
Neuromoduration  Improve  InCOntinence

診療報酬点数（平成26年４月１日実施）
磁気による膀胱等刺激法

（1）次のいずれかに該当する尿失禁を伴う成人女性の過活動膀胱患者に
　　対して実施した場合に限り算定できる。
　　ア 尿失禁治療薬を12週間以上服用しても症状改善がみられない患者
　　イ 副作用等のために尿失禁治療薬が使用できない患者

（2）１週間に２回を限度とし、６週間を１クールとして、１年間に2クールに
　　限り算定できる。
注）施設基準等あり。

●特許に関する権利の侵害防止目的による記載
特許 4178762　リッツ線コイルを用いた磁気刺激装置　に関する特許
特許 4221688　尿失禁治療用コイルの空冷装置　に関する特許
特許 5196322　尿失禁治療用磁気刺激装置　に関する特許

刺激ユニット MS-101B本体ユニット MU-101B

リモートコントローラ RY-101B ICカードリーダライタ QM-101B

Ｌ945
Ｌ912

刺激方法

充電機能

使用電源

環境条件

その他

100±2ms（繰り返し周波数10Hz）

連続刺激

25分（初期値）で自動停止（漸増制御5分間、
以降20分間刺激を継続）

座板中心／座板垂直方向に452.6±107.7mT（peak値）

300（279～315）μs（最大出力時）

刺激繰り返し周期

刺激方法

刺激時間

最大刺激量（最大磁束密度）

刺激パルス幅（バイフェージック1周期）

1800±90V最大充電電圧

AC100V

50/60Ｈｚ

無刺激時（刺激強度0％）：70VA
最大刺激時(刺激強度100％）：440VA

温度：10～30℃、湿度：30～85％、気圧：700～1060hPa

温度：-20～65℃、湿度：10～95％、気圧：700～1060hPa

電源電圧

電源周波数

電源入力

使用環境

保存環境

IEC 60601-1-2:1993

JIS T 0601-1:1999
クラスⅠ機器（BF形）

•本体ユニット MU-101B：
　幅200×高さ434×奥行500mm 19.0kg
•刺激ユニット MS-101B：
　幅620×高さ820×奥行665mm 54.0kg
•リモートコントローラ RY-101B：
　幅65×厚さ23×長さ200mm 320g（ケーブル含む）
•ICカードリーダライタ QM-101B：
　幅76×厚さ23×長さ105mm 150g

EMC適用規格

安全規格上の分類

寸法・質量

●規格 ●構成品

●付属品

●オプション
Y156

Y398H

成人女性の尿失禁治療用

磁気刺激装置 TMU-1100

•ICカード（TMU-1100用）　　　 （5枚/袋）
•ディスポシーツ（白）ＫＳ-0606ＲＷ　　　　 （200枚/箱）
•クッション （1枚）

•電源コードW　　　（1本）           
•アース線D　　　　 （1本）

•ICカード（TMU-1100用）（10枚）
•タイムラグヒューズ（6.3A）（2コ）

このカタログは、「植物油インキ」｢水なし印刷｣を使用しています。

顔写真は本人の同意を得て使用しています。
都合により外観・仕様等を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

CAT.NO.63-005 ’14.4. SZ. E. 7557

製造販売

03-5996-8000（代表）　Fax 03-5996-8091
東京都新宿区西落合1-31-4　〒161-8560 http://www.nihonkohden.co.jp/

クラス分類 ： 管理医療機器、　特定保守管理医療機器

販売名：磁気刺激装置 TMU-1100

医療機器承認番号 22500BZX00272000
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※1 尿失禁治療薬が奏効しない、あるいは使用できない
　　成人女性の過活動膀胱患者
※2 「本間之夫ほか：
　　 日本排尿機能学会誌：14：266-277,2003」より引用
※3 Overactive Bladder

40歳以上の８人に１人※2が、

過活動膀胱（OAB※3）の症状を持ち、

その患者数は800万人以上と言われています。

ＴＭＵ-1100は、尿失禁を伴う過活動膀胱患者の

症状の改善を目的として治療を行うために、

主に骨盤底領域の神経の刺激を行う磁気刺激装置です。

着衣のまま、座った姿勢で治療でき、

治療への抵抗感や患者さんの負担を軽減します。

過活動膀胱治療の新たな選択肢として、

日本光電がご提案します。

最大刺激強度法による刺激

●刺激は、できるだけ我慢のできる強度（最
大刺激

強度法）で行います。0～100％まで患者
さんに

合わせて強度を変更できます。

●刺激時間や強度などの設定は、ICカー
ドに自動

記憶。2回目以降は、カードリーダにICカ
ードを

挿入するだけで前回使用した刺激条件を
装置

に自動的に設定できます。

●刺激開始後、刺激強度は設定値まで
自動的に

徐々に上がります。なお、刺激中に任意に
刺激

強度を変更することも可能です。

正しい刺激方法

●患者さんができるだけ我慢できる
刺激強度で刺激を行います。

●着座位置を確認します（目安は肛
門から会陰部にかけて刺激感が

来るように）。

いつでも清潔な素材
●座面はクラリーノ

生地で、アルコール
での拭

き取りも可能。いつ
でも清潔に保てます

。

複数の患者さんに続けて使用可能
●空冷装置によって椅子座面温度は安全な温度
以下に保たれます。複数の患者さんに続けて使
用することも可能です。

100V電源で使用可能
●リッツ線コイルとコアの

採用により100V

商用電源での使用が可能の
ため、特殊な電

源設備は不要です。

過活動膀胱（OAB）治療の新た な  選択肢

磁気刺激
の原理

作用機序

着衣・座ったままで低浸襲に
●椅子型の刺激ユニットの座面下に刺激コイル・コアを内蔵。服を着たまま座るだけで刺激ができるため、患者さんの負担や治療への抵抗感を軽減します。

成人女性向け※1

排尿筋収縮の抑制

骨盤神経の抑制
（副交感神経）

下腹神経の刺激
（交感神経)

骨盤底筋群刺激
（陰部神経・求心性繊維の刺激）

刺激コイルに
パルス電流を印加

刺激コイルから
パルス磁場が発生

骨盤底領域に
電流（渦電流） が流れる

主に陰部神経が
刺激される

▲ ▲ ▲
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仙髄排尿中枢

膀胱の不随
収縮を抑制

尿を貯められる
よう膀胱が弛緩脳幹排尿

調節中枢

T10-L2

磁気刺激

電流（渦電流）

コア
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