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はじめに（関連した活動）

• 2012年～18年 ３Dプリントやレーザー加工で手指に麻痺のある方の食事支援

肘置きクランプ 回転プレート 汎用グリッバー



はじめに（関連した活動）

• 2017年～ 研究室に３Dプリンタを導入し、個別の対応など

坐薬挿入器 観察カメラ固定具 電動歯ブラシ入力補助 ペン一体型スプリント



はじめに（関連した活動）

• 2017年～2021年

• 車いすレース用グローブのCTスキャンと３Dプリント

レース用グローブ



はじめに

• 2018年～ ホルダー付き自助具に着手



従来の対応（総合せき損センター作業療法士）

手指に麻痺があり、手首を保持できない方の食事に

• グローブ ＋ 万能カフ（布製）

→ 衛生面に課題

万能カフは消耗品として頻繁な作成依頼があり、患者もスタッフも負担



従来の対応（さらにその前は）

• ホルダー付きカックアップスプリントを手作り

• 造形や微調節は簡単ではない → 品質や重さのムラ

• 左用を作ったが、右が回復して必要になるなど → 作る判断が難しい



近年、３Dプリンタによる整った造形が身近なものに

• だが、新たな負担も

• ３Dデータの製作

• 積層痕の仕上げの研磨

• サポート材という新たな制約条件



板状で出力することで簡素化を実現



新たな製造システムの提案

• 熱で板状を軟化し、３Dプリンタで出力した製造型に押し当てて成型

• 患者の身体への火傷の心配なくフィットさせる

• 統一された基本形状



新たな製造システムの提案

• 錐体を特徴とした製造型により

• サイズ（および左右）の異なる自助具を、ひとつの型で成型

• 運用方法…大・中・小を利用者が試着し、OTと検討→片本が製作→OTへ渡す



新たな製造システムの提案



さらに挑戦として

• ハンディ３Dスキャナから本人の腕の型をプリント

• 生産性など課題は多い

• スキャンされる部位は動かしてはならない

• 最適な背屈角度の保持



2020年ハンドライフシリーズの依頼度合い

• ハンドライフA／B／C／D

• ８種4分類



ハンドライフC（形状から）

• 装着安定感／歯ブラシ用・書字用

サイズ指定必要だが、コンパクト



ハンドライフB（バネからB）

• 着脱簡便／入力補助用・ひげ剃り用・食事用

フリーサイズだが、大きめ



ハンドライフB 入力補助の利用イメージ



ハンドライフA（形状から）

早期自立のために／食事用・歯ブラシ用

フリーサイズ



ハンドライフA 食事の利用イメージ



ハンドライフD（BとCの混合でD）

• シャワー用 比較的コンパクト

モビロンバンドで固定



現状の聞き取り結果（作業療法士への）

• C型は作業療法士が個別に微調整している

• 実感として微調整せずに８～９割は完成

• 患者にとっての長所

1. 拭いて清潔にできるため、長く使える

2. スプリントは軽いほど、自立に役立つ

• 低温軟化プラスチック板・・・86～100g

• ３Dプリント・・・58g（ベルトを除くと38g）

車いすグローブ(ロング)・・・６４g



現状の聞き取り結果（作業療法士への）

• 短所

1. ３Dプリントは硬化時に硬めに感じるため、

手になじみにくい

2. 本体を壊さないように、

ネジの締めすぎに注意している

• PLA素材の性質に起因

• 一方でPLA素材はコスト面や入手性に

優れており、色の選択肢も多い



まとめ

３Dプリンタによる生産性の高い自助具の実践的研究
（実用新案登録）

現状は企業と足並みを揃えた製品化を目指している

（まずは総合せき損センター用の板材から）
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1. はじめに 

 脊髄損傷などにより手指に麻痺のある方の食事支

援として 2012年にオーバーベッドテーブル用の「回

転肘置きクランプ」を、2015年から 2018年にかけて

デジタルファブリケーションを活用して「食事用回

転プレート」を開発してきた１）。 

排泄関連の支援として2015年に坐薬の落下防止機

能付きの「新せき損式坐薬挿入器」の製品化に成功し
２)、2018 年に坐薬挿入器などと組み合わせる「挿入

観察カメラ」の治具を３Dプリントし、関連する患者

支援を継続しているところである。 

加えて2017年より車いす陸上競技支援として「 レ

ース用グローブ」の 3Dプリンタと CTスキャンを用

いた完全内製化を、病院内で実践してきた３)。 

 これまで実践してきた食事など日常生活支援や３D

プリンタの活用から着想を得て、ホルダー付き自助

具および 3Dプリント製造型の実践的研究を行い、実

用新案として登録した。３Dプリントによる自助具の

生産性を徹底改善したシリーズの 8 品を院内患者向

けに提供している。 

  

