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第２章 インプラント・テンプレーティング 
　
　第１節 CT画像の読み込み 
　　　本ソフトウエアは、CT Axial断面像を用いて再構成画像を構築し、MPR像を表示します。　　
　　このソフトウエアで読み込み可能なCTデータ・ファイル形式は次の通りです。 
　　（1）DICOMファイル形式（*.*） 
　　（2）ビットマップ・ファイル形式（*.bmp） 
　　（3）JPEG形式（*.jpg、*.jpeg） 
　　（4）TIF形式（*.tif） 
　　（5）Mac PICT形式（*.pct、*.pict） 
　　（6）PNG形式（*.png） 
　　（7）16bit値ファイル形式（＊.＊）

画像ファイル読み込みウインドウ 
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� DICOMファイルには、高さ情報（各CTスライスの位置情報）、画素サイズの情報が含まれている
ため、自動で再構成画像を作成できます。その他のファイルを用いる場合は、各CTスライスの位
置情報および画素サイズの情報を入力する必要があります。 

� CTの撮影ピッチは任意、ランダムで良く、不要箇所は撮影しなくても構いません。 　　　　　�
�（例えば、足/膝/股関節は3mmピッチ、大腿骨幹部は10mmピッチ、脛骨はなし等）

　　　CTの撮影については、上記の通り、ピッチは任意、ランダムでよく、不要箇所は撮影しなくて
も構いません。ピッチを細かくとれば、再構成画像は実物により近くなりますが、データ量が多
くなるため処理速度に時間がかかります。従って、必要部位のみピッチを細かくとり、精度を必
要としない箇所はピッチを粗くする、不要部位は撮影しない等の工夫が必要です。 

　　＜注意事項＞ DICOMファイル形式の規格は幅広く、出力ソフトウエアにより差異があるため、本
　　　　　　ソフトウェアで対応できないことがあります。
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   第２節 DICOMファイル形式の読み込み（新規画像読み込み）

      DICOMファイル形式を用いる場合は、データを読み込むだけで再構成画像を構築できます。
DICOMファイル形式を読み込む場合の手順は次の通りです。 

    （1）“画像読み込み / 新規画像読み込み”メニュー、または“新規画像読み込み”アイコンを   
        選択します。

    （2）「画像ファイルを開く」ウインドウが表示されます。読み込む画像が保存されているディレ
　　クトリを選択し、必要な画像をすべて選択して「開く」をクリックします。選択方法は、

    　　　●Shiftキーを押しながら必要なファイル範囲の最初と最後をクリック 
    　　　●Ctrlキーを押しながら、必要なファイルをクリック 
      また、ディレクトリ内すべてのデータを読み込む場合は、「全てを開く」をクリックします。 
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　　（3）以下の画面が表示され、画像読み込みを実施します（特にこの間操作はなし）。

読み込み完了後、各画面にCT画像をもとにした骨断面図が表示されます。

　上記画像はCT断面間を補間して作成されたものであり、CT断面のない箇所（上図の股関節
の一部～膝関節の間）も補間して表示しているので非常に見難い画像となっています。
　「テンプレーティング関心領域の設定」で示すようにインプラント・テンプレーティング
に必要な箇所のみ補間する設定（関心領域の設定）を行います。
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   第３節 追加画像読み込み 

       すでに読み込んだ画像に対し、より詳細に撮影した部位のCTデータを重ね合わせることができ
ます。つまり、すでに読み込んだ画像が3mmピッチで撮影され、精度が必要な部位のみ1.5mmピッ
チで撮影し、それぞれ別のファイルで保存されている場合です。 

      （1）“画像読み込み / 追加画像読み込み”メニュー、または“追加画像読み込み”アイコン   
          を選択します。

「画像ファイルを開く」ウィンドウが開きます。

　　　　同じ高さのCT画像を読み込んだ場合は、ログに「既に同じ高さの画像を読み込みま
した」と表示されます。　　
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合わせ込む前の画像 合わせ込み後の画像
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関心領域設定前 関心領域設定後

     第４節 テンプレーティング関心領域の設定

       下図左側の画面では、CT断面間を線形補間しているので、CT断面のピッチに関係なく補間され
ています。つまり、意図してCT断面を取らなかった領域についても補間されています。従って、
非常に見難い画面となっています。 本項では、インプラント・テンプレーティングに必要な箇
所のみ補間する方法を説明します。本説明書ではこのテンプレーティングに必要な領域のことを
関心領域と呼びます。

