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ご使用の前に セット内容

 セット内容と各部の名称

ご使用の前に、構成品が全て揃っているかご確認ください。
a. １台腰部モデル本体

１式b. 性器部 ( 男性器 ) ユニット
３点c. 弁

１点d. イルリガートル
１点e. 潤滑剤 ( オリーブ油 )
１点f. 浣腸用直腸部

性器部ユニット各部名称 

性器部カセット 弁 膀胱部カセット

尿道口部（固定用クリップ小付） 性器部皮膚

膀胱部

（１点は性器部ユニットに組み込み、２点は付属品）

（固定用クリップ大付）

消耗品
一覧

コード番号 部品名
11381-300

11381-300

導尿用交換弁 (男女共通）６個組

11381-410

11381-410

性器部皮膚Ⅱ(男性用）  １枚

11381-510

11381-510 11381-800

尿道口部Ⅱ(男性用）２個組

11381-800 潤滑剤 (男女共通）　      １点

計３本
g. チューブ
( 給水用 1本・排水用 2本） 

取扱説明書

※３本のチューブのうち、導尿用の給水用と
     排水用チューブ ( 各 1本 ) には、それぞれ
　チューブコック１点が付属しており、浣腸
　用排水用チューブにはチューブコックは
　ついていません。

※

※固定用クリップは
　付属していません。
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実習の準備 準備 (導尿・浣腸）

１

１. 腰部モデル本体から性器部ユニットを取り外します。まず腰部モデル本体の大腿部を外側に開ける
　  ようにして隙間をつくり、手を差し入れて腰部モデル本体から性器部ユニットを取り外します。

給水用・排水用チューブの接続

2. 膀胱部に排水・給水用チューブ ( 各 1本 ) を取り付けます。２本のチューブはどちらもチューブコックの
    ついているチューブを選び、チューブコックの位置を交互にします。

チューブコック

チューブコック
膀胱部

給水用チューブ

膀胱部のチューブ
接続部 (２か所）

排水用チューブ

排水用バケツ等に

イルリガートルに接続

チューブコックが
膀胱部に近い位置

チューブコックが
膀胱部から遠い位置

● 膀胱とチューブの接続

取り外した性器部ユニット 膀胱部の後側にチューブの接続部が２箇所あります。



4. 1 本はチューブコックが膀胱部に近い側
　( 排水用 ) のチューブを接続します。

チューブコックが膀胱部
に近い側のチューブチューブコックが膀胱部

から遠い側のチューブ

3. 1 本はチューブコックが膀胱部から遠い側
　( 給水用 ) のチューブを接続します。

４

実習の準備 準備 (導尿・浣腸）

6. 性器部ユニットに取り付けた 3本のチューブ
     をまとめて、本体の前側より中に通して、本体
     に性器部ユニットをはめ込みます。

5. 浣腸用直腸部に排水チューブ ( チューブコック
     のついていないチューブ ) を接続します。

本体部のセットは完了です。

排水チューブを接続する時は、片方の手
で直腸部を持って行ってください。

１ 給水用・排水用チューブの接続
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1. 給水用チューブにあるチューブコックを閉じてください。イルリガートルと排水用チューブに水が
      残っている場合は廃棄してください。イルリガートルから給水用チューブを取り外してください。

後片付け

使用した水の排出

後片付け

2. 腰部モデル本体から性器部ユニットを取り外します。
　腰部モデル本体の大腿部を外側に開けるようにして隙間をつくり、手を差し入れて腰部モデル
    本体から性器部ユニットを取り外します。 

９

 

3. 浣腸用直腸部を取り外します。
　直腸取付け部のクリップ(大)をはずします。膀胱部下部にあるフックから浣腸用直腸部を取り外し、
　性器部ユニットに接続していた直腸部をチューブごと取り外します。次に浣腸用直腸部から
     排水チューブを取り外します。浣腸実習を行った場合は、それぞれ洗浄した後、充分に乾燥
     させてください。

（浣腸用直腸部が取り付けられている場合）

チューブのチューブコック
は、必ず開いた状態にして
保管してください。
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２

後片付け

膀胱部及びチューブ内の水の排出

後片付け

2. 膀胱部を膀胱部カセットより取り出して、２本のチューブをはずします。作業は膀胱部に残った
    水がこぼれる可能性がありますので、洗面台など水が廃棄できる場所で行ってください。

1. 性器部ユニットの構成部品を取り外します。

(ウ）膀胱部カセットより性器部皮膚を取り外すと尿道口部のチューブが見えてきますので、弁と
　　  チューブを固定しているクリップ ( 小 ) をはずし、弁部よりチューブを抜き取ります。

（ア）性器部ユニットは性器部カセットと膀胱部カセットがツメ形状の接合部品で固定されていますので、
　　  取り外す時は性器部カセットを指で持ち上げて接合部分をはずします。

