
器具
対応ソフトウェア： BrainLAB knee essential & unlimited 2.1.x
リファレンスアレイ：
T 型 X プレス（左）、Y 型 X プレス（右）

ブレインラボ ポインターⅡ型（アングルタイプ）
1 ピン型ジョイント X プレス（左）

2 ピン型ジョイント X プレス（右）

（組み合わせ自由、例：大腿骨に 1 ピン型、脛骨に 2
ピン型、または大腿骨と脛骨の両方に 2 ピン型など）

2 ピン型ジョイント用テンプレート
大腿・脛骨用カッティングブロックアダプター（左）

4 IN 1 カッティングブロック用テンプレート 
（特定のワークフローに使用、右） 
ブレインラボ シャンツスクリュー：

1 ピン型ジョンイント X プレスには 4mm または 5mm
2 ピン型ジョンイント X プレスには 3mm または 4mm

赤外線反射ボール
（最低 13 個必要）
注：本ガイドはユーザーマニュアルに代わるものではありません。



お問い合わせ先：

BrainLAB AG
Kapellenstr. 12, 85622 Feldkirchen, Germany
ヨーロッパ、アフリカ、アジア、
オーストラリア： +49 89 99 15 68 44
USA & カナダ：+1 800 597 5911
日本： +81 3 5733 6275
南米：+55 11 3256-8301
フランス：+33-800-67-60-30

E-mail: support@brainlab.com
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詳細は、BrainLAB Standard Terms and 
Conditions of Sale の ”Limitations of Liability”
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手術室のセットアップ
対応ソフトウェア： BrainLAB knee essential & unlimited 2.1.x
ステップ 1

• システムは手術台の足元の、手術側と反対側に配置
します。 

• カメラが術野の方を向くように位置を調整します
（術野から約 2m 離れた位置）。 

• 必ずモニターが術者の見やすい位置にあることを確
認してください。 

• 電源コードをコンセントに差します。 
• システムの電源スイッチを入れます。 
ステップ 2

• アプリケーションの選択ダイアログで、 knee アイコ

ン（knee essential または knee unlimited）を押して

ソフトウェアを起動します。 
ステップ 3

• Welcome ダイアログであらかじめ定義済みのプロ

ファイルを選択します。 
•  Next を押して Procedure Overview ダイアログを開

きます。 
ステップ 4

• プロファイルの設定内容を確認します。 
• 選択したプロファイルで次に進むには Next を押し

ます。 

注：Modify を押せばプロファイルを修正することが

できます。 
注：本ガイドはユーザーマニュアルに代わるものではありません。
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ステップ 5

• 患者名と ID を入力します。 

入力フィールドを変えるには矢印を使
用します。 

• Next を押します。 
ステップ 6

• 手術側を選択します（Right または Left）。 
• Next を押します。 

注：手術側を選択できるのはこのステップのみです。 
正しく選択するよう、注意してください。 
ステップ 7

• Camera Setup ダイアログでは、患者情報と手術側

を確認してください。 
• カメラが術野から約 2m 離れていることを確認して

ください。 

注：術者はこれで、患者にリファレンスアレイを取り
付け（患者の準備のページを参照）、このダイアログ
に表示されるカメラに器具が映るかを確認できます。 
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患者の準備
対応ソフトウェア： BrainLAB knee essential & unlimited 2.1.x
ステップ 1

• 患者をドレープで覆います。 
• 患部を切開します。 
• 標準の手術手順に従って大腿骨と脛骨の準備をしま
す。 
ステップ 2

• シャンツスクリューを大腿骨に取り付けます。 
• ジョイント X プレス（1 ピン型または 2 ピン型）と

Y 型のリファレンスアレイを取り付けます。　 

注：他の器具の邪魔になることなく手術ステップを行
うスペースが確保できるよう、アレイの位置を調整し
ます。 
ステップ 3

• シャンツスクリューを脛骨に取り付けます。 
• ジョイント X プレス（1 ピン型または 2 ピン型）と

T 型のリファレンスアレイを取り付けます。 　　 

注：手順中に Y 型および T 型のリファレンスアレイを 
動かさないでください。ナビゲーションの精度が低下
し、患者に重傷を負わせるおそれがあります。
ステップ 4

