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Fabricating a plaster model
for knee-ankle-foot orthosis (KAFO)

② 陽性モデルの製作
長下肢装具（KAFO）
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1 Introduction
This technical information supports you in the modelling of a plaster model for a knee-ankle-foot orthosis.
This document is directed to trained prosthetists. It is a prerequisite that the qualified personnel are trained in the
handling of the various materials, machines and tools.
This technical information does not claim to be exhaustive. Reading this technical information does not substitute
reading the instructions for use for all required products.

1.1 Flowchart
The entire process is shown in the following flowchart. All work steps described in this document are highlighted in
bold.

Fabricating a plaster cast

Modelling the plaster model

Vacuum forming the test orthosis

Fabricating a definitive orthosis

2 Preparation
The following preparations must be made in order to work effectively:
• Collecting the tools and materials
• Performing preparatory work

Tools
Designation Reference number

Tape measure 743B4
Orthotic alignment aid 743A6
Otto Bock body callipers, large body callipers 743S1=*
Knee pivot gauge 743A8
Copying pen 645C1
Plaster spatula 756G1=12
Plaster mixing bowl 754B1
Surform blade, round 716Y4
Surform blade, half-round 716Y3
Plaster smoothing tool 716G1
Grit cloth 649G22=180
Silicone parting agent 519L5
Contour shaper –

3 Procedure
3.1 Plaster cast preparation
Objective
The joint axes are established in the orthosis alignment aid and the plaster cast is prepared for filling.
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2 準備 

2.1 フローチャート

1 はじめに 
このテクニカルインフォメーションは、長下肢装具の陽性モデルの製作をサポートするものです。 

この資料は、義肢装具士などの様々な材料、機械、工具の取り扱いについて訓練を受けている方を対象としています。 

この資料は全てを網羅しているわけではなく、製品に付属している取扱説明書も併せてご参照ください。

1.1 フローチャート

① 陰性モデルの製作

② 陽性モデルの製作

③ 仮装具の真空成型

④ 本装具の製作

全体の流れを以下のフローチャートに示します。 

この資料では「②陽性モデルの製作」について説明しています。

2 準備 
効率的に作業を行うために、以下のような準備が必要です。

- 工具や材料の収集

- 作業工程の確認

工具

品名 品番

メジャー テープ 743B4
装具用アライメント治具 743A6
ボディ用計測キャリパー 743S1=*
膝関節軸用ゲージ 743A8
コピーペン 645C1
石膏修正用へら 756G1=12
石膏混合ボウル 754B1
サーフォーム ブレード ラウンド 716Y4
サーフォーム ブレード フラット-ラウンド 716Y3
あみ –

3.1 陰性モデルの準備

目的：

装具用アライメント治具（743A6）で関節軸を設定し、陰性モデルに石膏を流す準備をします。

3 手順 



Adjust the alignment aid:
• Set the external rotation.
• Set the heel height.
• Set the heights of the orthotic joints.
TIP: Spray the alignment aid with silicone parting agent
prior to use. This makes subsequent cleaning easier.

Insert a reinforcement rod into the plaster cast and
close off the plaster cast.
Position the plaster cast in the alignment aid:
• Use a laser to align the plaster cast and secure it

with the spindles of the alignment aid.
• Mark the laser line on the plaster cast. This makes

the alignment reproducible.
TIP: Note the settings for the exterior rotation and the
rotation of the orthotic joints.

Set the a–p position of the ankle joint in the alignment
aid:
• Centre of the a–p measurement at the level of the

ankle joint

Set the a–p position of the knee joint with the help of
the knee pivot gauge.
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膝関節軸用ゲージ(743A8)を使用して、膝関節のA-P 位置に

