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放射線治療用 ICD・0コード検索システムの開発
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Abstract 

We describe a computer version of the code for International Classification of Diseases for Oncology 

(ICD・-0). This system combines a graphics user interface with a search mechanism while using the 

hierarchical structure of the code. The graphics user interface aIIows easy selection of an anatomic pa此，

while the search mechanism provides the code numbers associated with an entered term. 

We created a HyperCard system that provides ICD-O codes based on the hierarchical structure of the 

ICD-O code and has the added options of being able to handle the machine entry mouse -cIicking and 

selecting pictorial representations of anatomic structures. 

Reference time was far fast when utiliziing this computer coding system，reference time was far fast 

than the ICD-O code book. 
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我々は，放射線治療用の疾患部位の国際規格

( International Classification of Diseases for 

Oncology . ICD・0) コードに対してのコン

ビュータ検索システムを作成した。このシステ

ムは，部位名称，部位画像からの ICD-Oコー

ド検索およびICD-O部位コードからの逆検索

を階層的方法によりもとめるo また，システム

としてグラブイツクユーザインターフェイスを

使用することにより操作性を容易とする O

Macintosh (Apple社製)を用い操作用ソフ

トとして HyperCardを使用することにより，

マウスによるクリックだけで全ての操作を可能

とした。また，本構築システムを利用した場合

には， ICD-Oコードを示した本を用いてコー

ドを検索する場合に比べ，約半分の時間で検索

が可能となった。
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はじめに

現在，病院内での放射線治療部門では患者へ

の放射線照射部位を，放射線治療用の疾患部位

の国際規格である ICD-O(International Clas-

sification of Diseases for Oncology) コード

と， IRD (Index for Radiological Diagnoses) 

コードを用いて管理している o ICD-Oコード

は治療における内科的な分類のコード， IRD 

コードは放射線科的な分類のコードを示したも

のである O これらのコードを利用する医師や診

療放射線技師は，頻繁に利用するコードをはじ

め，すべてのこれらのコードを記憶するには量

が膨大すぎる o また，これらのコードを記載し

た本 1)で調べるには時間を要する o これらの放

射線治療用コード検索システムは ACR ( 

American College of Radiology) コードを対
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象としてすでに構築された例がある 2)。しかし，

ACRコードや IRDコードは各施設により若干

変更されている場合もある。

そこで本研究では，放射線を用いて治療を行

う場合の疾患部位を示す管理コードを，利用者

が迅速かつ簡便に検索できるシステムを構築し

た。システム構築に際し，国際規格である

ICD-Oコードを用いることにした。 ICD-Oコ

ードは部位コードを (C-**.*)，病理組織

コードを (M-* * * * / *)というようにC
とMを頭文字にし，ハイフンと数字で照射部位

を管理するコードであるが，ここでは部位コー

ドのみの検索システムについて示す。

構築システム

システム構築に際して，医療現場に設置する

ことを想定し，

a 本システムを利用するにあたり，現状よ

りも作業従事者の負担が増加しないこと O

b. システム構成には特別な装備を必要とし

ないこと O

を基本理念としてシステムを構築することとし

た。 a に関しては操作をマウスによるボタン

選択のみとすることで対応した。また， b. に

関してはコンビュータを準備し，そのうえアプ

リケーションソフトウエアを装備しなければい

けないようだと，時にはハードウエア・ソフト

ウエアの不一致から，正常動作しない場合があ

るので，コンビュータ本体の機種のグレードに

関わらず，最初から OS(operating system) 

