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原著論文 
 

耳鼻咽喉科・頭頸部外科における電子カルテ 
及び内視鏡画像ファイリングの活用法 

 
                                                
舘田勝 1)、橋本省 1)、森田真吉 1)、池田怜吉 1)、堀亨 1) 
１）国立病院機構仙台医療センター耳鼻咽喉科 
 
<<抄録>>                                            
電子カルテ及び内視鏡画像管理システムの導入により、耳鼻咽喉科・頭頸部外科の局所所見を画像として

保存し、容易に比較検討ができるようになった。比較検討により、病変発症の時期を検討することが可能に

なり、日常診療で大いに役立っている。2012 年のシステム導入後から、その重要性に気付き 2013 年から

初診時の所見を画像に記録してきた。現在、初診時には 18 枚の画像（口腔・舌全体、舌裏面・口腔底、右

舌辺縁、左舌辺縁、中咽頭、硬口蓋・上歯肉、両側前鼻鏡所見、一側中鼻道（総鼻道）、上咽頭、声帯開大

時、声帯発生時、両側梨状窩、輪状後部、舌根）を基本に撮影している。定型的（定点的）、継続的な撮影

は比較が容易であり、耳鼻咽喉科疾患の微細な変化や、頭頸部癌の再発、早期の頭頸部重複癌の発見につな

がっている。 
                                                
キーワード：耳鼻咽喉科、内視鏡画像ファイリング、電子カルテ 
（2015 年 1 月 22 日受領、2015 年 4 月 24 日採用） 
 
 
 
１ 当院・当科のシステム 

2012 年 1 月からの電子カルテシステムの保存画

像から検討した。システムは IBM。画像保存シス

テムは(株)エーゼット内視鏡画像管理システム（フ

ァイリングシステム）を使用している。システムに

は静止画が保存される。使用している軟性内視鏡は

Oympus 社製の ENT V、ENT VT2、VH、VQ、

V3、V2、PENTAX 社製 VNL-110s である。 
 
内視鏡撮影方法 
当科では初診時の所見として口腔、鼻腔、咽喉頭、

耳の所見として 18 枚の画像（静止画）を基本とし

ている（図１）。先ず口腔、中咽頭所見として 6 枚、

口腔・舌全体、舌裏面・口腔底、右舌辺縁、左舌辺

縁、中咽頭、硬口蓋・上歯肉を撮影する（図１、２、

３）。次に鼻腔、咽喉頭所見として 10 枚、右・左前

鼻鏡所見、一側中鼻道（総鼻道）、上咽頭、声帯開

大時、声帯発生時、両側梨状窩、輪状後部、舌根を

撮影する（図１、２、４、５）。内視鏡を清掃後、

両側の鼓膜所見 2 枚（図１、２）で計 18 枚を基本

としている。小児や内視鏡を拒否する症例には省略

して行っている。 
経過観察の場合には耳疾患の場合には鼓膜、外耳

道、耳介等問題の所見のみを撮影し、炎症性鼻疾患

では鼻腔、副鼻腔、上咽頭の所見を適宜撮影する。

悪性腫瘍では口腔、鼻腔、咽喉頭を可能な限り初診 
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図１ 初診時内視鏡写真の取り方。A: 口腔・舌全体、B: 舌裏面・口腔底、C: 右舌辺縁、D: 左舌辺縁、E: 中咽頭、F: 硬

口蓋・上歯肉、G: 右前鼻鏡、H: 左前鼻鏡、I: 中鼻道、J: 上咽頭、K: 声帯開大時、L: 声帯発声時、M: 右梨状窩、N: 左

梨状窩、O: 輪状後部、P: 舌根、Q: 右鼓膜、R: 左鼓膜。 

 

 
図２ 内視鏡挿入方向の顔面図（各矢印は挿入方向）。A: 先

ず口裂から口腔・咽頭の撮影（図 1Ａ-F を撮影する）。G: 右

外鼻孔から挿入し前鼻鏡撮影（図 1G を撮影。左右はどちら

が先でも構わない）。H: 次に外鼻孔から鼻腔・咽頭・喉頭

の撮影（図 1H-P を撮影）。Q, R: 両側外耳孔から鼓膜を撮

影（図 1Q, R、必要に応じ耳介を撮影）。 

 
図３ 口腔内視鏡撮影方向の図（各矢印は図 1A-F の撮影方

向）。A: 口腔・舌全体、B: 舌裏面・口腔底、C: 右舌辺縁、

D: 左舌辺縁、E: 中咽頭、F: 硬口蓋・上歯肉を撮影。 
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図４ 鼻腔・咽喉頭撮影方向の頭部矢状断面図（各矢印は図

