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Ａ大学病院の眼科外来における待ち時間の実態と
待ち時間に対する感覚・感情との関連
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Ⅰ．はじめに

　日本の外来診療は「３時間待ちの３分診療」と言われ
るが，待ち時間が長く診察時間が短いという状況を揶揄
したものである．厚生労働省平成�0年受療行動調査１）

によると，診察前の待ち時間は「�0分以上１時間未満」
が��.5％と最も多く，診療時間は「３分から�0分未満」
が5�.�％という結果であった．また，大学病院では待ち
時間が「１時間以上」の割合が，小病院療養型病床群よ
り多くなっている．外来診療といっても診療科目によっ
て，診療時間や待ち時間は異なると考えられる．平成��
年奥出雲病院療養環境委員会の「患者の待ち時間調査」２）

によると電子カルテからのデータ抽出で，受付から診察
までの平均待ち時間は眼科で��分，整形外科で��分，内
科で�5分であったとの報告がある．診療科別にみても眼
科の待ち時間が長いということがわかる．また，綾木等
の研究によると「平成��年Ｓ総合病院眼科外来の受付か
ら診察開始までの平均時間は予約患者で��分，予約外患
者で55分であった．滞在時間の平均は8�分であった」３）

と報告されている．
　眼科は他の診療科と違い，視力・視野・前眼部・眼底
などの状態を知るために特殊な器械を用いて多種の自科
検査が行われている．また，数種の外来治療も行ってい
るため，眼科外来は常に患者であふれかえる状況にあ
る．散瞳や検査内容によって，時間が多く使われる眼科
は特殊であると言える．
　平成��年Ａ大学病院における外来の平均待ち時間は，

眼科�88.8分で他科平均��分と比較し突出していた．た
だし，この値は電子カルテへのアクセス状況を基に算出
したものであるため，眼科外来における自科検査に要し
た時間も待ち時間に含まれており，眼科外来内での詳細
な待ち時間の状況は把握されていない．そのため待ち時
間の実態を把握する必要があると考えた．
　眼科外来での待ち時間中に，疲労感や苛立ちなどの訴
えが多く聞かれる．待ち時間によって引き起こされる疲
労感や苛立ち等の感情の軽減を図るために待ち時間以外
の要因についての検討も必要であると考えた．予約枠を
超えた患者数の現況では劇的な待ち時間の短縮を望める
状況にはないが，詳細な待ち時間と待ち時間に対する感
覚・感情やその背景要因を探ることによって，「待つ」
ことによる疲労や苦痛軽減と外来業務改善への示唆を得
られるのではないかと考え，実態調査を行った．

Ⅱ．研究目的

本研究では以下のことを明らかにする．
　①　外来滞在時間，検査・診療等に要する時間，検査

と検査の間の待ち時間を明らかにする．
　②　患者の待ち時間の過ごし方や待っている間の気持

ちを明らかにする．
　③　待ち時間に対する感覚・感情に関連する要因を明

らかにする．
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Ⅲ．対象及び研究方法

１．調査対象　再来患者�50人
　　対象選定基準：急患・病棟紹介患者・複数科受診患

者は除いた．�5歳以下と認知症患者は除いた．自由意
思で研究協力が得られた患者とした．

２．調査期間　平成��年１月～３月

３．調査方法
　⑴　待ち時間の測定
　　　検査項目（自科検査約�0種類）毎に入退室時間を

スタッフが記録し，待ち時間及び検査・診察に要し
た時間を算出した．

　⑵　調査票を用いた面接調査
　　①　待っている間の感覚・感情（長さ・イライラ・疲れ）
　　②　待ち時間の過ごし方
　　③　予測した滞在時間
　　④　妥当と考える滞在時間
　　⑤　通院時間（片道）
　　⑥　同伴者の有無（同伴者との過ごし方：「ずっと

