
1. はじめに

　近年、3D プリンター技術は向上しており、医

療分野でも利用されてきており、CT の画像デー

タから臓器モデルの作製も可能である。

　また最近、脳外科の医師が高価な3Dプリンター

を使用して血管瘤モデルを型として作製し、その

型の表面にシリコーンでコーティングして、中身

を溶かし、シリコーンによる柔らかい中空のある

動脈瘤モデルを作製した。
[1]
そこで、今回我々は

脳血管よりも太い大動脈の血管において ABS 樹

脂を使用して造形する安価な 3D プリンターおよ

びシリコーンを使用して中空のある血管モデルを

作製した。
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　近年、3D プリンターは技術の進歩により医療の分野においても十分利用できるレベルのものが作ら

れている。市販されている 3D プリンターでも学習やインフォームドコンセントに使用できるレベルの

モデルが作製できることが確認された。自治医科大学の脳外科医が 3D プリンターを使って動脈瘤モデ

ルを作製し、この動脈瘤の表面をシリコーンでコーティングし、中身の ABS 樹脂を溶かしてシリコー

ンによる柔らかい中空のある動脈瘤モデルを作製している。そこで我々は、脳動脈よりも太い大動脈に

おいて、市販されている 3D プリンターによって同じようにシリコーンを使用して中空のある血管を作

製できるかを検証した。

　中空のある血管モデルの作製のために最初に、ABS 樹脂で作製された３D 血管モデルの表面にシリ

コーンのコーティングをした。つぎに有機溶剤であるアセトンで ABS 樹脂を溶かしてシリコーン中

空血管モデル（大動脈弓、腹大動および総腸骨動脈）を作製した。中空を作製するためにアセトンで

ABS 樹脂の細い血管は溶けにくいが、太い血管は容易に溶け、中空のある血管モデルを作製すること

ができた。これは細いところにはアセトンが行き渡らなかったためと考えられる。また、シリコーンコー

ティングの塗り方の問題で元の血管モデルと中空のある血管モデルで造形が異なる部分が生じてしまっ

た。このことからシリコーンの塗り方でモデルの外形が変化してしまうので、高い再現性のモデルを作

製するのは限界があると考えられる。これらを全て考慮すると安価な 3D プリンターにおいても中空の

ある血管モデルを作製することは可能だがその再現性には限界があり、改善が必要だと考えられる。

2. 目的

　市販されている 3D プリンターを使用して大動

脈弓、腹大動脈および総腸骨動脈の血管モデルを

作製し、その血管モデルを型として利用して中空

のある血管モデルを作製し、再現性が高いものが

できるか検証する。

3. 使用機器及びソフト、材料

・3D プリンター

　MakerBot Replicator 2X

・STL 変換ソフト：

　Volume Extractor 3.0

・3D プリンター出力ソフト：

　MakerBot Maker Ware

・フィラメント：
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　ABS フィラメント

　DISSOLVABLE フィラメント

・コーティングするための溶剤：

　シリコーン、シリコーン硬化剤

・ABS を溶解するための溶剤：

　アセトン

4. 方法

4.1 原理

　使用する 3D プリンターは熱溶解積層法とい

う方法で ABS フィラメントにより造形する。こ

の ABS フィラメントの ABS 樹脂は Acrylonitrile 

Butadiene Styrene 共重合合成樹脂のことで、熱に

溶け、酸性溶液や塩基性溶液には不溶であるが有

機溶剤には可溶という性質をもつ。対して有機溶

剤に不溶なものとしてシリコーンがある。このシ

リコーンは液体の状態から触媒を加えることで硬

化するのでモデルを型として使用するのに適して

いる。この ABS 樹脂及びシリコーンの性質を利

用して、ABS 樹脂で作製した血管モデルを型と

してモデルの表面にシリコーンでコーティングし

て、有機溶媒の中にシリコーンでコーティングさ

れたモデルを入れることで内部の ABS 樹脂で作

製されたモデルが溶け、表面のシリコーンのみが

残り、中空が作製される。有機溶剤としてアセト

ンを使用する。このアセトンは分子式 C3H6O で

表し、ケトンの一種である。常温で高い揮発性、

強い引火性があり、人体にも有害であり、危険で

ある。本来、有機化学の実験で器具の洗浄等に使

用する。

4.2 血管モデルの作製

　CT データを Volume Extractor 3.0 に取り込み、

3D データに変換し、骨や心臓、腎臓などの血管

以外の不要な臓器をセグメンテーション処理によ

り取り除き 3D プリンターへ出力ファイルフォー

マットである STL ファイルに変換した。STL ファ

イルとは全てのカタチを沢山の小さな三角形の集
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まりとして表現するファイル形式である。2 次元

