
手術室のセットアップ 
対応ソフトウェア： VectorVision knee 1.6.x, CT ベースナビゲーション
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 knee ソフ

トウェアのアイコンを押します。

注： VectorVision knee のみがインストールされて

いる場合は、アプリケーション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手術計画が保存されてい
る Zip ディスクまたは USB フラッシュメモリーを挿

入します。

注： データ保存媒体は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 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 フ

ラッシュメモリーを挿入してください。 
ステップ 4

患者の準備をします。

• 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。
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
• 必要なサイズのシャンツスクリューを骨に取り付け
ます（クリニカルユーザーガイドを参照してくださ
い）。

• Y型のリファレンスアレイを大腿骨に取り付けます。 
• インプラント、カッティングブロックおよび手術器
具のサイズを考慮に入れてください。

• 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配置します。
、
て

る
を

e

ステップ 6

• 必要なサイズのシャンツスクリューを骨に取り付け
ます（クリニカルユーザーガイドを参照してくださ
い）。

• T 型のリファレンスアレイを脛骨に取り付けます。

• レジストレーションを開始する前に、両方のリファ
レンスアレイのスクリューがしっかりと固定されて
いることを確認してください。

注： ナビゲーションの使用中に 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 7

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。
• カメラが術野から約 2m 離れている。

• 両方のリファレンスアレイがカメラに映っている。

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 8

レジストレーションおよびナビゲーションを開始す
る前に、脚が屈曲位、伸展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。 

注： これでレジストレーションの手順に進めます。
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大腿骨のレジストレーション
対応ソフトウェア：VectorVision knee 1.6.x, CT ベースナビゲーション
ステップ 1

大腿骨頭の計算により大腿骨機能軸の近位点が定義
されます。 

• 小さな円から徐々に大きな円へ、脚を股関節内でピ
ボットさせます。

• 股関節があまり動かないように注意してください。

注： 大腿骨のレジストレーションにはシャープタイ

プやアングルのポインターを使用します。 ポイン

ターを変更するタイミングはソフトウェアに示され
ます。 
ステップ 2 

外側および内側の上顆点で上顆軸が決まります。 

これは、Toolbox（Alignment タブ）に用意されて

いる、大腿骨インプラントの軸回旋アライメントで
使用できる 3 種類のリファレンスの 1 つです。 

• 内側上顆の最内側点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、外側のポイントも取得
します。
ステップ 3

大腿骨のレジストレーションで取得する単体のラン
ドマークは骨モデルの位置決めに使用します。 

• インプラント位置の最近位点付近の前方皮質骨にポ
インターの先端を当て、ピボットさせます。 

注： ポイントの取得中は骨からポインターの先端を

離さないでください。 
ステップ 4

• 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： このポイントは、ナビゲーションを使用しない

手術において通常ドリルやリーマーを挿入する位置
になります。 
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

Whiteside ライン（サジタル面）は、大腿骨インプ

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、膝蓋面の最深部から顆間

窩の中心までの線に平行に持ちます。

注： ポイント取得中はポインターを完全に静止状態

で保持します。 
ステップ 6

サーフェスマッチングとは、患者の骨を画面上の
CT 画像にマッチングさせる手法です。 

• ポインターの先端を大腿骨に当て、ピボットさせま
す。 8 点以上、最大 20 点のポイントを取得してくだ

さい。

注：20 ポイントを取得しても精度が十分でない場

合は、ポイント取得をやり直すか、先に進んで他の
ワークフローを実施してください。
、
て

る
を

e

ステップ 7

顆部は、靭帯バランスの調整における伸展位／屈曲
位の関節ギャップ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。

• その他のポイントは顆部に沿ってポインターの先端
をスライドさせて取得します。後顆のポイントを十
分に取得するよう、注意してください。 

• ソフトウェアの指示に従い、外側のポイントも取得
します。
ステップ 8

大腿骨レジストレーションの精度を検証するには以
下を行います。

• 患者の大腿骨にシャープタイプのポインターを当
て、画面に表示される位置を検証します。

• ずれが 3mm を超える場合は Try Again を押します。

• レジストレーションを確定するには Accept を押し

ます。
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脛骨のレジストレーション
対応ソフトウェア：VectorVision knee 1.6.x, CT ベースナビゲーション
ステップ 1

