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1 概説

1.1 お問い合わせ先とリーガルインフォメーション

1.1.1 お問い合わせ先

サポート

本ガイドに掲載されていない内容に関するお問い合わせや、ご質問、その他問題点がある場合は
ブレインラボのサポート部門までご連絡ください。

地域 電話＆ファックス番号 Email

アメリカ合衆国、カナダ、中南米
Tel：+1 800 597 5911

Fax：1 708 409 1619
us.support@brainlab.com

ブラジル Tel：(0800) 892 1217
brazil.support@brainlab.
com

英国 Tel：+44 1223 755 333

support@brainlab.com

スペイン Tel：+34 900 649 115

フランス＆フランス語圏 Tel：+33 800 676 030

アフリカ、アジア、オーストラリア、
ヨーロッパ

Tel：+49 89 991568 44

Fax：+49 89 991568 811

日本
Tel：03 3769 6900

Fax：03 3769 6901

標準使用期間

ブレインラボではソフトウェアの使用期間を 5 年としています。この期間中はソフトウェアの更
新および出張サポートを提供します。

フィードバック

本ガイドの内容には万全を期しておりますが、誤りが存在する場合があります。

本ガイドに関するご意見は igs.manuals@brainlab.com までお寄せください。改訂時にご意見を
反映させていただきます。

製造販売業者

ブレインラボ株式会社

〒 108 -0023

東京都港区芝浦 3-2-16

田町イーストビル

概説
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外国製造所

Brainlab AG

Kapellenstr.12

85622 Feldkirchen

Germany

お問い合わせ先とリーガルインフォメーション
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1.1.2 リーガルインフォメーション

著作権

本ガイドには、著作権により保護された専有情報が含まれています。ブレインラボの書面による
許可を得ることなく、本ガイドを複製、翻訳、配布することを禁じます。

商標

• Brainlab®はドイツおよび米国における Brainlab AG の登録商標です。

• Kick®はドイツおよび米国における Brainlab AG の登録商標です。

• StarLink®はドイツおよび米国における Brainlab AG の登録商標です。

他社の商標

Microsoft®および Windows®は米国および他の国の Microsoft Corporation の登録商標です。

特許情報

本製品は 1 つまたは複数の特許または出願中の特許に保護されている可能性があります。詳細に
ついては https://www.brainlab.com/patent/を参照してください。

内蔵されたサードパーティーソフトウェア

• 本ソフトウェアの一部は Independent JPEG Group の製品を基に作成されています。

• 本ソフトウェアには OpenJPEG ライブラリが含まれています。著作権およびライセンスの詳し
い解説については、http://www.openjpeg.org を参照してください。

• 本製品には Xerces C++ 3.1.1 ソフトウェアが含まれています。

• 本製品には copyright © 1988 - 1997 Sam Leffler および copyright © 1991 - 1997

Silicon Graphics に帰属する libtiff 4.0.4 beta が含まれています。著作権およびライセン
スの詳しい解説については、www.remotesensing.org/libtiff を参照してください。

• このソフトウェアの一部は、コンノサトシ氏によって作成された CyberVrml97 パッケージに基
づいています。

• このソフトウェアは、Gino van de Bergen によって作成された「SOLID Interface Detection
Library Version 2.0」を使用しています。

CE マーク

CE マークはブレインラボの製品が EU 指令 93/42/EEC、別名医療機器指令
（「MDD」）の基本的要件に適合していることを示します。

MDD で確立されている規定により、

• ENT EM はクラス IIb に分類されます。

注記： CE マークの妥当性は、ブレインラボが製造した製品に対してのみ確認できます。
 

廃棄の手順

電気・電子機器は必ず法規制に従って廃棄してください。WEEE（Waste Electrical and
Electronic Equipment）指令については、下記を参照してください。

www.brainlab.com/en/sustainability

概説
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1.2 マーク

警告

警 告
警告は、三角の警告マークで示します。警告には、装置の誤使用によって生じ得る傷害や死亡、
またはその他の重篤な結果に関する安全情報が含まれています。

注意

注 意
注意は、三角の注意マークで示します。注意には、装置に生じ得る問題に関する安全情報が含ま
れています。問題とは、装置の誤作動、故障、破損、または施設への損害を指します。

注記

注記： 注記には、イタリック体で補助的な有用情報を示します。
 

マーク
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1.3 使用目的

使用目的

ENT EM システムは、耳鼻咽喉科領域における低侵襲手術を可能にするために、術中に画像誘導で
位置決めを行うことを目的としたシステムです。システムは電磁検知システムで位置追跡したフ
リーハンドのプローブと、ナビゲーションワークステーションで処理した患者の画像データ上の
仮想コンピューター画像空間とを結びつけます。本システムは、定位的手術の実施が適切で、な
おかつ頭蓋骨、長骨、椎骨などの硬質な解剖学的構造の基準点が CT、CTA、X 線、MR、および MRA
ベースで作成したアナトミーモデルとの相関関係によって識別可能なあらゆる症状に適用できま
す。

耳鼻咽喉科手術例：

• 経蝶形骨洞手術

• 上顎洞開放術

• 篩骨洞手術

• 蝶形骨洞切開術／蝶形骨洞診査

• 鼻甲介切除術

• 前頭洞切開術

• 鼻腔内手術

サポートされていない機能

ENT EM は Probe's Eye View の機能には対応していません。ナビゲーションの手順でプローブの
視点からのビューが重要である場合、適合するアプリケーションおよびナビゲーションシステム
の情報について、ブレインラボのサポート部門までお問い合わせください。

使用場所

ENT EM システムは病院環境にて、具体的には外科的処置に適した部屋（例：手術室）で使用して
ください。

ハードウェアの取り扱い上の注意

警 告
システムコンポーネントとアクセサリーを操作できるのはトレーニングを受けた医療スタッフの
みです。

注 意
システムのコンポーネントとアクセサリーは精密な機械部品で構成されています。取り扱いにご
注意ください。

妥当性確認

警 告
患者の治療前に、システムに入出力されるすべての情報に間違いがないかを確認してください。

概説
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1.4 医療機器との適合性

1.4.1 ブレインラボ社製医療機器

適合するブレインラボ製医療機器

ENT EM は以下と適合性があります。

• クランプ：

- インスツルメントアダプタークランプ（S、M、L、XL）

- インスツルメントアダプタークランプ コニカルインスツルメント用

- インスツルメントアダプタークランプ シリンジカルインスツルメント用

• EM ディスポーザブル粘着ホルダー ペイシェントリファレンス用

• EM インスツルメントリファレンス

• EM ペイシェントリファレンス

• EM スカルリファレンスベース

• EM ポインター

• EM レジストレーションポインター

• マルチポインター：

- ポインターチップ（オフセット：30°、長さ：95 mm、チップエンド：70°、20 mm）

- ポインターチップ（オフセット：0°、長さ：100 mm、チップエンド：90°、20 mm）

- ポインターチップ（オフセット：45°、長さ：115 mm）

• 滅菌トレイ ENT EM ポインター

• 滅菌トレイ ベーシックインスツルメント用

• 滅菌トレイ Cranial/ENT インスツルメント

• サクションチューブ：

- サクションマキシラリーサイナス（Charr.8）スターリンクインターフェース

- サクションマキシラリーサイナス（Charr.10）スターリンクインターフェース

- サクションマキシラリーサイナス（Charr.8）スターリンクインターフェース フレーザーチ
ップ

- サクションマキシラリーサイナス（Charr.10）スターリンクインターフェース フレーザー
チップ

- サクションスタンダード（Charr.8）スターリンクインターフェース

- サクションスタンダード（Charr.10）スターリンクインターフェース

- サクションスタンダード（Charr.8）スターリンクインターフェース フレーザーチップ

- サクションスタンダード（Charr.10）スターリンクインターフェース フレーザーチップ

その他のブレインラボ製器具

本ガイドのリリース後に新たな器具が使用可能になることもあります。器具のブレインラボソフ
トウェアに対する器具の適合性に関しては、ブレインラボのサポート部門にお問い合わせくださ
い。

警 告
ブレインラボが ENT EM との使用に指定している器具やスペアパーツ以外は使用しないでくださ
い。指定以外の器具やスペアパーツを使用すると本医療機器の安全性や効果に悪影響を及ぼし、
患者、ユーザー、環境の安全を損なうおそれがあります。

医療機器との適合性

12 ソフトウェアユーザーガイド Rev. 1.0 ENT EM バージョン 1.1



1.4.2 ブレインラボ製ソフトウェア

適合するブレインラボ製医用ソフトウェア

EM ENT は以下と適合性があります。

• Content Manager 2.3/Patient Selection 4.2

• DICOM Viewer 3.1

• Image Fusion 2.0

• Trajectory 1.0

• SmartBrush 2.1

その他のブレインラボ製ソフトウェア

上記で指定した以外のバージョンのソフトウェアをお持ちの場合は、互換性についてブレインラ
ボのサポート部門までお問い合わせください。

警 告
本システムとは、ブレインラボが指定するソフトウェアのみをインストール、使用できます。承
認されていないソフトウェアを実行すると、ナビゲーションシステムの安全性および効果が損な
われる可能性があります。

概説
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1.4.3 他社製医療機器

適合する他社製医療機器

医療機器 製造業者

マルチモダリティードーナツレジストレーション
マーカー

IZI Medical Products

7020 Tudsbury Road

Baltimore, MD 21244 USA

適合する他社製スキャナー装置

医療機器 モデル

ブレインラボのスキャンプロトコルに準拠する医
用画像装置（例：MR スキャナー、CT スキャナー、C
アーム、DVT および類似装置）

ブレインラボの撮像手順書に記載の要件を
参照してください。

その他の他社製装置

警 告
ブレインラボが指定する以外の組み合わせで使用した場合は、本医療機器の安全性や効果に悪影
響を及ぼし、患者、ユーザー、環境の安全を損なうおそれがあります。

医療機器との適合性
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1.4.4 他社製ソフトウェア

権限

注 意
許可されているブレインラボスタッフのみがブレインラボのシステムにソフトウェアをインスト
ールできます。ソフトウェアアプリケーションのインストールや削除は行わないでください。