の絵でいうと、いわゆる「ドット絵」のような表

現です本来は円のような形状を持ったデータで

も、細かく見ると実際は三角形が多角形状に並ん

だデータになっている。

　作成した STL ファイルを 3D プリンター出力ソ

フト MakerBot Maker Ware に入力し、最適な大き

さとなるようにモデルのサイズを変えながら 3D

プリンター MakerBot Replicator 2X にて出力し、

大動脈弓、腹大動脈、総腸骨動脈の血管モデルを

作製した。また、実物大のままだと 3D プリンター

に収まらないので大きさを実物大の大動脈弓は

70%、腹大動脈は 50%、総腸骨動脈は 40% の大

きさで積層ピッチは 2.0mm でモデルを作製した。

4.3 中空のある血管モデルの作製

　作製された血管モデルは ABS フィラメントが

はみ出したり、表面に積層の跡があったりしたた

め、表面をヤスリ掛けして滑らかにした。その後

シリコーンで表面をなるべく均一になるように

コーティングした。この時、シリコーン 100mL

に対し、1mL の割合でシリコーン硬化剤をシリ

コーンに加えてかき混ぜてからシリコーンをコー

ティングした。約 10 分でシリコーンは固くなり

始めたが、1 日置いて完全に乾燥させた。

　1 日経過して完全に固まった後、内部にアセト

ンが染み込むように両端をシリコーンごと切り取

り、アセトン 300mL の中にモデル全体が浸かる

ようにモデルを沈めてアセトン中に入れた。

　更に 1 日経過してアセトンの融け具合を観察し

た後、アセトンを再度利用するために濾過して再

度モデルをアセトンの中にもう 1 日浸けた。その

後モデルを出し、水で洗い流しシリコーン製の中

空血管を作成した。

5. 結果

5.1 血管モデル

　サイズを変更しながら作製したところ、実物の
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管を血管モデルで作製できた。作製した腹大動脈

の血管モデルを示す（図 2）。

　総腸骨動脈は出力した 3D ポリゴンデータでは

左右共に外腸骨動脈、内腸骨動脈が作製されるは

ずであったが右の外腸骨動脈、内腸骨動脈は作製

できなった。しかし、総腸骨動脈及びそこから分

岐する左の外腸骨動脈、内腸骨動脈は血管モデル

で作製できた。作製した総腸骨動脈の血管モデル

を示す（図 3）。

5.2 中空のある血管モデル

　シリコーンでコーティングした血管モデルをア

セトンの中に入れた直後、気泡がモデルから出て

いくのが確認された。

　アセトンの中に入れて 24 時間後には中の ABS

樹脂の多くが分解されて崩れたようになった。ア

セトンの中から取り出そうとすると中から出てい

き、モデルを絞ると出てくるほど中の ABS 樹脂

が融けていた。しかし、まだシリコーンに付着し

ているのが多々確認できた。

　2 日後には内部に付着していた ABS 樹脂はわ

ずかに確認できるだけになった。アセトンを蒸留
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大動脈弓は 70%、腹大動脈は 50%、総腸骨動脈

