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＜はしがき＞ 

本研究は、顔面神経麻痺などを原因とした顔表情運動障害に対し、麻痺診

断、治療方針や形成再建治療などの手術計画の決定、治療経過や術後評価

などの支援などを目的として、臨床現場で短時間に簡便に使用できる安価

で小型な、高精度、定量性、簡便操作性、即時性、などを有する「光映像

技術を用いた３次元の表情解析に基づく顔表情運動障害の診断・治療並び

に手術計画支援システム」を構築して、この支援システムを臨床に応用し、

システムの有効性の検証と改良を行なうことを目的として施行した。 
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研究成果 

 

研究目的： 
本研究は、顔面神経麻痺などを原因とした顔表情運動障害に対し、麻痺診断、

治療方針や形成再建治療などの手術計画の決定、治療経過や術後評価などの支

援などを目的として、臨床現場で短時間に簡便に使用できる安価で小型な、高

精度、定量性、簡便操作性、即時性、などを有する「光映像技術を用いた３次

元の表情解析に基づく顔表情運動障害の診断・治療並びに手術計画支援システ

ム」を構築して、この支援システムを臨床に応用し、システムの有効性の検証

と改良を行なうことを目的とする。 

本システムにおいては、対象者に種々の表情運動を行わせ、表情運動障害の

重症度評価、麻痺部位・範囲の特定、表情筋運動速度、表情歪みの方向、表情

の左右比、などの診断情報を抽出し、時空間的なデータとして表示するほか、

治療・手術計画を支援するために治療経過を表わす表情筋の動きや表情アニメ

ーション、術後の予想表情などを CG 提示するシステムを開発することを目的と

する。 

 

研究の背景 

主に陳旧性顔面神経麻痺による顔表情運動障害や顔面変形に対して、形成外

科手技を駆使して行なう静的・動的な再建手術は、形成外科が従来対象として

きた治療領域であるが、治療効果には多くの問題点を残してきた。しかし、最

近この顔面神経麻痺治療に、端側吻合を利用した顔面神経再建などの新たな展

開が起こりつつあり、今後の治療の発展が期待されている。それと共にこれら

の治療の評価法が、医療の標準化という観点からも重要な課題となっている。 

顔表情運動障害の評価法としては、重症度を視診による点数評価で表すＨＢ

法、柳原法などの主観的評価法が現在広く用いられているが、検者による評価

のばらつきや再現性に問題があり、かつ高得点が得られた患者でも患者の愁訴

となる細かな表情運動に関しては評価されず、また形成再建外科治療における

特定領域の微細な変化の評価には適していない点が問題である。 

顔面神経麻痺の客観的評価法としては、多数のマーカーの位置移動を画像解

析する方法、光の干渉現象を利用したモアレ法、顔の特徴点を抽出し動きを追

跡する方法などの試みがされている。しかしこれらは取り扱いや処理の煩雑さ、

計測精度と空間分解能の低さ、長い患者拘束時間などが問題であり、未だ実用

的なシステムはみられない。 
本研究ではこれらの問題を解決するために、コンピュータを利用した客観的

評価法の開発を行なうものである。 
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本研究組織の従来の研究経過と本研究への展開 

