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Vacuum forming the test orthosis
for knee-ankle-foot orthosis (KAFO)

③ 仮装具の真空成型
長下肢装具（KAFO）
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1 Introduction
This technical information supports you in the fabrication of a vacuum formed knee-ankle-foot test orthosis made of
thermoplastic material.
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

Tailor’s measuring tape 743B1
Copying pen 645C1
Bending irons 711S1=*, 711S2=*, 711S3=*
Orthotic joint alignment fixture 743R6
Hole gauge 702B9
Chasing hammer 705T1
Countersunk head screw 501T19=M4*
Hexagon nut 502S1=M4
Talcum powder 639A1
Scissors –

3 Procedure
3.1 Vacuum forming

INFORMATION
The following steps should be carried out by two persons.
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Introductionはじめに

1 はじめに 
このテクニカルインフォメーションは、長下肢装具製作のための仮装具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「③仮装具の真空成型」について説明しています。

2 準備 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
コピーペン 645C1
ベンディングアイアン（ハッカー） 711S1=*, 711S2=*, 711S3=*
装具用関節アライメント調整キット 743R6
ドリリング ジグ 702B9
ハンマー –
皿小ネジ –
六角ナット –
ハサミ –

3.1 真空成型

3 手順 

インフォメーション：

以下の手順は、2人で行ってください。

材料

品名 品番

ペルロンストッキネット 623T3=*
タルカムパウダー 639A1
テルモリンクリア 616T83=1250X1025X*
モジュラー膝継手 ベールロック 
ショートレバー

17B23=*-K

モジュラー足継手 多機能制御 17B66
モジュラー支柱 フラットタイプ アルミ 17B6=*,17B7=*



Clamp the plaster model in a vice on the reinforcement
rod.
Align the anterior side of the plaster model downward.
Pull 2 layers of perlon stockinette over the plaster mod
el and isolate with talcum.
Optional: Preheat the oven to heat the thermoplastic
material.
Check the function of the vacuum unit.

c+5 cm

b+5 cm

a+8 cma

b

c

Trim the thermoplastic material:
• According to the dimensions of the plaster model

and an allowance for the seam. 

Heat the thermoplastic material to the processing tem
perature. 1 minute per millimetre of material thickness
serves as a guiding value for the time required.
Lift the heated thermoplastic material by its 4 corners
and drape it over the plaster model. Pay special atten
tion to the ankle area in doing so, since wrinkles devel
op very easily here.
Optional: Put on strips of ThermoLyn clear as rein
forcement.

INFORMATION: To prevent the creation of different
wall thicknesses, do not pull on the material.
Shape the material to the plaster model and join the
seam on the anterior side of the plaster model. Proceed
from distal to proximal in doing so.
Switch on the vacuum unit. 
INFORMATION: Keep the vacuum unit switched on
throughout processing.
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インフォメーション： 

素材の厚さにムラが出ないように、材料の一部のみを強く引っ

張らないでください。

陽性モデルに合わせて成型し、陽性モデルの前面でプラスチ

ック材料を合わせます。その際、遠位から近位に向かって合わ

せていきます。

吸引機のスイッチを入れ吸引します。

インフォメーション：

作業中は吸引機のスイッチを入れたままにしてください。

プラスチック材料を加熱します。

加熱時間の目安は、素材の厚さ1ミリあたり1分です。

溶けたプラスチック材料の四隅を持ち上げて陽性モデルの上

にかぶせます。足関節の部分はシワになりやすいので、特に注

意してください。

プラスチック材料を切り出します。

- 陽性モデルの寸法に前面での合わせ分を確保する

陽性モデルの前面を下向きにして万力で固定します。

陽性モデルに2層ペルロンストッキネット（623T3）を被せ、タル

カムパウダー（639A1）をかけます。

オプション：

- プラスチック材料を加熱するためにオーブンを温めておく

- 吸引機が正しく動くか確認する



Using scissors, cut off the excess material so that only a
ridge remains.

If anterior support is required: Fold over the ridge at
the seam to increase the anterior stability. Folding pre
vents opening of the seam.

Let the thermoplastic material cool.

