択された手術オーダ情報に含まれる患者名、患者ＩＤ、および術式が表示される
。
【００７９】
　実施入力画面４５０においてタブ領域４５２に表示された時間タブがユーザによってク
リックされると、表示データ生成部２０は、実施時間入力画面４５３を表示するよう、表
示データを生成する。実施時間入力画面４５３には、在室開始入力ボタン４５４、在室終
了入力ボタン４５５、在室時間表示欄４５６、麻酔開始入力ボタン４５７、麻酔終了入力
ボタン４５８、麻酔時間表示欄４５９、執刀開始入力ボタン４６０、執刀終了入力ボタン
４６１、執刀時間表示欄４６２が設けられる。
【００８０】
　在室開始入力ボタン４５４がユーザによりクリックされると、実施情報取得部１８は、
在室開始の入力を受領する。実施情報取得部１８は、タイマ１６から在室開始の入力を受
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領した時刻を取得することにより、手術に関連する実施内容の実施状況を示す実施情報と
しての在室開始時刻を取得する。在室開始時刻を取得すると、送信部１０はＰＣ１２０に
在室開始時刻を送信する。ＰＣ１２０の受信部３２は、携帯端末１４０から送信された在
室開始時刻を受信し、送信部３０は受信した在室開始時刻をネットワークサーバ１１０に
送信する。ネットワークサーバ１１０の記憶部６２は、在室開始が入力された手術オーダ
情報に対応付けて在室開始時刻を格納する。また、表示データ生成部２０は、在室開始入
力ボタン４５４に代えて図９に示すように在室開始時刻表示欄４６３を設け、取得された
在室開始時刻を在室開始時刻表示欄４６３に表示するよう、表示データを生成する。
【００８１】
　また、在室終了入力ボタン４５５がユーザによりクリックされると、実施情報取得部１
８は、在室終了の入力を受領する。実施情報取得部１８は、タイマ１６から在室終了の入
力を受領した時刻を取得することにより、実施情報としての在室終了時刻を取得する。在
室終了時刻を取得すると、送信部１０はＰＣ１２０に在室終了時刻を送信する。ＰＣ１２
０の受信部３２は、携帯端末１４０から送信された在室終了時刻を受信し、送信部３０は
受信した在室終了時刻をネットワークサーバ１１０に送信する。ネットワークサーバ１１
０の記憶部６２は、在室終了が入力された手術オーダ情報に対応付けて在室終了時刻を格
納する。また、表示データ生成部２０は、麻酔終了入力ボタン４５８に代えて図９に示す
ように麻酔終了時刻表示欄４６６を設け、取得された在室終了時刻を麻酔終了時刻表示欄
４６６に表示するよう、表示データを生成する。また、表示データ生成部２０は、在室終
了時刻と在室開始時刻との差を在室時間として在室時間表示欄４５６に表示するよう、表
示データを生成する。
【００８２】
　麻酔開始入力ボタン４５７がユーザによりクリックされると、実施情報取得部１８は、
麻酔開始の入力を受領する。実施情報取得部１８は、タイマ１６から麻酔開始の入力を受
領した時刻を取得することにより、実施情報としての麻酔開始時刻を取得する。麻酔開始
時刻を取得すると、送信部１０はＰＣ１２０に麻酔開始時刻を送信する。ＰＣ１２０の受
信部３２は、携帯端末１４０から送信された麻酔開始時刻を受信し、送信部３０は受信し
た麻酔開始時刻をネットワークサーバ１１０に送信する。ネットワークサーバ１１０の記
憶部６２は、麻酔開始が入力された手術オーダ情報に対応付けて麻酔開始時刻を格納する
。また、表示データ生成部２０は、麻酔開始入力ボタン４５７に代えて図９に示すように
麻酔開始時刻表示欄４６５を設け、取得された麻酔開始時刻を麻酔開始時刻表示欄４６５
に表示するよう、表示データを生成する。なお、本実施形態においては、麻酔開始は手術
開始と定義される。このため、手術予定表示システム１００において、麻酔開始時刻は手
