
データ転送
対応ソフトウェア： VectorVision cranial 7.x、PatXfer 5.x
ステップ 1
• PatXfer アイコンをダブルクリックしプログラムを起動します。

• Archive selection 画面で目的のデータソースの名称、アイコ

ン、またはチェックボックスをクリックします。
• Next で保存されているすべての患者ファイルを表示します。

以下のデータソースがサポートされています。

BrainLAB フォーマット リムーバブルメ
ディア

ハードディスク
ステップ 2
• Patient selection 画面で BrainLAB フォーマットに変換する

患者データの名称、アイコン、またはチェックボックスをク
リックします。

• Next をクリックして、使用可能な患者スタディを表示しま

す。

注： 患者データを間違えないように注意してください。
ステップ 3
スタディが 1 つしかない場合、ステップ 3 は省略され、自動的

にステップ 4 に進みます。

• Study selection 画面で最も適切な患者スタディの名称、ア

イコン、またはチェックボックスをクリックします。
• Next をクリックして、選択したスタディ用のオリジナルシ

リーズを表示します。
ステップ 4
• Original series 画面には、選択した患者スタディに保存され

ている画像データが表示されます。
• 複数の画像シリーズが選択できます。該当する名称、アイコ
ンまたはチェックボックスをクリックするだけです。

• 高い精度を得るために、画像データの詳細やスキャンスライ
スを確認してください。

• Next をクリックして、オリジナルシリーズを BrainLAB
フォーマットに変換します。

注： 含まれる画像の最も多いオリジナルシリーズが自動的に選

択されます。
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
• BrainLAB series 画面では変換された画像データが表示され

ます。
• 高い精度を得るために、画像データの詳細やスキャンスライ
スを確認してください。

• 目的の BrainLAB シリーズの名称、アイコンまたはチェック

ボックスをクリックします。
• Send to... をクリックして選択した BrainLAB シリーズをエ

クスポートします。

注： エクスポート用に BrainLAB シリーズを複数選択できます。
ステップ 6
Send to... ダイアログで、適切な保存形式を選択します。

• iPlan のバージョンが 1.x の場合：スタンダードの BrainLAB
フォーマット

• iPlan のバージョンが 2.x の場合：アドバンスの BrainLAB
フォーマット

• Next をクリックして、使用可能な患者のリストを表示しま

す。

注： このステップでは、Zip ディスクや USB メモリーへの転送

用としてデータを直接選択できます。
ステップ 7
Send to... ダイアログでは Patient selection ステップが有効に

なっています。 画像データは以下のいずれかの方法で保存しま

す。

• New Patient をクリックして新規の患者フォルダーを作成し、

データをこのフォルダーに保存する
• リストから既存の患者フォルダーを選択し、Add to... をク

リックして患者データをこのフォルダーに追加保存する

注： 患者の個人情報保護などのために患者名と ID は編集可能

です。
ステップ 8
データを保存したら次のいずれかを行います。

• 他の患者データを転送するには Yes をクリックする。

• プログラムを終了するには No をクリックする。 

注： これで患者データの転送は完了し、手術計画に使用できる

状態となります。
、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

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。



プランニング
対応ソフトウェア： VectorVision cranial 7.x、iPlan cranial 2.x
ステップ 1
• iPlan アイコンをダブルクリックしてプログラムを起動しま

す。

Load Treatment Plan プランニングタスクでは以下を実行しま

す。

• ツリービューから目的の患者フォルダーを選択
• ソフトウェアに読み込む治療計画を選択
• 表示されるメッセージに従う
• Next を押して次のプランニングタスクを有効にする

注： 患者データを間違えないように注意してください。
ステップ 2
iPlan の画面は通常、以下のエリアに分かれています。

• Navigator エリア（画面右上）： 現在のプランニングタスク (
黄色）と次のプランニングタスク（青色）が表示されます。

• Functions エリア（画面右下）： 現在のプランニングタスク

に関連のある機能が表示されます。
• Planning エリア（画面のその他の部分）： タブページにより

複数の設定済みイメージビューが表示されます。

注： ツールバーにその他の機能が用意されています。
ステップ 3
Registration Points プランニングタスクでは以下を実行しま

す。

• Slice and Image Set Selection を実施

• Add New... を用いてレジストレーションポイントを作成

• 画像をクリックしてポイントの位置決め
• 必要に応じて Position を用いてポイントを再配置

• Detect は撮像した CT/MR マーカーをポイントとして表示

注： これらのポイントにより画像フュージョンや VectorVision 
cranial によるレジストレーションが容易になります。
ステップ 4
Image Fusion プランニングタスクでは以下を実行します。

