
1. はじめに

　3D プ リ ン タ ー の 積 層 造 形（AM：Additive 

Manufacturing）技術は、今や家電からアートまで、

分野を超えて創造活動に使われている。今や医学

も例外ではない。X 線 CT や MRI、PET などの医

用診断装置から得られた医用画像の 3 次元デジタ

ルデータから、材質の異なる複数の素材を用いて、

人体組織の部位特異的な触感を伴ったリアルな 3

次元生体モデルの作製が始まっている。難度の高

い手術をするに当たり、予め患者の人体組織の精

巧なモデルをシミュレーションに使えば、より安

全な手術計画の立案や処置を施すことが可能とな

る。隠れた部位の癒合や変異を事前に知ることも

可能となり、医療現場に大きなイノベーションを
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　3D プリンターとは 3DCG データを元に立体を作製する機器のことである。積層して物を造り上げる

原理はどの 3D プリンターでも同じですが、積層方式により大きく熱溶解積層方式、光造形方式、粉末

焼結方式、インクジェット方式、プロジェクション方式およびインクジェット粉末積層方式に分類する

ことができる。

　今まで学生が胃疾患の立体的な構造の把握を座学のみで勉強するのは困難であったため、疾患の 3D

モデルを作製することで疾患を立体的に学ぶ助けになると考えた。本研究では 3D プリンターを用いて

胃疾患（胃癌、粘膜下腫瘍、隆起性病変及び潰瘍）の 3D モデルを作製するとともに、造影前のデータ

と造影後のデータを使用した場合およびサイズの違いによる再現性の変化について検討した。

　胃癌および胃粘膜下腫瘍疾患 3D モデルの造形については、CT 検査で得た 2D 画像をもとに胃のみを

抽出した STL ファイルへ変換し、3D プリンターへデータを送信して造形した。

　隆起および潰瘍の 3D モデルの作製は、CAD を用いて自ら STL ファイル形式に変換し、そして 3D

プリンターへデータを出力し作製した。造影後データを使用して、40%・50% および 60% に縮小した

胃癌 3D モデルを作製して、これらの視覚評価を行った。

　熱溶解樹脂積層造形法では、サイズの違いよりも、積層される樹脂の吐出量の安定性および作製後の

伸縮や変形などにより再現性が変化する可能性があることが考えられた。造影前および造影後データを

使用した場合の再現性については、胃で検討することは不可能であるため、腎臓等の他臓器を作製して

検討していく必要がある。

もたらす。

　機種によって多少の違いはあるが、基本的な仕

組みは、コンピュータ上で作った 3D データを設

計図として、断面形状を積層していくことで立体

物を作成する。液状の樹脂に紫外線などを照射し

少しずつ硬化させていくインクジェット方式、熱

で融解した樹脂を少しずつ積み重ねていく FDM 

方式（Fused Deposition Modeling, 熱溶解積層法）、

粉末の樹脂に接着剤を吹きつけていく粉末固着方

式などの方法がある。

　近年、廉価な熱溶解樹脂積層造形法の 3D プリ

ンターが普及しつつある。この方式の 3D プリン

ターは、3D データを基にワイヤー状の樹脂を溶

かして塗り重ねていく方法である。この造形方式
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た 3D モデルを Fig.3 に示した。

　CT 検査で得られた 2D データを示す（Fig.1）。

矢印で示す箇所に４型進行胃癌を認める。この

データを基にして胃のみを抽出した 3D データに

した（Fig.2）。矢印は腫瘍を示す。この 3D デー
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の違いや使用する樹脂の種類により価格が大きく

変化する。

　今まで学生が胃疾患の立体的な構造の把握を座

学のみで勉強するのは困難であった。そこで、胃

疾患の廉価な３D プリンターで 3D モデルを造形

することで疾患を立体的に学ぶ助けになると考え

た。

2. 目的

　画本研究では、3D プリンターを用いて造影前

のデータと造影後のデータで胃疾患（胃癌、粘膜

下腫瘍、CAD で作成した隆起及び潰瘍）の３D

プリンターモデルを造形した。造影前と造影後の

３D プリンターモデルを比較した。造形サイズの

違いによる再現性の変化についても検討する
1）。

3. 使用機器

・CT　

　Siemens:SOMATOM Definition Flash

・STL 変換ソフトウェア

　AZE Virtual Place Fujin バージョン 3.6001

・CAD

　123D Design

・3D プリンター

　MakerBot Replicator 2X

・フィラメント

　ABS フィラメント

　Dissolvable フィラメント

・X 線 TV 装置　KXO － 32XC

　イメージングプレート

・ImageJ 1.49h

・造影剤　

硫酸バリウム Barytester A240 Powder

（濃度 200%W/V）

4. 方法

4.1 3D モデルの造形

　2D データを Fig.1、3D データを Fig.2、造形し

Fig.1　2D データ

Fig.2　3D データ

Fig.3　造形した 3D モデル
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て Fig.4 に示した。また、どの方向で造形するか