術開始時刻として利用される。
【００８３】
　また、麻酔終了入力ボタン４５８がユーザによりクリックされると、実施情報取得部１
８は、麻酔終了の入力を受領する。実施情報取得部１８は、タイマ１６から麻酔終了の入
力を受領した時刻を取得することにより、実施情報としての麻酔終了時刻を取得する。麻
酔終了時刻を取得すると、送信部１０はＰＣ１２０に麻酔終了時刻を送信する。ＰＣ１２
０の受信部３２は、携帯端末１４０から送信された麻酔終了時刻を受信し、送信部３０は
受信した麻酔終了時刻をネットワークサーバ１１０に送信する。ネットワークサーバ１１
０の記憶部６２は、麻酔開始が入力された手術オーダ情報に対応付けて麻酔終了時刻を格
納する。また、表示データ生成部２０は、麻酔開始入力ボタン４５７に代えて図９に示す
ように麻酔終了時刻表示欄４６６を設け、取得された麻酔終了時刻を麻酔終了時刻表示欄
４６６に表示するよう、表示データを生成する。
【００８４】
　なお、本実施形態においては、麻酔終了は手術終了と定義される。このため、手術予定
表示システム１００において、麻酔終了時刻は手術終了時刻として利用される。また、麻
酔終了は、手術における実施項目としての麻酔覚醒終了と定義される。このため、手術予
定表示システム１００において、麻酔終了時刻は麻酔覚醒終了時刻として利用される。ま
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た、表示データ生成部２０は、麻酔終了時刻と麻酔開始時刻との差を麻酔時間として麻酔
時間表示欄４５９に表示するよう、表示データを生成する。本実施形態においては、この
麻酔時間は手術時間として定義される。このため、手術予定表示システム１００において
、麻酔時間は手術時間として利用される。
【００８５】
　執刀開始入力ボタン４６０がユーザによりクリックされると、実施情報取得部１８は、
執刀開始の入力を受領する。実施情報取得部１８は、タイマ１６から執刀開始の入力を受
領した時刻を取得することにより、実施情報としての執刀開始時刻を取得する。執刀開始
時刻を取得すると、送信部１０はＰＣ１２０に執刀開始時刻を送信する。ＰＣ１２０の受
信部３２は、携帯端末１４０から送信された執刀開始時刻を受信し、送信部３０は受信し
た執刀開始時刻をネットワークサーバ１１０に送信する。ネットワークサーバ１１０の記
憶部６２は、執刀開始が入力された手術オーダ情報に対応付けて執刀開始時刻を格納する
。また、表示データ生成部２０は、執刀開始入力ボタン４６０に代えて図９に示すように
執刀開始時刻表示欄４６７を設け、取得された執刀開始時刻を執刀開始時刻表示欄４６７
に表示するよう、表示データを生成する。なお、本実施形態においては、執刀開始は、麻
酔医が麻酔を施す麻酔における麻酔終了と定義される。このため、手術予定表示システム
１００において、執刀開始時刻は麻酔終了時刻として利用される。
【００８６】
　また、執刀終了入力ボタン４６１がユーザによりクリックされると、実施情報取得部１
８は、執刀終了の入力を受領する。実施情報取得部１８は、タイマ１６から執刀終了の入
力を受領した時刻を取得することにより、実施情報としての執刀終了時刻を取得する。執
刀終了時刻を取得すると、送信部１０はＰＣ１２０に執刀終了時刻を送信する。ＰＣ１２
０の受信部３２は、携帯端末１４０から送信された執刀終了時刻を受信し、送信部３０は
受信した執刀終了時刻をネットワークサーバ１１０に送信する。ネットワークサーバ１１
０の記憶部６２は、執刀開始が入力された手術オーダ情報に対応付けて執刀終了時刻を格
納する。また、表示データ生成部２０は、執刀終了入力ボタン４６１に代えて図９に示す
ように執刀終了時刻表示欄４６８を設け、取得された執刀終了時刻を執刀終了時刻表示欄