その他の他社製ソフトウェア

警 告
ENT EM とは、ブレインラボが指定するソフトウェアのみをインストール、使用できます。

ウィルス対策ソフトウェア

新のウィルス対策ソフトウェアでシステムを保護することが推奨されています。機器の安全性
と効果は保証されますが、これによりシステムのパフォーマンス（患者データの読み込みなど）
が影響を受ける可能性があります。ウイルス対策ソフトウェアをインストールした後、ブレイン
ラボのサポート部門はシステムのパフォーマンスを確認する必要があります。

警 告
パフォーマンスの損失や自動再起動を防ぐために、自動更新インストールを無効にしてください。
患者の治療中に、ウイルス対策ソフトウェアや Windows Update のダウンロードやインストールを
行わないでください。

警 告
患者の治療中は、すべての Windows やウィルス対策関連のソフトウェアを無効にしてください。
マルウェアの検出機能のみならず、自動通知、ダウンロード、インストール機能も含みます。

警 告
ウイルス対策ソフトウェアによって Brainlab のディレクトリが変更されないようにしてくださ
い。

概説
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1.5 トレーニングとドキュメンテーション

1.5.1 トレーニング

ブレインラボのトレーニング

システムを確実に安全かつ適切に使用するために、システム使用の前に、全ユーザーがブレイン
ラボの担当者によるトレーニングプログラムを受講してください。

管理サポート

コンピューター支援のナビゲーションが重要とみなされる手術において本システムを使用する際
は、使用前に十分にアドバイスをお受けになり、立ち会い規制に基づき、ブレインラボ担当者の
立ち会いのもと、手術手技全体を実施してください。

責任

警 告
本システムは、術者を補助するにすぎず、使用の際に術者の経験や責任に代わるものではありま
せん。

トレーニングとドキュメンテーション
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1.5.2 ドキュメンテーション

対象読者

本ユーザーガイドは、耳鼻科の外科医やその助手がブレインラボのナビゲーションシステムを使
用する際に使用されることを目的に作成されています。

ユーザーガイドの確認

ユーザーガイドには、取り扱いに注意を要する複雑な医療機器や手術用ナビゲーションソフトウ
ェアについての解説がなされています。

システム、器具およびソフトウェアのすべてのユーザーが以下を実施することが重要です。

• 装置を取り扱う前にユーザーガイドを注意深く読むこと。

• ユーザーガイドを常に手元に用意しておくこと。

使用可能なユーザーガイド

ユーザーガイド 内容

ソフトウェアユーザーガイ
ド

• イメージガイドナビゲーションの概要

• 手術室でのシステムのセットアップに関する解説

• ソフトウェアの詳細な取り扱い説明

インスツルメントユーザー
ガイド

器具の取り扱いに関する詳細な解説

洗浄・消毒・滅菌ガイド 器具の洗浄、消毒、滅菌に関する詳細

システムユーザーガイド システムのセットアップに関する総合的な情報

テクニカルユーザーガイド 仕様や遵守事項など、システムに関する詳細な技術情報

概説
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トレーニングとドキュメンテーション

18 ソフトウェアユーザーガイド Rev. 1.0 ENT EM バージョン 1.1



2 システムのセットアップ

2.1 はじめに

概説

正確なナビゲーションを可能にするには、システムの正しいセットアップが必要です。レジスト
レーションの実施後、システムをセットアップし、患者または EM フィールドジェネレーターが移
動しないように、患者を注意深く位置決めします。

ENT EM ソフトウェアを起動すると全体像を示す画像が開き、ここから患者とペイシェントリファ
レンスの正しいセットアップと配置を示すアニメーションが開始できます。

セットアップが完了したら Next を選択します。装着したインスツルメントやリファレンスがナ
ビゲーション範囲を示す画像内に表示されます。

注意事項

警 告
システムの精度はセットアップによる影響を受ける可能性があります。一部の金属製の物体およ
び無線周波数通信機器は、トラッキングの精度に影響を及ぼす可能性がある電磁場での干渉を発
生させる場合があります。セットアップを完了したら、必ず計画した手順に対してシステムの精
度を確認してください。

警 告
EM フィールドジェネレーターの電磁場が近くにある他の機器によって乱され、システムの精度が
低下する可能性があります。トラッキングの精度に影響を及ぼす干渉が発生するので、電源の入
った機器をナビゲーション範囲で使用しないでください。

注 意
EM フィールドジェネレーターにケーブルを巻き付けないでください。機器の誤動作が発生するお
それがあります。

距離に関する考慮事項

警 告
装着されたペースメーカーから 200 mm 以内の距離で EM フィールドジェネレーターを使用しない
でください。EM フィールドジェネレーターによって発生する磁場がペースメーカーの動作を妨げ
る可能性があります。

警 告
EM ベースステーションは、EM フィールドジェネレーターから少なくとも 60 cm 離れた場所に配置
してください。それよりも近い場所に配置すると、トラッキング範囲またはシステムの精度に影
響を及ぼす可能性があります。

警 告
Kick モニターカートは、EM フィールドジェネレーターから少なくとも 60 cm 離れた場所に配置し
てください。それよりも近い場所に配置すると、トラッキング範囲またはシステムの精度に影響
を及ぼす可能性があります。

警 告
EM インスツルメントのケーブルは、EM フィールドジェネレーターから 30 mm 以内には置かないで
ください。このように近くに置いた場合（特にケーブルが平行に置かれた場合）、EM インスツルメ
ントのケーブルが電磁障害の影響を受け、システムの精度が低下する可能性があります。

システムのセットアップ
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導電率

注 意
電磁場では電流は導電部になります。患者からすべての導電物（ピアスなど）を取り外します。

ペアリング機能

ENT EM ソフトウェアの表示画面を増やすために Kick のモニターを他のモニター（Buzz など）と
対で使用することが可能です。詳細についてはシステムユーザーガイド Buzz およびソフトウェ
アユーザーガイド Content Manager/Patient Selection を参照してください。

注記： ペアリングによりナビゲーション中のパフォーマンスに問題が生じるおそれがあります。
この場合はソフトウェアでペアリング機能を無効にすることをご検討ください。
 

はじめに
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2.2 EM ベースステーション

EM ベースステーションの固定

ステップ

1.

EM ベースステーションを Kick EM ホルダー①または OR テーブルのレール②に取り付けま

す。

①

②

注記： EM ベースステーションと関心領域の間の距離は、器具のケーブルの長さによって
制限されます。器具が関心領域に届くように EM ベースステーションをセットアップし、
ケーブルの接続時に十分なたるみがあるようにします。
 

2.

必要に応じて OR テーブルをセットアップします。

注記： EM トラッキングユニットのコンポーネントをセットアップした後に OR テーブル
の移動が必要な場合、慎重に移動してください。OR テーブルを再配置したり傾けたりする
と、取り付けたケーブルに引っ張られて、システムコンポーネントが移動する可能性があ
ります。
 

システムのセットアップ
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2.3 セットアップナビゲーション

2.3.1 初期設定

概説

ソフトウェアを起動し、患者データセットを選択すると初期ページが開きます。リファレンスの
固定方法を選択します。

図 1 

EM スカルリファレンスベース

Skull reference base を選択すると次のいずれの手順も可能です。

• ドレープ前にレジストレーション

• ドレープ後にレジストレーション

Initial Arrangement 画面が開きます。再生ボタンを選択して動画を開始します。

セットアップナビゲーション
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②

③

①

図 2 

詳細については下記のとおり、それぞれの再生マークを選択します。

• ①EM フィールドジェネレーターの設置

• ②EM ペイシェントリファレンスの設置

• ③ 適なストレインリリーフのための EM ペイシェントリファレンスケーブルの固定方法

EM ペイシェントリファレンスのテープ固定

Taped reference を選択した場合、以下の点にご注意ください。

• ドレープ後に滅菌済みの EM ポインターを使用してレジストレーションすること

注記： スカルリファレンスベースへのリファレンスの装着によりドレーピング中のリファレンス
の移動が防げ、その結果ナビゲーション精度を保証することができます。
 

注記： Taped reference を選択した場合、未滅菌の EM レジストレーションポインターはブロック
され、レジストレーションやナビゲーションに使用できません。
 

Initial Arrangement 画面が開きます。再生ボタンを選択して動画を開始します。

②

③

①

図 3 

詳細については下記のとおり、それぞれの再生マークを選択します。

システムのセットアップ
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• ①EM フィールドジェネレーターの設置

• ②EM ペイシェントリファレンスの設置

• ③ 適なストレインリリーフのための EM ペイシェントリファレンスケーブルの固定方法

EM フィールドジェネレーターの設置方法

EM フィールドジェネレーターは以下のように取り付けます。

トラッキング範囲は EM フィールドジェネレーター（患者の顔面と向き合う側）から 5 cm 離れた
位置を起点に、 高精度の領域まで及びます。トラッキング範囲の端から 5cm 以内の精度は低く
なります。このため、 適な精度を得るには、関心領域を EM フィールドジェネ-レーターの前面
から 10～35 cm にする必要があります。

ステップ

1.

固定プレート上の×印①に患者頭部が配置され、EM フィールドジェネレーターが患者頭部

に向くように固定プレートを OR テーブルに取り付けます。
①

2. システムケーブルを取り付けます。

注記： システムのセットアップおよびシステムケーブルに関する詳細には Kick and Kick EM の
システムユーザーガイドおよびテクニカルユーザーガイドを参照してください。
 

EM ペイシェントリファレンスの設置とストレインリリーフのためのケーブル固定

レジストレーションとナビゲーションを実施するために EM ペイシェントリファレンスを以下の
位置に取り付けます。

• サーフェイスレジストレーションに必要な重要組織を覆わない、関心領域付近の位置

• 額や側頭骨など、スキンシフトや移動が生じにくい、患者頭部の硬い領域（必要に応じて該当
領域剃毛のこと）

• ナビゲーション範囲内の、トラッキング精度が も高い位置（EM フィールドジェネレーターか
ら 10～35cm の位置で xy 面の中心）

セットアップナビゲーション
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x

y

10 - 35 cm

これにより、システムは全工程中、患者頭部の位置を追跡できます。

ステップ

1.