を決定した際の上から見た画像を Fig.5、Fig.6 に

示した。胃癌 3D モデルは後壁が底面になるよう

造形した（Fig.5）のに対し、胃粘膜下腫瘍モデ

ルは腫瘍を確認しやすくするために前壁が底面に

なるよう造形した（Fig.6）。
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Fig.4　X,Y,Z 方向について

タは胃の内腔と胃壁との CT 値の差を利用して胃

の内壁を抽出しているため、表面は外壁でなく内

壁が描出されている。この 3D データを STL ファ

イル形式へ変換し、3D プリンターへデータを送

信し作製した（Fig.3）。造影前データを使用した

胃癌 3D モデルは、元の 50% に縮小して用いた。

造影後データを使用した４型進行胃癌 3D モデル

は元の 40%・50% および 60% に縮小したサイズ

で造形して用いた。

　胃粘膜下腫瘍 3D モデルは、造影後データを使

用し元の 50% に縮小したサイズで造形した。

作製隆起及び潰瘍 3D モデルの造形は、CAD を

用いて自ら STLファイル形式にし、3Dプリンター

へデータを送信し作製した。3D モデルの表面に

造影剤を塗り、X 線 TV 装置を用いて透視し撮影

した。

　本研究では廉価な熱溶解樹脂積層造形法の装

置を用い、積層ピッチ 0.2mm で造形した。また、

使用した3Dプリンターはデュアルヘッドである。

ABS フィラメントで胃の形を作製し、Dissolvable

フィラメントは造形の際のサポートとして使用し

た。

　胃癌及び胃粘膜下腫瘍 3D モデルを作製する際

に使用したCT画像の撮影条件をTable1に示した。

隆起及び潰瘍の CAD の 3D モデルを撮影した際

の CT 撮影条件を Table2 に示した。造形サイズを

Table3 に示した。造形サイズの X,Y,Z 方向につい

Fig.5　胃癌 3D モデルの造形方向

Fig.6　胃粘膜下腫瘍 3D モデルの造形方向

Table1　CT 画像の撮影条件

管電圧
[kV] mAs 値 スライス厚

[mm]

胃癌
造影前 120 202 1

造影後 80 217 1

胃粘膜下
腫瘍

造影後 80 149 0.6

Table2　隆起・潰瘍の撮影条件

管電圧 [kV] mAs 値

隆起・潰瘍 56 8
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4.2 視覚評価

　学生 10 名に造影後データを使用し 40%・

50%・60% に縮小した胃癌 3D モデルの前壁の凹

凸部及び後壁について STL ファイルの描出する

データ（ポリゴン画像）と比較して再現性が高い

と思われる順に順位をつけてもらい点数化するこ

とにより視覚評価を行った。各順位における配点

を Table4 に示した。

Table4　配点表

1 位 2 位 3 位

配点 3 2 1

5. 結果

5.1 3D モデルの造形

　造影前データを使用し 50% に縮小したサイズ、

造影後データを使用し 40%・50%・60% に縮小し

たサイズの胃癌 3D モデルの前壁を Fig.7、後壁を

Fig.8、造形した胃粘膜下腫瘍 3D モデルを Fig.9

に示した。

　Fig.7 ～ Fig.9 より、底面（胃粘膜下腫瘍：前壁、

胃癌：後壁）の再現性が低い結果となった。

　造形した隆起及び潰瘍 3D モデルを Fig10、X

線画像を Fig.11 に示した。Fig.12 の左の円が潰瘍、

右の円が隆起である。これより、潰瘍部分は造影
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1.0cm 間隔　 造影前（50%）　　造影後（40%）　　造影後（50%）　　　　造影後 (60%）

Fig.7　造形した胃癌 3D モデルの前壁（上面）

Table3　造形サイズ

X [mm] Y [mm] Z [mm] 直径 [mm]

造影前 50% サイズ 79.06 72.16 75.91 ―

胃　癌 造影後

40% サイズ 67.31 64.20 52.56 ―

50% サイズ 84.14 80.25 65.70 ―

60% サイズ 101.0 96.30 78.84 ―

胃粘膜下腫瘍 造影後 50% サイズ 110.3 82.43 74.74 ―

隆起・潰瘍 30.0 100.0 15.0 10.0

1.0cm 間隔　造影前（50%）　造影後（40%）　　造影後（50%）　　　　造影後 (60%）　　拡大画像

Fig.8　造形した胃癌 3D モデルの前壁（底面）
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剤が溜まっており、隆起部分は透亮像となってい

