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metacast : 治療用装具における 3D モデルデータ
作成支援システムの提案
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概要：治療用装具のオーダメイド製作は時間と費用が多くかかる．これらを解決するアプローチとして 3D
プリンタの活用が注目されている．装具を 3D プリントするためには，患部の形状に合わせた 3D モデル
データを作成する必要がある．一方，装具製作の現場にいる医師，義肢装具士は必ずしも 3D モデリング
の経験があるとは限らない．そこで本研究では，治療用装具の 3D モデルデータ作成支援を目的としたシ
ステムのプロトタイピングを行った後，専門家によるフィードバックを基に，治療用装具における 3D モ
デルデータ作成支援システム「metacast（メタキャスト）
」の提案を行う．本報告では，プロトタイプシス
テムを通じて 2 名の義肢装具士へのインタビューに基づいたプロセス改良の経過を報告する．

1. はじめに
3D プリント技術の特許切れ *1 を皮切りに，3D プリン
タ市場は飛躍的に成長を遂げた．特に一般向けに開発され
たデスクトップ型 FDM 式 3D プリンタは，価格の手頃さ，
操作，メンテナンスの容易さから普及率が高まり，今日の
企業の製品開発や研究機関のプロトタイピングに欠かせな
い機器となっている．3D プリンタの活用は今や単なる試
作にとどまらない．これまでの産業で主であったマスプロ
ダクションと異なり，鋳型要らずの低コストで個人の多様
性に対する製造方法として注目を集めている．つまり，3D
プリンタは少品種少量生産に向いており，オーダメイド生
産と非常に相性が良いと言える．
このような背景で近年注目を浴びているのが，医療分野

図 1

本システムで 3D 出力した中手骨骨折用装具

への活用例として，骨折の治療用装具に焦点をあて，医療

への 3D プリント技術活用である．特に義手，義足，補聴

現場での装具製作における現状のワークフローを洞察し，

器，装具など患者個人の身体に合わせる必要のある医療機

3D プリンタでのオーダメイドの実用に向けたシステムの

器の 3D プリントは，少品種少量生産の典型的な事例と言

提案を行う．

える．これら医療機器のオーダメイドは，既存の方法では

患者の体格は多様である．3D プリンタで治療用装具を

職人による手作りが主で，完成までに数週間も時間がかか

製作するためには，患部に合った大きさの 3D モデルデー

る上に製作費用が従来のマスプロダクション製品を購入す

タを作成する必要がある．そのデータをつくる為に，3D モ

ることに比べ高価である．それに対し 3D プリンタを用い

デリングのスキルを習得した人物がワークフローに必要と

たオーダメイドは，たったの数時間で低価格に，患者個人

なる．一方で，装具製作の現場にいるのは医師や義肢装具

に特化した機器の製作が可能となる．本稿では，医療分野

士をはじめとした医療従事者であり，彼らが自らの専門分
野に加え 3D モデリングのスキルを身につけるのは困難で
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ある．そこで本研究では，装具の 3D モデルデータ作成支
援を目的としたシステム metacast（メタキャスト）の提案
を行う．プロトタイピングでは，装具の 3D モデルをあら
かじめパラメトリック設計しておき，ユーザ（医療従事者）
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がパラメータ値を指定し患部に合わせて 3D モデルデータ

