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Making the difference 
with Philips Live 
Image Guidance in 
orthopedic injuries 
and disorders
フィリップスはお客様と連携し、患者の命を救い予後を向上させるため、
整形外科的治療に変革をもたらします。ライブイメージガイダンスによって、
効果が高く再現性の高い低侵襲治療へのバリアを取り除き、
臨床的な価値の向上をもたらします。

整形外科領域で日常的に行われる骨折整復術に 
迅速で高画質なイメージングが求められるのは 
当然であり、使いやすさや容易な位置決め、体厚
に左右されないイメージングは、重要な要件です。 
フィリップスのX線システムは、オートフォーカス 
カメラのように直観的に操作するだけで、必要と 
される高画質により、質の高いケアの提供をサポート 
します。BV Vectraは、外傷、脊椎、ペインマネ 
ジメントなどの整形外科的手技に特化され、複雑な
螺旋骨折や粉砕骨折の描出に最適なコンパクト型
システムとして、単純骨折から高難度の骨折まで、
さまざまな症例の治療を支援します。 

高密度で複雑な解剖学的構造でもクリアな描出、
すばやい位置決め、安定したパフォーマンスといった
手術環境におけるアドバンテージを活かすことで、 
迅速かつ正確な診断・治療をサポートします。また、
汎用性の高さが効率的な総所有コスト（TCO）管理
に役立ちます。

フィリップスはお客様と連携し、新たな手技・手法
の積極的な利用をサポートすることにより、人々の
暮らしに大きな変革をもたらします。

Contents
ユーザーエクスペリエンスの向上による、一貫性と効率性の促進  4
限られたトレーニングでもすべてのユーザーがシステムを手早く直観的に操作できるように設計された操作系

深い洞察と高い確信性に基づく、問題の検出と治療  6
高密度で複雑な解剖学的構造を鮮明に描出し、迅速で正確な診断・治療をサポート

低侵襲治療を阻むバリアの緩和  8
包括的なDoseWiseプログラムによる被ばく管理と被ばくに対する意識向上

多様化するニーズへの対応 10
臨床業務におけるパフォーマンスの向上と高い対投資効果を実現する、堅牢な設計と着実なサービスサポート

高難度の骨折整復術を支援する高画質が、
直観的な操作で得られます。
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手技にかかる時間をあらゆる方法で短縮
整形外科やペインマネジメントの手技では、フットスイッチ 
またはハンドスイッチを押すだけですばやく画像を撮影し、過剰な
X線線量を使用せずに手早くポジションをチェックできます。

さらなる時間短縮を実現するフィリップスのBodySmart機能 
は、イメージインテンシファイアの辺縁部でも短時間で一貫 
した画質での撮影を可能にし、プレッシャーのかかる手術室環境
でのワークフローをいっそう向上させます。

モバイルX線システムは、多くの異なった科のスタッフが混み合った状況で集中的に使用する装置です。
一刻を争う手術室では、システム操作が容易であることは重要です。
BV Vectraの操作系は、限られたトレーニングでも
すべてのユーザーがシステムを手早く直観的に操作できるように設計され、
わかりやすいアイコンと段階的なメニューによるガイダンスで手技を効率的に進めることができます。

Better user experience  
to promote consistency  
and efficiency

最小限のトレーニングで使える操作性
人間工学的に優れた設計とスムーズな機動性を備えたBV 
Vectraは、直観的な操作を実現します。完全カウンター 
バランス方式のCアームは奥行き66ｃｍで、整形外科領域 
のさまざまなアプリケーションにより大柄 /肥満体型の患者も 
容易に位置決めが可能です。また、最大 125度の回転が可能な
ため、深い角度が必要とされるケースにおいても、容易にアク
セスが可能です。さらに、使い勝手よく配置されたハンドルと
後輪ステアリングにより、位置決めや手技中の位置変更もすば 
やく行うことができます。操作系はわかりやすく配置され、機能 
とメニューが集約されているので、適切な画像を容易に得る 
ことが出来ます。ディスプレイパネルの表面はフラットなため、
検査間のクリーニングを容易に行うことが可能です。

