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Primal Picturesご利用ガイド

ユサコ株式会社

東日本営業所
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Primal Picturesとは

• 人体の3次元立体画像など高精細な視覚的コンテンツを掲載するオン
ラインデータベース

• 人体組織のあらゆる部分を提供する豊富なコンテンツを収録
• 解剖画像のほか、動画、アニメーションなど様々なメディアを提供
• 豊富なテキスト情報、クイズを収録する自己学習ツール
• 収録された画像はすべてダウンロードし再利用可能
• 人体のスキャンデータを3Dデータ化
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Primal Picturesの主な収録コンテンツ

■Anatomy.TV（http://anatomy.tv/）
• 3D Atlas of Human Anatomy
最も基本的なモジュールを収録。3D 解剖画像、MRIスライド、臨床画像、イラスト、動画、アニメーションなどあ
らゆる視覚コンテンツを収録しています。ビジュアルとテキストの2画面構成により、効率的な情報収集が可能
です。※iPad版をご利用いただけます。
• 3D Real-Time Human Anatomy
最も先端的な機能を搭載。あらゆる方向への回転やズーム機能、筋肉や血管、臓器を自在に着脱するなど
閲覧機能が優れています。3Dによる視覚効果で画面から浮き出る画像も見ることができます。
※Android版をご利用いただけます。

• 3D Human Functional Anatomy
理学療法士、作業療法士、スポーツ医学など人体の動作を専門的に集めたデータベースです。筋肉の動きを
アニメーションや動画で見ることができます。※「Functional Anatomy」のみiPad版をご利用いただけます。
• 3D Clinical Specialties
コミュニケーション障害など疾病・臨床情報に特化したデータベースです。
※「Speech Language Pathology」「Dentistry」はiPad版をご利用いただけます。
• 3D Human Anatomy & Physiology
20種類の身体組織を収録した生理学教育パッケージ。ケーススタディ、クイズ、臨床例などを搭載したインタ
ラクティブな教材ツールです。生理学のほか、看護学、健康科学、生物学、臨床医学、医師助手の教育用資
料として最適です。※iPad版、Android版をご利用いただけます。
• その他
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その他の収録コンテンツ

■Anatomy.TV（http://anatomy.tv/）
• Imaging
超音波画像やMRI、CT画像を豊富に収録しています。
• Therapy
鍼灸療法やマッサージなどのマニュアルセラピーを収録しています。

• Language Editions
英語以外の言語版を収録しています。

• Other Products
股関節形成術や腋窩周辺の臨床情報などを収録しています。

• Quizzes and Activities
クイズ形式で学べるオンライン教材ツールです。
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ご利用のためのシステム要件

■全モジュール共通：

• インターネット環境 Internet Explorer, Firefox, Safari推奨
• ポップアップブロックの解除
• Adobe Flash Player

■3D Real-Time Human Anatomy
• Unity Web Player
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ログイン・認証ページ

• インターネットブラウザを開きます

• http://anatomy.tv/ ページにアクセス
• ID/PWを入力（IPアドレス認証のお客様は入力は不要です）
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パッケージ選択ページ

• ログイン後の初期画面です

• 左側のインデックスからパッケージを選択

• 各パッケージに収録されている各モジュールをクリックしてください

収録されている各モジュール
が表示されています。

ご利用可能なパッケージが表
示されています。パッケージ
はカテゴリ別に分類されてい
ます。

このマークがついているモジ
ュールはiPadでご利用できま
す。
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3D Real-Time Human Anatomy

• 最も先端的な閲覧機能を搭載。あらゆる方向への回転やズーム機能、
筋肉や血管、臓器を自在に着脱するなど閲覧機能が優れています。
3Dによる視覚効果で画面から浮き出る画像も見ることができます。

収録内容（12のモジュール）

・Head & Neck（頭頚部）

・Spine（脊椎部）

・Shoulder & Arm（肩と腕）

・Forearm, Wrist & Hand（前腕,と手）

・Thorax （胸部）

・Abdomen（腹部）

・Female Pelvis（女性の骨盤）

・Male Pelvis（男性の骨盤）

・Hiｐ & Thigh（臀部と大腿部）

・Knee（膝）

・Leg, Ankle & Foot（脚部、足関節、足）

・Whole Body（全身）

日本語を含む7ヶ国語で利用できます。

閲覧用のプラグイン（Unity Web Player）
が必要です。
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トップ画面/3D Real-Time Human Anatomy

