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Handling and Safety Precautions
These precautions should be strictly observed in order to ensure safe, 
long-term use of the product.

The following precautions should be observed particularly strictly:
1.  Since this model is made of special silicone rubber that feels like a living body, handle it as 

carefully as possible as with a living body.

2. Use a diluted neutral detergent to remove dirt on the skin, but if it is not sufficient, use gauze 

soaked in ethanol for disinfection to wipe it off.

 * Use of solvents such as thinner or benzene is prohibited.

3.  Use of an oil-based ink or paint is prohibited because it may soak into the model and cannot be 

removed. 

4.  Use glycerin or glycerin diluted with water for simulated amniotic fluid.

 Do not use other liquids because they may hinder the function of the product.

 When glycerin diluted with water is used for simulated amniotic fluid, the dilution rate should 

be up to 50%. If glycerin with a dilution rate of 50% or more is used, rotation of the fetus may be 

difficult.

5.  Replace the simulated amniotic fluid with new fluid frequently to avoid deterioration.

6.  When storing the product, do not put an object or place an excessive load on the abdominal 

skin to avoid deformation.

7.  Store the product avoiding direct sunlight and high temperatures and humidity to avoid 

degeneration.

1.  The contents of this instruction manual are subject to change without notice. 
2.  This instruction manual may not be reproduced in part or in its entirety without permission. 
3.  Please contact the manufacturer in the event that any errors or omissions are found in the contents of this 

instruction manual.
4. This product should be used only as described in this instruction manual. In particular, the product should not 

be used in any way that contravenes the precautions noted in the instruction manual.
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1. Name of each part

- 3 - 

１，各部の名称

① 腹側表皮 ⑧ エアリーク用チューブ

② 前面パネル ⑨ エアリーク用チューブコック

③ 胎児 ヶ月 ⑩ ポリタンク

④ 羊膜 ⑪ キャップ

⑤ 母体本体 ⑫ コック

⑥ 模擬羊水用チューブカプリング ⑬ インサート

⑦ 模擬羊水用チューブ ⑭ カプラー 排出・洗浄用

②

①

 

 

 
 

③

 
 

⑦

⑤

④

⑥
⑨

⑧

⑪

⑩

⑬

⑫

⑭

① Abdominal skin
② Front panel
③ Fetus(10months) 
④ Amniotic sac 
⑤ Main body 
⑥ Tube coupling for simulated amniotic fluid 
⑦ Tube for simulated amniotic fluid

⑧ Tube for air leakage
⑨ Tube cock for air leakage
⑩ Polyethylene tank
⑪ Cap
⑫ Cock
⑬ Insert
⑭ Coupler(for discharge and rinse)
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2. Method for use 

1.  Pour glycerin into a polyethylene tank.

 Open the lid of the tank with the cock closed, and pour about 5 to 6 liters of simulated 

amniotic fluid (glycerin) into the tank.

 * When glycerin diluted with water is used, the dilution rate should be up to 50%. If glycerin with 

a dilution rate exceeding 50% is used, rotation of fetus may be difficult.

2.  Put the insert of the tank into the tube coupling for simulated amniotic fluid attached to the 

amniotic sac.

3.  Place the tank in a position above the amniotic sac so that the simulated amniotic fluid can 

flow into the amniotic sac.

- 4 - 

２，使用方法

．グリセリンをポリタンクに入れます。

コックを閉めた状態でタンクの蓋を開け、中に ～ の模擬羊水 グリセリン を入れま

す。

※水で希釈したグリセリン溶液を使用する場合は、希釈率を最大 までにしてくださ

い。 以上の希釈率で使用すると、胎児が回旋しづらくなります。

．羊膜に付属している模擬羊水用チューブカプリングに、ポリタンクのインサートを差し込

みます。

．模擬羊水が羊膜に流れ込むよう、ポリタンクを羊膜よりも上の位置に配置します。
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4. Open the cock attached to the tube for air leakage

5. Open the cock of the tank and the cap at opposite side, and pour glycerin into the amniotic 

sac by paying attention that glycerin is not leaked from the tube for air leakage.

6. Close the cap and cock of the tank after filling of glycerin.

7. Close the cock after discharging the air remained in the amniotic sac through the tube for air 

leakage.