3.2 Fabricating the orthosis
Adapter sleeves that were cast into the plaster model
are used to position the orthosis joints and joint bars.
Expose the adapter sleeves for the orthosis joints:
• Mark the position of the adapter sleeves on the ther

moplastic material.
• Expose the medial and lateral adapter sleeves using

an oscillating saw.
• Deburr the cut edges.
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陽性モデルに埋め込まれているアダプタースリーブ（743Y48）

は、継手と支柱の配置に使用されます。

アダプタースリーブを露出させます。

- アダプタースリーブの位置をマーキングする

- 内外側のアダプタースリーブを、プラスチックカッターを使い

  露出させる

- 切り口のバリを取る

プラスチック材料を冷まします。

前面の補強が必要な場合、または前面を確実に合わせるた

め、合わせ目を折り返します。折りたたむことで、合わせ目が開

くのを防ぐことができます。

ハサミで余分な材料を切り落とします。

3.2 装具の製作



The orthosis joints are aligned with the help of a parallel
adapter:
• Mount alignment adapters on both orthosis joints.
• Apply an orthosis joint to the plaster model and

align it.
• Remove the orthosis joint from the plaster model

and insert it into the parallel adapter.
• Insert the second orthosis joint into the parallel

adapter, align it according to the first orthosis joint,
and secure it with the set screw.

Determine the length of the joint bars.
With the help of the hole gauge, drill the required
mounting holes into the joint bars.
Countersink the bore holes so the countersunk head
screws installed later fit flush.
Insert all of the joint bars being used into the respective
orthosis joints and mark the insertion depth on the joint
bars.
NOTICE: To avoid a risk of breakage, do not bend
or otherwise modify the marked insertion zones of
the joint bars.

Adjust the joint bars according to the shape of the
plaster model.
Drill holes in the joint bars as required to connect the
joint bars with the thermoplastic material (⌀4.1 mm).
Connect the joint bars with the orthosis joints.
Position the orthosis joints with the alignment adapters
on the plaster model.

Check the positions of the orthosis joints and joint bars.
Secure the joint bars on the plaster model:
• Transfer the holes in the joint bars to the plaster

model through the thermoplastic material
(⌀4.1 mm).

• Secure the joint bars on the plaster model using
countersunk head screws.
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継手と支柱の位置を確認します。

支柱を陽性モデルに固定します。

- 支柱の穴を、プラスチックを介して陽性モデルに移す

- ネジで陽性モデルに支柱を固定する

陽性モデルの形状に合わせて、支柱を曲げ加工します。

支柱をシェルに接続するために、必要な穴を開けます。

支柱を継手に接続し、陽性モデルにアライメントアダプターを

付けた継手を設置します。

支柱の長さを決めます。

ドリリング ジグ（702B9）を使って、支柱と継手の接続に必要

な取り付け穴を開けます。

後から取り付ける皿頭ネジがぴったり合うように、穴にザグリを

入れて皿状にしておきます。

使用するすべての支柱をそれぞれの継手に取り付け、支柱に

継手固定部分の印をつけます。

注意：

破損の危険を避けるため、支柱にマーキングした固定部分を

曲げたり、加工したりしないでください。

平行アダプターを使って各継手の位置を合わせます。

- アライメントアダプター（743Y56）に継手を取り付ける

- アライメントアダプターをアライメントスリーブ（743Y48）に

  挿入し陽性モデルに各継手を設置する

- 継手の位置、継手間の距離を確認したら、アダプタースリー

  ブから継手付きのアライメントアダプターを抜き、平行アダ

  プターに取り付ける

- 片方の継手に合わせてアライメントを整え、内外側の継手の

  設置角度を合わせ、ネジで固定する



Mark the contours of the sleeves and the orthosis foot
component.
Expose the sleeves and orthosis foot component with
an oscillating saw and demould them.
Sand all parts to shape and finish the edges.

Screw the joint bars to the sleeves of the orthosis:
• Insert the countersunk head screws through the

thermoplastic material and the joint bars from the
inside, and install the nuts.

TIP: If the screws are heated with a hot air gun prior to
installation, they are drawn into the thermoplastic
material more readily.

Attach the straps to the sleeves of the orthosis.
Possibilities:
• Straps and strap guide loops
• Hook-and-loop closure with welding seams (21Y78)

in combination with Phillips head screw with plastic
head (29Y27)

• Self-adhesive hook-and-loop strap

Check the components and verify the functionality of
the orthosis:
• Functionality of the orthosis joints
• Screw connections
• Edges of the sleeves
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装具をチェックして、機能を確認します。

- 継手の動き

- 固定ねじの緩み

- シェルのトリミング

ストラップを装具に取り付けます。

支柱を装具のシェルに固定します。

- ネジをシェルの内側から支柱に通し、ナットを取り付ける

ヒント：

取り付け前にヒートガンでネジを加熱しておくと、熱可塑性材

料の中にネジが埋まりやすくなります。

それぞれのシェルのトリミングラインをマークします。

シェルをプラスチックカッターでカットし取り外します。

すべてのパーツをトリミングして形を整え、エッジをキレイに削

り仕上げます。
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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。