2. 従来の対応 

当院の作業療法士による従来の対応は以下の通り

である。手指に麻痺があり手首の筋力が弱い対象者

に対して車いす用グローブ（革製のロングタイプ）で

手首の角度を固定して保持し、その上にベルト状の

万能カフ（布製）を装着して、食事を行っていた。素

材の性質上、車いす用グローブは洗濯が困難であり、

衛生面に問題があった。万能カフは消耗品として頻

繁な作成依頼がある場合もあり、作り手と使い手の

相互の負担にもなっている。 

グローブに万能カフを用いる以前は、低温軟化プ

ラスチック板を用いたホルダー付きのカックアップ

スプリントを作成していた。しかしながら、個別製作

という労力に加え、造形や微調整は簡単ではないた

め、作り手により品質や重さのムラが生じていた。さ

らに、入院後の早い段階で介入する場合、症状が固定

されていないため、より簡易的な方法で自立する可

能性や、介助となる可能性があり、長い間使い続ける

かわからないという理由でホルダー付きのカックア

ップスプリントは作るか判断の難しい道具となって

いたという。 

 

3. ３Dプリンタによる技術革新 

近年、公知の技術となった３Dプリンタを用いて、

自助具を３次元出力することができるようになり、

手作業と比較して簡単に精緻な造形を得ることが可

能となった。しかしながら、３Dデータの製作、積層

痕の仕上げの研磨に労力と時間がかかることいった

問題があった。また３次元形状は出力する難易度が

高く、支える部分（サポート材）を要する。材料を無

駄にしてしまうことや、サポート材のパラメータを

試行錯誤する手間もあった。 

  

4. 新たな製造システムの提案 

上記の問題について、以下の方法により生産性を

改善できると考えた。 

３Dプリンタを用いて、自助具を板状で出力し、３

Dデータの製作、出力、仕上げの研磨の簡素化を図る。 

 熱で板状を軟化し、３Dプリンタで出力した製造型

に押し当てて成型する。患者の火傷の心配がない方

法である。 



37第３５回リハ工学カンファレンス in 北九州 

ホルダー付き自助具および 3Dプリント製造型「ハンドライフ」 
3D Printing Self-Care Device "Handlife"

○ 総合せき損センター 医用工学研究室・片本隆二 

中央リハビリテーション部・小宮雅美・岩橋謙次 

 

キーワード：ホルダー付き自助具、３Dプリント、製造システム 

 

1. はじめに 

 脊髄損傷などにより手指に麻痺のある方の食事支

援として 2012年にオーバーベッドテーブル用の「回

転肘置きクランプ」を、2015年から 2018年にかけて

デジタルファブリケーションを活用して「食事用回

転プレート」を開発してきた１）。 

排泄関連の支援として2015年に坐薬の落下防止機

能付きの「新せき損式坐薬挿入器」の製品化に成功し
２)、2018 年に坐薬挿入器などと組み合わせる「挿入

観察カメラ」の治具を３Dプリントし、関連する患者

支援を継続しているところである。 

加えて2017年より車いす陸上競技支援として「 レ

ース用グローブ」の 3Dプリンタと CTスキャンを用

いた完全内製化を、病院内で実践してきた３)。 

 これまで実践してきた食事など日常生活支援や３D

プリンタの活用から着想を得て、ホルダー付き自助

具および 3Dプリント製造型の実践的研究を行い、実

用新案として登録した。３Dプリントによる自助具の

生産性を徹底改善したシリーズの 8 品を院内患者向

けに提供している。 

  

2. 従来の対応 

当院の作業療法士による従来の対応は以下の通り

である。手指に麻痺があり手首の筋力が弱い対象者

に対して車いす用グローブ（革製のロングタイプ）で

手首の角度を固定して保持し、その上にベルト状の

万能カフ（布製）を装着して、食事を行っていた。素

材の性質上、車いす用グローブは洗濯が困難であり、

衛生面に問題があった。万能カフは消耗品として頻

繁な作成依頼がある場合もあり、作り手と使い手の

相互の負担にもなっている。 

グローブに万能カフを用いる以前は、低温軟化プ

ラスチック板を用いたホルダー付きのカックアップ

スプリントを作成していた。しかしながら、個別製作

という労力に加え、造形や微調整は簡単ではないた

め、作り手により品質や重さのムラが生じていた。さ

らに、入院後の早い段階で介入する場合、症状が固定

されていないため、より簡易的な方法で自立する可

能性や、介助となる可能性があり、長い間使い続ける

かわからないという理由でホルダー付きのカックア

ップスプリントは作るか判断の難しい道具となって

いたという。 

 

