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研究 
 

 

耳鼻咽喉科・頭頸部外科の電子カルテにおける 

Web カメラの画像活用法 
 

                                                 

舘田勝 1)、橋本省 1)、大島英敏 1)、大石哲也 1)、原陽介 1) 

1) 国立病院機構仙台医療センター 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 

 

抄録                                               

 当科では電子カルテ導入に伴い Web カメラを用いて顔面、頸部、耳介、各種穿刺内容液などの記録を定

型的・継続的に行い診療に役立てている。顔面神経麻痺では 6 枚（安静時、額のしわよせ、閉眼、イー、

口すぼめ、頬部を膨らます）の定型的撮影を行い、継時的変化を供覧することで説明が容易になった。耳鼻

咽喉科・頭頸部外科において Web カメラを用い定型的・継続的に撮影することにより診断や患者サービス

の上で医療の質が向上した。Web カメラの撮影法を早期に確立しデータを蓄積することは今後の比較のた

めにも重要である。 

                                                 

キーワード：Web カメラ、電子カルテ、耳鼻咽喉科、顔面神経麻痺 

（2017 年 4 月 5 日受領、2017 年 4 月 30 日採用） 

 

１ はじめに 

電子カルテ、内視鏡画像管理システム、Web カメ

ラ、画像管理システム等の導入により紙カルテの時

代と比較すると情報共有や診断面で医療の質は格

段に向上している。Web カメラ、CT、MRI の画像、

内視鏡で撮影した画像を提示しながらの説明が可

能となり本人、家族への情報提供に大きく寄与して

いる。また医師間やコメディカルとの情報共有も格

段に向上した。我々は 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、経過

の所見を定型的に画像で記録してきた 1-3）。定型的

な撮影を継続的に行うことにより疾患部位の変化

の比較が可能となってきた。当科における顔面、頸

部、耳介、顔面神経麻痺等での Web カメラの活用

法につき述べる。 

 

２ 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に完全に

移行した。システムは日本 IBM 社の CIS-MR 

SHIP21 を使用。内視鏡画像管理システムはエーゼ

ット社のMedical Imaging communication system 

MX V2.408 を使用、総合画像管理システムは GE

ヘルスケア社のCentricity Enterprise Web V3.0を

使用している。システムには静止画が保存されてい

る。Webカメラは Microsoft社の LifeCamHD-5000、

ソフトは My camera version3.0 を使用している。

各クライアントには Microsoft Office も搭載されて

いる。電子カルテにはキャプチャ機能があり、画面

上に表示されている任意の部位を切り取りカルテ

上や Power Point などにペーストが可能である。 

 

３ Web カメラの撮影方法 

耳下腺部や頸部の腫脹が主訴の場合には、頸部の

正面、斜位もしくは側面像を（図 1）適宜撮影する。 
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図１ Web カメラによる撮影法 A：顔面頸部左側面、B：

顔面頸部正面、C：顔面頸部右側面、D：右耳介、E：左耳

介 

 

 

図２ 耳介の Web カメラによる写真、A：左耳介血腫治療

前、B：左耳介血腫治療後 

 

 耳介血腫、ハント症候群、先天性耳瘻孔の場合に

は両側の耳介を撮影する（図 1、2）。顔面神経麻痺

では顔面表情筋スコア（柳原法）を記載しそれに準

じ 4）、安静時、額のしわよせ、閉眼、イー、口すぼ

め、頬部を膨らます等の主要な画像（図 3、4、5）

を撮影する。治癒の遷延している術創や創部を定期

的に撮影する。放射線治療中の頸部皮膚の色調変化

も適宜定期的に撮影を行っている。鼻骨骨折や顔面

の外傷の場合には正面、側面、下面等の写真を適宜

撮影する。また頸部嚢胞、がま腫などの穿刺内容液

（図 6A1-C1）も可能なかぎり毎回撮影している。

いくつかの症例につき提示する。 

 

図３ Web カメラによる顔面神経麻痺撮影法、A：安静時、

B：額のしわよせ、C：閉眼、D：「イー」、E：「ウー」、F：

頬を膨らます。 

 

