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病院の電子化病院の電子化

患者中心の臓器別診療によるチーム医療の実
現や医療の安全性の向上、業務の効率化等を
目的として、電子カルテシステムを中心とする総
合的な医療情報システムが導入されている

医事会計、臨床検査、経営支援などに利用され
ている
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放射線治療放射線治療

癌治療の三本柱のひとつ

高エネルギーの放射線を
使用

癌の種類（乳癌、前立腺
癌など）によって治療の方
法が異なる

１日１回が標準で、複数回
（複数日）治療を受ける
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背 景背 景

医療のIT (Information Technology)化
に伴い、莫大な量の医療情報の一元
管理が可能になり、またそれらの情
報の共有化が容易になった

しかし、それらの情報の利用はそこま
でにとどまっている

今後、さらなる医療の質の向上、医療
業務効率の向上を図る場合、それら
の有効な活用が必要となってくると考
えられる
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目 的目 的

そのテキストマイニングが病院空
間において有用であるかの評価
するため、放射線治療患者の満
足度の患者アンケート調査の自
由記述文を利用し、テキストマイ
ニングを用いて調査分析を行う
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ニングを用いて調査分析を行う

電子カルテなどの莫大な自由記載欄の情報を有
効に活用するための解析方法としてテキストマイ
ニングを提案する
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患者データ患者データ

対象は癌研有明病院にて放
射線治療を受け、終了した患
者とした

本調査が院内倫理委員会に
て受理された後を実施した

本調査を行うにあたり患者へ
のインフォームドコンセント（
説明と同意）を得た後実施し
た

総人数301人
男性：136人

女性:162人

未記入：3人
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自由記述および満足度評価
した患者の人数
自由記述および満足度評価
した患者の人数

585851516868合計

000011
全体評価したが、

未記入

000011評価できない

000011不満足

111122やや不満足

000022どちらでもない

662244やや満足
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放射線治療スタッフの業務放射線治療スタッフの業務

実際の治療（放射線技師）実際の治療（放射線技師）

毎日の対応やケア（看護師）毎日の対応やケア（看護師）

治療に対する説明など（医師）治療に対する説明など（医師）

※※写真の患者さんは当院の写真の患者さんは当院の
技師によるボランティア技師によるボランティア



方 法方 法

テキストマイニングソフトウェア

Text Mining Studio 2.2.1（（株）数理システム）

分析フロー（医師、看護師、技師）
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注目語情報分析



医師・単語頻度分析（満足度別）医師・単語頻度分析（満足度別）
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医師・注目分析医師・注目分析

説明が「特定の先生」と「わかりやすさ」と連結

質問が「いろいろ」と「答える」と連結
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医師・評判分析医師・評判分析

肯定的な評価のみ肯定的な評価のみ



医師・原文参照医師・原文参照

説明、質問に対する感謝・満足が見受けられる説明、質問に対する感謝・満足が見受けられる
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看護師・単語頻度分析（満足度別）看護師・単語頻度分析（満足度別）
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技師・注目分析２技師・注目分析２
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技師・評判分析技師・評判分析

肯定的な評価が多
い
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考 察考 察

医師
治療や病気に対する説明や患者さんからの質問をわかりや
すく丁寧に答えることで満足度が高くなると考えられる

看護師
毎日対応する看護師の対応が細部にわたり丁寧であり、患者
さんが安心できるようやさしくすることで満足度が高くなると考
えられる

技師
患者さんは治療に対し不安などを抱えており、実際の治療に
おいてそれが著名に感じるようになるため、技師が迅速に治
療を進め、やさしい対応を行い、不安を解消することで満足度
が高くなると考えられる
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結 論結 論

放射線治療患者の満足度の患者アンケート調査の自
由記述文を利用し、テキストマイニングを用いて調査分
析を行った結果、明確に大量のデータから有用な情報
の抽出ができた

テキストマイニングを電子カルテなどに応用することに
より、電子カルテは自由記述文が多く入力されているの
で、一見気づかない患者さんの情報などの有用な情報
の抽出が可能であるといえる
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展 望展 望

今後、テキストマイニングによる良好な解析結果を得る
ために

自由記述文の数
さらに多くの医師、看護師、技師に対するコメントをもらう

自由記述文の質
患者さんの自由記述文の自体の質を高めるために、この研究結果を
考慮し、良好な質問要項をアンケート用紙に適用する必要がある

評判分析の難しさ
本研究ではnegativeがあまり抽出されなかった

放射線治療部ではもちろん患者さんに満足するような治療を供給して
いることがあげられるが、negativeな単語の定義のむずかしさがあげら
れる

病院空間におけるpositiveおよびnegativeな単語の定義を確立する必
要がある
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