
手術室のセットアップ
対応ソフトウェア： VectorVision fluoro3D 2.x
ステップ 1
• 患者の準備をします（カーボン製治療台を使用）。
• 関心領域の 3D 画像の撮像がしやすい位置に患者を

配置します。
• 撮像領域からすべての金属部品を取り除きます。
ステップ 2

• システムの電源プラグを入れます。
• ネットワークケーブルを接続します。
• 電源スイッチでシステムの電源を入れます。
• 表示される選択画面の中で VectorVision fluoro3D 
のアイコンを押します。
ステップ 3

• フルオロ 3D/2D レジストレーションキット（リ

ムーバブルプレートは除く）を C アームに取り付け

ます。
• Siemens 社製滅菌ドレープで C アームをドレープし

ます。
• すべての器具に赤外線反射ボールを取り付けます。

注： 2D 画像を撮像する場合は C アームをドレープ

する前にリムーバブルプレートを取り付けます。
ステップ 4

• 骨接続部（低侵襲リファレンスアレイの 1 ピン型

ジョイント部または SPINE リファレンス X クラン

プキットの SPINE リファレンス X クランプ）を骨

に取り付けます。
• 骨組織にしっかりと固定してください。
注：クイックリファレンスガイドはユーザーガイドに代わるものではありま

せん。
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ステップ 5

• 1 ピン型ジョイント部にリファレンスアレイ部を取

り付けます。
• 専用のレンチを使ってすべての固定用ネジを締めま
す。

• リファレンスアレイが骨組織に正しく取り付けられ
ていることを確認します。

• カメラからリファレンスアレイへの視野が遮られて
いないことを確認してください。
ステップ 6

以下に注意してシステムを配置してください。

• モニターが術者から見やすい位置にある。
• カメラがリファレンスアレイから 1.5 ～ 2.1m 離れ

ている。
• リファレンスアレイと、ナビゲートされた器具がカ
メラに映っている。
ステップ 7

器具とリファレンスアレイの視認性を確認してくだ
さい。

• 緑色のステータスフィールド= アレイと器具が映っ

ている
• 緑色の点= ポインター

• 黄色の点= キャリブレーションしていない器具や患

者レジストレーション前のリファレンスアレイ
• 赤色の点= 患者レジストレーション後のリファレン

スアレイ
• グレーの点／円= 認識されていない器具

注： これで画像を撮像できます。
、著作権により保護された専有
ています。Brainlab の書面に

ることなく、本ガイドを複製、
を禁じます。 

vision: 1.0

er: 60904-18JP
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Brainlab Standard Terms and Conditions of 
Sale の “Limitations of Liability” の項を参照し

てください。



3D 画像の撮像
対応： Siemens 社製 3D C アーム、VectorVision fluoro3D 2.x
ステップ 1

• 本ガイドの手術室のセットアップに記載されている
とおりに、患者と C アームの準備をします。

• 関心領域をアイソセンターに配置します。
• AP 方向、ラテラル方向の 2D フルオロ画像を使って

関心領域の視認性を確保します。
• C アームをスキャンのエンドポジションに移動させま

す。

注： リムーバブルプレートがフルオロ 3D/2D レジ

ストレーションキットに装着されている場合は、必
ず 3D 画像の撮像前に取り外してください。
ステップ 2（C アーム上の操作）

• Patient、3D Acquisition を順番に選択するか、左

下の撮像ボタンを押します。
• Slow scan を選択します。

• 画像の方向を設定します。
• ナビゲーションには Brainlab を選択します。

• 3D ナビゲーションを実行するには Yes を選択しま

す。

注： （Arcadis Orbic3D ではなく）Iso-C3DC アームの

場合は、 使用手順は上記とは異なる可能性がありま
す。
ステップ 3

• コリジョンの確認を行います。
• C アームがスタートポジションにあることを確認し

ます。
• リファレンスアレイとフルオロ 3D/2D レジスト

レーションキットがはっきりと映るようにカメラを
調整します。
ステップ 4（ナビゲーションユニット上の操作）

• Input Selection ダイアログの中の Scan Patient を
押します。

• Execute Scan ダイアログに進みます。
注：クイックリファレンスガイドはユーザーガイドに代わるものではありま

せん。
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ステップ 5

• 患者に深呼吸させます。
• 呼気終末状態で患者の呼吸を止めます。
• 左のフットスイッチを、撮像が完了するまで踏み続
けます。

• 患者の呼吸を再開させます。
ステップ 6

Iso-C3D をお使いの場合：

• Patient Browser を開きます。

• 該当する 3D 撮像データを選択します。

• Transfer メニューで Send to... を選択します。

• Brainlab を選択し、Send を押します。
ステップ 7

画像の精度をポインターを使って確認します。

• 3 つ以上の目印にポインターを当て、画面上に表示

された位置を検証します。
• すべての方向や回転の精度を確認します。
、著作権により保護された専有
ています。Brainlab の書面に

ることなく、本ガイドを複製、
を禁じます。 
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免責事項：
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2D 画像の撮像
対応ソフトウェア： VectorVision fluoro3D 2.x
ステップ 1