• すべての骨棘を切除します。 
• 脚が屈曲位、伸張位の場合にカメラの両レンズにリ
ファレンスアレイが映ることを確認してください
（マゼンタ色と黄色の球がビュー中心に表示される
こと）。 

•  Next を押すと患者のレジストレーションに進みま

す。 
注：本ガイドはユーザーマニュアルに代わるものではありません。
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詳細は、BrainLAB Standard Terms and 
Conditions of Sale の ”Limitations of Liability”
の項を参照してください。



大腿骨のレジストレーション
対応ソフトウェア： BrainLAB knee essential & unlimited 2.1.x
ステップ 1 

• 股関節内で脚をピボットさせます。初めは小さな円
から徐々に大きな円へ、弧を大きくしていきます。 

• 支点があまり動かないように注意してください。 

注：骨盤を安定させ、このステップ中にはカメラを動
かさないでください。
ステップ 2 

• ポインターの先端を大腿骨の機能軸に当て、ピボッ
トさせます。 

注：このポイントの位置は、ナビゲーションを使用し
ない手術において通常、髄内ドリルを挿入する付近に
なります。
ステップ 3

内側および外側の上顆点で上顆軸（インプラントの軸
回旋アライメントに使用できるリファレンスの 1 つ）

が決まります。 これらのポイントはインプラントのサ

イジングにも使用されます。 

• ポインターの先端を内側上顆に当てます。 
• ソフトウェアの指示に従い、外側上顆も取得しま
す。 
ステップ 4

前方皮質骨のポイントはインプラントの前方アライメ
ントにおいてリファレンスとなり、インプラントのサ
イジングにも使用されます。 

• 前方皮質骨上の、従来、大腿骨サイジングガイドの
スタイラスを設置する位置にポインターの先端を当
てます。 
注：本ガイドはユーザーマニュアルに代わるものではありません。
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ステップ 5

Whiteside ラインは、インプラントの軸回旋アライメ

ントに使用できるリファレンスの 1 つです。 

• ポインターを AP 方向に、膝蓋面から顆間窩の中心

までの線に平行に持ちます。 
• ポイント取得中はポインターを 2 秒間完全に静止さ

せて保持します。 
ステップ 6

顆部は、骨切り面やインプラントサイズの計算に使用
されます。後顆は、インプラントの軸回旋アライメン
トに使用できるリファレンスの 1 つです。

• ポインターの先端を内側顆に当て、ピボットさせま
す。 

• 他のポイントは、緑で示した領域で、骨に沿ってポ
インターをスライドさせて取得します。 

• ソフトウェアの指示に従い、外側顆も取得します。 
ステップ 7

前方皮質骨は骨モデルの計算に使用されます。 

• ポインターの先端を前方皮質骨に当て、ピボットさ
せます。 

• 他のポイントは、緑で示した領域で、骨に沿ってポ
インターをスライドさせて取得します。 

注：このステップは Express レジストレーションの場

合には実施しません。 
ステップ 8

• レジストレーション精度の検証は、ポインターの先
端を骨に当て、画面に表示された位置が実際のポイ
ンター位置と一致していることを確認して行いま
す。 

• 必要に応じて精度チェックのポイントを取得したい
場合は、骨上の切除されていない領域にポインター
を当て、ピボットさせます。 

注：精度のチェックポイントを使って、手術手順全体
を通して精度確認を行ってください。 
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脛骨のレジストレーション
対応ソフトウェア： BrainLAB knee essential & unlimited 2.1.x
ステップ 1

