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1. 教室員と主研究テーマ 

 

教  授  田中 一郎  (1)ビデオ画像のコンピュータ解析による顔面表情運動の診断・治療支援シス 

テムの開発と臨床応用（文科省科研費 23592657,26462736） 

(2)顔面神経麻痺に対する新たな治療法や手術術式の開発と検証 

(文科省科研費 23592657, 26462736) 

(3)頭頚部腫瘍再建外科における新たな治療法や手術術式の開発と検証 
(4)四肢・体幹部再建外科における新たな治療法や手術術式の開発と検証 

助  教  藤井 貴子  (1)顔面神経麻痺に対する新たな治療法や手術術式の開発と検証 

(2)頭頚部腫瘍再建外科における新たな治療法や手術術式の開発と検証 

(3)四肢・体幹部再建外科における新たな治療法や手術術式の開発と検証 

 

後期専修医 鈴木 彩馨  (1)顔面神経麻痺に対する新たな治療法や手術術式の開発と検証 

(2)頭頚部腫瘍再建外科における新たな治療法や手術術式の開発と検証 

(3)四肢・体幹部再建外科における新たな治療法や手術術式の開発と検証 

 

2. 成果の概要 
 

(1) ビデオ画像のコンピュータ解析による顔面表情運動の診断・治療支援システムの開発と臨床応用 

 （文科省科研費基盤（Ｃ）26462736） 

顔面神経麻痺などの表情運動障害に対する診断や筋移植術などの治療効果の評価を目的として、ビ

デオ撮影画像をもとに、Optical Flow を利用したコンピュータ解析による表情運動の定量的動的解析

システムを慶應義塾大学工学部、千歳科学技術大学と共同で開発してきたが、三次元的な定量的評価

法としての複数ビデオを利用した方法などシステムを改良し、臨床応用や検証を行った。 

      
  Facial Nerve Research Jpn  35,  2015  
第 58 回日本形成外科学会総会（シンポジウム）、抄録集, 2015 

第 299 回東京歯科大学学会（特別講演）、抄録集、2015 

日本シミュレーション外科学会誌、23(1),2015 

平成 27 年度科学研究費補助金（基盤研究（Ｃ））実施状況報告書 

 

(2) 顔面神経麻痺に対する新たな治療法や手術術式の開発と検証 

 （文科省科研費基盤（Ｃ）26462736 ） 

A)顔面神経麻痺における治療戦略の検討 

顔面神経麻痺の治療戦略として、本来の表情筋を利用する主に麻痺の急性期や早期例、本来の表情

筋が利用できない陳旧例、麻痺回復後に合併した後遺障害に分けて、神経縫合や筋の移行・移植など

の動的再建、皮膚切除や吊り上げ術などの静的再建、その他の神経・筋切除やボツリヌストキシン治

療につき、今まで考案した諸術式・治療法や表情運動評価法などを検討した。 

 
第 58回日本形成外科学会総会（シンポジウム）、抄録集, 2015 
第 299回東京歯科大学学会（特別講演）、抄録集、2015 

 

 

B)顔面神経麻痺再建術（神経再建術や遊離筋移植術）における咬筋神経の有用性の検討 
陳旧性顔面神経再建術における咬筋神経の利用が近年増えているが、我々は本邦ではいち早く本神

経に着目し2006年より利用している。早期麻痺例に対する神経再建術の神経力源や陳旧例における笑
いの表情の獲得を目的とした遊離筋移植による動的口唇再建術の運動神経としての有用性につき、今

まで施行した神経再建術と遊離筋移植術において本神経の有効性、問題点を検討した 
 



 

