
（性器脱＝子宮脱・膀胱瘤・直腸瘤・小腸瘤・尿道瘤など）
骨盤臓器脱の新しい医療機器

おかげ様にて、只今はやわら
ぎました。もともとの状態に
なります様、念じ乍ら、一日一
日を送っています。
【京都府在住/72歳】

患者様からの声
子宮脱になり、手術しかない、と言われています。今回、クリニックの先生から進められて購入しました。リングも合わず、日常の不快感に悩まされていましたが、フェミクッションを使用してからは、脱の程度が少し減ったと感じています。特に入浴時に不快でしたが、使用してからは着替え時に、ほとんど出てこなくなったので助かります。また、フェミクッションは、リ

ングと異なり、膣の内部に入
れることが無いので、使用が
楽です。 
【東京都在住／年齢不明】

以前は痛みのため
、家でじっ

と座っているだけ
でしたが、

フェミクッションを
使うと散

歩に行ったり、買い
物にも行

けるようになりまし
た。

【神奈川県在住／
年齢不明】

お腹に力がかかり、家事
をす

るのも億劫でしたが、普
通に

こなせるようになりまし
た。

【東京都在住／年齢不
明】

フェミクッションを着けて１日グッと固定すると、次の日は出てきませんでした。３日間出てこないときもあります。【神奈川県在住／63歳】

私は毎日23回前後
お手洗いに行き、

夜中も何回も目が
覚めたのですが、

フェミクッションを
使用してから、10

～13回くらいで済
むようになりまし

た。お陰様で夜もそ
んなに起きなくて

いいので助かってい
ます。

【島根県在住／74
歳】

膀胱瘤と診断され
ています。痛みなど

のため辛いので、ど

うしても手術をした
かったのですが、持

病のため断られて

しまいました。排尿
困難もありとにかく

不快な毎日でした

が、そんな時医師か
ら紹介され、フェミ

クッションを知りま

した。使い始めてか
らは、お手洗いでも

気持ち良いくらい

シャーっと出るよう
になりました。私は

一生フェミクッショ

ンを使って生活する
つもりです。 【神奈

川県在住／68歳】

※骨盤臓器脱は平面では受け止められません。
フェミクッションは違和感の無い特殊なクッションで臓器を体内に戻します。
また、体内に挿入・留置するものでないので、臓器・膣粘膜に負担がかからず、進行も防ぎます。
ご自身で簡単に脱着でき、通常の生活を送っていただくことができます。

● リングペッサリーが適さない方
● リングペッサリーを希望されない方

● 手術前後の管理
● 再発防止として

● 出産を希望していらっしゃる方
● パートナーに知られたくない方

このような方に最適です

NEW

以前は、他人にはわからない状態で悩み、落ちこんで、どうしたら
いいかわからない状態でした。体から飛び出してくる物を、指で
押し込んだり、押さえたりしながら、普通に歩くのもつらい生活
だったのが、今ではフェミクッションをしているおかげで安心感
があり、立つのも座るのも歩くのも、不安なく日常生活を送って
います。いたずらをして逃げる子供をパッとつかまえることもで
きます！フェミクッションは寝る時だけはずし、起きたらずっと
つけています。現在の症状は、骨盤底筋体操をして、フェミクッ
ションで常に押し込んだ状態にしているおかげか、はずしても以
前出っぱっていたものが少し元に戻り、違和感がなくなっていま
す。大げさなようですが、半年前のことを思うとまるで夢のよう
です。（途中省略）今ではフェミクッションなしの生活は考えら
れません。 【北海道在住／43歳】
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フェミクッションは医療費控除が受けられます 生活保護の方は医師またはケースワーカーにご相談ください

これで骨盤臓器脱は治るのですか？

フェミクッション Ｑ Aand
Ｑ
A

Ｑ
A

骨盤臓器脱による不快感やおしっこが出にくいなどの症
状は、80％の人に改善が認められたという専門医によ
るデータがあります。臓器を体内に収めておくことによ
り、痛みや出血が緩和され、通常の日常生活を行ってい
ただけます。きちんと早めにお使いいただくことにより
進行を防ぐことができます。

高齢者にも使えますか？

20代から90代まで、幅広い年代の方にお使い頂いてい
ます。高齢で手術を受けられない方にもに重宝していた
だいております。

Ｑ
A

認知症の母にも使用できますか？

認知症の重症度によります。自分でトイレに行き排泄が
できる場合にはご利用いただけます。また、介助者がい
ればその方に着脱法などを理解していただく事により、
お使いいただけます。

Ｑ
A

寝たきりの母には使えますか？

認知症の方同様、介助者がいればお使いいただけます。
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リングペッサリーの
使用に難がある方