（イ）次に性器部カセットの端を少し持ち上げ隙間をつくり、膀胱部皮膚ごと膀胱部カセットを持ち、手前
　　  に引くようにして性器部カセットから取り外します。























ご使用中にトラブルが発生した場合は、下の表にしたがって確認して下さい。それでも解決しない
場合は、お買い上げの販売店もしくは㈱京都科学（TEL075-605-2510 又は 03-3817-8071）まで
ご連絡ください。

導尿

浣腸

症　状 原　因 対策・対処

症　状 原　因 対策・対処

水が漏れる。

水が漏れる。

カテーテルを挿入
しても水が出てこ
ない。

弁がすぐに消耗し
使えなくなる。

弁が消耗している。

弁と膀胱部の接続が不十分。

弁と尿道部の接続が不十分。

膀胱部の水が少なくなって
いる。

指定外の潤滑剤を使っている。 指定した潤滑剤を使ってください。

推奨サイズより太いカテーテル
を使っている。

推奨サイズのカテーテルをご使用
ください。
推奨サイズは 14～ 16Fr です。

給水・排水用チューブの両方
のチューブコックが閉じている。

新しい弁と交換してください。

弁と膀胱部や尿道部が確実に接続
できているか確認し、セットし直
してください。
弁と尿道部を固定するクリップが
正しい位置にはまっているか確認
してください。

直腸接続部を固定するクリップが
正しい位置にはまっているか確認
してください。

水をイルリガートルに注入し、膀胱
に水を溜めてください。

チューブコックを開いてください。

グリセリン浣腸液
のチューブが 7cm
以上挿入できる。 性器部ユニットと浣腸用

直腸部 との接続が不十分。

性器部ユニットと浣腸用直腸部が
確実に接続されているか確認し、
セットし直してください。

故障かな？
と思ったら 修理依頼前の確認
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1. Remove the genitalia unit from the torso manikin.

3. Disassemble the genital unit.

Make room between torso manikin and the genitalia unit by opening the thighs. Then take out the 
genitalia unit from the torso manikin.

b) Remove the skin with the bladder holder from the outer frame.

a) The genital organ frame and the bladder holder are �xed with two notches and nail shaped 
     fasteners. To disengage the parts, lift the genital organ frame with �ngers.
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１ Disassemble the unit

Replacement of 
consumable parts

2. Detach the rectum unit for enema training. Loosen the metal clip by tucking small wings together with 
    �ngers and remove the rectum unit from the hook of the bladder reservoir. Detach from the connector.

Support and hold tube 
connector port when 
removing the rectum unit.

Caution



Replace the genitalia skin or urethral tube at this moment and assemble the part as 
P39-40 shows.

Caution

Replacement of the genitalia skin or the urethral tube 

1.Remove the urethral tube by pulling it with peeling the skin of the penis. 

２

38

１
c) Peel the skin from the bladder 
     holder.

d) Find the metal clip that holds the joint between the valve and 
     the urethral tube. Loosen the clip by tucking small wings 
     together with �ngers and pull out the carefully.

Replacement of 
consumable parts

Disassemble the unit

(Assemble the genitaria skin and the urethral tube as P33 shows.)















■ 本社・工場
〒612-8388　京都市伏見区北寝小屋町15番地
TEL：075-605-2510（直通）
FAX：075-605-2519　

■ 東京支店
〒113-0033　東京都文京区本郷三丁目26番６号
　　　　　　　　　　  NREG本郷三丁目ビル2階
TEL：03-3817-8071（直通）
FAX：03-3817-8075　

Caution

The contents of the instruction manual are subject to change without prior notice.
No part of this instruction manual may be reproduced or transmitted in any form without permission from the manufacturer. 
Please contact manufacturer for extra copies of this manual which may contain important updates and revisions. 
Please contact manufacturer with any discrepancies in this manual or product feedback. Your cooperation is greatly appreciated.

URL  http://www.kyotokagaku.com       e-mail  rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp● ●

2017.12

モデル表面に印刷物などが直接触れないようにしてください。
樹脂にインクが吸収されて消えなくなります。

Do not let ink from pens, newspapers, product  manual or other sources 
contact the manikin. Ink marks on the manikin will be irremovable.

■ ■(World Wide)

本書の内容は、予告なしに変更することがあります。本書の内容の一部もしくは全部を当社に無断で複写・転載する
ことを禁じます。
本書の内容に、万一不審な点や誤りなど、お気づきの点がございましたら、当社もしくは販売店にご連絡ください。

・本製品についてのお問い合わせや不具合等ございましたら、お手数ですがお買い上げの販売店、
　もしくは下記（株）京都科学まで御連絡ください。
・For inquiries and service, please contact your distributor or KYOTO KAGAKU CO., LTD.