関心領域

　　　（1）読み込み画像の編集（テンプレーティング関心領域の設定）を行います。
　
　　　　 “画像読み込み / 画像編集”メニューまたは“画像編集”アイコンを選択すると、「画像

情報」ウィンドウが表示されます。
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      （2） テンプレーティングに必要な領域（関心領域）の設定を行います。 インプラント・テン
プレーティングに必要な箇所のみ補間します（関心領域の設定）。 補間範囲は、“↓”“
↑”で指定された範囲です。“↓”は補間開始箇所、“↑”は補間完了箇所を表します。
また、“○”は補間適用断面を示しています（補間に使用する）。補間の“○”を“↑”
に変更するには、補間の“○”あるいは“↑”をダブルクリックします。“↓”、または
“↑”の1つ上にある“○”をダブルクリックすると“×”に変わります。“×”がある場
合、正常な再構成画像が作成されなくなるので、“×”が無いよう注意します。

「補間」上をダブルクリックする

　　　　右図の例では、関心領域のCT画像は“
高さ”3mmピッチで撮像されています。関
心領域外の箇所はCT画像がなく、そのため
高さ寸法が大きく変化しています。高さ寸
法が大きく変化している箇所で補間を切れ
ば、関心領域のみを表示できます。 
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　　　取り込み不要なCT断面像がある場合は、不要なCT断面像をクリック（ハイライト）し、マウス
の右ボタンをクリックすると「使用/未使用」ウィンドウが開くので、未使用を選択すると、補
間部が“○”から“－”に変わります。

　　　“↑”の１つ上にある“○”、または“↓”
をダブルクリックすると“×”に変わります。
“×”をダブルクリックすると、“×”の前の
設定に戻ります。

　　　必要な画像領域に絞って表示させることができ
ます。これにより、表示処理速度をはやめ、MPR
構成像に不必要な情報を入れ込まないことがで
きます。
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      画像範囲を示す緑線上の赤点を左クリ
ックします。

   　画像範囲を調整後、再度左クリックす
ると設定が完了します。 

    （3）設定完了後、以下の画面が表示されます。 補間再設定後の画面が表示されます。
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　　第５節 カップの設置 

　　　　本項ではカップの設置について説明します。 
　　　（1）“オブジェクト/カップ”メニュー、または“カップ”アイコンを選択します。

（2） 大腿骨機能軸座標系が設定されている場合は、「初期配置位置の選択」ウインドウが
表示されます（つまり、大腿骨機能軸座標系が設定されていなければ、このウインドウ
は表示されず、マウスで指示することになります）。

大腿骨機能軸座標を設定
するアイコン

大腿骨機能軸座標が設定
されていると選択可能

大腿骨機能軸座標が設定さ
れていないと選択不可能

このアイコンの状態で大腿骨機能軸座標が設定されているか判断できる
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カップの初期配置位置
 右脚・大腿骨機能軸座標系の原点 ：右脚・大腿骨機能軸座標系原点にカップ外径中心

が来るよう、自動的にカップが配置される。
 左脚・大腿骨機能軸座標系の原点 ：左脚・大腿骨機能軸座標系原点にカップ外径中心

が来るよう、自動的にカップが配置される。
 マウスで指示する ：カップを配置させたい位置を画面上でクリックすると、その位置

にカップ外径中心が来る。

（3） カップの初期配置位置を“マウスで指示する”で決める場合、3つのビューの中から、
カップ配置位置を決めやすいビュー上で、そのカップを配置したい位置をクリックしま
す。

例えば断面ビュー
のここをクリック

カップの初期配置位置を決めると、「カップ配置」ウインドウが開きます。このウ
インドウ上で、以下の項目を決定します。

・カップの方向 ：左用/右用 
・カップの配置角 ：前捻角、外転角、回旋角(スクリュー・ホール位置)を数値入

力で任意に指定できます。 骨盤座標系が設定されていれば
、その座標系に対する配置角度となります。設定されていな
ければ、CT座標系に対する配置角度となります。

・カップ・シリーズ ：カップのシリーズ名称を選択（例えばAMSなど）
・カップ外径/内径 ：カップのサイズ（外径、内径）を選択（例えば外径48、内

径26など）
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（4）各項目を設定し、“表示”ボタンをクリックすると、プレビュー状態として各ビュー上
にカップが表示されます。このとき、カップの配置をマウスにより移動させることはで
きません。

