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Educational Effect  教育的効果

VIST® は X 線透視画像に３D 解剖図をオーバーレイ表示することができま

す。 手技と解剖の同時併行学習による相乗効果で総合的理解力を飛躍

的に向上させることができます。
※［Ｘ線透視モード /３D 解剖モード /３D 解剖オーバーレイモード］ 切替

3D 解剖オーバーレイ

VIST® は付属のフライトケースに収納することで、 場所を変えてのトレーニ

ングが可能です。 移動後のセットアップも容易にできるよう設計されていま

すので、他施設や学会場などのハンズオントレーニングにも活用できます。

持ち運びできるシミュレーター

シミュレーション中の術者の挙動は、 すべて時系列のアクションレポートと

してフィードバックされます。 総所要時間、 透視時間、 造影剤投与量、

薬剤投与記録、 合併症発症状況、 治療前後の病変計測値など定量的

なスキルレポートはデブリーフィングツールとしても有効です。

　Radiation Safety プラグインが標準構成として付与され、 術者と患者

の部位別被ばく線量のフィードバックも可能となり、 医療被ばく低減のシ

ミュレーションとしてもご活用いただけます。

定量的シミュレーション

患者様を危険にさらすことなく安全にトレーニングできるシミュレーターは、

倫理的観点から世界的にも減少傾向にあるアニマルトレーニングに比べ、

費用面においてもその優位性が立証されています。

　実際のデバイスで臨床さながらにシミュレーションできる VIST® はチーム

医療トレーニングのツールとしても有効で、 資格を問わずコメディカルの

方々にも体験してもらうことは、 他職種間の理解と連携を育成する機会と

なります。

安全なチーム医療トレーニング
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※製品は絶えず改良を行っておりますので、 価格や仕様など予告なく変更する場合があります。

VIST®G5
MVT005

VIST®G7+

MVT071

VIST®G7
MVT070

VIST®G5 Extension
MVT006

VIST®-Lab
MVT004

mentice 社 ( スウェーデン ) の VIST® は各国で高く評価され、 全世界でシリーズ累計２０００台の納入時実績を誇る血

管内治療用シミュレーターです。 また、その高いリアリティーから主要カテーテルメーカーの８割で採用されています。 機能、

デザイン、 ハプティックの精度、 機器メンテナンス性能ともに向上し、 更に安定した操作環境を提供します。

Safety　医療従事者と患者様への安全を

血管内治療は、 技術面だけでなく患者様の術後合併症や医

療被ばくなど、 安全性に関するさまざまな課題も提唱されて

います。

　術者の手技教育だけでなく、 患者様と医療従事者の医療

被ばく線量のシミュレーションも可能な VIST® で医療の安全性

を総合的に高めることができます。

超高齢化社会の進行とともに、 QOL の維持向上を計れる

低侵襲治療がさまざまな領域で急速に普及している一方で、

先進医療の地域格差の問題も生じています。

　先端技術の研究によって開発された医療機器が、 適応疾

患を飛躍的に拡大する反面、 医療従事者には短期間でそ

れら技術の習得が求められています。

※ダブルワイヤーテクニック、Bifurcation 対応
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特　長
Reality and Extensibility

