
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
使用者の尿を捕集する集尿部と、
前記集尿部に捕集された尿を排尿ラインを通して移動させる駆動部と、
前記移動された尿を貯蔵する尿貯蔵部と、
前記集尿部、駆動部及び尿貯蔵部を内蔵するケースと、

を含むことを特徴とするビデ付き集尿装置。
【請求項２】
前記集尿部は、
放射される尿を捕集する尿収集器と、
前記尿収集器の底面に形成された排出口の周りに設置され、捕集された尿を感知して前記
駆動部の作動を制御する制御部に信号を伝達する赤外線センサーと、
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前記尿貯蔵部の一側に配置された洗浄水貯蔵部と、
前記洗浄水貯蔵部と連通され一定量の洗浄水を貯蔵すると共に加熱部が備えて前記貯蔵さ
れた洗浄水を設定温度に加熱する温熱部と、
前記集尿部の一側に設置され、前記温熱部に貯蔵された洗浄水を洗浄水ラインを通して排
尿部位に噴射するビデ部と、
前記洗浄水ラインの一側に設置され洗浄水を移動させる駆動部と、
前記駆動部の作動を制御する制御部と、
前記集尿部の尿及び前記尿貯蔵部、洗浄水貯蔵部、温熱部の状態を感知するセンサー部と
、



前記尿収集器の排出口とケースの間に連結された導尿管と、を含むことを特徴とする請求
項 に記載のビデ付き集尿装置。
【請求項３】
前記集尿部の尿収集器の先端部の周りに軟質カバー部材が設置されることを特徴とする請
求項 に記載のビデ付き集尿装置。
【請求項４】
前記軟質カバー部材は、
前記集尿部の尿収集器の先端部に固定されたシリコンカバー体と、
前記シリコンカバー体の端部に外側に屈曲形成された密着片と、から構成されることを特
徴とする請求項 に記載のビデ付き集尿装置。
【請求項５】
前記軟質カバー部材は、
前記集尿部の尿収集器の先端部に固定されたシリコンカバー体と、
前記シリコンカバー体の端部に内側に屈曲形成された弾性支持片と、
前記弾性支持片の端部に外側に屈曲形成された密着片と、から構成されることを特徴とす
る請求項 に記載のビデ付き集尿装置。
【請求項６】
前記集尿部の尿収集器に形成された排出口に濾過網が設置されることを特徴とする請求項

に記載のビデ付き集尿装置。
【請求項７】
前記集尿部の尿収集器の一側に駆動部を作動させる操作スイッチが設置されることを特徴
とする請求項 に記載のビデ付き集尿装置。
【請求項８】
前記集尿部の尿収集器の前面に着脱可能な尿収集器の蓋がされることを特徴とする請求項

に記載のビデ付き集尿装置。
【請求項９】
前記集尿部の導尿管とケースの間に着脱可能な結合部材が設置されることを特徴とする請
求項 に記載のビデ付き集尿装置。
【請求項１０】
前記結合部材は、
前記ケースの一側に設置され、排尿ライン、洗浄水ライン及びセンサー用電線が連結され
た連結ソケットと、
前記導尿管の端部に設置され、前記連結ソケットに挿入され着脱可能に結合された連結プ
ラグと、から構成されることを特徴とする請求項 に記載のビデ付き集尿装置。
【請求項１１】
前記洗浄水貯蔵部は、
洗浄水を盛れるように形成された洗浄水貯蔵桶と、
前記洗浄水貯蔵桶の一側に形成され、前記温熱部に洗浄水を供給する洗浄水供給口と、
前記洗浄水供給口の中心ホールに設置され洗浄水の逆流を抑えるチェックバルブと、から
構成されることを特徴とする請求項 に記載のビデ付き集尿装置。
【請求項１２】
前記温熱部は、
一定量の洗浄水を盛れるように形成された温熱貯蔵桶と、
前記温熱貯蔵桶の一側に設置された熱伝達部材と、
前記熱伝達部材の一側に密着され発生する熱を熱伝達部材に伝達する加熱ヒータと、を含
むことを特徴とする請求項 に記載のビデ付き集尿装置。
【請求項１３】
前記加熱ヒータはセラミックヒータであることを特徴とする請求項 に記載のビデ付き
集尿装置。
【請求項１４】
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前記熱伝達部材は温熱貯蔵桶の一側に水平に配置された酸化防止表面処理された金属板で