カップが表示される

（5）方向、配置角、サイズ、シリーズを変更し、表示ボタンをクリックすると再表示するこ
ともできます。 下図はサイズ変更（外径54→60）。

（6）「カップ配置」ウインドウの“OK”ボタンをクリックするとカップが配置されます。
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第６節 ステムの設置
 
　本項ではステムの設置について説明します。
 （1）“オブジェクト/ステム”メニュー、または“ステム”アイコンを選択します。

（2）　大腿骨軸座標系が設定されている場合は、「初期配置位置の選択」ウインドウが表示
されます（つまり、大腿骨軸座標系が設定されていなければ、このウインドウは表示さ
れず、マウスで指示することになります）。

大腿骨軸座標を設定する
アイコン

大腿骨軸座標が設定され
ていると選択可能

大腿骨軸座標が設定され
ていないと選択不可能

このアイコンの状態で大腿骨軸座標系が設定されているか判断できる
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ステムの初期配置位置
 右脚・大腿骨軸座標系の原点 ：右脚・大腿骨軸座標系原点にステム座標系原点が来る

よう、自動的にステムが配置される。
 左脚・大腿骨軸座標系の原点 ：左脚・大腿骨軸座標系原点にステム座標系原点が来る

よう、自動的にステムが配置される。
 マウスで指示する ：ステムを配置させたい位置を画面上でクリックすると、その位置

にステム座標系原点が来る。

（3）ステムの初期配置位置を“マウスで指示する”で決める場合、3つのビューの中から、ステ
ム配置位置を決めやすいビュー上で、そのステムを配置したい位置をクリックします。 ス
テムの初期配置位置を決めると、「ステム配置」ウインドウが開きます。このウインドウ
上で、以下の項目を決定します。 

　　・ステムの方向 ：左用/右用 
　　・ステムの配置角 ：配置時のビューに対する配置角が自動的に入力されます。前捻角、外

反角、屈曲角を数値入力で任意に指定できます。 大腿骨機能軸座標系
が設定されていれば、その軸座標系に対する配置角度となります。設
定されていなければ、CT座標系に対する配置角度となります。

　　・ステム・シリーズ ：ステムのシリーズ名称を選択（例えば910 PFX HA collarlessなど）
　　・ステム・サイズ ：ステムのサイズを選択（例えば12番など）

（4）各項目を設定し、“表示”ボタンをクリックすると、プレビュー状態として各ビュー上
にステムが表示されます。このとき、ステムの配置をマウスにより移動させることはでき
ません。

各ビューにステムが表示されている
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（5）方向、配置角、サイズ、シリーズを変更し、表示ボタンをクリックすると再表示するこ
ともできます。 下図はサイズ変更（13→15）。

（6）「ステム配置」ウインドウの“OK”ボタンをクリックすると、ステムが配置されます。
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第７節 大腿骨コンポーネントの設置 

本項では大腿骨コンポーネントの設置について説明します。
 （1）“オブジェクト/大腿骨コンポーネント”メニュー、または“大腿骨コンポーネント”ア

イコンを選択します。

（2）大腿骨コンポーネントの初期配置位置を、3つのビューの中から、大腿骨コンポーネント
の配置位置を決めやすいビュー上で、配置したい位置をクリックします。

例えば正面ビューのココをクリック

大腿骨コンポーネントの初期配置位置を決めると、「大腿骨コンポーネント配置」ウ
インドウが開きます。このウインドウ上で、以下の項目を決定します。

� ・方向   ：左用/右用 
� ・配置角 ：外反角、屈曲角、回旋角を数値入力で任意に指定できます。 大腿骨�

��      機能軸座標系が設定されていれば、その軸座標系に対する配置角度と�
��      なります。設定されていなければ、CT座標系に対する配置角度となり
　　　　　　 ます。