４６８に表示するよう、表示データを生成する。また、表示データ生成部２０は、執刀終
了時刻と執刀開始時刻との差を執刀時間として執刀時間表示欄４６２に表示するよう、表
示データを生成する。なお、本実施形態においては、執刀終了は、麻酔覚醒開始と定義さ
れる。このため、手術予定表示システム１００において執刀終了時刻は麻酔覚醒開始時刻
として利用される。
【００８７】
　また、在室開始時刻表示欄４６３、在室終了時刻表示欄４６４、麻酔開始時刻表示欄４
６５、麻酔終了時刻表示欄４６６、執刀開始時刻表示欄４６７、および執刀終了時刻表示
欄４６８のいずれかがユーザによりクリックされると、表示データ生成部２０は、図１０
に示すように時刻修正画面４８０を、実施入力画面４５０の上に重ねて表示するよう、表
示データを生成する。
【００８８】
　時刻修正画面４８０には、時間入力欄４８２、分入力欄４８４、増減ボタン４８６、お
よび確定ボタン４８８などが設けられる。ユーザは、時間入力欄４８２または分入力欄４
８４をクリックして入力可能状態とし、さらに増減ボタン４８６をクリックすることによ
り、修正時刻を入力することができる。確定ボタン４８８がクリックされることにより、
実施情報取得部１８は、分入力欄４８４および分入力欄４８４に表示された時刻を、修正
対象の時刻として取得する。修正時刻を取得すると、送信部１０はＰＣ１２０に修正時刻
を送信する。ＰＣ１２０の受信部３２は、携帯端末１４０から送信された修正時刻を受信
し、送信部３０は受信した修正時刻をネットワークサーバ１１０に送信する。ネットワー
クサーバ１１０の記憶部６２は、修正時刻が入力された手術オーダ情報に対応付け修正時
刻を格納する。これにより、実施項目の実施の開始または終了した時刻と異なる時刻に、
在室開始入力ボタン４５４、在室終了入力ボタン４５５、麻酔開始入力ボタン４５７、麻
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酔終了入力ボタン４５８、執刀開始入力ボタン４６０、執刀終了入力ボタン４６１のいず
れかがクリックされた場合においても、実際に実施項目が開始され、または終了した時刻
に修正することが可能となる。
【００８９】
　図１１は、第１の実施形態に係るスケジュール形式画面３２０において、一部の手術が
開始され、且つ実績値表示機能がオフにされた状態を示す図である。本図に示される例は
、現在時刻を表示する現在時刻ライン３３０から分かるように午後２時と午後３時の間の
時刻におけるスケジュール形式画面３２０を表している。
【００９０】
　表示データ生成部２０は、手術終了時刻が入力された手術オーダ情報に対応する予定欄
３２８にチェックマークを付するように、表示データを生成する。また、表示データ生成
部２０は、中止の入力がされた手術オーダ情報に対応する予定欄３２８に「×」マークを
付するように、表示データを生成する。これにより、ユーザは、手術の終了や中止を容易
に把握することができる。また、表示データ生成部２０は、手術終了時刻が入力された手
術オーダ情報に対応する予定欄３２８のダイレクト編集ボタン３２７を消去して予定欄３
２８を表示するよう、表示データを生成する。これにより、終了または中止した手術の手
術オーダ情報が編集されることが抑制される。
【００９１】
　この状態で実績値表示ボタン３２２がユーザによりクリックされると、図１２に示すよ
うに、実績表示機能がオンにされ、表示データ生成部４２は、スケジュール形式画面３２
０に実績表示バー３３２を表示するよう、表示データを生成する。実績表示バー３３２は
、麻酔実績表示バー３３２ａ、執刀実績表示バー３３２ｂ、および麻酔覚醒実績表示バー
３３２ｃにより構成される。
【００９２】