は 40% の大きさでうまく作製できた。

大動脈弓では腕頭動脈、左総頸動脈、左鎖骨下動

脈の 3 つの分岐を血管モデルで作製できた。作製

した血管モデルを示す（図 1）。

　腹大動脈は細い分岐した血管の一部が造形でき

なかったが、腹大動脈から分岐する腹腔動脈、右

腎動脈の幹、左腎動脈、上腸間膜動脈の 4 つの血

図 1　大動脈弓の ABS 血管モデル

大動脈弓の腕頭動脈（矢印）、左総頸動脈（矢印）および

左鎖骨下動脈（矢印）の 3 つの分岐の ABS 血管を示す。

図 2　腹部大血管の ABS 血管モデル

腹大動脈から分岐する腹腔動脈（矢印）、右腎動脈の幹（矢

印）、左腎動脈、上腸間膜動脈（矢印）の 4 つの血管を示す。

図 3　総腸骨動脈の ABS 血管モデル

腹部大動脈（矢印）とそこから分岐する左右総腸骨動脈

（矢印）およびそこから分岐する左右外腸骨動脈（矢印）

および左内腸骨動脈（矢印）は血管モデルで作製できた。



20

水で洗い流し、乾燥させてから詳しく確認すると、

大動脈弓は大動脈弓部分が内部に少し付着してい

るだけであったが、腕頭動脈、左総頸動脈、左鎖

骨下動脈の 3 つの分岐血管の部分は ABS 樹脂の

塊が残っていた。腹大動脈は腹大動脈部分が大動

脈弓同様に内部にわずかに付着しているだけで

あったが、上腸間膜動脈部分を触ると ABS が残っ

ているのが確認できた。総腸骨動脈は総腸骨動脈

が左右に分かれる分岐の部分に大きな ABS 樹脂

の塊が確認できた。

　作製した大動脈弓シリコーン血管モデルを示す

（図 4）。

　左鎖骨下動脈、左総頸動脈および腕頭動脈をシ

リコーンで明瞭に描出できた。

 作製した腹部大動脈の中空シリコーン血管モデ

ルを示す（図 5）。明瞭に右腎動脈、腹腔動脈及

び上腸間膜動脈の 3 つの分岐血管はシリコーンで

描出できた。

　作製した総腸骨動脈の中空シリコーン血管モデ

ルを示す（図 6）。右総腸骨動脈と左総腸骨動脈

のシリコーンモデルを明瞭に描出できた。総腸骨

動脈の中空シリコーン血管モデを明瞭に描出でき

た。

6. 考察

6.1 モデル作製

　血管の太い部分において ABS 樹脂が良く溶け

たのは 3D プリンターで造形する際、内部の構造

が蜂の巣状になっており、外枠は厚いが中の蜂の

巣状の部分は非常に薄くなり、内部に空洞が多数

存在する為、内部から先に ABS 樹脂が融け、アセ

トンが染み込むように内部から融けていったから

だと考えられる。実際に、アセトンの中にモデル

を投入した直後、モデルから気泡が漏れ出ていく
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図 4 大動脈弓の中空のあるシリコーン血管モデル

腕頭動脈（矢印）、左総頸動脈（矢印）および左鎖骨下

動脈（矢印）の 3 つの分岐血管はシリコーンで描出できた。

図 5　腹大動脈の中空シリコーン血管モデル

右腎動脈（矢印）、腹腔動脈（矢印）及び上腸間膜動脈（矢

印）の 3 つの分岐血管はシリコーンで描出できた。

図 6　総腸骨動脈の中空シリコーン血管モデル

右総腸骨動脈（矢印）と左総腸骨動脈（矢印）を明瞭に

描出できた。
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のが観察された。つまりこれより、内部に空洞があ

る事は確かである。対して、分岐した血管のよう

な細い血管では外枠よりも細く、この空洞が作ら

れるようなことはなく、内部から融けなかった為、

ABS 樹脂の融けが悪かったと考えられる。実際、

総腸骨動脈の分岐部に残った ABS 樹脂は外側か

ら溶けたのが残ったようなものとなっていた。

6.2 シリコーンコーティング

　腹大動脈の中空のある血管モデルにおいて、シ

リコーンが乾燥させる際に垂れてしまった為、本

来ないところに血管があるように造形されてし

まった。他にも大動脈弓において、置いて乾燥さ

せた時の上部と下部でモデルのシリコーンの厚さ

に差が生じてしまった。このようにどうしても均

一に塗っても重力の関係でシリコーンが上部は薄

く、下部は厚くなり、さらに下に垂れて血管が分

岐したような外見になってしまう。つまり、全体

でシリコーンを均一にするのに限界があり、ま

た、置き方、塗り方により同じ ABS 樹脂による

血管モデルから作ってもシリコーンによる中空の

ある血管モデルに形や厚さに変化が生じてしま

う。よって、元の血管に血管厚も含め、再現性の

高い中空ある血管モデルを作製することは限界が

あり、同じデータを使って 3D プリンターで ABS

樹脂によるモデルを作製しシリコーンを塗って中

空のあるモデルを作製しても全く同じものができ

るとは限らないと考えられる。

　脳の血管は細いので、ABS 樹脂で動脈瘤モデ

ルを作製しその周りをシリコーンでコーティング

してアセトンで溶かすのは比較的容易である。シ

リコーン動脈瘤を作製し脳外科医のトレーニング

やシミュレーションの用いられている。
[2･3]