� ・シリーズ ：大腿骨コンポーネントの名称を選択（例えばBi-Surfaceなど）
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・サイズ ：大腿骨コンポーネントのサイズを選択（SML、STDなど）
・オプション ：使用しない場合は“ - ”を選択します（空欄ではインプラントを表示

できません）。

（３）各項目を設定し、“表示”ボタンをクリックすると、プレビュー状態として各ビュー上
に大腿骨コンポーネントが表示されます。このとき、大腿骨コンポーネントの配置をマ
ウスにより移動させることはできません。

各ビューに大腿骨コンポーネントが表示される

（４）方向、配置角、サイズ、シリーズを変更し、表示ボタンをクリックすると再表示するこ
ともできます。 下図はサイズ変更（STD→X-LAG）。
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（５）「大腿骨コンポーネント配置」ウインドウの“OK”ボタンをクリックすると、大腿骨コ
ンポーネントが配置されます。



２３

第８節 脛骨コンポーネントの設置 

　本項では脛骨コンポーネントの設置について説明します。
 （1）　“オブジェクト/脛骨コンポーネント”メニュー、または“脛骨コンポーネント”アイ

コンを選択します。

（2）　脛骨コンポーネントの初期配置位置を、3つのビューの中から、脛骨コンポーネントの
配置位置を決めやすいビュー上で、配置したい位置をクリックします。

例えば正面ビューのココをクリック

脛骨コンポーネントの初期配置位置を決めると、「脛骨コンポーネント配置」ウインド
ウが開きます。このウインドウ上で、以下の項目を決定します。
・方向 ：左用/右用 
・配置角 ：外反角、後方傾斜角、回旋角を数値入力で任意に指定できます。 脛骨機能

軸座標系が設定されていれば、その軸座標系に対する配置角度となります。
設定されていなければ、CT座標系に対する配置角度となります。

・シリーズ ：脛骨コンポーネントのシリーズ名称を選択（例えばBi-Surfaceなど）
・サイズ ：脛骨コンポーネントのサイズを選択（SML、STDなど）
・厚さ ：プレートの厚みを選択（11、13など）
・オプション ：使用しない場合には“ - ”を選択する（空欄ではインプラントを表示

できません）。
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（３）　各項目を設定し、“表示”ボタンをクリックすると、プレビュー状態として各ビュー
上に脛骨コンポーネントが表示されます。このとき、脛骨コンポーネントの配置をマウ
スにより移動させることはできません。

各ビューに脛骨コンポーネントが表示される

（４）　方向、配置角、サイズ、シリーズを変更し、表示ボタンをクリックすると再表示する
こともできます。 下図はサイズ+厚さ変更（STD、Dish-９→X-LAG、Dish-１３）。
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（５）　「脛骨コンポーネント配置」ウインドウの“OK”ボタンをクリックすると、脛骨コ
ンポーネントが配置されます。
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第９節 インプラントの操作

 　１）インプラントの移動

●マウスによる移動 
（1）“オブジェクト/オブジェクト指示”メニュー、または“オブジェクト指示”アイ

コンをクリックします。

（2） インプラントを移動させる場合、インプラントの外形線を選択します（ハンドル
を選ぶと回転、×印を選ぶと回転中心位置の移動になります）。移動させたいイン
プラントの外形線近傍にカーソルを置くと、インプラントがハイライトするのでマ
ウスの左ボタンをクリックします。

ステムの場合 カップの場合
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（3）マウスを動かすことにより、移動させたい場所へインプラントを移動させ、位置が
決まったらマウスの左ボタンをクリックします。

ステム移動中 ステム移動後

●数値入力による移動 
（1）“オブジェクト/移動”メニューまたは“移動”アイコンをクリックします。

（2）動かしたいインプラントをマウスの左ボタンでクリックすると、「移動」ウインド
　ウが開きます。
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（3）移動量を入力します（例えば正面ビューのインプラント（ステム）を選択し、
100mm右側に移動させます）。この状態で“OK”をクリックすると、下図のようにな
ります。

移動前 移動後

（4）“新規で作成する”にチェックを入れると、インプラントがコピーされます。
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２）インプラントの回転
 　　回転は、マウスによるもの、数値入力によるものが2通り、計3通りが可能です。

