
カバー付きキャスティングシステム
Casting System with Cover

フィットキュア・ナックル
Fit Cure-Knuckle
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●本カタログの内容は2021年2月現在のものです。
●商品の仕様、デザインおよび価格は、改良や経済状況の変動などにより予告なく変更することがあります。
●本カタログに掲載の写真は、実際の色とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。

499-1220-0221/1

アルケアだから実現できた、
手指固定のための新しいスタイル。

コンセプトは｢ギプスをもっと快適に～簡単なギプス治療でギプス生活に笑顔を～｣。

簡単なギプス治療でギプス生活に笑顔を
キャストステー スペーサー

ステーカバー

キャストステーをアルミパックか
ら取り出します。

キャストステーの通水口より水を入れ、
キャストステー全体をよく濡らします。

キャストステーをステーカバーに挿入
します。

掌ベルトを手のひらに通し、甲側
へとめます。

周回ベルトをコカンに通し、甲側
へとめます。

固定する肢位を保持し、甲ベルト（２ヵ所）をとめ、キャストステーが患部の形状
に沿うようにモールディングします。

ステーカバーを裏から手の甲に当て、手首ベル
ト、掌ベルト、周回ベルトの順にとめます。

手首ベルト

掌ベルト

掌ベルト

周回ベルト

周回ベルト

コカン 甲ベルト
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一般医療機器/医療機器届出番号：13B1X00207000075

適応範囲商品コードNo.種類 1函入数 メーカー希望
小売価格 （本体価格） 

フィットキュア・ナックル Fit Cure-Knuckle

20961
20962
20981

右

左

キャストステー

17～22cm
17～22cm
左右兼用  

1セット /函
1セット /函

1枚/函

¥6,490 （¥5,900）

¥6,490 （¥5,900）

¥4,070 （¥3,700）



肌側

外側

生地

肌側

外側

ステーカバーの肌側は吸水性が高く、

外側は水分を拡散しやすい、特殊構

造の吸水・速乾・通気性素材を採用。

患者さんの装着時の水濡れや蒸れの

ストレス低減に寄与します。

左右２本の甲ベルトにより、MP関節を屈曲方向へ保持する力を補助することができます。

スペーサーを設置することで、ステーカバーと
手指をフィットさせます。

巻き直しできる別売りキャストステーを用意。
交換することで、固定の緩みを低減します。

｢水濡れ｣｢蒸れ｣のストレス低減に向けて、高速乾・高通気の生地を使用しています。

通気性比較（社内試験）速乾性比較（社内試験）

■フィットキュア・ナックル生地と弾力包帯（エラスコット）の性能比較

〈試験方法〉JIS L1096に準拠　ガーレ形通気性試験機
により300ｍLの空気が通過するのにかかる時間を測定

〈試験方法〉直径8cmサンプルを平行にシャーレに置いた状態で0.5mL量の水分
を含ませ20℃ 20％の環境にて乾くまでの経過を残留水分率にて測定
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フィットキュア・ナックル生地弾力包帯（エラスコット）１層

乾きやすい

空気が通りやすい

手指の形状に合わせた　　　　　　　　　　　　　  だから、
その人にフィットしたギプス固定がすぐに行えます。

独自形状のキャストステー
により患部にフィット

MP関節を目的の肢位に保持し、
PIP関節の屈曲・伸展を阻害しないステーカバー形状

プレカットしたキャストステーと専用ステーカバーだから、
【キャスティング】、【トリミング】、【モールディング】の手間、労力が低減します。

フィットキュア・ナックルの装着方法について
動画で閲覧できます。　URL: https://www.alcare.co.jp/fcn ▶

小指、環指などの隙間を埋める
スペーサー

治療経過に合わせて
交換ができるキャストステー

専用のステーカバーは
フロントオープンのベルト構造

独自形状の
プレカットキャストステー

専用のステーカバー キャストステーをステーカバーに挿入。

従来のキャスティング フィットキュア・ナックル

ステーカバーを装着して
モールディング。

キャストステー + ステーカバー

フィットキュア®・ナックル
Fit Cure-Knuckle

カバー付きキャスティングシステム
Casting System with Cover

従来のキャスティング固定に代わる
手指固定の新しいカタチ。

手指固定に必要な機能を搭載。 従来のキャスティング固定に比べ、
処置の手間・労力を軽減。

《フィットキュア ®・ナックル》

手首ベルト

掌ベルト

MP関節の屈曲に合わせた
ステー形状

周回ベルト

甲ベルト

原寸大

PIP

ガラス繊維の芯材を使用
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