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(1)  製品企画の段階でユーザーの意見や利用状況を調査する
(2) ユーザの要求を満たすよう仕様を決める
(3) 設計や試作で詳細化、具体化を行う
(4) ユーザーの使用による評価と検証をする
というプロセスで行う。ユーザーの評価を開発にフィード
バックすることが重要である。
「人間中心設計」はシステム開発で幅広く行われている。医
療情報システムは専門家が毎日繰り返し同じような使い方を
するものが多く、専門性が非常に高いが、メインとなるワーク
フロー（作業の流れ）はワープロや表計算などの汎用ソフトに
比べると描きやすいといえる。ワークフローを把握すること
でユーザーがシステムに向かったときに頭の中に思い描く“メ
ンタルモデル”を予想し、それに親和性の高い操作フローや画
面レイアウトを提供することで、ユーザーが思った通りに操
作できるという理想のユーザビリティ実現に近づくことがで
きると考えている。
本稿では人間中心設計プロセスで開発された放射線情報シ

ステム（OPEN-RIS）と読影レポーティングシステム（Natural 

Report※1）を取り上げ、デザイン手法について述べる。

1．はじめに

高機能な情報システムは操作が複雑になりすぎ、ユーザー
にとって使いづらい状態が生まれている。そこでシステムの
開発を行うにあたり、ユーザーが実際にそれを利用する際に
高いユーザビリティを得られるように配慮したデザイン・設
計を行う、すなわち「人間中心設計 1）」が注目されている。
「人間中心設計」は図1のように
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図1：ユーザビリティデザインの手法（人間中心設計プロセス）
ユーザーの利用状況を把握し、ユーザーの評価を製品にフィー
ドバックする。
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2．OPEN-RISのデザイン

2.1　システムの概要
OPEN-RISは既存の病院情報システムとオンライン接続

して、放射線検査の予約、受付、実施、医事請求、照射録管
理までを一貫して行うサポートシステムである。CT撮影、
MR撮影、核医学撮影などの幅広い検査に対応している。
システム端末は検査装置の操作卓の脇や検査室の共有ス
ペースに置かれることが多い。立ったまま操作されることが
あるなど、通常業務の中で短時間そして繰り返し使われてい
る。

2.2　利用状況調査とワークフロー分析
日立総合病院で利用状況の観察とヒアリングを行った（図2）。
システムで行う作業自体は比較的シンプルであり、図3の

ように
(1) 患者一覧の閲覧と検索による患者絞込み
(2) 患者情報を確認しながら患者の選択
(3) 詳細な検査内容の確認と実施内容の入力
というワークフローになっている。
従来のシステムはウインドウやタブを切り替えて情報の表
示や入力を行う一般的なものであった。このシステムでは、
以前の積み重なった依頼箋を順に抜き取って作業を行うとい
うようなワークフローの持っていた透明性（わかりやすさ）は
失われていた。このようなシステムではこれから導入しよう

とするユーザーにとっては使いにくいといった嫌悪感を抱く
ことが予想できた。
また、日立メディコのシステムでは以前からタッチパネル

図2：利用状況調査
日立病院で利用状況の観察とヒアリングを行った。
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図3：ワークフロー分析
「閲覧・検索」→「患者選定・患者情報」→「検査詳細情報・入力」というシンプルなフローとなっている。



〈MEDIX VOL.48〉　41

配慮を行った。
図5はリスト表示画面で、最初に画面表示された時にはリ
スト上部の3行分がタッチサイズを満たす行高さになってい
る。それ以外の行は行高さを減らし、リスト全体の行数を増
やすことで情報の一覧性を確保している。別の行をタッチす
ると今度はその行を中心に上下３行の行高さが大きくなり、
押し間違いに対応できるようにしている。
患者情報の中で特に注意が必要な項目については背景色を
赤くすることで対応している。ただし、画面の中に目立つ赤
色が多くなるとノイズになってしまう。これらの情報につい
ては最初のみ確認が必要で、繰り返し見る必要がないため、
情報が表示された瞬間に強い赤色で明示し、その後ゆっくり
と薄い赤にアニメーションすることで表現のレベルを最小限
に抑えている。

