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修士論文2018年度
3Dプリント品の看護への応用のためのトータルサポートの実践
論文要旨
高齢化が進む日本では、医療資源の不足は深刻な課題の一つである。医療資源の負担は年々増
大し続けており、現存の医療資源のみでは不十分なことは明らかであり、新たに医療を支援しう
る領域と協働について模索する必要性がある。そこで「看護ケア」において、デジタルファブリ
ケーション技術を使って支援することが可能なのではないかと考えた。
看護師は患者へのケアを提供する際に、モノの選択がケアの一部を担っている時がある。例え
ば、誤嚥を予防するために、口腔内に含む1回量を減らす方法をとりたい場合、スプーンを小さく
することで1回の量を調整することができる。食事の介助・見守りというケアの一部を小さいスプー
ンで代替することで、看護ケアの意図をモノを通して実践へ落とし込んで実践している。
さらに、近年の3Dプリントをはじめとしたデジタルファブリケーション技術によって、多様で
ある個別のケアニーズに細やかに対応したものづくりができるようになってきた。筆者が所属す
るFabNurseプロジェクトにおいては、看護ケアへデジタルファブリケーションを応用することを
研究しており、臨床のケアニーズをものづくりを行ってきた。顔にフィットするガーグルベイスン
や、家族向けの吸引練習用ツールなど種類は多岐にわたる。しかし、3Dプリント品を看護へ応用
するための知識・技術、リスクマネジメント、情報共有については、体系化されておらず、実用に
は課題がある。
本論文では、3Dプリント品を看護ケアとして応用するために、文献検討と、実践的研究から課
題の解決にアプローチした。文献検討では、看護ケアとして3Dプリント品を用いるための安全に
関わる概念を安全性評価フローとして構築した。実践的研究では、安全にやりとりがなされるた
めに必要となるトータルサポートとして、3つのプロセスで形式的に表現できるモデルとしてまと
め、それぞれの段階に応じて課題解決の手法の提案をした。
「つくる」では、3Dプリント品の製作プロセスを経験すること、素材に選択肢があることを
知ること、看護ケアへの応用の際のリスクマネジメントについて知ることを要件とし、3Dプリン
ト品の看護ケアへの応用のための知識基盤となる教育プログラムの開発をした。
「はかる」では、素材の特性を調べること、類似製品を参考にした試験、清潔処理を実施した
劣化の確認、インシデントアクシデントの予測とリスクコミュニケーションを要件とし、製作後
の具体的な確認項目を提示した。
「わたす」では、情報を適切に伝えるプロトコルに則った説明文書の作成を要件とし、取扱説
明書作成システムのwebへの実装を行なった。
3Dプリント品を看護ケアへ応用する際、「つくる」「はかる」「わたす」のプロセスを踏襲す
ることで、リスクコントロールを行いながら実用可能になると考えられる。
KeyWord：看護ケア, 3Dプリンタ, リスクマネジメント, デジタルファブリケーション
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Abstract
In Japan, the aging society, the lack of medical sources is one of serious problems. A burden
to the medical sources is increasing every year. They are obviously insufficient and we have to
seek for new area and cooperation to support the medical services. And it appears to be that
digital fabrication technology can support the nursing care.
Nurses’ choice of tools for caring patients sometimes can make differences. For example,
changing the spoon into small one can control single dose in the mouth to prevent aspiration.
This can be the practice of nursing care as a part of assisting meals. In addition to that, recent
digital-fabrication technologies such as 3D printer enable us to make various products which
meet detailed-individual needs for care; In FabNurse Project which I belong to, we are
researching application of digital fabrication to nursing care. And we have worked on
manufacture in needs of clinical care such as gargling basin which fits to the face, practice tool
of assisting suction for family, and so on. However, the knowledge, risk management, and
information sharing for application of 3D-printed products to nursing care are still not
systematized. Practical application is still difficult.
In this paper, it approaches to problem solutions from literature searching and practical
study. As literature searching, It consists the concepts concerning safety of using 3D-printed
products in nursing care as “evaluating flow of safety”. As a practical study, I made three-phased
model and suggested the solution-method in each phase as conclusive support for safe
dealings.
The requirement of ”making” is "to experience 3D print production process", "to know
material option“ and "to learn about risk management in application to nursing care." I
developed leaning program as a knowledge base for application of 3D printed products to
nursing care.
The requirement of “measurement” is "to investigate the material data”, "an examination
with reference to similar products", "confirmation of deterioration with sanitization”, "prediction
of incident and risk communication". I summarized scope and manner of inspection before
application of 3D products in nursing care.
The requirement of “transfer” is "an explanatory document conforming to a protocol
properly communicates information".I implemented the system to make user manual on the
web.
In the process of application of 3D product to nursing care, three phases: “making”
“measurement” and “transfer” can realize safe-application to medical care with controlling risks.
KeyWord：Nursing Care,3D Printer, Risk Management, Digital Fabrication
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第1章

序論

高齢化が進む日本では、2035年には、病院でも自宅でも十分にケアが受けられず、最期を迎え
る「看取り難民」が約47万人に至ると予測されている[1]。 医療を提供するための療養環境や人材、
経済的なコストなどの医療資源の不足が原因として考えられている。しかし、依然として医療資源
への負担は増大し続けており、解決において、現存の医療資源のみでは不十分なことは明らかで
あり、新たに医療を支援しうる領域と協働について模索する必要性があると考えた。
そこで、医療の専門領域である「看護」において、モノを使って支援することが可能なのでは
ないかと考えた。看護師が患者へのケアを提供する際に、モノの選択がケアの一部を担っている
時がある。例えば、誤嚥1を予防するために、口腔内に含む1回量を減らす方法をとりたい場合、
看護師が介助を行い1回量を調整するという方法もあるが、スプーンを小さくすることで1回の量
を調整することもできる。食事の介助・見守りというケアの一部を小さいスプーンというモノで
代替することで、看護のケアの意図をモノを通して実践へ落とし込んでいるといえる。
さらに、近年、デジタルファブリケーション2 によって、看護ケアを代替・支援するものを
「選ぶ」ことから「生み出す」ことができる可能性が生まれてきた。単に治療を支援するだけで
なく、患者・家族を取り巻く生活背景も含めてケアの対象としている看護において、個別性に合
わせる手段があることで細やかなケアの支援を行うことができる。
筆者が訪問看護師として勤務していた際に、疾患による麻痺で上肢は動かすことができるが、
手指の細かい動作が難しい男性向けのUSBを抜くための自助具(Fig.1)や手の形に合わせ筆圧をか
けられる筆記用自助具(Fig.2)を3Dプリンタで作成した。

Fig.1 手指が麻痺している方のUSBを抜く自助具

Fig.2 筆圧をかけられる筆記用自助具

1 誤嚥：気管内に誤って食べ物を飲み込んでしまうこと。むせこむことで排出することができるが、排出するする力が弱い高齢者は誤

嚥が原因で肺炎を発症することがある。
2 デジタルファブリケーション：3Dプリンタやレーザーカッターなどのコンピュータと接続されたデジタル工作機によるものづくり。
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このような自助具によって、つまむ動作ができなくても自立してUSBを抜くことができたり、
誰かに頼まなければ書くことができなかった郵便物や書類のサインなどを自分一人で行うことが
できるようになる。働き盛りの男性であったたため、自立につながる支援は看護ケアの一部とし
て重要な視点であったが、モノが存在していなければ実現することが難しかった。3Dプリンタが
あることによって、モノが無いから諦めるのではなく、新しく生み出すという選択肢が生まれる
と言える。
また、患者・家族・医療者がモノに合わせて使用している場合もある。ガーグルベイスン
(Fig.3)という、うがいや歯磨き後に吐き出す容器は、多くの人に合うようにデザインされているが、
痩せてしまって吐き出す力がない人にとっては、隙間から漏れ出すことや硬い素材であることか
ら顔に当てる際に当て方によっては痛みを感じることがある。合っていないモノを使用する際は、
タオルを隙間に使用することや介助者が当て方を工夫し、モノに合わせる形で対応しているのが現
状である。
しかし、3Dスキャンや3Dプリントによって、痩せている顔にもフィットし、柔らかい素材を
用いたガーグルベイスン(Fig.4)を作成することも可能である。患者がモノに合わせるのではなく、
「患者にモノを合わせる」ことができるようになる。

Fig.3 一般的なガーグルベイスンの形状[2]

Fig.4 フレキシブルガーグルベイスン
FabNurseProject / 若杉が作成

3Dプリント技術は、個別かつ多様性のあるニーズに対応することができるため、細やかなケ
アを提供することができることから、看護ケアの領域において相性が良いといえる。
しかし、3Dプリント品を看護ケアで実用するためには、現状では整理されていない課題が複数
ある。3Dプリント品を製作して渡すまでの選択肢が広いことから、全体のプロセスにおいて、不
明瞭な点が増える。
本論文では、3Dプリント品が手渡されるまでのプロセスを、「つくる」「はかる」「わたす」
という3つの段階で整理していきたい。それぞれの段階は以下の通りである(Fig.5)。
Step.1「つくる」：データの作成から3Dプリンタで出力するまで
Step2.「はかる」：出力後に使用可能かの確認
Step.3「わたす」：製作者から使用者へ渡す
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Fig.5 「つくる」「はかる」「わたす」のプロセス

各段階において、看護ケアで用いる際の解決できていない課題がある。
Step.1 「つくる」
データの作成から3Dプリンタで出力するまでは、3Dデータの作成、素材の選択、出力という
流れで製作される。素材・環境・機器の精度・3Dデータ、3Dプリントの設定などによって、製作
物の品質が左右される(Fig.5)。各種条件によって、製作物の強度や仕様が変わってしまうため、
様々な選択肢があるものの一定の品質を保つことは難しく、製作物の品質の保証が難しい。

Fig.5 3Dプリントの製作品質に影響を与える条件の例
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Step.2「はかる」
患者や医療者が3Dプリントのモデルを使用する際には、感染や傷害をはじめとしたリスクマ
ネジメントの観点から安全性に留意しなければならないが、3Dプリント品のケアでの安全性につ
いて日本では、明確なガイドラインは存在していない。例えば、障害をがある人でも持ちやすい食
器などを製作した場合、「食器として強度が十分か？」「皮膚に接触しても問題ないか？」「清潔
を保つことができるのか？」という安全性に関わる項目に関しての確認は個々人の知識や裁量に
任せられてしまうこととなる。また、PLA3 で製作された場合、軟化する温度が低いため、食洗機
などで熱水洗浄を繰り返すことで劣化していき、数回は食器として使用することはできるであろう
が、継続的な運用は難しいと言える。
このことから、ケアの現場の運用に合わせてリスクマネジメントを行なっていくことが必要で
ある考えられる。
Step.3「わたす」
3Dプリント品を自分以外の誰かが使用する
場合、製作者とユーザーという2者関係が発生す
る。患者を使用者とした場合は、この関係に加
えて医療者がケアの中で使用する中で問題が生
じてないか観察をするため、「患者 - 医療者 製作者」という3者の関係が生まれる(Fig.6)。
製作者は、作ったモノの仕様や素材の特性
などを知っているが、使用者である患者や観察
を行う医療者は3Dプリントにおいては非専門的
なユーザーであるため、3Dプリント品を提供す
るだけではリスクにつながる情報は、十分に行

Fig.6 患者ー医療者ー製作者関係

き渡らない事が想定される。一方で、製作者は
医療においては非専門的であるため、実運用を想定して情報を提供することは困難が伴う。
専門的な領域を横断して情報を交換し合う必要性があるが、何を相手に伝えるべきか、もしく
は聞くべきかという点について整理されておらず、情報が不足している状態でケアの現場で実用さ
れることは、インシデント・アクシデントに繋がっていく可能性がある。
これらのことから、3Dプリント品を看護ケアで用いるための整理されていない課題が複数あ
るため、単一の課題解決ではなく、「つくる」「はかる」「わたす」段階的に課題を整理し、包
括的な取り組みが必要であると考えた。

3 PLA：ポリ乳酸樹脂。熱融解積層方式の3Dプリンタで一般的に使われることの多い素材のひとつ。
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1-1. 本研究の目的
3Dプリント品を看護へ応用することで、ケアの質の向上に貢献できる可能性が高く、様々な
応用に向けた具体的な試作品の製作が進められている。
しかし、3Dプリント品の実用に際しては、強度や清潔管理をはじめとした安全面に関する不安
が大きい。臨床での事故は、応用されている事例自体が少ないことからか、現時点では報告され
ていない。大きな事故の発生の背景には軽微な事故へのリスクが多く隠れている。事故発生前か
らリスクマネジメントに取り組むことで大きな事故の発生を抑制していく意義があるのではない
かと考えた。
リスクマネジメントの議論をしていくために、3Dプリント技術の看護ケアとして応用するため
のプロセスから体系立てて、検討していく必要があると考えた。
そこで本研究の目的を、「つくる」「はかる」「わたす」の段階において必要な要件の検討を
行い、その要件を満たす実装を行うこととした。

1-2 本研究で取り扱う領域について
法的な位置付けや、製造プロセス、関わるステークホルダーが異なることなどから領域の設定
を行う必要がある。
本研究においては、「看護ケアニーズに応じて製作されるもの」「医療機器ではない」「熱融
解積層方式の3Dプリンタ」「患者 ー 医療者 ー 製作者の三者のステークホルダー」にスコープし、
課題の整理を行っていく。

1-2-1. 看護のケアニーズに応じて製作されるもの
看護師は、保健師助産師看護師法5条において、「看護師とは、厚生労働大臣の免許を受けて、
傷病者若しくはじょく婦に対する『療養上の世話』又は『診療の補助』を行うことを業とする者」
[3]と定められているが、明確に領域を区分することは難しい。医師が担っている治療の領域と比
べ、疾患だけではなく患者個人の生活に関しての情報も含め包括的に情報を収集し、アセスメン
ト4した後にケア計画を立てて、看護ケアを提供する。診療の補助という点では治療のプロトコル
と合わせてケアを提供するが、患者・家族の個別の状況に合わせたケアを提供することから、全
てを一般化することが難しい領域である。
看護の領域でのものづくりは、個人のニーズにも対応するものの、医療的なケアとして適切か
という点で、常に評価・観察していくという役割を担わなければいけない。そのため、使用者で
ある患者が「欲しい」というものを提供するのではなく、ケアにおける有効性、必要性を検討し
ていく必要があると筆者は考えている。

4 アセスメント：看護師が収集した情報を分析し、発生している問題や課題について把握すること。アセスメントという言葉は、他の

領域でも用いられるが、本論文においては、看護アセスメントを意味している。
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医療や福祉に関わる3Dプリンタの応用例として、医学領域での取り組みや、福祉領域での取り
組みがある。これらの領域と看護の領域を比較したい。
医学領域においては、手術で使用する人工骨[4]や臓器の3Dプリンティング[5]、臓器の質感を
もった手術練習用モデル[6]などの事例がある。これらは、治療のプロセスの中に3Dプリントによ
る製造品を組み込むことを目指していることから、仕様や製作に必要な環境などを規定することで
特定の用途のみでの使用を定めることができる。そのため、治療における3Dプリンタの応用に関
してのガイドラインの策定が進められている[7]。看護の領域においては、個別のケアニーズに対
応することから、治療のようにプロトコル化することが難しく、製作されるものが多岐にわたっ
ていく。
障害領域においては、四国のFab[8]、IoTとFabと福祉[9]などの事例がある。これらは、製作
において当事者が主体的に関わることが多く、当事者のニーズを形にすることとして取り組まれて
いる。個々人に応じてバリエーションが増えるという点では、看護の領域と近い点はあるが、製
作されたものが良し悪しの判断が当事者に依るため、医療的なケアに必要かという観点ではなく、
本人が必要かということが重視されていく。
障害領域におけるニーズは、当事者が課題と感じていることからうまれてきており、看護領域
におけるニーズは、患者・家族の「ケア」において必要かという観点からうまれてきており、近
しいニーズであっても看護ケアにおいて必要かというフィルターがかかることは異なる点である
と言えるだろう。また、当事者のニーズからのものづくりの場合は、「当事者ー製作者」という2
者関係である場合が多いが、看護のケアニーズからのものづくりの場合は、「患者ー医療者ー製
作者」という3者関係が発生し、使用における観察・評価を行なう役割が看護ケアを提供している
医療者である看護師になるという点も異なる点であるといえる。
本論文においては、医学領域と障害領域と区別したうえで、個々人の「ケアニーズ」に応じて
モノを製作する看護領域にスコープを当てて、検討したいと考えた。