Reality  臨場感ある高い再現性

■挿入デバイスは０.０１４″～２４F のフルサイズ対応

■ライブ透視 / シネ撮影 /DSA 造影

■ロードマップ /バイプレーン＊/ 計測 （QCA,EF など）

■C アーム , テーブル操作 / コリメーション調整

■１２誘導心電図 （リード変更 /BPM/PR/SaO2/AO）

■パワーインジェクション

■薬剤投与 （経路選択 /ボーラス投与）

■フットペダル

■インフレーション / デフレーション （バルーンなど）

リアリティーを補完する充実の機能

Extensibility  広範な利用と拡張性

左右大腿動脈アプローチなど２ヵ所の穿刺部位で行われる手技では、 本体

（VIST®） に VIST®Extension （オプション品） を併行設置することで、

更にリアルなトレーニング環境の実現が可能です。
※EVAR,TEVAR,TAVI/TAVR モジュール、 冠動脈系モジュールの一部症例で利用可能です。

拡張可能なハードウェア （VIST® Extension）

フルボディーマネキンに４３インチ４K-UHD 大型スクリーン、 ２３インチ HD タッ

チスクリーンを搭載した VIST®-Lab はよりリアルで臨場感のあるシミュレー

ション環境を実現します。 VIST® や VIST®Extension を VIST®-Lab 内

部に格納し、 キーボードやマウスを使用せずタッチパネルと VIST® コントロー

ルボックスですべての操作が可能ですので、 実際のカテ室さながらの臨場感

あるトレーニングを再現することができます。
※マネキンテーブルの高さは術者に応じて調整可能 ( 電動式 ) です。

カテ室再現プラットフォーム （VIST®-Lab）

VIST® は症例モジュールをオプションで追加いただくことで、 複数の診療科で

ご利用いただけるシミュレーターです。

　　■循環器内科

　　■脳神経外科

　　■放射線科

　　■心臓血管外科

　　■救急科

　　■消化器内科　など

さまざまな領域でのご利用はもちろんのこと、 サブスペシャリティの養成や看

護師、 臨床工学技士、 診療放射線技師などのコメディカルの育成において

も有効です。

多数の診療科に対応した症例モジュール

保証と延長保証

Support  サポート体制と保守

初年度は機器保証に加え、 年１回の訪問説明 （操作方法など） を実施し、

安心のご使用環境をバックアップします。 初年度以降は延長保証をご利用い

ただくことで、 mentice 社日本駐在スタッフと日本ライトサービス㈱ VIST® カス

タマーサポートによる初年度同等のサポート環境の継続も可能です。 ご施設

の長期的なご活用を支援いたします。

VIST® でのシミュレーションでは、 術者は実際に臨床使用されているデバイスを

保持し、 モニタの X 線透視画像を確認しながら操作します。 デバイスを挿入抜

去する際の抵抗感も高性能ハプティクスにより、 リアルな触覚 （フォースフィー

ドバック） が得られ、 臨床さながらの操作感が得られます。 多様なデバイスの

先端形状は VR 技術により再現されますので、 膨大な数のデバイスを揃える必

要もありません。

臨床使用デバイスの操作

VIST® の症例モジュールはシナリオベースの構成で、 シナリオはすべて実際の

患者様の臨床データや画像から制作されています。 年齢、 性別、 病歴、 術

前検査値などシナリオベースのリアルなシミュレーションを行うことができます。

臨床ベースのシナリオ

解離や虚血、 スパズムなど治療状況に合わせて生命兆候が変動します。 術

者は投薬などの処置も含め、 臨床同様に生理機能の変化にも気を配る必要

があります。

バイタルサインの変動

カテ室での C アームやカテ台操作などを再現したコントロールボックスが標準構

成となり、 より臨床に近い操作でのシミュレーションを実現します。

VIST® コントロールボックス

VIST® の症例モジュールは患者様の DICOM データ （CT/MR/３ D ‐ RA） から

症例を生成することができます。 対象モジュールは限定的ではありますが、 術

前リハーサルとして先進的シミュレーション環境を提供します。

　DICOM データを STL データファイル出力後インポート、 VIST® 上でテンプレー

トベースアナトミーと結合編集を行います。 狭窄、 血管痙攣、 動脈瘤、 血栓

などの疾患や合併症、 患者情報などの追加編集でリアリティーはより一層高ま

ります。　　　　　　　　　　　　　　　  　　※CASE-IT 対応モジュールは別記ご参照ください。

臨床データ取込みシミュレーション （CASE-IT）CASE-IT

＊一部の症例モジュールに限ります。

VIST®　H1 ハンドル VIST®　コントロールボックス
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■ VIST® G5