あり、
前記加熱ヒータは前記金属板の下面に水平に密着されることを特徴とする請求項 に記
載のビデ付き集尿装置。
【請求項１５】
前記熱伝達部材は温熱貯蔵桶の底面に中心部が温熱貯蔵桶の内側に突出されて外側にヒー
タ挿入空間が形成された酸化防止表面処理された金属板であり、
前記加熱ヒータは前記金属板のヒータ挿入空間に垂直に挿入され密着されることを特徴と
する請求項 に記載のビデ付き集尿装置。
【請求項１６】
前記温熱部の一側に温度を測定しこれをケースの一側面の液晶画面に表示する温度測定セ
ンサーが設置されることを特徴とする請求項 に記載のビデ付き集尿装置。
【請求項１７】
前記温熱部の一側に温度を測定しこれを制御部に伝達して設定された温度に応じて加熱が
自動制御されるようにした温度測定センサーが設置されることを特徴とする請求項 に記
載のビデ付き集尿装置。
【請求項１８】
前記温熱部の一側に一定温度以上の温度上昇時温熱部に流れる電源を遮断する自動温度調
節スイッチが設置されることを特徴とする請求項 に記載のビデ付き集尿装置。
【請求項１９】
前記自動温度調節スイッチはバイメタルスイッチであることを特徴とする請求項 に記
載のビデ付き集尿装置。
【請求項２０】
前記温熱部の一側に温熱部内部の洗浄水の量を感知し、これを制御部に伝達し警告する水
位測定センサーが設置されることを特徴とする請求項 に記載のビデ付き集尿装置。
【請求項２１】
前記温熱部の一側に温熱部内に洗浄水が満ちるように大気圧管が設置されることを特徴と
する請求項 に記載のビデ付き集尿装置。
【請求項２２】
前記大気圧管は、
前記温熱部の温熱貯蔵桶の上端部に形成された大気圧ホールと、
前記大気圧ホールから取手の内部を通して尿貯蔵部の尿貯蔵桶に連結されたバイパス管と
、から構成されることを特徴とする請求項 に記載のビデ付き集尿装置。
【請求項２３】
前記尿貯蔵桶は使い捨てのビニールパックであることを特徴とする請求項 に記載のビ
デ付き集尿装置。
【請求項２４】
前記ビデ部は、
前記集尿部の導尿管と連結され前記集尿部の尿収集器の一側に洗浄水を伝達する洗浄水供
給管と、
前記洗浄水供給管の端部に設置され使用者の排尿部位に洗浄水を噴射する噴射ノズルと、
含むことを特徴とする請求項 に記載のビデ付き集尿装置。
【請求項２５】
前記集尿部の尿収集器の一側に噴射ノズルの噴射位置を調節する噴射位置調節部材が設置
されることを特徴とする請求項 に記載のビデ付き集尿装置。
【請求項２６】
前記噴射位置調節部材は、
前記尿収集器の洗浄水の噴射位置に回転可能に設置され、一側に噴射ノズルが固定された
ころがりボールと、
前記ころがりボールの外側端部に形成された操作突起と、
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前記尿収集器の一側にスライド移動可能に設置され前記ころがりボールの外周面と密着さ
れてころがりボールの位置を固定する位置固定ボタンと、を含むことを特徴とする請求項

に記載のビデ付き集尿装置。
【請求項２７】
前記集尿部の尿収集器の一側に制御部と連結され排尿部位に送風するファンが設置される
ことを特徴とする請求項 に記載のビデ付き集尿装置。
【請求項２８】
前記駆動部は、
前記排尿ラインの一側に設置され集尿部に捕集された尿を尿貯蔵部に移動させる排尿用ポ
ンプ及びモーターと、
前記洗浄水ラインの一側に設置され温熱部に貯蔵された洗浄水を集尿部に移動させるビデ
用ポンプ及びモーターと、を含むことを特徴とする請求項 に記載のビデ付き集尿装置。
【請求項２９】
前記ケースは、
ケース体と、
前記ケース体の一側に配置され、集尿部を取り出し可能に内蔵する収納空間部と、
前記ケース体の他側に配置され、尿貯蔵部、洗浄水貯蔵部及び温熱部を内蔵し保管する貯
蔵空間部と、
前記ケース体の収納空間部と貯蔵空間部の間に設置されたヒンジ部と、
前記収納空間部の上部に前記ヒンジ部を中心として回動可能に設置されたカバーと、
前記貯蔵空間部の上部に前記ヒンジ部を中心として回動可能に設置された蓋と、