1H-P の撮影方向）。H: 左前鼻鏡、I: 中鼻道、J: 上咽頭、

K: 声帯開大時（図 1L-O もこの位置から観察）P: 舌根。 

 

 
図５ 上方から観察した下咽頭・喉頭・舌根撮影方向の図（各

矢印は図 1K-P の撮影方向、M-O はスニフィング・ポジシ

ョン、頸部捻転やバルサルバ法を適宜施行）。K: 声帯開大

時（この位置から発声にて L も観察）、M: 右梨状窩、N: 左

梨状窩、O: 輪状後部、P: 舌根。 

時撮影法を元に撮影し、適宜 NBI 画像も追加して

いる。これまでに画像による過去の経時的な画像比

較により診断が有用であった症例を供覧する。 
 
症例 1 60 歳女性（図６） 

60 歳時、右鼻腔悪性腫瘍手術施行。Neurogenic 
sarcoma の診断を受ける。鼻腔に対し術後放射線治

療を 50 Gy 施行。67 歳時、右頸部リンパ節転移が

出現し、右頸部郭清を施行。術後、頸部に放射線治

療 60Gy を施行し、経過観察中をしていた。自覚症

状はなかったが、2013 年 7 月（72 歳時）に 2012
年、2013 年 4 月と比較し、鼻中隔後方の腫瘤を確

認した（図 6ABC）。2013 年 7 月に手術にて切除し

悪性黒色腫の診断を受けた。継続的、定点的に鼻中

隔を撮影していたため再発を早期に確認できた。術

後 8 か月目に右鼻腔内再発を認め、術後 18 か月の

現在再発腫瘍に対し化学療法中である。 
 

 
図６ 左鼻腔内視鏡写真（D：鼻中隔）。A: 2012 年 1 月。

B: 2013 年 4 月。C: 2013 年 7 月、矢印再発腫瘍。 

 
症例 2 56 歳女性（図７） 

56 歳時、右頬粘膜上歯肉扁平上皮癌 T4aN1M0
に対し、右口蓋切除、右頸部郭清を施行した。2012
年 5 月（59 歳時）の左口腔粘膜の紅斑と比較し（図

7A）、2013 年 2 月（60 歳）の診察で紅斑の範囲の

拡大を認めた（図７B）。生検にて扁平上皮癌を確認

し切除した。紅斑の拡大を比較検討し早期発見につ
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ながった。2013 年 3 月に腫瘍を切除、術後 22 か月

再発なく経過観察中である。 
 

 
図７ 口腔内視鏡写真。A: 2012 年 5 月。B: 2013 年 2 月、

矢印：紅斑の病変が拡大している。 

 
症例 3 72 歳男性（図８） 

72 歳時、2012 年 1 月、声門上喉頭癌 T2N0M0
に対し喉頭蓋部分切除術を施行。消化器内視鏡検査

時に右下咽頭梨状窩の紅斑を指摘され、2013 年 9
月に右下咽頭癌 T2N0M0 に対し咽頭部分切除を施 

 

