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

① 陰性モデルの製作
長下肢装具（KAFO）
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1 Introduction
This technical information supports you in the fabrication of a plaster cast 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
Body callipers 743S1=*
Heel height measuring device 743S12
Foot plaster cast device 743A9
Copying pen 645C1
Plaster cast scissors 719G2
Goniometer 622M4

Materials
Designation Reference number

Cellona® Plaster of Paris Bandage 699G3*, 699G9*
Cellona® plaster longuettes –
Examination gloves, latex-free 641H9=2
Tube sock, alternatively pantyhose 99B25
Plaster insulating cream 640Z5=*
Cutting aid (e.g. plastic tubing) –

2.1 Requirements for the plaster cast
The plaster cast must meet the following requirements:
• High level of detail.
• Capturing position corrections.
• High stability.
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1 はじめに 
このテクニカルインフォメーションは、長下肢装具の陰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

2 準備 

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

モジュールの設置

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「①陰性モデルの製作」について説明しています。

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
ボディ用計測キャリパー 743S1=*
差高測定装置 743S12
足底用採型治具 743A9
コピーペン 645C1
採型用はさみ 鋸刃 719G2
ゴニオメーター 622M4

材料

品名 品番

石膏ギプス  –
石膏シーネ  –
ゴム手袋  –
ナイロン チューブ ストッキング 99B25
離型剤 640Z5=*
カッティング エイド（例：プラスチックチューブ） –

2.1 陰性モデルの要件
陰性モデルは、以下の要件を満たしている必要があります。

- 下肢の形状を細部までとらえていること

- 修正部をとらえていること

- 安定性が高いこと



• Minimum effort of the process for the patient.

3 Procedure
The plaster cast is produced using the 3-phase technique. The impressions of the foot, lower leg and thigh are
taken separately. This has the following advantages:
• The conditions in the individual sections are adequately taken into account. 
• Rework on the plaster model and in the subsequent fabrication process is reduced.
• The blanks for the sole and proximal termination are already integrated into the plaster cast.

3.1 Taking measurements
Objective
All required measurements are taken and noted in preparation for the plaster cast. The relevant anatomical charac
teristics are also marked.

Determine the outward rotation of the foot with a
goniometer

Measure the forefoot width at the widest point of the
forefoot. To ensure that the foot component will not be
too tight, do not compress the forefoot in doing so.

Measure the ankle width.
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- ユーザーの負担を最小限にすること

足関節の幅を測定します。

前足部の最大幅を測定します。 足部を強く圧迫しないように

注意します。

ゴニオメーター（622M4）で足部の外転角を測定します。

3 手順
陰性モデル製作は、以下の利点を考慮し足底部、下腿部、大腿部の採型を別々に行います。 

- 個々の部位の状態を適切に考慮できる

- 陽性モデルとその後の製作の手直しが減る

- 足底形状と大腿部近位端のフレアが、採型時に陰性モデルに組み込まれ、後の修正作業が減る

3.1 採寸

目的

陰性モデル製作の準備として、必要な採寸をし、必要なマーキングをします。



Measure the knee width:
• Measure the knee width in the flexed position.
• Measure the knee width in the extended position.
• Note the larger measurement.

Determine and document the required circumferences.

Position the patient on the foot plaster cast device:
• Determine the effective heel height.
• Set the foot plaster cast device to the heel height.
• Line with a layer of Trolen (2 mm). This ensures a

smooth transition from the heel elevation to the lon
gitudinal arch.

• If necessary, insert a wedge to take the toe pitch
into account.

Determine the ankle to floor measurement:
• Mark the measuring point on the ankle. This is

either the lower edge of the interior ankle or the
highest point of the lateral malleolus.

• Determine the ankle to floor measurement including
the heel height.
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床から足関節軸までの高さを決定します。

- 足関節に測定点をマーキングする。 測定点は、内果下端

  または外果中心のいずれかにする

- かかとの高さを含め、床からマーキングした印までの高さを

  測定する

足部を足底用採型治具（743A9）に置きます。

- ユーザーに合わせたかかとの高さを決定

- 足底用採型治具をかかとの高さに合わせてセットする

- 付属しているテルモリントロレン（2 mm）を置き、かかとから

  縦アーチへのスムーズな移行ができるようにする

- 必要に応じて、トウピッチを考慮したウェッジを挿入する

必要な周径を測定し、記録します。

膝関節幅を測定します。

- 屈曲位での膝幅を測定する

- 伸展位でも膝幅を測定する

- より大きい測定値を記録する



Mark the medial tibial plateau.