 

図４ 症例 2 の電子カルテ画面上の図、A：発症後 4 日目、

再来時の安静時の顔面、B：発症後 19 目の安静時顔面図、

C：発症後 19 日目の閉眼時顔面図。 

 

 

図５ 症例 2 の安静時顔面図、A：発症後 4 日目、B：発症

後 19 日目、左顔面表情筋運動が改善されている。電子カル

テ上では図 4 の A~C をクリックすると拡大表示され、患者

へ写真の供覧が可能である。 
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図６ A1：症例 3 の穿刺内容液、A2：症例 3 の MRI（T2

強調像）画像、B1：症例 4 の穿刺内容液、B2：症例 4 の

MRI（T2 強調像）画像、C1：症例 5 の穿刺内容液、C2：

症例 5 の MRI（T2 強調像）画像 

 

４ 症例 1：64 歳男性 

主訴 

 左耳介腫脹 

現病歴及び経過 

 14 日前より左耳介腫脹を認め、7 日前に近医耳鼻

咽喉科を受診し穿刺するも再腫脹あり、当科紹介さ

れた。初診時に左耳介の舟状窩、三角窩、耳甲介舟

の腫脹を認めた（図 2A）。局所麻酔後、左舟状窩を

切開し凝血塊を除去し圧迫固定した。10 日後に圧

迫を解除、17 日後の再来時には再腫脹は認めなか

った（図 2B）。手術前後の耳介の写真の供覧にて治

療の効果、治療後の状態が良好であることを写真で

示すことが可能であった。 

 

５ 症例 2：79 歳女性 

主訴 

 左顔面麻痺 

現病歴及び経過 

 2 日前より左口角より水が漏れ、1 日前より左顔

面神経麻痺を認め当科受診した。初診時の顔面表情

筋スコアは 40 点満点中 18 点で不全麻痺であった。

外来にてプレドニンの内服を開始、発症後 4 日目の

再来時にはスコア 10 点に悪化したため（図 4A）、

同日入院上プレドニン 200 ㎎より漸減した。糖尿病

があり治療中で入院後はインスリンにて血糖コン

トロールを受けた。発症後 19 日目にはスコア 22

点（図 4B,C）まで回復した。画面上で入院時の画

像と治癒過程の画像を同時に示すことができ（図

5A,B）、本人への説明が容易で納得が得られた。 

 

６ 症例 3：13 歳女性 

主訴 

 左顎下部腫脹 

現病歴及び経過 

 2 年前から左顎下部腫脹あり、6 ヵ月前から腫脹

が増大し、当科紹介受診。左顎下部に柔らかい腫瘤

を認めた。穿刺にて粘性の高い黄色の貯留液が吸引

された（図 6A1）。内容液の 10 倍希釈でアミラーゼ

は 700 であった。細胞診ではクラス II で出現細胞

は組織球で、リンパ管腫は考えにくい所見であった。

MRI画像にて左顎下より副咽頭間隙にT2強調像に

て高信号（図 6A2）、T1 強調像にて低信号の嚢胞性

病変を認めた。典型的ではないががま腫の診断にて

左舌下腺全摘術を施行。術後顎下部の腫脹を認めた

が、術後 1 か月で腫脹は軽快。術後 6 か月の MRI

では再発は認めなかった。穿刺内容液の性状の記録

は診断の一助となった。 

 

７ 症例 4：18 歳女性 

主訴 

 右上頸部腫脹 

現病歴及び経過 

 2 か月前から右上頸部の腫脹を認め、当科紹介受

診。右上頸部に弾性硬の腫脹を認めた。穿刺にて白

色不透明な液体が吸引された（図 6B1）。穿刺内容

液の細胞診はクラス II で好中球と炎症性変化を呈

する角化細胞を認め鰓性嚢胞が考えられた。MRI

画像では T2 強調画像で高信号（図 6B2）であった。

12 月全身麻酔下に摘出術を施行した。病理診断は

側頸嚢胞であった。穿刺内容液の性状は上皮や炎症

細胞が考えられ、記録が診断の一助となった。 

 

