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X-ible flexible ankle joints 
Fabrication of an orthosis using thermoplastic technology
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テクニカルインフォメーション　5.2.3



Finishing the orthosis

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

2.1 Collecting the tools and materials
The materials and tools used in the photos within this technical information are listed in the tables below. The O&P
professional assumes full responsibility for the use of any other materials.

Tools
Designation Reference number
Copying pen 645C1
Hammer –
Torx wrench set –
Scissors –
Oscillating saw –
Punch –
Ø 4.5 mm drill bit –

Materials
Designation Reference number
X-ible 17AF10=*
Tube sock 99B25
Plasticine clay 636K6
Silicone parting agent 519L5
ThermoLyn PP-H 616T20*

2.2 Plaster model requirements
The plaster model must meet the following requirements:
• Surface completely smoothed.

3 Procedure
Fabricate a plaster model. 
TIP: Adapt the plaster model according to individual considerations. This ensures that the required support is
provided and pressure points are avoided.

The illustrations that follow show an alignment of the 17AF10* X-ible flexible ankle joints along the anatomical joint
axis. 

Align the plaster model.
Mark the anatomical joint axis in the frontal plane.
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Preparation

1 Introduction English

This technical information supports you in fabricating a lower limb orthosis with the 17AF10* X-ible flexible ankle
joints. All relevant steps from preparing for the vacuum forming process on the plaster model to the finished orthos
is are described in this technical information. 
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.

Product information

Versions • X-ible – freely moveable (straight)
• X-ible – with dorsiflexion assist (pre-flexed)

Sizes • S = small
• M = medium
• L = large

Degrees of hardness The X-ible with dorsiflexion assist is available in 3 different degrees of hard
ness:
• Hardness 75 – joints with white bushings (light)
• Hardness 85 – joints with black bushings (medium)
• Hardness 95 – joints with red bushings (strong)

Dummies The same dummies are used for all versions.
INFORMATION
The dummies shrink with multiple use. Only use the dummies once. 

1.1 Flowchart
Preparing the materials, tools and machines

Fabricating the plaster model

Selection and preparation of the material

Heating the material

Moulding the material to the plaster model/vacuum forming the material

Sawing open and grinding the orthosis

Drilling and positioning the joints

2 646T523

Introduction

1. はじめに

この製作マニュアルは、モジュラー足継手　エクシブル (17AF10) を組み上げる際の手順を示したものです。

吸引成型の準備から仕上げ加工までのテクニカルインフォメーションが書かれています。

義肢装具士向けに書かれており、各種の材料や機械、道具等を使いこなすために一定の技術力を要します。

また、本紙に記載されていること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。

製品情報

1.1　製作の流れ

2. 準備

2.1 材料と工具の確認

2.2 陽性モデルの確認

3 手順

はじめに 準備

スムーズに工程を行うために、以下の準備をします。
・材料と工具の確認
・作業の確認

この製作マニュアルに掲載されている写真の材料や道具は下記の表の通りです。

陽性モデルは下記の要件を満たしている必要があります。
・表面が完全に滑らかになっていること

陽性モデルを準備します。

TIP：個々のユーザーに合わせたモデル修正を行います。骨突起部を避けたり、支持強度を考慮したり個々に合わせたデザイ
ンにします。

下図は解剖学的な足関節軸に合わせて 17AF10 エクシブルを設置する箇所を確認しているところを示しています。

陽性モデルのアライメントを確認します。
後面から解剖学的足関節軸を確認し印を書きます。

材料・道具・機械の準備

陽性モデルの準備

吸引成型

プラスチックを加熱し、軟化させる

材料の切り出し

成型したプラスチックを切り開き、トリミングする

穴を開け、エクシブルを取り付ける

仕上げ加工

工具
名称 品番
コピーペン 645C1
ハンマー -
トルクスレンチ -
はさみ -
プラスチックカッター -
千枚通し -
ドリルピット　∅ 4.5mm -

材料
名称 品番
エクシブル 17AF10*
採型用ストッキング 99B25
プラスチリン粘土 636K6
シリコーン離型剤スプレー -
テルモリン PP 616T20*

品番 形状 サイズ 硬度 ブッシュの色
17AF10=S

ストレート
S -

黒17AF10=M M -
17AF10=L L -
17AF10=S-DA-LT

背屈位

（背屈補助）

S
75 白

17AF10=S-DA-MD 85 黒
17AF10=S-DA-ST 95 赤
17AF10=M-DA-LT

M
75 白

17AF10=M-DA-MD 85 黒
17AF10=M-DA-ST 95 赤
17AF10=L-DA-LT

L
75 白

17AF10=L-DA-MD 85 黒
17AF10=L-DA-ST 95 赤



Mark the anatomical joint axis in the sagittal plane and
the position of the dummies.

Isolate the plaster model with a tube sock. In doing so,
the tube sock must be fully in contact with the plaster
model.

Position the dummies on the marked pivot point of the
plaster model and secure them with the nails. 

Seal the undercut of the dummies with Plasticine clay.
TIP: The centre section can be left exposed to ensure
exact joint positioning. Make sure that the profile of the
dummies is completely exposed before vacuum forming
so the placeholders are precisely encased by the Ther
moLyn. 

4

Procedure
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Isolate the plaster model and ThermoLyn with silicone
parting agent.