フィットしつつも適切な肢位に矯正する形状の装具を製作

を作成するシステムの試作・検証を行った（図 1 ）
． 3D モ

することが要件となる．つまり，3D スキャナにより患部

デリングにおける初心者の場合，何もモデルがない状態か

の形状を取得する場合は患部を矯正した状態で行う必要が

らオーダメイドでデータを作成していくことは難儀である

あり，矯正の為に支えとなる治具または第三者が補助する

が，既成の 3D モデル（以降，フォーマット 3D モデルデー

手を同時にスキャンしてしまって上手くいかないケースが

タと呼ぶ）の寸法をパラメトリックに編集する手法によっ

ある．2013 年に上肢のカックアップ治療用装具を 3D プリ

てデータ作成を簡易化することがねらいである．また，骨

ンタで製作した Jake Evill[6] は，患部の X-lay 写真と表面

折箇所によって必要な装具のバリエーションは多種多様で

の 3D スキャンデータに基づいて，装具の 3D モデルデー

あるため，本システムはユーザが患部に応じて適切な装具

タを自動で生成するシステムの開発を行った．アルゴリズ

のフォーマット 3D モデルデータを選択後，患者個人に適

ムに関する詳細な情報は公開されていないが，X-lay 写真

合させた 3D モデルデータを作成する流れとする．

の骨格部の状態を基に患部を矯正する形状の装具が自動で

本研究では，3D プリンタによる装具製作を実際の医療

生成できると記載されている．こちらは治具等は必要のな

現場で円滑に行うために，3D モデルデータ作成支援およ

いものの，上肢のカックアップ装具に特化して開発された

び装具製作全体におけるユーザワークフロー，ステークホ

システムであり，他の患部への汎用はできない．

ルダとのインタラクションもデザインプロセスとして考慮

そこで本研究では，システム導入にあたり装具製作現場

し，それらを包括したシステム metacast の開発に取り組

のユーザが円滑に本システムへシフト出来ることを第一に

んでいる．治療用装具製作において専門家である 2 名の義

考え，3D スキャナを用いず，既存の装具製作プロセスで行

肢装具士にプロトタイプシステムを通じてインタビュー

われている骨格形状の取得作業を活かして装具の 3D モデ

をし，フィードバックを基にシステムの再検討・改良を繰

ルデータを作成するシステムを提案する．具体的には，患

り返し行っている．本報告では，治療用装具の 3D モデル

部の各部位の長さを計測した実数値をパラメトリック設計

データ作成支援するプロトタイプシステムの進捗報告をメ

した 3D モデルデータに入力して患部に適合した装具デー

インに，metacast のコンセプト，システム設計，プロトタ

タを作成するシステムである．

イプシステムの実装，義肢装具士へのインタビューに基づ
いた改良のプロセスについて述べる．

2. 関連研究
2.1 3D スキャンによる身体適合に関する調査

2.2 パラメトリック設計による設計支援に関する調査
パラメトリック設計を用いることにより，初心者のデー
タ作成支援を試みた事例を紹介する．3D-CAD でのパラメ
トリック設計はオーダメイドの手法よりも先に，工業製品

身体に適合する製品の 3D モデル設計の文脈で，3D ス

のマスカスタマイゼーションの効率化の手法として約 20

キャナによる身体形状データの取得に関する研究が近年で

年程前から導入されている．小池ら [7] は設計変更作業の

は多く報告されている．

負荷軽減を目的として，3D-CAD 上で自動車部品の断面形

高橋 [5] らは，靴のオーダメイド製作における足の 3D ス

状をパラメータ化し，寸法の手入力により部品の形状作成

キャンデータの座標系設定に関する研究を行った．3D ス

を自動化するシステム研究を行った．熟練設計者がパラメ

キャンによる身体の表面形状のみのデータでは骨格位置に

トリック設計したフォーマット 3D モデルを用いることに

関わるランドマークが得られず，製品の設計要件にある特

より，初心者でも容易にモデルの設計変更が可能であるこ

定位置間の寸法情報が欠落してしまうことを指摘した．そ

とを実証した．しかしながら，基となる部品モデルが複雑

の解決策として直接身体のランドマークの位置にマーカー

な形状の場合はパラメトリック設計作業自体に時間が多く

を貼り付けた状態でスキャンする方法があるが，マーカー

かかってしまう．その割に，新規製品へのモデルチェンジ

を貼る作業に専門知識が必要かつ手間がかかる故に，マー

の関係で結局 1〜2 回の設計変更にしか使われず，自動車部

カーを用いず座標設定による方法を提案している．本シス

品への活用はビジネス的にあまり有用ではないと述べられ

テムの場合は骨折の治療用装具を製作するため，患部の表

ている．一方で，本研究は治療用装具のパラメトリック設

面形状のみならず骨格情報も特に重要である．装具製作現

計による医療従事者の設計支援を試みている．患者の体格

場で患部マーカーをつけて 3D スキャンをする方法は患者

は多様であるが，人体形状の根本的なモデルチェンジは無

への負担と計測担当者の学習コスト的にまず現実的ではな

いと言えるため，一度装具のフォーマット 3D モデルデー

い為，本システムでもマーカー以外の手法でランドマーク

タを設計すれば持続的な活用が可能であり有用性が高い．

を取得できるシステムが必要となるであろう．そもそも，

更に，将来的に多様な症状に対応すべく装具のバリエー

装具をつける本来の目的は骨折により変形してしまった

ションを増やすにあたって，フォーマット 3D モデルデー

患部の固定・矯正であり，単に身体の形状を正確にトレー

タを新規設計していく際に WEB 上でパラメトリック設計

スした形状の装具を製作すれば良いわけではなく，患部に

熟練者達に開発協力・データ共有を依頼するシステムにす
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れば，設計作業の負荷を分散することも十分可能である．

