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Material Jetting法によるハイドロゲル立体造形と医療臓器モデル

への応用 
Three Dimensional Modeling of Hydrogels Using Material Jetting and Its Application to Medical 
Organ Models 
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要  旨  _________________________________________________  
本論文では，医療臓器モデルを志向したMaterial Jetting法によるハイドロゲル立体造形技

術を紹介する．近年，医療技術の高度化とともに医療従事者の行う手術手技が複雑化・多様

化しており，安全で正確な技術を習得するために臓器モデルを使った手技トレーニングが重

視されるようになっている．しかし，従来の3D造形技術においては，これら手技操作を実

際に加えることのできる質感および内部構造を再現した臓器モデルを作製することは困難で

あった．我々は柔軟性が高く生体に近い強度を有する材料として，ナノコンポジットハイド

ロゲルに着目し，インクジェットで吐出可能なゲル前駆体インクを開発した．このインクを

Material Jetting法に適用することで，中空かつ微細な構造を持ち，強度分布を内包するハイ

ドロゲルモデルを造形することができる．この技術を用いて実際にハンドリング可能な医療

臓器モデルを作製し，医師による評価により手技トレーニングおよびシミュレーションに有

用であることを示した． 

ABSTRACT  _________________________________________________  
In this work, we introduce a hydrogel freeform fabrication technology using a material jetting method 

oriented to a medical organ model. In recent years, advancements to medical technology have made it 

more difficult for medical staff to perform surgery. For this reason, manual training using organ models 

is becoming more important. However, with conventional 3D modeling technology, it is difficult to 

prepare an organ model that can actually be operated upon. We focused on nanocomposite hydrogel as 

a modeling material due to its high flexibility and comparable strength to a living body and developed 

a gel precursor ink that can be ejected by inkjet. By using this ink with the material jetting method, it is 

possible to produce a hydrogel model that has a hollow structure and that encloses an intensity 

distribution. Using this technique, a medical organ model that can actually be operated upon was 

prepared. The results of a doctor's evaluation demonstrate that the hydrogel organ model is useful for 

procedure training and simulation. 
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1. 背景と目的 