• フュージョンを行う画像のペアを選択
• マウスで画像を調整（Manual Fusion 機能）

• Automatic Fusion 機能では共通する体構造を基準にフュー

ジョンを実施
• Registration Point Fusion 機能では設定済みのレジストレー

ションポイントを用いてフュージョンを実施

注： 複数のデータセットの中で同時にオブジェクトプランニン

グを実施することが可能になりました。
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
Object Creation プランニングタスクでは以下を実行します。

• Slice and Image Set Selection を実施

• Add New... を用いてオブジェクトを作成

• Brush を用いてマウスでオブジェクトを描画

• Eraser を用いてオブジェクトを修正

• SmartBrush を用いた高度なオブジェクトセグメンテーショ

ン

注： このタスクでは重要な体構造がハイライトされています。
ステップ 6
Trajectory Planning プランニングタスクでは以下を実行しま

す。

• Slice and Image Set Selection を実施

• Add New... を用いてトラジェクトリーを作成

• Entry -> Position でエントリーポイントを設定

• Target -> Position でターゲットポイントを設定

注： 次に進む前に必ずトラジェクトリーを検証してください。
ステップ 7
Labeled Points プランニングタスクでは以下を実行します。

• Slice and Image Set Selection を実施

• Add New... を用いてラベル付きポイントを作成

• 画像をクリックしてポイントの位置決め
• 必要に応じて Position を用いてポイントを再配置

注： ラベル付きポイントは、VectorVision cranial を用いた手術

におけるナビゲーションを容易にします。
ステップ 8
プランニングの完了後は以下を実行します。

• Save Treatment Plan プランニングタスクに進む

• 必要な情報を入力して計画を保存
• Next を押して Export to プランニングタスクを有効にする

• エクスポートするプラットフォームとエクスポートするフォ
ルダーを選択

• 該当する画像 / プランニングの内容を選択し OK をクリック

注： これで患者データのエクスポートは完了し、ナビゲーショ

ンに使用できる状態となります。
、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

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、
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Sale の "Limitations of Liability” の項を参照し

てください。



手術室のセットアップ
対応ソフトウェア： VectorVision cranial 7.x
ステップ 1
• システムの電源プラグを入れます。
• 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 cranial ソフトウェ

アのアイコンを押します。

注： VectorVision cranial のみがインストールされている場合

は、これが自動的に起動します。
ステップ 2
• メッセージが表示されたら患者の手術計画が保存されている
Zipディスクまたは USBメモリースティックを挿入します。

注： Zip ディスクと USB メモリースティックは手術ナビゲー

ション中に取得される患者データの保存にも使用するため、手
術が完了し、システムをシャットダウンするまで取り外さない
でください。
ステップ 3
• メッセージが表示されたら、正しい患者データが表示されて
いることを確認してください。

• 患者データを読み込むには Load Patient を押します。

注： 別の患者のデータが表示された場合、Change Patient を押

し、正しい Zip ディスクまたは USB メモリースティックを挿

入してください。
ステップ 4
• 赤外線反射ボールをメイフィールド用リファレンスアレイに
取り付けます。

• メイフィールド用リファレンスクランプまたはバリオ リファ

レンスクランプをメイフィールド ヘッドレストに装着しま

す。

注： 赤外線反射ボールと固定スクリューはしっかりと締めてく

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
• メイフィールド用リファレンスアレイをメイフィールド用リ
ファレンスクランプまたはバリオ リファレンスクランプに装

着します。
• リファレンスアレイを動かさずに切開やその他の手術手順を
実施できる位置にアレイを調整します。

注： この手順の間、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 6
以下に注意してシステムを配置してください。

• モニターが術者の見やすい位置にある。
• カメラが患者の頭部から 1.2 ～ 1.8m 離れている。

• リファレンスアレイが両カメラのレンズに映っている。

注： 常にカメラからリファレンスアレイおよびナビゲートする

器具への視野が遮られることがないようにしてください。
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 = 標準のブレインラボ ポインターⅠ型またはソフ

タッチ レジストレーションポインター

• 白色の点 = 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： これでレジストレーションの手順に進めます。
、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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ポインターを用いたレジストレーション
対応ソフトウェア： VectorVision cranial 7.x
ステップ 1
• CT や MR の撮像が完了したら CT 用、MR 用のレジストレー