８ 症例 5：73 歳男性 

主訴 
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 甲状腺下極の嚢胞性病変の精査 

現病歴及び経過 

 他院CTで甲状腺下極の嚢胞性病変を指摘され当

科紹介。穿刺にて無色透明な漿液性内容液が吸引さ

れた（図 6C1）。内容液の細胞診では細胞がなく判

定不能であった。MRI 上は左下極から上縦隔に辺

縁平滑、境界明瞭な T2 強調像で高信号を示す嚢胞

性病変を認めた（図 6C2）。部位、穿刺内容の特徴

的な性状から副甲状腺嚢胞が考えられた。 

 

９ 考察 

通常デジタルカメラの画像を電子カルテに取り

込むには、一手間かかることが多くその場での加工

は困難である。当院の電子カルテシステムでは Web

カメラを端末に直接とり付けて使用することが可

能である。Web カメラで撮影した画像はキャプチャ

機能で、自由に切り貼りが可能である。電子カルテ

上に貼付した画像はクリックすれば拡大し、過去の

画像と現在の画像を同時に表示して比較すること

も容易である（図 4、5）。また Microsoft Office 

Power Point で経時変化をスライドに作成するこ

とも可能である。サマリーや手術所見の作成に極め

て有用である。 

Web カメラでの定型的継続的撮影は、頸部腫脹の

変化、耳瘻孔の感染の状態、耳介帯状疱疹、耳介血

腫などの経時的変化を比較提示しながら治癒状況

を説明するのに有用である。顔面神経麻痺の治癒過

程を継続的に撮影し経時的変化を見ることは治癒

傾向にあるか否かの重要な情報となる（図 3、4、5）。

柳原 40 点法では 10 項目の画像が必要になるが 4）、

毎回 10 枚の画像を撮影することは困難であり、比

較も煩雑になる。松代ら 5）はトリアージ 10 点法を

推奨しており、我々はこれに準じて前頭筋、眼輪筋、

口輪筋を中心とした 6 枚の画像を撮影している。口

腔や頸部嚢胞などの穿刺液の撮影は所見の記載の

みでは十分に伝わらない色調、性状、内容量を把握

するうえで極めて重要である。特に、無色透明の内

容液は特徴的でありその記録は重要である（図 6C1）
6）。穿刺内容液は毎回同じ性状とは限らず可能な限

り毎回撮影をしている 3）。顔面外傷の撮影は、患者

への説明のほか治療後の診断書作成時の客観的評

価でも重要となる。放射線治療中の頸部の撮影は皮

膚炎の状態比較のみならず、頸部リンパ節転移の治

療効果の把握にもつながっている。 

保存画像使用の利点は、患者本人や家族への説明、

医師の症例検討、経時的変化の診断、同一科内医師

との情報共有、他科医師との情報共有、看護師を含

む医療スタッフとの情報共有である 7）。患者本人や

家族へ画像を用いて説明することは、非常に説得力

がある。症例検討の際には、電子カルテ端末のある

場所であればどこでも画像を繰り返し閲覧するこ

とが可能で何度でも再検討することができる。また、

カンファランスでは、同じ画像を複数医師で検討す

ることが可能である。 

一般的にカメラ画像を電子カルテに取り込むに

は、いくつかの手間かかることが多く、手間を省く

にはコストが掛かる。当院システムの Web カメラ

は電子カルテ上で撮影、切り貼りが可能で極めて容

易である。今後タブレットや携帯式端末での写真撮

影が普及してくると予想されるが、それに対応する

ためにも、撮影法や保存法を早期に確立しておくこ

とが重要である。さらに、画像を保存し蓄積するこ

とで新たな活用法が生まれる可能性もあると考え

ている。こうした見地から、現時点で定型的な撮影

法を一旦確立し、継続することが重要である。当院

の撮影法にも改良の余地は依然あると思われ、現時

点において撮影法は施設ごとに異なってしかるべ

きだが、少なくとも各施設内では統一された基準で

継続されることが重要である 1-2）。 
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