1-1-2 医療機器ではない領域
治療や予防など医療における明確な目的があるものは「医療機器」という分類がなされている。
薬機法2条4項[10]によると、「医療機器とは、人もしくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防
に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的と
されている機械器具等であって、政令で定めるものをいう。」という記述がある。
患者やケアのニーズに応じて製作された3Dプリント品の場合、治療に用いることを目指すに
は、少なくともFDM方式での製作では、強度の面での機械的特性や素材の生物学的な安全性に関
しては、不十分であるといえる。また、患者の個々人のニーズに合わせ、ケースバイケースで多
岐にわたる看護ケアのための3Dプリント品は、医療機器として認証を受けるまでのプロセス自体
のハードルが高いと考えられる。
医療機器に該当しない、医療で使われているものは、様々な種類が存在している。医療現場で
使用されているモノの分類は、健康介護機器、計測機器、福祉用具、日常生活用具などと複数の
種類があり、各分類によって法的な位置付けが変わってくる。
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計測機器であれば体重計や運動量計などが該当し、日常生活用具では音声読み上げ機器などが
該当する。介護保険の適応となる福祉用具であれば車椅子や杖などが該当する。また、病院や在
宅の療養生活においては、これらに限らず、100円均一などの量販店で購入可能なモノを使用して
いる。処方されてた内服薬の保管容器や歯ブラシなどが例にあがる。
医療機器に該当しないモノも数多く医療現場使用されている中、これらの3Dプリント品に関し
てはガイドラインなどの取り決めは現時点で存在していないため、本研究において取り組むスコー
プとしたいと考えた。
また、製作された3Dプリント品が、部材や汎用品、自助具などのような分類のどこに該当する
かという議論は、製作されたモノや製作者や使用者の意図によって位置付けが変わると考えられ
るため、本論文では言及はしない。

1-1-3. 熱融解積層方式の3Dプリンタ
3Dプリンタの造形方式は、大きく分けて7種類ほど存在する(Fig.7)。紫外線により液体を硬
化させる光造形という方式や、粉末を焼却し固める方式などがあり、方式ごとに使用できる素材
や製造プロセス、使用可能環境などが異なる。
そこで、本論文においては、比較的入手が容易な造形方式の3Dプリンタであり、既存の事
例においても、リハビリテーション領域での自助具の製作[11][12]やケア用品の作成に用いられて
いることが多いことから、熱溶解積層方式（以下、FDM方式）の3Dプリンタを想定することした。

Fig.7 3Dプリント方式の概念図 [11]
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1-1-4. 患者 ー 医療者 ー 製作者の三者のステークホルダー
これまで3Dプリンタでものづくりを行う際は、「製作者 と 使用者という2者関係」、もし
くは、「製作者自身が使用者」であることが多かった。
看護ケアの現場で使用する際は、患者・家族ー医療者ー製作者 という3者の関係が発生し、
専門的な知見や十分な情報の共有がないまま、患者へ提供される可能性がある。3Dプリント品が
使用するまでの関係性を整理すると以下の5つのケースに分類することができる。
Case. 1 患者の困りごとを、医療者がニーズとして解釈し、製作者に伝え、製作者が患者へも
のを届ける場合(Fig.8)
Case.2 患者の困りごとを製作者が受け、患者ー製作者という２者間で製作が進み、医療者が
観察に関わる場合(Fig.9)

Fig.9 ステークホルダーCase.2

Fig.8 ステークホルダーCase.1

Case.3 患者の困りごとを、医療者が受け、ニーズとして解釈したものを製作者に伝え、製作さ
れたものは医療者経由で患者に届く場合(Fig.10)
Case.4 医療スタッフのニーズを製作者が受け、2者間で製作を行い、患者が関与しない場合
(Fig.11)

Fig.11 ステークホルダーCase.3

Fig.13 ステークホルダーCase.4
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Case.5 医療者が製作の技術を身につけ、患者へものを提供する場合(Fig.12)

Fig.12 ステークホルダーCase.5

これらのケースがあることを想定し、いずれも使用者である患者・家族や、観察者である医療
者が3Dプリントにおいて精通していなことを前提として、3Dプリント品を提供するタイミングで、
安全に関する情報の提供を行うことが望ましいと考えられる。

1-3. 本論文の構成について
本論文は、以下の章立てで議論を進めていく。
第1章 はじめに
第2章 看護とデジタルファブリケーション総論
第3章 3Dプリント品を看護へ応用するための概念構築
第4章 つくる：教育プログラム、知識基盤の構築
第5章 はかる；チェック方法の提案
第6章 わたす：渡す時の説明用文書のWebシステムの実装
第7章 考察
第8章 結論
第2章では、筆者が所属する慶應義塾大学 田中・宮川共同研究室での「FabNurse Project」で
の取り組みをもとに、看護の領域でデジタルファブリケーション実践を概論としてまとめる。第3
章では、文献をもとに看護ケアとして3Dプリント品を用いるための安全に関わる概念を安全性評
価フローとして構築する。
第4章から第6章からは、「つくる」「はかる」「わたす」という項に分け、実践的研究として
まとめていく。第4章の「つくる」では、看護ケアで使用する3Dプリント品を製作するまでに学習
すべき基盤となる知識を、FabNurse教育プログラムをもとにまとめる。第5章では、「はかる」
の項として、3Dプリント品として出力したものを実運用前にリスクの議論を行うために検討すべ
き事項をまとめる。第6章では、「わたす」の項として、製作者が患者や医療者に安全に3Dプリン
ト品を使用してもらうための説明用文書の作成ができるシステムを開発し、必要な事項を伝えら
れるような説明用文書作成システムの実装を行い、レビューをまとめていく。
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第2章：看護とデジタルファブリケーション
筆者が訪問看護師として、訪問していた方の事例ではあるが、認知機能の低下によって、食事
前に飲まなければいけない薬を飲めていなかった方がいた。週に1回の訪問に行くたびに、飲めて
いない状況の確認をすることしかできなかった。介護保険の制度によってケアの提供の制限があ
るため、訪問回数を増やし、内服することは難しく、継続性はなかった。しかし、一つの「小さ
な工夫」によって、飲み忘れがなくなった。食事時の箸に内服薬を縛り付けることにしたのだ。
これは「小さな工夫」によって、生活が自立できることや安定的な治療・ケアを提供できるよう
になったといえる。
他にも、車椅子のストッパーをラップの芯で伸ばしたり、握ることが難しい人の家ではリモコ
ンなどに引っ掛ける紐をつけるなど、小さい工夫ではあるが患者の生活においては、重要な役割
を果たしている。特に、在宅におけるケアは、個々人に応じた「小さな工夫」によって患者の生
活が支えられている。

Fig.13 箸に内服薬を縛り付けるアイディア

Fig.14 車椅子ストッパーとリモコンの工夫

この様な工夫は、現場で看護師をはじめとした医療スタッフがクリエイティビティを生かして
提供しているが、広く共有されることはほとんどされてこなかった。これは、ケアのアイディア自
体を形にして共有することが難しいことが一因として考えられる。デジタルファブリケーションは、
後者の例の様な形にできるケアの工夫に関しては、データとして作成することで複製や共有ができ
る。さらに、多くの同じ課題を抱えた患者や同じような解決策に複数の医療現場へケアを形にす
ることで提供していくことができるといえるのではないだろうか。
デジタルファブリケーションの様なものづくりは、看護ケアはと一見関係ないように思えるが、
小さな工夫が積み上げられている看護の現場においては、効果的に利用できる技術の一つなので
はないだろうか。
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2-1. FabNurse Project
本項では、筆者が所属する慶應義塾大学 田中・宮川共同研究でのFabNurseプロジェクト[14]
について紹介する。
FabNurseプロジェクトでは、デジタルファブリケーション技術を看護の領域で応用に関して研
究している。2015年より、訪問看護の現場において実践的研究からはじまり、「患者の生活に寄
り添う看護の視点」「デジタルファブリケーションによる自由なものづくり」の2つを組み合わせ、
病気を持つ人、そしてそれを支える人たちが、より良い生活を送れるようにすることをミッション
として掲げ研究を進めている。

2-1-1. ニーズに基づくデザイン
病院や訪問看護の現場に実際に伺い、医療スタッフからのニーズをプロトタイプとして形にし、
実際の臨床での応用に向けて議論を行うため、プロトタイプの改善を行うことだけでなく、強度
や安全面に関する検討も並行して進めている。

Fig.15 医療スタッフからのニーズ聴取

Fig.16 プロトタイプのフィードバック

本プロジェクトにおいて、ニーズを元に以下のようなものの製作がされてきた。
＜ケア用品＞
日々のケアにおいて必要なモノの分類。患者
自身が使うことや日々の生活を支えている家族な
どの介護者・医療者が使用する。
右図は、うがいなどの用途で用いられる、3D
スキャンによって一人一人の顔に合わせ、柔らか
い素材によって出力をしたガーグルベイスンであ
る（Fig.17)。

Fig.17 フレキシブルガーグルベイスン（若杉）
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＜教育ツール＞
ケアに必要な手技を練習するモノの分類。家
族や医療者が日々のケアの練習を行うために作
られる。右図は、家族が痰の吸引を練習するため
のモデル。安心して自宅で介護できる支えるため
に製作された。他には、看護師向けの爪切り練
習ツールや、小児患者向けのプレパレーションと
いう治療の説明を行う模型などが作られている
(Fig.18)。
Fig.18 家族向け吸引練習モデル

＜自助具＞
患者自身が使用し、日常生活の自立につなげ
るモノ。既存の自助具で解決できなかった、細や
かなケアニーズに合わせた製作を行っている。右
図の様な筆記用自助具の他に、USBケーブルを抜
くためのツールや、吸入や点眼を支援する自助具
などの製作が行われている。

Fig.19 筆記用自助具

2-1-2.看護のためのFab技術
様々なプロトタイプを製作する中で、製作する方法に関する検討も必要となる。デジタルファ
ブリケーションに関連する技術自体は医療を目的として作られたわけではない。患者に合わせるた
めに柔らかい素材で出力することや、身体に合わせるためのスキャンや、CTデータを扱うことな
どの技術などは、プロトタイプを製作に応じて検討を行ってきた。
<用途に合わせた素材>
3Dプリントの素材は硬いものが一般的ではあるが、人体に
フィットするようなニーズに合わせ、柔軟性のある素材を利用の
検討をしています。さらに、素材自体の柔らかさに加え、内部構
造を操作すること柔らかく人を受け止められることについても検
討している(Fig.20)。

Fig.20 柔らかい素材と内部構造体
のコントロールの試作
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一般的な素材：PLA / ABS
柔らかい素材：PolyFlex
皮膚刺激性の少ない素材：FABRIAL-R
形状記憶のできる素材：SMP
高温にも耐えられる素材：PC-Max
柔らかいが、高温に耐えられる素材：nGen Flex
など、複数の素材を出力テストと比較を行い、用途に合わせ素
材を選択し、使用している。。

Fig.21複数種の素材の出力テスト

<ニーズに対応できるソフトウェア活用フロー>
ケアのニーズにおいては、身体の3Dデータの編集をすることがあり、3Dスキャンデータや医
用画像をはじめとした複数のデータ形式を横断して3Dプリント可能なデータを作成し、出力のた
めのフローの確立の検討を行っている。

CTデータ

→ 内部構造のモデリング →

スライス

→

3Dプリント

Fig.22 複数のデータ形式の横断による3Dプリント例（吸引練習用モデル）

加えて、ソフトウェア開発者との連携を行い、新たな機能の開発など
も研究室として連携を行なって進めている。Fig23は、スキャンデータの一
部をクリッピングするプラグインで、身体に合わせたものを作る際に使用
される。

Fig.23 Metasequoiaプラグイン[15]

＜看護で用いられる3Dプリンタのスペック＞
素材やソフトウェアの使用に合わせて、FabNurseでの活用に適しているFDM方式の３Dプリ
ンタの検討も行った。必要スペックは、以下の通りである。
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a.ダイレクト方式のエクストルーダー
柔らかい素材の出力を使用する必要があるため、ノズル部との距離が近いダイレクト方式のエ
クストルーダーである必要がある。ノズル部との距離があるボーデン方式のエクストルーダーの場
合は、出力途中でフィラメントが曲がってしまい、出力がうまくいかないケースが発生する。

Fig.24 ダイレクト方式とボーデン方式のエクストルーダー[16]

b.素材の選択が自由なオープンリール方式であること
専用ソフトウェア、専用フィラメントという3Dプリンタがあるが、用途にあわせた素材を用い
るため、自由な素材の選択ができることが必要である。
c.スライスソフトウェアのSimplify 3Dが使用できる
3Dプリンタの出力のための変換を行うソフトウェアである、スライスソフトウェアにおいて、
細かい設定ができるSimplify 3D[17]を使用している。3Dプリンタごとに専用のソフトウェアの使
用のみの場合もあるが、内部構造を構築したり、素材ごとの出力設定を行うために自由度の高い
設定が可能である必要がある。
d.造形サイズ
出力するモノによって造形サイズが異なるため用途に合わせて選択ができる。これまで製作し
てきたもので最大の造形サイズは30cm立法ほどであるため、研究用途での大きい造形物は、MF2200D(最大造形サイズ300mm×300mm×300mm MUTOH社)、M2030TP(造形サイズ
200mm×200mm×300mm / L-DEVO社)を用いてきた。また、小さい造形物の場合は、
CreatorPro(最大造形サイズ 225mm×145mm×150mm / FLASHFORGE社)や、QIDI(最大造形サ
イズ230mm×150mm×150mm/QIDIテクノロジー)を用いて出力を行なっていた。
e.学習難易度に合わせた3Dプリンタ
その他に医療従事者が初学者として使用する場合の3Dプリンタの検討も行った。上記の条件は
ほとんど同様ではあるが、スライスソフトウェアに関して自由度が低いが、決まった素材は出力で
きるAﬁnia H400(Aﬁnia社)の使用をしている。
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2-1-3. FabNurseの育成
大学内でのFabNurseゼミにおいては、看護を学ぶ学
生とものづくりを学ぶ学生がともにお互いのスキルや知
見を共有しながら共同ゼミを実施している。
慶應義塾大学 看護医療学部の１年生を対象として実
施している授業の「マルチメディア表現（宮川祥子准教
授）」では、看護学生が3Dプリンタでケアのためのグッ
ズを試作し、アイディアを形にする経験を積んでおり、
ものづくりができる看護学生のカリキュラムの構築がす
Fig.25 看護とものづくりを学ぶ学生の共同ゼミ

すめられている。

また、医療専門職として勤務している人向けの教育過程の検討も進められており、看護師や作
業療法士をはじめとした職種の教育プログラムの検討も進められている。本論文での第4章の「つ
くる」の項で取り上げる。

2-1-4. 安全性と合意形成
3Dプリント品を医療現場で使用するためには感染をはじめとしたリスクマネジメントの観点か
ら安全性に留意しなければならない。現段階では、各制作物ごとに検討が行われて実用化に向け
て進められているが、数多くのモノが作られた場合は、リスクマネジメントの基盤が必要となって
くる。
本論文においては、この解決できていない課題に関して取り組みたいと考えている。
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第3章

3Dプリント品を看護へ応用するための概念構築

第3章では、3Dプリントを看護ケアで応用するための概念の構築を行っていく。3Dプリントに
関する安全、医療における患者安全の情報を整理した上で、3Dプリントと看護の領域での横断的
な実践を行う場合の安全に関連し、考慮すべき事項の全体像を明確にしていく必要があると考え
たからである。
3Dプリント品に限らず、患者にあわせたモノを製作した場合の安全管理の取り決めは、調べる
限り該当する文献は見当たらない。作業療法士や理学療法士が、患者個人に合わせた自助具を製
作し、医療的なケアの一部として提供する場合はあるが、明示されたガイドラインはなく、各病院
や医療スタッフの判断に一任されているのが現状である。既存の取り組みにおいては、医療スタッ
フが製作しているため安全管理を比較的行いやすいが、3Dプリントに関しては何が安全に関する
弊害となるか未知である。そのため、これらの情報を整理し、3Dプリント品を看護領域で応用す
るために考慮すべき事項を明らかにする必要がある。
加えて、3Dプリント品を看護へ応用するための全体像を明示することで、「つくる」「はかる」
「わたす」のプロセスとしてまとめる際に各段階で担うべき役割の定義をしていきたい。