●マウスによる回転 
（1）“オブジェクト/オブジェクト指示”メニュー、または“オブジェクト指示”アイ

コンをクリックします。

（2）インプラントを回転させるには、中心線端部に表示されるハンドル（黄色い矢印）
を選択します。回転中心はインプラント中心線上にある×印です。

　　　なお、回転中心を移動させることもできます。 回転中心を選択し、マウスを動か
すと×印が直線上を動くので、適当な位置でマウスの左ボタンをクリックすると、
回転中心位置が決定されます。
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（3）マウスを動かすことにより、適当な回転箇所を選び、位置が決まったらマウスの左
ボタンをクリックします。

●数値入力による回転 
　　オブジェクト/回転メニュー、またはオブジェクト/サイズ/配置条件メニューのどち

らかで変更できます。
（1）“オブジェクト/回転”メニュー、または“回転”アイコンをクリックします
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（2）回転させたいインプラントを選択すると、「回転」ウインドウが開きます。

（3）回転角度を入力し“OK”をクリックします。

（4）“新規で作成する”にチェックを入れると、インプラントがコピーされます。
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３）インプラントの機種/サイズ変更 
　　（１）“オブジェクト/サイズ/配置条件”メニュー、または“サイズ/配置条件”アイコ
　　　　　ンを選択します。

（2） サイズ変更したいインプラントを選択すると、各インプラントを配置したときに
開いたウインドウが開きます（＊＊配置、＊＊：ステム、カップ、大腿骨/脛骨コン
ポーネント）。

  以降、サイズ変更は各インプラントの配置で説明した方法で、シリーズ（機種）、サ
イズ、配置角、左右方向を修正できます。



３３

４）インプラントのコピー 
　　 インプラントをコピーすることができます。
 　 （1）“オブジェクト/コピー”メニュー、または“コピー”アイコンを選択します。

（2）　コピーしたいインプラントを選択し、コピーインプラントを配置したい位置でマ
ウスの左ボタンをクリックすると、コピーが完了します。



３４

５）インプラントの消去（非表示＋再表示）/削除 
配置したインプラントが不要になった場合、これらを非表示または削除できます。
 非表示 ：インプラントを画面上から消去する（データとしては残るので再表示可能）。
 削除 ：インプラントの配置データを削除する（データが残らないので再表示不可）。

インプラントを画面上から消去します。内容は非表示であるため、再表示可能です。　 
（1）“オブジェクト/非表示”メニュー、または“非表示”アイコンを選択します。

（2）非表示させたいインプラントを選択すると、インプラントは非表示状態となります。

非表示前 非表示後



３５

非表示させたインプラントを再表示させることができます。
（1）“オブジェクト/表示”メニュー、または“表示”アイコンを選択します。

（2）メニューまたはアイコンをクリックすると、非表示状態のインプラントが灰色で表
示されます。再表示させたいオブジェクトを選択し、別のメニューに移るかESCキー
を押すと、そのオブジェクトが再表示されます。

再表示前 再表示後



３６

　インプラントの配置データを削除することができます。削除するとデータが残らない
ので再表示はできません。
（1）“オブジェクト/削除”メニュー、または“削除”アイコンを選択します。

（2）削除したいインプラントを選択すると、配置データが削除されます。

削除前 削除後



３７

６）インプラントの表示属性変更
 インプラントの表示属性には次のようなものがあります。
 ・要素種類
 ・表示色
 ・線種
 ・太さ
 以降、インプラントの表示属性変更手順について説明します。

 （1）“オブジェクト/表示属性”メニュー、または“表示属性”アイコンを選択します。

(2)｢表示属性｣ウインドウが開き、インプラントの表示属性を指定することができます。

インプラントのデフォルト設定



３８

属性の設定メニュー（要素種類、表示色、線種、太さ）は以下の通りです。

要素種類

表示色

線種
線の太さ

（3）　例えば、インプラントの外形線太さを“Middle”から“Huge”に変えてみます。 
太さを“Middle”から“Huge”に変更し“適用”ボタンをクリックすると、画面上
のインプラント外形線太さが変更されます。“適用”はプレビュー状態と同じです
。この場合、“キャンセル”をクリックすると、元の色に戻ります。 “OK”をクリ
ックすると、設定が固定されるので、変更するには再度属性変更を行う必要があり
ます。
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