ソフトウェアのセットアップチュートリアルを参考に、レジストレーションおよびナビゲ
ーション中、EM ペイシェントリファレンスをナビゲーション範囲内に配置します。

EM ペイシェントリファレンスはレジストレーション方法に応じて次の 2つのうちどちら
かの方法で取り付けます。

• Tape Attachment：滅菌レジストレーションの場合に可能（ドレープ後）

• Skull Reference Base：滅菌レジストレーション（ドレープ後）、未滅菌のレジストレ
ーション（ドレープ前）のいずれの場合も可能

①

②

警 告
EM ペイシェントリファレンスをテープ固定する場合、レジストレ
ーション後に患者に装着したリファレンスが想定外に動くことを
防ぐため、ドレーピング後に滅菌レジストレーションを実施する必
要があります（ランドマークレジストレーションまたはサーフェイ
スマッチングレジストレーション）。

警 告
EM ディスポーザブル粘着ホルダー ペイシェントリファレンス用
を使用する場合、シフトによる位置ずれを防ぐためドレーピング後
に滅菌レジストレーションを実施します。

システムのセットアップ
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ステップ

2a.
EM ペイシェントリファレンスをテープで皮膚に直接装着します ①。ドレープ、皮膚のた
るみ、頭部の移動などによるスキンシフトが生じないよう、注意してください。

2b.

EM ペイシェントリファレンスを EM スカルリファレンスベースに取り付けます ②。EM ス
カルリファレンスベースはスクリューで頭部にしっかりと固定する必要があります。完
全に締めた場合のスクリューの侵襲深度は 5 mm です。頭蓋骨の厚さが 5 mm に満たない
領域や静動脈上へのスクリュー刺入は避けてください。プランニング時、頭蓋骨の厚さ、
湾曲具合や状態を考慮してスクリューの刺入深度を見積ってください。

EM スカルリファレンスベースの装着方法に関する詳細にはインスツルメントユーザーガ
イド Cranial/ENT を参照してください。

3.

固定プレートを使用する際、EM ペイシェントリファレンスを固定プレートに取り付け、誤
ってケーブルに引っ張られて頭部リファレンスが意図せずに移動するのを防ぎます。

警 告
EM ペイシェントリファレンスは、EM フィールドジェネレーターから 10～35 cm 離れた、xy 面の中
心に配置します。EM ペイシェントリファレンスを EM フィールドジェネレーターに近づけすぎた
り遠ざけすぎたりすると、精度が低下する可能性があります。

警 告
EM スカルリファレンスベースの取り付けには十分な骨密度が必要です。患者の年齢や疾患（骨粗
しょう症など）により骨密度が低下している場合があるため、器具を固定する前にプランニング
データを検証してください。

警 告
スクリューが出てしまうおそれがあるため、チューブフィクセーションナットを強く締めすぎな
いでください。

警 告
ベースが患者頭部にしっかりと固定されたら、骨スクリューが破損するおそれがあるためナット
の締め付けは終了してください。

警 告
破損を防ぐため、スクリューに過度な力をかけないでください。スクリューが固くチューブが動
かない場合はスクリューを半回転分緩めてください。

警 告
EM スカルリファレンスベースが患者頭部の安全かつ過敏でない領域にしっかりと装着されている
ことを確認する責任は術者にあります。EM スカルリファレンスベースは 小限の切開部位に取り
付け、加えている力も小さいため、危険組織に装着した場合には患者が負傷するおそれがありま
す。

警 告
EM スカルリファレンスベースに衝撃を与えたりケーブルを引っ張ることのないよう、注意してく
ださい。患者を負傷させ、精度が低下する可能性があります。ペイシェントリファレンスがレジ
ストレーション後に再配置されるか誤って移動した場合、再レジストレーションが必要です。

注 意
サーフェイスレジストレーションに必要な重要組織を EM ペイシェントリファレンスで覆わない
でください。

セットアップナビゲーション
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2.3.2 位置決め

患者頭部の位置決め

②

③ ④

①

図 4 

No. コンポーネント

①

頭部位置インジケーター：

• 緑：良好

• 黄：許容範囲

• 赤：要修正

② 球体：患者頭部

③
ナビゲーション範囲

注記： リファレンスは手術中この表示内になければなりません。
 

④ 歪み補正をしたい場合に選択

注記： 精度確認中、ペイシェントリファレンスと器具は表示されません。代わりに、ポインター
先端とリファレンス検証ポイントの間の距離が表示されます。
 

頭部位置インジケーター

インジケーター 解説

患者頭部はナビゲーション範囲内の 適な位置にあります。

システムのセットアップ
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インジケーター 解説

患者頭部はナビゲーション範囲内の許容可能な位置にありま
すが 適ではありません。

患者頭部はナビゲーション範囲内の許容不可能な位置にあり
ます。次のステップに進むには、頭部の位置を修正する必要が
あります。

磁場歪曲

①
②

No. コンポーネント

① ポインター

② ペイシェントリファレンス

磁場歪曲インジケーター

磁場の歪曲を確認するにはポインターでトラッキング範囲全体をなぞります。画面上に磁場歪曲
インジケーターが表示されると磁場の付近または磁場内に歪曲がある可能性があります。

注記： 考えられる電磁場歪曲の原因に関する詳細については P. 32 を参照してください。
 

セットアップナビゲーション
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インジケーター 解説

ポインターのみに影響を及ぼす小さな磁場歪曲がある、または
ポインターがトラッキング範囲の境界線に近すぎる

ポインターとペイシェントリファレンスに影響を及ぼす小さ
な磁場歪曲がある

大きな磁場歪曲があるポインターとペイシェントリファレン
スが検出できない

システムのセットアップ
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2.4 EM トラッキング精度の保証

2.4.1 準備

概説

ENT EM は、術者を補助するにすぎず、術者の経験や責任に代わるものではありません。しかしそ
のパフォーマンスを発揮するにはシステムの精度が適切であることが必須です。

ENT EM を使用したナビゲーションの全体的な誤差は 大 3 mm です。このレベルの精度が許容さ
れる手順においてのみ ENT EM を使用してください。さまざまな要因がシステムの精度に大きな
影響を与える可能性があります。注意深い精度確認だけでなく、適切なセットアップと取り扱い
は、ナビゲーションの成功には不可欠です。

このセクションの推奨事項に従うことは、EM トラッキング精度の保証には不可欠です。

精度の検証

警 告
イメージビューに表示された器具またはポインターの位置を患者のアナトミー上での実際のポイ
ントと比較して、必ず手順全体を通してレジストレーションの精度を検証してください。

適切な患者データの使用

適切な患者データが使用されるようにします。レジストレーションには歪んだ MRI スキャンを使
用しないでください。使用可能な場合、すべてのスキャンに 3D 歪み補正を使用します。

ブレインラボの撮像プロトコルに従って、レジストレーションに使用するイメージセットを取得
します。

考えられるエラーの原因には、スキャン中に MRI ヘッドフォンが皮膚に押し込まれたか、患者に
付けられたチューブやテープによって皮膚の表面が変わったことなどがあります。

サーフェイスマッチングレジストレーションの場合：患者の顔面を 3D 再構成モデルと比較しま
す。患者の実際のアナトミーと 3D ソフトウェア再構成モデルで異なる領域は避けます。

正しいドレーピング手順

警 告
非侵襲性の EM ペイシェントリファレンスはドレーピング中に意図せず動く可能性があります。
このため、患者のドレーピング後に滅菌レジストレーション（ランドマークレジストレーション
またはサーフェイスマッチングレジストレーション）を実施するか、EM ペイシェントリファレン
スを使用してください。

ペイシェントフィールドと EM フィールドジェネレーターの位置の変化を 小限に抑える

レジストレーション後、患者の頭部または EM フィールドジェネレーターの位置が変わらないよう
にします。

セットアップで変更があると、ナビゲーション精度が低下する可能性があります。レジストレー
ションを開始する前に、患者が手術に適した位置に配置されていることを確認します。

術中に患者の頭部を再配置する必要がある場合、システムの精度が十分であることを確認するか、
レジストレーションを再度実施します。

EM トラッキング精度の保証

30 ソフトウェアユーザーガイド Rev. 1.0 ENT EM バージョン 1.1



2.4.2 患者のレジストレーション精度

適なスキャンモダリティーとレジストレーション方法

適な精度でナビゲーションを実施するには以下の使用が推奨されています。

• リファレンスとして EM スカルリファレンスベースを使用

• CT データを以下のいずれかと組み合わせて使用：

- 滅菌ランドマークレジストレーション

- ランドマーク／レジストレーションポイントとして骨スクリューを使用（EM スカルリファレ
ンスベースに EM ペイシェントリファレンスを装着）

正確なサーフェイスマッチングレジストレーション

サーフェイスマッチングレジストレーションでは、鼻梁や目の両側など、特徴的な表面や骨構造
の上に EM ポインターをスライドさせてポイントを取得します。

ポインター先端が常時患者の皮膚に接する状態を保ちながら、患者頭部の両側の、特に額上部（ブ
レグマ付近の領域）で接触可能な領域からポイントを取得します。ポイントはできるだけ広範囲
で取る必要があります。

眉毛や皮膚が視覚的に移動した領域など、不明瞭な領域でポイントを取得しないでください。患
者の皮膚に置いたポインター先端に圧力をかけないでください。皮膚の位置よりも深い箇所でポ
イントが取得されます。

警 告
手術に適した位置で患者のレジストレーションを実施するようにします。レジストレーション後
に患者の頭部や EM フィールドジェネレーターに大きな変更があるとナビゲーションの精度が大
きく低下するおそれがあります。術中に患者の頭部を再配置する必要がある場合、システムの精
度が手順を進めるのに十分であることを確認するか、レジストレーションを再度実施します。