3-1. 3Dプリントに関わる安全
3Dプリンターで出力するためには、3Dデータを入手もしくは作成し、3Dプリントの出力条件
の設定を行い、材料をセットし、出力を行う。さらに、出力後にサポート部の除去などを行うと
いう工程を経て、最終的な3Dプリント品となる。

Fig.26 3Dプリンタによる造形プロセス（ [18] p.28 図1より一部改変して作成）

加えて、方式に限らず3Dプリント品を製品として活用するには、金型での製造と比べて製造に
おける不安定さがある。3Dプリンタ活用技術検定 公式ガイドブック(一般社団法人コンピュータ振
興協会,2018 p.38 ,[18])においては、最終製品の製造に3Dプリンターを活用するためには、“代表
的な課題として、①使える材料の種類が限られていること、②造形した立体モデルの物性（機械的
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強度など）が不十分なこと、③精度が不十分なことが挙げられる”との記述があり、実用に向けた
課題があるといえる。

3.1.1 FDM方式の3Dプリント品の工程における品質への影響
FDM方式のプリンターは、フィラメントという糸状でリールに巻かれた素材を熱により溶解し、
積層し、造形をしていく。
使用する素材によって、出来上がった3Dプリント品の機能性が影響してくる。使用する素材に
関しての情報は各マテリアルメーカのMaterial Data SheetやMaterial Safety Data Sheet(以下、
MSDS)から得ることができる。Material Data Sheetには、試験片を用いて素材の強度などの結果
が記載されており、MSDSには可燃性や健康への被害などのことが書かれている。これによって素
材の特徴や使用上の注意を知ることができる。しかし、素材によっては、これらの情報が得られ
ないものもあることは課題の一つであるといえる。
FDM方式の課題として ”積層間の接着の不足によって、素材の物性を得ることができない。”
ということが、代表的な課題としてあげられている(一般社団法人コンピュータ振興協会,2018
p.68,[18])。
3Dモデルのデータを3Dプリント可能なデータに変換するスライスソフトウェアのSimplify3D
の公式Webサイトにおいても、「Trouble shooting guide (Fig.27)」としてFDM方式での3Dプリン
タの失敗の一覧が記載されており、解決策においてもそれぞれ対策が異なる。素材の劣化や、ソフ
トウェアの設定上の問題、3Dプリンタの振動や、室内の湿度や温度などの環境にも造形の品質に
影響し、出力物のクオリティが不均一になることが示唆されている。
加えて、造形の失敗の解決においては実践的なノウハウに依存することや、機器の特性を熟
知していなければならず、各種条件から一定の品質のものを出力をすることが難しいといえる。
FDM方式での3Dプリント品に関しては、一定程度、素材の物性について考えることはできる
が、製造プロセスによっては期待した物性が得られないことがあるため、結果正しい物性はわか
らない。

Fig.27 3Dプリント品の失敗例 / simplify 3D “Trouble shooting Guide”
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3.1.2 3Dプリント品の安全保障や関係法規と現在の解釈
総務省の公表である、ファブ社会推進戦略 〜Digital Society 3.0〜[19]において、
「2.製造物に関する責任」「3.品質保証」の項において、製造者と消費者の安全や責任に関連
する内容が記載されている。
「2.製造物に関する責任」の項においては、“従来は製造業者として生産を行うのは主として設
備・機材又は知識を有する企業・事業者であったが、ファブ社会においては 、個人によるものづ
くりが広く行われるようになり、ものづくりを行う個人が製造業者等として製造物責任法(平成6
年法律第85号)の適用を受ける可能性があるため注意が必要である。”

“ファブ社会における製造

物に関する責任を考えるとき、3Dプリンティング(3Dプリンタ等のデジタルファブリケーション機
器を用いて有体物を出力する行為)は、原則として製造物責任法上の「製造」に該当するものと考
えられる。プリンティングを行う3Dプリンティング業者やプラットフォーマー 、創造的生活者等
は、3Dプリンティングを「業として」実施する限り、原則として「製造業者等」(製造物責任法第
2条第3項第1号)として製造物に関する責任を負うものと考えられる。” との記述があり、3Dプリ
ント品を他の人に提供する際に製造物に関する責任が生じ、トラブルが発生した際には、製造者が
責任を負う可能性が高いと解釈されている。
「3.品質保証」の項においては、消費者の権利を守りつつ、製造者の負担を増大させないこと
について記載があり、安全性が強く求められる項目については、法令などによる最低限の基準が
適応されると考えられていると述べられている。
これらの法令などは使用される業界において異なるため、看護ケアにおける品質保証において
は、医療にかかわる法令や安全の基準などをもとに、品質保証につながる確認事項を検討してい
く必要があると考えられる。

3-2. 医療における患者安全
患者に安全な医療を提供するために、リスクマネジメントのための取り組みが行われている。
医療におけるリスクマネジメントでは、患者の安全と起こりうるリスクの管理を未然に防ぐ取り
組みとして行われている。医療でのリスクマネジメントに関して知ることで、3Dプリント品の導
入の実践を仮定し、検討することができるのではないかと考えた。
医療職が学ぶべき患者安全について、WHOが2011年に発行した「WHO Patient Safety
Curriculum Guid:Multi-professional Edition[20]」において11のトピックにまとめられている。記
載されているトピックは、以下の通りである。
トピック１：患者安全とは
トピック２：患者安全におけるヒューマンファクターの重要性
トピック３：システムとその複雑さが患者管理にもたらす影響を理解する
トピック４：有能なチームの一員であること
トピック５：エラーに学び、害を予防する
トピック６：臨床におけるリスクの理解とマネジメント
トピック７：品質改善の手法を用いて医療を改善する
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トピック８：患者や介護者と共同する
トピック９：感染の予防と管理
トピック１０：患者安全と侵襲的処置
トピック１１：投薬の安全性を改善する
これらのトピックを参考に、3Dプリント品を看護ケアに応用することを仮定した場合に直
結する項目である、「トピック6：臨床におけるリスクの理解とマネジメント」「トピック8：患
者や介護者と共同する」「トピック9：感染の予防と管理」を取り上げる。
トピック6：臨床におけるリスクの理解とマネジメント
このトピックでは、リスクを知ることでリスクをコントロールすることについて書かれている。
リスクマネジメントを行なうためには、リスク識別、リスク評価、リスク対応、リスク費用算定
という段階がある。
A.リスク識別
起こりうるリスクについて、過去の事例などを参考に検討する段階である。3Dプリント品の
医療現場での事故は、医療評価機構の医療事故事例収集事業の事例検索データベース[21]には、
報告として上がっていない。そのため、現時点でリスク識別を行なうためには、臨床でのヒヤリ・
ハット、インシデント、アクシデントの事例から想定することができるのではないか。この分析
においては、後述の 5-2.医療におけるインシデント、アクシデント、ヒヤリ・ハット の項で分析
を行なう。
B.リスク評価
リスクの発生頻度や重大性についての評価を行なう段階である。3Dプリント品においては、
前例がないため、これらの評価を行なうことは現時点では難しいと言える。
C. リスク対応
発生しうるリスクに対しての対策を検討する段階です。通常であれば、リスクの重大性や発生
頻度をもとにリスクの発生を減らしたり、無くすことを目指していきます。3Dプリント品におい
ては、重大性や頻度の予測は難しいものの、リスクは保有するものの減らしていくという考え方
は可能である。
対応の手段はいくつかあるが、本論文においては、「つくる」「はかる」「わたす」というプ
ロセスに分けることによって各段階においた対応のアプローチができるのではないかと考えてい
る。
D. リスク費用算定
リスク管理の費用がどのくらいかかるかという算定を行なう。リスク自体の予測が難しいため
対策に関する費用は算出可能であるものの、リスクと対策のバランスを検討することは難しい。
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トピック8：患者や介護者と共同する
このトピックでは、患者や家族にいかに医療に参加してもらうか、家族にどのように内容を伝
えて理解してもらうか、について書かれている。この項では、治療に関する情報提供や、インフォー
ムド・コンセントについて取り上げられているが、患者や家族が治療において共に取り組んでいく
パートナーシップの重要性や、正しい情報の提供について書かれている。
3Dプリント品を看護ケアの一部として提供する際においても、患者や家族に正しく情報を伝え
ることや、医療者がものづくりにおいて非専門的であっても「理解可能な情報の提供」や、「知る
機会の創出」は必要不可欠であると考えられる。
トピック9：感染の予防と管理
このトピックでは、医療における感染制御について記載されている。感染制御は、医療安全の
一環として位置付けられており、手指の清潔や、WHOのガウンやマスクの使用法のガイドライン
などが書かれている。
3Dプリント品に直結する内容としては、感染経路が該当する。製作された3Dプリント品を適
切な方法で清潔を保てなければ、感染につながるリスクとなっていくことが予測される。WHOや
CDC（Centers for Disease Control and Prevention/アメリカ疾病予防センター）のガイドライン
などを参考に感染予防について検討していくことが有効であると考えられる。
3Dプリント品の看護ケアへの応用を検討した場合、これらの「リスクマネジメント」「患者・
家族・医療者への情報提供」「感染の制御」の情報が提供できるよう、製作者側が整理できるよ
うになっていることが必要不可欠であると考えられる。

3-3. 看護ケアの現場で3Dプリント品を使う際のガイドライン
アメリカの食品衛生局(FDA)では、”3D Printing of Medical Devices”として、医療機器や医
薬品の開発の際のガイドラインの公開をしている[22]。このガイドラインにおいては、看護ケアの
現場での使用についてや患者が使用する際の記載はない。
日本での医療機器への3Dプリント技術の応用に関しては、”積層造形医療機器ガイドライン2015
（総論)”として、経済産業省が発表している[23]。
“この開発ガイドラインは、積層造形技術を活用し、治療に必要なモデル、手術器具、欠損修
復物、高生体適合性インプラント等を開発する際に有用な指針を示すことを目的としている。”と
述べられており、治療など特定の用途で用いられる3Dプリント品においてのガイドラインとして
示している。一例として、カスタムメイド人工骨という手術に用いられる人工骨の個別製造につい
ての記載があるが、製作するもの、製造プロセス、素材などが決まった上で、医療機器として申請
する場合は、これらのプロセスを参考にすることができる。
しかし、1-2.の項での記述の通りであるが、医療機器に該当しない看護ケアに用いられるモノ
におけるガイドラインや取り決めというのは現時点では存在していない。つまり、FabNurse
Projectにて製作された、顔にフィットするガーグルベイスンや小児向けのプレパレーションツー
ル、家族の吸引練習用のモデルなどは、どういった情報を患者や家族、医療者に伝えるべきかと
いうことは体系化されておらず、製作者個人に依存してしまう。
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製作されたものによっては、使用上の注意において検討すべき事項（破損や誤飲、劣化の可能
性など）が使用者に伝え漏れている状態で、使用してしまう可能性がある。

3-4.安全性評価フローの構築とプロセスの提案
ここまでの議論で検討しなければいけない事項が、多岐にわたるため、一度見取り図として概
念の構築を行うことにした。概念の構築を行なった後、一部の領域の検討にはなるが、小児クリ
ニックにてプレパレーションツールを実践的使用する場合、特に清潔面においての考え方につい
て医療スタッフの意見を伺った。

3-4-1. 概念設計と安全性を意識した製作プロセスの提案
医療機器のリスクマネジメントであるISO14971[24]と、医療機器の生物学的評価であるJIS
T0993-1:2012[25]を元に使用の用途や目的ごとに評価基準となる 3Dプリント制作物の医療現場へ
の応用のリスクマネジメントのフローの概念設計と安全性を意識した製作プロセスの提案を行っ
た。
Fig28の概念のツリーにおいて、4つの項目を記載している。
A. 感染制御に関する情報、スポルディングの分類や洗浄方法
B. ISO14971のリスクのマネジメントの関連事項について
C. 3Dプリントの素材の安全に関して
D. 強度/後加工について
以下に、項目Aと、項目B~Dの概要を示す。

A.感染制御に関する情報、スポルディングの分類や洗浄方法
クリティカル / セミクリティカル / ノンクリティカル という分類は、CDC(米国疾病予防管理
センター)のガイドラインに記載されているスポルディングの分類という用途に合わせた清潔の分
類になっている。通常、医療器具の再利用の際の清潔に関して使用される基準であるが、使用状況
に合わせた清潔度のの検討においては十分であると考えた。
クリティカルであれば、無菌の組織や血管に挿入されるもの、セミクリティカルであれば損傷
のない粘膜および創のある皮膚に接触するもの、ノンクリティカルであれば損傷のない皮膚と接
触するものという分類になる。それぞれに応じた消毒の方法が示されており、洗浄、低水準消毒、
中水順消毒、高水準消毒、滅菌と区分されている。通常、看護ケアの目的で用いられる3Dプリン
ト品は、ノンクリティカルに属するものである。セミクリティカル、クリティカル分類にあたる
ものは、患者への影響が大きいためFDM方式で製造し、使用することはほとんど考えられないで
あろう。
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Fig.28 3Dプリント品の医療現場へのローカライズへの取り組み 概念設計
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このツリーの読み方として、治療やケアの説明用の模型であるプレパレーションツールを3Dプ
リンタで製作した際には、「粘膜に接触せず、かつ正常な皮膚への接触はある、ノンクリティカ
ルの分類に属し、求められる清潔の条件としては、洗浄と低水準消毒である」というように、製
作したものに応じた分類と清潔度について知ることができる(Fig.29)。

Fig.29 概念ツリーのノンクリティカル部の抜粋

B~D. ISO14971のリスクのマネジメントの関連事項について / 3Dプリントの素材の安全に関
して / 強度・後加工について
安全性評価フローの下半分の項においては、医療機器におけるリスクマネジメント手法や洗浄・
消毒後の制作物の変化、臨床での運用についてに関する「モノの安全性」と、ISO10993(JIS
T0993-1)における、皮膚をはじめとした生体の影響などを検討すべき「素材の安全性」の2つの項
目として検討することがができると考えられる。
しかし、これらに関しては文献での検討だけでは、十分であるといえないため、製作された3D
プリント品をもとに実践的な検討を行なっていく必要があると考えられる。本論文においては、
第4章の「つくる」にて、実践的な検討を行なっていきたい。
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3-4-2. 3Dプリント品の洗浄・消毒の処理と評価とマテリアルの選定
洗浄・消毒の処理を実際の3Dプリント品に実施し、形状変化がないかの観察を行ない、医療
スタッフの観察の元であれば、安全に使用できるマテリアルの選定を行うこととした。選定した
マテリアルは、nGenFlex(colorfabb) / PolyFlex(PolyMaker) / FARBRIAL-R(JSR) / PCMac(PolyMaker) / Z-ABS(Zotrax) / SMP55(フィラメント工房)である。これらを、JIS試験片の形
状で出力し、熱水洗浄、アルコール綿での拭き取り、次亜塩素酸(0.05%)に1時間浸漬し形状変化
を確認した。オートクレーブに関しては、Material Data Sheetの耐熱温度を参考に記載した
(Table.1)。

Table.1 洗浄・消毒の処理を基準としたマテリアルの選択

3-4-3. 小児クリニックでのアンケート調査
クリニックにて3Dプリントのワークショップを開催し、終了後にアンケート調査を行った。
アンケートでは、対象を3-10 歳ほどの小児患者と想定した場合の小児用プレパレーションツール5
として使用する場合や自助具の清潔を保つための運用について伺った。対象者は、作業療法士3名
/言語聴覚士1名である。また、このアンケートにおいて、ワークショップの難易度の調査も同時
に行なったため、その結果は第3章に記載する。以下に、清潔に関連する項目のみ、抜粋して記載
する。
Q1.現在、3Dプリント品を清潔に保つため、食洗機での洗浄/アルコールでの消毒/次亜塩素酸(ミ
ルトンなど)での消毒ができる素材について検討しています。臨床での自助具やプレパーレーショ
ンツール用途として使用する際に、最適だと思いますか？
A1. 非常にそう思う 3名 / そう思う 1名 / どちらでもない 0名
そう思わない 0名 / まったくそう思わない 0名