■ VIST®-Lab with VIST® G5

[ 基本構成 ]
・VIST®  G5 ハプティックデバイス （本体）
・ ラップトップ PC
・21.5 インチ フル HD モニタ           
・ VIST® コントロールボックス
・ 付属品 （フットペダル / シリンジ / インデフレータ / ステントハンドル）
・ 専用フライトケース

[ 専用フライトケース収納時 ]
VIST®  G5 ハプティックデバイス （本体） / 付属品 
モニタ / ラップトップ PC/VIST® コントロールボックス　　　

[ 基本構成 ]
・VIST®  G5
・ フルサイズマネキン
・43 インチ　4K-UHD スクリーン
・ 23 インチ　HD タッチモニタ

[ 外寸法 ]
全長 :  256cm　/ 奥行 :    79cm　/ 高さ  :  197cm （ 43 インチスクリーン＋スクリーンスタンド ） 
※テーブル高 ： 86cm  -116cm （ マネキンテーブルは上下可動式）

Vascular Intervention Simulation Trainer

160W
100-240V

1.6A

75W
100-240V

0.75A

Size
1000×95×70mm      /  7.1Kg
  417×271×37mm    /  3.57Kg
  499×176×380mm  /  3.69Kg

Size
1150×400×150mm  /  18Kg
  630×500×300mm  /  22Kg

Components and Specifications
構 成 / 仕 様

VIST® G5

VIST®-Lab with VIST® G5

電力 ：
電圧 ：
電流 ：

電力 ：
電圧 ：
電流 ：

Radiation Safety プラグイン
MVT029 
Radiation Safety Plug In 

医療被ばく低減シミュレーション

解剖学的構造やＣアームのジオメトリ、 オペレータ

制御の設定値を考慮し空気カーマ、ＫＡＰ、ＥＳＤ，Ｐ

ＳＤの現実的な数値を動的に計測します。

　患者様への直接 X 線、 術者や医療チームへの

散乱放射線を線量分布のライブ情報や視覚的ヒー

トマップとして定量的にフィードバックし、 透視時間

の短縮と放射防護の重要性を喚起します。

すべてのモジュールのバックグラウンドで詳細な被ばくシミュレーション機能が可能に

手技と被ばく低減シミュレーションの併行トレーニング

（患者様の皮膚障害や放射線誘発白内障の回避）

（本体標準構成）
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Training Modules
症例モジュール

Stroke( 急性脳卒中 ) モジュール脳動脈 モジュール 頸動脈 モジュール

MVT023 CASE-ITMVT011 CASE-IT MVT012 　　 CASE-IT

Neurovascular Coiling Acute Ischemic Stroke Intervention Carotid Intervention

LAAO( 左心耳閉鎖術 )  モジュールASD/PFO 閉鎖術 モジュール TP( 経中隔穿刺 ) モジュール

MVT026 MVT015 

ASD & PFO Occlusion Left Atrial Appendage Occlusion Transseptal Puncture

TAVI/TAVR モジュール

MVT025 CASE-ITMVT024 MVT022 CASE-IT

Aortic Valve Implantation Thoracic Endovascular Aortic Repair Endovascular Aortic Repair

MVT014

Cardiac Rhythm Management
CRM( 心調律管理 ) モジュール

MVT030

EVAR(腹部大動脈瘤ステントグラフト内挿術 )TEVAR( 胸部大動脈瘤ステントグラフト内挿術 ) 
モジュール モジュール

MVT028 MVT019 

Below-the-knee Intervention Vascular Trauma Management Iliac/SFA Intervention

TACE( 肝動脈化学塞栓術 )