　麻酔実績表示バー３３２ａは、麻酔開始時刻と麻酔終了時刻、または麻酔開始時刻と現
在時刻とを両端とする、左右方向に延在する長方形として形成される。執刀実績表示バー
３３２ｂは、執刀開始時刻と執刀終了時刻、または執刀開始時刻と現在時刻とを両端とす
る、左右方向に延在する長方形として形成される。麻酔覚醒実績表示バー３３２ｃは、麻
酔覚醒開始時刻と麻酔覚醒終了時刻、または麻酔覚醒開始時刻と現在時刻とを両端とする
、左右方向に延在する長方形として形成される。
【００９３】
　表示データ生成部２０は、予定欄３２８と、予定欄３２８の手術オーダ情報に対応する
手術の麻酔実績表示バー３３２ａ、執刀実績表示バー３３２ｂ、または麻酔覚醒実績表示
バー３３２ｃとを、同一の時間軸において、予定欄３２８の下方に並列して表示するよう
、表示データを生成する。これにより、ユーザは、手術開始予定時刻または手術終了予定
時刻と、手術の実施項目の実施開始時刻または実施終了時刻とを同一の時間軸において確
認することができるため、ユーザは手術の予定と実績を容易に把握することができる。
【００９４】
　実績表示バー３３２は、手術開始時刻と手術終了時刻、または手術開始時刻と現在時刻
とを両端とする、左右方向に延在する長方形として形成される。表示データ生成部２０は
、予定欄３２８と、予定欄３２８の手術オーダ情報に対応する手術の実績表示バー３３２
とを、同一の時間軸において、予定欄３２８の下方に並列して表示するよう、表示データ
を生成する。これにより、手術開始予定時刻または手術終了予定時刻と、手術開始時刻ま
たは手術終了時刻とを同一の時間軸において確認することができるため、ユーザは手術の
予定と実績を容易に把握することができる。
【００９５】
　なお、表示データ生成部４２は、複数の手術室における予定欄３２８と、これら複数の
手術室における予定欄３２８の各々に対応する実績表示バー３３２とを、同時に対比する
形式で表示するよう、表示データを生成する。これにより、ユーザは複数の手術室におけ
る手術の予定と実績を容易に把握することができる。
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【００９６】
　図１３は、第１の実施形態に係る手術予定表示システム１００の動作手順を示すフロー
チャートである。
【００９７】
　ユーザが、手術開始予定時刻や手術終了予定時刻などの手術オーダ情報をＰＣ１２０に
おいて入力すると（Ｓ１１）、ＰＣ１２０の手術オーダ取得部３８は、ユーザによって入
力された手術オーダ情報を取得する（Ｓ１２）。手術オーダ情報が取得されると、ＰＣ１
２０の送信部３０は、手術オーダ情報をネットワークサーバ１１０に送信する（Ｓ１３）
。ネットワークサーバ１１０受信部６４は、ＰＣ１２０から送信された手術オーダ情報を
受信し、記憶部６２は、受信した手術オーダ情報を格納する。これにより、ユーザによっ
てＰＣ１２０において入力された手術オーダ情報は、ネットワークサーバ１１０に登録さ
れる（Ｓ１４）。これによって、ユーザは、入力されたＰＣ１２０と異なるＰＣ１２０や
携帯端末１４０から手術オーダ情報を参照することが可能となる。
【００９８】
　ユーザは、ネットワークサーバ１１０に登録された手術オーダ情報を携帯端末１４０を
使って参照し、参照した手術オーダ情報に関する実施情報を入力することができる。ユー
ザによって実施情報が入力されると（Ｓ１５）、携帯端末１４０の実施情報取得部１８は
、実施情報を取得する（Ｓ１６）。実施情報が取得されると、携帯端末１４０送信部１０
は、実施情報をＰＣ１２０に送信する。ＰＣ１２０受信部３２は、携帯端末１４０から送
信された実施情報を受信し、送信部３０は、受信した実施情報をネットワークサーバ１１
０に送信する（Ｓ１７）。
【００９９】