第58回日本形成外科学会総会（シンポジウム）、抄録集, 2015 

第 38 回日本顔面神経研究会、抄録集, 2015 

第 299回東京歯科大学学会（特別講演）、抄録集、2015 
 

C) 陳旧性顔面神経麻痺に対する薄層前鋸筋移植による機能的表情再建術の検討 

笑いの表情を目的とした筋移植では通常１つの移植筋を頬部に移植するが、複雑な口唇運動に対

して単一方向の運動しか望めない。より自然な口唇の動きを求めて、口唇周囲の多方向ベクトルの表
情筋を考慮した、muscle slip に分離した３腹の薄層前鋸筋移植による機能的表情再建の術式を新た

に開発した。陳旧性顔面神経麻痺や先天性両側麻痺への施行例で術式の有用性、問題点につき検討し

た。 

 
第 58回日本形成外科学会総会（シンポジウム）、抄録集, 2015 
第 299回東京歯科大学学会（特別講演）、抄録集、2015 

 

D) 顔面神経麻痺後遺症に対するボツリヌストキシン治療の検討 

ボツリヌストキシン（ボツリヌス毒素）は神経筋接合部で神経伝達物質であるアセチルコリンの

放出を阻害することにより筋弛緩作用を持ち、眼瞼痙攣、片側顔面痙攣、痙性斜頚、上・下肢痙縮、

原発性腋窩多汗症などに使われる。ボツリヌストキシン治療の新たな展開として、従来治療に難渋し

てきた顔面神経麻痺後遺症（顔面拘縮、病的共同運動、鰐の涙など）に対するボツリヌストキシン治

療につき検討した。 
 

医学のあゆみ、253(8), 2015 

第 58回日本形成外科学会総会（シンポジウム）、抄録集, 2015 
第 299回東京歯科大学学会（特別講演）、抄録集、2015 

 
E) 顔面神経麻痺の評価法としての柳原 40 点法の検討  

柳原 40 点法は顔面の部位別評価が可能で、経時的な麻痺の回復経過の評価ができ、病初期の重症

度評価、予後診断に適した評価法であり広く臨床で使用されている。しかし、形成外科治療評価と

して必要な点は、神経再建では早期の再建をすべきか否かの判断や神経再建後の回復評価であり、

主に陳旧例での静的・動的再建ではどの部位にどのような治療や再建を要するのか、またこれらの

治療後評価であり、形成外科的観点から 40 点法の問題点を検討した。 

 

第 38 回日本顔面神経研究会(パネルデスカッション)、 抄録集, 2015 

Facial Nerve Research Jpn  35,  2015  

日本頭蓋顎顔面外科学会誌，31, 2015 

 

(3) 頭頚部腫瘍再建外科における新たな治療法や手術術式の開発と検証 

A) 上・中顔面の再建の腫瘍切除後皮膚欠損に対する新たな皮弁再建術式の開発と検証 

顔面皮膚欠損に対しては、局所皮弁による再建が整容的には良好な結果が得られるが、顔面を皮

弁採取部とした場合は顔面に瘢痕を残し、また上顔面の再建には選択できる局所皮弁は限られる。

上・中顔面の腫瘍切除後皮膚欠損に、耳前部を茎とする逆行性顎下部狭茎皮弁による再建術式を考
案し臨床応用を行なった。術後合併症や整容的評価を行ない、上・中顔面の中程度の皮膚欠損に有

用な再建法と評価された。 

 

日本頭蓋顎顔面外科学会誌，31, 2015 

 

B) 鼻背から下眼瞼・内眼角部に生じた MTS(Mixed tumor of the skin)の再建法の検討 

MTS(Mixed tumor of the skin：皮膚混合腫瘍)とは汗腺より発生する、全皮膚腫瘍の 0.01%程度の頻
度と報告されている比較的稀な腫瘍であるが、好発部位が顔面の中央部であることから隣接する顔

面の複数の UNIT にまたがっていることが多く、1つの欠損に対して植皮や局所皮弁などを用いた
複数の再建法が選択される。鼻背から下眼瞼・内眼角部に生じた MTS の症例をもとに、切徐後の再
建法に関して検討した。 