MVT032

Transcatheter Arterial ChemoEmbolization

MVT016 MVT027

Peripheral Angiography Renal Intervention Renal Denervation
末梢血管造影  モジュール

MVT021  

BTK( 下肢動脈 )  モジュール Trauma( 外傷 )  モジュール

腎動脈デナベーション モジュール腎動脈 モジュール

Uterine Artery Embolization

MVT018 　　

UAE( 子宮動脈塞栓術 ) モジュール

MVT0017
腸骨動脈 /SFA モジュール

MVT031
PAE( 前立腺動脈塞栓術 ) 

Prostatic Artery Embolization モジュール モジュール

▹多様な症例（サイズ・ネック・部位・アーチ）

▹コイル塞栓術 （バルーン･ステント併用）

▹血栓回収 （吸引･血栓回収デバイス）

▹合併症 （解離 / 痙攣 / 遠位迷入）

▹多様な症例と正しい戦略

▹末梢保護デバイスの設置･回収

▹PM リード留置 （右房･右室･左室）

▹横隔神経刺激と閾値テストでの解析

▹TEE による左心耳の評価

▹心タンポナーデや深部留置の回避

▹硬度の異なる卵円窩 （正常 / 硬 / 軟）

▹手順の理解 （造影剤での位置確認など）

▹pedal-plantar loop technique･CTO

▹適切なデバイスの選択と留置

▹IABO および骨盤腔内出血の塞栓

▹コイル･ゼラチンスポンジによる止血

▹多様な症例でのアクセス･デバイス選択

▹クロスオーバー技術とラプチャーの対処

▹末梢動脈造影 （腎･腸骨 /SFA･下肢）

▹パワーインジェクションを含む造影検査

▹多様な狭窄症例 （近位 / 中位 / 遠位）

▹橈骨動脈アプローチ症例を含む

▹焼灼部位の選択とジェネレーター確認

▹迷走神経反応などの合併症対応

▹マイクロカテ･マイクロワイヤー操作

▹適切な部位での塞栓

▹適切なデバイスでの前立腺動脈の選択

▹緻密な塞栓技術と塞栓物質の選択

▹腹腔動脈 /SMA へのカテ挿入

▹ｃTACE/DEB-TACE での塞栓技術

▹自己拡張 / バルーン拡張の両置換弁

▹弁周囲リークや合併症の対応

▹ステントグラフトの正しい選択と留置

▹留置後の造影とエンドリーク対応

▹ステントグラフトの正しい選択と留置

▹エンドリーク対応･内腸骨動脈の塞栓

MVT020

Coronary PRO Coronary Angiography
冠動脈 Pro モジュール

MVT013  

※include VT0020

冠動脈造影 モジュール

▹CAG･左室造影･PCI の基本

▹AMI･CTO･MVD･合併症管理

▹大腿動脈 / 橈骨動脈アプローチ

▹左右冠動脈選択 （24 種のカテーテル）

TEE/ICE の

カラードプラ

による評価

バルーンでの

サイズ測定と

閉塞栓留置

▹

▹

MVT034 MVT035

Coronary Essentials Coronary Intermediate Coronary Advanced 
冠動脈アドバンス モジュール冠動脈エッセンシャル モジュール

MVT033  
冠動脈インターメディエイトモジュール

▹EBC 推奨に基づく分岐部病変治療

▹複雑な AMI/CTO、 ダブルワイヤ技術

▹教育機能に特化した全１３症例

▹PCI/ 造影 / ナビゲーション教育

▹PCI,AMI 及び CTO の基本治療技術

▹評価 : IVUS＆OCT/FFR＆iFR

冠動脈 Pro （MVT013） モジュールは終売となり、

冠動脈インターメディエイトモジュール （MVT034）

へ再編となりました。 （※右ページ下段に掲載）

冠動脈造影 （MVT020） モジュールは終売となり、

冠 動 脈 エ ッ セ ン シ ャ ル モ ジ ュ ー ル （MVT033）

へ再編となりました。 （※右ページ下段に掲載）

NEW

※　ハードウェア ： VIST G7+ 推奨

NAVIGATION

（本体標準構成）

（本体標準構成）