正確なランドマークレジストレーション

ランドマークレジストレーションの際、ポイントが関心領域の周囲に配置されるように計画しま
す。

ポイントは計画した正確な位置で取得しますポイントを骨上に計画した場合、骨に到達するには、
皮膚表面に圧力をかけなければならない場合があります。それに対して、ポイントを皮膚上に計
画した場合、皮膚表面でポイントを取得し、皮膚を押さないでください。

レジストレーション後の詳細な検証

患者のレジストレーションの適切な精度を保証するには、次の手順に従います。

• レジストレーション中にポイントが取得されなかった領域で検証します。

• 顔の両側、頭頂部、関心領域の内または近くなど、広く分布した複数の領域で検証します。

• 以下のランドマークを検証します。

- 耳珠

- イニオン

- ブレグマ

- 上顎の歯

- その他外眼角、ナジオン、鼻棘などの代表的なランドマーク。これらはレジストレーション
ポイントを取得する場所に近いため、サーフェイスマッチングを使用する場合には楽観的な
結果を示す可能性があります。

• 必ずランドマークを使用して精度を検証してください。患者の頭部に広がった重要なランドマ
ークで検証する場合、回転誤差のみを検出できます。

関心領域の精度は皮膚表面で検証されている精度とは異なる場合があります。関心領域の精度を
推定するには、関心領域の周囲にあるさまざまなランドマークで検証します。外科的手順中に関
心領域にアクセスしたら、関心領域での精度が十分であることを確認します。

システムのセットアップ
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2.4.3 トラッキング精度に対する影響

金属の影響

電磁場に金属（銅、アルミニウム、真鍮、鉄など）または携帯／モバイル無線周波数通信機器を
導入すると、干渉が生じ、トラッキング精度に影響を与える可能性があります。このため、不必
要な金属を使用しないでください。手術室内での干渉の原因となる物の例には器械台、OR テーブ
ルの金属部分、内視鏡、リトラクター、無影灯、モニター、ピアス、時計などが挙げられます。

電磁気の影響によって、他の医療機器がシステムの精度または信頼性に影響を与える可能性があ
ることを考慮に入れてください。困難な問題が発生した場合、他の医療機器の位置変更を検討し
てください。たとえば、EM フィールドジェネレーターは OR テーブルの金属部分から離さなければ
ならないが、同時に患者の付近に保持しておかなければならない場合があります（上述のとおり）。

電磁場に新しい器具を入れるたびに、ナビゲーション範囲全体の精度を注意深く確認し、干渉が
ないことを確認します。

EM インスツルメントの影響

警 告
EM インスツルメントが良好な形状で、視覚的に破損していたり曲がっていたりしないことを確認
します。変形しているとナビゲーション精度に悪い影響を与える可能性があります。

EM インスツルメントリファレンスを使用する場合、器具を注意深くキャリブレーションし、キャ
リブレーションした器具を手術に使用する前に、解剖学的ランドマークでキャリブレーション精
度を検証します。EM インスツルメントリファレンスを他の器具に切り替える場合、新しく取り付
けた器具を必ずキャリブレーションしてください。

正しい動作を保証するために、EM インスツルメントリファレンスに摩耗や損傷がないか定期的に
検査します。詳細についてはブレインラボのサポート部門にお問い合わせください。

大再処理サイクルまたは予想耐用年数に達した EM インスツルメントは精度が保証できないた
め、廃棄してください。

EM トラッキング精度の保証
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3 ソフトウェアの概要

3.1 まえがき

概説

ENT EM はタッチスクリーンベースの術中ナビゲーションソフトウェアです。MR や CT などの解剖
イメージセットに重ねた 3D 画像内に手術器具を設置することにより、さまざまな外科的処置にお
いて術者をサポートできます。

警 告
ENT EM は耳鼻咽喉科手術にしか使用できません。他の手術には使用しないでください。

警 告
ENT EM では操作を行う前に撮像された患者のスキャン画像を使用します。患者の実際の解剖学的
構造は、切除により、術前のスキャンデータとは異なる場合があります。

一般的な ENT EM のワークフロー

ワークフロー

1. 患者の選択

2. セットアップ

3. レジストレーション

4. ナビゲーション

5. 器具のキャリブレーション（キャリブレーション済みの器具を除く）

ソフトウェアの概要
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3.2 起動とシャットダウン

ソフトウェアの起動方法

ステップ

1. ENT EM ナビゲーションソフトウェアをワークフロー選択画面から選択します。

2. 患者を選択します。

3. イメージセットを選択します。

4. Setup Navigation が開きます（P. 22 を参照）。

注記： 患者とデータの選択に関する詳細については、Content Manager ソフトウェアユーザーガ
イドを参照してください。
 

警 告
患者データを読み込む前に、患者名および ID が正しいことを確認してください。

システムのシャットダウン方法

ステップ

1.

システムの正面にあるホームボタン①またはソフトウェア内のホームマーク②を押しま

す。

Content Manager が開きます。
① ②

2.

Export を選択し、選択した記憶媒体またはネットワークの場所に患者データをエクスポー
トします。

注記： Export を押すと、セッション中に Screenshot ボタンで取得したすべてのスクリー
ンショットにアクセスし、これらが保存されます。
 

3.

ソフトウェアを閉じ、患者データを保存した後、取り付けられた記憶媒体を取り外しま
す。

注記： 患者データの保存に関する詳細については、Content Manager ソフトウェアユーザ
ーガイドを参照してください。
 

4. Content Manager の Exit を押します。

5.

Shut down を押します。

注記： システムのシャットダウンに関する詳細については、Kick & Kick EM システムユ
ーザーガイドを参照してください。
 

注 意
必ず先にソフトウェアを終了してからシステムをシャットダウンしてください。ソフトウェアの
終了に電源スイッチを切ることは絶対にしないでください。データを消失するおそれがありま
す。

セッションの復元方法

想定外にソフトウェアがシャットダウンされた場合、ソフトウェアを再開すると、レジストレー
ションを以前のセッションから復元できます。

起動とシャットダウン
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図 5 

オプション

以前のレジストレーションを復元し、メインスクリーンを開く場合は、Yes を選択します。

患者の選択からやり直す場合は、No を選択します。

警 告
続行する前に、復元されたレジストレーションを注意深く検証します。

警 告
EM ペイシェントリファレンスまたは EM フィールドジェネレーターに対する患者位置が変更され
た場合にはレジストレーションを復元しないでください。

ソフトウェアの概要
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3.3 データの選択

概説

ENT EM が起動する前に、Patient Browser で患者データを選択するように求められます。詳細に
ついては Patient Browser ソフトウェアユーザーガイドを参照してください。

複数のイメージセットを読み込むと、ソフトウェアはレジストレーションのために 適なイメー
ジセットを自動的に選択します。

セッション中に患者データを読み込む方法

① ②

図 6 

患者の初期データまたは追加データを読み込むにはシステムの正面にあるホームボタン①または

ソフトウェア内のホームマーク②を押します。

Content Manager が開きます。

イメージフュージョン

Image Fusion がインストールされている場合、複数のイメージセットを一緒にフュージョンする
ことができます（CT や MR のデータなど）。

オプション

患者データにフュージョンされていないイメージセットが含まれる場合、ワークフローの選択画
面に戻って（システムのホームボタンまたはソフトウェアのホームマークを使用）Image Fusion
にアクセスします。

フュージョンが完了したら Proceed を選択します。

注記： 詳細については Image Fusion ソフトウェアユーザーガイドを参照してください。
 

表示されたイメージセットの変更方法

フュージョンした画像を読み込んだ場合、表示されたイメージセットを切り替えることができま
す。

データの選択
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図 7 

ステップ

1. Data を選択します。

2.
目的のイメージセットを選択します。現在選択中のイメージセットがオレンジ色でハイ
ライトされて表示されます。

注記： さらにイメージセットを読み込むには、ホームボタンを押して Patient Selection に戻
り、追加の患者データを選択します。
 

ソフトウェアの概要
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3.4 トラッキングシステム

3.4.1 ナビゲーション範囲インジケーター

概説

正常なレジストレーションとナビゲーションを行うには、器具はナビゲーション範囲内に配置す
る必要があります。

ナビゲーション範囲インジケーターを使用して、器具またはリファレンスがナビゲーション範囲
内にあり、十分な精度をもっているか、干渉（金属、電気かみそり、別のフィールドジェネレー
ターなど）がないかを確認します。

表示

インジケーター 解説

ポインター／ペイシェントリファレンスは、干渉が検出されないナビゲーショ
ン範囲内にあります。

ポインター／ペイシェントリファレンスはナビゲーション範囲内にあります
が、トラッキングの精度は以下の理由で低くなっています。

• 干渉（P. 32 を参照）

• 器具またはペイシェントリファレンスがナビゲーション範囲の中心に配置さ
れていない。器具は外側の境界線付近ではなく、ナビゲーション範囲の中心
に配置するのが理想です。

ポインター、器具またはペイシェントリファレンスはナビゲーション範囲内に
ありますが、トラッキングの精度は不十分です。

ポインター、器具またはペイシェントリファレンスは装着されていないか、ま
たは装着されていてもナビゲーション範囲内にはありません。

トラッキングシステム
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3.4.2 トラッキング用器具

位置追尾の優先順位

ソフトウェアは優先順位の高い器具の位置を基準にナビゲーションビューを更新します。順位の
低い器具は表示されますが、ビューの更新には使用されないようにデフォルト設定されています。

トラッキング範囲の中心にある器具がトラッキング範囲の境界線付近にある器具に優先されま
す。中心に配置されている器具については以下の優先順位が適用されます。

1. EM ポインター

2. EM レジストレーションポインター

3. EM インスツルメントリファレンス

注記： 優先順位の低い器具の位置に合わせてナビゲーションビューを更新するには、順位の高い
器具をナビゲーション範囲から外してください。
 

トラッキングの待ち時間

画面上の器具の動きを実際の器具と比較して、トラッキングの待ち時間がないか確認します。

警 告
トラッキングされている実際の器具と比べて、ナビゲーション画面の情報が遅れる場合がありま
す。ナビゲーションの表示速度が遅い場合は、表示データを 小限に抑えます。