前記蓋の上部に形成された取手と、を含むことを特徴とする請求項 に記載のビデ付き集
尿装置。
【請求項３０】
前記ケースの収納空間部に前記集尿部の尿収集器が安着する尿収集器据置台が設置され、
前記尿収集器据置台の一側に前記安着した尿収集器の内側捕集空間に紫外線を照射し殺菌
する紫外線ランプが設置されることを特徴とする請求項 に記載のビデ付き集尿装置。
【請求項３１】
前記取手の内部に、
前記集尿部の導尿管と前記尿貯蔵部の尿貯蔵桶を互いに連結する尿伝達管が設置されるこ
とを特徴とする請求項 に記載のビデ付き集尿装置。
【請求項３２】
前記ケースの一側に制御部と連結され駆動部を作動させる操作スイッチが設置されること
を特徴とする請求項１乃至 のいずれかに記載のビデ付き集尿装置。
【請求項３３】
前記ケースの後端部に放熱口が形成され、前記放熱口の内側に放熱ファン及びモーターが
設置されることを特徴とする請求項１乃至 のいずれかに記載のビデ付き集尿装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ビデ付き集尿装置に関し、より詳細には、患者一人で看病人の助けなく容易に
排尿することができるようにし、なお排尿後排尿部位を洗浄水で綺麗に洗浄して患者の清
潔を保つことができるようにしたビデ付き集尿装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
多くの重患者、下半身が不自由な患者、慢性退行性疾患を病んでいる患者のような排尿時
トイレに行けないような患者の場合、看病人の助けにより寝床で排尿しなければならない
。
【０００３】
ところが、これは患者と看病人ともに煩わしいことだけでなく、患者の動きが多く伴うの
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で、体の動きを自制し安定を取るべき患者の場合、治療に逆効果をもたらすという問題点
があった。そのゆえ、患者に排尿能力があっても尿道にフオリーカテーテル (foley cathe
ter)を挿入する施術を施す場合が多い。
【０００４】
この施術は尿道から膀胱までフオリーカテーテルを挿入することであって、患者の苦痛が
甚だしいし、動きが不便だし、女性の場合、恥を感じることもあり得る。ところが、これ
らより更に深刻な問題は泌尿器系の感染である。実際、施術後の感染症状のうちでもっと
も多いのが泌尿器系の感染である。このような尿道及び膀胱などの泌尿器系の感染問題に
より長期間 (七日以上 )のフオリーカテーテルの挿入はしにくい。実際、病院では多様な理
由によりフオリーカテーテルを挿入施術した後、寒気、発熱など感染の兆候がある時、第
一の手当としてフオリーカテーテルを抜去し適切な抗生剤を投与の上、その経過を見守る
。このように、一旦感染すればフオリーカテーテルを抜去しなければならず、各種抗生剤
の投与及び保存的治療が並行され、必然的に入院期間が延びてしまう。これにより、経済
的な損質と心的負担が過重となる。このような問題点にもかかわらず、排尿能力はあるが
動きが不自由な患者の場合、フオリーカテーテルを任意に施術しているのが現状である。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
従って、本発明は前記の問題点を解決するために案出したものであって、本発明は、排尿
時トイレに行けないような患者の場合、患者一人で看病人の助けなく排尿することができ
るようにし、看病人が容易に患者の排尿を助けられるようにして手の不自由な人でも便利
に使用することができるようにし、排尿後は患者の排尿部位を洗浄水に綺麗に洗浄して患
者の清潔を保つ、且つ泌尿器系の感染を極少化することによって患者の心的負担及び経済
的負担を減少させることができるようにしたビデ付き集尿装置を提供することにその目的
がある。
【０００６】
本発明の他の目的は、排尿後患者の排尿部位を洗浄する時、適当な温度の洗浄水を供給し
て患者が楽に排尿部位を洗浄することができるようにすることと共に、６３～６５℃に加