三次元立体造形技術の進歩は目覚ましく，熱溶融

積層法，バインダージェッティング法，光造形法，

粉末焼結積層造形法，Material Jetting法など様々な

3Dプリンターが製造業において用いられている1)．

また材料も金属や樹脂を始め，多様な材料に対応し

た造形アプリケーションが提案されており，産業用

のみならず医療／ヘルスケア領域への応用も期待さ

れている． 

これは，3DスキャナーやCT，MRI画像などから

容易に3Dデータが得られるようになり，さらに3D

プリンターを用いることで，個人ごとの特徴に合わ

せた立体造形を精巧に作製することが可能になった

ためである2)． 

医療，ヘルスケア領域への3Dプリンター応用と

して，ヘルスケア分野では各個人特有の形状を反映

する必要のある補聴器具や，義肢への応用が行われ

ている3)．また，生体医療分野においては，チタン

やハイドロキシアパタイト，PEEK等によるインプ

ラント可能な人工骨の造形3)や，細胞の直接積層に

よる人工臓器の研究も積極的に行われている4)．そ

して，医療分野においては手術トレーニングやシ

ミュレーションのため，実際の臓器形状を模した臓

器モデルへの応用が進められている5)． 

近年医療機器の開発が進み，従来の大きく切り開

き取り除く医療から，カテーテル／内視鏡／ロボッ

トアシスト等による患者への負担が少ない低侵襲型

医療が主流になりつつある．一方でこれら医療機器

を用いた手術オペレーションは，非常に高度な技術

と熟練を要するため，医療事故防止の観点から適切

な臓器モデルを用いた手術トレーニングの重要性が

認識されている．また，動物福祉や倫理的配慮の観

点から，世界的に実験動物を用いたトレーニングが

困難になりつつあることも臓器モデルによるトレー

ニングの必要性を後押ししている．さらに実施事例

の少ない難手術においては，事前に対象部位の詳細

を再現した臓器モデルを得ることができれば，綿密

な術前シミュレーションをすることが可能になる． 

これら臓器モデルに求められる特性として，①実

際の臓器に近い低弾性率／高強度特性（圧縮弾性率

0.01～0.5 MPa，ショア硬度A5-20: JIS K6253）②内

部構造を確認するため透明であること ③電気メス

や運針など実際の手技操作が可能といった点が我々

の行った現場医師へのヒアリングにより明らかに

なっている．しかし，現在市販されている3Dプリ

ンターは高硬度，高絶縁性，低透過率などの特性を

持つハードマテリアルが主流であり，これら条件を

全て満たす臓器モデルは存在しなかった． 

そこで我々は，柔軟性が高く生体質感に近いソフ

トマテリアルであるハイドロゲルに着目した．ハイ

ドロゲルは非常に高い含水率を持つことができ，70

～99%の含水率を持つ生体軟組織とその特性が類似

していることから，医薬や医療材料への応用が盛ん

である6)．一方でハイドロゲルは非常に脆弱であり，

変形応力を加えることにより容易に崩壊するのが一

般的であったが，近年新たな構造を導入した強靭な

ハイドロゲルとして，トポロジカルゲル7)，ナノコ

ンポジットゲル8)，テトラペグゲル9)，ダブルネッ

トワークゲル10)などが報告されている．これら新し

い高機能ハイドロゲルは，人工筋肉，ドラッグデリ

バリー，再生医療などへの応用も期待されている．

この中でもナノコンポジットゲルは水中で容易に合

成可能であり，非常に柔軟かつ強靭であることが知

られている． 

本稿において我々は，「ナノコンポジットハイド

ロゲル」と「Material Jetting」による，従来にない

リアリティを持つ臓器モデルを目指した，ハイドロ

ゲル立体造形技術の開発を行ったので報告する． 

 

2. ナノコンポジットハイドロゲル 

Nano Composite (NC) とはナノパーティクルを高

分子などにフィラー充填剤として分散させた複合材

料である．ナノパーティクル (1～200 nm) の比表

面積は大きく，高分子等をマトリックス（母材）と

した場合の相互作用が増大し，引張強さ，弾性率，
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熱変形温度等の様々な物性が飛躍的に向上する．脆

く変形応力に弱いハイドロゲルにおいて，ナノクレ

イ（層状ケイ酸塩）を添加しナノコンポジット化す

ることで，非常に高強度な力学特性を持つNCハイ

ドロゲル（NCゲル）を作製可能であることが原口

らにより提案された8)． 

一般的にハイドロゲルの力学的性質は水中に広

がったマトリックスポリマーの均一性に左右される．

通常のハイドロゲルは，高分子架橋点がランダムに

分布しており，高分子間の鎖長分布（平均架橋点間

分子量）は幅広い分布を持つ．これにより，ハイド

ロゲルを一方向に伸長変形させた場合，最も短い高

分子鎖に応力が集中し，わずか1.2～1.5倍程度で容

易に崩壊する11)． 

一方，NCゲルは円盤状クレイおよび水溶性ポリ

マーの多重架橋であると考えられている11)．Fig. 1

に，NCゲルの基本的な構造を示す．クレイの表面

には多くの水素結合部位（酸素原子，シラノール基）

が存在し，ポリマー鎖上のアミド基と水素結合を主

体とした物理架橋が形成されている．クレイは厚さ

1 nmに対し幅25 nm程度の単一結晶であり，系内に

均一に分散した状態でクレイ表面間を十数～百数十

本の高分子が架橋している．この構造（ミクロエキ

スパンダー構造）により，ゲルに外力が加わって

ネットワークが変形した際，応力が系内で分散され，

局所的な応力集中による高分子破断を防ぐ．よって

NCゲルは大部分が水分で構成されながら，力学的

に非常に柔軟かつ靭性の高い高分子ゲルとなってい

る． 

 

Fig. 1 Schematic representation of NC gel structure. 