一緒にいる」または「ずっと一緒ではない」）
　　⑦　待ち時間を過ごすための工夫について（自由回答）
　などについて待ち時間を利用し，聞き取り調査を行っ
た．

４．眼科外来受診の状況と用語
　◦「検査と検査の間の待ち時間」あるいは「診察前後

の待ち時間」の合計を『総待ち時間』とした．
　◦「総待ち時間」と「検査・診察などに要した時間」

の合計を『外来滞在時間』とした．
　◦「受付から終了まで，何時間が妥当か」の質問に対

する回答を『妥当と考える滞在時間』とした．

５．倫理的配慮
　　本調査は，福島県立医科大学倫理委員会の承認を受

けて実施した．
　　本調査に対する研究説明書を提示し口頭で説明を行

い，参加することを同意した対象者のみを対象とし
た．本調査への参加・不参加は，対象者の自由意思に
よるものであり，参加に同意しない場合及び中止した
場合でも不利益は受けないことを説明した．

Ⅳ．結　　果

１．対象者の属性
　　待ち時間の分析には，途中で所在が不明となった５
人を除く��5人のデータを用いた．感覚・感情との関連
要因については聞き取り調査で回答の得られた���人を
対象とした．
　　平均年齢は��.�±��.0歳であった．
　　対象者の主な疾患は加齢黄斑変性が��人で��.�％を

占め，次いで糖尿病網膜症が��人で8.�％，緑内障が
�0人で8.�％であった．

２．待ち時間の状況
　　外来滞在時間の平均は��8.�分となった．
　　「患者が予測した滞在時間」の平均値は��5分，「患

者が妥当と考える滞在時間」の平均値は��0.�分で「実
際の滞在時間」より約�8分短かった（表１）．

　　検査・診察に要する時間の平均値は，視力・眼圧検
査等に�.�分，眼底カラー写真撮影に0.8分，画像検査
等に�.0分，診察に�.0分であった．外来滞在時間の中
で，検査・診察に要した時間は平均��.0分であった．

　　それぞれの検査・診察を行うための平均待ち時間は
�0分から��.�分で，特に診察前の待ち時間は��.�分と
一番長い結果となった．総待ち時間は平均�5�.�分と
なった（表２）．

表１　外来での滞在時間と患者が予測した待ち時間及び妥当と考える待ち時間の平均比較

外来滞在時間 平均値±標準偏差（分） 最小値（分） 最大値（分）

実際の外来滞在
時間 ��8.�±��.� ��.0 ���.0

患者が予測した
滞在時間 ��5.0±��.�

＊＊＊

＊＊＊
�0.0 �80.0

患者が妥当と考
える滞在時間 ��0.�±50.� �0.0 �00.0

一元配置分散分析　＊＊＊ｐ＜0.00�
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３．待ち時間における患者の感覚・感情
　　待ち時間を「長い」と感じている人は���人（��％），
「イライラする」と感じている人は��人（��％），「疲
れる」と感じている人は���人（��％）であった．「長
い」「イライラする」あるいは「疲れる」と感じる群
では，そうでない群と比べ外来滞在時間が長い傾向に
あった（表３）．

４．待ち時間に対する感覚・感情に関連する要因の検討
　１）性・年齢
　　　性・年齢では，待ち時間に対する感覚・感情に違

いは認めなかった（表４）．

　２）同伴者の有無
　　　眼科外来への受診に関しては，聞きとり調査をし

た���人中���人（��.�％）が同伴者と共に受診して
いるが，同伴者の有無で感覚・感情に影響はなかっ
た．しかし，同伴者ありと回答した者を「同伴者と
ずっと一緒にいる」と「ずっと一緒ではない」の２
群間で感覚・感情への影響を比較すると，「同伴者
とずっと一緒にいる」群では「イライラする」人が
��人（��.�％）と「ずっと一緒ではない」群に比べ
て多かった（表４）．