脛骨のレジストレーションで取得する単体のランド
マークは骨モデルの位置決めに使用します。 

• ポインターの先端を内果部に当て、ピボットさせま
す。 

• ソフトウェアの指示に従い、外果側のポイントも取
得します。

注： ブレインラボ ポインター Ⅰ型（シャープタイ

プ）は脛骨のレジストレーションのすべてのステッ
プで使用します。 
ステップ 2

• ポインターの先端を内側縁に当て、ポインターをピ
ボットさせます。 

• ソフトウェアの指示に従い、外側縁および前縁も取
得します。
ステップ 3

• 内旋、外旋のない状態でポインターを顆間結節に平
行に持ちます。

注：ポイント取得中はポインターを完全に静止させ
て保持します。 
ステップ 4

サーフェスマッチングとは、患者の骨を画面上の
CT 画像にマッチングさせる手法です。 

• ポインターの先端を脛骨に当て、ピボットさせま
す。8 点以上、最大 20 点のポイントを取得してくだ

さい。

注：20 ポイントを取得しても精度が十分でない場

合は、ポイント取得をやり直すか、先に進んで他の
ワークフローを実施してください。
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

脛骨レジストレーションの精度を検証するには以下
を行います。

• 患者の脛骨にシャープタイプのポインターを当て、
画面に表示される位置を検証します。

• ずれが 3mm を超える場合は Try Again を押します。

• レジストレーションを確定するには Accept を押し

ます。
ステップ 6

レジストレーションの次に、精度確認用のチェック
ポイントを取得するよう、ソフトウェアが指示して
きます。これを使ってナビゲーション中に精度の検
証ができます。 

• 脛骨に 1 ポイント、大腿骨に 1 ポイントを設定でき

ます。 

注： ソフトウェアは精度を検証するよう、30 分ご

とにメッセージを表示します。 
、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。 

vision: 1.0

er: 60906-19JP

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 knee 1.6.x, CT ベースナビゲーション
アライメント設定の調整

• 初期設定を調整するにはメニューバーの Toolbox を
押し、Alignment タブを選択します。

• High/Low Alignment により、脛骨の骨切り面（高

位／低位脛骨プラトー）のリファレンスを設定でき
ます

• Anterior は、大腿骨インプラントを前方側に合わ

せ、インプラントは後方側で調整されます。
• Posterior は、大腿骨インプラントを後方側に合わ

せ、インプラントは前方側で調整されます。
回旋設定の調整

• 初期設定を調整するにはメニューバーの Toolbox を

押し、Alignment タブを選択します。

•  Epicondyle/Whiteside/Posterior Rotation のいず

れかを選択し、大腿骨インプラントの軸回旋アライ
メントの設定をします。

注： Alignment タブで変更を加えると、それまでに

行ったマニュアルのプランニングはすべて消去され
ます。 
インプラント位置の確認

• レジストレーションが完了すると、Planning 
Overview 画面の骨モデルにインプラントの計画位

置が表示されます。
• インプラントのサイズが示されています。 黄色の面

は計画した骨切り面を示します。 
大腿骨の微調整（ステップ 1） 

• インプラントの位置を調整するには、メニューバー
で Femur Finetune を選択します。

• Ant/Post はインプラントの前方／後方方向を調整し

ます。
• Resection は遠位部の骨切り面の厚さを調整します。

• Ext/Flex Rot は機能軸に対する、インプラントの屈

曲位／伸展位を調整します。
• Implant はインプラントのサイズを調整します。  

Free Size は大腿骨インプラントと脛骨インプラン

トの両方を調整します。 

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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大腿骨の微調整（ステップ 2）

選択したインプラントの回旋リファレンスは左下の
ビュー（Posterior、Whiteside、Epicondyle）に表

示されます。 

• Int/Ext Rot は前方／後方の骨切り面を、選択したリ

ファレンスを基準に、内側／外側に傾斜させます。 
• Med/Lat はインプラントを内側／外側方向で調整し

ます。
• Var/Val Rot. は遠位部の骨切り面を、大腿骨の機能

軸を基準に内反／外反させます。
脛骨の微調整（ステップ 1）

• インプラントの位置を調整するには、メニューバー
で Tibia Finetune を選択します。

• Post.Slope は機能軸を基準に、骨切り面の前方／後

方を調整します。
• Var/Val Rot. は骨切り面を内反／外反させます。

• Resection は脛骨の骨切り面の厚さを調整します。 
• Thinner Insert/Thicker Insert は脛骨インサートの

厚さを調整します。 これは脛骨の骨切り面の高さに

影響することはありません。 
脛骨の微調整（ステップ 2）
• Ant/Post はインプラントの前方／後方方向を調整し

ます。
• Med/Lat はインプラントの内側／外側方向を調整し

ます。
• Rotation はインプラントを内旋／外旋させます。

• Implant はインプラントのサイズを調整します。  
Free Size は大腿骨インプラントと脛骨インプラン

トの両方を調整します。
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ナビゲーション：DISTAL CUT FIRST
対応ソフトウェア：VectorVision knee 1.6.x, CT ベースナビゲーション
ナビゲーション設定の選択