慶應大学形成外科学教室では、1983 年より、CT の 3 次元表示とその画像に

よる手術シミュレーション・システムの開発を行ってきた。研究分担者の小

林は、1991 年より 3 次元 CT データに基づく光造形法３次元頭蓋骨模型の作

成に関する研究を行い、日本で初めてその臨床応用を報告した。これは、「実

物大臓器立体モデルによる手術計画」として、1993 年より、高度先進医療と

して認められるに至っている。また、小林は、これに関して、1995 年、東京

都医師会医学研究賞を受賞している。また、研究分担者の中島らは、光造形

モデルに皮膚・血管を統合したモデルを作成し、口唇裂や血管腫などの手術

シミュレーションへの応用を試みている。 

またバーチャル・リアリティの医学応用に関する研究として、1993 年に、液

晶シャッター・メガネによるCT画像の3次元立体視の実現を行い、1994年に（財）

機械産業記念事業財団主催の第７回機械産業記念館展示として、バーチャル・

リアリティによる手術シミュレーション・システムの開発を行っている。 

1994 年度から 1996 年度まで、慶應大学環境情報学部千代倉研究室、医学部形

成外科学教室は、情報処理振興事業協会よりアプライした NTT マルチメディア

通信の共同実験「遠隔医療」に参加した。この実験において、藤田保健衛生大

学（中島龍夫教授）、大阪医科大学、株式会社デーメック（光造形装置メーカー）

との間を相互に高速ネットワーク回線（156Mbps、または、6Mbps の ATM 回線）

により接続し、ネットワーク型手術シミュレーション・システムを構築した。 

この中で、手術シミュレーション・アプリケーションとして、研究代表者の

田中らは軟部組織手術シミュレーション・システム（顔面表情筋モデルによる

顔面神経麻痺手術等のシミュレーション）を作成した。（田中一郎:表情筋の解

剖と機能に基づく顔面軟部組織の手術シミュレーションシステムの開発, 慶應

医学 74, 515-532, 1997、  Ichiro Tanaka, Masahiro Kobayashi, Toyomi 

Fujino, Hiroaki Chiyokura: Simulation for facial expression using the 

facial muscle model, Plastic  surgical  forum  20  ASPRS Inc. 

394-396,1997、  三谷ひかる，今野立也，田中一郎:顔面神経麻痺の外科的治

療の計画支援システム, 日本コンピュータ支援外科学会誌 4 (1), 1-5,1996） 

1997年より、ネットワーク上の教育用コンテンツとして、3次元CT画像のVRML

形式での表示、Visible Human Data に基づく皮弁アトラスの作成に関する研究

に着手し完成させた。 

1999 年からはラティス型データ構造を採用した口唇裂手術に関する手術シ

ミュレーション・システムの開発を始め、初期バージョンを完成させた。 

一方、研究分担者の南谷らは、オプティカルフロー（動画像中における運動

物体の移動ベクトル）を使った微小循環血流計測の研究を 1990 年より開始し、
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このオプティカルフローを使った解析法を顔面表情運動の解析へと発展させ

た。 

1999年より顔面神経麻痺の診断用にまずUNIXマシーンを用いたシステム開

発を行い、従来の顔表情運動の主観的評価法や移動マーカの画像認識法より客

観・定量性、利便性、精度、コストにおいてはるかに凌ぐものが得られ、その

十分なる有効性から注目を集めてきた。 

さらに、臨床の現場での容易使用と適用領域の拡大をはかるため、2001 年よ

り Windows ベースの改良普及型を開発し、2003 年に初期バージョンを完成させ

た。 

この Windows 改良普及型を利用した臨床応用として、研究代表者の田中は顔

面神経麻痺患者の治療・形成再建手術例の術前・術後のデータを取得・解析し、

治療・手術評価支援システムとしての本システムの有効性の検証や改良を 2001

年より行なってきた。 

さらに 2003 年より、頭部の両側に設置した鏡への鏡像を同時に撮影して顔面

側面の表情データを取得する３次元的表情運動解析法の開発を始めた。 

本研究では、今まで慶應大学形成外科教室において２０年近く行なってきた

コンピュータ支援外科研究をもとに、慶應大学理工学部の南谷研究室で開発し

評価を得ているシステムを利用して、顔面表情運動の疾患・障害に関係するシ

ステム開発・改良や臨床応用を行ない、それとともに医学の他領域や種々の産

業へのシステムの応用・発展を探るものである。 

 