3. ３Dプリンタによる技術革新 

近年、公知の技術となった３Dプリンタを用いて、

自助具を３次元出力することができるようになり、

手作業と比較して簡単に精緻な造形を得ることが可

能となった。しかしながら、３Dデータの製作、積層

痕の仕上げの研磨に労力と時間がかかることいった

問題があった。また３次元形状は出力する難易度が

高く、支える部分（サポート材）を要する。材料を無

駄にしてしまうことや、サポート材のパラメータを

試行錯誤する手間もあった。 

  

4. 新たな製造システムの提案 

上記の問題について、以下の方法により生産性を

改善できると考えた。 

３Dプリンタを用いて、自助具を板状で出力し、３

Dデータの製作、出力、仕上げの研磨の簡素化を図る。 
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に押し当てて成型する。患者の火傷の心配がない方

法である。 

錐体を特徴とした製造型により、サイズの異なる

自助具をひとつで成型できるなど工夫を行う。 

 

5. 新たな自助具の形状の提案 

新たな製造システムに伴う、なめらかで美しい形

状を目指した。院内患者向けにプロトタイプの貸出

と改善を繰り返した。2020年の院内での製造依頼度

合いや備考を表１にまとめた。 

 

表１ 2020年ハンドライフシリーズの依頼度 

写真 名称 依頼度合い 備考 

 

ハンドライフCC 

（歯ブラシ用） 

★★★★★★★

★★ 

入院後の早い段階から、

需要あり 

 

ハンドライフCC 

（書字用） 

★★★★★★ 需要あり（食事用はない

か、聞かれる傾向） 

 

ハンドライフBB 

（書字用） 

★★★★★ 着脱容易で、入力補助と

して働く人に需要あり 

 

ハンドライフBB 

（電動ひげ剃り用） 

★★★  

 

期待大・リハ後半から必

要 

 

ハンドライフAA 

（食事用） 

★★★（増加傾

向） 

早期からあるといいも

の 

 

ハンドライフDD 

（シャワー用） 

★★（考案して

間もない）  

期待大・退院前に必要 

 

ハンドライフBB 

（食事用） 

★ しっかり固定したい対

象者には選ばれない 

 

ハンドライフAA 

（歯ブラシ用） 

★  早期からあるといいも

の 

 

6. 現状と聞き取り結果 

 現状は院内に必要な対象者がいる場合、作業療法

士から著者に連絡が入る。ハンドライフCの場合は、

利用者に直接大中小の自助具をはめておおよそのサ

イズを選定する。その後、著者が３Dプリントして、

製造型を使って曲げている。 

さらにハンディ３Dスキャナ（Peel 3d）から本人

の腕の型を作ることで、適合の拡大も検討している。

しかし、スキャンされる部位は動かしてはならず、最

適な背屈角度の保持や生産性など課題は多い。 

作業療法士に現状を確認した所、特にハンドライ

フ C の場合は、作業療法士が個別に細かなフィッテ

ィングや微調整をしており、実感として微調整せず

に８～９割は完成しているという。加えて当院にお

ける３D プリント自助具と従来の同目的の自助具と

の比較を作業療法士に聞き取った。 

患者にとっての長所は以下である。①拭いて清潔

にできるため、消耗しにくく長く使える（手指に麻痺

があるため、食事時に汚れやすい。布ベルトの場合洗

濯が必要。歯磨き粉は、垂れて汚れやすい）。②スプ

リントは軽いほど、自立に役立つ（重いと動作できな

い）。低温軟化プラスチック板では86～100gに対し、

３Dプリントは 58g（ベルトを除くと 38g）である。 

短所としての意見は以下であり、PLA素材の性質に

起因している。一方で PLA 素材はコスト面や入手性

に優れており、色の選択肢も多い。①３Dプリントは

硬化時に硬めに感じるため、手になじみにくい。②書

字用はネジ止めで調整できる良さはあるが、そのた

めに使い続けるとネジが緩んでしまうことがあった。

本体を壊さないように、固くネジ止めしないように

注意もしている。 

 

7. おわりに 

当院の長年にわたる自助具の実践に対し、プロダ

クトデザインをバックグラウンドとする著者が３D

プリンタを活用して、板形状を型で曲げるという制

約の中で美的感覚を伴わせて改良を繰り返した。そ

の結果、３Dプリンタによる精緻で生産性の高い新た

な自助具を生み出すことができた。 

ものづくり企業のオンラインマッチングセミナー

に参加登録した結果、コーディネーターの紹介によ

り、自助具の商品化を検討したいという企業を得て

いる。そのため、現状は企業と足並みを揃えた製品化

を目指しているところである。 
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