• 本クイックリファレンスガイドの手術室のセット
アップに記載されているとおりに、手術室のセット
アップを行います。

注： フルオロ 3D/2D レジストレーションキットに

リムーバブルプレートを取り付けて 2D 画像を撮像

します。
ステップ 2

• ナビゲーションユニットで Acquire 2D Fluoro を選

択します。
• 画像の種類（AP、lateral、oblique）を選択します。

• カメラからフルオロレジストレーションキットと
リファレンスアレイへの視界が遮られていないこと
を確認してください。
ステップ 3

2D 画像を撮像します。

• 画像内に目的の領域が表示されるまでフルオロ画像
を撮像します。

注： C アームで撮像した画像を修正したい場合は、

まず Acquire ボタンを押してください。
ステップ 4

画像の精度をポインターを使って確認します。

• 3 つ以上の目印にポインターを当て、画面上に表示

された位置を検証します。
注：クイックリファレンスガイドはユーザーガイドに代わるものではありま

せん。
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、著作権により保護された専有
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プランニングとナビゲーション
対応ソフトウェア： VectorVision fluoro3D 2.x
ステップ 1
トラジェクトリーやスクリューのプランニングを実行
します。

• P2 を押します。

• 目的のインプラント位置まで器具をナビゲートしま
す。

• メニューバーでインプラントのサイズを指定します。
• P3 を押します。

• 表示されたインプラント位置を確認します。
• 計画されたスクリュー位置を受け入れる場合は Yes
を押します。
ステップ 2

ソフトウェア内で器具を起動します。

• Toolbox を開きます。

• Brainlab （または他の器具メーカー）を選択しま

す。
• 目的のプリキャリブレーション済み器具を選択しま
す。

• 選択した器具の精度を検証します。
ステップ 3

• 器具をナビゲートします。
• 次のスクリューを計画するには P2 を押します。

• メイン画面に戻るには P1 を押します。
注：クイックリファレンスガイドはユーザーガイドに代わるものではありま

せん。
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器具のキャリブレーション
対応ソフトウェア： VectorVision fluoro3D 2.x
ステップ 1
• 適切なアダプターアレイに赤外線反射ボールをしっ
かりと取り付けます。

• キャリブレーションを行う器具にアダプターアレイ
を装着します。
ステップ 2

• 器具校正用マトリックス (ICM4) に赤外線反射ボー

ルをしっかりと取り付けます。
• ICM 4 と使用する器具を共にカメラの視野内で持ち、

キャリブレーションの手順を開始します。
ステップ 3（オプション 1）

V 字溝キャリブレーション：

• まず、V 字溝を使って軸のキャリブレーションを行

います。
• 器具の種類を選択します（例：先端形状が鋭利、ま
たは平ら、など）。

• 器具先端のキャリブレーションを実行するには対応
するボタンを再度押します（オプション）。

注： 器具先端がリファレンス面に当たらない場合、

またはキャリブレーションの精度を上げたい場合に
は先端のキャリブレーションが必須です。
ステップ 3（オプション 2）

校正用ホールキャリブレーション：

• 可能な限り小さな穴に器具の先端を挿入し、器具を
回転させます。

• キャリブレーションのステータスがプログレスバー
に表示されます。

注： この手順中、器具の先端が校正用ホールに完全

に挿入された状態を保持してください。
注：クイックリファレンスガイドはユーザーガイドに代わるものではありま

せん。
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ステップ 3（オプション 3）

マニュアルのキャリブレーション：

• Manual ボタンを押します。

• 可能な限り小さな穴に器具の先端を挿入します。
• 画面上で対応する穴を選択します。
• プログレスバーが完了状態になるまで器具を保持し
ます。
ステップ 4

• キャリブレーションの精度を目視で確認します。
、著作権により保護された専有
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プリキャリブレーション済み器具
対応ソフトウェア： VectorVision fluoro3D 2.x
ステップ 1： ドリルガイドキットを使用する場合。

以下のようにドリルガイドキットとドリルガイドハ
ンドルを組み立てます。

• 赤外線反射ボールをアレイ部に取り付けます。
• アレイ部にドリルガイドハンドルを取り付けます。
• アレイ部に誘導管を取り付けます。
ステップ 1： スパイン インスツルメントを使用する

場合。

以下のようにスパイン インスツルメントを組み立て

ます。

• 赤外線反射ボールをスターユニットに取り付けま
す。

• スターユニットに使用したい器具を取り付けます。
• 使用したいハンドルを取り付けます。
ステップ 2

器具を以下の方法で起動します。

• Toolbox を開きます。

• Brainlab（または他の器具メーカー）を選択しま

す。
• 使用したい器具を選択します（製品コードを確認）
ステップ 3

器具を以下の方法で検証します。

• 器具のカウント = 0 Qステップ 4 に進む

• 器具のカウント > 0 Q器具を検証またはバリデー

ション（オプション、ステップ 4 を参照）

• ドリルガイドキットを使用する場合は、指定されて
いる穴に入れて検証します。

• スパイン インスツルメントを使用する場合は、指

定されているピボットポイントに入れて検証しま
す。
注：クイックリファレンスガイドはユーザーガイドに代わるものではありま

せん。
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ステップ 4

• 画面上に表示される手順に従って器具のバリデー
ションを行います。

注： 器具のカウントがゼロになると器具のバリデー

ションが必須になります。
ステップ 5

バリデーションが正常に終了すると、器具は使用可
能になります。

バリデーションが正常に終了しない場合、または検
証結果が不正確な場合、以下の点を確認してくださ
い。

• 正しい器具を選択していること。
• 器具が正しく組み立てられていること。
• 器具の赤外線反射ボールおよび ICM4 が清潔で乾い

ており、完全に取り付けられていること。
、著作権により保護された専有
ています。Brainlab の書面に

ることなく、本ガイドを複製、
を禁じます。 
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