NCゲルの合成は，水中で一次粒子レベルに分散

したクレイの存在下で，水溶性モノマーをin-situラ

ジカル重合させることで可能である11)．Fig. 2 (a)～

(c)は，in situラジカル反応の概略図である．(a) UV

照射等により，重合開始剤からラジカルが生成する．

(b) クレイ表面近傍に多数のポリマー鎖が重合成長

する．(c) クレイおよびポリマーが水溶液中で三次

元網目構造を形成する有機／無機ネットワークが形

成され，NCゲルを得ることができる． 

 

Fig. 2 Schematic representation of in-situ synthesis of 
NC gel: (a) NC gel precursor including inorganic 
clays and monomers, (b) propagation of polymer 
from the surface of clays, and (c) in situ 
synthesized NC gel. 

Clay

Water-soluble
polymer

Water / solvent
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3. Material Jetting法によるNCゲルの立

体造形 

3-1 Material Jetting法 

Material Jetting法はインクジェットヘッドより材

料インク液滴を吐出し，塗布パターンをUV光の照

射により硬化させる立体造形手法である．以下に

Material Jetting法の特徴を挙げる． 

(1) 中空構造形成 

Material Jetting法の造形においては，造形モデル

を構成するモデル材と，造形の際にモデル材の

オーバーハング部を構造的に支持するためのサ

ポート材が必要となる．モデル材形成インクと

サポート材形成インクを異なるヘッドより吐出，

パターン形成することで構造を作製する．最後

にサポート材を除去することで中空構造を持つ

複雑な造形モデルを得ることができる． 

(2) 高精細 

インクジェットヘッドより，数～数十plの液滴が

数十kHzの駆動周波数で吐出され，最大で20 μm

程度の解像度で高精細度造形が可能になる． 

(3) マルチマテリアル造形 

複数のヘッドから同時に異なる材料を吐出でき

るため，これらを組み合わせて色や材質の異な

る造形分布を得ることが可能となる． 

3-2 モデル材インク 

我々はモデル材インクとして，NCゲル構造物を

形成するためのゲル前駆体液を作製した．ゲル前駆

体液は，水，水溶性ビニルモノマー，クレイ，光重

合開始剤，触媒等から構成される．本開発でクレイ

荷を持ち，側面は正電荷を持つ (Fig. 3 (a) )．そのた

め，クレイを水中分散させると徐々に層同士が静電

気的結合を起こし，一次凝集粒子を形成することに

より，高チクソトロピックなカードハウス構造を形

成する (Fig. 3 (b) )．しかしながら，インクジェット

でゲル前駆体液を吐出するためには，上記自己凝集

によるインクの増粘を防ぐ必要がある． 

 

Fig. 3 (a) Structure of hectorite. (b) House-of-card 
structure. 

我々はクレイ分散技術の検討を行い，ゲル前駆体

液の増粘を抑えたインクを開発することに成功した．

Fig. 4に増粘抑制を施したインクの粘度と剪断速度

の関係を示す．増粘抑制インクはニュートン粘性を

示し，長期間に渡り安定した粘度を保つため，イン

クジェットに適用可能である12)． 

 

 
Fig. 4 Viscosity versus shear rate for viscosity 

suppression ink. 
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3-3 サポート材インク 

次に，サポート材インクについて述べる．サポー

ト材インクの特性として，造形中に安定してモデル

構造を支持できること（造形安定性），造形後，容

易にサポート材を除去でき，モデル材を分離可能で

あること（除去性）が重要となる．まず造形安定性

であるが，NCゲルは構造中に水分を豊富に含むた

め，サポート材は水に対して耐性を持ち，造形中に

溶解や膨潤などによる変形を起こさない必要がある．

次に除去性であるが，モデル部を破壊せずにサポー

ト材を除去し，内部の微細構造を保存するため，サ

ポート材は溶解もしくは溶融除去できることが望ま

しい． 

我々はNCゲルモデル部の膨潤，汚染を防ぎ，か

つ微細な内部構造を再現するため，熱による融解除

去可能な相変化型サポート材インクを開発した． 

3-4 Material Jetting法によるNCゲルモデルの

造形 

Material Jetting法によるNCゲルモデルの造形につ

いて，チューブモデルの造形を例に説明する (Fig. 