3. metacast の提案
3.1 コンセプト

3.2 システム設計
一般的な骨折治療におけるオーダメイド装具製作ワーク
フローを観察し，医療現場での 3D プリント技術導入を円
滑にする為の 3D モデルデータ作成を支援する新たなワー
クフローを提案していく．
医師が患者の診察し骨折の診断をしたら，図 3 のように
装具製作が行われる．まず，現場にいる医療従事者によっ
て患部の採型・採寸作業を行う．採型作業というのは，石
膏包帯などを用いて患部の表面形状の型を採ることであ
る．採寸作業というのは，定規やテープ式メジャー，角度
定規などの計測機器を用いて患部の計測をすることであり，
いわゆる服の仕立て屋が行う「採寸」と，採寸箇所は違う

図 2

meta-design に基づく metacast の概念図

ものの似た作業である．これらの採型・採寸を基に治療用
装具のオーダメイド製作をする．一般的なワークフローで

本研究が metacast の提案を通して，3D プリント技術を

は，装具製作会社に依頼し専門技術者によって１点ずつ手

実社会に浸透させるしくみづくりへの貢献を考えている．

作業で製作されていた．通常，完成した装具が患者に届く

3D プリンタの登場はオーダメイド産業に一石を投じる技

まで約 1〜2 週間もかかる．本システムのワークフローは

術革新であり，今後も先進技術はより画期的に発展してい

一般的なワークフローにある計測機器を用いた採寸作業を

く．一方で，製造業の現場に目を向けると 3D プリンタ活

そのまま継承する．ただし採型作業は不要である．フロー

用の可能性はこれからも拡張されていくと考えられる．と

を以下に示す．

はいえ，現場に 3D プリンタを設置さえすれば，何か変わる

( 1 ) 医師が骨折の診断をする.

のかというとそう簡単な話ではない．経験，ノウハウ，も

( 2 ) メジャー，角度定規等で患部の採寸を行う.

のづくりはその分野で長年専門家達が培ってきた独自のプ

( 3 ) PC から WEB アプリケーションにアクセスし，骨折

ロセスがあり，それらをデジタル技術に置換するにあたっ

箇所に応じて適切な装具のフォーマット 3D モデルを

て，技術面の解決だけでなく，十分に現状のプロセスを把

選択してクラウドからデータをダウンロードする．

握した上でシステムを構築していくことが求められる．そ

( 4 ) 患部の採寸値をフォーマット 3D モデルのパラメータ

のために本研究ではシステムユーザとなる現場の専門家達

に入力して患者個人に適合させた装具の３ D モデル

にインタビューを行い，彼らにとって最適のシステムを考

データを作成する．

えプロトタイピングとディスカッションを繰り返してシス

( 5 ) 熱溶解積層式 3D プリンタで装具データを出力する．

テムの開発をしていく．
本研究では，デジタル技術と社会と医療に関わる人々の
関係をメタレベルな視点から観察しシステムの提案を行う．
医療分野における 3D プリント技術は，医療機器の製作の
みならず細胞や臓器を人工で造形する応用研究も積極的に
進めれており，大きな期待が寄せられている研究分野であ
る．医療の進歩に寄与する研究も大いに必要であるが，そ
れらと並行してどのように社会で利用可能なものにしてい
くか，その仕組みづくりも重要である．

metacast の「meta」はメタデザイン，
「cast」は鋳造，ギ
プスを意味することから名付けた．メタデザインとは，社
会と協働して新しいモノゴトを創造するための仕組みのイ
ンタラクションデザインである．3D プリント装具ではも
はや鋳型（キャスト）の出番はないが，3D プリント技術と
医療・産業・人々のライフスタイルなどあらゆる基盤を社
会に新しく構成（キャスティング）する活動の意味合いも