熱された温水で洗浄水ラインを低温殺菌し、殺菌された洗浄水ラインを通して消毒液の含
まれた洗浄水を患部に噴射して患部を消毒することができるようにしたビデ付き集尿装置
を提供することにある。
【０００７】
本発明の更に他の目的は、集尿部で尿だけでなく、洗浄水、消毒液など全ての液体の捕集
を感知し、吸入ポンプを作動させることによって製品の信頼性を高めることができるよう
にしたビデ付き集尿装置を提供することにある。
【０００８】
本発明の更に他の目的は、集尿部をケースの中に入れていた時、集尿部の尿収集器を殺菌
することができるようにすることによって、清潔を保ち、２次感染を予防して衛生的に使
用することができるようにしたビデ付き集尿装置を提供することにある。
【０００９】
本発明の更に他の目的は、洗浄水の噴射位置を使用者の任意に調節することができるよう
にすることによって、尿収集器を密着させた状態で排尿部位を満遍なく洗浄して洗浄力を
高めるようにしたビデ付き集尿装置を提供することにある。
【００１０】
本発明の更に他の目的は、集尿部の導尿管を着脱可能に結合することによって、ケースか
らの分離が可能で、且つ洗浄及び交替を容易にしたビデ付き集尿装置を提供することにあ
る。
【００１１】
本発明の更に他の目的は、尿収集器が排尿部位に柔らかく密着するようにすることによっ
て、水密性を高めると共に、使用者が安定感を感じて楽に使用することができるようにし
たビデ付き集尿装置を提供することにある。
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【００１２】
本発明の更に他の目的は、使用者の尿を捕集する尿収集器でビデを作動させることができ
るようにすることによって、便利に使用することができるようにしたビデ付き集尿装置を
提供することにある。
【００１３】
本発明の更に他の目的は、尿収集器に溜まった異物質を濾過することができるようにする
ことによって、排尿用ポンプ、モーター及び排尿ラインが塞がらないようにしたビデ付き
集尿装置を提供することにある。
【００１４】
本発明の更に他の目的は、ケース内部の熱をケース外部に放出し冷却させることができる
ようにすることによって、各種電子機器の誤作動を未然に防止することができるようにし
たビデ付き集尿装置を提供することにある。
【００１５】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために、本発明の請求項１に記載のビデ付き集尿装置は、使用者の尿
を捕集する集尿部と、前記集尿部に捕集された尿を排尿ラインを通して移動させる駆動部
と、前記移動された尿を貯蔵する尿貯蔵部と、前記集尿部、駆動部及び尿貯蔵部を内蔵す
るケースと、

を含むことを特徴と
するものである。
【００１６】
本発明の請求項 に記載のビデ付き集尿装置は、請求項 の構成に加えて、前記集尿部は
、放射される尿を捕集する尿収集器と、前記尿収集器の底面に形成された排出口の周りに
設置され、捕集された尿を感知して前記駆動部の作動を制御する制御部に信号を伝達する
赤外線センサーと、前記尿収集器の排出口とケースの間に連結された導尿管と、を含むこ
とを特徴とするものである。
【００１７】
本発明の請求項 に記載のビデ付き集尿装置は、請求項 の構成に加えて、前記集尿部の
尿収集器の先端部の周りに軟質カバー部材が設置されることを特徴とするものである。
【００１８】
本発明の請求項 に記載のビデ付き集尿装置は、請求項 の構成に加えて、前記軟質カバ
ー部材は、前記集尿部の尿収集器の先端部に固定されたシリコンカバー体と、前記シリコ
ンカバー体の端部に外側に屈曲形成された密着片と、から構成されることを特徴とするも
のである。
【００１９】
本発明の請求項 に記載のビデ付き集尿装置は、請求項 の構成に加えて、前記軟質カバ
ー部材は、前記集尿部の尿収集器の先端部に固定されたシリコンカバー体と、前記シリコ
ンカバー体の端部に内側に屈曲形成された弾性支持片と、前記弾性支持片の端部に外側に
屈曲形成された密着片と、から構成されることを特徴とするものである。
【００２０】