Toolbox の Settings タブを開き、目的のナビゲー

ション設定を選択します。使用可能かどうかは、使
用するインプラントによって異なります。 

• Navigate to Plan：画面上の矢印は、実際のカッ

ティングブロックの位置と、計画位置の距離を示し
ます。

• Navigate to Reference：画面上の矢印は、実際の

カッティングブロックの位置と、対応する解剖学上
のランドマークの間の距離を示します。
脛骨のナビゲーション 

• メニューバーの Tibia Cut を押します。

• 大腿・脛骨用カッティングブロックアダプターを脛
骨用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。

• 骨の切除が完了したらメニューバーの Update Tibia 
Cut を押して手術計画をアップデートします。
大腿骨遠位部のナビゲーション 

• メニューバーの Femur Distal Cut を押します。 
• 大腿・脛骨用カッティングブロックアダプターを大
腿骨用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。

• 骨の切除が完了したらメニューバーの Update 
Distal Cut を押して手術計画をアップデートします。 
大腿骨前面／後面のナビゲーション

• メニューバーの Femur FourInOne を押します。

• 4 IN 1 カッティングブロックテンプレートまたは大

腿・脛骨カッティングブロックアダプター（各イン
プラント対応のもの）を使用してください。 

• 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。

• 骨の切除が完了したらメニューバーの Update Ant. 
Cut を押して手術計画をアップデートします。
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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伸展位における運動学的分析

運動学的分析では、トライアルのインプラントを設
置した場合の靭帯の状態を確認できます。 

• メニューバーの Kinematic Analysis を押します。

• 脚を最大伸展位に伸ばし、膝関節の内側、外側を開
き、関節ギャップの最大値を表示します。

• 内反／外反角と、脛骨および大腿骨遠位部の骨切り
面の角度差と、内側／外側の関節ギャップが表示さ
れます。

• 必要に応じて靭帯をゆるめます。
屈曲位における運動学的分析

• 脚を 90°の屈曲位（または大腿骨の後面が脛骨の骨

切り面に平行になる位置）に曲げます。
• 膝関節の内側を開き、続いて外側も開きます。 関節

ギャップの最大値が表示されます。 
• 脛骨および大腿骨遠位部の骨切り面の角度差と、内
側／外側の関節ギャップが表示されます。

• 必要に応じて、標準的な手順とインプラントの要件
に従い、靭帯をゆるめます。
、著作権により保護された専有
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ナビゲーション： 靭帯バランス
対応ソフトウェア：VectorVision knee 1.6.x, CT ベースナビゲーション
大腿骨前面のアライメント

• インプラントによって、メニューバーの 
AnteCurvation または Femur Ant. Yoke のどちらか

を押します。
• ダイアログに表示されているようにカッティングブ
ロックアダプター を配置します。 

• ソフトウェアは機能軸と解剖軸の差異を計算、表示
します。

注： 確実に正確な前面アライメントを実現するため

に、大腿骨インプラントは同じ角度で屈曲されま
す。
脛骨のナビゲーション 

• メニューバーの Tibia Cut を押します。 
• Confirm Tibia Slope で脛骨の傾斜を確認します。

• 大腿・脛骨用カッティングブロックアダプターを脛
骨用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。

• メニューバーの Update Tibia Cut を押して手術計画

をアップデートします。 
屈曲位における靭帯バランスの調整

• メニューバーの Ligament Balancing を押します。

• 大腿骨の後面が脛骨の骨切り面に平行になるよう
に、脚を曲げます。

• 靭帯バランスを調整します。 
• 目的の靭帯バランスとアライメントが獲得できた
ら、保存用ボタンを押します。 

• Confirm Plane Rotation ダイアログで Apply を押し

ます。

注： ソフトウェアでは、脛骨に平行になるようにし

た大腿骨インプラントの回旋データがアップデート
されます。
伸展位における靭帯バランスの調整

• 脚を最大伸展位に伸ばします。
• 標準の手順に従って靭帯バランスを調整します。
• 目的の靭帯バランスとアライメントが獲得できた
ら、保存用ボタンを押します。 