本研究の特徴 

構築システムの基本原理は、一定照度の拡散光源で照明された顔面の時空間

的に変形する動態をビデオ撮像した後、連続する動画像中の陰影情報をピクセ

ル単位で時空間的微分演算することにより、オプティカルフロー（表情運動の

変形移動量・ベクトル）を求めるものである。 
頭部を固定した患者の正面より、市販のデジタルビデオカメラを用いて各種

表情運動を撮影するが、撮影前の化粧やマーカー貼布による特徴点の作成をせ

ずに、被検者のそのままの表情運動より移動ベクトルの検出が可能であること

が大きな特徴である。撮影時間は１０分程度で患者には負担にならず、外来診

療の合間に撮影可能で手間がかからないなど、非接触・無拘束・簡便さ・低コ

ストが特色である。 
撮影した画像はコンピュータに取り込み、解析ソフトにて顔面領域の全画素

のオプティカルフローを計算する。解析結果は実際の撮影画像上に移動ベクト

ルを示す線分として表示され、顔面の任意の領域での平均ベクトルを求めるこ

とができ、左右の対称性や治療前後での動きの変化を評価できる。 
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顔面神経麻痺のその他の客観的評価法としての、マーカー法、モアレ法、顔

の特徴点を追跡する試みなどは、取り扱いや処理の煩雑さ、計測精度と空間分

解能の低さ、長い患者拘束時間などが問題である。これらに対し本システムは、

座位姿勢でただカメラに向かい顔表情運動をするだけですみ、レーザ光やモア

レパターン投影光を照射されることもなく、安全性が高く簡便かつコンパクト

で、使用法も極めて容易である。特に小範囲の部位において細かな運動も検出

できることから、再建手術の結果や経過観察の評価法として優れたものである。 
 

本研究の意義 

顔面神経麻痺の形成再建手術における手術部位や顔面全体の各種表情運動の

定量的評価が得られ、特に微細な動きの表情での有効性が大きい。より細かな

患者の訴えに対する客観的な評価が可能となり、また術後の再建状態の変化の

経過を簡単に定量的に記録できることで、再建方法の改良や新しい治療法の開

発、また治療法の標準化につなげることができる。 
年間約１万 5000 人の顔面神経麻痺患者を対象に診断情報と治療・術後評価を

的確に提供できることは、当該分野の発展に寄与すること極めて大きく、また

患者自身にとって表情運動の客観情報をモニター画面上で知ることは、自らの

意思で正常に近づける働きを喚起する良きフィードバック情報となる点で意義

深い。 
その他にも広範な適用範囲が期待でき、画像転送技術を追加することにより

在宅診断の可能性もあり、医療施策面でも価値が高い。本システムの利用形態

としての波及効果は、IT 関連分野（顔表情運動の解析や表情アニメーションな

どの表情動画像の作成支援、コンピュータグラフィクス（CG）など３次元 CG
の構築支援）、演劇・演技分野（表情の分析、表情生成の支援）、臨床心理学分

野（表情の心理分析、カウンセリング支援）、力学レオロジー分野（表面形状変

化の解析、流動・流速計測）、美容外科手術の術後評価など美容・化粧品分野な

どへの適用などが考えられ、医学領域だけでなく他分野産業への応用・発展も

期待できるものである。 
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各年度における研究目的・実施計画とその成果 

 

平成１７年度（～平成１８年３月３１日） 

 

研究目的 

平成１７年度は、 

（１） より高い精度と再現性を目指した撮影方法の改良として、今ま

で作成した鏡利用の 3 次元撮影装置・頭部固定装置を検討し、

新たな装置を作成、また表情撮影法の検討・改良する。 

（２） いままでの解析ソフトを検討し、3 次元解析に適した新たな解

析ソフトを作成する。 

（３） 臨床応用による新システムの有効性の検証と改良を行なう。 

を目的とした。 

 