図 3

一般的なオーダメイド（点線矢印）と metacast（青線矢印）
のワークフロー比較

込めた（図 2）．metacast の取り組みが 3D プリント技術
とオーダメイド産業の相互的発展の足掛かりとなることを
期待している．
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なお，造形にかかる時間は出力する装具の大きさに依存
するので一概には言えないが，1〜5 時間程を想定してい
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る．図 1 の装具の造形時間は１個あたり約 1.5 時間であっ
た．3D モデルデータ作成作業を WEB アプリケーション
上で行うように設計したのは，現場に元からある PC でシ
ステム導入が可能な点，各患部の治療用装具のフォーマッ
ト 3D モデルデータの共有をクラウドで行う点を考慮して
判断した．
既存の採寸方法を 3D モデルデータ作成に活用すること

図 6

第５中手骨骨折

図 7 FDM 式 3D 出力の様子

によって，システムユーザにとって最小限の学習コストで
済むメリットがある．さらに，現場に熱溶解積層式３ D プ
リンタを一度設置してしまえば，型取り作業が不要である
為にこれまでのオーダメイドに比べて材料費を大幅に削減
できる．さらに，診察したその場で製作に取り掛かること
ができ，装具製作にまつわる全体的な作業量もコンパクト
になる．患者の立場からしても，医療費を控えながらもわ
ずか数時間待つだけでオーダメイドの装具を手に入れるこ
とが出来るメリットがある．

図 8

図 4

データ作成のイメージ

図 5

第１プロトタイプシステム

装具の装着イメージ

3.3 プロトタイプシステムの実装
前セクションで提案した治療用装具製作ワークフロー
を基に，患部に適合した 3D モデルデータ作成作業を支援
するプロトタイプシステムを実装し，検証を行う．本セク
ションでは，一例として第５中手骨骨折（図 6）の治療を
想定し，3D プリント装具を試作する．なお，システム設
計上では WEB アプリケーションシステムとしているが，
本稿ではパラメトリック設計を用いた 3D モデルデータ作
成方法の検証をまずは目標とし，プロトタイピングツール
として 3D-CAD ソフトウェア Rhinoceros[8] とプラグイン

図 9

カーブの曲率・座標に依存する 3D モデル形状

ソフトウェア Grasshopper を使用した．

3.3.1 フォーマット 3D データのパラメトリック設計
第 1 プロトタイプシステム（図 8）では，中手骨骨折用装

• C の曲線を y-z 軸平面方向に拡大すると，装具の手首
部の周径が大きくなる．

具をパラメトリック設計してフォーマット 3D モデルデー

このように，フォーマット 3D モデルの各曲線をパラメー

タを作成した．3D モデルのサイズを制御する複数のパラ

タで制御することによって，患者ごとに患部に適合した装

メータは，モデルを構成する曲線の拡大縮小，座標移動に

具の 3D モデルデータ作成が容易に可能となった．

依存するものである．例えば，図 9 の赤色のモデルから青

第 1 プロトタイプを実装した当初は，フロント，サイド

色のモデルを作成する場合，曲線のパラメータとの関係は

の２方面から撮影した患部の写真を実寸で取り込み，写真

以下のようになっている．

• A の曲線の座標を x 軸の正方向に移動させると，装具
の x 軸方向の寸法が大きくなる．

• B の曲線を y 軸方向に拡大すると，装具の手掌部の厚
み距離が大きくなる．
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と 3D モデルを重ねて適合状態を確認しながら相対値でパ
ラメータ値を指定していた．義肢装具士によるフィード
バックを参考に，写真ではなく患部の採寸値に基づいた絶
対的な入力方式にシステム変更した．詳しくはセクション

4.1 に後述する．
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状と骨格位置の両者に基づいて行われる為，前述の問題解
決が期待できる．また，すでに採寸の知見がある医療従事
者にとって，より自然なワークフローでデジタル技術にシ
フト出来るのではないかと考察した．これらの意見を基
にセクション 3.3.2 の第 2 プロトタイプシステムに反映さ
せた．

4.2 新たな論点
義肢装具士へのインタビューを通し，次に新しく取り組
むべき課題が明確となった．治療用装具製作における患部
の採寸は医学的な要点はあるものの，厳密に採寸方法が規
図 10

