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を被 うように固定 して,左右 それぞれ二方向 よ り同時に

顔 面形態 の三次元分 析 法

写真撮影 を行 う｡分析 は,パー ソナル コンピュー タ PC‑
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9801上 で行 う｡最初に各写真 につ いて 6個 の基準点の三
治

次元座標値 とデ ィジタイザー よ り入力 した二次元座標値

近年,‑‑ ドウェア面の進歩に伴 いコンピュー タ技術

か らそれぞれの透視変換マ トリックス を計算す る｡つ い

の発達 は 目覚 ましい ものがある｡医学 ･歯学 の分野にお

で測定点の二次元座標値 を入力 し, 2枚 の写真のデー タ

いて も,診断や治療‑の コンピュー タ応用が さかんに研

か ら測定点の三次元座標値 を算 出す る｡三次元像 の再構

究 され, その実用化 も着実 にすすんでいる｡

成は得 られた測定点の三次元座標値か らワイヤー フレー

顎変形症 の治療 では,岨噂 ･発音等の顎 口腔機能の回

ムモデル を作成 し,デー タを回転 ･移動す るこ とによ り

復 とともに審美性 の改善 もまた重要 な要素 となるが,従

RTお よび X‑
Y
任意の角度か ら観察 した顔面立体像 を C

来 よ り用い られている顔貌写真や頭部 Ⅹ線規格写真 によ

プロ ッタ‑上 に描 出す る｡ さらに,必要 に応 じて術前 ･

る顔面形態の分析 は,二次元的な ものに とどまるのみで

術後の像 の重ね合 わせや断面図の作成,体積 の測定 な ど

あった｡ しか し,最近 はこの ような患者の顔面形態の診

を行 う｡ また,分析結果はすべ て磁気デ ィス クに保存可

断や術後評価 を立体 的に行 うために, コンピュー タを利

能 とした｡

用 して三次元的かつ定量的に分析す る方法が研究 されて

本 システムの精度 を検定板 を用 いて検討 した ところ,

いる｡モア レ トポグラフイを用 いた方法 では, モア レ稿

2台のカメラのなす角度が20度以上 であれば,誤差 は 1

をコンピュー タに入力 し,三次元立体像 の再構築や定量

%程度 であ り臨床的には満足で きる精度 で測定が可能 で

分析が行 われている｡ またステレオ写真法 では, ステレ

あることが確認 された｡

オ コンパ レー タとコンピュー タを組み合 わせ た解析図化

外科的矯正治療 を施行 した下顎前突症 の患者に対 して

機 と呼ばれ る装置が開発 され,被写体 の座標計測や立体

本分析 を行 った ところ,術前 ･術後の三次元像 を重ね合

T像か らの
像 の再構築 な どが行 われている｡その他,C

わせることによって顔面形態の立体的な変化 を観察す る

立体画像作成 システムの開発や レーザー を用 いた光計測

こ とが可能 であった｡ また顔面形態 を数量的に評価す る

装置によって顔面形態 を数値化す る方法な どが報告 され

試み として,顔面 を 6平面によって 8部分 に区分 しその

ている｡当教室 において も,透視変換 を応用 した顔面形

も体積 を測定 した｡その結果,左右お よび術前 ･術後の顔

態の三次元分析法 を開発 したのでその概要 を紹介す る｡

面各部 の体積 を比較検討す るこ とによって,ア ンバ ラン

通常,透視図に よって 目標物体 の三次元的位置 を定め

スの部位や その程度が明 らか とな り,術後の改善度 を定

るためには,異な る方向か らの 2枚の透視 図が必要 であ

量的に把握す るこ とがで きた｡

る｡ また写真画像 は, カメラのレンズの主点 を視点 とし

この ように,本法は顎変形症患者における顔面形態の

た中心投影図法 によって被写体 の位置や形状 を描 いた透

診断や術後評価 を行 う上 で大変有用であることが示唆 さ

視 図に相 当す るものである｡そこで本法 では,透視変換

れた｡今後症例数 を増や して硬組織の変化や手術法の違

式 を応用す るこ とに よって任意の方向 よ り撮影 した 2枚

い と軟組織の変化 との関係 につ いて検討 し,実際の手術

の写真か ら三次元座標の再構成 を行 う｡ まず被験者の顔

法に即 したシュ ミレー シ ョンシステムの構築 を目指 した

面軟組織上 に黒色アイライナー にて測定点 を記入 し,三

い と考 えている｡

次元座標値が既知 の基準点 を記入 した金属枠が顔面全体
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