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FSGフットプリントフォーム 取扱説明書

1.用途:
FSGフットプリントフォームは、整形外科靴技術の専門スタッフが
足型を作るために使用するものです。整形外科技術者は医師の診
断に基づき足のメス型を作ります。整形外科技術者はこのメス型
を異なる方法で加工することができます。
そして、石膏または鋳造プラスチックを使用してオス型を作った
り、または足型を基に足の正確な解剖学的構造または隆起部位を
測定したりすることができます。 
同様に、足型をスキャンし、特殊なソフトウェアを使用してさら
に加工することも可能です。その際はスキャナー製造者およびソ
フトウェア供給者の指示を守る必要があります。
大抵の場合、インソールが作成されますが、例えば、オーダーメ
イド靴の製造など、他の方法もあります。
本手法では、その他の製品との組み合わせは想定されていませ
ん。 

2.保管:
FSGフットプリントフォームは乾燥した場所で保管してください。
理想的な保管条件として、18℃～24℃の温度、および55%～65%の
相対湿度を維持してください。これらの条件以外で保管される場
合、製品の品質および機能性に対する責任は負いかねます。フッ
トプリントフォームに損傷がある場合、または濡れている状態で
は使用しないでください。 
配送用の箱は直立した状態で保管する必要があります。横にした
状態での保管は想定されていません。積み重ねは最大4箱までで
す。

3.使用:
FSGフットプリントフォームを使用できるのは、訓練を受けた専門
スタッフだけです。その際、使用者は保護のために使い捨て手袋
を着用する必要があります。労働安全規則を順守してください。
FSGフットプリントフォームは外用として、そして1度のみ使用で
きます。患者がフォーム板を踏むのは、1度のみにしてください。
FSGフットプリントフォームは、乾燥しており損傷のない状態でな
くてはなりません。
患者の足は、清潔で、クリームなどが塗られておらず、けがや感
染症がないことを確認してください。必要に応じて、無菌フォイ
ル
または創傷包帯を足のカバーとして使用する必要があります。
FSGフットプリントフォームやその破片と粘膜との接触は避けてく
ださい。
使用前に、使用するタイプが計画されている用途に適したもので
あることを確認してください。訓練を受けた専門スタッフが、用
途に基づき必要となるフットプリントフォームを決定します。
FSGフットプリントフォームは、開かれた状態で、安定かつ水平
で、平らな面に置く必要があります。
中心が正しく合った足型を採るために、使用者が足を導くように
してください。 
足型を (立ったまま) 採取する際は、患者に安定した支えを提供
し、必要であれば支持してください。
足型が使用可能であることを確認し、必要に応じて、新しいフッ
トプリントフォームのペアを使用して足型の採取を繰り返しま
す。
足のフォーム残留物は衛生上の理由から直ちに取り除いてくださ
い。
足型を採ったFSGフットプリントフォームを個別に保管します。

4.耐久性:
FSGフットプリントフォームは最長で36か月でまで保管できます。
色の変化は、フォームの機能に影響しません。製品パッケージに
スタンプされている日付は、使用期限を示しています。この日付
を過ぎたフォームは使用しないでください。日付スタンプはバッ
チ番号でもあります。「時計」記号の後の出荷単位の包装ラベル
の日付。
有効期限（月）を示します。 この日を過ぎると、フォームは使用
できなくなります。 LOT日付はバッチ番号でもあります。

5.廃棄:
FSGフットプリントフォームは一般ごみとして廃棄し、箱は古紙リ
サイクリングに出します。 
汚染したフットプリントフォームおよびパッケージは、汚染の種
類、および現地ならびに法律で定められた廃棄規則に基づき廃棄
する必要があります。

JAPANESEInstructions For Use
FSG-Imprint-Foam
Ideal · Genial XL · Diabetic Step · Maximal · Minimal
PodoScann · SlimLine · Kristall

1. Preparation
note the name of the customer and date the 
impression was taken on the foam box. 
Open the box and with the Foam sides 
facing up at one. Lay a solid, level surface.

2. Heel
The patient's foot is centered on the foam 
sheet place and carefully on the Deposit 
foam surface. Well the check the perfect 
position of the foot. If the foot is not on the 
foam everywhere, correct now. Start with 
the By guiding your hand deep into the heel
Press foam.

3. Metatarsus
Push the base M5 (midfoot) with the edge of 
the hand.

4. Big toe joint
Now press the big toe joint as well with the 
back of your hand in the foam. Relocate the 
power of your hand afterwards on your 
edge of your hand and use it to press the
individual toes also.

5. Completion / repetition
Now take the foot vertically upwards from 
the foam. Repeat the the o.g. Processes with 
the other foot. Usability check the imprint, if 
necessary with a new one Repeat the pair of 
impression foams. Foam residues on the foot 
are made hygienic Reasons to remove 
immediately. FSG impression foam store 
separately with imprint.