第２プロトタイプシステム

格化されているわけではない．つまり採寸担当者によって
採寸方法が異なる可能性がある．その対策の一例として，

3.3.2 採寸値入力による 3D モデルデータ作成

採寸方法を統一する為に採寸値入力作業時に簡単なナビ

第 2 プロトタイプシステム（図 10）では，メジャー等

ゲーション機能をつけることを今後検討している．装具製

で患部を計測した採寸値 [mm] をパラメータに活用し，患

作の現場はいわゆる専門技術者の経験・感覚的なノウハウ

部に合わせた 3D モデルデータを作成するプログラムに変

が重視されており，これらのプロセスのシステム化を試み

更した．具体的に言うと，曲線の拡大率と座標の増減値で

るにあたって，要点を定量的に把握しどう規格化していく

相対的に制御していた各パラメータを実際の曲線の長さ

かが今後の課題となる．

[mm] または曲線上の 2 点間の距離 [mm] に割り振る処理

オーダメイドのノウハウの定量を明らかにする研究で

をした．さらに採寸値を入力する GUI 上のスライダに数

は，横山ら [9] が手の 3D 形状モデルに基づいた手袋の設

値を表示するようにした．ユーザは各スライダに患部の採

計手法を提案し，手袋のサイズ適合感を再現する締め付け

寸値を入力すると，第 1 プロトタイプのように患部とモデ

具合やゆとり具合の形式知化を行っている．専門技術者が

ルの適合状態を確認せずとも，絶対的な方法でパラメータ

これまで経験・感覚的な裁量で設計してきたプロセスをシ

を制御できる．

ステマティックに効率向上を目指した事例である．同様に

4. フィードバックと考察
治療用装具製作における専門家からの意見を得るべく，

本研究も，治療用装具製作にまつわるあらゆるノウハウを
明らかにし，デジタル技術と医療分野のオーダメイド産業
を親和させるシステム開発に努めていきたい．

セクション 3.3.1 で実装した第１プロトタイプシステムの
デモを行った後，義肢装具士２人にインタビューを行った．
また，この場で装具製作ワークフローに関するヒアリン
グ，metacast のコンセプトを共有した上でデジタル技術導
入についてのディスカッションも行い，本提案のシステム
設計に役立てた．

4.1 システム改良
第 1 プロトタイプシステムは患部の実寸写真を目安に

3D モデルデータの作成をしていたが，患部撮影の際の撮
影条件やトリミング処理が複雑すぎるとの指摘を受けた．
また，撮影時のパースによって患部の形状の見え方が変わ
図 11

り 3D モデルデータに誤差が生じやすくなること，写真だ

インタビューの様子

けでは骨格情報が得られず医学的根拠のある装具がつくり
にくいとの根本的な問題も浮き彫りとなった．一方で，パ
ラメータ制御による 3D モデルデータの作成は，CAD の初
心者のユーザでも利用しやすいと好評であった．

5. おわりに
本報告では，医療現場において 3D プリンタを用いた治

装具製作ワークフローのヒアリング，ディスカッション

療用装具製作を円滑にするべく，装具の 3D モデルデータ

を通して，患部の採寸値をパラメータ制御に利用するアイ

作成支援システム metacast の提案およびプロトタイピン

デアが得られた．装具製作における採寸は，患部の表面形

グの進捗を述べた．プロトタイプシステムでは，装具の
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フォーマット 3D モデルデータをパラメトリック設計する
ことにより，3D-CAD 未習熟者であっても患者ごとに患部
に適合させた装具の 3D モデルデータ作成が容易にできる
ことを確認した．本システムのユーザとなる装具製作現場
の医療従事者にとって最適なシステムを構築していくため
に，プロトタイピングのプロセスに当事者（義肢装具士 2
人）へのインタビューの機会を設け，フィードバックや洞
察に基づきシステムの改良を行った．現段階では患部の採
寸値に基づいてパラメータを制御し 3D モデルデータ作成
をする手法の検証としてプロトタイプシステムを実装し，
今後再びフィードバックを得ながら改良を繰り返す．
本報告を通して，治療用装具のオーダメイド製作の発展
に限らず，[10] らによる装飾装具の直感的カスタマイズ手
法等を利用することで，多様な意匠を伴う治療法装具デザ
インシステムへと研究をすすめる．
謝辞 この度インタビューにご協力いただいた PODD 義肢装具電子設計同好会-の義肢装具士，場の提供にご協力
いただいた FabLab Setagaya at IID βの職員に感謝申し
上げます．
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