内果、外果で取得したポイントにより、脛骨の機能軸
の遠位端が定義できます。

• ポインターの先端を内果部の隆起した部分に当て、
ピボットさせます。 

• ソフトウェアの指示に従い、外果も取得します。 
ステップ 2 

このステップでは脛骨の機能軸の近位端が定義できま
す。 

• ポインターの先端を、前十字靭帯の付着部である顆
間隆起の前部で保持します。 

• ポインターをピボットさせます。 
ステップ 3

脛骨縁ポイントにより、脛骨インプラントのポジショ
ニングとサイジングのためのリファレンスが得られま
す。 

• 脛骨プラトーの内側縁にポインターの先端を当て、
ピボットさせます。 

• ソフトウェアの指示に従い、外側縁と前縁を取得し
ます。 
ステップ 4

脛骨の AP 方向は脛骨の骨切り面の後方傾斜と回旋ア

ライメントの中立位を決定します。 

• ポインターを顆間結節に対して平行に、内旋／外旋
させることなく保持します。 

• ポイント取得中はポインターを 2 秒間完全に静止さ

せて保持します。 
注：本ガイドはユーザーマニュアルに代わるものではありません。
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ステップ 5

内側脛骨プラトーと外側脛骨プラトーは骨切り量と骨
モデルの計算に使用されます。 

• ポインターの先端を内側プラトーの最も低い位置に
当てます。 

• 他のポイントは、緑で示した領域で、骨に沿ってポ
インターをスライドさせて取得します。 

• ソフトウェアの指示に従い、外側プラトーも取得し
ます。 
ステップ 6

前方皮質骨は骨モデルの計算に使用されます。 

• ポインターの先端を前方皮質骨に当て、ピボットさ
せます。 

• 他のポイントは、緑で示した領域で、骨に沿ってポ
インターをスライドさせて取得します。

注： このステップは Express レジストレーションの場

合には実施しません。 
ステップ 7

• レジストレーション精度の検証は、ポインターの先
端を骨に当て、画面に表示された位置が実際のポイ
ンター位置と一致していることを確認して行いま
す。 

• 必要に応じて精度のチェックポイントを取得したい
場合は、骨上の切除されていない領域にポインター
を当て、ピボットさせます。 

注：精度のチェックポイントを使って、手術全体を通
して精度確認を行ってください。 
ステップ 8

下肢の初回アライメントを行います。

• 下肢を最大伸張位に伸ばします。 Store を押して術前

の内反角／外反角および伸展角を記録します（オプ
ション）。 

• 下肢を屈曲位にします。 Store を押して術前屈曲角を

記録します（オプション）。 
• Next を押してナビゲーションに進みます（ワークフ

ローに応じて、Tibia First、Femur First または

Hybrid のそれぞれのページを参照してください）。 
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TIBIA FIRST ワークフロー
対応ソフトウェア： BrainLAB knee essential & unlimited 2.1.x
ステップ 1

• 脛骨のプランニングでは、+/- ボタンを使ってイン

プラントのサイズを調整します。
• 矢印ボタンを使って、内反／外反角、前傾／後傾お
よび切除レベルを調整します。 

• Next を押します。 
ステップ 2

• 脛骨の切除には、カッティングブロックアダプター
をカッティングブロックに差し込みます。 

• 実際の骨切り面（青色）を計画面（黄色）に一致さ
せるようにカッティングブロックをナビゲートしま
す。 

• 骨の切除後は Next を押します。 

注：Split レジストレーションを行っている場合は、脛

骨の検証が完了すると、大腿骨のレジストレーション
を行うように指示されます。
ステップ 3

• 切除した脛骨を検証するには、骨切り面にカッティ
ングブロックアダプターを当て、2 秒間保持します。 

• ソフトウェアでは骨切り面が計算され、計画面と、
検証した骨切り面との誤差が表示されます。 

• Next を押します。 
注：本ガイドはユーザーマニュアルに代わるものではありません。

ステップ 4

• 屈曲位や伸展位で靭帯バランスの調整を行います。 
• 屈曲位では、内側／外側の関節ギャップと内旋／外旋
角を保存します（Gap Balancedアプローチに必要）。 