　３）滞在時間の予測
　　　外来滞在時間を実際にかかった時間よりも�0分以

上多く見積もった群と，そうでない群との間で感覚・
感情の差があるのかどうかを分析した．�0分以上多
く見積もった群の方が各々の感覚・感情を持つ割合
がやや多くなったが統計上有意差はなかった（表４）．

　４）通院時間
　　　通院にかかる時間は片道平均で���.�分となった．

通院にかかる時間と待ち時間に対する感覚・感情の
関連を見ると，通院にかかる時間が「�0分未満」で

「長い」と答えた人は5�.5％だが，「�0分から�0分未
満」で��.�％，「�0分以上」��.�％となり，通院にか
かる時間が長くなると待ち時間を「長い」と感じる
者の割合が増えていた．「イライラ」「疲れ」に関し
ては有意差が見られなかった（表４）．

　５）過ごし方

表２　検査・診察に要する時間と検査と検査の間、検査終了から診察までの待ち時間状況（分）

検査及び診察等 人数 平均値 最小値 最大値

検査・診察に
要する時間

検査室１（視力・眼圧等） ��� �.� �.0 �5.0

検査室２（眼底カラー写真等） ��� 0.8 0.5 5.0

検査室３（眼底断層検査等） �5� �.0 �.0 �8.0

診察 ��5 �.0 �.0 �0.0

検査・診察に要する時間 ��5 ��.0

待ち時間 受付～検査室１間の待ち時間 ��5 ��.0 �.0 �0�.0

検査室１中の待ち時間 ��� 0.8 0.0 ��.0

検査室１～検査室２間の待ち時間 ��� ��.� �.0 50.0

検査室２中待ち時間 �5� 0.0 0.0 0.0

検査室２～検査室３間の待ち時間 ��� ��.� �.0 �5.0

検査室３中待ち時間 ��� ��.� 0.0 ��.0

検査室３～診察間の待ち時間 �5� ��.� �.0 ��5.0

診察～受付け間の待ち時間 ��5 �0.0 �.0 ��.0

総待ち時間 ��5 �5�.�

表３　待ち時間における感覚・感情別に見た平均外来滞在
時間（分）の比較

感覚・感情の項目 外来滞在時間

人数（％） 平均値±標準
偏差

長い ���（��） �5�.8±��.�
＊

長くない   80（��） ���.8±��.�
イライラする   ��（��） ��5.5±8�.�

＊
イライラしない ���（��） ���.�±�0.5
疲れる ���（��） �5�.�±58.�

＊
疲れない ��0（5�） ���.�±��.5

ｔ検定：＊Ｐ＜0.05
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　　　待ち時間に「どのようなことをしてお過ごしです
か」の問いに，何かをしながら待っている（以後，
活動群）と待合室で何もせずに待っている（以後，
非活動群）に分けて感覚・感情への影響を比較した
ところ，非活動群の方が「疲れる」という者の割合
が多かった（表４）．活動群のその具体的な内容で
最も多いのは「待合室のテレビを見ている」であっ
た（表５）．

　　　ただし，散瞳前後で活動状況を比較すると散瞳前
は非活動群の割合が��.�％であったが，散瞳後は，
��.�％まで増加していた．

　６）検査・処置の件数
　　　検査・処置の件数が�0件以上の患者は，80％が待

ち時間を「長い」と回答し，「イライラする」と回
答する患者も50％に増加している．検査・処置の件
数が少ない患者ほど「イライラしない」「疲れない」
と回答している．（表４）．