装具用アライメント治具(743A6)の膝関節軸を設定します。

足関節のA-P位置に装具用アライメント治具(743A6)の足関

節軸を設定します。

- 足関節軸高さでのA-P測定値の真中

陰性モデルにパイプを入れ、陰性モデルの切り開いた部分を

閉じます。

陰性モデルを装具用アライメント治具(743A6)に置きます。

- レーザーを使用して陰性モデルの位置を合わせ、装具用

　アライメント治具(743A6)で固定する

- 陰性モデルにレーザーのラインをマークする。 これにより、

　アライメントを再現することができる

ヒント：

陰性モデルの回旋に注意して設定してください。

装具用アライメント治具(743A6)を調整します

- 外旋の設定

- かかとの高さを設定

- 装具の継手軸高さを設定

ヒント：

使用前に装具用アライメント治具(743A6)に離型剤を塗布し

てください。 これにより、使用後の掃除が容易になります。



Slightly tighten the spindles of the alignment aid so the
pivot points for the orthotic joints are transferred to the
plaster cast.
NOTICE! Make sure you do not change the align
ment of the plaster cast. Use the laser for verifica
tion.

Mark the positions of the pivot points with Xs.
TIP: Make the Xs large enough so they are not sub
sequently concealed by the adapter sleeves. 

Take the plaster cast out of the alignment aid.
Centre the adapter sleeves on the pivot points and mark
the outer contours.

Expose the openings for the adapter sleeves.
Insert the adapter sleeves into the plaster cast.
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アダプタースリーブ（743Y48）用の開口部を切り取ります。

アダプタースリーブを陰性モデルに挿入します。

装具用アライメント治具（743A6）から陰性モデルを取り出し

ます。

アダプタースリーブ（743Y48）を継手軸位置に置き、外側の輪

郭をマークします。

装具用アライメント治具（743A6）で付けた継手軸位置を十字

でマークします。

ヒント：

十字を十分に大きくして、後でアダプタースリーブ（743Y48）

によって隠れないようにします。

装具用アライメント治具（743A6）のハンドルを少しだけ締め

て、装具の継手軸位置を陰性モデルに転写します。

注意：

陰性モデルの位置を変えないように注意してください。 確認

にはレーザーを使用してください。



Cut the adapter sleeves to size:
• Mark the required length of the adapter sleeves

(joint width+1 cm per side).
• Cut the adapter sleeves to size.

Remove the spindles of the alignment aid. Insert the T-
pieces into the adapter sleeves. Insert the plaster cast
into the alignment aid:
• Verify the correct fit of the T-pieces in the alignment

aid.
• Align the plaster cast with the help of the laser.

Secure the adapter sleeves on the plaster cast with
plaster longuettes and seal the edges.

Press the ball area flat.
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足部MP関節より遠位部を平らに押します。

陰性モデルにアダプタースリーブを石膏シーネで固定し、端を

閉じます。

装具用アライメント治具（743A6）のハンドルを取り外します。 

Tピースをアダプタースリーブに挿入します。陰性モデルをアラ

イメントエイドに設置します。

- 装具用アライメント治具にTピースが正しくはまっていること　

　を確認する

- レーザーを使用して陰性モデルの位置を合わせる

アダプタースリーブ（743Y48）をカットします。

- アダプタースリーブの必要な長さをマークする

　長さの目安は関節幅+ 2cm　（片側1㎝ずつ） 

- アダプタースリーブをマークした長さにカットする



Build up a box for the ball area.

Take the toe pitch into account.

Line the toe pitch with a plaster longuette. This pre
vents lowering of the toe region during filling.

Seal the box for the ball area with a plaster longuette.
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トウボックスを石膏シーネで閉じます。

つま先のピッチを石膏シーネで裏打ちします。 これにより、石

膏泥を流した時につま先部分が下がるのを防ぎます。

つま先のピッチを考慮してください。

前足部トウボックスを作成します。



3.2 Fabricating a plaster model
Objective
The plaster cast is filled with plaster. After the plaster has hardened, the plaster model can be demoulded and fin
ished.

Fill the plaster cast in the alignment aid.
Let the plaster cure.
Take the filled plaster cast out of the alignment aid.
Remove the plaster model from the plaster cast. 

Remove all plaster parting agent residues using a wire
brush.

Remove the impression of the cutting aid.