• 伸展位では、内側／外側の関節ギャップと内反／外反
角を保存します（Gap Balancedアプローチに必要）。 

注：Gap Balanced のワークフローでは、大腿骨イン

プラントのサイズ／位置は、保存されている屈曲／伸
展の関節ギャップを基準にしています。 インプラント

の回旋は、保存されている内旋／外旋角を基準に行わ
れます（脛骨に平行）。 
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ステップ 5

• 大腿骨のプランニングでは、+/- ボタンを使ってインプ

ラントやインサートのサイズを調整します。 矢印ボタン

を使って、遠位部の骨切り量、インプラントの前方／
後方の位置、屈曲／伸展の角度を調整します。 

• Gap Balanced ワークフロー： 大腿骨インプラント

のサイズと位置は、靭帯のバランス調整時に保存さ
れた屈曲／伸展ギャップを基準に決められていま
す。 手術計画を変更した場合には、Optimize を押し

て遠位部の骨切り量を再計算します。 
• Next を押します。 
ステップ 6

• 大腿骨のプランニングの第 2 ステップでは、+/- ボ
タンを使ってインプラントやインサートのサイズを
調整します。 矢印ボタンを使ってインプラントの内

側／外側位置、内旋／外旋、内反／外反の角度を調
整します。 

• Next を押します。 

注：インサートの厚さを変えても骨切り量は変わりま
せん。 
ステップ 7

• 大腿骨遠位部の切除には、カッティングブロックア
ダプターをカッティングブロックに差し込みます。 

• 実際の骨切り面（青色）を計画面（黄色）に一致さ
せるようにカッティングブロックをナビゲートしま
す。 

• 骨の切除後はNextを押して骨切り面を検証します。 

注：使用するインプラントや器具によっては、まず大
腿骨前面の切除を行う場合もあります。
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免責事項：

ステップ 8

• 大腿骨前面の切除には、カッティングブロックアダプ
ターをカッティングブロックに差し込みます。 

• 実際の骨切り面（青色）を計画面（黄色）に一致させ
るようにカッティングブロックをナビゲートします。 

• 骨の切除後はNextを押して骨切り面を検証します。 
• 大腿骨の検証後には Next を押して Final Leg 

Alignment に進みます（シャットダウンのページを

参照）。 
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本ガイドの内容は予告なく変更することが
ありますが、BrainLAB はこれについて一切

の責任を負わないものとします。

詳細は、BrainLAB Standard Terms and 
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FEMUR FIRST ワークフロー
対応ソフトウェア： BrainLAB knee essential & unlimited 2.1.x
ステップ 1

• 大腿骨のプランニングでは、+/- ボタンを使ってイ

ンプラントのサイズを調整します。 
• 矢印ボタンを使って、遠位部の骨切り量、インプラ
ントの前方／後方の向き、屈曲／伸展の角度を調整
します。 

• Next を押します。 
ステップ 2

• 大腿骨のプランニングの第 2 ステップでは、+/- ボ
タンを使ってインプラントサイズを調整します。

• 矢印ボタンを使ってインプラントの内側／外側位
置、内旋／外旋、内反／外反の角度を調整します。 

• Next を押します。 
ステップ 3

• 大腿骨遠位部の切除には、カッティングブロックア
ダプターをカッティングブロックに差し込みます。 

• 実際の骨切り面（青色）を計画面（黄色）に一致さ
せるようにカッティングブロックをナビゲートしま
す。 

• 骨の切除後は Next を押します。 

注：使用するインプラントや器具によっては、まず大
腿骨前面の切除を行う場合もあります。
ステップ 4 

• 切除した大腿骨遠位部を検証するには、骨切り面に
カッティングブロックアダプターを当て、そのまま
2 秒間保持します。 

• ソフトウェアでは骨切り面が計算され、計画面と、
検証した骨切り面との誤差が表示されます。 

• Next を押します。 
注：本ガイドはユーザーマニュアルに代わるものではありません。
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ステップ 5