5 プレパレーションとは、主に小児領域で実施されることが多く、治療や検査を行う前に、本や模型、遊びを通して心の準備を行い、

不安や恐怖心を減らすことにつなげるために行われている。今回は、3Dプリンタによって説明用の模型を対象とした。
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Q2.また、他にも清潔を保つために使用している薬剤や方法などございましたら、ご記載くだ
さい。(自由記載)
A:具体的には思いつかないが、栄養科やope中央材料関係の情報が役に立つかと思います。
B:記載なし
C:普段はアルコールや食洗機が多いです
D:哺乳瓶用の加熱式消毒容器(電子レンジで行うもの)をおもちゃの消毒にしようしている保育
園があると聞きました。同様に3Dプリント品でも消毒できると良いなと思いました。
このアンケートから、少なくとも当該のクリニックにおいて、説明用の模型や自助具として3D
プリント品を用いる際に、「食洗機での洗浄/アルコールでの消毒/次亜塩素酸(ミルトンなど)」で
の清潔管理で実用可能ということがわかった。
さらに、共同研究機関に自由形式のインタビュー調査を行ったところ、ケア用品の清潔行為に
ついての調査を行なった。ケア用品の清潔おいては、オートクレーブなどの滅菌ではなく、「中
水洗剤での洗浄」「業務用洗浄機での洗浄」「次亜塩素酸での消毒」「ハイターなどでの消毒」
が主であるということをインタビュー調査で得ることができた。一般的な洗浄や消毒の方法は決
まっているものの、実運用においては加熱式消毒容器や、ハイターでの消毒を用いているケース
もあることから、各医療現場ごとに運用は差があり、幅広く対応できるように考慮することが必
要だと考えられる。
これらのことを総括し、3Dプリント品の臨床に合わせた安全性を意識した製作プロセスとして、
1.マテリアルの選択、2.物理的危険性とプリント品質、3.リスクコミュニケーション という3つの
項でまとめ、概念設計の項と合わせ、「3Dプリント品の医療現場へのローカライズの取り組み」
(Fig.30)として、GitHubに公開し、広くアクセス可能な状態とした[26]。
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Fig.30 安全性を意識した製作プロセス
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3-4-4. 医療において求められる検討事項の提案
この章では、概念構築として3Dプリント品を看護へ応用する際の検討事項を俯瞰的に見渡すこ
とができるようまとめた。これによって見えてきた「つくる」「はかる」「わたす」のプロセス
で考慮すべき事項の指針を以下にまとめる。
「つくる」
清潔処理に合わせたマテリアルの選択を行うことが重要である。通常の3Dプリント品の製作の
場合、作りたいモノがあった場合、形状や用途に着目し、素材の選択を行う。医療の現場では、
作りたいモノがあっても、清潔の条件が制約となり、製作者が課題の解決に使いたいと考えてい
た素材を使えない可能性もある。3Dプリント品を看護ケアとして応用する際は、「つくる」段階
から、患者の状態やケアのニーズに合わせていく必要があるため、製作時に知っておくべき内容
があることが伺える。
しかし、文献からは具体的な製作プロセスまでは踏み込み検討することはできていない。
「はかる」
リスクマネジメントに関しては、ISO14971をはじめとした医療機器に関連する事項を参考にす
ることで網羅的なアプローチや、使用前に確認しなければいけない事項、予見すべきことの情報を
検討することができるのではないかと考えられる。
さらに、製作物の強度、大きさ、鋭利な部分はないか、加工プロセスでの劣化に関しても、患
者の理解度に合わせていく必要がある。大きさであれば、誤って飲み込まない大きさで作ること
などが検討事項として上がってくるため、医療現場における一般的な事故事例も合わせて検討する
必要がある。
「わたす」
使用者と観察者という視点を持った上で、リスクコミュニケーションや注意事項を伝える必要
がある。また、医療の現場で清潔を保つためには、現場に応じた清潔処理が行われるため、製作
されたものへの影響が考えられる場合、踏まえた上で説明する必要がある。
また、3Dプリント品においては、看護ケアの評価のスケジュールに合わせた、次回評価日を設
定することで、壊れる可能性のある3Dプリント品においても、製作物の使用サイクルのコントロー
ルができるのではないかと考えられる。
また、Fig.30のような確認事項や伝えるべき事項としての心得は提示できるが、具体的に使用者
に伝える手法については言及できていない。第6章において、使用者に伝える具体的な方法として
取扱説明書の作成についての実装について検討を行なっていく。
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第4章.「つくる」 医療者向け3Dプリント講座の実施
第3章で、求められる清潔の処理によって使用可能な素材が変わる可能性があるということは
示唆できたが、「つくる」のプロセスにおいて知っておくべき実践的な知識までは踏み込んだ議論
はできていない。第4章では、「つくる」のプロセスにおいて習得しておくべき知識を、FabNurse
教育プログラム開発を通して体系的にまとめていきたいと考えた。体系的な知識体系を整えること
で、看護ケアで3Dプリント品を応用する場合、最低限知っておくべき内容の提示ができ、知識の
ベースラインを揃えることができるのではないか。
3Dプリンタをはじめとしたデジタルファブリケーションについて、体系的に学ぶ方法として、
FabAcademy[27]という講座がある。実際に講座を受けるには有料ではあるが、講義資料は一部無
料で公開している。ものづくりのための知識や技術として、3Dプリンタやレーザーカッターに加
え、電子回路など幅広く学習することができる。
また、日本においても、デジタルファブリケーションの教育プログラムとして、オンライン
MOOCSのgaccoでデジタルファブリケーションについて概要を学ぶことができた。現在、同内容
は、慶應義塾大学SFCのFabCampusのLectureのページに移行されている[28]。
これらの講座を通して、ものづくり行うための基礎的な技術や知識を学ぶことは可能であるが、
さらに実用に近づけていくためには、領域に対応した知識を得る必要がある。例えば、看護ケア
で用いられる場合は、本論文で取り上げている安全性を含め、他人に渡すことを前提として留意し
て製作をすることが大前提となるため学ぶべき事項として必須であり、優先度も異なってくる。
そこで、医療者向けの3Dプリント講座を通して、医療で3Dプリンティング技術を使用する際
に必要な技術や知識の体系化に取り組んだ。
また、今回は医療職で3Dプリントの初学者を対象とした理由として、デジタルファブリケーショ
ンの熟練者の場合、分散的に知識を獲得しており、理解度の濃淡があり、体系的にまとめるにあ
たっては有効ではないと考えたからである。

4-1. FabNurse教育プログラム α版
ものづくりができ、技術者とのコミュニケーションを取ることができる看護師である
"FabNurse" を養成するべく、 看護師 / 保健師を招き、月に約 5 日間を半年間の研修として実施
した。ケアの領域でのモノづくりでは、様々なデータを扱うことに加え、横断的に技術を習得で
きるようプログラムを作成した。 また、医療事務に関わるスタッフも同時に参加し、共同で学習
を行なった。実施したプログラムは、以下の通りである。
2016年
10月: 3Dプリンタ基礎 / プリンタホスト基礎
11月: モデリング基礎 / スライサ基礎
12月:モデリング応用/ その他の FAB 機器の学習
1月:モデリング応用 / 医用画像からのモデリング
2月:看護ケア用品の作成
3月:前月の継続から完成
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Fig.31FabNurse教育プログラムの様子

このプログラムを通して、3Dモデリング技術を獲得することや、CTのモデルから出力すること、
用途に合わせた複数種類の素材の出力設定を行うことができるようになり、基礎的な技術から広
く応用的な領域までの学習を行った。

Fig.32 失敗を繰り返し、素材の印刷テストの実施

Fig.33 CTモデルからの3Dプリント

本プログラムの実施によって作成された看護ケアに用いられることを想定した3Dプリント品で
ある。以下の文章と画像はFabNurseホームページのWorksに公開されている、教育プログラムに
おける成果である[29]。

機械浴用アームホルダーカバー
（ときわ会 竹林貞吉記念クリニック

園田 友紀）

機械浴は歩行や座位を保つことが難しい方が、特殊な浴槽を用いて座ったり寝たまま入浴
ができるよう支援する入浴方法です。裸で車椅子からの移動や移乗を行うため、機械浴の
金属部が直接皮膚にぶつかり皮膚の裂傷を起こしやすいというリスクがありました。機械
浴用アームホルダーカバーは裸で車椅子や浴槽に当たっても痛くない素材でカバーをつく
り、皮膚の損傷を予防します。
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低床ベッド用採尿バックホルダー
公益財団法人 ときわ会 常磐病院 杉山宗志
膀胱留置カテーテルは、膀胱から尿を持続的に排出するため、膀胱・尿道を通す管のことで
あり、自力で排尿できない方や、状態が変わりやすい方の水分管理に使用されます。膀胱か
ら排出された尿は、カテーテルを通り、採尿バックと呼ばれる専用のバッグにたまります。
患者が転倒防止用の低床ベッドを利用する場合、採尿バッグの底が床についてしまうことに
よる汚染・感染が問題視されていたため、床と採尿バッグのスペースを保つホルダーを作成
しました。

本プログラムの実施によって、デジタルファブリケーションを未経験の状態から、3Dプリント
に必要な知識と、複数素材の取り扱いやCTなどの医用画像からモデリングをするなど看護におけ
るケア用品をつくるための技術の獲得が可能になったと言える。
しかし、月5日を半年という期間を要し、30日の日程を確保しなければならず、3Dプリントの
技術獲得への学習コストが高く、都度必要なソフトウェアを使用していたため体系化という点で
の課題が新たに残った。

4-2. FabNurse教育プログラム

β版

30日に渡る医療者向けの教育プログラムは、基礎的な知識・技術から網羅的な知識獲得を目的
としたため学習コストが高かったため、短時間で学習可能な領域の検討を行い、入門において必
要な学習コストの低減と、段階的に学習するための基盤を構築を目指した。3 時間半〜4時間程で
学習できるプログラムを作成し、看護師だけでなく、コメディカルのスタッフ ( 作業療法士、理学
療法士など ) を、対象とし、教育プログラムを実施した。
3Dモデリングソフトウェア Tinker CAD(Autodesk社)による基礎的なモデリング技術を習得、
3D プリンタでの出力体験の実施を行なう。実際に作成したネームプレートを持ち帰ることができ
るよう人数や時間を設定した。作り方だけでなく、利用する際の安全性の情報や、関係法規など
もプログラムの内容に加えた。

35

以下の5つの項目を軸とし、新たにテキストの作成を行なった。
１ 医療現場での使用例の紹介
２ モデリング基礎(ネームプレートの作成)
３ 3D プリント体験
４ モデリング応用(採寸してからのモデリング)
５ リスクマネジメントと関係法規
β版では、3Dモデリングから出力を体験し、製作プロセス体験したの後に、応用する際のリ
スクに関わる事の情報を学習するという構成としている。α版と比較すると、モデリングや各種素
材の印刷設定、スキャンデータからのモデリングなど高度な技術の習得は含まれていない。さら
に、ケアに必要なものデザインして作るということよりも3Dプリンタでの出力を経験するに重視
しているため、このプログラム内ですぐに臨床で使えるものは作られていない。
この教育プログラムを、小児クリニックで作業療法士3名/言語聴覚士1名を対象として実施し、
終了後アンケートを行った。
対象者：作業療法士3名/言語聴覚士1名
1.ワークショップの内容の難易度は最適でしたか？
非常難しかった0名/難しかった 2名/調度良かった2名/簡単だった0名/非常に簡単だった0名
2.製作した自助具などの提供経験はありますか？
有り 4名 / 無し 0名
3.3Dプリント品を実際に現場で使用してみたいと思いましたか？
非常にそう思う3名 /そう思う1名/どちらでもない0名/そう思わない0名/まったくそう思わ
ない0名
4.使用してみたい具体例など有りましたら、ご記載ください（自由記載）
A:鉛筆ホルダー/スプーンホルダー/スイッチホルダー
B:筆記用具の自助具/食器の自助具
C:スプーンやえんぴつのソケットなど
D:おもちゃに接続するスイッチ部分
5.3Dプリント品を実際に使用する際に気になることや、今回のワークショップ以外にさらに知
りたい情報や技術など有りましたら記載ください。（自由記載）
A:安全性。もう一度全体的に細かく確認したいです。
B:強度。洗浄のしやすさ。制作側としては、作りやすさ。どの程度の大きさのプリントまで作
れるか。
C:コスト(プリンターや材料費など)
D:素材ごとの強度だけでなく、耐久性（時間的なもの）や紫外線による劣化などの有無も知り
たいです。素材ごとの向き不向き、長所と短所など。
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Fig.34 FabNurseワークショップの様子

Fig.35 FabNurseワークショップの様子

本プログラムの実施において前回の学習コストに関して改善を行うことができ、モデリングから
出力まで一通りのプロセスを学習することができた。また、アンケートから製作のみならず、安
全性に留意し、運用するべきであるということを学習できたのではないかと考えらえる。一方で、
実際に製作する時間が短くなっているため、実際に使用可能な技術習得までは至っていないと考
えられる。

4-3. 「つくる」3Dプリントするまでの知識体系
教育プログラムの開発を通して、看護ケアに用いられる3Dプリント品を出力するまでには、以
下の3点について知ることが「つくる」のプロセスを通して行なうことができると考えられる。
#1. モデリングの手法を知り、3Dプリントの経験をする
3Dプリント品を出力するまでの製作プロセスを経験し、モデリングの手法や造形にかかる時間、
出力されたものと元のデータとの比較を行い、3Dプリンタでできることとできないことについて
知ることが重要である。3Dプリンタで製作すべきものかを実践的な知識と経験から想像できるよ
うになることが必要である。
#2. 3Dプリントの素材に選択肢があることを知る
3Dプリントの素材は決まったものを使うだけでなく、用途に合わせて素材を選ぶことができ
るということを知ることが重要である。色などの見た目だけで選ぶのではなく、素材の物性や特
徴、清潔処理を行う時の耐久性や耐熱温度などに合わせて、製作プロセスにおいて製作者が自ら
選ぶものであるということを知る必要がある。
#3. 医療での応用の際のリスクマネジメントに関連する項目を知る
3Dプリント品は、必ずしも安全ではないことを知り、一般的に販売されているような製品と同
様の使い方をするべきではないと知ることが重要である。医療で応用する際に気をつけなければ
いけない点として、「強度・耐久性」「皮膚刺激性」「リスクコミュニケーションと観察」「関
係法規：PL法」「製作物のデータの公開について」という5つの項目を知っておくべき項目として
提示した。
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FabNurse教育プログラムβ版のワークショップ実施後のアンケートの中には、実際に作って
みたいものが具体的に記述されていたことから、3Dプリンタによって製作できるものや、できな
いもの想像がつく学習プロセスとなっていたと考えられる。
また、自由記述で安全性の詳しい情報を得たいと意見が出ており、臨床応用の姿まで想像でき
る内容として構成されていたと考えられる。
ケアニーズに合わせたモデリング手法や、出力のための高度な技術は、短い時間では実施が難
しいので、基盤となる知識だけではなく、ステップアップ可能な教育体系の構築と想定される学
習コスト明示することで、自立して3Dプリント品の製作を行うことが可能になる。
これらの情報をもとにテキストのアップデートを行ったものを本論文の追加資料に添付してい
る。

1. はじめに
3D プリンタが一般に世の中に知られていく中で、医療での活用事例についても注目さ
れつつあります。本ワークショップでは、最近の 3D プリンタの医療での応用事例につい
て紹介しつつ、3D プリント品の「ケアでの活用」という観点で解説を進めていきたいと
思います。