• 各ツールバーの機能説明が記載されています

スタートボタンをクリックするとデー
タベースのご利用画面に移ります。
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インターフェース/3D Real-Time Human Anatomy

• 3つのコントロールパネルの機能を使って様々な画像を編集できます

回転用キューブ。決められた方向へ
の回転に便利です。

解剖画像一覧。

各種機能のお好み設定
一覧。

メモの挿入、各種設定
を行います。

テキスト情報を表示。

コントロールパネル ファンクションパネル コンテンツパネル

ブックマーク設定。

画像のダウンロード設
定。

画像のURLをコピー
＆ペーストしメール等
で送信できます。

回転、移動など、表示
されている画像の操作
機能一覧です。

タイトルバー

Back & Forward

動脈

付属物

骨領域

骨

脳

結合組織

消化器組織

内分泌機能

靭帯

リンパ組織

筋肉

神経

特殊感覚器官

静脈
ズーム X線表示

選択部位以
外をX線表
示

選択部位
ズーム

隠す リセット 選択部位
数

消去
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コンテンツパネル/3D Real-Time Human Anatomy

• 血管、筋肉、神経など組織・器官の表示・非表示を設定します

組織の名称が3階層に分か
れて表示されます。グレイ
表示されている組織には下
位の組織が存在します。組
織名称部分をクリックする
と下位組織が表示され、ト
グルボタンをクリックする
と該当する組織がイメージ
パネルに表示されます。

5つのレイヤーが選択可能。

組織名称をクリックすると含
まれる全組織が画像に表示さ
れます。左側の三角ボタンを
クリックすると左側に組織一
覧が表示され、個別に選択可
能になります。
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コントロールパネル/3D Real-Time Human Anatomy

• テキストベースの参考情報をご覧いただけます

クリックした組織の参考情報
がテキスト表示されます。青
色で表示された組織名をクリ
ックすると画像内の別の組織
がハイライトされます。赤色
の文字で表示された組織は表
示されていない画像に含まれ
る組織を表します。
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コンテンツパネル/3D Real-Time Human Anatomy

• ギャラリー（画像一覧）から様々な組織の画像を選択・表示します

あらかじめ作成された多数の
人体組織図が収録された画像
集です。サムネイルをクリッ
クすると表示が切り替わりま
す。名前をクリックすると5つ
のレイヤーがサムネイル表示
され選択できます。
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コンテンツパネル/3D Real-Time Human Anatomy

• ブックマーク機能を使ってお気に入りの画像を保存できます
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コンテンツパネル/3D Real-Time Human Anatomy

• 解剖画像の表示を変更できます

ハイライト色変更。

背景色変更。

画質の変更。処理速度の遅いPC
をお使いの場合などに使用。

テキストサイズ変更。

コンテンツパネルで組織名をク
リックしたときのズーム機能を
切り替え。

解剖画像の色を変更。

画像を白黒のアウトライン表示
に変更。

解剖画像の背景を3次元グリッ
ドに変更。

陰影の強弱を調整。

画面トップのタイトルバーへの
組織名の表示・非表示。

カーソルに合わせて画像中に表
示される組織名の表示・非表示
。

高解像度印刷設定。メモや描画
は印刷されません。

保存画像の背景色をなくす。

回転キューブの表示・非表示。

画像共有用に生成されるリンク
形式をURLかコードを選択。

3D立体画像表示の設定。3Dメ
ガネが必要になります。
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コンテンツパネル/3D Real-Time Human Anatomy