6.3 製作の問題点及びその改善点

　モデルを作製した時、アセトンの中に入れるだ

けで ABS 樹脂を融かすと時間がかかる、アセト

ンは高い揮発性、強い引火性、毒性があり、危険

であるため、取り扱う際はドラフトチェンバーに

て操作を行わなければならないという問題点が

あった。

　これらの改善点として、ABS 樹脂をアセトン

で融かすのに時間がかかることに関してはアセト

ンに入れて溶かす際、振動させながら浸ければ、

中から分解されて崩れた ABS 樹脂が出ていくた

め、アセトンの染み込みが良くなり、細い血管に

ついても融かすことができると考えられる。アセ

トンが危険であることに関しては ABS 樹脂の代

わりに支持体で使用した DISSOLVABLE 樹脂を

3D プリンターでモデルを造形する際に使用する

方法が考えられる。DISSOLVABLE 樹脂は柑橘系

の果実にも含まれるリモネンで溶かすことができ

る為、アセトンよりも容易に溶かすことができる

と考えられる。しかし、DISSOLVABLE 樹脂は耐

久性に問題があると予想されるので検証が必要で

ある。

6.4 使用法

　完成した中空のある血管モデルはシリコーンの

塗り方で外見は変化してしまうが内側は元のモデ

ルの形を再現されているため、クリッピングやカ

テーテル操作等の練習に使用するのは可能である

と考えられる。しかし、学習用として使用するに

は本来存在しない血管が作られてしまう為、シリ

コーンコーティングを改善しなければ使用が難し

いと考えられる。

7. 結語

　市販されている安価な 3D プリンターで中空の

ある血管モデルを作製することは可能である。シ

リコーンコーティングにより再現性に軽度変化が

生じてしまう。クリッピングやカテーテル操作の

練習には使用できるが、シリコーンコーティング

を改善の必要がある。学習用として使用するのに

やや難点がある。
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Fabrication of a hollow large vessel model with a 3D printer

Kyoichi Ito1), Morio Shimada2), Kohki Yoshikawa2), Hisamoto Moriguchi2), Tomoko Okada2), Taiki Magome2)

1)　Department of Radiation, International Goodwill Hospital., Yokohama Japan

2)　Department of Radiotechnical Sciences, Faculty of Radiological health Sciences, Komazawa University, Tokyo Japan

Summary

　In recent years, a 3D printer has achieved quantum leaps with advancement of technology to the level fully 

usable in medicine. Even commercially available 3D printers can produce the models of levels that can be used for 

learning and informed consent.

　A neurosurgeon in Jichi Medical University produced an aneurysm model with a 3D printer. He coated the 

surface of aneurysm with silicone, and melted the inner ABS resin to produce a silicone hollow aneurysm model.

　This time, we examined whether a similar silicone hollow aorta, thicker than the cerebral artery, can be 

produced with a commercially available 3D printer in the same way.

　In production of a hollow vascular model, surface of ABS resin of the 3D blood vessel model was first coated 

with silicone. Next, ABS resin was dissolved with organic solvent acetone to produce silicone hollow blood vessel 

models (aortic arch, abdominal aorta, and common iliac artery).

　In preparation of a hollow, ABS resin of narrow blood vessels was difficult to melt with acetone, while ABS 

resin of thick blood vessels easily melted, and a hollow blood vessel model was successfully produced. Acetone 

would has insufficiently distributed to the ABS resin of narrow blood vessels. Furthermore, some differences were 

observed in modeling between the original blood vessel model and the hollow blood vessel model because of the 

technical problems of silicon coating.

　These results suggest that some limitation exists in making a model with high reproducibility since appearance 

of the model is changed by techniques of silicon application.

　In conclusion, it is able to create a hollow blood vessel model with an inexpensive 3D printer, but there exists 

some limitation in its reproducibility. Its improvement will be necessary in the future.