Fab Nurse

1-2.3D プリント品をケアで使うということ

3D Printing Basic

医療現場の活用例として、「ギプス」「臓器モデルの 3D プリント」などが有名な例とし
てあげられます。また、他にも障害を抱えた方が「自助具」を自分で作成する例も多く使
われている事例の一つでしょう。それぞれの応用例について詳しく見ていくと、どの事例
も「製造者」と「使用者」が直接的な距離にあり、それぞれ同意の元作成されていること
が多いと考えられます。
ケアで使用する際は、どのような関係性がうまれるのでしょうか？私は、製造者と使用
者の他に「観察者」という役割が必要だと考えています。そのため、3D プリントができ
る医療者は、ニーズに応じて作れるだけではなく、使用者である患者や家族、製作に関わっ
ていない医療スタッフについて正しく情報を伝えていくことが重要かと思います。
1-3.Fab Nurse Project
医療現場でのケアへの応用の事例として、慶應義塾大学では、Fab Nurse Project と名
付け、医療現場での応用を目指しています。ケア用品の改善や教育ツールの作成などを現
場のニーズを拾いながら、製作・検討をしております。
例えば、かたいために、うがいをした水がこぼれてしまうガーグルベースンをやわらか
く作ることや、介護者が練習するための吸引練習モデル、握ることが難しい方への USB
を抜くツールなど様々な観点の製作事例があります。
FabNurse ホームページ：http://fabnurse.org/

Copyright (C) 2018 ,Junki Yoshioka

Fig.36 FabNurse教育プログラムテキスト
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第5章

「はかる」： 3Dプリント後のリスクチェック

大量生産型のものづくりの場合は、金型を用いて生産し、生産されたものの一部をピックアッ
プし、工業試験を行うことができる。個別生産による3Dプリント品については、造形物を一定の
品質で出力し続けることが難しいことや、個別の事例において工業試験を行うことに費用や時間
的なコストがかかってしまう点から、工業製品と同様の検査を行うことは難しい。しかし、品質
についての確認を行ったまま使用することは、製造者・使用者の双方にとってデメリットである。
第3章で記載の通り、医療現場においてもガイドラインは存在していないが、製作されたもの
の品質の確認をすることで、使用者のリスクを減らすことができると考えられる。

5-1. 3Dプリント品によるケア用品の安全性の確認の既往研究
5-1-1.FabNurseプロジェクトにおける安全性評価の取り組み
慶應義塾大学 FabNurseプロジェクトでは、看護ケアを支援するものを3Dプリンタによって製
作をしている。若杉ら[30]による「3Dプリンタを用いた、マルチステークホルダー型プロダクト
製作の実践」では、うがいを吐き出す容器であるガーグルベイスンを、3Dプリンタによって個人
の身体に合わせて製作を行っている。
製作後の強度試験、歪み試験、耐候性試験を「JIS規格：プラスチック製洗い容器」を元に実
施し、衛生試験として協力先の医療機関での運用に合わせ、業務用洗浄機にかけることを実施して
いる。(p.30) また、製作時の素材として、FABRIAL-R (ISO 10993-10準拠) を選択し、使用者の皮
膚への影響を最小限に抑えた配慮を行っている。
これらのプロセスより、3Dプリント品の製作の確認事項として、以下の3点は可能であるとい
える。
1. 素材の特性について調べ、適切な素材を選択すること
2. 既存の製品に類似するものがあれば、同様の条件での試験をおこなう
3. 実際の運用に合わせた清潔処理を行い、劣化がないか確認をおこなう

5-1-2. リスクの予見
3Dプリント品によっておこった医療現場でのトラブルの報告は、現時点で消費者センター[31]
や、医療評価機構[21]などのデータベースには見つからないため、発生からの分析は難しい。医療
安全領域においても、発生した医療事故に関しては分析することが可能であるが、発生していない
医療事故の予見は難しいといわれている。
医療機器のリスクマネジメントのISO14971[32]の”ハザード、予見可能な一連の自称および危
険状態の例”の項、引き金となる事象及び周囲の状況の例の項目の分類としては、以下の分類があ
る。
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＜ハザード、予見可能な一連の自称および危険状態の例＞
一般的な分類：
・不完全な要求事項：設計のパラメータ、操作のパラメータ、性能の要求事項など
・製造プロセス：材料又は材料の適合性に関する情報の管理が不十分、製造プロセス管理が
不十分など
・輸送および保管：不適切な包装、汚染又は劣化など
・環境要因：物理的要因、科学的要因など
・洗浄、消毒及び滅菌：洗浄,消毒及び滅菌に関する有効な手順が存在しない など
・廃棄及び解体：情報が提供されない、又は不適切な情報提供、誤使用
・組成：生分解性、生体適合性など
・人的要因：取り扱い説明がない又はわかりにくい、うっかりミス など
・故障モード：老化、摩耗及び反復使用による昨日の劣化 など

これらの情報は、通常医療機器を実際に使用する前のリスクマネジメントの危険を予見するた
めの項目として使われているが、3Dプリント品を応用する際も一部同様のことがいえるのではな
いか。素材の身体適合性の確認や、同一条件下での試験や洗浄のテストの実施は有効な手段の一
つであると言える。加えて、医療におけるインシデント・アクシデントのリスクを予測可能な範
囲で伝えることと、取り扱い説明に関する情報提供が必要であるといえる。

5-2. 医療におけるインシデント、アクシデント、ヒヤリ・ハット
医療事故に関する用語として、インシデント、アクシデント、ヒヤリ・ハットという言葉があ
る。事故につながる事象が発生し、重大な事故につながったものをアクシデントと呼び、事象は
発生したものの患者へ大きな影響がなかったものをインシデント、ミスにつながる要因のことを
ヒヤリ・ハットと呼ばれている。
3Dプリント品を看護ケアとして応用する際のモノ自体からリスクを想像する以外にも、医療現
場で起こっている事故について知り、事故につながるリスクについて予測することが重要である。
日本医療評価機構の医療事故情報収集事業のデータベース[21]より、下記の条件で検索を行っ
た。
・報告事例区分：医療事故情報、ヒヤリ・ハット事例
・事例の概要：療養上の世話
・キーワード（自由記載欄）：諸物品
として事故事例を検索したところ、334件が該当した。内容のほとんどは「転倒」につながる
ものが多く、一部皮膚の損傷による出血などの記載があった。
ヒヤリ・ハット11,000事例によるエラーマップ完全本[33]によると、療養上の世話によって起
こる事故の分類において上位から記述すると「転倒・転落」「誤嚥/誤飲・異食」「無断離院・外
泊・外出に関すること」「抑制に関すること」「自殺・自傷」「食事関すること（誤嚥を除く）・

40

経管栄養」「入浴に関すること（転倒,熱傷,溺水,急変）」「院内での暴力・盗難など」「熱傷・凍
傷」「排便に関すること」と続いている。
また、器具・設備・環境関連する事故は、全体の0.9%ほどであるが、故障や不適切な使用によ
る破損、不注意による転倒などがほとんどであった。
医療におけるインシデント、アクシデント、ヒヤリ・ハットの事例から、製造物によって発生
する事象を一般化して予測すること難しいと考えられる。しかし、これらの事例を参考に、「破損
によって伴う事象」「誤嚥/誤飲に関すること」「皮膚の創傷につながること」などを事前に予測
し、3Dプリント品を提供することは少なくとも重要であると考えられる。

5-3. 「はかる」の体系化
看護ケアとして3Dプリント品を提供する際には、以下の4点の確認を行うことが重要であると
考えられる。
#1. 素材の特性について調べ、適切な素材を選択する
#2. 既存の製品に類似するものがあれば、同様の条件での試験をおこなう
#3. 実際の運用に合わせた清潔処理を行い、劣化がないか確認をおこなう
#4.起こりうるインシデント・アクシデントの予測とリスクコミュニケーション
以下に、各項目の解説を記載する。
#1.素材の特性について調べ、適切な素材を選択する
素材の特性は、第3章でも記載した、フィラメントのMSDSやMaterial Data Sheetを調べるこ
とが有効である。健康への影響や、燃えやすさや物質の反応性などに関する情報や試験片を用いた、
引っ張られた時の強度や、変化が起こる温度などが記載されており、使用環境や強度を推測するこ
とができる。また、素材によって、FDA認証が通っているものや、皮膚刺激性テストを通過してい
るものなど安全な素材を使用していると明記しているものがあるため、素材についての情報を調べ
ることが有効である。しかし、製作過程で他の素材と混ざってしまうなど、様々な要因が考えられ
るため、製作過程も含め、留意していくことが重要である。
#2. 既存の製品に類似するものがあれば、同様の条件での試験をおこなう
類似する製品がある場合は、JISの情報を調べることで確認事項を知ることができる。日本工
業標準化調査会（JISC）のデータベース[34]において、名称を用いて検索することができる。
3Dプリントによる製作は、積層部分や細い部分からの破断が発生する可能性があるため、細
い構造をつくらないことや印刷が失敗したものは使用しない注意が必要である。
加えて、実際の使用条件と似た状態で製作者自身が使用してみることや、近しい条件での落下
試験を行うことも破損の予測においては有効である。
#3. 実際の運用に合わせた清潔処理を行い、劣化がないか確認をおこなう
看護ケアで使用する場合は、製作物の清潔を保てるかということは重要な観点である。熱に弱
い素材で製作した場合、熱での洗浄を行うことで、形状が変わり、劣化につながることがある。
素材の融解点以外にも、3Dプリント品の形状によっては、一定の温度条件で使用することで破損
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のリスクにつながることや、データシートに記載のない薬品で消毒を行うことにより劣化につな
がる可能性も考えられるため、運用に合わせた清潔の処理を行うことが重要である。
具体的には、在宅や病院での使用でノンクリティカル6なものの場合は、中性洗剤での洗浄の
後に次亜塩素酸などでの消毒を渡す前に複数回試すことや、食器用洗浄機などによる熱水洗浄7 を
行なうことが予測される場合は、複数回洗浄を行ない形状の変化がないか観察することも有効で
ある考えられる。
試験片でのデータと出力物における強度は異なるため、日々の清潔処理において劣化する可能
性もあるため、実運用に合わせて清潔処理を行なう必要がある。
#4.起こりうるインシデント・アクシデントの予測とリスクコミュニケーション
3D プリント品を取り巻く、製作者ー患者ー医療者間で起こりうるリスクについて 情報を交換
し、リスクを予測し、共有することが重要である。特に、破損の可能性、誤飲の可能性、皮膚へ
の創傷の可能性、感染に関するリスクに関しては情報共有を行なっていくことが重要である。
さらに、変化があった際に速やかに対応できるような体制を整えていくことが重要である。
病院内での使用であれば、本人だけでなく、他の医療スタッフへ説明しておくことや、在宅で使う
場合は、介護に関わる人への情報提供も必要不可欠である。観察項目として、対象の患者だけで
なく、3D プリント品が壊れる可能性がある部分があるのであれば、その点についてもわかりやす
く伝えることも重要である。
また、第6章の「わたす」の項にもつながるが、書面で明記し一緒に確認することで、共通の
認識を作り、発生しうるトラブルについて確認することも有効であると考えられる。

6 ノンクリティカル：正常な皮膚に接触するもの。粘膜や創部には触れない。
7 熱水洗浄：洗浄機を用いて熱水で洗浄を行う。一般的に80℃10分間での洗浄を行う。
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第6章.「わたす」3Dプリント品の取扱説明書作成システム
製作者が医療に関してのものづくりについて熟知していても、使用者に渡る際には、情報が伝
わっていないことでトラブルの発生可能性が考えられる。情報伝達の方法として、製造物の仕様や
目的などを伝えるために取扱説明書は一般的であるため、3Dプリント品においても効果的なので
はないかと考えた。
しかし、製作者ごとに異なる記述方法で記載すると、3Dプリント品を渡す際において、本来伝
えるべきである情報の抜け漏れが発生することが考えられるため、システムとして実装することで
最低限伝えなければいけないことを網羅的にカバーすることについて検討を行いたいと考え、3D
プリント品の取扱説明書作成システムの実装した。製造物から考える取扱説明書の役割と、医療
機器における取扱説明書の役割・記述の仕方を整理し、要件定義を行い、webで使用可能なシス
テムとして実装し、ユーザーレビューを行った。
本論文において、作成を行うものは「添付文書」ではなく、「取扱説明書」である。添付文書
は、薬機法に基づき作成される、医薬品や医療品、化粧品に関する警告や使用上の注意、仕様や
承認番号など記載事項が決まっている公的な文書である。規定のフォーマットに合わせ作成する
ものであるが、一般的な使用方法の説明などは、取扱説明書も付属し、詳しい説明情報などを補っ
ている。また、本論文において、医療機器は対象としていないため、添付文書の作成は適切では
ないと考えられる。製作者から患者・医療者へ情報を伝えるための「取扱説明書」用の仕組みと
して検討していきたい。

6-1. 製造物責任法(PL法) と 取扱説明書の役割
本論文の執筆時点では、3Dプリント品の提供による法的な訴訟は発生していない8 。そのた
め、ものを介して発生した事例をもとに製造物における責任やステークホルダーの役割を確認した
い。
国民生活センターにおける消費者問題の判例で、「カプセル玩具誤飲事故で、製造会社に対し
製造物責任が認められた事例」について取り上げたい[35]。
＜カプセル玩具論点＞
本件は、当時2歳10カ月の男児が自宅で遊んでいて、カプセル入り玩具のカプセルが口腔
内に入り喉のどを詰まらせて窒息、低酸素脳症による後遺障害が残ったことから、同児およ
びその両親が被告に対して、同カプセルには設計上および製造上の欠陥があったとして製造
物責任法3条に基づき損害賠償を求めた事案である。判決では、同カプセルは幼児が玩具と
して使用することが予見され、口腔内に入ると窒息を引き起こす危険を有していたとして設
計上の欠陥を認めたが、両親にも過失があったとし、損害の3割の限度で被告の損害賠償責
任を認めた。（鹿児島地裁平成20年5月20日判決）

8 2014年に「3Dプリンタ銃製造事件」という3Dプリンタによって使用可能な銃が製造された事件はあるが、銃刀法や刑法に関わる問

題であり、製造したものを提供して発生したトラブルではないため、本論文の対象としては取り上げない。
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この判例から読み取れることとして、PL法に関する訴訟においても、製造者に一定程度責任
が生じるが、観察者である家族においても注意義務が発生している。製造側においては、事故が起
こらないような製造や製造物の品質の管理を行うことが求められるが、消費者においても事故が
発生しないような努力が必要である。事故が発生しないように取り組むためには、責任問題を一
箇所に集中するのではなく、消費者も含めた使用に関する全体のリテラシー向上を目指すことが
必要であると言える。
製造者が消費者に設計意図や使用方法、予測可能な事故や注意事項を伝えるために有効な手段
として取扱説明書がある。日本テクニカルデザイナーズ協会が発行している取扱説明書ガイドライ
ン（2011年web版）[36]においても、”PL 法では製品欠陥事故の責任は製造業者等にあるとあり
ますが、取扱説明書はこの法律上の責任を全うするために必要な説明責任を達成するためのもの
であり、取扱説明書の不備はそのまま欠陥を証明することにもなります。” と記述がある。
取扱説明書は、製造者の責任を果たすために重要であり、事故が発生した際のPL法に関わる
訴訟において情報が提示できていることが重視される。3Dプリント品における事故が発生した場
合は 、現行のPL法上で判決が下された場合は、予期できる危険に関しての情報を提供していない
ことが、製造者の過失につながってしまう可能性がある。

6-2. 医療機器とPL法
医療機器においても同様にPL法が適応されるが、通常使用と異なる点としては、患者である場
合すでにリスクにかかる疾患を抱えている可能性があることである。例えば、皮膚が脆弱になっ
ていることや感染しやすい状態であるなど疾患によって様々であるが、事前に分かっていることが
あれば配慮する必要性があるだろう。
医療機器のリスクマネジメントISO14971においても、「予測されている事項について明記して
おくこと」「取り除けないリスクを明記すること」は重要であると明言されている。本論文で取
り扱う領域は、医療機器ではないが、これらの情報を明記しておくことは、患者ー医療者ー製作者
間のコミュニケーションにおいては有効であると考えられる。
また、PL法における免責事由には、以下のように記載されている。
製造業者等は、製造物に欠陥があるとされた場合でも、以下のいずれかを証明したときには
免責される（4条）。
・開発危険の抗弁：
製造物をその製造業者等が引き渡した時における科学・技術の知見（解釈上、その時点にお
ける最高水準の知見と解されている）によっては、欠陥があることを認識できなかった場合。
・部品・原材料製造業者の抗弁：
製造物が他の製造物の部品又は原材料として使用された場合に、その欠陥が専ら当該他の製
造業者が行った設計に関する指示に従ったことにより生じ、かつその欠陥が生じたことにつき
過失がないこと。
これらのことから、看護ケアに応用される3Dプリント品の説明文書の場合、健康な使用者を
想定した説明文書の記載の仕方では不十分であり、解決しようと思っている課題に紐づく患者の
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リスクを考慮した上での「予測されている事項」「取り除けないリスク」について記述する必要
はあると言える。