図８ 症例 3 口腔（A）、右梨状窩（B）、喉頭（C）の内視

鏡写真。A1: 2013 年 7 月の口腔、後の検討で、右口蓋弓に

薄い白斑を認める。A2: 2013 年 10 月の口腔、白斑ははっき

りしない。A3: 2014 年 11 月の口腔、右前口蓋弓に白斑を伴

う腫瘍を認める（矢印）。B1: 2013 年 7 月の右梨状窩、紅斑

を認める（矢頭）。B2: 2013 年 11 月の右梨状窩、下咽頭粘

膜切除後の瘢痕を認める。B3: 2014 年 11 月の右梨状窩、明

らかな再発は認めていない。C1, C2, C3: それぞれ 2013 年

7 月、10 月、2014 年 11 月の喉頭蓋切除後、喉頭蓋に明ら

かな再発は認めてない。 

行（図８B１）。2014 年 2 月（73 歳時）右前口蓋弓

に扁平上皮癌 T2N0M0 を確認し（図８A３）、咽頭

部分切除術を施行した。全般的な継時的スクリーニ

ングにより右下咽頭梨状窩の紅斑の増大、右前口蓋

弓の病変を早期に発見した（図８）。後の検討では、

右前口蓋弓の病変は 2013 年 9 月の段階でも薄い白

斑として確認ができた。最終術後 12 か月再発なく

経過観察中である。 
 
２ 考察 
耳鼻咽喉科・頭頸部外科の所見は視診が重要で、

これまで紙カルテ上では口腔、咽喉頭、鼻腔、鼓膜、

顔面、頸部等の図に所見を描写し、必要に応じ所見

を書き込んできた。電子カルテシステム及び内視鏡

画像管理システムの導入により、画像所見をそのま

ま添付することができるようになり、多くの情報を

残すことが可能となった。定点的な撮影で画像を比

較することが可能になり変化をより確実に把握す

ることが可能になった。担当医師のみならず、医師

間、患者医師間での情報共有、説明が格段に容易に

なり、医療の質が向上している。耳の内視鏡画像の

ファイリングについての報告は、その撮影法が容易

で鼓膜所見に限られることから、比較的多く認め、

その有用性については耳鼻咽喉科医以外の小児科

医も認めている 1, 2）。今後、軟性内視鏡を購入が可

能で、消毒等の衛生管理が十分に行われるのであれ

ば、小児科、嚥下を担当するリハビリ科など耳鼻咽

喉科以外の診療科でも利用が可能となってくる可

能性が十分に考えられる。このような状況の中で耳

鼻咽喉科領域の撮影法に広く言及する報告は無い。

耳鼻咽喉科医・頭頸部外科医としては、システムの

導入当初から、後で比較検討が可能なように要所で

広く撮影することが望ましく、その撮影法について

は早期に確立するべき問題である。当院では 2012
年 1 月から電子カルテ、内視鏡画像ファイリングシ

ステムが導入され、2012 年中には画像比較の重要

性に気付いた。その後 2013 年からは、初診時には

口腔、鼻腔、咽喉頭、鼓膜所見と広く撮るようにな

った。2014 年 7 月には定点、継続的撮影の重要性

につき報告している 3）。頭頸部悪性腫瘍では重複癌

が多く存在する。下咽頭癌 61％、中咽頭癌 44％、
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口腔癌 29％、喉頭癌 28％と報告されている 4）。重

複癌は上部消化管領域が最も多いが、頭頸部領域の

重複癌も多く、再発のみならず重複癌の検索が常に

必要となる。頭頸部癌診療では、再発のみならず頭

頸部の重複癌も多いため、通常の経過観察が重複癌

のスクリーニング検査の機会となる。重複癌は口腔、

咽喉頭に多く認め、これらの所見を定点的、継続的

に撮影し比較することにより病変の早期発見に極

めて有効と思われる。そのためには定型的（定点的）

撮影が必要である。当科では耳鼻咽喉科の一般疾患

並びに頭頸部癌を広く担当する施設であり、初診時

には可能な限り前述のような耳鼻咽喉科領域の所

見を撮影している。また、口腔癌の症例が比較的多

く、口腔全体、左右の舌辺縁も撮影している。耳疾

患では上咽頭や鼻の所見は重要であり、鼻の疾患で

は耳の所見も需要である。また口腔、咽喉頭の所見

を撮影しておくことにより、微細な喉頭ポリープ、

咽頭の乳頭腫、粘膜の色素沈着、白斑、紅斑、歯の

状態なども後に問題になった時に比較検討が可能

となる。施設により撮影部位が異なる可能性はある

が、耳鼻咽喉科医・頭頸部外科医としては初診時な

らびに年に 1 度程度は担当する部位を広く撮影し

ておくべきと考えている。当科では口腔・鼻腔・咽

喉頭の扁平上皮癌であれば、治療後半年まで 1-2 か

月に 1 回、その後 1 年までは 2-3 か月に 1 回、2 年

までは 3か月に 1回、5年目までは 3-4か月に 1回、

5 年以後は年 1-2 回の内視鏡画像撮影を行っている。

5年を過ぎた症例でも重複癌を確認することがあり、

定期的な観察は重要と考える。定期的な観察で異常

を指摘した場合には週 1 回の科内の症例カンファ

ランスや、必要に応じ、随時臨時カンファランスを

行い必要な検査の追加や治療法等を検討している。

カンファランスは必要に応じ電子カルテシステム

端末のある場所であればどこでも可能である。複数

の医師で確認することにより、副病変を指摘するこ

とがあり画像保存の重要性を非常に感じている。内

視鏡画像はファイバーの性能により異なる。性能に

より同一部位を撮影したとしても機種により画像

は異なってくる。なるべく同じ画像での保存が望ま

れるが、機種の画像性能をよく把握し適宜撮影して

おくべきものと思われる。 

 
３ まとめ 
電子カルテシステムおよび内視鏡画像管理シス

テムの導入時の画像保存ならびに電子カルテ保存

法について検討した。定点的、継続的に保存するこ

とにより画像の比較が瞬時に明瞭に可能となった。

情報共有も各段に向上した。今後の将来の比較のた

めにも定期的、定型的な撮影が重要である。 
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