　７）待ち時間に対する意見
　　　待ち時間に対する工夫に関する意見（自由回答）

を意見内容で整理したものを表６に示す．最も多
かった意見は「待合室の設備・構造」に関する意見
で��件あった．具体的には「待合室を広くして欲し

表４　調査項目ごとに見た待ち時間に対する感覚・感情の出現数及び割合

注１）検査・処置の数と感覚・感情との関連は Mann-Whitney　Ｕ検定で行い、その他の項目はχ２検定で行った
　　　＊Ｐ＜0.05　＊＊Ｐ＜0.0�

人数 長い：人数（％） イライラする：
人数（％） 疲れる：人数（％）

性別 男 ��� ��（��.�） ��（�5.�） 5�（��.0）

女 �0� ��（��.0） ��（��.�） 5�（5�.�）

年代 �5歳～��歳 �� �0（��.�） �（��.�） ��（50.0）

�0歳～��歳 �5 5�（��.�） ��（��.�） ��（��.0）

�5歳～��歳 �� ��（��.�） ��（�8.8） ��（�5.�）

�5歳以上 �8 ��（��.8） ��（��.�） ��（��.�）

同伴者　　なし ��8 ��（��.�） ��（��.�） 5�（��.5）

　　　　　あり ��� ��（5�.5） ��（�0.�） 5�（��.5）

（同伴者ありの内） ずっと一緒 58 ��（��.�） ��（��.�）
＊

�8（�8.�）

一緒にいない 5� �8（��.�） 8（��.�） ��（��.�）

滞在時間
－患者が予測した滞
在時間

待ち時間を多く（�0分
以上）見積もっている 8� ��（��.�） �8（��.5） ��（��.�）

待ち時間を短く（�0分
未満）見積もっている ��8 �5（��.�） ��（��.�） �5（��.�）

通院にかかる時間 �0分未満 �� ��（5�.5） ＊ ��（��.�） �5（��.�）

�0～�0分未満 �0� �0（��.�） �8（��.�） ��（��.�）

�0分以上 �� 55（��.�） ��（�0.�） �0（55.�）

待ち時間の過ごし方 非活動群（何もせずに
待っている） �5� �0�（�8.0） ��（��.5） ��（�8.�）

＊
活動群（何かをしなが
ら待っている） �8 ��（5�.�） ��（��.�） ��（��.�）

検査・処置の件数 １～３件 5� �8（5�.�） 8（�5.�） �5（��.�）

４～６件 ��� ��（��.�） ＊＊ �0（�5.�） 5�（��.�） ＊
７～９件 �� 5�（��.�） �0（��.�） ��（5�.�）

�0件以上 �0 8（80.0） 5（50.0） �（�0.0）
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い」座り心地の良い椅子を増やして欲しい」などの
意見が聞かれた．次いで，「待ち時間を過ごすため
の手段の改善」，「待ち時間・順番の情報提供の改善」，

「スタッフの数や接遇の改善」の順になった．

Ⅴ．考　　察

１．待ち時間の状況について
　　今回の調査結果から平均��分の検査・診察を受ける

ために，平均�5�.�分待っていることが明らかになっ
た．調査対象の眼科外来では網膜・硝子体疾患患者が

多く，今回の調査対象者の約�8％を占めており，中で
も約�0％を占めた加齢黄斑変性では中心視野の欠損が
生じるために視力検査で時間がかかることが多い．加
えて，光干渉断層計等の画像診断も数種類行うことで
検査の件数も多い．検査員の人数や検査機器には限り
があり，一人の検査に時間がかかれば次に待つ患者全
体の待ち時間も増える．そのため，受付から検査１室

（視力・眼圧など）に入室するまでに平均��分の時間
を要している．また，検査２室（眼底カラー写真等）
が終了してから，検査３室（画像診断等）に入室する
までに平均��分の待ち時間を要している．検査３室で