• Confirm Extension Position ダイアログで Apply を
押し、伸展位における関節ギャップの値を保存しま
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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インプラント位置の最適化

靭帯バランスの調整に続いて、ソフトウェアは大腿
骨インプラントのサイズと位置を計算します。 現在

の屈曲位、伸展位におけるギャップを計算するには
以下を実施します。

• インプラントによって、メニューバーの Implant 
Optimization または Cut Calculation のどちらかを

押します。
• 必要に応じて Implant および Resection ボタンを

使ってインプラントのサイズや骨切り位置を調整し
ます。

•  Apply を押して設定を確定します。

大腿骨遠位部のナビゲーション 
• メニューバーの Distal Femur Cut を押します。 
• 大腿・脛骨用カッティングブロックアダプターを大
腿骨用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。

• 骨の切除が完了したらメニューバーの Update 
Distal Cut を押して手術計画をアップデートしま

す。 
大腿骨前面／後面のナビゲーション

• メニューバーの Femur FourInOne を押します。

• 4 IN 1 カッティングブロックテンプレートまたは大

腿・脛骨カッティングブロックアダプター（各イン
プラント対応のもの）を使用してください。 

• 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。

• 骨の切除が完了したらメニューバーの Update Ant. 
Cut を押して手術計画をアップデートします。 
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ナビゲーション： ANTERIOR CUT FIRST
対応ソフトウェア：VectorVision knee 1.6.x, CT ベースナビゲーション
ナビゲーション設定の選択

Toolbox の Settings タブを開き、目的のナビゲー

ション設定を選択します。使用可能かどうかは、使
用するインプラントによって異なります。 

• Navigate to Plan：画面上の矢印は、実際のカッ

ティングブロックの位置と、計画位置の距離を示し
ます。

• Navigate to Reference：画面上の矢印は、実際の

カッティングブロックの位置と、対応する解剖学上
のランドマークの間の距離を示します。
大腿骨前面プレカットのナビゲーション

• メニューバーの Femur Pre-Cut または Femur A-P 
Block を押します。

• 大腿・脛骨用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。
大腿骨前面プレカットの検証

このステップでは、プレカットを基準に、インプラ
ントの前方／後方位置と内旋／外旋角を検証しま
す。 

• メニューバーの Verify Pre-Cut または Update Ant. 
Cut を押します。

• 骨切り情報をアップデートするには、カッティング
ブロックアダプターを平らな骨切り面に当てます。

• 次のダイアログで Apply を押して骨切り面を確定

し、手術計画をアップデートします。
大腿骨遠位部のナビゲーション 

• メニューバーの Femur Distal Cut を押します。 
• 大腿・脛骨用カッティングブロックアダプターを大
腿骨用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。

• 遠位部前面の最終切除を行います。
• 骨の切除が完了したらメニューバーの Update 

Distal Cut を押して手術計画をアップデートします。
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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脛骨のナビゲーション 
• メニューバーの Tibia Cut を押します。

• 大腿・脛骨用カッティングブロックアダプターを脛
骨用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。

• 骨の切除が完了したらメニューバーの Update Tibia 
Cut を押して手術計画をアップデートします。 
大腿骨の骨切り面の検証

このステップでは、大腿骨前面遠位部の最終骨切り
面の精度を検証します。 

• メニューバーの Verify Femur Cuts を押します。

•  Plane Verification を選択して手術計画をアップ

デートします。または、
•  Standard Verification を選択して、ポインターを

使ってインプラント位置を確定します。

注： この機能を使ってプレカットを検証しないでく

ださい。 
伸展位における運動学的分析

運動学的分析では、トライアルのインプラントを設
置した場合の靭帯の状態を確認できます。 

• メニューバーの Kinematic Analysis を押します。

• 脚を最大伸展位に伸ばし、膝関節の内側、外側を開
き、関節ギャップの最大値を表示します。

• 内反／外反角と、脛骨および大腿骨遠位部の骨切り
面の角度差と、内側／外側の関節ギャップが表示さ
れます。

• 必要に応じて靭帯をゆるめます。
屈曲位における運動学的分析

• 脚を 90°の屈曲位（または大腿骨の後面が脛骨の骨

切り面に平行になる位置）に曲げます。
• 膝関節の内側を開き、続いて外側も開きます。関節
ギャップの最大値が表示されます。 

• 脛骨および大腿骨遠位部の骨切り面の角度差と、内
側／外側の関節ギャップが表示されます。

• 必要に応じて、標準的な手順とインプラントの要件
に従い、靭帯をゆるめます。
、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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