に標準で組み込まれているアプリケーション用

ソフトウエアを利用することで対応した。さら

に， ICD-O部位コードの国際規格性をより反

映させるために，日本語および英語の両言語を

選択できるようにした。

2. 1 システム開発環境

図 1に示すように，構築システムは Power

Macintosh 8100/80A V (Apple社製)をシス-・圃圃・・・田・
8100/80AV 

操作用基本ソフト

. Hyper Card 

画像入力ソフト
. Super Paint 
. Photo Shop 

図 1 システム構成図

テム本体とし，表示部には17インチモニター

(Apple社製)，画像取込部にはカラーイメー

ジスキャナ (EPSON社製)で構成した。

ソフトウエアは前述したようにシステム本体

に組み込まれている HyperCard(ver 2.2) を

用いた。また，部位イラストはカラーイメージ

スキャナと AdobePhoto Shop 2.5Jを用いて

システム本体に取り込んだ画像を Aldus

Super Paint 3.5Jを用いて加工・作成した。カ

ラーイメージスキャナや部位イラストの加工・

作成の際に用いたソフトウエアは，本検索シス

テムを利用する際には特に必要としない。

2. 2 ソフトウエアの開発

本システムのソフトウエアの開発にあたっては，

a 部位と ICD-O部位コードとの対応が全

くついていない利用者

b. 若干の ICD-O部位コード，または大ま

かな ICD-O部位コードは知っているが，

細部の ICD-O部位コードを検索したい利

用者

c 部位形状から ICD・0部位コードを検索

したい利用者

d.使用言語が日本語圏・英語圏の双方の利

用者

を対象とした。このため，ソフトウエアは図 2

に示すようなブローチャートに基づいて開発す

ることとした(図 2には後述する検索動作画面

との対応を図番ででも示した)。すなわち，使

用言語を選択した後は部位の名称からの検索と，

ICD-O部位コードからの検索とで，まず選択

するようにした。次に，部位の名称からの選択

を行った場合には，部位群からの検索と特定部

位の名称からの検索を選択可能とし，部位イラ

ストからでも検索を可能とした。また，これら

の操作は順次，画面との対話形式で検索を可能

図2 本ICD・0コード検索システムのフローチャート
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図4r部位群Jと「特定部位の名称Jとからの検索方

法の選択画面表示例

とした。さらに操作は全て，ボタンをマウスに

て選択する形式とし，どの画面からでもヘルプ

機能が利用できるようにした。

検索動作画面

システムを起動させた場合，まず，使用言語

を選択する画面表示となる O 使用言語は「日本

語」ボタンと「英語jボタンで選択してオープ

ニング画面に移る o これらのオープニング画面

のモニター上への表示を図 3に示す。同図(a ) 
は日本語版オープニング画面を，同図 (b) は

英語版オープニング画面をそれぞれ示す。以下

の検索動作については，使用言語に日本語を選

択した例を中心に示す。

3. 1 部位の名称からの検索例

オープニング画面である図 3 (a) で， r部
位の名称からの検索Jボタンを選択すると，図

4に示すように， r口腔Jボタンや「消化器J
ボタン等の部位群からの検索か，または「唇J
ボタンや「食道jボタン等の特定部位の名称か

らの検索かを選択する画面に表示が変わる。利

用者はこのように部位群からでも，部位名称か

らでも ICD-O部位コードの検索が可能である o

次に部位群から消化器を選択した例について

示す。図 4で「消化器jボタンをマウスで選択

すると，図 5に示す画面表示となる o ここには
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図5 r部位イラストjからの検索画面表示例

食道や胃等の各部の部位名称と，それらの部位

イラストが示されているので， r食道」ボタン

や「胃」ボタン等の部位名称ボタンか「部位イ

ラストJボタン中のどこかの部分をマウスで選

択する O 一例として「胃Jボタンを選択した場

合には図 6に示すように，胃のすべての部分に

ついての表示，すなわち16.0の噴門口から16.9

の場所不明までの画面表示となる O

細部の詳しい部位名称が明らかな場合には，

以上の操作による画面表示で検索部位の ICD-
O部位コードを知ることができる O しかし，部

位名称が明らかでない場合をも考慮、して，図 6

中の「噴門口Jボタン等の部位名称ボタンをマ

ウスで選択すると， r部位イラストJボタン中

の選択された部位部分が色付けされて表示され

るようにした。さらに，細部の名称がわからな

い場合にも，図 6中の「部位イラストJ中の検

索部分をマウスで選択することでも同様に，

ICD・0部位コードと部位名称，選択された部

位部分が色付けされて表示され，本検索システ

ムの検索終了画面となるようにした。例として，

図6で「幽門洞」ボタンもしくは「部位イラス

トjボタン中の幽門洞に相当する部位部分をマ

ウスで選択した場合の検索終了画面を図 7に示

す。

図 7中の左上枠中の C・16は胃全体の ICD-O
部位コードを示し，左下枠中のC-16.3は幽門
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C-16 

図7 検索終了画面

l 口腔 I I 消化器 | 惇腔、呼吸器I I 骨、神経 | 

仁茎B~ 三ヨ巴子

[翌日再]pjlTJl

E司「-;71:l"0 ) 