表５　主な待ち時間の過ごし方

活動状況 過　ご　し　方 人数

非活動群 １）待合室で何もせずに座って待っている �5�

活 動 群 ２）待合室のテレビを見て待っている �8

３）持参した本を読みながら待っている �0

４）家族や知人とお喋りをしながら待っている ８

５）持参したラジオや音楽を聴きながら待っている ４

６）待合室に流れるラジオや音楽を聴きながら待っている ３

７）メールをしながら待っている ３

８）待合室にある本を読みながら待っている ２

表６　待ち時間に対する患者の意見

カテゴリ 人数 意　　見　　内　　容　（詳細） 人数

待合室の設備・
構造の改善 ��人

◦待合室を広くして欲しい ��

◦椅子の数が足りない．座り心地の良い椅子を増やして欲しい． ��

待ち時間を過ご
すための手段の
改善

��人

◦音楽（CD）の種類を増やして欲しい，ラジオの数を増やして欲しい． �0

◦本や雑誌の種類を増やして欲しい． ��

◦テレビを大きくして欲しい．テレビのチャンネルを自由にして欲しい．
　テレビの音量を上げて欲しい． ７

◦見て楽しめる掲示物や読みやすい掲示の工夫をしてほしい． ３

待ち時間・順番
の情報提供の改
善

��人

◦待ち時間や順番を知りたい． �5

◦来院順の診療にすれば良い． ４

◦個人を呼び出す器械の導入をして欲しい． ４

スタッフの数・
接遇の改善 �5人

◦アナウンスの仕方を工夫し，聞き取り易くして欲しい． ５

◦案内，誘導をして欲しい． ３

◦スタッフを増やせば良いと思う． ３

◦医師が早く来て診察をして欲しい． ２

◦職員の意識改革が必要だと思う． ２

その他 ８人
◦検査の仕方，流れを工夫して欲しい． ６

◦検査の器械を増やせば良いと思う． ２
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の検査は種類が多く，画像診断には固視が重要である
が高齢者が検査員の指示に従えない場合もあり，検査
時間平均６分であるが，それ以上に時間を要すること
も多い．また，高齢者が多く検査間の移動にも時間が
かかるのも要因の一つであろう．少しずつの積み重
なった要因が実際の待ち時間に影響を与えるととも
に，待ち時間の感覚・感情に影響を与えている．

　　待ち時間の中で，検査終了から診察までの待ち時間
が一番長くなっている．予約枠を超えた患者数の受け
入れで診察を待つ患者が増えていく現状に加え，診察
の結果必要な処置を行うのも同じ医師の場合があり診
察を中断したり，高齢者の診察や説明に時間がかかっ
たりすることで診察待ちの患者が滞ってしまう状況に
ある．

　　待ち時間を少しでも短縮するための看護師の役割
は，高齢者を中心に検査・診察への誘導や検査の説明
等を行うことで医師がスムーズに診療できる様な調
整・介護を行うこととなる．

２．待ち時間に対する感覚・感情とそれ等に関連する要
因について

　１）長さについて
　　　「長い」という感覚に関して，「滞在時間」「待ち

時間」「検査・処置の件数」「通院時間」が関連して
いることがわかった．検査・処置の件数に比例して
滞在時間も長くなるため，当然待ち時間も「長い」
と感じることになる．検査室には複数種類の検査器
機があるが一つの検査を終える度に，退室すること
が多いために待ち時間が分節化されてしまう．それ
も待ち時間が「長い」と感じる一つの要因かもしれ
ない．

　　　また，通院に時間がかかる患者は，受診のために
かかる総時間自体が長くなるために感覚的にも「長
い」と感じるのであろう．遠方から通院されている
患者に対し，積極的に声かけを行い気遣う必要があ
る．

　２）イライラについて
　　　「イライラ」の感情に関して，「滞在時間」「待ち

時間」「同伴者」「滞在時間の見積もり」が関連して
いることがわかった．

　　　独りで待ち時間を過ごすより同伴者と共に時間を
過ごした方が，苦痛を少なく過ごせるのではないか
と予想したが，実際は「同伴者がずっと一緒にいる」
患者の方が，「イライラする」と回答している．同
伴者から看護師への苦情も多く，実際に受診する本
人ではなく付き添いとして待っている同伴者が，待
ち時間にイライラすることで，患者に対し影響を与