ソフトウェアの概要
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3.4.3 予想されるエラーメッセージ

エラーメッセージ

起動時またはシステムでナビゲーション中に以下のメッセージが表示された場合、メッセージに
示された指示に従うか、ブレインラボのサポート部門までご連絡ください。

表示されたメッセージ 解説

EM フィールドジェネレーターが接続されてい
ないか、エラーが発生しました。

トラッキングシステムが使用できないか、自動
的にリセットされます。

ナビゲーションシステムが動作し続けます。

注記： トラッキングシステムのみがリセット
され、ソフトウェアがリセットされません。デ
ータの損失もワークフローの進行もありませ
ん。
 

接続エラーによって、EM フィールドジェネレ
ーターまたは EM ベースステーションのエラー
が繰り返し発生します。

• まず、EM フィールドジェネレーターおよび
EM ベースステーションが正しく接続されて
いるか確認します。

• それでもエラーが続く場合は、ブレインラボ
のサポート部門までご連絡ください。

器具または EM ベースステーションとの接続に
関するエラー

• まず、器具が EM ベースステーションに正し
く接続されていることを確認します。

• 器具を一度 EM ベースステーションから抜
き、再度差し直してください。

• 別の器具を取り付けます。エラーが発生し
ない場合、手順を続行します。

• それでもエラーが続く場合は、ブレインラボ
のサポート部門までご連絡ください。

トラッキングシステム
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3.5 患者のレジストレーション

概説

患者のレジストレーションにより、ソフトウェアは患者の術前画像データを患者頭部の実際のア
ナトミーにマップできます。通常、レジストレーションは滅菌環境で行います。

警 告
ソフトウェアには患者の術前のスキャン画像が使用されます。患者の実際のアナトミーは、切除
などにより、術前のスキャンデータとは異なる場合があります。レジストレーションとナビゲー
ションでは、患者のアナトミーがイメージセットに表示されるものと同じであることを確認しま
す。

レジストレーション方法

方法 解説

サーフェイスマッチング EM ポインターを使用して、患者の皮膚表面を取得します。

ランドマークレジストレ
ーション

スキャン時に患者が装着しているマーカー、またはイメージセット
内の、術前計画済みのランドマークを登録します。

注記： サーフェイスマッチングはデフォルトのレジストレーション方法です。ランドマークレジ
ストレーションに切り替えたい場合、レジストレーション画面のドロップダウンメニューから
Landmark を選択します。
 

レジストレーションの復元

想定外にソフトウェアがシャットダウンされた場合、以前のセッションからのレジストレーショ
ンは復元できます（P. 34 を参照）。

ソフトウェアの概要
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患者のレジストレーション
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4 サーフェイスマッチングレジス
トレーション

4.1 まえがき

概説

サーフェイスマッチングレジストレーションでは、EM ポインターまたは EM レジストレーションポ
インターを使って患者頭部の特定の表面を取得します。

ソフトウェアは、患者のアナトミーを術前撮像した CT／MR 画像に位置合わせする、サーフェイス
マッチングアルゴリズムを採用しています。CT／MR のイメージセットに含まれる解剖学的サーフ
ェイスポイントのみがサーフェイスマッチングアルゴリズムで取得、使用できます。CT や MR の撮
像データにおいて堅牢でない領域（例：顎の周囲）でポイントを取得しないでください。

サーフェイスマッチングレジストレーションの利点は、CT／MR マーカーが必要でないことです。

イメージセットの撮像条件

• イメージセットには、鼻全体を含む、患者のアナトミー上で取得したい領域が含まれている必
要があります。

• イメージセットの 大スライス厚は 2 mm です。

• 高のレジストレーション精度を実現するには、MR T1、CT または CTa イメージセットを使用
します。

• MR T2 イメージセットの使用はレジストレーション精度の低下につながる場合があります。

注記： サーフェイスマッチングレジストレーションのためにイメージセットに含める解剖学的領
域のみをスキャンします。適したイメージセットに関しては、ブレインラボのスキャンプロトコ
ルを参照してください。
 

注記： サーフェイスマッチングレジストレーションは、回転血管造影法、C アーム、DVT のイメ
ージセットと使用すると、失敗する可能性が高いです。これらのイメージセットを使用する場合
は MR または CT のイメージセットにフュージョンしてサーフェイスマッチングを行うようにして
ください。
 

イメージセットの選択

ソフトウェアによって選択されたイメージセットを使用してレジストレーションを行わない場
合、Data から別のイメージセットを選択できます（P. 36 を参照）。

注記： 新しいイメージセットを選択すると以前のレジストレーションはすべて消失します。
 

ワークフローの概要

ソフトウェアのガイドにより、解剖学的ランドマーク、および EM フィールドジェネレーターに対
する患者位置に基づいたレジストレーションを実施します。
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ワークフロー ページ

1. 3D 再構成モデルの表面を検証します。 P. 45

2. ソフトウェアの指示に従って、3つの解剖学的ランドマークを取得します。 P. 48

3.
EM ポインターまたは EM レジストレーションポインターを使ってサーフェ
イスマッチングポイントを取得します。

P. 46

4. レジストレーションの精度を検証します。 P. 51

まえがき

44 ソフトウェアユーザーガイド Rev. 1.0 ENT EM バージョン 1.1



4.2 サーフェイスマッチングレジストレーションの開始

概説

Setup Navigation の完了後、Next を選択します。デフォルトの設定では Surface Matching
Registration が開きます。

Patient Registration 画面

ソフトウェアはレジストレーションに も適したイメージセットを自動的に選択します。必要に
応じて、読み込んだ別のイメージセットに切り替えることができます（P. 36 を参照）。

③

① ②

図 8 

No. コンポーネント

① イメージセットの 3D 再構成モデル。この再構成モデルを使って皮膚表面を検証します。

②
3D モデルの緑色の領域はサーフェイスマッチングポイントの取得に理想的な領域を示し
ます。

アニメーションは、 良の結果を得るためのポインターの移動方法を示します。

③ レジストレーションをやり直すには Start Over を押します。

3D 表面の検証

レジストレーションを開始する前に、Surface Matching Registration に適しているかの判断を行
うために 3D 再構成モデルの表面を調べます。

以下を確認してください。

• 顔表面がはっきりと見えること。

• 皮膚表面に亀裂や大きなアーチファクトがなく、滑らかであること。

• 3D 再構成モデルが実際の患者と似通っていること。

• スキャン画像を撮像した時点から患者の顔が異なって見えるようなチューブ、テープやその他
の装置がないか。

注記： 患者固定器具により、スキャン撮像中にスキンシフトが生じている可能性があることに留
意してください。
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4.3 ポインターレジストレーション

滅菌／未滅菌レジストレーション

① ②
図 9 

滅菌レジストレーションには EM ポインター ①を使用し、未滅菌レジストレーションには EM レジ

ストレーションポインター ②を使用します。

警 告
患者の目に EM レジストレーションポインターは使用しないでください。

警 告
EM レジストレーションポインターを非侵襲の EM ペイシェントリファレンスと組み合わせて使用
しないでください。

警 告
EM ポインターは MR 環境での使用を目的としていません。EM ポインターは磁化する可能性がある
ため、磁気共鳴断層撮影装置（MRI）などの高磁場内に置かないでください。磁化した装置を使用
してトラッキングを行うとナビゲーションが不正確になり、人が負傷するおそれがあります。

未滅菌の EM レジストレーションポインター

Taped reference を選択した場合（P. 23 を参照）、滅菌済みの EM ポインターしか使用できませ
ん。EM レジストレーションポインターを差し込もうとすると、下図のポップアップメッセージが
表示され、滅菌済みの EM ポインターを使用するよう指示されます。

準備

警 告
Cranial/ENT インスツルメントユーザーガイドの EM ポインターの章をよくお読みください。

警 告
精度を確認し、EM ポインターが適切に機能していることを確認します（P. 71 を参照）。

警 告
ペイシェントリファレンスの動きによってナビゲーションが不正確になるのを防ぐため、レジス
トレーションは滅菌状態で、患者のドレーピング後に実施してください。あるいは EM スカルリフ
ァレンスベースを使用してリファレンスをしっかりと装着します。

ポインターレジストレーション
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注 意
EM ポインターは非常に精密で感度の高い医療機器です。ポインターを落とした場合（保管ケース
ごと落下した場合でも）、解説どおりにキャリブレーションの精度を確認するか、ブレインラボに
お問い合わせください。

注 意
損傷するおそれがあるため、EM ポインターを X線にさらさないでください。

注 意
EM ポインターや EM レジストレーションポインターには、Brainlab の磁場式ナビゲーション装置
と併用することを目的にリリースされている機器のみを併用してください。

ポイント取得に適した領域

• 位置がシフトする可能性がある軟組織（弛緩した皮膚など）にポインターを使用しないでくだ
さい。

• 適精度を確保するには、患者顔面の両側でポイントを取得してください。

• 一般的に、麻酔中変移しない表面を持つ骨構造は、ポイント取得に適しています。

注記： 下顎骨はペイシェントリファレンスに対して位置が移動する可能性があるため、ポイント
取得に許容できる骨構造ではありません。
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4.4 サーフェイスマッチングレジストレーションの実施

準備

警 告
患者のアナトミーがイメージセットと異なる可能性がある領域（患者位置の変更による、顔面の
腫れやスキンシフト）でポイントを取得しないでください。変わっているとレジストレーション
やナビゲーションの精度が得られない可能性があります。

初のポイントの取得方法

図 10 

4 つのレジストレーションポイントが定義された順序でソフトウェアによって識別されます。

• 右外眼角

• ナジオン

• 左外眼角

• イニオン

これらのポイントのうち 3 つを取得する必要があります。患者の位置決めのためにポイントの 1
つが使用できない場合、Skip Point を押して次のポイントに進みます。

注記： レジストレーションを初めからやり直すには、Start Over を選択します。取得済みのすべ
てのポイントが削除されます。
 

サーフェイスマッチングレジストレーションの実施
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皮膚表面のポイントの取得方法

①

②

③

図 11 

ステップ

1. ポインターをナビゲーション範囲内で保持します。

2.