• メモ、ピン、描画などを表示・挿入できます

クリックした組織のラベルが表
示されます（マウスを動かして
も消えません）。

ラベルを非表示にします。表示
されたラベルを消去することも
できます。

表示されたラベルの記載内容を
編集します。

表示されたラベルの位置を変更
します。

ピンとラベルを挿入します。ク
リックしてラベルを非表示にす
ることができます。

挿入されたピンを消去します。

ピンラベルの記載内容を編集します。

メモを記載するラベルを挿入しま
す。

マーカー（直線）を挿入します。

マーカー（矢印）を挿入します。

マーカー（曲線）を挿入します。

マーカーを消去します。

マーカーの色を変更します。

マーカーの太さを変更します。 すべてのマーカーを一括消去しま
す。

マーカーやラベルの表示を固定し
ます。ログオフ後は保存されませ
ん。
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コンテンツパネル/3D Real-Time Human Anatomy

• 画像を取り込むことができます

表示されている画像をPCに保存
できます。名前をつけ、保存先を
指定して保存します。
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コンテンツパネル/3D Real-Time Human Anatomy

• 画像のリンクを他のユーザーと共有できます

表示されている画像のURLを生成
します。コピーしてメール等に貼
り付けリンク情報を共有します。

18



コンテンツパネル/3D Real-Time Human Anatomy

• 画像の回転や移動、拡大・縮小を操作します

マウスを使って同じ
操作ができます。
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ファンクションパネル/3D Real-Time Human Anatomy

• シンプルな操作で解剖組織の表示を変更します

選択された組織を
中心にクローズア
ップして表示しま
す。

選択した組織のみ
をクローズアップ
して表示します。

選択した組織以外
を半透明表示しま
す。

選択した組織を半
透明表示します。

選択した組織を非
表示にします。

画像を元の位置に
戻します。

選択できる組織を
一つまたは複数に
設定できます。

画像を消去します。
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日本語版/3D Real-Time of  Human Anatomy

• 3D Real-Time of Human Anatomyは日本語を含む7ヶ国語で利用できます
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日本語版/3D Real-Time of  Human Anatomy

• 各機能ボタンのご紹介
利用ガイドの表示。 画面キャプチャ

回転用キューブ。

ラベルの表示・非表示
、編集を行います。

ピンの表示・非表示、
編集を行います。

描画ツール。画像に
線を引くことができ
ます。

組織の表示・非表示。

お気に入りの保存。 各組織の表示。

組織の非表示。 組織の再表示。

選択した組織以外
を半透明表示。

選択した組織をク
ローズアップ。

選択した組織を半
透明表示。画像の回転、移動、拡

大・縮小を操作。
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日本語版/3D Real-Time of  Human Anatomy

• 血管、筋肉、神経など組織・器官の表示・非表示を設定します

クリックして各器官に含ま
れる詳細の組織一覧を表示
させ、画像への表示・非表
示を操作します。

半透明表示の操作。

組織の表示・非表示
の操作。
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日本語版/3D Real-Time of  Human Anatomy

• 解剖画像の表示を変更できます
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日本語版/3D Real-Time of  Human Anatomy

• 日本語によるヘルプ情報
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ユーザーガイド

• Anatomy.TV ヘルプセンター（英語）
http://anatomy.tv/help.aspx
• Anatomy.TV ビデオチュートリアル（英語）
http://anatomy.tv/videotutorials.aspx
• 3D Real-Time Human Anatomy（日本語版）ヘルプファイル（日本語）
http://anatomy.tv/unity3d/PIH_v1_0_y2012_m01/RealtimeHelp/Genericjapa
nese/welcome.htm
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ご留意いただきたい事項・要件

■コピーライト

• 掲載されている画像、テキストデータはすべてダウンロードしワープロソフ
トやデザインソフト（Word、Powerpointなど）に添付してご利用可能ですが、
教育目的に限られます。

• 許諾なしでYouTubeやその他の動画閲覧サイト、ホームページやブログへ
の掲載はできません。

• 転載時には下記の出典情報の記載をお願いいたします。
3D anatomy images copyright of Primal Pictures Ltd. www.primalpictures.com
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ご質問・ご不明な点は弊社までお問い合わせください。

□営業グループ
TEL：03-3505-3256
FAX：03-3505-6282
Email：tokyo-sales@usaco.co.jp

□大阪オフィス
TEL：06-6393-0303
FAX：06-6393-0617
Email：osaka-sales@usaco.co.jp
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