本発明の請求項 に記載のビデ付き集尿装置は、請求項 の構成に加えて、前記集尿部の
尿収集器に形成された排出口に濾過網が設置されることを特徴とするものである。
【００２１】
本発明の請求項 に記載のビデ付き集尿装置は、請求項 の構成に加えて、前記集尿部の
尿収集器の一側に駆動部を作動させる操作スイッチが設置されることを特徴とするもので
ある。
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【００２２】
本発明の請求項 に記載のビデ付き集尿装置は、請求項 の構成に加えて、前記集尿部の
尿収集器の前面に着脱可能な尿収集器の蓋がされることを特徴とするものである。
【００２３】
本発明の請求項 に記載のビデ付き集尿装置は、請求項 の構成に加えて、前記集尿部の
導尿管とケースの間に着脱可能な結合部材が設置されることを特徴とするものである。
【００２４】
本発明の請求項 に記載のビデ付き集尿装置は、請求項 の構成に加えて、前記結合部
材は、前記ケースの一側に設置され、排尿ライン、洗浄水ライン及びセンサー用電線が連
結された連結ソケットと、前記導尿管の端部に設置され、前記連結ソケットに挿入され着
脱可能に結合された連結プラグと、から構成されることを特徴とするものである。
【００２５】
本発明の請求項 に記載のビデ付き集尿装置は、請求項 の構成に加えて、前記洗浄水
貯蔵部は、洗浄水を盛れるように形成された洗浄水貯蔵桶と、前記洗浄水貯蔵桶の一側に
形成され、前記温熱部に洗浄水を供給する洗浄水供給口と、前記洗浄水供給口の中心ホー
ルに設置され洗浄水の逆流を抑えるチェックバルブと、から構成されることを特徴とする
ものである。
【００２６】
本発明の請求項 に記載のビデ付き集尿装置は、請求項 の構成に加えて、前記温熱部
は、一定量の洗浄水を盛れるように形成された温熱貯蔵桶と、前記温熱貯蔵桶の一側に設
置された熱伝達部材と、前記熱伝達部材の一側に密着され発生する熱を熱伝達部材に伝達
する加熱ヒータと、を含むことを特徴とするものである。
【００２７】
本発明の請求項 に記載のビデ付き集尿装置は、請求項 の構成に加えて、前記加熱
ヒータはセラミックヒータであることを特徴とするものである。
【００２８】
本発明の請求項 に記載のビデ付き集尿装置は、請求項 の構成に加えて、前記熱伝
達部材は温熱貯蔵桶の一側に水平に配置された酸化防止表面処理された金属板であり、前
記加熱ヒータは前記金属板の下面に水平に密着されることを特徴とするものである。
【００２９】
本発明の請求項 に記載のビデ付き集尿装置は、請求項 の構成に加えて、前記熱伝
達部材は温熱貯蔵桶の底面に中心部が温熱貯蔵桶の内側に突出されて外側にヒータ挿入空
間が形成された酸化防止表面処理された金属板であり、前記加熱ヒータは前記金属板のヒ
ータ挿入空間に垂直に挿入され密着されることを特徴とするものである。
【００３０】
本発明の請求項 に記載のビデ付き集尿装置は、請求項 の構成に加えて、前記温熱部
の一側に温度を測定しこれをケースの一側面の液晶画面に表示する温度測定センサーが設
置されることを特徴とするものである。
【００３１】
本発明の請求項 に記載のビデ付き集尿装置は、請求項 の構成に加えて、前記温熱部
の一側に温度を測定しこれを制御部に伝達して設定された温度に応じて加熱が自動制御さ
れるようにした温度測定センサーが設置されることを特徴とするものである。
【００３２】
本発明の請求項 に記載のビデ付き集尿装置は、請求項 の構成に加えて、前記温熱部
の一側に一定温度以上の温度上昇時温熱部に流れる電源を遮断する自動温度調節スイッチ
が設置されることを特徴とするものである。
【００３３】
本発明の請求項 に記載のビデ付き集尿装置は、請求項 の構成に加えて、前記自動
温度調節スイッチはバイメタルスイッチであることを特徴とするものである。
【００３４】
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本発明の請求項 に記載のビデ付き集尿装置は、請求項 の構成に加えて、前記温熱部