ワークフローの効率化
高密度で複雑な解剖学的構造も、BV Vectraならその
高度な技術により、高解像度、高画質な画像を安定した
状態で描出することが可能です。フットスイッチまたは
ハンドスイッチを押すだけでX線モードを切り替えて、
効率よく手技を進めることができます。

Cアームスタンドに搭載された直観的なデザイン
のユーザーインターフェースはシンプルな操作系
を備え、わかりやすいガイダンスによりスムーズ
で効率的な整形外科ワークフローをサポートし
ます。

脊椎手技時でも容易な位置決め
でペディクルスクリューを鮮明 
に描出。直観的なユーザーイ
ンターフェースでシステムを 
手早く操作できます。
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クオリティの高い透視画像の提供により、
小さなニードルや整形外科用インプラン
トの位置決めの際も、容易にその特定が
可能です。そのため、術者の目にかかる
負担も軽減されます。

Greater insight and 
confidence in finding and 
treating the problem
粉砕骨折整復術などの難度の高い手技を伴う治療では、画像の描出や調整に時間をかけることは出来ません。
BV Vectraなら、迅速に手技に適した透視画像を得ることが可能です。
さらにフィリップスのパルス透視モード※により、通常の半分の線量で高精細画像を提供します。

いつでも高画質な画像
整形外科領域の解剖学的構造は高密度かつ複雑で、これは 
整形外科領域で使用するイメージングシステムに特有の 
課題です。BV Vectraは、1k× 1kの高分解能デジタル 
イメージングチェーンと一連のパワフルな画像処理機能を
備えています。フィリップスのハーモナイゼーション、高度な
ノイズ低減、2Dエッジエンハンスメントにより、整形外科
的損傷/障害を明瞭に描出します。複雑な骨構造をすばやく
描出し、インプラントの正確な位置決めを支援します。

撮影視野内メタルアーチファクトを軽減
X線撮影時には、整形外科用インプラントなどの金属物に 
より生じるアーチファクトが問題となる場合があります。 
これは、X線に対する金属の影響によって画像にダーク 
バンドやストリークアーチファクトが現れるためです。この 
ようなメタルアーチファクトは、解剖学的構造や病変の 
描出を妨げる可能性があり、結果的に診断の確度を低下
させる恐れがあります。BV Vectraに搭載されているフィ
リップスのMetalSmart機能は、X線線量への影響なし
に、撮影視野内に金属物がある場合に画像のコントラスト
と輝度を自動的に調整して画質を向上させます。

よりパワフルなイメージング
効率性の高いフィリップスのX線コンポーネントは、長時間の
検査にも対応します。これは、フィリップスの優れた熱管理機能
によるものです。その結果、連続した検査でも遅れが少なく
性能が維持されます。さらに、フィリップスの高度な自動高透過
モードにより、股関節ラテラル検査などの深い角度のケース
でも、十分なコントラストを得ることが可能です。

迅速で一貫したイメージング 
一貫して優れた画像コントラストをもたらすフィリップス
のBodySmartソフトウェアは、クオリティの高い画像を
すばやくスムーズに提供します。イメージインテンシファイア
上の位置に関係なく、対象とする部位を自動追跡し、正確な 
FOVの位置決めをサポートします。難度が高いとされる 
高密度で複雑な解剖学的構造における透視においても、
安定した高い画質を提供します。

頸椎のオフセンター画像：
BodySmartあり

画像 1 画像2頸椎のオフセンター画像：
BodySmartなし

画像 2はMetalSmart機能を使用して 
得られた画像。MetalSmart機能を 
使用せずに得られた画像 1に比べて解剖学
的構造がより明瞭に描出されています。

※パルス透視モードでは、単位時間当たりのＸ線実照射時間を、
　連続透視モードに比べて約半分にできます。
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Lower barriers for 
minimally invasive 
interventions
医用画像システムについて放射線防護を標榜するメーカーは数多くありますが、
フィリップスの場合、それはシステムが開発される段階からシステム自身に組み込まれています。
新たなシステムが開発されるたびに、
より優れた画質をより少ない線量で実現する方法を常に探っているのです。
それは、鉛エプロンを身に付ける前の段階で、フィリップスによって、
スタッフや患者を不要な線量から守るための最大限の努力が払われていることを意味しています。