Determine the medial tibial plateau to floor measure
ment including the heel height.

X mm

40%60%

Determine the position of the compromise rotation point
according to Nietert:
• Extend the horizontal axis through the medial tibial

plateau.
• Determine the vertical axis with the help of a 60/40

gauge.
The compromise rotation point lies on the vertical axis.
The height is measured starting from the horizontal axis.
Here it is possible to either assume a standard meas
urement or to calculate a more precise measurement:
• Standard measurements: The compromise rota

tion point lies 20 mm proximal from the medial tibial
plateau.

• Calculation: Determine the a–p measurement for
the knee. The compromise rotation point lies X mm
proximal from the medial tibial plateau. X corres
ponds to 14 % to 17 % of the a–p measurement.

3.2 Plaster cast preparation
Objective
Plaster longuettes are cut to size in preparation. The longuettes are used to reinforce the plaster cast.
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カーボンファイバーとあぶみがフィットするように、あぶみの長

さに合わせて、補強材をワックスのかかっていない糸で巻き

つけます。はみ出たストッキネットには巻かないでください。

支柱とPVC補強材（17Y106）をストッキネットで補強し、ワッ

クスのかかっていない糸で巻き付けます。

3.2 石膏ギプスの準備

手順

かかとの高さ（補高）を含む、床からMTPまでの高さを測定し

ます。

内側脛骨高原部（以下、MTPとする）をマーキングします。

膝関節軸用ゲージ(743A8)を使用し、装具の膝関節軸位置を

決定します。

- MTPのラインを水平に伸ばす

- 膝関節軸用ゲージ(743A8)を使用して関節裂隙の水平ライ

　ン上の交点をマークし、垂直軸を決定する

- 膝軸位置となる回転中心はその交点の垂直線上にある

膝関節の回転中心を決める交点からの高さの算出方法。

- 標準測定：膝軸位置となる回転中心は、MTPから20mm
　近位の高さにある

- 計算：膝のA-P径を測定し、A-P径測定値の14%から17%
　近位の高さに膝軸位置となる回転中心が位置する

目的

シーネは準備段階で長さを合わせカットしておきます。これは陰性モデルを補強するために使用します。



1 2 3

4

Cut 4-layer plaster longuettes to size:
• One longuette medial from the end of the lower leg

to the proximal termination (item 1).
• One longuette lateral from the end of the lower leg

to the proximal termination (item 2).
• One longuette in the area of the hollow of the knee

(item 3).
• One longuette from the heel to the centre of the

lower leg to stabilise the ankle angle (item 4).

3.3 Taking a cast of the sole of the foot
The sole of the foot is moulded with an 8-layer plaster longuette.
The patient is in a sitting position while taking the cast.

Determine the length of the plaster longuette:
• Determine the measurement from the top edge of

the heel bone to the tips of the toes and add
approx. 4 cm.

Prepare the plaster longuette:
• Fold the longuette so it has 8 layers, and 4 layers in

the area for taking an impression of the heel.
• Make a cut in the centre of the 4-layer section.

7646T5411
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4層の石膏シーネを以下のサイズにカットします。

- 内側の遠位端から近位端まで（①）

- 外側の遠位端から近位端まで（②）

- 膝窩部を覆う長さ（③）

- かかとから下腿の中央まで（④）

3.3 足底部の採型

足底は8層の石膏シーネを使い、座位で採型します。

石膏シーネの長さを決定します。

- アキレス腱部からつま先までの長さに、約4cm追加した長さ

石膏シーネを用意します。

- 石膏シーネを8層になるように折り、かかとの部分を4層にする

- 4層部分の中央に切り込みを入れる



Pull a tube sock over the foot.
Wet the longuette, position it on the foot and mould it.

Bring the foot and toes to maximum possible dorsal
extension.
Take the impression of the toe grip ridge.

Take the impression of the transverse arch, longitudinal
arch and lateral malleolar groove to stabilise the heel.