• 大腿骨前面の切除には、カッティングブロックアダ
プターをカッティングブロックに差し込みます。 

• 実際の骨切り面（青色）を計画面（黄色）に一致さ
せるようにカッティングブロックをナビゲートしま
す。 

• 骨の切除後は Next を押して骨切り面を検証します。 
ステップ 6

• 脛骨のプランニングでは、+/- ボタンを使ってイン

プラントのサイズを調整します。
• 矢印ボタンを使って、内反／外反角、前傾／後傾お
よび骨切り量を調整します。 

• Next を押します。 
ステップ 7

• 脛骨の切除には、カッティングブロックアダプター
をカッティングブロックに差し込みます。 

• 実際の骨切り面（青色）を計画面（黄色）に一致さ
せるようにカッティングブロックをナビゲートしま
す。 

• 骨の切除後は Next を押して骨切り面を検証します。 
• 脛骨の検証後には Next を押して Final Leg 

Alignment に進みます（シャットダウンのページを
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免責事項：

本ガイドの内容は予告なく変更することが
ありますが、BrainLAB はこれについて一切

の責任を負わないものとします。

詳細は、BrainLAB Standard Terms and 
Conditions of Sale の ”Limitations of Liability”
の項を参照してください。



ハイブリッドワークフロー
対応ソフトウェア： BrainLAB knee essential & unlimited 2.1.x
ステップ 1

注：このページでは Tibia First Hybrid ワークフローに

ついて解説します。プロファイルの設定時に Femur 
First Hybrid ワークフローを選択することもできます。 

• 脛骨のプランニングでは、+/- ボタンを使ってイン

プラントのサイズを調整します。 
• 矢印ボタンを使って、内反／外反角、前傾／後傾お
よび骨切り量を調整します。 

• Next を押します。 
ステップ 2

• 脛骨の切除には、カッティングブロックアダプター
をカッティングブロックに差し込みます。 

• 実際の骨切り面（青色）を計画面（黄色）に一致さ
せるようにカッティングブロックをナビゲートしま
す。 

• 骨の切除後は Next を押して骨切り面を検証します。 

注：Split レジストレーションを行っている場合

（Tibia First ワークフローの場合に限る）は、脛骨の検

証が完了すると大腿骨のレジストレーションを行うよ
う、メッセージが表示されます。
ステップ 3

• 切除した脛骨を検証するには、骨切り面にカッティ
ングブロックアダプターを当て、2 秒間保持します。 

• ソフトウェアでは骨切り面が計算され、計画面と、
検証した骨切り面との誤差が表示されます。 

• Next を押します。 
ステップ 4

• 大腿骨遠位部のプランニングでは、+/- ボタンを

使ってインプラントのサイズを調整します。 
• 矢印ボタンを使って、遠位部の骨切り量、インプラ
ントの内反／外反角、屈曲／伸展の角度を調整しま
す。 

• Next を押します。 
注：本ガイドはユーザーマニュアルに代わるものではありません。
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ステップ 5

• 大腿骨遠位部の切除には、カッティングブロックア
ダプターをカッティングブロックに差し込みます。 

• 実際の骨切り面（青色）を計画面（黄色）に一致さ
せるようにカッティングブロックをナビゲートしま
す。 

• 骨の切除後は Next を押して骨切り面を検証します。 
ステップ 6 

• 屈曲位や伸展位で靭帯バランスの調整を行います。
• 屈曲位では、内側／外側の関節ギャップと内旋／外
旋角を保存します（Gap Balancedアプローチに必要）。 