ションマーカーソケットを台座から外します。
• OR 用レジストレーションマーカーソケットを台座に取り付

けます。

注： レジストレーションマーカーは使い捨てなので、使用後は

廃棄してください。
ステップ 2
• メニューバー内の Register を選択して患者レジストレー

ションを開始します。
• Registration Selection ダイアログ内で Standard 

Registration を選択します。

注： レジストレーションを開始する前にリファレンスアレイが

両カメラのレンズに映っていることを確認します。
ステップ 3
• 表示されるメッセージに従ってマーカーのレジストレーショ
ンを行います。

注： Proceed で次に進むにはマーカーを 5 つ以上登録する必要

があります。
ステップ 4
• マーカーのレジストレーションは、各マーカーソケットの中
にポインターの先端を当て、ゆっくりと回転させて 1 つずつ

行います。
• マーカーのレジストレーションが正しく行われたらダイアロ
グ左側のリストに表示されます。

注： すべてのマーカーのレジストレーションが完了すると、自

動的に次のステップに進みます。
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
ここでレジストレーションの精度が表示されます。

• ブレインラボ ポインターⅠ型を患者の頭蓋部上のランドマー

ク 3 つ以上に当てて結果を検証します。

• ブレインラボ ポインターⅠ型の先端が正しく表示されている

ことを確認してください。
• 十分な精度が得られた場合は、Accept を押してレジスト

レーションを保存します。

注： これで患者をドレープで覆ってナビゲーションの手順に進

めます。
、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

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、
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Sale の "Limitations of Liability” の項を参照し

てください。



マーカーレス患者レジストレーションシステムを用いた
レジストレーション
対応ソフトウェア： VectorVision cranial 7.x
ステップ 1
• メニューバー内の Register を選択して患者レジストレー

ションを開始します。
• Registration Selection ダイアログ内で Surface Matching 

Registration を選択します。

注： レジストレーションを開始する前にリファレンスアレイが

両カメラのレンズに映っていることを確認します。
ステップ 2
• 電源スイッチを ON の位置に入れます。

• 可視レーザービームを放射するには、レーザービームスイッ
チを 1 段階目で押し続けます。

• 赤外線レーザーと可視レーザーの両方のビームを有効にする
には、スイッチを 2 段階目で押し続けます。

注： マーカーレス患者レジストレーションシステムの不適切な

取り扱いは患者および現場のスタッフに危険を及ぼします。
ステップ 3
• 可視レーザービームを使ってポイントの取得に最も適切な領
域のスキャンのシミュレーションを行ってください。

注： 最適なスキャン領域には頬骨、前頭骨、鼻骨および耳珠が

含まれます。 
ステップ 4
• Patient Registration ダイアログで z-touch を押し、マー

カーレス患者レジストレーションシステムによるポイント取
得を開始します。

• 可視レーザービームを有効にします。
• 患者頭部の関心領域にレーザービームを当てます。
• 赤外線レーザービームを有効にします。

注： 正しくポイント取得を行うには、カメラから赤外線レー

ザービームへの視野が遮られることがないようにしてくださ
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
• 関心領域内の骨性部分を、患者顔面の両側からスキャンして
ポイントを取得してください。

• 十分な数のポイントを取得したら（ソフトウェア内でプログ
レスバーとして表示）、Proceed を押します。

• これでソフトウェアがサーフェスマッチングの計算を行いま
す。

注： 患者の画像セットに含まれる領域のみをスキャンしてくだ

さい。
ステップ 6
ここでレジストレーションの精度が表示されます。

• ブレインラボ ポインターⅠ型を患者頭部上のランドマーク 3
つ以上に当てて結果を検証します。

• ブレインラボ ポインターⅠ型の先端が正しく表示されている

ことを確認してください。
• 十分な精度が得られた場合は、Accept を押してレジスト

レーションを保存します。

注： これで患者をドレープで覆ってナビゲーションの手順に進

めます。
、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

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。



器具のキャリブレーション
対応ソフトウェア： VectorVision cranial 7.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。

注： 手術器具およびアダプターアレイは使用前に滅菌してくだ

さい。
ステップ 2
• 器具校正用マトリックス (ICM4.0) に赤外線反射ボールをしっ

かりと取り付けます。
• ICM 4.0 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。

注： ICM 4.0 は使用前に滅菌してください。
ステップ 3
対象のアダプターアレイのキャリブレーションデータがある場
合は以下のいずれかの方法をとります。 

• このキャリブレーションデータを使用するには Restore を、

新たにキャリブレーションを実行するには Calibrate を押し

ます。

注： 必ず復元したキャリブレーションデータが正しいことを確

認してください。
ステップ 4
以下のキャリブレーションの方法があります。

• ピボットポイント： 器具先端のキャリブレーションに使用

（デフォルト設定）
• 校正用ホール： 先端の尖っていない、またはカーブした器具

の先端およびトラジェクトリーのキャリブレーションに使用
• V 字溝： あらゆる直径の器具のキャリブレーションに使用

注： 器具のアダプターアレイと ICM 4.0 はキャリブレーション

中は常にカメラに映っている必要があります。
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
ピボットポイントキャリブレーション： 