Position the foot on the foot plaster cast device.
Press the longuette flat in the toe region.
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足関節と足趾を可能な限り最大限背屈します。

足部MP部分から足趾のくぼみの形状を取ります。

ストッキングを足に履かせます。

シーネを濡らし、足に置き、型を取ります。

かかとを安定させるために、横アーチ、縦アーチ、外果下端まで

の形を取ります。

足部を足底用採型ジグ(743A9)　に置きます。

つま先部分のシーネを平らに押します。



Ask the patient to put a partial load on the foot.
Press the edges of the longuette into place.
Reshape the stirrup-like stabilisation of the heel:
• Medial: Below the Sustentaculum tali
• Lateral: The lateral compartment
Let the plaster cure.
Remove the plaster insole and tube sock.

Determine the sole length and cut the plaster insole to
the corresponding size.
TIP: Use the insole of the contralateral side, if any, to
determine the sole length.

Make small cuts in the side of the plaster insole in the
area of the metacarpophalangeal joint. This makes
shaping the rollover zone easier.

Press the cut sections flat.
Check the fit of the plaster insole again.
Mark and cut off excess material.

3.4 Taking a cast of the lower leg
The patient is in a sitting position while taking the cast.

9646T5411
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ソールの長さを決定し、石膏インソールをカットします。

ヒント：

反対側の靴の中敷きがある場合は、それを使用して両側の長

さを揃えます。

足底に荷重をかけてもらいます。

シーネの端をよくなでこみます。

かかとの安定を高めるためによくなでこみます。

- 内側：距骨の下

- 外側

シーネを硬化させます。

採型した石膏のインソールとストッキングを取り外します。

足部MP部分の石膏インソールの側面に小さな切り込みを入

れます。 これにより、踏み返し部分の形成が容易になります。

カットした部分を平らに押します。

石膏インソールのフィッティングをもう一度確認してください。

余分な部分に印を付けて切り取ります。

3.4 下腿部の採型
採型は座位で行います。



Apply plaster insulating cream to pantyhose.
Put the pantyhose on the patient.
The pantyhose compresses the thigh and reduces the
formation of a brim bulge at the proximal termination of
the orthosis.
Set the foot with the plaster insole onto the foot plaster
cast device.

Position a cutting aid, e.g. a piece of tubing, under the
pantyhose.
TIP: Lay the cutting aid diagonally over the back of the
foot. This makes cutting open easier later on.

Optional: Cut to size the spacer pads to relieve prom
inent bony structures:
• Cut the spacer pads to size as plaster longuettes

with about 8 layers.
• Wet and position the longuettes.
• Let the plaster cure.
• Apply plaster insulating cream to the spacer pads

so they can be removed from the plaster cast later
on.

Loosely wrap the leg with plaster bandages (1 to 2 lay
ers) from the metacarpophalangeal joint to the tibial
plateau and smooth the plaster bandages.
Loose wrapping ensures there is sufficient material for
taking impressions of undercuts.
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ストッキングの下にチューブを置きます。

ヒント：

チューブを足の甲に斜めに置きます。 これにより、後で簡単に

切り開くことができます。

ストッキングに離型剤を塗り、ユーザーに装着します。

ストッキングは大腿部を圧迫し、装具の近位端での装具の浮

き上がりを減らします。

石膏インソールを装着し足底用採型ジグ（743A9）にセットし

ます。

オプション：

骨突起部の除圧のために、スペーサーパッドをサイズに合わせて 

カットします。

- スペーサーパッドは約8層のシーネをサイズに合わせてカットする

- シーネを濡らして配置する

- 石膏を硬化させる

-    スペーサーパッドに離型剤を塗り、後で陽性モデルから取り外　         　  

  せるようにする

足部MP関節からMTPまで、濡らした石膏ギプスをゆるく巻き

（1～2層）、石膏包帯が滑らかになるまでよくなでます。

緩めに巻くことで、チューブの形状を取るのに十分な余裕を確

保することができます。



Check the foot position.
Wet and position a 4-layer longuette to stabilise the
ankle angle.

Wrap the lower leg with additional plaster bandages.

Mould the ankle region.

Mould the heel region:
• Mould the medial and lateral areas of the Achilles

tendon.
• Mould the proximal heel bone.
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下腿部を追加のギプスで巻いていきます。

足部の位置、足関節の角度を確認してください。

足関節の角度を安定させるために、先に準備した4層のシーネ

を濡らして配置します。（7ページ④）

足関節部分をよくなで形状を出します。

かかとの部分をよくなで形状を出します。

- アキレス腱の内側と外側の形状

- 踵骨近位の形状



Model a triangular shape for relief of the tibia edge.

Check the ankle angle and foot position. The lower leg
should be perpendicular to the ground.
Let the plaster cure.