研究実施計画 

１．治療・手術支援システムの設計・試作・実装とシステム実験 

顔表情運動障害や顔面神経麻痺を診断するために、眉上げ、額の皺寄

せ、閉眼、強閉眼、鼻根の皺寄せ、口笛運動、頬ふくらませ、への字口、

イーと歯をみせる、笑い顔などの表情運動を行わせ、安静開眼の無表情

を基準にして表情の歪み度を観測し、疾患部位と疾患度の強弱を数値化

して診断に用いる。 

本システムでは、正面顔画像に鏡面反射の起こらない一様な一定照度

の拡散光を照明し、前方一定距離に設置した高精細ディジタルビデオ

（ＤＶ）カメラで対象者の顔画像を撮像し、取得した２次元動画像に対

しＰＣベースの画像プロセッサを用いて、高速で顔表情運動量をオプテ

ィカルフロー（移動方向、移動長の情報をもった移動ベクトル値をイメ

ージで表す）として求める。 

さらに、表情の動きを表わすオプティカルフローを顔画像にオーバー

レイ表示するとともに、健側と患側のオプティカルフローの歪みを麻痺

度として算出・表示して診断に役立てる。 

また、得られた顔面麻痺の診断情報を大容量の光磁気ディスクにより

画像カルテ化して、診断治療の履歴を保存・保管するシステムを併せ持

つものを作成する。 

今まで作成した鏡利用の 3 次元撮影装置・頭部固定装置の検証（鏡の

位置・角度・サイズ、顔とビデオの距離など）を行い、新たな装置を作

成する。 また、拡散照明装置の改良・試作、表情撮影法の検討・改良
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を行なう。 