[一一"'}l-:1)三斗

図9 r部位コードjからの検索画面表示例

洞の ICD-O部位コードを示している O また左

中央の枠中の部位イラストには選択された部位

である幽門洞の部分が色付けされている O また，

右上枠中には選択された幽門洞以外の胃の

ICD・0部位コードとそれに対応する部位名称

を示した。この「部位名称Jボタンの部分をマ

ウスで選択すると，選択された部位イラスト部

分が色付けされた状態で新たな画面表示がなさ

れる。また，逆に部位名称、ではなく，部位イラ

ストの任意の部分をマウスで選択しでも，図 7

と同様に検索部位に相当する ICD-O部位コー

ドと部位イラスト中の検索部位が色付けされた

画面表示となる。例えば，部位名称の「墳門口J
ボタンか， I部位イラストJボタン中の墳門口

に相当する部分をマウスで選択すると図 7と同

様な画面が墳門口について表示される O さらに，

右下枠中のボタンは記述通りで， I次カードJ
ボタンをマウスで選択すれば現在のカード C・

16.3から次の C-16.4の画面に，あるいは「前

カード」ボタンをマウスで選択すれば前の C-

16.2の画面へと移動する O そして「新たな検索J
ボタンを選択すると図 2のフローチャートにあ

るように，はじめからの検索ができるようにし

た。また， rヘルプJボタンは操作方法の不明

な場合にマウスで選択すると，操作説明画面と

なるようにした。以上は図 4中の部位群の「消

化器Jボタンからの検索例を示したが，特定部

位の「胃Jボタンからの検索でも同様に行える O

一方，使用言語に英語を選択した例を図 8に

示す。日本語版オープニング画面図 3 (a) か

ら図 6へと検索したのと全く同様に，図 8は英

語版オープニング画面図 3 (b)からの検索結

果を示している O システムの操作法などは，日

本語版と全く同様に行えるようにした。

3. 2 部位コードからの検索例

3. 1節と同様にオープニング画面である図

3 (a) で， I部位コードからの検索」ボタン

をマウスで選択した場合に表示される画面を図

9に示す。ここで「消化器Jボタンをマウスで

選択すると，図10の画面表示となる。図10の画

面表示でICD-O部位コードを知ることもでき

る。この画面に検索したい部位の ICD-O部位

コードや部位名称がない場合には，画面をスク

ロールさせて ICD-O部位コードを探し出せる

ようにした。ここで IC-16.3Jボタンをマウス

で選択すると，図 7と同様，幽門洞の部分に色

付けされた部位イラストが示され，他の胃の

ICD・0部位コードと部位名称が表示される。

検索時間の検討

本検索システムを用いた場合には， ICD・0

部位コードの検索時間はシステムが起動してい
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C-15 食道
合 。

の高い ICD-O部位コードは自然に記憶するた

め，本検索システムを用いる必要がない。しか

し利用頻度の低い ICD-O部位コードを利用す

る場合には利用者の記憶によるかコードを記載

した本で調べなければならないが，本検索シス

テムを用いればその必要がなくなるo

C-15.0 頭部食道

C-15.1 胸部食道

C-15刷2 腹部食道

C-15.3 食道起始部

C-15.4 気管分岐部

C-15.5 繍隔膜貫通部

C-16 習

C-16.0 噴門口

C-16.1 胃底

|c-162 胃体

:C-16.3 幽門洞

IC-16.4 幽門

IC司 16.5 小笥

IC-16.6 大雪

IC-16目9 場所不明

巴ー立Ij¥時 一一

図10 r部位コード」からの検索画面表示例

る状態，すなわちオープニング画面の表示から

検索終了画面へ到達するのには，初心者で 7秒

程度であり，コードを記載した本で調べた場合

には10秒程度であり，両者の問に検索時間では

大きな差がなかった。しかし，この検索時間の

ほとんどが画面表示中の文字で示された部位を

探す時間であった。したがって，システムの操

作や画面表示に慣れると，検索は 2'"'-'3秒以下

で行えると予想できる O もちろん，この検索時

間はシステム本体のハードウエア環境に直に影

響されるのものであるが，システム本体にグレー

ドの低い機種を使用した場合でも，数秒で検索

可能と予想、できる O したがって，コードを記載

した本で調べるよりも，はるかに迅速な ICD-

O部位コードの検索ができる O 一方，利用頻度

結果

本検索システムを完成させたことにより，本

による検索の必要が無くなり迅速かつ簡便な検

索を行うことができるようになった。しかし現

段階では本検索システムを利用するためには

ICD-O部位コード検索用ノfーソナルコンピュ

ータを別に起動させておく必要があることや，

設置スペースの確保等の問題も残る O

今後，本検索システムと放射線治療用のオー

ダリングシステムとの連結や， ICD・0病理組

織コードをも含めた画面表示を可能にすれば，

更なるシステムの向上が図れる O
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