低線量イメージング
パルス透視モードでは通常の透視の線量が半分※に
カットされながらも、高い画質の画像が得られます。また、
フィリップスのビームフィルタは患者の皮膚線量を 
大幅に低減します※※。さらに、BV Vectraに搭載され 
ているMetalSmart 機能は、画像のコントラスト 
だけでなくX線線量にも影響することなく、メタル
アーチファクトを除外します。

低 線 量・高 画 質 を 実 現 す る
DoseWise
DoseWiseとは、優れた高画質を提供する一方でX線
診療環境において患者やスタッフを被ばくから保護する
ための一連の技術、プログラム、手法であり、ALARA
（As Low As Reasonably Achievable）の原 則に 
基づいています。しかし、それだけではありません。
DoseWiseはフィリップスの新製品設計・開発の過程
であらゆるレベルに適用される哲学であり、統合された 
システム規模のアプローチとして、ヘルスケアの質の向上
をミッションとするフィリップスの企業としての社会への
取り組みの一例なのです。

被ばくに対する意識の向上
フィリップスが患者の被ばく低減に貢献できるもう 
1つの重要な方法 ― それは、検査時における実際の 
X線線量レベルについて、医療従事者の方々により 
多くの情報を提供することです。フィリップスのモバ 
イルCアームは、実際のＸ線線量とコリメーション
および撮影視野がX線線量に及ぼす影響について、
リアルタイムにフィードバックを実施します。

手技中のX線線量が事前に設定されたレベルを 
超えるとスタッフにアラートが通知されるため、迅速
かつ適切に対処して線量の調整を行うことが可能で
す。これらすべてが、手術室における被ばくに対する
意識の向上に貢献します。

*写真にはリアルタイム個人線量計DoseAware（オプション）が含まれます。

※パルス透視モードでは、単位時間当たりのＸ線実照射時間を、
　連続透視モードに比べて約半分にできます。
※※2015年フィリップス調べ
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Count on us as your patients 
count on you

多彩なサービスプログラム
フィリップスの保守サービスは、より柔軟にお客様のご要望に
対応できるよう、フレキシビリティを重視したプログラムライン
ナップをご用意しています。

高額消耗品であるＸ線管やイメージインテンシファイアの 
故障時の交換保証を含んだプレミアムプランから、定期点検の
みのシンプルプランなどお客様のご予算・装置の使用環境に
合ったプログラムをお選びいただけます。フィリップスの保守 
サービスは、お客様のニーズの変化にも柔軟に対応し、安心 
して診断・治療に専念いただけるようサポートします。

長年の経験と実績
フィリップスは、1955年からイメージ・インテンシファイアを
搭載したモバイルCアームシステムの発売を開始し、全世界
で25,000台以上※を販売してきた実績を有しています。この 
長年にわたる経験と実績から蓄積されたノウハウを継承した 
エンジニアやアプリケーションスペシャリストによるアフター
サービスをお届けします。迅速な故障対応はもちろん、適正な
保守点検を実施することで、装置の不具合を未然に防ぐだけで
なく、長期的な性能維持につなげていきます。 Why Philips?

安心と信頼をお届けするフィリップスの保守サービス
• お客様のご要望（予算・保証内容）に合った保守プロ
グラムを提案

• 高い技術力と経験を備えたエンジニアやアプリケー
ションスペシャリストによる安心のサポート体制 • 
保守点検や迅速な修理対応により、お使いの装置を
支障なくスムーズにご利用いただける環境を提供

医療業界の環境変化に伴い、病院経営における優先順位の見直しが必要となる中、
装置のアフターサービスに対するお客様のニーズも多様化してきています。
フィリップスはお客様ひとりひとりのご要望に合った保守サービスを提供します。

※2015年弊社Global調べ