ポインターを緑色の関心領域②にある患者の皮膚に静かに当て、動かします。

注記： 正確なレジストレーションを保証するために、ポインターを皮膚表面に対して 40
～60°の角度に傾けて保持します。傾斜が急すぎるとポインターは皮膚表面の異物に引
っかかり、傾斜が水平に近くなると器具先端が皮膚表面から離れてしまうおそれがありま
す。
 

3.

ポイント取得を開始するにはポインターのコントロールボタンを押します。コントロー
ルボタンを押したまま、ポインターの先端を緑色の領域に沿ってスライドし、患者の皮膚
に常に接触するようにします。

レジストレーション中にその領域がドレープされていない場合、前頭部の上部でもポイン
トを取得することが推奨されています。

注記： ポインター先端が患者の皮膚と接触しなくなった場合、Start Over を押して、皮
膚表面の取得をやり直します。
 

4. ポイントが取得されるとプログレスバー①が進み、音が高くなります。

5.
ポイントの取得が完了すると、検証工程に進みます。

ここで開く画面でレジストレーションの精度を検証します（P. 51 を参照）。

警 告
ポイント取得中、ポインター先端は患者の皮膚に接触したままにしてください。患者の皮膚に置
いたポインター先端に圧力をかけないでください。皮膚がへこみ、皮膚の位置よりも深い箇所で
ポイントが取得されるおそれがあります。

警 告
レジストレーション中にポイントを急いで取得すると、精度が低下する可能性があります。

サーフェイスマッチングレジストレーション
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皮膚表面の取得を一時停止する方法

ステップ

ポインターのコントロールボタンを離して、皮膚表面の取得を一時停止します。

取得を再開するには、ポインターのコントロールボタンを再度押します。

サーフェイスマッチングレジストレーションの実施
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4.5 サーフェイスマッチングレジストレーションの精度

4.5.1 ナビゲーション精度

考えられるナビゲーション精度低下の原因

警 告
十分な精度を確保するには、イメージセット（例：CT、MR）は定位的ナビゲーション手術に適し
たものであり、3D の正確さが保証されていなければなりません。患者のスキャンはブレインラボ
のスキャンプロトコルに記載されているとおりに行ってください。

警 告
レジストレーション結果が十分に検証されている場合でも、MR のイメージセットに歪みがあった
場合には、それが原因で関心ポイントにおけるナビゲーション精度が低下する場合があります。

警 告
レジストレーションしたランドマーク上を直接ではなく、関心領域付近の精度を検証してくださ
い。誤差伝播のため、精度を検証しない領域ではナビゲーションの精度が低下する可能性がある
のでご注意ください。

警 告
精度はトラッキング範囲内で変動する可能性があり、器具と EM フィールドジェネレーターの間の
距離によって異なります。

サーフェイスマッチングレジストレーション
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4.5.2 レジストレーション精度の検証

レジストレーション精度の検証方法

レジストレーションが完了すると、レジストレーション検証画面が開きます。

図 12 

ステップ

1.
ポインターを既知の解剖学的ランドマーク（ナジオン、 外側の眼点）に当て、イメージ
ビューに表示されるポインターの位置が患者のアナトミー上の実際のポイントと一致す
るかを検証します。

2.

ポインターを患者の頭蓋骨のさまざまなポイントに当て、仮想のポインター先端から患者
の皮膚までの表示された距離が実際のポインターの位置に対応していることを検証しま
す。

注記： ポインター先端が計算された表面から 8 mm 以内にある場合、距離の測定値が表示
されます。
 

警 告
特に関心領域の精度は皮膚表面で検証されている精度とは異なる場合があるので、複数の解剖学
的ランドマークで精度を検証します。関心領域にアクセスできない場合、関心領域に も近い領
域を検証してください。

次のステップ

ソフトウェアが計算した精度と目視による検証の結果により、それぞれ以下のように進むことが
できます。

オプション

検証したレジストレーションで十分な精度が得られれば、Yes を選択します。

ナビゲーションが開始されます。

サーフェイスマッチングレジストレーションの精度
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オプション

検証したレジストレーションの精度が不十分な場合には、No を選択します。

Improvement Options ダイアログが開きます。

• More Points：サーフェイスポイントをさらに 10 ポイント追加取得できます。以前に取得した
サーフェイスポイントは保持され、計算時に考慮されます。

• Start Over：レジストレーションをやり直します。

• Landmark：Landmark のレジストレーションに切り替えます。

注記： 目視による検証で著しい偏差が認められる場合、No を選択してポインターの精度を確認す
ることが推奨されています。
 

変更したレジストレーションの確認方法（オプション）

レジストレーションを変更した場合、変更を加えたレジストレーションと、元のレジストレーシ
ョンとを切り替えて比較することができます。

ステップ

1.
Previous Solution を選択して、変更を加えたレジストレーションと元のレジストレーシ
ョンとを切り替えます。

2.
ポインターを解剖学的ランドマークに当てて、表示された距離測定値を確認することで、
変更を加えたレジストレーションと元のレジストレーションの両方を確認します。

3.

いずれかのソリューションが許容できる場合、Yes を選択して、選択したレジストレーシ
ョンの精度を確定します。

両方のレジストレーション結果が許容できない場合、ポイントをさらに取得するかレジス
トレーションをやり直すことによってレジストレーションを改善します。

サーフェイスマッチングレジストレーション
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一致しない場合

ポイントを追加取得した後に一致しない場合、該当するダイアログが開きます。

図 13 

オプション

ポイントを追加取得するには、More Points を選択します。

レジストレーションダイアログに戻ります。

レジストレーションをやり直すには、Start Over を選択します。

取得済みのすべてのポイントが削除されます。

ランドマークのレジストレーションに切り替えるには、Landmark を選択します。

P. 71 に記載されているとおり、リファレンス検証ポイントでポインターの精度を確認します。

サーフェイスマッチングレジストレーションの精度
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5 ランドマークレジストレーショ
ン

5.1 ランドマークレジストレーションの概要

概説

Landmark レジストレーションでは、ペアードポイントマッチングの方法を採用します。

まず、術前のイメージセット内にレジストレーションポイントを計画します（フィデューシャル
マーカーを使用する場合と使用しない場合がある）。次に、患者のアナトミー上で同じポイントを
取得します。ソフトウェアはイメージセットを実際の患者のアナトミーと相関させます。

注記： 患者へのフィデューシャルマーカーの装着に関する詳細については、製造メーカーのユー
ザーガイドを参照してください。
 

ワークフローの概要

ワークフロー ページ

1.
デフォルトのレジストレーション方法でない場合、Landmark レジストレー
ションに切り替えます。

P. 55

2. レジストレーションポイントを計画します。 P. 57

3.
ポイントのレジストレーションはソフトウェアが示す順序で行う必要があ
ります。

P. 61

4. レジストレーションの精度を検証します。 P. 63

ランドマークレジストレーションの開始方法

ソフトウェアのライセンスにサーフェイスマッチングレジストレーションが含まれている場合、
デフォルトのレジストレーション方法として設定されています。ソフトウェアを起動した後、レ
ジストレーション画面のドロップダウンメニューから Landmark Registration を選択します。

図 14 

ステップ

1. メニューバー内で Surface Match を選択します。

2.

ドロップダウンメニューで Landmark を選択します。

注記： 複数のイメージセットを選択すると、ソフトウェアはレジストレーションのため
に 適なイメージセットを自動的に読み込みます。
 

ランドマークレジストレーション

ソフトウェアユーザーガイド Rev. 1.0 ENT EM バージョン 1.1 55



5.2 ポインターレジストレーション

レジストレーション用器具

Landmark レジストレーションにポインターを使用する場合、レジストレーション方法は、登録す
るポイントのタイプに応じて異なります。

レジストレーション
ポイント

技法

フィデューシャルマ
ーカー

先端が皮膚に触れることを確認しながら、各マルチモダリティードーナツ
レジストレーションマーカーの中心にポインター先端を当て、EM Pointer
ボタンを押します。

注記： ポイントは皮膚の表面で取得されるので、皮膚に圧力を加えない
でください。
 

ランドマーク

ポインター先端をランドマークに当て、ポインターボタンを押します。

注記： ポイントは皮膚の表面で取得されるので、皮膚に圧力を加えない
でください。
 

骨ランドマーク

ポインター先端を骨ランドマークに届くまで静かに押し、ポインターボタ
ンを押します。

注記： 患者にけがをさせないように注意しながら、ポイントが皮膚の表
面でなく骨で取得されるように十分な圧力を加えます。
 

スキンシフトの回避方法

ランドマークのレジストレーションを行う際、ポインターはランドマークに対して垂直に保ちま
す。こうすることにより器具の力によって起きる不意なスキンシフトを防ぐことができます。

警 告
スキンシフトが発生する可能性の低い場所で、レジストレーションポイントを計画してください。

EM ポインターの安全性

警 告
EM ポインターをレジストレーションに使用する際は、先端が患者を傷つけることのないよう注意
してください。血管や目などのデリケートな領域はランドマークレジストレーションには適しま
せん。

フィデューシャルマーカーの使用

レジストレーションには 4 つ以上のランドマークが必要です。フィデューシャルマーカーを使用
する際は、患者に 6 つまたは 7 つのマーカーを装着し、マーカーが外れた場合でも十分な数のラ
ンドマークを確保することが推奨されています。

警 告
患者はフィデューシャルマーカーを取り外してはなりません。マーカーを飲み込んだりする危険
を防ぐために、小さい子どもや失見当識患者にフィデューシャルマーカーを装着したまま放置し
ないでください。