ることがわかる。

5.2 視覚評価

　スコアリング結果を Table5 に示した。

Table5　胃癌モデルのスコアリング結果

40%サイズ 50%サイズ 60%サイズ

前壁（上面） 2.5 2.2 1.3

後壁（底面） 1.2 2.2 2.7

　前壁はサイズが小さいほどスコアが高くなった

が、後壁はサイズが大きいほどスコアが高くなっ

ており、前壁と後壁で順位が変化していることが

分かる。

6. 考察

6.1 造影前・造影後データを使用いた場合の再現

性について

　CT 画像から胃のみを抽出した 3D データにす

る場合、胃の内腔と胃壁との CT 値の差が大きい

ほどきれいに抽出されると考え、造影前 50% サ

イズと造影後 50% サイズでは造影後 50% サイズ

の方が再現性が高くなると推測していた。しかし、

造影前データ・造影後データを使用して胃のみを

抽出した 3D データはどちらも同等にきれいに抽

出されていた。また、造影前と造影後で胃の形が

変化し同形ではなかったため、正確な比較をする

ことが不可能であった。そのため造影前後の比較

をする場合は、形が変化しにくい腎臓などの部位

を造形して検討する必要がある。

6.2 サイズの違いによる再現性について

　造影後 40%・50%・60% サイズを比較すると前

壁はサイズが小さいほどスコアが高くなっている

のに対し、後壁はサイズが大きいほどスコアが高

くなっている。Fig.13 は積層ピッチ一定で球形モ

デルを造形した場合の造形サイズの違いによる再

現性の変化を表している。通常、Fig.13 のように

1.0cm 間隔　　後壁（上面）　　　　　前壁（底面）　　　　　前壁（底面）の拡大画像

Fig.9　造形した胃粘膜下腫瘍 3D モデル

側面　　　　　　　　　　 正面

Fig.10　造形した隆起及び潰瘍 3D モデル Fig.11　隆起及び潰瘍 3D モデルの X 線画像
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造形サイズが大きいほど多くの積層数で造形する

ため再現性が高くなるはずである。積層される樹

脂の吐出量の安定性、造形後の伸縮や変形、装置

自体の振動によって結果に影響がでたのだと考え

られる。

6.3 上面と底面の再現性について

　また上面よりも底面（胃粘膜下腫瘍：前壁、胃

癌：後壁）のほうが再現性が低い結果となった。

Fig.14 は、Dissolvable フィラメントが等間隔に設

置された場合とまばらに設置された場合の再現性

の変化を表している。Fig.14 のように等間隔に設

置された場合は ABS フィラメントがきれいに積

層されるのに対し、まばらに設置された場合は

歪んで積層されてしまう。したがって、底面は

Dissolvable フィラメントのサポートの上に造形す

るため、この際に樹脂が歪んで積層されてしまっ

たと考えられる。

　3D プリンター用いての消化管の研究には、胃

のポリープモデルをシリンコーンで作製しトレー

ニングに使用し、また十二指腸の乳頭部のモデル

を作製しこれもトレーニングに使用している（2,3）。

7. 結語

　3D プリンターを用いて胃疾患モデルを造形す

ることができた。熱溶解樹脂積層造形法では、サ

イズの違いよりも、積層される樹脂の吐出量の安

定性、造形後の伸縮や変形などその場の環境によ

り再現性が変化する可能性があることが考えられ

た。造影前・造影後データを使用した場合の再現

性については、胃で検討することは不可能であっ

たため、腎臓などの他部位を造形して検討してく

必要がある。
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Study on Reproducibility of Stomach Disease Model Object Generated Created 
Using 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

　A 3D printer is an apparatus that creates a three-dimensional object produced using digital on 3D CG data 

source.

The theory to create an object in which layers of material are formed is similar in all 3D printers. However, it 

can be classified by lamination into the heat dissolution lamination method, photo fabrication method, powder 

sintering method, ink jet method, projection method, and ink jet powder lamination method. Creating a 3D disease 

model will help for medical students to learn diseases three-dimensionally since they were difficult to grasp the 

image of three-dimensional structure of gastric disease in classroom lecture alone.

　In the present study, 3D models of gastric diseases (stomach cancer, submucosal tumor, elevated lesion and 

ulcer) were created using a 3D printers, and the reproducibility was examined in the objects of different size and 

or those created with the data before and after contrasting. In creation of the objects of 3D disease models such 

as gastric cancer and gastric submucosal tumor disease, we converted the digital data into the STL file extracted 

the stomach alone from the two-dimensional CT image, and transmitted the data to a 3D printer. The objects of 

3D disease models of the elevated lesion and ulcer were created after converting the digital data into the STL file 

format using CAD and outputting to a 3D printer. Using post-contrast data, 3D gastric cancer objects reduced by 

40%, 50% and 60% were created for visual evaluation.

　The results suggest that the reproducibility in heat dissolution lamination method is more changed by the 

stability of the amount of the resin formed layers and also the expansion, contraction, and deformation, after 

creation, compared with the change by the difference in size. The reproducibility of stomach model objects 

before and after imaging is practically difficult to evaluate. Creation of the other organs such as the kidney will be 

required for such evaluation in the future.