の一側に温熱部内部の洗浄水の量を感知し、これを制御部に伝達し警告する水位測定セン
サーが設置されることを特徴とするものである。
【００３５】
本発明の請求項 に記載のビデ付き集尿装置は、請求項 の構成に加えて、前記温熱部
の一側に温熱部内に洗浄水が満ちるように大気圧管が設置されることを特徴とするもので
ある。
【００３６】
本発明の請求項 に記載のビデ付き集尿装置は、請求項 の構成に加えて、前記大気
圧管は、前記温熱部の温熱貯蔵桶の上端部に形成された大気圧ホールと、前記大気圧ホー
ルから取手の内部を通して尿貯蔵部の尿貯蔵桶に連結されたバイパス管と、から構成され
ることを特徴とするものである。
【００３７】
本発明の請求項 に記載のビデ付き集尿装置は、請求項 の構成に加えて、前記尿貯
蔵桶が使い捨てのビニールパックであることを特徴とするものである。
【００３８】
本発明の請求項 に記載のビデ付き集尿装置は、請求項 の構成に加えて、前記ビデ部
は、前記集尿部の導尿管と連結され前記集尿部の尿収集器の一側に洗浄水を伝達する洗浄
水供給管と、前記洗浄水供給管の端部に設置され使用者の排尿部位に洗浄水を噴射する噴
射ノズルと、含むことを特徴とするものである。
【００３９】
本発明の請求項 に記載のビデ付き集尿装置は、請求項 の構成に加えて、前記集尿
部の尿収集器の一側に噴射ノズルの噴射位置を調節する噴射位置調節部材が設置されるこ
とを特徴とするものである。
【００４０】
本発明の請求項 に記載のビデ付き集尿装置は、請求項 の構成に加えて、前記噴射
位置調節部材は、前記尿収集器の洗浄水の噴射位置に回転可能に設置され、一側に噴射ノ
ズルが固定されたころがりボールと、前記ころがりホールの外側端部に形成された操作突
起と、前記尿収集器の一側にスライド移動可能に設置され前記ころがりホールの外周面と
密着されてころがりホールの位置を固定する位置固定ボタンと、を含むことを特徴とする
ものである。
【００４１】
本発明の請求項 に記載のビデ付き集尿装置は、請求項 の構成に加えて、前記集尿部
の尿収集器の一側に制御部と連結され排尿部位に送風するファンが設置されることを特徴
とするものである。
【００４２】
本発明の請求項 に記載のビデ付き集尿装置は、請求項 の構成に加えて、前記駆動部
は、前記排尿ラインの一側に設置され集尿部に捕集された尿を尿貯蔵部に移動させる排尿
用ポンプ及びモーターと、前記洗浄水ラインの一側に設置され温熱部に貯蔵された洗浄水
を集尿部に移動させるビデ用ポンプ及びモーターと、を含むことを特徴とするものである
。
【００４３】
本発明の請求項 に記載のビデ付き集尿装置は、請求項 の構成に加えて、前記ケース
は、ケース体と、前記ケース体の一側に配置され、集尿部を取り出し可能に内蔵する収納
空間部と、前記ケース体の他側に配置され、尿貯蔵部、洗浄水貯蔵部及び温熱部を内蔵し
保管する貯蔵空間部と、前記ケース体の収納空間部と貯蔵空間部の間に設置されたヒンジ
部と、前記収納空間部の上部に前記ヒンジ部を中心として回動可能に設置されたカバーと
、前記貯蔵空間部の上部に前記ヒンジ部を中心として回動可能に設置された蓋と、前記蓋
の上部に形成された取手と、を含むことを特徴とするものである。
【００４４】
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本発明の請求項 に記載のビデ付き集尿装置は、請求項 の構成に加えて、前記ケー
スの収納空間部に前記集尿部の尿収集器が安着する尿収集器据置台が設置され、前記尿収
集器据置台の一側に前記安着した尿収集器の内側捕集空間に紫外線を照射し殺菌する紫外
線ランプが設置されることを特徴とするものである。
【００４５】
本発明の請求項 に記載のビデ付き集尿装置は、請求項 の構成に加えて、前記取手
の内部に、前記集尿部の導尿管と前記尿貯蔵部の尿貯蔵桶を互いに連結する尿伝達管が設
置されることを特徴とするものである。
【００４６】
本発明の請求項 に記載のビデ付き集尿装置は、請求項１乃至 のいずれかの構成に
加えて、前記ケースの一側に制御部と連結され駆動部を作動させる操作スイッチが設置さ