ポインターレジストレーション
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5.3 レジストレーションポイントのプランニング

5.3.1 レジストレーションポイント

適なレジストレーションポイントの位置決め

フィデューシャルマーカーまたはランドマークの 適なレジストレーションを実現するには、以
下にご注意ください。

• フィデューシャルマーカー／ランドマークの位置を頭部のできるだけ広い範囲に、一直線上に
ならないように分布させる。

• フィデューシャルマーカー／ランドマークを対称的な構造に配置しない（例：一列または定形）。

• 皮膚が弛緩している領域には配置しない。

• フィデューシャルマーカー／ランドマークは関心領域を囲むような位置に配置する。

レジストレーションポイントプランニングのタイプ

レジストレーションポイントプランニングでは以下が実施できます。

• 解剖学的または人工的な（例：スプリント、インプラントスクリューなど）ランドマークを計
画

• イメージセットに表示できるフィデューシャルマーカーを計画

ナビゲーションソフトウェアで計画されたすべてのレジストレーションポイントが画面上にオレ
ンジ色で表示されます。

ランドマークレジストレーション
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5.3.2 ポイントプランニング

概説

Landmark のレジストレーションを起動するとポイントプランニング画面が開き、ポイントのプラ
ンニングを求められます。

画面のレイアウト

③

②

④

① ⑤

⑥

⑦

図 15 

No. コンポーネント 解説

① 3D モデル
3D モデルを押して、レジストレーションポイントを手動で追加し
ます。

②
アキシャル、コロナ
ル、サジタル（ACS）
ビュー

ACS ビュー内で丸付きのクロスヘアをドラッグして、計画したポイ
ントの位置を細かく再設定します。

③ Data
複数のデータ／イメージセットが使用可能な場合、このボタンを押
して、ランドマークのレジストレーションに使用するデータセット
を選択します。

④ Zoom
バーをスライドするか、＋マークや－マークを押してレジストレー
ションポイントを拡大／縮小します。

⑤ 削除 ポイントを選択し、その隣の Xを押してポイントを削除します。

⑥ ポイントリスト 計画したポイントのリストです。

⑦ Registration

• 4 つ以上のポイントが定義されている場合、アクティブになりま
す。

• Registration 画面を開き、計画したポイントを適用します。

注記： レジストレーションが不正確になるため、ポイント同士を
近づけすぎたり一列に並ばないように計画してください。次に進
めなくなります。
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5.3.3 フィデューシャルマーカーのプランニング

セミオート検出を使用してフィデューシャルマーカーを追加する方法

セミオートの検出機能を有効にするには、3D ビュー内を直接押してください。ビュー内のマーカ
ーを押すと、レジストレーションポイントが中心に直接配置されます。

注記： セミオート検出は適合するフィデューシャルマーカーとのみ使用できます（P. 14 を参照）。
 

ステップ

1.

ポイントプランニング画面で、3D ビュー内のフィデューシャルマーカーを押します。

3D モデルはフィデューシャルマーカーが前方に表示されるまで回転します。

注記： 必要に応じて、3D ビューをドラッグし、3D モデルの回転を調整します。
 

2.

フィデューシャルマーカーを押します。

レジストレーションポイント（円で表示）がフィデューシャルマーカーの中心に配置され
ます。

3.

ACS ビュー内でレジストレーションポイントがフィデューシャルマ
ーカーの中心にあることを確認してください。

ズーム機能を使用して、レジストレーションポイントが正しく配置
されたことを確認します。

4.
Registration を選択します。

ポイントを登録するように求められます。

警 告
各フィデューシャルマーカーの位置をアキシャル、コロナルおよびサジタルビューで確認してく
ださい。

ランドマークレジストレーション
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5.3.4 ポイントプランニングの追加機能

ポイントの選択方法

ステップ

3D モデルまたはポイントリストで目的のポイントを押します。

ポイントがリスト内でハイライト表示され、ビュー内で塗りつぶし表示されます。

ポイント位置の変更方法

ステップ

1. 目的のポイントを選択します。

2.
ACS ビュー内で、丸付きのクロスヘアをレジストレーションポイントの正確な目的の位置
までドラッグします。

ポイントの削除方法

ステップ

削除したいポイントの隣のポイントリストにある Xを押します。

レジストレーションポイントのプランニング
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5.4 ランドマークレジストレーションの実施

概説

ポイントのレジストレーションはソフトウェアが示す順序で行う必要があります。

警 告
ペイシェントリファレンスの動きによってナビゲーションが不正確になるのを防ぐため、可能な
限りレジストレーションは滅菌状態で、患者のドレーピング後に実施してください。

注 意
ポインターが落下した場合、ナビゲーションを続行する前に、ポインターの精度を確認してくだ
さい。

ソフトウェアの視覚表示

レジストレーションのためのポイントはソフトウェアで一覧表示されます。各ポイントの隣のチ
ェックマークは、ポイントが登録されているかどうかを示します。

図 16 

ソフトウェアの音声ガイド

ポイントを登録するたびにソフトウェアからはビープ音が発せられます。

ポイントを複数回登録しようとすると、ソフトウェアからは低い警告音が発せられます。ポイン
トは再登録されません。

ポイントのレジストレーション方法

①

図 17 

ステップ

1.

EM ポインターまたは EM レジストレーションポインターを使用して、ソフトウェアの指示
に従ってポイントを順次登録します。

注記： 手術内の装置の配置などによってマーカー／ランドマークにアクセスできない場
合、ポイントリスト①の次のポイントを選択してポイントをスキップできます。
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ステップ

2.

• 4 つ以上のポイントのレジストレーションを行い、Verification を押します。または、

• リスト内のすべてのポイントのレジストレーションを行います。ソフトウェアは検証
に進みます。

3. ここで開くダイアログでレジストレーションの精度を検証します。

ポイントの追加方法

ステップ

さらにポイントを計画するには、Back を選択します。

Planning Points 画面が開きます。

レジストレーション再実施の方法

ステップ

ポイントのレジストレーションを再実施するには、ポイントリスト①からポイントを選択し、再

取得します。

ランドマークレジストレーションの実施
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5.5 ランドマークレジストレーションの精度

5.5.1 ナビゲーション精度

予想されるナビゲーション精度の低下

警 告
十分な精度を確保するには、イメージセット（例：CT、MR）は定位的ナビゲーション手術に適し
たものであり、3D の正確さが保証されていなければなりません。患者のスキャンはブレインラボ
のスキャンプロトコルに記載されているとおりに行ってください。

警 告
レジストレーション結果が十分に検証されている場合でも、MR のイメージセットに歪みがあった
場合には、それが原因で関心ポイントにおけるナビゲーション精度が低下する場合があります。

警 告
レジストレーションしたランドマーク上を直接ではなく、関心領域付近の精度を検証してくださ
い。誤差伝播のため、精度を検証しない領域ではナビゲーションの精度が低下する可能性がある
のでご注意ください。

警 告
精度はトラッキング範囲内で変動する可能性があり、器具と EM フィールドジェネレーターの間の
距離によって異なります。

ランドマークレジストレーション
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5.5.2 レジストレーションの検証

レジストレーション精度の検証方法

レジストレーションが完了すると、レジストレーション検証画面が開きます。

図 18 

ステップ

1.

特に関心領域内の、複数の既知の解剖学的ランドマーク（ナジオン、眼窩点の 外側な
ど）にポインターを当てます。関心領域にアクセスできない場合、関心領域に も近い領
域を検証してください。

イメージビュー内に表示されているポインターの位置が患者上の実際の位置と一致して
いることを確認します。

2.

ポインターを患者の頭蓋骨のさまざまなポイントに当て、仮想のポインター先端から患者
の皮膚までの表示された距離が実際のポインターの位置に対応していることを検証しま
す。

注記： ポインター先端が計算された表面から 8 mm 以内にある場合、距離の測定値が表示
されます。
 

次のステップ

ソフトウェアが計算した精度と目視による検証の結果により、それぞれ以下のように進むことが
できます。

オプション

検証したレジストレーションで十分な精度が得られれば、Yes を選択します。

ナビゲーションが開始されます。

ランドマークレジストレーションの精度
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オプション

検証したレジストレーションの精度が不十分な場合には、No を選択します。Improvement
Options ダイアログが開きます。

• Plan Points：ポイントを修正、追加、削除する。

• Re-Acquire：以前に計画したポイントを再取得する。

• Surface Match：サーフェイスマッチングレジストレーションに切り替える。

注記： 目視による検証で著しい偏差が認められる場合、No を選択してポインターの精度を確認す
ることが推奨されています。
 

レジストレーションが見つからない場合

精度が不十分なためにレジストレーションが見つからない場合、対応するダイアログが開きます。

図 19 

• Plan Points：ポイントを修正、追加、削除する。

• Re-Acquire：以前に計画したポイントを再取得する。

• Surface Match：サーフェイスマッチングレジストレーションに切り替える。

ランドマークレジストレーション
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6 ナビゲーションの機能

6.1 ナビゲーションビューの設定

概説

レジストレーションの検証が完了すると、ナビゲーション画面では、患者の解剖学的構造上の情
報がアキシャル、コロナル、サジタル（ACS）ビューだけでなく、3D モデル（左上）にも表示され
ます。ポインターを患者頭部に当てると、ポインターに対して垂直の、3D ビューの上部が透明に
なります。このようにして、ポインター下の構造をビジュアル化できます。

ビデオソースがナビゲーションシステムに接続されている場合、3D モデルの代わりにビデオの内
容が表示されます。

図 20 

レイアウトタブ

Data を選択して Layouts タブ①を開き、使用可能なレイアウトビューから選択します。

ナビゲーションの機能
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①
①

図 21 

画質

ビューに、壊れたイメージスライスを含むイメージセットが表示されている場合、対応のメッセ
ージが表示されます。

警 告
ナビゲーションビューにはデータ再構成画像が表示されます。これらの画像は補間されるため、
オリジナルのイメージセットとは異なるか、解像度が高く見える場合があります。隣接する面か
らの情報が現在の再構成面に表示される場合があります。アキシャル、コロナル、サジタルの再
構成画像は、撮像時の患者位置または操作された画像のアライメントにより、実際のアキシャル、
コロナル、サジタルの画像方向と異なる場合があります。

