
 

 

 

市川総合病院 形成外科 

 
プロフィール 

 

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 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 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  梶田 大樹  (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 

加藤 安声  (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 

渡部 紫秀  (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。 
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(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) 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が、その後本

術式の施行症例を重ねて術式の改良を行なってきた。これらの改良点などにつき検討した。 

 

第 22 回日本形成外科手術手技学会, シンポジウム、抄録集, 2016 

 



 

 

B) 顔面神経麻痺後遺症としての病的共同運動・顔面拘縮に対する治療の検討 
神経再生過程での表情筋の神経過誤支配による病的共同運動や顔面神経核の異常興奮による表情筋の不随

意で持続的な収縮による顔面拘縮は、麻痺の遺残による筋力低下と筋の過緊張状態が混在し複雑な症状を呈

し、治療に難渋する顔面神経麻痺後遺症であるが、本疾患に対する新たな治療法などを考案し検討した。 

 

        Facial Nerve Research Jpn  36,  2016  
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C）顔面神経麻痺再建術（神経再建術）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としての有用性などにつき、今ま

で施行した神経再建術において本神経の有効性、問題点を検討した。 

   

Journal of Otolaryngology, Head and Neck Surgery,32(9),2016 

 

(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) 広範な横隔膜欠損に対する腹直筋・筋膜弁による再建術式の開発 

腫瘍切徐後の広範な横隔膜欠損に対して、今まで報告例の無い腹直筋・筋膜弁による再建術式を考案して

施行し、良好な結果を得た症例を経験した。本術式の有効性などにつき検討した。 

 

第 59 回日本形成外科学会総会、抄録集, 2016 

 

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科補助金・

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 2016. 5.27 

顔面神経麻痺後遺症（病的共同

運動・顔面拘縮）に対する治療 

（シンポジウム） 

第 39 回日本顔面神経学

会 
大坂市 



 

 

田中 一郎 2016.12. 3 

Computer based three-

dimensional assessment of 

disorder of facial movement 

by optical flow based on 

video images, (シンポジウム) 

9th International 

Society for Simulation 

Surgery 

Nara 

佐久 間恒 

田中 一郎 
2017. 2.18 

遊離神経血管柄付き筋移植（薄

層前鋸筋弁）を用いた、よりき

れいで正確な顔面神経麻痺再建

法の詳細とコツ(シンポジウム) 

第 22 回日本形成外科手

術手技学会 

東京都 

大田区 

 

 

教育講演 

講演者 

 
年月日 演題 学会名 開催地 

田中 一郎 2017. 3. 5 
乳房再建術の実際 ―人工物、

自家組織移植による― 

第 23 回日本産婦人科乳

腺医学会、 

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 2016.10.15 褥瘡治療（総論） 
市川市地域連携褥瘡セミ

ナー 
市川市 

田中一郎 2017. 2. 2 形成外科診療の紹介 
市川市リレーションカン

ファレンス 
市川市 

田中一郎 2017. 2. 8 創傷処置の基本 市川総合病院院内講演会 市川市 

 