3.3 Modelling the plaster model
Objective
The final shape of the plaster model is created by modelling. Gradients are created by applying or removing
plaster, and finally the model is smoothed.
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3.2 陽性モデルの製作

目的

陰性モデルに石膏泥を流し込みます。石膏が固まったら、陰性モデルから取り外して仕上げることができます。

チューブの形などの余分な石膏を削り落とします。

ワイヤーブラシを使用して、残った離型剤を取り除きます。

装具用アライメント治具（743A6）上で陰性モデルに石膏泥を

流し込みます。

石膏が硬化するまで待ちます。

石膏泥を流し込んだ陰性モデルを装具用アライメント治具

(743A6)から取り外します。

陰性モデルを剥がし陽性モデルを取り外します。

3.3 陽性モデルの修正
目的

修正して陽性モデルを仕上げます。 石膏を盛ったり削ったりすることで必要な形状を再現し、最後にモデルを滑らかにします。



Check the dimensions of the plaster model:
• Knee width
• Ankle width
• Forefoot width

The optimal length of the adapter sleeves corresponds
to the joint width. Here the orthotic joints should lie flat
on the adapter sleeves, perpendicular to the ground
and without pressing on the plaster.
Shorten the adapter sleeves to the final length:
• Slide on the orthotic joints and check the position.
• Shorten the adapter sleeves perpendicular to the

ground without following the shape of the plaster.

Mark the contours of the orthosis on the plaster model.

If cavities are created between the orthotic joint and
plaster model:
• Slide on the orthotic joints to check.
• Apply plaster to create smooth gradients and fill

cavities.
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装具の継手と陽性モデルの間に隙間がある場合：

- 装具の継手を付け外しして確認する

- 石膏を盛り滑らかにし、隙間を埋める

陽性モデルに装具のトリミングラインを書き込みます。

アダプタースリーブ（743Y48）の最適な長さは、装具の継手間

の幅になります。装具の継手は、アダプタースリーブに平らに設

置し、石膏に触れず、地面に対して垂直に取り付けられるよう

にする必要があります。

アダプタースリーブを最終的な長さに短くします。

- 装具の継手を付け外しして、位置を確認する

- 陽性モデルの形状に関わらず、アダプタースリーブを地面に

　対して垂直に短くする

陽性モデルの寸法を確認します。

- 膝関節幅

- 足関節幅

- 前足部の幅



Optional: Model the flexion cut-out in the hollow of the
knee.

Check the areas where spacer pads were positioned:
• Smooth the edges of the spacer pads and create a

soft transition.
• If the spacer pads are not adequate: Apply addi

tional plaster in the corresponding places.

Check the areas of the foot to see if they are moulded
as desired:
• Toe ridge
• Longitudinal arch
• Transverse arch
• Lateral malleolar groove
• Heel and Achilles tendon area
Perform subsequent modelling to correct shape devi
ations.
Smooth the foot section. 

Level out uneven areas and constrictions caused by
plaster bandages:
• Remove ridges with a Surform rasp
• Fill recesses with plaster 
Smooth the plaster model.
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オプション：

膝窩部のフレアを作ります。

ギプスによってできる不均一な部分（巻きムラなど）を滑らか

にします。

- サーフォームで盛り上がっている部分を取り除く

- くぼみを石膏で埋める

足の部分が必要に応じて成形されているかを確認する。

- つま先部分

- 縦アーチ

- 横アーチ

- かかととアキレス腱の領域

形状の狂いを直すために修正を行います。

足の部分を滑らかにします。

スペーサーパッドを配置した箇所を確認する。

- スペーサーパッドの端の段差を無くし滑らかにして、なだらか

　に修正する。

- スペーサーパッドが適切でない場合：対応する場所に追加で

　石膏修正をする



Position and align the plaster model in the alignment
aid.
Check the supporting surfaces and parallelism of the
heel and forefoot.
If necessary: Rework the contact area.
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陽性モデルを装具用アライメント治具(743A6)　に設置します。

かかとと前足部の支持面の平行を確認します。

必要に応じて：

足底面を修正します。
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お問合せ先

・ 本テクニカルインフォメーションは義肢装具士などの医療従事者向けです。

・ 予告なく製品の仕様やデザインが変更になることがあります。

・ 本誌の写真と実際の製品とでは、 色などに違いがある場合がありますので

　あらかじめご了承ください。

・ 本誌の内容は 2022年 5月現在のものです。

製品の取扱いにつきましては、 義肢装具製作所までお問合せください。