6-3. 3Dプリント品の取扱説明書の要件定義 / システムプロトコル
取扱説明書ガイドライン[36]によると、取扱説明書に求められる必要項目は、以下のように記
載されている。
1. 表紙
2. 重要事項説明
3. 製品説明
4. 危険の洗い出し
5. 使用方法
6. お手入れ方法
7. トラブルシューティング
8. 保証規定（製品寿命）
9. 仕様（試験方法・条件など）
10. 責任主体表示など

これらの情報をもとにし、取扱説明文書の入力事項を検討し、作成される取扱説明書に表示さ
れる項目8項目に絞り以下のようにした。
A.3Dプリント品の写真 / B.タイトル / C.製作者と製作場所 / D.使用目的 / E.使用方法 / F.保管
方法と清潔管理 / G.使用上の注意と点検 / H.使用後の評価日
それぞれの項目と、取扱説明書ガイドラインの項目の対応は、Table.2の通りである。
A.3Dプリント品の写真

1.表紙

B.タイトル

1.表紙

C.製作者と製作場所

10.責任主体表示など

D.使用目的

3.製品説明

E.使用方法

5.使用方法

F.保管方法と清潔管理

6.お手入れ方法 / 7.トラブルシューティング / 9.仕様（試験方
法・条件など）

G.使用上の注意と点検

2.重要事項説明 / 4.危険の洗い出し

H.使用後の評価日

8.保証規定（製品寿命）

Table.2 取扱説明書作成システムと取扱説明書ガイドラインの対応
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加えて、第4章「はかる」の項で重要事項とした、4点について検討を行えるプロセスを自動入
力できるよう実装を行うこととした。
#1. 素材の特性について調べ、適切な素材を選択すること
#3. 実際の運用に合わせた清潔処理を行い、劣化がないか確認をおこなう
使用したマテリアルを選択式で選ぶことによって、素材のデータシート上可能な清潔の処理
についてと、耐熱温度について自動入力される。例えば、PC-Max(PolyMaker)を選択した場合、
説明用文書の F.保管方法と清潔管理 の項目に下記のように記載される。
この素材の耐熱温度は「120℃」です。
洗浄や消毒の可否は、以下の通りです。
・中性洗剤での洗浄：可能
・アルコール消毒：可能
・次亜塩素酸消毒：可能
・レンジでの消毒：可能
・熱水洗浄（食洗機など）：可能

#2. 既存の製品に類似するものがあれば、同様の条件での試験をおこなう
#4.起こりうるインシデント・アクシデントの予測とリスクコミュニケーション
下記の5つの項目に対し、選択式で回答を行うと、G.使用上の注意と点検 の項目に自動的に一
般的な注意事項が入力される。
・誤って飲み込む可能性(5cm立法以下)
・破損の可能性
・感染につながる可能性（汚れが取れにくい溝がある）
・皮膚を傷つける可能性（鋭利な部分や細かい部分がある）
・触れたものを口から摂取する可能性（食器など）
例えば、全てに「有り」の回答を行なっていた場合、以下のような文章が生成される。
・制作物が小さいので、口に含んだ場合、誤嚥の可能性があります。
・細い部分があるので、落下や強い力で破損する可能性があります。
・汚れが取れにくい溝があるため、十分に洗浄し使用してください。汚れが取りきれない
ことを想定し、感染には注意し、使用してください。
・鋭利な部分があるので、使用時には皮膚を傷つけないように留意して使用しましょう
・食器類として用いた場合、積層痕にたまった汚れが完全に取れない場合もあります。留意
して使用することや、汚れが落ちないことにより起きるトラブル（食中毒や感染など）が発
生しうることを使用者と提供者間で確認し、使用してください。
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さらに、注意事項に関しては、自由記載欄を設けており、上記の5つの項目以外に可能性のあ
るリスクや、取り除けないリスク項目の追記ができるようになっている。
本システムの仕組みの実装は、ローカル環境ではなく、オンライン環境を選択した。3Dプリ
ンタのユーザーは様々な場所で点在しているため、多くのユーザーが使用できる環境が望ましい
と考えた。また、3Dプリント品の使用状況のデータも集めることができるなどの拡張性を考え、
オンラインでの実装が望ましいと考えた。
システムのプロトコルは、下図を想定して実装を行なった。

Fig.37 取扱説明書作成プロトコル
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取扱説明書を製作する製作者は、webサイトへアクセスし、選択式の項目や自由記載の項目の
入力を行う。医療機器に該当するものや、クリティカル分類に該当する場合は、文書の作成ができ
ないよう実装を行うこととした。
また、各種データの入力後、紙での出力ができるよう印刷ボタンを押すと、レイアウトされた
ものが印刷できるよう実装を考えた。3Dプリント品の病院での使用を考えた場合セキュリティに
応じた形式にしなければいけない可能性があることや、在宅であればデータでの閲覧環境がない
可能性も考えられるため紙での出力が望ましいと考えた。

6-2. 開発と実装
開発環境は、Node.js 10.15 LTS , vvvv.js version 1.1で開発した後に、Amazon Elasitc
Compute Cloud(EC2) にアップロードを行った。スマートフォンやタブレット端末で使用可能に
する た め 、 B o o t S t r a p を 用 い て 、 レ ス ポ ン シ ブ な C S S の レ イ ア ウ ト を 行 な っ た 。 ま た 、
Node.js+vvvv.js での実装により入力情報をリアルタイムで反映し、出来上がりの様子を確認しな
がら行えるインタラクティブなシステムとして実装を行った。
質問項目と入力の形式は、下のTable.3の通りである。
1. 製作物は医療機器に該当しますか？

選択形式

2. スポルディングの分類

選択形式

3. 3Dプリント品の名称

自由記載

4. 使用目的

自由記載

5. 使用方法

自由記載

6. 使用上の注意

選択形式 + 自由記載

7. 使用したマテリアル

選択形式

8. 製作物の写真

画像データアップロード

9. 次回評価日

自由記載

10. 製作者

自由記載

11. 所属機関/製作場所

自由記載

Table.3 ユーザーの入力項目と入力形式
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これらの項目に回答すると、選択項目に対応したコメントの入力と、自由記載に入力した項目
が反映される。入力画面と出来上がる説明文書のイメージはFig.38とFig.39の通りである。

Fig.38 説明用文書作成画面

Fig.39 説明用文書作成サンプル

6-3. 説明用文書作成システムのユーザーレビュー
ユーザーレビューにおいては、3Dプリント品を製作した経験者を対象とし、web上に公開した
説明用文書作成システムを使用し、各々の制作物の説明用文書を作成し、インタビュー形式にて
レビューを行なった。
また、下記のインタビューは書き起こした後に、関連部分の抜粋を行い、記述をしている。

6-3-1.ユーザーレビュー1：FabNurseプロジェクトの看護学生
説明用文書作成システムへアクセスし、オンライン経由でハンズオンで説明用文書を作成し、
聞き取り調査にてレビューを実施した。
既存の製品の課題となっている点を解決するための試作品として製作を行っていた、3Dプリン
ト手指ストレッチーボードの説明文書を作成をした。製作にかかった時間は20分程であった。
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はじめて製作したものを見た人への説明という点で、使う側としての視点が必要ということを
実感した。製作した立場としては、製作手順については事細かに理解し、記述することはできたが、
使用者についての考えが抜けてしまっていた。3Dプリンタについて知っている人に教えるのはも
のの説明は簡単だが、全く知らない人に使い方だけでなく、安全性に関する話をすることが難し
いということがわかった。口頭で説明はできるので、ざっと使い方と伝えることができると思っ
ていたので、使用時は口頭で説明しようと考えていた。
試作品を研究の目的で使用する際に、使用予定の病院スタッフに、「破損はしないのか？」と
いう質問があったため、強度に関する情報をなんらか伝える必要性は感じていた。リスクの話は、
一人で考えるだけではなく、専門職にレビューとかをもらえるとより良いと思う。
システム部の改善として、各項目に具体的な書き方の見本があるとスムーズに書いていけるの
ではないか。また、今回は金具なども合わせて作っていたため、複数のパーツで構成されるもの
の場合、文章のみの説明だと、説明が難しく、多くなってしまうと患者が読む気が無くなってし
まうのではないか。また、1ページに収めようとすると読めない文字サイズになってしまうので、
文字サイズへの配慮が必要。

Fig.40 ユーザーテストにおいて作成された取扱説明書１
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6-3-2.ユーザーレビュー2：3Dプリント経験のある看護師/保健師
説明用文書作成システムへアクセスし、オンライン経由でハンズオンで説明用文書を作成し、
聞き取り調査にてレビューを実施した。
説明用文書の対象は、入浴時の表皮剥離を防止するためのクッションを固定するための補助具
とした。説明用の文章の作成は10分程度で行うことができた。
3Dプリント品の、使用上の注意は破損や汚れに関しては意識しているところであったが、以前
製作したものは使用上の説明の書類のみであった。耐熱温度とか、可能な清潔処理が自動ででき
るのはすごくありがたい。
また、説明用文書のリスクの項目において、チェック項目で手続き的に選択を行うことで、リ
スクのスクリーニングとして機能していると考えられる。リスク認知が事前に促されるため、想像
から抜けてしまっているエラーに関して予防的に感知することができるのではないか。スクリー
ニングをかけることで、安全に関する意識は向上していくと考えられる。
Webのシステムにおいては、専門用語の注釈や記述方法の例などが記載されていると、製作す
る側としてはスムーズに作成することができるのではないか。

Fig.41 ユーザーテストにおいて作成された取扱説明書２
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6-3-3.ユーザーレビュー3：言語聴覚士と臨床心理士
発達障害の子どものためのソーシャルスキルトーレニングでの3Dプリント品の使用を予定し
ているクリニックスタッフの言語聴覚士1名と臨床心理士1名を対象とした。webの説明用文書作
成用システムにアクセスし、説明用文書の作成をし、聞き取り調査を行った。
説明文書の製作時間は、言語聴覚士 7分ほど、臨床心理士 5分ほどで完成した。
以下、インタビュー内容は、以下の通りである。
製作した説明用文書に関して、今回の事例の場合は、この内容で十分だと思う。子供達に実際
に渡すときに、この文書を使いたいと思います。素材ごとに清潔の処理や耐熱温度などが変化する
ことについて、これまで気にとめておらず、情報としても得ることが難しかったので、使用する側
としては安心できる。
耐熱温度の記載はあるが、耐冷の情報はあるか。冬場に外で使うことも考えられるため、情報
としてあると良いと思う。また、3Dプリント品の耐久期間があれば情報として欲しいと思った。
また、今回の場合モデルを作った子どもと出力した人が異なる場合があるため、そのような対
応が可能になっていると良いのではないか。

Fig.42 ユーザーテストにおいて作成された取扱説明書３,4
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6-4.取扱説明書作成システムの専門家レビュー
専門家レビューにおいては、3Dプリントに精通した専門家と、病院の医療安全管理者に3Dプリ
ント品のための説明用文書における位置付けや有効性についてインタビュー形式にて話を伺った
また、下記のインタビューは書き起こした後に、関連部分の抜粋を行い、記述をしている。

6-4-1.専門家レビュー1：3Dプリントに精通した専門家
自身で説明用文書を作成した際は、これまでの経験から、必要事項について記載はできている
が、同様のことができる人は多くない。こういったシステムがあることで、説明用文書の製作に
おいて言語化が難しい面を仕組み化することで、共通の知見にできるのは良いと思う。
実際に使用することを考えた場合には、もう一回作れる再現性につながる仕組みがあると良い
のではないか。説明文書だけではなく、素材 / 3Dデータ / 設定パラメーター など3Dプリントに
必要な情報が蓄積されていくことが重要だと思う。また、3Dデータと同様に説明用文書において
も、修正後に、版（バージョン）が入力でき、時系列での管理ができるということが望ましい。
説明用の文書とした時に、必要な情報に関しては、再検討していく必要がある。製作したもの
の、寸法の情報や複数のパーツで構成されている物を作った時の対応、想定外の事故が起こった
時の免責など、議論しなければいけない内容が多いと思う。写真や各種情報を入力した際に、個
人を特定できる情報を入力した場合、個人情報にも関わる可能性があるため、広く可能性を検討
する必要がある。さらに、造形物の形状に応じて熱において変形する温度が異なるため、素材メー
カーから提供できる情報と耐久性に関しては区別して記載すると良いのではないか。
また、作成された文書の運用に関しても、提示しておく必要がある。出力後の紙は誰が保存す
るのか、状況によっても異なってくる可能性はあるが、検討しておくと良い。問い合わせ先や方法
についても同様にトラブルが発生した際に速やかに対応できるよう明示しておく必要がある。
使用者の属性の定義の検討すると良いのではないか。患者と家族を使用者とした場合、介助す
る人と介助される人という関係性が生まれることから、伝えるべき情報も変わる可能性もある。
いずれしても、フローの中にこれを取り込んで使ってみるということは試してみていけると良
いと思う。3Dプリント品をケアの文脈に応用する際の安全性に関わる情報はないので、実践的に
検討していく必要があるのではないか。

6-4-2.専門家レビュー2：臨床工学技士/医療安全管理者
人工呼吸器のチューブの固定用ツールを3Dプリント品で作ることを例に議論と取扱説明書の
レビューを聞き取り調査にて実施。
臨床のニーズとして、人工呼吸器の固定用のツールが、もし3Dプリンタで作れるのであれば欲
しいと思う。一方で、強度に関する情報などが与えられないのは、医療安全管理者としては、判
断が難しくなる。臨床工学技士や医療安全管理者であっても、素材やものの強度について知って
いる人は、ほんの一部になってしまう可能性もある。
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臨床において3Dプリント品が使えるかどうかに関して、そもそも情報がない場合は判断がしに
くいため、3Dプリント品の説明用文書があることは、良いと思う。データとして保存できること
も重要であるが、最低限の情報を伝えるという点では、紙でも十分だと思う。その場で、患者と
確認することができるようになっていることが重要である。
しかし、見にくかったら使わないという観点もあるため、アクセシビリティがよくなることも
重要であるので、紙のみではなく、他の方法に関しても将来的には検討しても良いのではないか。
内容としては、現状のものに加えて、「どのような壊れ方をするのか？」や、「壊れた時の連
絡/対応」が具体的に書いてあると良い。医療機器であれば、トラブルがあった際にアラームが鳴
ることなどに該当するが、この説明文書においても、それに近い何かが示せていると良いと思う。

6-5. 取扱説明書作成システムを通した考察
＜取扱説明書の作成の難易度＞
ユーザーレビューを実施したところ、Webでの3Dプリント品の説明用文書作成システムにお
いて、3事例とも作成時間に差はあるものの5-20分で統一した形式で必要な情報を記載された、取
扱説明書を製作することができている。これまで、取扱説明書の文書を作成する際には、関連の
情報に関し、広く学び情報を調べながら記載することとなっていたが、必要項目への入力とする
ことで、比較的容易に情報をまとめることができるのではないかと考えられる。
＜リスクマネジメントへの有効性と妥当性＞
使用者へ渡す時においても、個人の3Dプリント品への知識の差があることから、マテリアル
の性質について、ユーザーの使用方法、発生しうる事故について、スクリーニングの機能を果た
すことができるのではないかと考えられる。医療安全管理の専門家のレビューからも、看護ケア
の一部として応用する際において、安全管理を担う側が3Ｄプリント品に関する情報に精通してい
る訳ではないので、正しく情報をつたえるために有効に働くとの前向きなレビューをもらえてい
る。
しかし、自由記載項目である、使用方法や注意事項の項目においては、それぞれの事例で異なっ
たものとなっているため、自由記載とはいえ、基準となるフォーマットは検討すべきであると考
えられる。
使用方法について、1事例においては、複数のパーツから構成されているため、段階づけた手
順の記載がされている。2事例目においては、機械浴の機器に合わせることを前提としており、運
用上する側に伝わるよう記述されている。3事例目においては、ワークショップ内での位置付けを
記載している。これらは、使用者の理解度に合わせて製作者が記載しているため、省略されている
内容もあると考えらえるが、取扱説明書としての役割を果たすのに十分であるかは検討が必要であ
る。
2事例目の3Dプリント品の例の場合、機械浴機器の名称や、クッションの製品名まで書くべき
か、もしくは、写真の添付によってその役割を果たしているかもしれない。単一の3Dプリント品
であっても、その他との物品と合わせた使い方を書くべきかは、検討事項として考えられる。取扱
説明書の法的な役割についての検討を行なった上で、作成にかかる労力コストや学習コストとに