れることを特徴とするものである。
【００４７】
本発明の請求項 に記載のビデ付き集尿装置は、請求項１乃至 のいずれかの構成に
加えて、前記ケースの後端部に放熱口が形成され、前記放熱口の内側に放熱ファン及びモ
ーターが設置されることを特徴とするものである。
【００４８】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の望ましい実施の形態を図面に基づき詳しく説明する。
【００４９】
図１は本発明によるビデ付き集尿装置の外形を示す斜視図であり、図２は本発明によるビ
デ付き集尿装置の内部構成を示す斜視図である。同図に示すように本発明によるビデ付き
集尿装置１００は、ケース１０と、前記ケース１０から取り出して尿を捕集する集尿部２
０と、前記集尿部２０から捕集された尿を排尿ラインを通して一定の空間に溜めて貯蔵す
る尿貯蔵部３０と、前記尿貯蔵部３０の一側に配置された洗浄水貯蔵部４０と、前記洗浄
水貯蔵部４０の下部に配置され、前記洗浄水貯蔵部４０と連通されて一定量の洗浄水を貯
蔵すると共に加熱部が備えて前記貯蔵された洗浄水を設定温度に加熱する温熱部５０と、
前記集尿部２０の一側に設置され、前記温熱部５０に貯蔵された洗浄水を洗浄水ラインを
通して排尿部位に噴射するビデ部７０ (図６参照 )と、前記排尿ライン及び洗浄水ラインの
一側に設置され尿及び洗浄水を移動させる駆動部６０と、前記駆動部の作動を制御する制
御部 (示せず )と、を含んで構成される。
【００５０】
前記ケース１０は、ケース体１１と、前記ケース体１１の前半部に配置され、集尿部２０
を取り出し可能に内蔵する収納空間部１２と、前記ケース体１１の後半部に配置され、尿
貯蔵部３０、洗浄水貯蔵部４０及び温熱部５０を内蔵し保管する貯蔵空間部１３と、前記
ケース体１１の収納空間部１２と貯蔵空間部１３の間に設置されたヒンジ部１５と、前記
収納空間部１２の上部に前記ヒンジ部１５を中心として回動可能に設置されたカバー１６
と、前記貯蔵空間部１３の上部に前記ヒンジ１５部を中心として回動可能に設置された蓋
１７と、前記蓋１７の上部に形成された取手１８と、を含んで構成される。
【００５１】
前記ケース１０の前面に、制御部と連結され駆動部６０を作動させる操作スイッチ１９が
設置される。
【００５２】
前記尿貯蔵部３０は、ケース１０の貯蔵空間部１３の一側に挿入される尿貯蔵桶３１と、
前記尿貯蔵桶３１の上端部の隅に設置されたキャップ３３と、から構成される。
【００５３】
この時、前記キャップ３３の中心部には貫通ホール３５が形成され、前記貫通ホール３５
は、取手１８の後端部と連通される位置に配置される。なお、前記尿貯蔵桶３１の上端部
には、制御部と連結され尿の満量を感知する赤外線センサーが装着されてケース前面の液
晶画面などを通じて警告メッセージを出力したりブザーを通じて警告音を発信するように
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する。
【００５４】
前記尿貯蔵桶３１は、使い捨てのビニールパックに代替することできる。
【００５５】
なお、前記ケースの液晶画面を通じて一回排尿量、一日総排尿量、一日総排尿回数、一回
平均排尿量などが表示されるようにすることができる。
【００５６】
図３は本発明による集尿部２０の尿収集器２１を示す斜視図である。同図に示すように集
尿部２０は、使用者の放射する尿を捕集し得る凹状の尿収集器２１と、前記尿収集器２１
の外側面に設置され前記制御部と連結されて駆動部６０を作動させる操作スイッチ２２と
、前記尿収集器２１の下端部からケース１０と連結された導尿管２３と、から構成され、
前記尿収集器２１の先端部の周りに軟質カバー部材２５が設置される。
【００５７】
図４は図３の 'A' 部を拡大した本発明による軟質カバー部材の一実施の形態を示す端面図
である。同図に示すように前記軟質カバー部材２５は、尿収集器２１の先端部の周りに固
定されたシリコンカバー体２５ａと、前記シリコンカバー体２５ａの端部に外側に屈曲形
成された密着片２５ｂと、から構成される。
【００５８】