　ネットワークサーバ１１０受信部６４は、ＰＣ１２０から送信された実施情報を受信し
、記憶部６２は、受信した実施情報を、手術オーダ情報に対応付けて格納する。これによ
り、ユーザによってＰＣ１２０において入力された実施情報は、ネットワークサーバ１１
０に登録される（Ｓ１８）。これによって、ネットワークサーバ１１０に接続されたＰＣ
１２０および携帯端末１４０において、ユーザは、手術オーダ情報および手術オーダ情報
に対応して格納された実施情報を参照することができる。
【０１００】
　ユーザによってスケジュール形式指定ボタン２６２がクリックされると（Ｓ１９）、送
信部３０は、スケジュール形式指定ボタン２６２がクリックされたときに日付欄２６６に
表示されている日付と同一の手術予定日を含む手術オーダ情報を送信するようネットワー
クサーバ１１０に取得要求を送信する。また、送信部３０は、送信を要求した手術オーダ
情報に対応して格納されている実施情報を送信するよう、ネットワークサーバ１１０に取
得要求を送信する。ネットワークサーバ１１０は、該当する手術オーダ情報および実施情
報をＰＣ１２０に返信する（Ｓ２０）。受信部３２は、ＰＣ１２０から送信された手術オ
ーダ情報よび実施情報を受信し、記憶部３４は、受信された手術オーダ情報および実施情
報を格納する。
【０１０１】
　表示データ生成部４２は、ネットワークサーバ１１０から受信した手術オーダ情報に含
まれる手術開始予定時刻と手術終了予定時刻とを両端とする予定時間表示としての予定欄
３２８を生成する。また、表示データ生成部４２は、ネットワークサーバ１１０から受信
した実施情報に含まれる手術開始時刻と手術終了時刻、または手術開始時刻と現在時刻と
を両端とする実施時間表示としての実績表示バー３３２を生成する。表示データ生成部４
２は、予定欄３２８と実績表示バー３３２とを、同一の時間軸において並列して表示する
よう、表示データを生成する。ディスプレイ５０は生成された表示データを表示する（Ｓ
２１）。これによって、手術開始予定時刻または手術終了予定時刻と、手術開始時刻また
は手術終了時刻とを同一の時間軸において確認することができるため、ユーザは容易に手
術の予定と実績を把握することができる。
【０１０２】
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（第２の実施形態）
　図１４は、第２の実施形態に係るスケジュール形式画面３２０を示す図である。本実施
形態においては、演算部３６は、手術開始時刻から手術終了時刻までの時間を手術時間と
した場合に、（稼働率）＝（１つの手術室の利用可能時間において１つの手術室で実施さ
れる手術の手術時間の合計）／（１つの手術室の利用可能時間）とする稼働率を演算する
。したがって、演算部３６は稼働率演算部として機能する。このように稼働率を演算する
ことによって、取得した予定情報および実施情報を有効に利用して手術室の管理をするこ
とができ、効率的な手術室の運営を可能とすることができる。
【０１０３】
　表示データ生成部４２は、算出された各々の手術室の稼働率を、対応する手術室の手術
室毎スケジュール欄３２６の右端部周辺に設けた稼働率表示欄３３４に表示するよう、表
示データを生成する。これによって、ユーザは、手術室ごとに容易に稼働率を把握するこ
とができる。なお、表示データ生成部４２は、手術室において予定されていた手術のすべ
てにおいて、手術終了時刻の入力があった場合に、稼働率表示欄３３４に稼働率を表示さ
せてもよい。
【０１０４】
　本発明は上述の各実施形態に限定されるものではなく、各実施形態の各要素を適宜組み
合わせたものも、本発明の実施形態として有効である。また、当業者の知識に基づいて各
種の設計変更等の変形を各実施形態に対して加えることも可能であり、そのような変形が