２．治療・手術支援システムの運用・臨床試用・評価 

これらのシステムを用いて顔面神経麻痺および表情運動障害の重症

度診断と治療、術後の評価、並びに手術計画の支援を行う。 

（１）術前・術後の患者データの取得および手術治療 

Bell 麻痺・Hunt 症候群による顔面神経麻痺での回復不良例、聴神

経腫瘍術後・外傷性の陳旧性顔面神経麻痺例、先天性顔面神経麻痺例

などでの再建手術やボツリヌストキシン治療の患者を対象とする。こ

れらの患者の再建治療方針は、形成外科外来にて現在行われている、

形成外科・耳鼻咽喉科・眼科ら複数科医師で診療する特殊外来（顔面

神経麻痺再建外来）で検討する。 

再建手術は、顔面神経麻痺の症状である眉毛下垂、兎眼、眼瞼下垂、

鼻翼・口角下垂、などに対する各種の静的あるいは動的再建を行い、

１患者に対して単独の手術のみならず、必要に応じて複数の手術術式

を同時にあるいは段階的に行う。患者症例数の目標としては眉毛、眼

瞼、口角に対する手術やボツリヌストキシン治療の患者を、年間各々

１０例とする。 

これらの患者を対象として、術前および術後（原則として１・３・

６・９・１２・１８・２４ヶ月後）に、形成外科外来にて各種表情運

動のビデオ撮影を行う。 

（２）ビデオ撮影データのコンピュータによる解析 

パーソナルコンピュータにビデオ撮影データを取り込んで、開発した

システムにより表情運動を解析する。 

（３）解析データの検討および臨床応用 

解析結果の臨床的意味付けおよびこれに基づいた手術・治療計画を

検討する。 

また、患者アンケートや顔面運動の機能的検討（兎眼の程度、食事

のもれ・会話などでの口唇機能）、および視診による４０点法など他

の評価法などによる評価と解析結果を比較・検討し、開発したシステ

ムの有効性につき検討する。また、神経血管柄つき筋移植例について

は筋電図（誘発電位や干渉波形）検査を行い、筋電図検査による経過

観察と比較・検討する。 

（４）これらの結果に基づいたシステムの改良 
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研究成果 

１．診断・治療・手術支援システムの改良とシステム実験 

（１）より高い精度と再現性を目指した撮影方法の改良：鏡利用の 3 次

元撮影装置として鏡の位置・角度・サイズ、顔とビデオの距離を

検討し、また表情撮影・頭部固定法の検討を行った。その結果、

頭部固定装置と鏡を一体化した新たな頭部固定・3 次元撮影装置

を作製した。 

（２）解析ソフトの改良：今までの臨床使用により明らかになった問題

点、特に 3 次元解析を行うことで生じた問題点などについての改

良を行い、３次元解析に適した 2nd Version の解析ソフトを完成

させた。 

（３）３次元解析のアルゴリズム開発：３次元的な真の移動量を求める

ための、３次元解析のアルゴリズムを見直し、新たなアルゴリズ

ムを開発した。 

（４）システム実験：健常者におけるデータ取得を行い、３次元解析の

アルゴリズムや解析システムの精度の検討を行った。 

２．診断・治療・手術支援システムの運用・臨床応用とシステム評価 

システムを用いて顔面神経麻痺および表情運動障害の診断・治療評

価・手術計画支援を臨床的に行った。 

主に顔面神経麻痺の再建手術やボツリヌストキシン治療の患者を対

象として、治療前後に各種表情運動のビデオ撮影を２０名に行った。 

これらのビデオ撮影データから、開発したシステムを用いて表情運動

を解析した。解析結果の臨床的意味付けを行い、これに基づいた手術・

治療計画を検討した。 

また、患者アンケートや顔面運動の機能的検討（兎眼の程度、食事の

もれ・会話などでの口唇機能）、および視診による４０点法など他の評

価法などによる評価と解析結果を比較・検討し、開発したシステムの有

効性につき検討した。 

神経血管柄付き筋移植例については筋電図（誘発電位や干渉波形）検

査を行い、筋電図検査による経過観察と比較・検討した。 
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平成１８年度（～平成１９年３月３１日） 

 

研究目的 

平成１８年度は、 

（１）より高い精度と再現性を目指した撮影方法の改良として、１７年

度に改良作成した鏡利用の 3 次元撮影装置・頭部固定装置の試

用・検証、表情撮影法の検討・改良 

（２）昨年度に改良作成したソフト改良版の試用・検証とさらなる改良 

（３）臨床応用によるシステムの有効性の検証と改良 

（４）鏡利用以外の 3 次元撮影法の開発 

を目的とした。 

 

研究実施計画 

１．治療・手術支援システムの設計・試作・実装 

（１）より高い精度と再現性を目指した撮影方法の改良：１７年度に改良作

成した鏡利用の 3 次元撮影装置・頭部固定装置の試用・検証（鏡の位

置・角度・サイズ、顔とビデオの距離などの再検討）、拡散照明装置

の改良・試作、表情撮影法の検討・改良（被験者への撮影表情指導の

ビデオ作成）を行なう。 

（２）解析ソフトの改良：システム表示法の改良（現行の日本語表示より全

英語表示へ）、昨年度に改良作成したソフト改良版の試用・検証、を

行なう。 

（３）３次元表情運動解析の改良：昨年度に開発した３次元表情運動解析の

アルゴリズムのシステム実装を行なう。 

（４）鏡利用以外の 3 次元撮影法の開発：複数台のビデオカメラによる 3 次

元撮影法とその３次元表情運動解析のアルゴリズムの検討を行なう。 

２．治療・手術支援システムの運用・臨床試用・評価 

１７年度に改良したシステム（新 3 次元撮影装置・頭部固定装置、ソフト

改良版）を用いて顔面神経麻痺および表情運動障害の重症度診断と治療、術

後の評価、並びに手術計画の支援を行う。 

（１）術前・術後の患者データの取得および手術治療：主に顔面神経麻痺の

再建手術やボツリヌストキシン治療の患者を対象として、術前および

術後定期的に各種表情運動のビデオ撮影を新 3 次元撮影装置・頭部固

定装置を利用して行う。 

（２）ビデオ撮影データのコンピュータによる解析：パーソナルコンピュー

タにビデオ撮影データを取り込んで、改良したシステムにより表情運
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動を解析する。 