INFORMATION
The following process step should be completed by two
persons to obtain better results. 
• Apply the heated material to the model from posteri

or starting at the heel.
• Pull evenly and free of wrinkles in the anterior direc

tion and weld at the anterior end.
• Press against the vacuum tube and activate the

vacuum.
• Vacuum form the orthosis with ThermoLyn (max. 4

mm).
• Optional: Carefully reheat on the dummies using

the hot air gun to achieve a good form fit of the
dummies. 

• While the material is still warm, press in the bore
holes of the dummies again.

• Cut off the overlapping material using scissors. 
• Mark the cut lines of the foot and calf component

with a pen.

17AF10=S-DA*

17AF10=M-DA*

17AF10=L-DA*

17AF10=S

17AF10=M

17AF10=L

Cut out the adapter according to the joint type. The
form of the cut depends on the joints that are used. 
Make a V-shaped cutout on the section facing in the
anterior direction for straight joints (Figure A), and
make a U-shaped cutout at the joint adapters for joints
with dorsiflexion (Figure B).
The cut is always made vertically regardless of the joint
type. Make sure that the "V" or "U" cutout does not
pass the centre of the joint. The larger the supporting
surface behind the joint axis, the better the X-ible ankle
joints will function. 
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Procedure

矢状面にダミーを設置する印をつけます。

手順 手順

陽性モデルにストッキネット等をかぶせます。ストッキネット等
がだぶつくことなく陽性モデルにぴったりしていることを確認
します。

陽性モデルの印に合わせてダミーを設置します。釘を使用し
しっかりと取り付けてください。

ダミーの底面部と陽性モデルの隙間をプラスチリン粘土で埋
めます。

TIP：確実に吸引できるように、ダミーの中央部分の隙間は、
埋めなくてもよいです。プラスチリン粘土がダミーに被らず、
テルモリン PP で吸引成型したときにダミーの形がしっかり出
るようにしてください。

シリコーン離型剤スプレーを吹きかけ、モデルとテルモリン PP
がはがれやすくします。

的確に吸引成型を行うために、下記工程は 2 人で行ってくだ
さい。

・加熱したテルモリン PP（最厚：4mm）を後面、もしくは踵

側から沿わせます。
・程よくひっぱりながら、しわができないように気を付けます。
前面でプラスチックの端を合わせて圧着させます。
･吸引パイプの周りも覆いしっかり押さえます。
･吸引成型をします。
･オプション：ダミー周辺をヒートガンであぶり、ダミー周りを
より正確に成型することもできますが、加熱の際は注意が必
要です。
まだプラスチックが温かいうちに、ダミーの穴を押し、後で穴
をあけやすくします。
･余分なプラスチックをはさみで切り取ります。
・ペンでトリミングラインを書きます。

カットラインは、使用する継手によって異なります。
ストレートタイプでは、図 A のように、継手前面側を
V 字のように切り取ります。背屈補助付きタイプでは、図 B
のように、継手前面側を U 字のように切ります。

使用している継手の種類に関わらず、カットラインは垂直線
上でとらえます。V 字も U 字も継手の中心線を越さないよう
に気を付けます。エクシブル本体が出来るだけ多くのプラス
チックと接することによって、エクシブルの機能が働きやすく
なります。



• After the material cools, cut the blank off the plaster
model with the oscillating saw, separating the foot
and calf component.

• Remove the nails and dummies with pliers.

Deburr the edges of the foot and calf component.
TIP: To achieve the best results, remove as little materi
al as possible during fabrication. If too much material is
removed, the supporting surface for the joints will be
too small.

Precisely mark the bore holes with a punch.

Drill the mounting holes for the joints (drill bit diameter
4.5 mm).
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Insert the joints and attach them to the orthosis with the
supplied Torx screws (torque value 0.5 Nm). In doing
so, apply a Torx wrench on the inside as a counter-sup
port so the plastic bushings in the joints are not turned
excessively.
If the screws protrude from the joints on the inside of
the orthosis, shorten the screws to prevent injuries.

Apply the pads with adhesive on one side to the inside
of the joints.
INFORMATION
Attach the oblong pads to the surface of the foot and
calf component as needed. The adhesive pads reduce
noise while walking.
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Procedure手順 手順

・プラスチックが冷めたら、余分箇所をプラスチックカッター
で切り、下腿部と足部を切り分けます。
・プライヤーなどを使用し、ダミーと釘を外します。

下腿部と足部をトリミングします。

TIP：削りすぎて、支持部や継手周りが小さくなりすぎないように

気を付けます。

慎重に穴を開ける場所に千枚通しなどで印をつけます。

ドリルで穴を開けます。( 直径 4.5mm)

継手を取り付けます。トルクスレンチを使用し 0.5Nm で締め
ます。その際、カウンターサポートとして、内側のブッシュに
もトルクスレンチを使用することができます。
ネジが長すぎて内側にはみ出てくる場合は、ネジを削って短
く、しユーザーが怪我しないように配慮します。

両面テープ付きのパッドを継手の内側に貼ります。

足部と下腿部の接触面に、必要に応じてパッドを貼ると、歩
行時の音を抑えることができます。
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お問合せ問合せ先

・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。・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。・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・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。　あらかじめご了承ください。

・本誌の内容は・本誌の内容は20212021年年99月現在のものです。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。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。