• 伸展位では、内側／外側の関節ギャップと内反／外
反角を保存します。 

注：Gap Balanced のワークフローでは、大腿骨イン

プラントのサイズは、保存されている屈曲の関節
ギャップを基準にしています。 大腿骨インプラントの

回旋は、保存されている内旋／外旋角を基準に行われ
ます（脛骨に平行）。 
ステップ 7

• 大腿骨の AP 方向のプランニングでは、+/- ボタンを

使ってインプラントのサイズを調整します。 
• 矢印ボタンを使ってインプラントの内側／外側位
置、内旋／外旋、前方／後方のシフトを調整しま
す。 

• Next を押します。 
ステップ 8 

• 大腿骨前面の切除には、カッティングブロックアダ
プターをカッティングブロックに差し込みます。 

• 実際の骨切り面（青色）を計画面（黄色）に一致さ
せるようにカッティングブロックをナビゲートしま
す。 

• 骨の切除後は Next を押して骨切り面を検証します。 
• 大腿骨の検証後には Next を押して Final Leg 

Alignment に進みます（シャットダウンのページを

参照）。 
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シャットダウンとその他の機能
対応ソフトウェア： BrainLAB knee essential & unlimited 2.1.x
ステップ 1

Final Leg Alignment は常にワークフローの最終ステッ

プです。このステップでは、最終的なデータを、保存
した術前データと比較できます。 

• 下肢を最大伸展位にします。 

• 関節ギャップを表示するに gap ボタンを押しま

す。 
• Store を押して術後の内反角／外反角および伸展角

を記録します（オプション）。 
ステップ 2

• 下肢を屈曲位にします。 
• Store を押して術後の屈曲角を記録します（オプ

ション）。 
•  Finish を押すと Close Application ダイアログが開き

ます。 
ステップ 3 

• ソフトウェアを終了するには Finish を押します。 

注：システムのシャットダウンは、ソフトウェアを閉
じてから行ってください。 絶対に電源を切ってソフト

ウェアを終了しないでください。データが壊れる可能
性があります。
ステップ 4

• Data Storage ダイアログで Store Data を押して、セ

ラピーレポートやスクリーンショットを外部の記憶
媒体に保存します。 

• ここで開いた Storage Device ダイアログでは、記

憶媒体（CD、USB/Zip）を選択します。 
• 記憶媒体を挿入し、ソフトウェアの指示どおりに
データを保存します。 

注： ここでの選択とは別に、データは常にハードド

ライブに保存されます。 
注：本ガイドはユーザーマニュアルに代わるものではありません。
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GO TO ボタン

メニューバーで Go To ボタンを押すと Go To ダイアロ

グが開きます。ワークフローで設定した順序どおりに
ステップが一覧表示されています。 

青色の矢印は使用可能なステップを示します。

緑色のチェックマークは完了済みのステップを
示します。

グレーは使用できないステップを示します。 
関節ギャップの測定

メニューバーの Gap Measurement ボタン（knee 
essential ソフトウェアのみで対応）を押すと Gap 
Measurement ダイアログが開きます。 

この機能により、屈曲位および伸展位における内側／
外側の関節ギャップの状態を術中いつでも確認できま
す。 
リモートコントロール

リモートコントロール機能により、Next ボタンや

Back ボタンを使わずにワークフローを進めることが

できます。 

• 器具を骨上の該当位置に当てます。 ソフトウェアが

器具を検出すると、矢印は青色に変わります。 
• 矢印が黄色く点滅し、次の画面が開きます。 
• リモートコントロール機能を無効にするには、ロッ
クのアイコン（施錠状態＝無効、開錠状態＝有効）
を押します。
SCREENSHOT ボタン

Screenshot ボタンを押すと現在の画面やダイアログ

のスクリーンショットが撮れます。

スクリーンショットはハードドライブに保存され、ソ
フトウェアのシャットダウン時にはさらに記憶媒体に
も保存できます。 
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