2.5　試作とユーザー評価
メンタルモデルと全体フローが本当に整合しているかどう
かを実際のユーザーである技師に確認した。ボタンを押すこ
とで左右に動いて画面が切り替わる実機に近いプロトタイプ
を作成し、技師の感想を聞いた。初めて目にするシステムの
全体像が素早く理解でき、何をすれば次の作業に進めるのか
自然にわかるという意見であった。これはメンタルモデルと
全体フローがよく整合していることを示している。その意味
では全体フローは評価されたようで、画面の動きのスピード
に対する意見や操作を次の段階へ進ませるボタンの色やサイ
ズ、位置に関する意見が次々と出てきた。プロトタイプを見る
ことで実際の使用時における使い勝手が容易に想像でき、具
体的で詳細なコメントとなって現れたと考えている。
上記の指摘事項のほか、強調のための背景色アニメーショ

ンについてもスピードやコントラストを調整し、最終的には
ほぼ当初の考え方のまま製品化を行うことができた（図6）。

が使われていて、簡単で親しみやすくはあったが、実際は
タッチ入力に必要なボタンサイズなどへの配慮が十分でな
かったこともあり、使いにくさを生んでいる部分もあった。

2.3　メンタルモデルと全体フローの整合
ワークフロー分析によって作業には「閲覧・検索」→「患
者選定・患者情報」→「検査詳細情報・入力」という三つの
段階があり、ユーザーは一覧リストから個々の詳細な情報へ
と段々と掘り進んでいくイメージが浮かぶであろうと考えら
れた。このユーザーが頭の中に思い描くイメージがメンタル
モデルといわれるものである。
次に、このメンタルモデルにうまく合致する画面のフロー

（遷移）を計画した。図4のように左から右へと表示内容が
徐々に詳細化される。「閲覧・検索」では検索エリアと患者リ
スト、「患者選定・患者情報」では患者リストと患者情報、「検
査詳細情報・入力」では患者情報と検査詳細情報・入力エリ
アを表示する。それそれの段階では半分ずつ徐々に情報が詳
細化されていく。これによりユーザーは詳細化が段々と進行
するというメンタルモデルに合った画面フローを体験し、当
初思い描いたとおりに操作ができるという感覚が得られる。

2.4　基本的な使い勝手への配慮
フローに関わる要件以外にも、タッチパネル操作に特化し
たボタンサイズや配置、背景色と文字色の十分な輝度差の確
保 2）、最小文字サイズの設定 3）～6）など基本的な使い勝手への

図4：メンタルモデルとフローの整合
作業の進行に応じて画面全体が左右にスライドする全体フロー
としている。

図5：タッチサイズを確保したリスト
対象行の上下3行の行高が大きくなり、押しやすくなる。

図6：OPEN-RISデザイン
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2.6　Gマーク審査員のコメント
Gマーク審査員からは「本ソフトは、開発時からデザイナー

を現場調査に加え、放射線技師の業務フローを解析すること
からデザインの手法を導入している点が評価できる。さらに、
タッチパネルのボタンサイズや文字サイズ、色彩と明度、画
面スクロールの方向や速度などを現場にフィードバックして
ユーザーに使用感を循環的に確認している点など、専用ソフ
トの開発における基本を守りながら高いレベルにまとめ上げ
ていることは大いに評価できる」とのコメントであった。

3．Natural Reportのデザイン

3.1　システムの概要
Natural Reportは、放射線医が大量の医用画像を読影し

て効率的に読影レポートの作成をすることを支援するシステ
ムである。画像や関連する医療情報の参照とレポートの所見
入力を速やか、かつ正確に運用できることが必要とされる。

3.2　利用状況調査
他社システムを使う東北大学病院と現行システムの既存

ユーザである民間の大雄会病院（図7）の異なる2つの病院の
読影医の利用状況観察とヒアリングを行った。大学病院に特
化して求められる機能、あるいは民間の複数の施設を持つ総
合病院に特化し求められる機能などさまざまなニーズを把握
した上で、読影する視点で確実に必要とされるニーズを明確
化した。

