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Intravesical Urine Volume Measurement
Training Simulator

Product Supervision:
Hirosaki University
School of Medicine&Hospital
Department of General Medicine
Tadashi Kobayashi

This simulator is designed to facilitate training in measurement of urine residue 
in the bladder using ultrasound.

   4 variations of interchangeable inserts feature different patient scenarios. 
   Suitable for training in assessment with pocket-type echo in home care setting.
   Effective hands-on tool for rehearsing multi-professional approach for restoration
   of the urinary tract function. 
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General informationPlease read

Handle with care. 

Cleaning and care Ink marks on the surface will be irremovable.

DOs and DON’T s
DO s DON’Ts

Keep the phantom at room temperature, away 
from heat, moisture and direct sunlight. 

Set includes:

The materials for phantom are special composition 
of resin. Please handle with care at all times. 

1a. 

Clean the phantom completely every time after 
the training.
The remaining gel may deteriorate the phantom.

Don’t mark on the phantom  with pen or leave 
printed materials contacted on their surface. 

Please note: The color of the phantom may change over time, though, please be assured that 
                         this is not deterioration of the material and the ultrasonic features of the phantom 

Never wipe the phantom with thinner or 
organic solvent.

b. 
Carrying case

ba

Lower torso manikin
phamtom 4
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1. Set the phantom on the stable place. 2. Spread lubricant gel on the phantom body.

Training session

After training

Before training

Wipe the remaining gel completely with wet cloth. 
If remaining gel gets dried up on  the body, it will be 
irremovable.  

The phantom can be scanned with actual ultrasound 
devices.  

* The map of simulated targets is on the backside of 
   this manual.

Preparation
Training



Do not mark on the phantom with pen or leave printed materials contacted on its surface. 
Ink marks on the phantom will be irremovable.Caution

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

Worldwide Inquiries & Ordering

15 Kitanekoya-cho, Fushimi-ku, Kyoto, 612-8388, JAPAN
Tel: +81-75-605-2510  Fax: +81-75-605-2519

Kyotokagaku America Inc. : USA, Canada, and South America
3109 Lomita Boulevard, Torrance, CA 90505-5108, USA
Tel: 1-310-325-8860  Fax: 1-310-325-8867
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The contents of this 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, typos, or mistakes in this manual or product 
feedback. Your cooperation is greatly appreciated. 

50ｍｌ 150ｍｌ

300ｍｌ  urinary retention
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監修：弘前大学医学部附属病院 総合診療部 助教　小林 只 

膀胱内尿量測定ファントム

●ご使用の前に
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取扱説明書

●はじめに

●特長

注：モデル表面に取扱説明書や印刷物などが直接触れ
　　ないようにしてください。樹脂表面にインクが吸収
　　され消えなくなります。

このたびは、当社の「膀胱内尿量測定ファントム」をお買い上げいただき、誠にあり
がとうございます。本製品は、膀胱内の尿量をエコーで計測、測定するトレーニング用

医学・看護実習用教材としてご使用ください。

○膀胱内容量の異なる４種のキューブ（50ｍｌ、150ｍｌ、300ｍｌ、尿閉・バルーン入りの
４種類）で膀胱エコーを実施し、膀胱内の尿量を計測して測定できます。

○在宅看護での携帯型(ポケット)エコー診断トレーニングが行えます。

○病院で下部尿路機能回復のために実施する包括的排尿ケアの演習に活用いただけます。

ファントムです。

●ファントム超音波画像
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ご使用前の確認とご注意

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。

セット内容と各部の名称

ご使用の前に

●高温多湿を避けて保管してください。

使用後は、高温多湿や直射日光のあたる場所での
保管はさけてください。
変形、変質の原因になります。

● 使用後のゼリーはすぐに拭き取って
     ください。
使用後は、ウエットティッシュ等で拭き取ってください。

● 取扱いにご注意ください。
特殊軟質樹脂を使用していますので、落下や強い衝撃
を与えると破損の原因となります。

● 印刷物をモデル表面におかないでください。
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消えなくなります。

● 表面が変色する場合があります。
長期間使用されない場合や経年変化で変色すること
がありますが、ご使用には差し支えありません。

● ボールペンやサインペンを使用しない
      でください。
サインペン、ボールペン等でモデルの表面に書き込
みをしないでください。インクが吸収され消えなく
なります。

※汚れをシンナー等で拭き取る事は絶対におやめ
　ください。

腰部モデル本体
膀胱キューブ
取扱説明書

4
1a. 

b. 
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収納ケース
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２ 実習

後片付け

① プローブをモデルにあて、超音波画像を描出
　 します。

① ウエットティッシュ等でゼリーが残らない
　 よう、きれいにふき取ってから保管してくだ
　 さい。

①モデルを安定した場所に配置します。 ② 超音波用ゼリーをモデルに直接塗ります。

１ 準備

準備・実習・後片付け
実習
後片付け
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実習

 膀胱容量の計測

縦走査（身体の矢状断面）で膀胱内の最大直径（Ｌ）を測る

横走査（身体の冠状断面）で膀胱径が最大になる画像上の深部方向（Ｍ）と
横方向（Ｎ）の直径を測る

膀胱容量の計測方法

縦走査（身体の矢状断面）での膀胱内の最大直径（L）
横走査（身体の冠状断面に近い）での膀胱径が最大になる画像上の深部方向（M）と
横方向（N）の直径

L×M×N×1/2≒膀胱容量

Ｌ

Ｍ

Ｎ
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モデル表面に取扱説明書や印刷物などが直接触れないようにしてください。
樹脂表面にインクが吸収され消えなくなります。

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

■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

・ご不明な点は、お買い上げの販売店、もしくは下記 ㈱京都科学まで御連絡ください。

ファントム超音波画像（縦走査断面）

50ｍｌ 150ｍｌ

300ｍｌ 尿閉モデル