（３）解析データの検討および臨床応用：解析結果の臨床的意味付けおよび

これに基づいた手術・治療計画を検討する。また、患者アンケートや

顔面運動の機能的検討（兎眼の程度、食事のもれ・会話などでの口唇

機能）、および視診による４０点法など他の評価法などによる評価と

解析結果を比較・検討し、開発したシステムの有効性につき検討する。

また、神経血管柄つき筋移植例については筋電図（誘発電位や干渉波

形）検査を行い、筋電図検査による経過観察と比較・検討する。 

（４）これらの臨床応用の結果に基づいた改良システムの検証と改良。 

 

研究成果 

１．診断・治療・手術支援システムの改良とシステム実験 
（１）より高い精度と再現性を目指した撮影方法の改良：１７年度に改

良作成した鏡利用の 3 次元撮影装置・頭部固定装置を用いた患者

及び健常者の撮影を行ない、装置の使用上の問題点や鏡の位置・

角度・サイズ、顔とビデオの距離などの再検討を行なった。そし

て、これらの検討によりさらに装置に改良を加えた。顔面細部の

運動評価のためのビデオ撮影法も検討した。 
（２）解析ソフトの改良：昨年度に改良作成した表情解析ソフト改良版

を用いて、患者及び健常者の表情解析を行なった。そして、改良

版の問題点やさらなる改良点につき検討を行なった。 
（３）３次元表情運動解析の改良：昨年度に開発した３次元表情運動解

析のアルゴリズムのシステム実装を目指して、実際的な実装検討

を行なった。 
２．治療・手術支援システムの運用・臨床試用・評価 

１７年度に改良したシステム（新 3 次元撮影装置・頭部固定装置、ソフト

改良版）を用いて、顔面神経麻痺の再建手術やボツリヌストキシン治療

の患者を対象として、治療前後に各種表情運動のビデオ撮影を１２名に

行なった。 
これらのビデオ撮影データから改良版解析ソフトによる表情解析を

行なった後、解析結果の臨床的意味付けを行い、これに基づいた手術・

治療計画を検討した。また、顔面運動の機能的検討（兎眼の程度、食事

のもれ・会話などでの口唇機能）や４０点法による評価と解析結果を比

較・検討し、開発したシステムの有効性につき検討した。 
筋移植例については筋電図（誘発電位や干渉波形）検査を行い、筋電

図検査による経過観察と比較・検討した。また、顔面痙攣の患者４名の
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表情解析も行い、顔面痙攣の定量的評価への応用につき検討した。 
旧解析ソフトにより解析した患者の内、３０名分のビデオ撮影画像に

ついても改良ソフトにより解析し直した。これらについても、４０点法

など他の評価法などによる評価と解析結果を比較・検討し、改良したシ

ステムの有効性や問題点につき検討した。 
 

 

平成１９年度（～平成２０年３月３１日） 

 

研究目的 

１９年度は、１８年度に引き続いて 

（１） より高い精度と再現性を目指した撮影方法の改良として、改良作

成した鏡利用の 3 次元撮影装置・頭部固定装置の試用・検証、表

情撮影法の検討・改良 

（２） 改良作成したソフト改良版の試用・検証とさらなる改良、 

（３） 臨床応用によるシステムの有効性の検証と改良 

（４） 鏡利用以外の 3 次元撮影法の開発 

（５） システムの臨床応用領域の拡大 

を目的とした。 

 

研究実施計画 
１．治療・手術支援システムの設計・試作・実装 
（１）より高い精度と再現性を目指した撮影方法の改良：改良作成した鏡利

用の 3 次元撮影装置・頭部固定装置の試用・検証（鏡の位置・角度・
サイズ、顔とビデオの距離などの再検討）、表情撮影法の検討・改良
（被験者への撮影表情指導のビデオ作成）を行なう。 