警 告
ナビゲーションビューとビデオ画像は歪んで表示される可能性があるため、DIN 6868 に準拠し、
診断目的には適しません。色はキャリブレーションされず、画像の解像度は診断目的には不十分
です。外部機器からの色のインジェクションはオブジェクトをナビゲーション画面とは異なる色
で表示する場合があります。このため、オブジェクトの識別には前後関係の情報（サイズや位置
など）を使用することが推奨されます。

ビデオの遅延

システムが容量一杯に使用されていると、ビデオ画像の表示が遅れる場合があります。

特に重要な処置においては、ビデオ画像を別の追加モニターに表示することが推奨されています。

3D ビューの制限事項

警 告
3D ビューを使用する場合、空間と深度の認識は制限されます。ボリュームレンダリングビューの
みを使用したナビゲーションでは、解釈を誤る場合があります。重要な決定は、まず 2D 再構成ビ
ューで確認してください。

器具のディスプレイ

ナビゲートされている器具がナビゲーション範囲にある場合、器具がナビゲーションビューに表
示されます。

ナビゲーションビューの設定
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① ② 

図 22 

No. コンポーネント

① クロスヘアは器具の先端を示します。

②
ポインターやナビゲーションしている器具がビューと一直線に並んでいる場合（器具の軸
が画像面上にあること）、器具の延長線が表示されます。延長線は 2D ビューで表示されま
す。

シングルビデオビュー

内視鏡が接続されており、規定の期間ナビゲーションが停止していた場合（ナビゲーション範囲
に器具がない）、自動的にシングルビデオビュー画面が 大化します。ナビゲーションが開始する
（器具がナビゲーション範囲内に入る）とすぐにシングルビデオビュー画面は 小化します。

画像ラベルの表示

表示されている画像によって、ビューには異なる画像方向が表示されています。

ラベル 方向

A Anterior（アンテリア）

P Posterior（ポステリア）

L Left（左）

R Right（右）

H Head（頭側）

F Foot（尾側）

イメージセットの方向

デフォルトの画像方向は仰臥位で、head to feet です。

画像方向ラベルの編集の詳細については、DICOM Viewer ソフトウェアユーザーガイドを参照して
ください。

ナビゲーションの機能
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6.2 その他の機能

ポインターのリモートオプションの使用法

ナビゲーションモードで、ポインターボタンを押すとリモートオプションが開きます。

図 23 

オプション

ショートクリック
オプションの切り替えができ、機能を選択するとその機能を起動でき
ます。

長押し
リモートメニューを開くか、目的のオプションを選択する際に使用し
ます。

Freeze View
表示されているスライスや再構成画像をフリーズさせます。スライス
や再構成画像がフリーズしている間は器具のナビゲーションを進める
ことはできません。

Screenshot

スクリーンショットを患者データに保存し、Content Manager 経由で外
部保存媒体またはネットワークの場所にエクスポートできます。

注記： スクリーンショットは、該当する患者データが読み込まれてい
れば、Brainlab の他のソフトウェア（例：DICOM Viewer）でも表示可
能です。
 

警 告
患者名が各スクリーンショットに表示されま
す。患者の個人情報を保護するため、スクリー
ンショットは関係医療スタッフ以外がアクセス
できないように制限してください。

患者情報がスクリーンショットに表示されないよう、システムの設定
方法の詳細についてはブレインラボのサポート部門にお問い合わせく
ださい。

Instruments
ナビゲーションワークフローを終了せずに Instruments モードに戻り
ます。

Register
ナビゲーションワークフローを終了せずに Register モードに戻りま
す。

オートズームの方法

Auto-Zoom 機能では、ナビゲートされている器具が同じ位置に安定して保持されると、表示画像の
ズーム倍率が 2 倍になります。器具がゆっくりとナビゲートされている限り、そのズーム倍率が
保たれます。

器具をすばやく動かすかナビゲーション範囲から削除すると、デフォルトのズーム倍率に戻りま
す。

その他の機能
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6.3 ナビゲーション精度の検証

器具の精度

警 告
精度の低い器具を使用しないでください。

EM ポインターでの器具の精度の検証方法

図 24 

ステップ

1.

EM ポインターの先端を EM インスツルメントリファレンスのベリフィケーションポイント
で保持します。

器具の先端と検証ポイントの間の距離がナビゲーション画面に表示されます。

EM レジストレーションポインターでの器具の精度の検証方法

図 25 

ステップ

1.

EM レジストレーションポインターの先端を EM ペイシェントリファレンスのベリフィケー
ションポイントで保持します。

器具の先端と検証ポイントの間の距離がナビゲーション画面に表示されます。

ナビゲーションの機能
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6.4 器具の設定

器具情報のアクセス方法

図 26 

ステップ

Instruments を選択します。

残りの再処理サイクルの数、キャリブレーションのステータス、および接続され
た器具ポートに関する情報が表示されます。

未滅菌の EM レジストレーションポインター

EM レジストレーションポインターはスカルリファレンスベースのみと併用できます。Taped
reference を選択した（P. 23 を参照）にもかかわらず未滅菌の EM レジストレーションポインタ
ーのプラグを差し込んだ場合、EM レジストレーションポインターを抜くまで、使用インスツルメ
ントを示すボックスには赤色のテキストが表示されます。

器具の設定
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7 器具のキャリブレーション

7.1 キャリブレーションの概要

概説

プリキャリブレーションされていない器具はナビゲーションを行うためにキャリブレーションと
検証を実施する必要があります。

以下のタイプの器具では、キャリブレーションと検証を実施するには EM インスツルメントリファ
レンスが必要です。

• クランプ

• マルチポインター

• サクションチューブ

これらの器具は EM ポインターのキャリブレーションポイントを使用してキャリブレーションさ
れます。

注記： EM インスツルメントリファレンスに関する詳細については、Cranial/ENT インスツルメン
トユーザーガイドを参照してください。
 

キャリブレーションダイアログの開き方

ナビゲーションモードでインスツルメントリファレンスのプラグを差し込むと自動的にキャリブ
レーションダイアログが開きます。
レジストレーションの前に器具のキャリブレーションを実施する場合はインスツルメントリファ
レンスのプラグを挿入し、器具をトラッキング範囲内に配置します。キャリブレーションダイア
ログが開きます。

キャリブレーションのための器具

適切なキャリブレーションの精度を確保するには、適合するブレインラボ製 EM インスツルメント
のみを使用します（P. 12 を参照）。

警 告
ENT EM と使用するために、承認されていない器具のキャリブレーションを実施しないでください。

器具のキャリブレーション
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7.2 キャリブレーションの開始

準備

以下の点を確認してください。

• すべてのインスツルメントアダプターのねじがしっかりと締められている。

• キャリブレーションする器具のみがナビゲーション範囲内にある。

警 告
Cranial/ENT インスツルメントユーザーガイドの該当するすべてのセクションをよくお読みくだ
さい。

キャリブレーションの開始方法

図 27 

オプション

インスツルメントリファレンスを接続し、器具をナビゲーション範囲内に保持します。

キャリブレーションダイアログが開きます。

Instruments を選択し、開いたダイアログでキャリブレーションする器具を選択し
ます。

キャリブレーションの開始
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7.3 キャリブレーションの実施

7.3.1 キャリブレーション

EM ポインターのキャリブレーションポイントでのキャリブレーション

EM ポインターのキャリブレーションポイント①を使用して、適合するポインター先端とサクショ

ンチューブのキャリブレーションと検証を実施できます。

①

図 28 

キャリブレーションと検証の方法

図 29 

ステップ

1.

インスツルメントリファレンスを装着した器具をナビゲーション範囲の信頼性の高い領
域内で保持します。

器具のキャリブレーションを初めて行う場合、Instrument Calibration ダイアログが開き
ます。

2.
器具の先端をキャリブレーションポイントに対して垂直に当て、コントロールボタンを押
します。

器具のキャリブレーション
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ステップ

3.

キャリブレーションの完了を知らせるビープ音が鳴るまで器具をゆっくりと回転（約
50°）させます。

注記： 正しいキャリブレーションを行うには、器具の先端を EM ポインターに対して垂直
にしなければなりません。
 

注記： 器具と EM ポインターの両方が 適な EM トラッキング範囲内になければなりませ
ん（上記参照）。
 

4. 正常にキャリブレーションが完了すると、ナビゲーション画面が開きます。

キャリブレーションの失敗

以下の場合、キャリブレーションは失敗します。

• 器具と EM ポインターがナビゲーション範囲の信頼性の高い領域で保持されなかった。

• キャリブレーションした器具が長すぎる。

• 電磁障害を発生させる材料を含む器具が使用されている。

• 精度が不十分である。

• 追加した器具が磁場の中にあり、トラッキングの精度を低下させた。

キャリブレーションが失敗した場合、対応するダイアログが開きます。

図 30 

警 告
キャリブレーションは、ポインターとインスツルメントリファレンスをナビゲーションフィール
ドの も信頼性の高い領域内で実施してください。そうしない場合、キャリブレーションが失敗
する可能性があります。

キャリブレーションの実施
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7.3.2 キャリブレーション完了後

キャリブレーションの検証

警 告
手術中に器具のキャリブレーション精度を検証するために、キャリブレーションの済んだ器具を
既知の解剖学的ランドマーク数か所に当て、画面に表示される位置を確認します。

器具またはインスツルメントリファレンスの交換

警 告
キャリブレーション後にインスツルメントリファレンスの交換や位置変更を行わないでくださ
い。誤った器具表示につながります。

警 告
器具の先端（マルチポインターのポインターチップなど）を交換した場合は、新たに器具のキャ
リブレーションを行う必要があります。

器具のキャリブレーション
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キャリブレーションの実施
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