3.5 Taking a cast of the thigh
INFORMATION

The following steps should be carried out by two persons.

The patient is lying down while taking the cast.

Smooth the pantyhose in the area of the proximal ter
mination.
TIP: If you want to correct the position of the thigh, per
form a trial without plaster. The positions of the hands
are determined in this process.
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足関節の角度と足部の位置を確認してください。 下腿は地面

に対して垂直でなければなりません。

石膏が硬化するまで待ちます。

脛骨稜への圧迫を緩和するために、水平面で見た時三角形に

なるようにします。

近位端までストッキングのシワが無いようにします。

ヒント：

大腿部のアライメントを矯正したい場合は、ギプスを巻く前に

手技を試してください。手の位置は、この段階で確認しておきま

す。

3.5 大腿部の採型

採型は臥位で行います。

インフォメーション：

次の手順は、2人で行う必要があります。



Wet the plaster on the lower leg to improve the connec
tion to the plaster on the thigh.
NOTICE! Ensure an adequate overlap with the
plaster on the lower leg.
Loosely wrap the thigh with a plaster bandage up to the
proximal termination.
Smooth the plaster bandage.

Wet and position the 4-layer longuettes to reinforce the
plaster cast:
• Medial, lateral, posterior (hollow of the knee)
Wrap the thigh with a plaster bandage from the lower
leg up to the proximal termination.

Model the supracondylar support.
This improves the hold of the orthosis on the leg.

If necessary: Correct the thigh position. Proceed as
tested in doing so.
Optional: Pull a tube sock with a proximal cut over the
plaster cast to smooth the surface.
Let the plaster cure.
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ギプスを補強するために、4層のシーネを濡らして配置します。

- 内側：（7ページ①）

- 外側：（7ページ②）

- 後部（膝窩部）：（7ページ③）

補強後、下腿部から近位端まで石膏ギプスで巻いていきます。

下腿部のギプスを濡らして、大腿部のギプスとの接続が良く

なるようにします。

注意：

下腿のギプスと重なるようにします。

大腿部を近位端までギプスでゆるく巻いていきます。

巻き終わったら、よくなでギプスを滑らかにします。

大腿骨顆部の形状をよく出します。

これにより、装具の脚への保持力が（装具の懸垂性が）向上し

ます。

必要に応じて：

大腿部の位置を修正します。 ギプスを巻く前に確認した手技

を再現して下さい。

オプション：

近位部をカットしたストッキングを石膏の上に引き、表面を滑

らかにします。

石膏が硬化するまで待ちます。



Use a pen to mark a line across the cutting aid approx
imately every 10 cm.
These lines make it possible to return the plaster cast to
its original shape after cutting it open.

Remove the cutting aid from the plaster cast.
Cut open the plaster cast using greased scissors. In
doing so, use one hand to push the scissors away from
the patient's leg.
Open the plaster cast and remove it from the leg.

Take the pantyhose out of the plaster cast from distal to
proximal.
NOTICE! Remove the pantyhose only in the spe
cified direction so the individual components of
the plaster cast do not separate from each other.

If spacer pads are present: Take the spacer pads out
of the plaster cast.

Close the plaster cast again, for example with plaster
longuettes. Ensure the correct alignment of the marks
in doing so.
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ギプスからチューブを取り除きます。

グリスを塗ったハサミを使用してギプスを切り開きます。 その

際、片手で患者の脚からハサミを離し、ハサミが脚に触れない

ようにします。

ギプスを開き、脚から取り外します。

約10cmごとに合線を引きます。

この線は、ギプスを切り開いた後、元の形状に戻すために使用

します。

遠位から近位に向けてストッキングを陰性モデルより取り外し

ます。

注意：

ギプスが互いに分離しないように、必ず遠位から近位方向にス

トッキングを取り外します。

スペーサーパッドがある場合：

ギプスからスペーサーパッドを取り外します。

シーネなどで陰性モデルを閉じます。その際、合線の位置が正

しいことを確認してください。

注意：

パイプを足部先端部分まで入れる場合は、パイプを入れてか

ら陰性モデルを閉じます。



Trim the proximal course of the edge.
Cut into the medial edge multiple times and then flare
it.

Optional: Press the thigh region into an elongated oval
shape.
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オプション：

大腿部の形を必要に応じて整えます。

近位端のエッジをトリミングします。

内側のエッジに複数回切り込みを入れてから、フレア状にしま

す。
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・ 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。