• 器具の先端をどちらかのピボットポイントに当てます。
• その位置で器具を持ち、ピボットさせます。
• 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： この手順中に器具の先端がピボットポイントから外れない

ように注意してください。
ステップ 6
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ます。
• この位置で器具を持ち、保持します。
• 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。
ステップ 7
V 字溝キャリブレーション：

• まず、ピボットポイントを使って器具先端のキャリブレー
ションを行います。

• 次に器具の軸を V 字溝に置き、器具をこの位置で回転させま

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： キャリブレーションを成功させるには、器具の先端が ICM 
4.0 の端に当たっている必要があります。
ステップ 8
キャリブレーションの検証：

• 器具の先端： ピボットポイントで器具をピボットさせます。

• 器具のトラジェクトリー： Show Trajectory を押し、V 字溝

上で器具を回転させます。

注： 校正用ホールキャリブレーションを実施した場合は、校正

用ホールの中で器具の先端を回転させれば器具の先端とトラ
ジェクトリーを同時に検証できます。
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ナビゲーションの概要
対応ソフトウェア： VectorVision cranial 7.x
ステップ 1
• 滅菌されていないリファレンスアレイは取り外してくださ
い。

• 患者をドレープで覆い、滅菌済みのリファレンスアレイを装
着します。

• リファレンスアレイの接続部分の周囲をドレープで覆い、
テープで固定します。

注： この後のステップでは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 2
メニューバーで Tools を押し、ナビゲーション用に器具を有効

にします。 次に以下のいずれかを行います。

• プリキャリブレーション済みの器具やキャリブレーションを
必要とする器具に使用するアダプターを選択する場合は
Instruments を選択

• 顕微鏡ナビゲーションを起動するには Microscope を選択

• 超音波ナビゲーションを開始するには Ultrasound を選択

• リアルタイムのビデオを起動するには Real-time Video また

は Video (Endoscope) を選択
ステップ 3
Tools ダイアログで Instruments を選択した場合：

• キャリブレーション中に器具の動きを検出する機能を有効に
するには、次のダイアログで Settings に続いて Pivoting 
Detection を選択します。

• Tools -> Instruments ダイアログで Additional Instruments
を選択します。

• リストの中からプリキャリブレーション済みの器具かアダプ
ターを選択します。

• 器具のキャリブレーションまたはプリキャリブレーションの
検証を行います。
ステップ 4
Tools ダイアログで Microscope を選択した場合：

• Tools -> Microscope ダイアログで Connect Microscope を

選択します。
• メッセージが表示された場合は、リストから目的の顕微鏡を
選択します。

• 顕微鏡キャリブレーションの位置を選択します（標準位置ま
たは 90°位置）

注： 適切なアダプターアレイが装着され、顕微鏡がしっかりと

接続されている必要があります。
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
Tools ダイアログで Ultrasound を選択した場合：

• 次のダイアログでは External Ultrasound を選択します。

Tools -> Ultrasound ダイアログでは以下のいずれかを行いま

す。

• 超音波プローブの検証またはキャリブレーションを行うには
Probes を選択

• 3D 画像を撮像するには 3D Ultrasound Acquisition を選択

• ビデオ接続の設定をするには Image Settings を選択 
ステップ 6
Tools ダイアログで Real-time Video または Video 
(Endoscope) を選択した場合：

• 表示されたダイアログやタブページ内で、必要なビデオ入力
オプションを選択します。

• 輝度とコントラストを設定します。
• メッセージが表示された場合は画面のサイズを設定します。

注： Video (Endoscope) 機能は旧型のナビゲーションユニット

でのみ使用できます。
ステップ 7
メニューバーにあるディスプレイオプションボタンとその機能
は以下のとおりです。

• I、II、III = デフォルトのナビゲーションビュー

• Display = ビューの変更、デフォルト設定の復元

• Target = 全ビューの中で、有効な器具のターゲットポイント

をセンタリング
• Freeze = 器具先端における画像の静止

注： ナビゲーションのビュー設定の変更は、後に使用するため

に保存できます。
ステップ 8
測定オプション：

• Measurement ボタン（Tools ダイアログ）： 器具先端とター

ゲットポイント間の距離を測定
• Tooltip 機能： 器具先端のオフセット設定を可能にする。例：

挿入角度のプレビュー時

注： 使用後は Tooltip オフセットをゼロに戻すことを忘れない

でください。 
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