54

ついて検討していく必要があるのではないか。また、取扱説明書の法的位置付けに関しても専門家
の意見をもらうことで、製作者ー患者ー医療者がお互い安心して、3Dプリント品を使用できるよ
う環境を整えていくことができるのではないかと考えられる。
注意事項欄においても、起こりうるリスクとして可能性の高いものは選択式にしてはあるが、
その他の事項は自由記載であることにおいて、記載情報が不足する可能性も考えられる。今回は
製作者に取扱説明書を作成してもらったが、使用者へ渡す前に一度関係のステークホルダー間で議
論をした内容の記述をするという手順にすることがリスクの予測という点では有効であるのでは
ないか。
また、予測できるトラブルについて、事故につながっていない事例であっても、3Dプリント品
におけるヒヤリハットの情報を集めていき、議論していくことで発生していない事象に関してもリ
スクコントロールの議論をしていくことができるのではないかと考えられる。
＜説明用文書の記載項目＞
専門家レビューの中にも上がっていた、バージョンを管理は追加すべき事項として考えらられ
る。一般的な取扱説明書においてもあ、製品名や番号などと合わせることができるようになって
いるため、説明用文書と3Dデータや素材のデータ、設定のデータが紐づくことで、再現性を保つ
ことができ、モデル自体の修正も繰り返し行う3Dプリンタの製作プロセスに合わせた管理を行う
ことができるような設計が必要となる。データベースへの保存や、複数のパーツへの対応、寸法
の記録や写真を追加できる機能など各種機能に関してのアップデートの検討は進めていく予定であ
る。
しかし、個人に合わせた一品一様のものを看護ケアで用いるために製作した場合、データに個
人情報が含まれる可能性があるため、データの保存においては十分に配慮をする必要がある。
本システムにおいては、webで広く使ってもらうことを前提とした設計を行ってきたが、個人
情報やデータの保管方法についての設計は検討が必要である。webでの早期の公開を目指すこと
より、ローカルで実践的に運用することから議論を進めていくことが良いのではないかと考えら
れる。
取扱説明文書作成システムとして実装し、使用者へ届けるためのプロトコル化を進めた。これ
によって、3Dプリント業界に関わるマテリアルメーカーをはじめとした企業においても公開可能
な範囲や責任の領域を明確にしながら、使用者へ提供すべき情報を正確に伝えることができるの
ではないかと考えられる。
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第7章

考察

本論文において、3Dプリント品の看護への応用のためのトータルサポートの実践として、「つ
くる」「はかる」「わたす」という3つの段階に分けてまとめてきた。

7-1. 「つくる」「はかる」「わたす」のプロセスの実現可能性
「つくるーはかるーわたす」のプロセスは、自分で作れるようになったのちに出力し、出来上
がったもののチェックを行い、他人へ渡すというプロセスをたどる。
第三章の「つくる」の項で、「はかる」に至るまでの教育を行い、第五章にて「はかるーわた
す」までの確認や説明文書の作成ができたことから、異なるフェーズでの評価ではあったが、一
気通貫で3つのプロセスを回すことはできるのではないかと考えられる。
しかし、説明文書作成システムにおいて、記載すべき内容の検討やマテリアルデータベースの
作成、法的な位置付けの議論や個人情報の取り扱いに関して課題は残されているため、これらの課
題を解決し、使用可能な状態にすることで社会への実装へつながっていくと考えられる。また、
特に取扱説明文書の作成システムにおいて、リスクに関連する事項を選択項目の回答のみで行なっ
てしまった場合、リスクが十分に拾いきれない可能性もあるため、記述方法や使用手順において
も議論を重ねていくべきである。

7-2. 各ステークホルダーとのリスクコミュニケーション
PL法の観点からすると、3Dプリント品であっても複数個製作し、試験を行うことでトラブル
を防ぐことができると言えるが、3Dプリント品においては、一人だけのために製作するケースも
ある。これは、工業試験を行うための時間的なコストや金銭的なコストと一人のために製作する
もののコストと、発生しうる見えないリスクとを比較した結果見合わないという、コストと発生
しうるリスクの優先順位の問題でもあると考えられる。看護ケアに用いられる用品の場合、患者
のの疾患の進行に合わせることや、一品一様になることから、工業試験を行わないことが数多く
発生すると考えられる。
この前提をもとに、トラブル発生時の責任を押し付け合う形ではなく、患者、医療者、製作者、
さらにそれを取り巻く家族や医療スタッフなどのステークホルダーに正しく情報を伝え、3Dプリ
ント品の管理や使用方法について、認識をすり合わせ、リスクコミュニケーションをとることが
重要である。
3Dプリント品の説明文書は、リスクコミュニケーションを円滑に行うために、製作者から他
のステークホルダーへ最低限伝えなければいけない情報の役割を担うことが可能であると考えら
れる。

7-3. リスク改善の定量評価の可能性
リスクを定量的に評価する方法として、JIS31010:2012 リスクマネジメント - リスクアセスメ
ント技法[37]に関して調べると、事故として発生した事象に関しては、根本原因分析(RCA)や故障
の木解析(FTA)などで定量的に評価するができるが、発生していない事象に関しては、専門家の議
論が中心となり、量的に評価することが難しい。
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レジリエンスエンジニアリング[38]においては、発生している事象のリスクを避けるための
Safety-Ⅰ、発生していない事象に関して先行的に管理を行うSafety-Ⅱという考え方があるが、先
行的にリスクを想定し介入することの定量的評価に関しては、現時点では手法は明確に定義されて
いない。論文執筆現在、3Dプリント品における事故の発生が幸いにもないため、先行的にリスク
を想定し管理することを検討しているため、本論文の提案するトータルサポートの実践において、
リスクが削減できているかという点に関して定量的に取り扱うことは難しいと言える。

7-4. 事故の発生予防のためのヒヤリ・ハット事例の収集
大きな事故の背景には、29の軽微な事故と300の事故にならないヒヤリ・ハットの体験がある」
というハインリッヒの法則がある[39]。3Dプリント品における看護ケアでの事故は現時点では応
用事例が少ないことから、重大な事故の発生は起こらない可能性もある。しかし、発生していな
いからといって、軽率に考えるのではなく、もしかしたら事故につながっていたかもしれないと
いうヒヤリ・ハットの事例の情報を積極的に情報交換し、議論を行うことで、軽微なヒヤリ・ハッ
トすらも減らすことができるだろう。事故を発生させることなく、安全に使い続けられるような
看護ケアと3Dプリント品に関する文化を作っていくことが重要である。
本論文において、トータルサポートとして一貫したプロセスとして提示をしたが、このプロセス
を基にすることで、プロットフォームの構築をし、ヒヤリ・ハット事例の収集について検討してく
ことができるのではないかと考えられる。
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第8章

結論

3Dプリント品を看護ケアへ応用する場合の安全にやりとりがなされるために必要となるトー
タルサポートとして、3つのプロセスで形式的に表現できるモデルとしてまとめ、必要な要件の提
示を行なった。
「つくる」
#1. モデリングの手法を知り、3Dプリントの経験をする
#2. 3Dプリントの素材に選択肢があることを知る
#3. 医療での応用の際のリスクマネジメントに関連する項目を知る
「はかる」
#1. 素材の特性について調べ、適切な素材を選択する
#2. 既存の製品に類似するものがあれば、同様の条件での試験をおこなう
#3. 実際の運用に合わせた清潔処理を行い、劣化がないか確認をおこなう
#4.起こりうるインシデント・アクシデントの予測とリスクコミュニケーション
「わたす」
#1. プロトコルに則って、説明用文書を作成し、使用者へ情報の提供をする。
さらに、これらの要件を満たす実装として、
「つくる」：3Dプリント品の看護ケアへの応用のための知識基盤となる教育プログラムの開発
「はかる」：製作後の具体的な確認項目の提示
「わたす」：取扱説明書作成システムのwebへの実装

を行なった。

これらの「つくる」「はかる」「わたす」のプロセスを踏襲することで、体系化された知識の
もとに3Dプリント品を製作し、製作物のリスクの確認を行い、使用者へ情報を抜け漏れなく伝え
ることができるといえる。
本研究の限界として、関連書籍と実践的な取り組みからプロセスについて検討を行ったことか
ら、3Dプリント業界や医療業界における企業や病院の果たせる役割の検討を行うことができてい
ない。本論文の内容を、実社会に展開していくためには、業界における役割や責任範囲の調査や
法的な位置付けについて議論を進めていくことが必要である。また、本論文で用いたマテリアル
のデータベースにおいても臨床での清潔処理などの劣化に繋がる条件（熱水洗浄、次亜塩素酸へ
の耐久や、モノによっては各種滅菌が可能かなど）も加え、より運用面において必要な情報を加
えていく必要がある。
今後の展開として、webで広く公開できることを想定して開発を行っていたが、個人情報や情
報の保存性の観点からローカル環境などセキュアな環境下で実践的な研究を行なったのちに、広
くアクセス可能なwebへ公開を進めていきたい。
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あとがき
本論文においては、今まで解決できなかったケアの課題を解決するためにデジタルファブリケー
ションが有効活用されていくという話を中心に据え、応用のための安全性をはじめとしたトータ
ルサポートをするための議論を行ってきた。
あとがきでは、デジタルファブリケーション技術を応用して医療の現場をより良くすることを
目指している、ひとりの「FabNurse」として、看護への応用について考えていきたい。

筆者が、ものづくりとケアに興味を持ったのは、ひと
つのプロジェクトに出会ったからである。ブラジルの
Hospital A.C.Camargo Cancer Centerにおけ
る”SUPERFORMULA to ﬁght cancer”である。formulaは、
処方に関する語源を持っており、drug formulationで薬剤
処方を意味する。このプロジェクトは「スーパーヒーロー
による処方」が意味されており、ヒーローのマークがつい
た点滴のカバーを院内に届けることで、がんで闘病中の子
供たちを応援している。
このプロジェクトは、単にがんで闘病する子供達を応
援するだけではなく、「普段看護師として提供している看
護ケア」をこえる、「看護の知識だけではできない看護ケ
ア」の可能性を想起させられた。
また、デジタルファブリケーション技術を用いれば、
患者のケアニーズにあわせてものづくりが比較的容易にで
きるのではないかと考えた。
Fig.44の図は、筆者が最初に点滴の固定用のテープを
プロトタイプとして製作したものである。線に沿って切る

Fig.43 SUPREFORMULA[40]

ことで、テープとして固定しやすい切り方をし、点滴のテー
プを外したくなってしまうというところから、身に付けた
くなることに変えられることを考えて製作した。しかし、
プロトタイプの製作を行う上で、作り方を知らないことや、
安全性に関する決まりがないことから、自由な発想をして
も医療の現場への実装には繋がらず、夢物語で終わらざる
を得なかった。
Fig.44 点滴固定用テープのプロトタイプ
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本論文を通して、3Dプリント品においては、一通りの実装までのプロセスとサポートシステム
が整った。これらを整えていく中で、全てのリスクを排除することは難しいということがわかっ
た。「リスク」を互いに正しく認識し、看護ケアにおける効果や患者の生活におけるメリットを
正しく天秤にかけることができれば、「安全」に看護ケアの中にものづくりを応用していくこと
ができるのではないかと考えることができた。
リスクを正しく許容するためのプロセスができることによって、デジタルファブリケーション
の技術を生かしたモノを病院や在宅をはじめとした医療現場に届けられるようになって実践例が
増えていくのではないかと考えている。医療の現場での工夫はこれまでオープンにされず、閉じら
れた環境で実践がされていたが、データを基にしたやりとりや、プラットフォームとしての仕組み
づくりを行い、実践例やリスク情報の共有することで開かれた医療でのものづくりが増えていく
ことが望ましいと考える。
さらに、3Dプリント品が使われるようになることで、医療の現場でデザインやエンジニアリ
ングが当たり前にコラボレーションできるような医療現場となっていく。現時点では、まだ3Dプ
リンタを看護で使うことが新しい取り組みではある。知識基盤や医療現場へ実装する基盤が整う
ことで、医療へ3Dプリンタの技術を応用しようと考えている仲間が増え、看護ケアに当たり前に
使われるようになっていくことを期待している。
看護のみではなく、FabNurseとしてのスキルセットやマインドセットを身に付けた看護師が
現場で新たなプロフェッショナルとして活躍できるような、医療現場に繋げていけたらと考えてい
る。
デジタルファブリケーションをはじめとしたものづくりは、看護ケアを「支える」だけではな
く、「看護の知識だけではできないより質の高い看護ケア」を生み出すことができると考えてい
る。本論文執筆時点では、デジタルファブリケーションが生み出す「より質の高い看護ケア」が
示すものは未知ではあるが、ケアニーズを基にしたデザイン実践を繰り返し、医療の現場の課題
に真摯に向き合い、医療や看護ケアの向上に貢献していきたい。
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付録
「つくる」FabNurse 3D Printing Basic テキスト

1. はじめに
3D プリンタが一般に世の中に知られていく中で、医療での活用事例についても注目さ
れつつあります。本ワークショップでは、最近の 3D プリンタの医療での応用事例につい
て紹介しつつ、3D プリント品の「ケアでの活用」という観点で解説を進めていきたいと
思います。

Fab Nurse

1-2.3D プリント品をケアで使うということ

3D Printing Basic

医療現場の活用例として、
「ギプス」
「臓器モデルの 3D プリント」などが有名な例とし
てあげられます。また、他にも障害を抱えた方が「自助具」を自分で作成する例も多く使
われている事例の一つでしょう。それぞれの応用例について詳しく見ていくと、どの事例
も「製造者」と「使用者」が直接的な距離にあり、それぞれ同意の元作成されていること
が多いと考えられます。
ケアで使用する際は、どのような関係性がうまれるのでしょうか？私は、製造者と使用
者の他に「観察者」という役割が必要だと考えています。そのため、3D プリントができ
る医療者は、ニーズに応じて作れるだけではなく、使用者である患者や家族、製作に関わっ
ていない医療スタッフについて正しく情報を伝えていくことが重要かと思います。
1-3.Fab Nurse Project
医療現場でのケアへの応用の事例として、慶應義塾大学では、Fab Nurse Project と名
付け、医療現場での応用を目指しています。ケア用品の改善や教育ツールの作成などを現
場のニーズを拾いながら、製作・検討をしております。
例えば、かたいために、うがいをした水がこぼれてしまうガーグルベースンをやわらか
く作ることや、介護者が練習するための吸引練習モデル、握ることが難しい方への USB
を抜くツールなど様々な観点の製作事例があります。
FabNurse ホームページ：http://fabnurse.org/
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2. 今回使用する 3D プリンタについて

3.3D プリントしてみよう

3D プリンタには、紫外線で効果する「光造形方式」や、金属の 3D プリントで用いら

3D プリントまでの製作フローは、大きく分けると以下のような 3 ステップになります。

れている粉末を熱で溶かして固める「粉末焼却方式」など、様々な方式があります。今回
Step.1 データを準備する

用いるのは、
「FDM 方式（熱溶解積層方式）
」とよばれている方式になります。

ダウンロード or モデリング
- FDM 方式（熱溶解積層方式）-

Step.2 印刷設定をする

フィラメントと呼ばれている素材を熱で溶かしながら、形

スライサー、プリンタホスト

をつくっていきます。家電量販店でも売っていることがある、
一般的な方式です。近年、価格がさがってきており、手に届

Step.3 印刷する

きやすい価格帯になりつつあります。

実際に 3D プリントをする
3-1. モデルをダウンロードして印刷

- フィラメント -

3D プリントするための 3D モデルのデータの準備において、ダウンロードすることが

紐状になっている熱で溶かすことができる素材です。ABS

もっとも簡単な手段です。インターネット上に公開されている下記のような Web サイト

や PLA というプラスチック樹脂が一般的で、各社様々な色を

から、公開されているデータをダウンロードすることができます。

揃えています。他にも、木質の素材や、金属様のもの、やわ

・Thingiverse：https://www.thingiverse.com/

らかいもの、生体適合性のあるもの、印刷した後にあたため
るとできるものと多くの種類があります。
また、素材によっても特性が異なるので、特性を生かした
3D プリント品を作成することができます。