 

第 31 回慶応義塾大学医学部形成外科同門会学術集会、抄録集、2015 

 

 



 

C) 後頭部滑膜肉腫の頭蓋骨全層合併切除後欠損に対する Pasteur処理自家骨による再建法の検討 
後頭部滑膜肉腫の頭蓋骨全層合併切除後欠損に対して、頭蓋骨再建としては報告例の少ない

Pasteur処理自家骨と僧帽筋皮弁にて再建した一例を経験し、本再建法につき検討した。自家処理骨
による再建はドナーサイトの犠牲がなく、形態的に最も自然な形で再建ができ、中でも安価かつ簡

便で骨誘導が期待できる Pasteur処理による自家骨再建は、腫瘍切除後の骨再建として１つの有用な
方法であると考えられた。 

 
第 32 回慶応義塾大学医学部形成外科同門会学術集会、抄録集、2015 

 

D) 上顎癌切除後の新たな上顎再建術式の開発 

口蓋切除を伴う上顎全摘術後欠損の口蓋再建においては、安定した義歯の装着を可能とする下垂

の無い良好な口蓋形態が求められ、特に無歯顎の症例においては重要である。そこで、口蓋には皮

島を作成せず、単に欠損腔に筋皮弁を充填後、術中に装着したプレートに合わせた形態で、自然の

粘膜上皮化により口蓋が形成される上顎再建法を考案し臨床応用を行なった。施行症例につき、術

後の合併症、再建口蓋や義歯装着の状態、整容的評価などを行なった。 

 

Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Medicine, and Pathology, 28, 2016 

 

 (4) 四肢・体幹部再建外科における新たな治療法や手術術式の開発と検証 

A) 大動脈食道瘻の瘻孔被覆再建における広背筋弁の有用性の検討 

大動脈食道瘻は致死率の高い治療に難渋する疾患であるが、62歳男性の胃癌合併の大動脈食道瘻
破裂例に対し，緊急ステントグラフト内挿術後に食道切除と瘻孔部の広背筋弁による被覆再建を行

い、救命生存を得た症例を経験した。大動脈食道瘻切除後の広背筋弁による瘻孔被覆開鎖の報告は

殆ど無く、本術式の有効性や問題点につき検討した。 
 

創傷 6,  2015 
 

3. 科学研究費補助金・各種補助金 
  

研究代表者 研究課題 研究費 

田中 一郎 
ビデオ画像の三次元的動的解析による顔面表情運動

の診断・治療支援システムの開発 

文部科学省科学研究費補助金・

基盤研究（C） 

  

４. 研究活動の特記すべき事項 

 

シンポジウム 

シンポジスト 

 
年月日 演題 学会名 開催地 

田中 一郎 2015. 4.10 

顔面神経麻痺に対する、急性期

や早期例、陳旧例、後遺障害に

おける治療戦略 

（シンポジウム） 

第 58 回日本形成外科学

会総会 
京都市 

田中 一郎 2015. 6.12 

顔面神経麻痺の評価法：40 点法

の見直しは必要か？ 形成外科

医の立場から 

(パネルデスカッション) 

第 38 回日本顔面神経研

究会 

東京都 

文京区 

 

特別講演 

講演者 

 
年月日 演題 学会名 開催地 

田中 一郎 2015. 6. 6 
顔面神経麻痺の治療 update 

（特別講演） 

第 299 回東京歯科大学学

会・例会 

東京都 

文京区 



 

 

学術学会に相当しない団体が開催するセミナー・研究会・カンファレンス等における発表・講演 

講演者 年月日 演題 会合の名称 開催地 

田中 一郎 2015. 6.30 褥瘡発生報告と褥瘡の評価法 市川総合病院院内講演会 市川市 

田中 一郎 2015.10. 3 褥瘡発生と予防の基礎 
市川市地域連携褥瘡セミ

ナー 
市川市 

 

 