えていることが考えられる．また，患者側が同伴者
を待たせている状況に遠慮や気遣いを感じることで

「イライラ」が発生するとも考えられる．滞在時間
を実際より�0分以上短く見積もってきている人は，
予想以上の待ち時間に「イライラ」の患者が発生す
る．

　　　待ち時間を劇的に短縮することは困難である状況
から，「イライラ」せずに過ごせるような環境作り
や同伴者への配慮が必要であると考える．

　３）疲れについて
　　　「疲れ」の感覚に関して，「滞在時間」「待ち時間」

「検査・処置の件数」「待ち時間の過ごし方」が関連
していることがわかった．検査・処置の件数が増え
ると滞在時間，待ち時間も増加し「疲れ」は増強す
るという結果は，当然であると言える．

　　　待ち時間に何かを行いながら過ごすことで，意識
がそちらへ向き時間への意識が減少するものと推測
する．自分に合った方法で，待ち時間を過ごすこと
が「疲れ」減少の方法となり得る．統計的有意差は
認められなかったものの，高齢になると「疲れる」
と回答する人が増加する傾向にある．加齢に伴って
活動耐性が低下することが関連するのかもしれな
い．

３．外来看護業務改善への示唆
　　待ち時間の感覚・感情に関連していたのは「検査・

処置の件数」「待ち時間」「滞在時間」であり，眼科外
来の待ち時間は突出した状態にあることがわかった．
この結果は電子カルテへのアクセス状況を基に算出さ
れた結果と変わらなかった．しかし，待ち時間の劇的
な短縮は困難な状態にある．そのため長さ，イライラ，
疲れに関連が認められた「同伴者」への配慮や対応，

「待ち時間の過ごし方」検討し改善をすることでマイ
ナスの感覚・感情を緩和するための対策が必要となる．

　　待ち時間に対する患者の意見（表６）から「待合室
の設備・構造の改善」「待ち時間を過ごすための手段
の改善」への意見が多かったことからも，何かが出来
る環境を提供すれば，患者・同伴者が抱く待ち時間に
対する感情・感覚の改善につながる可能性がみえる．
また，散瞳後には何もせずに過ごす時間が出来る．視
覚を使わない時間の過ごし方や患者の視力や好みに応
じて，待ち時間を利用して行う何かが見つかれば時間
経過への意識が自然に薄れ，待ち時間への苦痛が軽減
されると考える．

　　患者は長い時間待っていると「自分は忘れられてい
るのではないか」「順番が飛ばされているのではない
か」などの不安を持つ．看護師から患者への声かけは，
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患者の持つ不安な気持ちを軽減させる為にも必要であ
る．患者・同伴者へ対応する為の時間を少しでも多く
作りだすためには，業務の整理・改善が重要となる．

Ⅵ．ま と め

　眼科外来における待ち時間の実態と待ち時間に対する
感覚・感情を調べたところ下記の結果を得た．
　外来での滞在時間は平均��8.�分で，検査・処置に��分，
診察に７分かかり，総待ち時間は�5�.�分となった．特
に受付から検査室１（視力・眼圧等）入室までに��.0分，
検査室２（眼底カラー写真等）終了から検査室３（眼底
断層検査等）入室までに��.�分，及び検査終了から診察
までの待ち時間が��.�分と長くなった．
　待ち時間に関する感覚・感情について「長い」という
時間経過への感覚には，「滞在時間」「待ち時間」「検査・
処置の件数」「通院時間」が関連していた．イライラ感
には，「滞在時間」「待ち時間」「同伴者」「滞在時間の見
積もり」が，疲労感については，「滞在時間」「待ち時間」

「検査・処置の件数」「待ち時間の過ごし方」が関連して
いた．
　待ち時間を有効に使い，患者・同伴者が感じる外来の
待ち時間への不安や苦痛を減少させるとともに，医師や
視能訓練士等と協力し待ち時間短縮のための努力を行っ
ていく必要がある．また，患者・同伴者へ対応する為の
時間を少しでも多く作りだすためには，業務の整理・改
善も重要となる．
　本論文の一部は第��回日本眼科看護研究会で発表し
た．
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