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ご使用前に必ず、付属の取扱説明書をお読みください。

セット内容
3. 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。

ご使用前に、構成品が全て揃っているかご確認ください。

4. 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。

e
セット完了

d

１式
３点

d. イルリガートル
e. 潤滑剤 ( オリーブ油 )

１点

f. 浣腸用直腸部

１点

１点

（固定用クリップ付）

g. チューブ ( 給水用 1 本・排水用 2 本）
取扱説明書

g

f

１台

（１点は性器部ユニットに組み込み、２点は付属品）

b

a

a. 腰部モデル本体
b. 性器部 ( 女性器 ) ユニット
c. 弁

計３本

※３本のチューブのうち、導尿用の給水用ホースと排水
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。

c

5. 給水用チューブ ( チューブコックが接続側に近いチューブ）をイルリガートル
につなぎ、排水用チューブをバケツ等に入れます。

実習の準備
１. 性器部ユニットを取り外します。

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。

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。

6. チューブコックを閉じて水(模擬尿) 約400mLをイルリガートル
に入れ、蓋をして点滴スタンドに吊るします。

イルリガートルに接続

チューブコックが膀胱部
から遠い側のチューブ

チューブコックを開けて膀胱
に給水したら準備完了です。

● 膀胱とチューブの接続

チューブコックが
膀胱部から遠い位置

膀胱部のチューブ
接続部 (２か所）

給水用チューブ

膀胱部
排水用チューブ

排水用バケツ等に
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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
膀胱部に近い位置
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Preparation

Please read carefully before use

Set includes

3. Connect the drain tube with no clamp
to the rectum unit.

Before your first use ensure that you
have all the components listed below.

4. Set the genitalia units to the lower torso body.
First put the 3 irrigation/drainage tubes through the body and
then set the genitalia unit.

b

a
e
f

Assembly
complete

d

g
c

a. Lower torso manikin
b. Female genitalia organ unit

1

c. Valve

1
3

d. Irrigation bottle

1

e. Lubricant
f. Rectum unit

1

(total 3 pcs; one is incorporated in the genitalia
unit and two are for future replacement)

(attached with a metal clip

1

1)

g. Irrigation/drainage tubes
(total 3 pcs; 2 are attached with one clamp each)

3

Instruction manual
5. Connect the irrigation bottle to the irrigation tube which has clamp at near
the far end and put the tip of drainage tubes for catheterization and enema
into the bucket.

Preparation
1.Remove the genitalia unit from the
torso manikin.

6. Fill the irrigation bottle with simulated urine (water). Then put the
cap on the bottle and hang it from the stand.

Genitalia unit

There are two tube connectors on
the backside of the unit.

2. Attach the irrigation/drainage tubes with clamp to the
connectors at the upper end of the urinary bladder
reservoir.

Open the clamp and the simulated
urine will be charged into the
bladder reservoir.

Connection of Irrigation/drainage tubes
connection to the irrigation bottle
The clamp is near the
far end of the tube.
The clamp is near the
far end of the tube.

Irrigation tube

drainage tube
■

(World Wide)

■

to a bucket

The clamp is near
the bladder reservoir.
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tube connectors

The clamp is near
the bladder reservoir.

urinary bladder
reservoir