Closed state Opened state

- 5 - 

．羊膜のエアリーク用チューブコックを開きます。

．ポリタンクのコックとキャップを開き、エアリーク用チューブからグリセリンが漏れないよ

うに注意しながら、グリセリンを羊膜に流し込みます。

．グリセリンの注入が終わったら、ポリタンクのキャップとコックを閉じます。

．羊膜のエアリーク用チューブから、羊膜に残っている空気を排出してコックを閉じます。

閉じた状態 開いた状態

閉じた状態開いた状態

閉じた状態 開いた状態

- 5 - 

．羊膜のエアリーク用チューブコックを開きます。

．ポリタンクのコックとキャップを開き、エアリーク用チューブからグリセリンが漏れないよ

うに注意しながら、グリセリンを羊膜に流し込みます。

．グリセリンの注入が終わったら、ポリタンクのキャップとコックを閉じます。

．羊膜のエアリーク用チューブから、羊膜に残っている空気を排出してコックを閉じます。

閉じた状態 開いた状態

閉じた状態開いた状態

閉じた状態 開いた状態Closed state Opened state

Closed stateOpened state

- 5 - 

．羊膜のエアリーク用チューブコックを開きます。

．ポリタンクのコックとキャップを開き、エアリーク用チューブからグリセリンが漏れないよ

うに注意しながら、グリセリンを羊膜に流し込みます。

．グリセリンの注入が終わったら、ポリタンクのキャップとコックを閉じます。

．羊膜のエアリーク用チューブから、羊膜に残っている空気を排出してコックを閉じます。

閉じた状態 開いた状態

閉じた状態開いた状態

閉じた状態 開いた状態



6

8. Remove the connector between the amniotic sac and tank, then wipe glycerin stuck to the 

connector.

 *When the cock of tube for air leakage is opened, glycerin is leaked from the tube, so please pay 

much attention on handling of amniotic sac after glycerin is filled.

9. Fit the amniotic sac in the main body and pull out both tube for simulated amniotic sac and 

air leakage from the hole.

10. Adjust the position of fetus and cover the main body with abdominal skin.

11. Rotation of fetus can be practiced.

- 6 - 

．羊膜とポリタンクのコネクターを外し、コネクターに付着しているグリセリンを拭き取りま

す。

※エアリーク用チューブコックが開くと、グリセリンがエアリークチューブから漏れます

ので、グリセリン注入後の羊膜の取扱いには十分注意してください。

．母体本体に羊膜をはめ込み、模擬羊水チューブとエアリーク用チューブを前面パネル

の穴から出します。

．胎児の位置を調整し、腹側表皮を母胎本体に被せます。

．胎児の回旋演習ができます。
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3. Maintenance 

1. Use a diluted neutral detergent to remove dirt on the skin, but if it is not sufficient, use gauze 

soaked in ethanol for disinfection to wipe it off.

 * Use of solvents such as thinner or benzene is prohibited.

2. Discharge simulated amniotic fluid after use without fail and rinse the product. When a coupler 

is inserted into the tube coupling for simulated amniotic fluid, the simulated amniotic fluid is 

discharged.

3. When rinsing inside the amniotic sac, fill it with water or lukewarm water, seal it up and rinse 

inside thoroughly by shaking well. After rinsing, fully discharge the water.

4. Replace the simulated amniotic fluid with new fluid frequently to avoid deterioration.

5. Do not rinse the main body in water.

- 7 - 

３，お手入れ方法

．表皮の汚れは中性洗剤を水でうすめたものを使用するか、それでも落ちない汚れは消

毒用エタノールを染み込ませたガーゼ等で拭き取ってください。

※シンナー、ベンジン等の溶剤は絶対に使用しないでください。

．使用後は必ず模擬羊水を抜いて洗浄してください。模擬羊水用チューブカプリングにカ

プラーを差し込むと模擬羊水が排出されます。

．羊膜内を洗浄する場合は、羊膜内に水またはぬるま湯を注入して、羊膜を密封し、よく

振って洗浄してください。洗浄が終わりましたら、十分に排水してください。

．模擬羊水は劣化しますので、こまめに新しい液体と交換するようにしてください。

．母体本体の水洗いはしないでください。
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5. Specifications

4. Components

Length Width Height Weight 
Main Body

Amniotic sac with fetus

Approx. 36cm Approx. 52 cm Approx. 27cm Approx. 4.8 kg

Approx. 3.6 kg
(do not contain amniotic fluid)

Approx. 35 cm Approx. 27 cm Approx. 18 cm

Polyethylene tank Approx. 800gApprox. 18 cm Approx. 39 cm Approx. 32 cm

Product name 

Abdominal skin 1

Product Name Quantity
Main body 1

Amniotic sac with fetus 1

Instruction Manual 1

Polyethylene tank 1
Coupler (for discharge and rinse) 1