3.3　要件抽出と改善
利用状況調査によって大量の患者画像を参照しながら素早

く正確な読影を行うことが重要であり、そのためには、
(1) 自由度の高い検索
(2) 患者の過去症状情報の速やかな把握
(3) 読影環境に配慮した視覚的負担の軽減
が必要であると考えた。
ルーチンワークで毎日使用する検索はあらかじめプリセッ

トとして登録することで、無駄な設定操作をショートカット
できるようにした。一方、類似所見を探す場合や研究、分析
を目的としたデータの検索は、フリーワード検索や、任意条
件の追加、削除が可能な詳細検索機能により、ユーザの要望

にきめ細やかに対応する柔軟な検索環境を用意した（図8）。
読影医は大量の撮影画像から患部を見つけ出し、症状を診

断する作業を短時間で行わなければならない。読影前に選択
した患者の過去レポートを図9のように所見概要が付いた状
態で時系列でリスト表示し、事前に症状とその経過を大まか
に把握した上で、速やかに読影に入ることができるようにし
た。さらに患者の過去のレポートの量、診断の時期や頻度が
直感的に素早く把握できるように、リストだけでなく図10の
ような年表状の表示を用意した。
読影レポートは「電子カルテ」との連携や院内Web配信用

の「文書データ」として使用されることから、当初のメンタル

図7：利用状況調査
大雄会病院で利用状況の観察とヒアリングを行った。

図9：患者の過去の症状を素早く把握できる読影リスト
上部で選択した患者の過去レポートを下部に所見概要付きでリ
スト表示する。

図10：レポート入力画面
患者の過去レポートの量、期間、頻度が直感的に把握できる。

図8：柔軟に対応する検索機能
ルーチン用のプリセットと高機能な詳細検索を用意した。
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モデルとしては「紙」を想定していた。ところが実際は大量
のネガ画像を閲覧する画像ビューアシステムと連携して使用
することが多いことが分かり、また画像ビューアシステムは
視覚的負担の軽減を考慮したネガ配色となっているものが多
く、「紙」イメージのポジとの連携作業を想起させるネガとポ
ジを同居させたデザインを考案した（図11）。

3.4　ユーザー評価
特徴的なネガポジ同居デザインについて開発初期の段階か

ら読影医への確認を再三行った。読影室では画面だけでな
く、依頼箋や他病院からのレポートなどを紙の情報を見るこ
とも多く、見やすい疲れにくい配色のバランス、文字色と背
景色とのコントラストなどに配慮した。
最初は突飛と思えたネガポジ同居デザインも実際のユー

ザーの声を取り入れることで、医療システムとして特徴的な
デザインとなり、また参照エリアと入力エリアを明確に識別
する効果的な機能となったと考えている。

3.5 Gマーク審査員のコメント
Gマーク審査員からは「ユーザーである医者に負担をかけな

い画面として、大量データの処理負荷を軽減する操作性、眼精
疲労を抑える色彩の導入など、すべての面において高レベル
のデザインを実現している点、画像参照画面とレポート作成画
面のネガ表示とポジ表示の差別化など、新しい提案による負
担軽減への挑戦が高く評価された」とのコメントであった。

4．まとめ

医療情報システムのユーザビリティを向上させるデザイン
活動について、放射線情報システムと読影レポーティングシ
ステムを例に紹介した。
これらのシステム以外にも現在いくつかの医療情報システ
ムのデザインを進めている。システム設計者と共に個別シス
テムの利用状況調査を行っていると、実使用時における医療
システムの連携のまずさが垣間見られることがある。ユー
ザーや設計者が日ごろ漠然と意識している違和感をデザイ
ナーの視覚化能力（図12）を活用することで課題として顕在化
し、新しい医療情報システムを生み出せるよう、今後も開発

図12：設計者とのアイディエーション
付箋を使ったアイデア出しと図式化により考えを整理する。

図11：ネガポジ同居画面
医用画像ビューアと並べて使う。

をサポートしていきたい。
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