5)． 

まず3D CADにより，モデル構造とサポート構造

をモデリングする．次に造形データを吐出パターン

に変換し，インクジェットヘッドからモデル材イン

ク，サポート材インクを順次塗布し，UVランプ照

射で硬化させることでパターンレイヤーを形成する．

硬化したレイヤーの膜厚分ステージを下降させ，そ

の上に積層することを繰り返すことで立体形状を造

形していく．最終的に完成した構造をサポート材イ

ンクの融点以上に加熱し，サポート材を融解除去す

ることで造形対象であるチューブモデルを得ること

ができる． 

 

 

Fig. 5 Material jetting process of NC gel. 

3-5 強度分布内包モデルの造形 

次に我々は，Material Jetting法により強度分布を

内包する立体モデルの造形を試みた．強度分布はゲ

ル前駆体であるモデル材インクに対し，希釈剤イン

クを組み合わせることで形成可能になる．希釈剤は

NCゲルの溶媒成分を用いている．Fig. 6に1 voxelに

吐出するモデル材インク量と希釈剤インク量を変化

させることにより作製した，5段階の強度を有する

球体（直径15 mm）を内包する造形物を示す．voxel

とは，三次元空間における格子単位であり，その体

積は二次元の解像度と高さ方向の積層ピッチにより

決定される．球体部位は，1 voxel中のモデル材イン

ク体積比率: R12 (%) を，100，90，80，70，60%と

変えて造形している（body部は100%）．希釈剤イン

クは青に着色しているため，右側の青い球ほど前駆

体液による希釈比率が増加し，低強度となる．R12

は以下の式で表される．ここで，V1は1 voxel中のモ

デル材インク量を，V2は希釈剤インク量を示す． 

𝑅𝑅12 =
𝑉𝑉1

𝑉𝑉1 + 𝑉𝑉2
✕100 
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Model Design Support Design
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(ⅱ) Printing
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Support 
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U
V

UV light

Material Jetting UV Curing
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Fig. 6 Various strength distributions in one structure. 

R12を，100，90，80，70，60%と変化させた構造

体の圧縮応力，弾性率をFig. 7 (a)，(b)に示す．モデ

ル材インクの希釈比率に応じ造形物の強度を調整す

ることが可能である． 

 

Fig. 7 (a) Strength-strain curves of NC gels with 
different precursor ink ratio. 
(b) Changes in compressive modulus according to 
precursor ink ratio in NC gels. 

4. 医療モデルへの応用 

4-1 腎臓モデルを用いた内視鏡下手術手技ト

レーニングへの応用 

内視鏡下手術は切開部が0.6～1.0 cmと小さく，人

体への負荷が小さいため，近年急速に普及している

手術である13)．一方で従来の開腹／開胸型手術と比

較し，モニターベースの操作であり，また動作範囲

に制限のある手術器具を用いるため難易度は高く，

医療事故防止の観点から十分なトレーニングが必要

とされている14)．我々はNCゲルの医療トレーニン

グ用臓器モデルとしての適正を確認するため，内視

鏡下手術手技トレーニングを想定した腎臓モデルを

作製した． 

4-1-1 評価用腎臓モデル 

3Dプリンターを用いて腎臓を模した鋳型を作製

し，NCゲル前駆体インクを注入し，硬化させるこ

とで腎臓モデルを準備した．腎臓3Dモデルは3D 

CADにより作成された疑似データを用いている．

腎臓実質部は透明，腫瘍は黄色，尿管は白に着色し

ている (Fig. 8)． 

 

 
Fig. 8 Kidney model for laparoscopic surgical operation 

system. 
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4-1-2 内視鏡下手術手技トレーニング評価 

内視鏡外科医師監修のもと，内視鏡下手術手技ト

レーニングボックスに腎臓モデルをセットし，腫瘍

切除，縫合試験を行った．Fig. 9に腫瘍を摘出し，

その穴を縫合した状態を示す．実際の手術に近い操

作感覚で腫瘍除去，縫合操作を加えることが可能で

あり，医師より手技トレーニングモデルとして有用

であるとの評価を得ている． 

 

 
Fig. 9 Kidney model sutured with tumor removed by 

endoscopic surgery. 