やわらかい枕

熱で再整形可能

柔らかく、生体適合性がある

PolyFlex

SMP55

FABRIAL-R

・3D 図鑑：http://fab3d.cc/
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3-2. 自分でモデリングをして、印刷する

③基本操作

ダウンロードの他に 3D モデルのデータを入手する方法としては、自分で 3D モデルを

モデリングを行う作業平面が下記の画面です。まずは、基本操作を習得しましょう。

作成するという方法があります。今回は、下記のソフトウェアを利用し、3D モデリング
を行なっていきたいと思います。
使用ソフトウェア：
Autodesk 社：TinkerCAD
https://www.tinkercad.com/
動作環境：
Windows/Mac で使用可能
インターネットに接続されているブラウザ上で動作
※ベータ版で改良を繰り返しているため、画面や動作が異なる場合があります。

・カメラ操作：左の欄を操作することによって調整します。
キューブを「左ドラッグ」で自由に向きを変えることができます。
左上の上、
ホームマークは、初期の画面に戻ります。
その下のマークは、画面いっぱいに作業平面を調整します。
+ / - をクリックすることで、拡大 / 縮小ができます。
一番下のボタンを押すと、真上からと斜めからと視点を切り替えられます。

＜セットアップと基本操作＞
インターネットに接続しているブラウザから、tinkercad のホームページ (https://www.
tinkercad.com/) にアクセスすると、上記のようなページにが表示されます。

・図形の挿入：右側に表示されている図形を挿入できます。
表示されている図形を「左ドラッグ」することで挿入できます。

①登録

「左ド
シェイプにはそれぞれパラメーターがあり、

右上サインアップから、アカウントを作成します。

ラッグで調整することができます。

登録にはメールアドレスが必要になります。

また、図形に表示されている「白い四角」は、サイ
ズの変更。矢印は移動と、回転になります。

②新しいデザインの作成
登録が完了した後に、「新規デザインを作成」をクリックし、モデリングの画面に移動
します。
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Case2. 筆記用の自助具を作ろう

④シェイプの結合や穴あけ

採寸をしながら、ものや人に合わせたモデリングを行いましょう。

複数のシェイプを組み合わせるには、
「グループ化」を使用します。
ここで、
「ソリッド」と「穴」という考え方があり、ソリッドに穴を

a. デザインを検討する。

組み合わせることによって、穴をあけたり、切り抜いたりすることが

3D モデリングをするために、どのような形にするか

可能になります。ソリッド同士を組み合わせると一つの形になるため

検討します。スケッチなどを行い、形状を決めていきます。

組み合わせる順番を考えながら、モデルを作成します。

今回は、デザインすることは省略し、右図のモデルを作成
したいと思います。

⑤モデルができたらエクスポート
モデルが完成したら、右上の「エクスポート」より、3D モデルを

b. 採寸を行う

自分のコンピュータに出力することができます。3D プリントのため
には、一般的な「STL」を選んで出力すると 3D プリントすることが

定規や巻尺、ノギスなどを用いて採寸します。

できます。

ペンの太さ：̲̲̲̲̲̲mm
指の入る大きさ：̲̲̲̲̲̲̲̲mm

Case1. 名前入りのキーホルダーを作ってみよう
c. 形状に合わせたモデリングを行う。
作業平面右下に右図のような大きさにグリッドの情報が
見られるところがあります。現在、グリッドが、1.0mm と
なっており、
小さいマスが 1.0mm
大きいマスが 10.0mm(1cm) となっています。
d. シェイプを組み合わせながらモデルを作成する

a. 基本図形より、
「ボックス」を作業平面へ、ドラッグ。

図形を組み合わせる順番や、大きさに留意し、モ

高さや大きさを調整します。

デルを作成します。作成する方法や、調整する項目

タブより半径を調整することで丸みをつけることもできます。

は、様々にありますので、様々な視点から作成に
挑戦して見てください。

b. 基本図形の半透明な「円柱」を作業平面へ、ドラッグ。
穴の位置や大きさを決めます。
タブより、側面の値を最大化すると滑らかな円柱になります。
c. 基本シェイプをクリックし、
「文字」のページへ移動します。
「TEXT」を選択し、好きな文字を入力します。
d. カメラ操作により、はみ出している場所がないか確認し、
グループ化を行い、エクスポートし、stl として保存します。
Copyright (C) 2018 ,Junki Yoshioka
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- 3D プリントを意識したモデルの作成 -

Case3. プレパレーショングッズ

下図が 3D プリントするための設定ソフトの画面になります。間に空洞をつくる形状の

複雑なものも組み合わせによって作ることが可能です。

場合は、支えが必要になります。これを「サポート」といいます。サポートは、造形後に

Preparation 3D / Junki Yosioka

取り外さなければならないため、バリのようになったり、形状が崩れたりすることがあり

https://www.instagram.com/preparation3d/

ます。
精度が必要な部分はサポートをがつかないようなモデルを作成することが重要です。
また、造形物を安定して積み上げるための土台を「ラフト」といいます。

← サポート
← ラフト

Point!
- 印刷時間と印刷の精度 造形物の大きさ：
造形物が大きくなればなるほど、時間がかかります。

Point!
- モデリングの一工夫 -

印刷のピッチ ( レイヤー )：

使用者の事を考えると角が付いていない方が良い場合があります。基本図形のボックス

一層ごとの高さ。高さを大きくすると印刷は早くなりますが、荒く、積み上げた層が

のようなものは、タブから図形の角をとることはできますが、その他のモデルに関しても

目立つようになります。

下記のようなモデルをうまく使うことで角を取ることができます。
基本図形以外の図形も探索し、組み合わせる事で角で怪我するリスクを減らすことがで

充填率（インフィル）
：

きます。

内部の構造、その量を設定できます。ソフトウェアによって設定方法がことなります
が、積めれば積めるほど時間がかかります。また、増やすと上面を塗りつぶしやすく
はなりますが、充填率を必要以上にあげる必要はありません。
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Case4. 身体に合わせたモデリング

Case6. インターネット上のデータの利活用

今回は、腕や足にフィットするパーツを作成したいと思います。

3D プリントの利点の一つとして、データの複製と再利用があります。インターネット
上で公開しているデータを利用し、編集し、出力することができるということになります。

1. 腕の集計の測定をし、直径を測定します。

ここでは、手法の一つの紹介と、そこに関わる法律について簡単に説明したいと思います。

比較的柔らかい素材を用いて印刷する予定ですが、きつくなりすぎず、
ゆるくなりすぎないように

- データの利活用 a. データの検索

2. 右図のようなモデルを作成します。

Thingiverse や、3D 図鑑のページよりキーワードにて検索します。

a. 直径のガイドとなる円柱を作成

今回は、3D 図鑑 (http://fab3d.cc/) より、
「hook」を検索し、ヒット

b. 注目のシェイプジェネレータの

したモデルを参考に進めていきます。

「SVG Revolver」より腕に最適なリングを作成

Edit & Save > Mesh > Export stl の順に進むことで保存できます。

c. 基本シェイプのボックスなどを用いて、
接地面を作成します。

CC3.0 BY:Bed Hook by sushiman1841

b. データのインポート

Tinker CAD の編集画面の右上、インポートよりモデルをインポートします。Tinker
CAD では読み込みにあたり、複雑な形は読み込めないことがあります。
c. 再編集
下図のように、モデルをインポートし、再利用する

Case5. 3D ペンでの接着

ことができます。読み込んだものに別のモデルを接合

今回は、講座の時間の限りもあるため、3D ペンを用いて接着します。

することで新たな用途を付け加えることができます。

3D ペンを接着用として用いる理由としては、グルーガンなどと比較し、
「素材が近いもの

また、穴としても使用できるため、作成したものがは

を利用することでより強度が高い接着となる」
「様々な素材が混在しない」という点が挙

まるような形をつくることもできます。

げられます。あくまで、調整用として用いるため、一括で出力しているものよりも強度が
弱いことは注意してください。

- データの著作権について -

今回は、Case4 で作成したリングに、ダウンロー

3D データもイラストや写真のように著作者に権利が生じます。しかし、インターネッ

ドしてきたデータを利用し、接合させます。個人

ト上では、作者がデータを公開し、著作権を維持しながらも再利用可能にするライセンス

が利用する身体の向きなどに合わせ、接合させま

があります。Creative Commons というライセンスの取り決めがあります。

す。

下図がライセンスを示す図になります。例えば、フックについていたライセンスだと、
CC BY なので、作成者の表記などを行うことで再利用可能になります。詳しい説明や、表
記方法などは、Creative Commons Japan のホームページ (https://creativecommons.jp/)
に書かれているので、インターネット上のデータを使用する際はご覧ください。

https://creativecommons.jp/ より
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4.3D プリントの医療における安全性について

4-4. 関係法規：PL 法

3D プリント品の安全性について保証している仕組みについては、現在ありません。

大量生産型のものづくりにおいては、使用者の安全性を担保するために PL 法という法

大量生産型のものづくりの場合は、金型を用いて生産することができるため、工業試験を

律で、
「製造者の責任」について規定されています。大規模生産を行なっている工場では、

行うことができますが、個別生産による 3D プリント品については、評価が難しいためで

PL 保険などに加入しており、対応することは可能ですが、個別生産のものづくりは難し

す。そのため、医療現場においてもガイドラインは存在していませんが、知識を身につけ

いと考えられます。

ることで、使用する際のリスクを減らすことができると考えられます。

つくったもので怪我をした場合などは、必ず責任が伴うということを念頭におき、3D
プリンタを使用する必要があります。

4-1. 強度・耐久性
素材それぞれの特性については、MSDS( マテリアルセーフティーデータシート ) という

4-5. 製作物のデータの公開について

もので示されることが多いです。
試験片という決まって形状のデータが記載されています。

以前、3D プリント可能な銃がインターネット上に公開されたという事例がありました。

引っ張られた時の強度や、耐えうる温度などが記載されています。

その事例をめぐって、使用者が悪いのか？データを作成した人が悪いのか？ 3D プリント

実際に自分で 3D プリントした場合は、主に、積層部分や細い部分からの破断が多くみ

した人がわるいのか？と、様々な論争がありました。現在、その論争については、明確な

られますので、細い構造をつくらないことや印刷がうまくいっていないものは使用しない

答えがでておりません。

など注意する必要があります。また、熱に弱いものは、熱での洗浄を行なった場合、形状

良かれと思って公開したデータが悪用されることも考えられます。しかし、一方で、義

が変わっていないかなど確認しながら使用する必要があります。

手のオープンソース化の例のように、データが正しく使われ、世の中に広く役に立ってい
るものもあります。公開していく場合は、起こりうるリスクについて理解し、丁寧な情報

4-2. 皮膚刺激性

の提供や正しい使い方などを説明していく必要があります。

素材によって、FDA 認証が通っているものや、皮膚刺激性テストを通過しているもの
など安全な素材を使用していると明記しているものがあります。しかし、安全な素材で作
られているものでも、製作過程で印刷時に他の素材と混ざってしまうなど、様々な要因が
考えられるため、製作過程も含め、留意していくことが重要になります。
※光造形とよばれている方式で使われている素材の多くは、皮膚への刺激性が高いものが
多いため、人体への使用をおすすめしません。
4-3. リスクコミュニケーションと観察
3D プリント品を取り巻く、
「使用者」「製造者」「観察者」で起こりうるリスクについて
情報を交換し、なにか変化があった際に速やかに対応できるような体制を整えていくこと
が重要です。例えば、病院内での使用であれば、本人だけでなく、他の医療スタッフへ説
明しておくことや、在宅で使う場合は、介護に関わる人への情報提供も必要不可欠でしょ
う。
その際、観察項目として、対象の患者だけでなく、3D プリント品が壊れる可能性があ
る部分があるのであれば、その点についてもわかりやすく伝える必要があるでしょう。
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＜おまけ＞
①フィラメントの紹介

② 3D プリンタの選び方

一般的に PLA や ABS と言われている素材を使用していますが、
各社によって配合が異なっ

1. 造形範囲

たりしています。最適なものの検討の余地はありますが、今回使用したものや安全に関す

一般的には 12cm 四方ほど。大きくなればなるほど高くなります。

る情報が掲載されているものを紹介しておきます。

2. エクストルーダーの形式

※下記画像は、各社ホームページより。

ダイレクト or ボーデン。フィラメントを送るエクストルーダーとヒーターの距離に

1.Z-ULTRAT / Zotrax

よって違う。ダイレクトの方が様々な素材を印刷できます。
・Zotrax 社フィラメント。他社のプリンタでも使用可能。

3. ソフトウェアが専用か？フィラメントは選べるか？

・造形が安定しており、強度も比較的高い。

専用ソフト、専用フィラメントの場合、比較的造形が綺麗なことが多い。しかし、安

・MSDS( マテリアルの安全性のシート ) の公開が WEB にある

全性のことを考えながら使用する際は、
フィラメントが自由なものをオススメします。

ex) 皮膚に当てるのは大丈夫など ... という情報がある
Zotrax 社のフィラメントは安全性の情報が詳しい。

簡単に導入可能なオススメ 3D プリンタは、今回使用の下記です。
・UP Box2 or Aﬁnia H400：10 万円前後

2. PolyFlex / Polymaker

12 x 12 x 12 / ダイレクト / 専用ソフトウェア、フィラメントは自由

・やわらかい素材。比較的印刷がしやすい。

・Zotrax M200

・PolyMaker 社は、造形制度が高い素材がおおく、素材に関す

20 x 20 x 20 / ダイレクト / 専用ソフトウェア、フィラメントは自由

る情報も比較的多く公開されている。
さらに、高みを目指したい人は他のプリンタを教えますので、お声かけください。
③ 3D スキャン
3.SMP55 / フィラメント工房

a. スマートフォンなどで 3D スキャン：
「Autodesk ReMake」

・形状記憶素材。造形後、加熱することで、再成形可能。

カメラの画像を複数枚用いて 3D モデルを作成。専用の機材は不要。サイズ感の測定が

・一般的なプリンタで出力可能。

不可能なため。近くに大きさがわかるモデルを置き、一緒にスキャンするのが良い。
b. 赤外線ハンディ 3D スキャナ「Sense」
赤外線を使用するため、
大きさなどを測ることができる。精度にムラがあったり、
スキャ

4.FABRIAL-R / JSR

ンのエラーがあるので使用になれが必要。

・日本の企業、JSR 社が製造。生体適合性のあるやわらかい素材。印刷が難しい。
5.nGen & nGenFlex / ColorFabb

c. レーザースキャナ

・FDA 認可の通った素材をベースに作成されている。素材は FDA 認可のものを使用し

小さいものなど精度高くスキャンすることができる。人体に対しては使用不可。

ているが、造形物は該当するとは限らないので注意。nGen Flex は、やや柔らかいが、
耐熱性にも優れている。
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④モデリングソフトウェア
入門編として、TinkerCAD を使用しましたが、物足りなくなり、さらにステップアッ
プしたい場合は、下記のようなソフトウェアがあります。
・Fusion360
TinkerCAD と同様の Autodesk 社が公開。商用利用の場合は、ライセンス料を支払う必
要がある。様々な用途で使用することができるため、多くのプロダクトデザイナーも使用
している。
・Rhinoceros
曲線を生かしたモデリングソフト。プロダクトにおいて、美しい曲線を生かしたデザイ
ンを行う際やパターンを生かし、数的にモデルを作成するプラグインなども存在している。
・Shapr3D
iPad Pro でのモデリングソフト。直感的な操作でモデリング可能。比較的細かいモデル
も作成可能である。
・Metasequia
キャラクターモデリング用のソフトウェア。スキャンしたデータや、CT のデータなど
荒く、ゴミのようなデータを処理することにかなり向いている。
・Sculptris / Zbrush
球体などから、こねるようにしてモデルを作成する彫刻型のモデリングソフト。測定な
どは不向きではあるが、モデルをこねるように調整するのが得意な方には向いている。

Fab Nurse 3D Printing Basic
吉岡 純希
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