夫婦生活に
難のある方

手術を
ご検討の方



準  備

装  着

1
クッションとホルダーをセットします。
最初はSからお使いいただき、乾燥が気になる方はゼ
リーなどを併用してください。

お手入れ5
一日が終わったら、就寝前に取り外してください。
ホルダーとサポーターは手洗いするか、ネットに入れ洗
濯し、軽く脱水して乾します。
クッションは、裏側の空気穴を洗浄栓で塞ぎ洗浄しま
す。

2
❶準備でセットしたクッション部分が膣口に当たるよう
にしサポーターを履きます。

固  定3
サポーターの横と縦のベルトの調節をし、クッションを
下から押し上げ膣口に密着させ、固定が完了します。

トイレでは4
横ベルトを外し、サポーターを下ろして排泄を行ってく
ださい。排泄後、臓器が出ていない場合はそのまま履
いていただけます。もし出ている場合には、臓器を体内
に戻してから履いてください。

● 洗浄栓

日本製

S

フリーサイズ

M L

●クッション

●ホルダー

●洗浄栓

●サポーター

フェミクッション・スターターキット

使用方法

フェミクッションの特長と効果

初めてフェミクッションをお使いになる方には、スターターキット
をご購入頂きます。（初回に限り、単品でのご購入は出来ません。）
サポーターは腰回りに合わせて3つのサイズと、2つの種類
からお選びいただきます。

素肌の上で、おへそ周りを測って下さい。
※図のピンクの部分をお測り下さい。

ご注意　フェミクッションはクッション・ホルダー・サポーターの3点を使わないと、骨盤臓器脱の症状は改善されません。
　　　　単品でのご使用、または、他社製品との併用は絶対におやめ下さい。

※上記以外のサイズにつきましては、別途お問合せください。
※仕様は予告なく変更する場合がございます。あらかじめ
ご了承ください。

サイズ
おへそ周り（cm） 60～80 70～90 80～100

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

●サポーターのサイズ

♥ 必ず臓器が収まっている状態で装着
♥ 横のベルトを腰骨に引っかける
♥ 縦のベルトで持ち上げる

大切な３つのポイント

● クッション

● ホルダー

臓器を優しく受け止め体内
に保持するという最も重要
な構成品です。表面はとても
柔らかく、体に安全と言われ
ているシリコーンゴム100％
を使用しております。

尿やおりものを吸収します。
クッションをセットし、サポー
ターに固定する事によりクッ
ションの前後のずれや膣内
への進入を防ぐことができ、
安全にご使用いただけます。
布製…洗って繰り返しお使
いいただけます。
使い捨て…旅行の時、または尿
漏れの多い方にお勧めです。

● サポーター 横と縦のベルト
を調整すること
により、クッショ
ン部分を膣口に
密着させ、臓器
を定位置で固
定するという、
とても大 切な
役割をしていま
す。布製タイプ／使い捨てタイプ

サイズ　S・M・L

または

ご注意　市販の下着やガードルでは機能しません。
　　　　また膣粘膜等のトラブルにもなります。

フックによる固定タイプ 綿ファスナー使用の前開き

尿を１００cc程度吸収できる専用の尿漏れパッドです

サイズ　Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
タイプ　ミディー・らくらく

フェミクッションは、これまで辛い思いをされていた患者様のために
新しい治療法として考えられた医療機器です。子宮脱、膀胱瘤、直腸
瘤、小腸瘤など全ての骨盤臓器脱にお使いいただけます。
フェミクッションは、独自に開発された、クッション、ホルダー、サポー
ターを組み合わせて、必要なときに患者様ご自身でお使いいただけ
ます。
体内に挿入したり留置するものではないので、臓器や膣粘膜に負担
がかからず、最も体に優しい治療法です。リングペッサリーが落ちや
すく適さない方でも、クッションによって下から臓器を支えてあげる
ことにより、安心してお使いいただけます。
また他人から知られることのないよう配慮し、下着に見えるようデザ
インしております。
フェミクッションの使用により、病状の進行を防ぎます。痛みや出血
の悩みから解放され、快適な日常生活を送っていただけます。

直腸瘤
背中側にある膣の壁とともに
直腸が下がってくる

膀胱瘤
お腹側にある膣の壁とともに
膀胱が下がってくる

子宮脱
子宮が膣の中に下がってくる

小腸瘤（膣断端脱）
子宮を取った後に膣の壁が下
がってくる。

装着イメージ
試着例

必ず臓器が収まった状態で履いてください。
最初は横になった状態で装着することをお勧めいたします

この時クッションやホルダーはサポーターに付いている
状態なので、落ちる心配はありません。

ミディーサポーター

使い捨てホルダー　1セット50枚入（別売）

※ご購入時にサポーターのサイズとタイプをお選びいただきます。

らくらくサポーター

×

サポーターサイズの選定

パッケージの内容
●クッション（S・M・L／各一枚）　●ホルダー（フリーサイズ）　
●サポーター（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ／ミディー・らくらく）　●洗浄栓

後　　　　前