4-2 血管モデルを用いたIVR手技シミュレー

ションへの応用 

3Dプリンターを利用して中空臓器モデルを作製

することにより，様々な医療シミュレーションに応

用できることが期待されている．特に外科手術，カ

テーテル治療等における血管部位の手技は，複雑か

つ微細な形状を有するため，高難易度手術ほど患者

のCT，MRI等のデータから作製したモデルを用い

た術前シミュレーションが求められている15). 

シミュレーション用血管構造の作製は，光造形や

鋳型注型等が検討されている16,17)．しかし，これら

の方法では透明／柔軟性を有した蛇行を伴う複雑な

中空血管構造を再現することは困難であり，カテー

テルを操作しながら行うシミュレーションには適し

ていない． 

我々はMaterial JettingによりNCゲルの血管モデル

を作製し，実際にカテーテルの操作を加えることを

想定した血管モデルの評価を実施した． 

4-2-1 評価用血管モデル 

本検討においてはX線透視下で行うカテーテル治

療である，IVR: Interventional Radiology18)を想定し

たモデルを作製した． 

Osirix（ニュートン・グラフィックス社）の

DICOM Image Library内にある脳動脈瘤の造影MRA 

(Magnetic Resonance Angiography: 磁気共鳴血管画

像) のデータから，解像度を補正するサーフェース

レンダリング処理を行い，3D CADで用いられる

STLファイル形式に変換した (Fig. 10)．これを元に

Material Jetting造形を行い，100×30×40 mmのブ

ロック中に左内頸動脈（径6 mm）と脳底動脈瘤

（瘤径19×17×16 mm）を含むIVRシミュレーショ

ン用中空血管モデルの作製を行った．造形した中空

血管モデルをFig. 11に示す． 

 

 

Fig. 10 Stl data of vessel model. 

 

Fig. 11 Hollow vessel model. 

  

20mm



 

Ricoh Technical Report No.43 118 FEBRUARY, 2018 

4-2-2 カテーテル挿入評価 

IVR担当医師監修のもと，X線透視下で0.014 inch

のワイヤーと2.2 Fマイクロカテーテルの挿入を行っ

た．X線透過下においてはモデル内の空気が陰性造

影を示し，モニター画面上で血管構造を確認するこ

とができた．作製されたモデルは屈曲した構造や脳

動脈瘤の拡張した腔を再現しており，ワイヤー及び

マイクロカテーテルを進めることができた．またX

線撮影用の造影剤の注入，動脈瘤の破裂を防ぐ処置

であるコイル留置も可能であった (Fig. 12)．実際の

臨床応用にはDICOMデータの処理方法やモデル内

でのカテーテル操作性の改善など課題はあるが，

IVRの術前シミュレーションや教育ツール，難症例

での術後レビューとしての活用等が期待される． 

 

 

Fig. 12 (a) Contrast-medium enhanced X-ray image. 
(b) An aneurysm in which a coil is placed. 

5. 総括 

我々はMaterial Jetting法に適用可能なNCゲル前駆

体インク及びサポート材インクを開発し，NCゲル

の三次元直接造形に成功した．Material Jetting法に

より異種インクを用いたマルチマテリアル造形を行

い，内部に強度分布を持つNCゲル構造物を一括造

形することに成功した．ハイドロゲルを用いた腎臓

モデルの試作を行い，内視鏡下手術手技トレーニン

グへの応用検討を実施した．また，Material Jetting

法を用いて血管モデルを造形し，IVR手技の一連操

作が可能であることを示した．今後Material Jetting

法によるハイドロゲル立体造形により，医療臓器モ

デルへの応用が期待される． 

 

 
謝辞 _____________________________________  

本開発を進めるにあたり，腎臓モデルの評価にお

いて横浜市立大学医学部医学科，槙山秀和准教授に

は多くのご指導ご協力を承りました．また血管モデ

ルの評価において，名古屋大学医学部放射線科，加

茂前健病院助教授，駒田智大助教授 両名には多く

のご指導ご協力を承りました．この場をお借りして

深くお礼申し上げます． 

 
参考文献 _________________________________  

1) 平成25年度特許出願技術動向調査報告書 (概

要) 3Dプリンター, 特許庁 (2014). 

