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Caution: 
Please make sure this instruction manual and other 
printed matters do not directly touch the surface of 
the phantom. The resin surface will absorb the ink 
which cannot be cleaned o�.
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Set  includes 

Before �rst use, please ensure all components listed below are included in the unit.
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Included parts, CautionsBefore use

Phantom body
Thyroid gland
Lung vesculature insert
         (heart with pulmonary vesslels)

Lung �eld ( L・R )
Heart
Diaphragm block

 To avoid damage to the product and  harm to the people and/or objects around it, please be sure 
not to drop the phantom or give it strong shocks. The phantom is heavy and breakable.

To clean the phantom surface, wipe it with water or neutral detergent.  Do NOT use organic solvent 
such as thinner.

Please make sure printed matters do not touch directly to the surface of the phantom.

Please avoid storage in climate of high temperature and high humidity, or put the product in the 
direct sunshine because they can cause deformation or breakdown.

In case the phantom are not used for long periods of time, or as a result of aging, the color of the 
surface can be changed. However, it has no problem in practical use.

Please take care not to drop inserted parts of the phantom as heart with capillary, lung �eld, and 
diaphragm are inserted from the bottom of the phantom to chest walls.

Handle with care. 

Caution

The color of the surface can be changed

Please avoid climate of high temperature and high humidity.

Please do NOT put printed matter on the surface of the model.

Use water or neutral detergent to wipe the phantom.

Be sure to secure the inserted parts in lifting and carrying the phantom. 

Please do NOT write on the product by ball-point or �ber-tipped pen.
If you write on the phantom by ball-point or �ber-tipped pen, the ink will be absorbed in the phantom 
and cannot be cleaned o�.
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Preparation Installation of chest parts

Installation of lung vasculature insert

1. Lay the phantom on the back. 
     Insert heart with pulmonary vessels to the 
     inside along the slide guide. 
     (convex guide)

2. Insert heart deeply until its top reaches to 
     the neck of the phantom. Adjust its angle 
     so that the projection at the tip of heart �t 
     the hole in the neck. Peeping through the  
     neck hole to check the angle while 
     advancing the insert helps smooth insertion.

3. Insert diaphgram block inside the body. 
     Take note the direction so that the slid 
     guides at its back �t togather.

4. Insert the diaphgram block until the 
     bottom of the block and the edge of the 
     phantom body come to the same plane 
     without a step. 

5. To remove the heart with palmonary vessels, take opposite steps describe above carefully.
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Preparation Installation of chest parts

Assembly and installation of lung �eld units

2. Then set the lung �eld(Right and Left).
     

1. First, set heart parts on diaphgram unit.
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Preparation Installation of chest parts

Assembly and installation of lung �eld units

3. In upright postion, cover the assembled insert with the phantom body.

4. Both for lung vesculature and lung density inserts Ion chamber can be inserted to the opening at the
the bottom of diaphgram.

5. Please take opposite step described above in detaching the
lung �eld. In case the phantom is demounted in the upper
side, it becomes easier to detach by pushing downward the
projection at the tip of heart from the hole in the neck.





Please make sure this instruction manual and other printed matters do not directly touch 
the surface of the phantom. The resin surface will absorb the ink which cannot be cleaned o�.Caution
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小児胸部ファントム 　５Ｙ型
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ご使用の前に  取扱上のご注意

特殊軟質及び硬質樹脂を使用しており、また
重量がありますので、落下や強い衝撃を与え
ると破損の原因となります。

● 取り扱いにご注意ください。

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で書き込まな
      でください。
サインペン、ボールペンなどでファントムに書き
込むと、インクが吸収されて消えなくなります。

● 水又は中性洗剤で拭き取ってください。

● 表面が変色する場合があります。

ファントムの表面に印刷物などが直接触れない
ようにしてください。

● 印刷物をモデル表面におかないで
     ください。

使用後は、高温多湿や直射日光のあたる場所
での保管は避けてください。
変形や故障の原因となります。

ファントム本体の胸壁部内に下から毛細管付き心臓や肺野、横隔膜部を差し込む構造となっている
ため、持ち運び時に挿入部品を落下させないように十分ご注意ください。挿入時は丁寧に取り扱っ
てください。

ファントムの汚れは水又は中性洗剤で拭きとって
ください。シンナーなどの有機溶剤は、絶対に
使用しないでください。

● 高温多湿を避けて保管してください。

● 持ち運び時には特にご注意ください。
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 セット構成

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。

甲状腺

毛細血管付き心臓

ファントム本体

d
e
f

肺野（R、L)
心臓

横隔膜

 セット内容
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① ファントム本体を仰向けに寝かした
　 状態にします。

② 毛細血管付き心臓を奥のほうまで挿入
　 します。この時、首にあいた穴から内
　 部を確認し、心臓先端の突起が穴と合
　 う位置に調整してください。

③ 横隔膜を上下を間違えないようにして、
　 本体内部に挿入します。

④ 本体の底部と横隔膜を下部がフラット
　 になるまで挿入します。

⑤ 毛細血管付き心臓を取り出す場合は、取り付けと逆の手順で、丁寧に取り外しを行ってください。

２

準　備  胸郭部品の取り付け

１  毛細血管付き心臓の取り付け

ファントム内部背中側にあるスライド
ガイド(凸部形状のガイド) にそって
毛細血管付き心臓を本体内部に挿入し
ます。



② 左右の肺野部を取り付けます。

① 肺野部の組み立ては、まず横隔膜のうえに心臓部を取り付けます。

３

準　備  胸郭部品の取り付け

２  肺野部の組み立てと取り付け



③ 肺野部は立てたままの状態で、本体をかぶせて組み立てます。

④ 毛細血管付き心臓、肺野部挿入のどちらの場合も、横隔膜下部より線量計の挿入が可能です。
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準　備  胸郭部品の取り付け

２  肺野部の組み立てと取り付け

⑤ 肺野部の取り外しは、取り付けとは逆の手順で行い
　 ます。ただし本体を上方向に取り外す時、首の穴から
      指等で心臓先端の突起部を下に押して本体を持ち上
　 げるようにすると、取り外しやすくなります。
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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。

■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。