（２）解析ソフトの改良：システム表示法の改良（現行の日本語表示より全
英語表示へ）、改良作成したソフト改良版の試用・検証、を行なう。 

（３）３次元表情運動解析の改良：１７年度に開発した３次元表情運動解析
のアルゴリズムのシステム実装を行なう。 

（４）鏡利用以外の 3 次元撮影法の開発：複数台のビデオカメラによる 3 次
元撮影法とその３次元表情運動解析のアルゴリズムの検討を行なう。 

 
２．治療・手術支援システムの運用・臨床試用・評価 

改良したシステム（新 3 次元撮影装置・頭部固定装置、ソフト改良版）
を用いて顔面神経麻痺および表情運動障害の重症度診断と治療、術後の
評価、並びに手術計画の支援を行う。また、システムの臨床応用領域の
拡大を探る。 
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（１）術前・術後の患者データの取得および手術治療：主に顔面神経麻
痺の再建手術やボツリヌストキシン治療の患者を対象として、術
前および術後定期的に各種表情運動のビデオ撮影を新 3 次元撮影
装置・頭部固定装置を利用して行う。 

（２）ビデオ撮影データのコンピュータによる解析：パーソナルコンピ
ュータにビデオ撮影データを取り込んで、改良したシステムによ
り表情運動を解析する。 

（３）解析データの検討および臨床応用：解析結果の臨床的意味付けお
よびこれに基づいた手術・治療計画を検討する。また、患者アン
ケートや顔面運動の機能的検討（兎眼の程度、食事のもれ・会話
などでの口唇機能）、および視診による４０点法など他の評価法な
どによる評価と解析結果を比較・検討し、開発したシステムの有
効性につき検討する。また、神経血管柄つき筋移植例については
筋電図（誘発電位や干渉波形）検査を行い、筋電図検査による経
過観察と比較・検討する。 

（４）これらの臨床応用の結果に基づいた改良システムの検証と改良。 
（５）顔面痙攣、美容外科手術などでの臨床試用を行なう。 

 

研究成果 

１．診断・治療・手術支援システムの改良とシステム実験 

（１）より高い精度と再現性を目指した撮影方法の改良：改良作成した

鏡利用の 3 次元撮影装置・頭部固定装置を用いた患者及び健常者

の撮影を行ない、装置の使用上の問題点や鏡の位置・角度・サイ

ズ、顔とビデオの距離などの再検討を行なった。また、改良以前

の頭部固定装置による撮影での解析結果との精度を比較した。こ

れらの検討によりさらに装置に改良を加えた。また、顔面細部の

運動評価のためのビデオ撮影法や、検査法の患者への指導ビデオ

作成を検討した。 

（２）解析ソフトの改良：表情解析ソフト改良版を用いて、患者及び健

常者の表情解析を行ない、改良版の問題点やさらなる改良点につ

き検討を行なった。 

（３）３次元表情運動解析の改良：開発した３次元表情運動解析のアル

ゴリズムのシステム実装を目指して、実際的な実装検討を行なっ

た。 

２．治療・手術支援システムの運用・臨床試用・評価 

顔面神経麻痺の再建手術やボツリヌストキシン治療の患者を対象

として、改良システム（新 3 次元撮影装置・頭部固定装置）を用い

て治療前後に各種表情運動のビデオ撮影を１４名に行なった。 
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これらのビデオ撮影データより表情運動の解析と解析結果の臨床

的意味付けを行い、これに基づいた手術・治療計画を検討した。ま

た、顔面運動の機能的検討（兎眼の程度、食事のもれ・会話などで

の口唇機能）、柳原法による主観的評価、筋電図（誘発電位や干渉波

形）による評価などと解析結果を比較・検討し、開発したシステム

の有効性につき検討した。 

また、異常共同運動の診断、治療評価への応用を目指して、１０

名の患者での解析検討を行った。 

また、健常者１８名と麻痺患者１８名分のビデオ撮影データの解

析を行ない、改良システムによる表情運動障害の診断への精度を検

討した。 

 

 

研究成果の論文への発表 

 

 以上の成果につきまとめた発表論文を次ページ以降に掲載する。 

 