2) 杉本真樹: 医用画像3Dモデリング・3Dプリン

ター活用実践ガイド, 技術評論社 (2016). 

3) Wohlers Report 2016, Wohlers Associates (2016). 

4) 高木大輔ほか: iPS細胞由来細胞を用いた3次元

組織体構築-自動コーティング技術と評価技術, 

Ricoh Technical Report, No. 41, pp. 118-127 (2016). 

5) 小島東作ほか: 手術手技トレーニング臓器の3D

プリンターによる再現性向上技術, 情報技術協

会セミナーテキスト, 情報機構 (2016). 

6) N. A. Peppas et al.: Physicochemical Foundations 

and Structural Design of Hydrogels in Medicine and 

Biology, Annu. Rev. Biomed. Eng., Vol. 2, pp. 9-29 

(2000). 

7) Y. Okumura, K. Ito: The Polyrotaxane Gel: A 

Topological Gel by Figure-of-Eight Cross-links, 

Adv. Mater., Vol. 13, pp. 485-487 (2001). 

8) K. Haraguchi, T. Takehisa: Nanocomposite 

Hydrogels: A Unique Organic–Inorganic Network 

Structure with Extraordinary Mechanical, Optical, 

and Swelling/De-swelling Properties, Adv. Mater., 

Vol. 14, pp. 1120-1124 (2002). 

(a)

(b)



 

Ricoh Technical Report No.43 119 FEBRUARY, 2018 

9) T. Sakai et al.: Design and Fabrication of a High-

Strength Hydrogel with Ideally Homogeneous Network 

Structure from Tetrahedron-like Macromonomers, 

Macromolecules, Vol. 41, pp. 5379-5384 (2008). 

10) J. P. Gong et al.: Double-Network Hydrogels with 

Extremely High Mechanical Strength, Adv. Mater., 

Vol. 15, pp. 1155-1158 (2003). 

11) K. Haraguchi: Synthesis and Properties of Soft 

Nanocomposite Materials with Novel 

Organic/Inorganic Network Structures, Polymer 

Journal, Vol. 43, pp. 223-241 (2011). 

12) A. Lee et al.: Optimization of Experimental 

Parameter to Suppress Nozzle Clogging in Inkjet 

Printing, Ing. Eng. Chem. Res, Vol. 51, pp. 13195-

13204 (2012). 

13) 徳橋泰明, 龍順之助: 特集「内視鏡手術の現状」

によせて , 日大医誌 , Vol. 67, No. 2 pp. 65-67 

(2008). 

14) 藤原道隆ほか: 内視鏡下手術訓練システムの現

状と今後の展望, 日本バーチャルリアリティ学

会誌, Vol. 15, No. 1, pp. 27-31 (2010). 

15) 豊山弘之, 厚見秀樹, 松前光紀: 脳動脈瘤手術

シミュレーションにおける3Dプリンターの有

用性, 第41回日本脳卒中学会総会, ⅢC卒中O-

096-5 (2016). 

16) Q. lan et al.: Development of Three-Dimensional 

Printed Craniocerebral Models for Simulated 

Neurosurgery, World Neurosurgery, Vol. 91, pp. 434-

442 (2016). 

17) T. Mashiko et al: Training in brain retraction using a 

self-made three-dimensional model, World 

Neurosurgery, Vol. 84(2), pp. 585-590, (2015). 

18) 岡崎正敏: 血管系IVRの過去・現在・未来, 日

獨医報, Vol. 50(1), pp. 73-83 (2005). 