加えられた実施形態も本発明の範囲に含まれうる。以下、そうした例をあげる。
【０１０５】
　手術の執刀開始時刻を手術開始時刻としてもよく、また執刀終了時刻を手術終了時刻と
してもよい。また、手術室への在室開始時刻を手術開始時刻としてもよく、在室終了時刻
を手術終了時刻としてもよい。
【０１０６】
　手術オーダ情報は、手術における実施項目の実施開始予定時刻および実施終了予定時刻
を含んでもよい。たとえば、手術オーダ情報は、麻酔開始予定時刻、麻酔終了予定時刻、
執刀開始予定時刻、執刀終了予定時刻、麻酔覚醒開始予定時刻、麻酔覚醒終了予定時刻な
どを含んでもよい。この場合、オーダ登録画面２０２に、手術における実施項目の実施開
始予定時刻および実施終了予定時刻のユーザによる入力を受け付ける実施開始予定時刻の
入力受付表示および実施終了予定時刻の入力受付表示が設けられていてもよい。これによ
って、たとえば麻酔の予定時間、執刀の予定時間、麻酔覚醒の予定時間など、手術におけ
る実施項目毎に細かくスケジュールを設定することができ、詳細な手術スケジュールを作
成することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０１０７】
【図１】第１の実施形態に係る手術予定表示システムを含む情報管理システムの全体構成
図である。
【図２】第１の実施形態に係る手術予定表示システムの全体構成図である。
【図３】第１の実施形態に係るオーダ登録画面を示す図である。
【図４】第１の実施形態に係るリスト形式画面を示す図である。
【図５】第１の実施形態に係るスケジュール形式画面において、すべての手術の開始前の
状態を示す図である。
【図６】第１の実施形態に係る手術オーダ入力画面を示す図である。
【図７】第１の実施形態に係る手術オーダ入力画面の上に確認画面が表示された状態を示
す図である。
【図８】第１の実施形態に係る実施状況入力画面を示す図である。
【図９】第１の実施形態に係る実施状況入力画面において、在室開始入力ボタン、在室終
了入力ボタン、麻酔開始入力ボタン、麻酔終了入力ボタン、執刀開始入力ボタン、および
執刀終了入力ボタンがユーザによりクリックされた状態を示す図である。
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【図１０】第１の実施形態に係る実施状況入力画面において、執刀開始時刻表示欄および
執刀終了時刻表示欄のいずれかがクリックされた状態を示す図である。
【図１１】第１の実施形態に係るスケジュール形式画面において、一部の手術が開始され
、且つ実績値表示機能がオフにされた状態を示す図である。
【図１２】第１の実施形態に係るスケジュール形式画面において、一部の手術が開始され
、且つ実績値表示機能がオンにされたされた状態を示す図である。
【図１３】第１の実施形態に係る手術予定表示システムの動作手順を示すフローチャート
である。
【図１４】第２の実施形態に係るスケジュール形式画面を示す図である。
【符号の説明】
【０１０８】
　１８　実施情報取得部、　２０　表示データ生成部、　３８　手術オーダ取得部、　４
０　実施情報取得部、　４２　表示データ生成部、　１００　手術予定表示システム、　
１１０　ネットワークサーバ、　１２０　ＰＣ、　１４０　携帯端末、　２０２　オーダ
登録画面、　２６８　リスト形式画面、　３２０　スケジュール形式画面、　３２６　手
術室毎スケジュール欄、　３２８　予定欄、　３３２　実績表示バー、　４００　手術オ
ーダ入力画面、　４５０　実施入力画面。

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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