図５は本発明による軟質カバー部材の他の実施の形態を示す端面図である。同図に示すよ
うに前記軟質カバー部材２５′は、前記集尿部の尿収集器の先端部に固定されたシリコン
カバー体２５ａと、前記シリコンカバー体２５ａの端部に内側に屈曲形成された弾性支持
片２５ｃと、前記弾性支持片２５ｃの端部に外側に屈曲形成された密着片２５ｄと、から
構成される。
【００５９】
一方、尿収集器２１を男性が使用する場合、必要に応じて男性の性器状に合うカバーを覆
って使用することもできる。
【００６０】
前記尿収集器２１の前面に着脱可能な尿収集器の蓋２６を設け、ビデ部から噴射される洗
浄水の温度を高めて低温殺菌を行う時、尿収集器２１の開口を塞ぐことができるようにす
る。
【００６１】
図６は本発明による尿収集器を示す縦端面図である。同図に示すように、前記ビデ部７０
は、導尿管と連結され前記尿収集器２１の上部に洗浄水を伝達する洗浄水供給管７１と、
前記洗浄水供給管７１の端部に設置され使用者の排尿部位に洗浄水を噴射する噴射ノズル
７２と、から構成される。
【００６２】
この時、前記噴射ノズル７２の周りに噴射ノズル７２の噴射位置を調節する噴射位置調節
部材７７が設置されるが、前記噴射位置調節部材７７は、尿収集器２１の洗浄水噴射位置
に回転自在に設置され、内側に噴射ノズル７２が固定されたころがりボール７３と、前記
ころがりボール７３の外側に形成された操作突起７４と、から構成される。
【００６３】
また、前記尿収集器２１の外側上端部には、前記ころがりボール７３の外周面と密着して
ころがりボール７３の位置を固定する位置固定ボタン７５がスライド移動可能に設置され
る。
【００６４】
前記尿収集器２１の一側には、制御部と連結された小型送風ファン (示せず )が設置され、
ビデ作動の後一定時間排尿部位に送風するようにすることができる。
【００６５】
前記尿収集器２１下端部の排出口には、濾過網７６が設置され、排尿時の陰毛やその他の
異物質が濾過されることができるようにする。
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【００６６】
図７は本発明による尿収集器の下端部に設置された排出ソケットを示す斜視図である。同
図に示すように、前記排出ソケット２７は、捕集された尿を導尿管に伝達する尿排出部２
７ａと、流入された洗浄水を洗浄水供給管７１に供給する洗浄水供給部２７ｂと、から構
成され、前記排出ソケット２７の尿排出部２７ａの両側面には、捕集された尿を感知する
赤外線センサー２７ｃが装着される。
【００６７】
図８は本発明による洗浄水貯蔵部及び温熱部を示す斜視図である。同図に示すように、洗
浄水貯蔵部４０は、洗浄水を盛れる（貯蔵する）ように形成されたボックス状の洗浄水貯
蔵桶４１と、前記洗浄水貯蔵桶４１の下端部の一側に形成され、洗浄水貯蔵桶４１下部の
温熱部５０に洗浄水を供給する洗浄水供給口４２と、前記洗浄水供給口４２の中心ホール
に設置され洗浄水の逆流を抑えるチェックバルブ４３と、から構成される。また、前記洗
浄水貯蔵桶４１の下端部一側に、制御部と連結され洗浄水の不足を感知する赤外線センサ
ー (示せず )が装着されてケース前面の液晶画面などを通じて警告メッセージを出力したり
、ブザーを通じて警告音を発信する。図中、未説明の符号５４は洗浄水ラインを示し、５
５は洗浄水ラインの連結キャップを示す。
【００６８】
図９は本発明による温熱部の一実施の形態を示す端面図である。同図に示すように、前記
温熱部５０は、洗浄水供給口４２から供給された一定量の洗浄水を盛れる（貯蔵する）よ
うに形成されたボックス状の温熱貯蔵桶５１と、前記温熱貯蔵桶５１の底面に設置された
熱伝達部材５２と、前記熱伝達部材５２の一側に密着され発生する熱を熱伝達部材５２に
伝達する加熱ヒータ５３と、から構成される。
【００６９】
前記加熱ヒータは、低電圧により短時間内に高い温度を得られるセラミックヒータを使用
することが望ましい。
【００７０】
前記熱伝達部材５２は、温熱貯蔵桶５１の底面に水平に配置されたステンレススチール板
であり、前記セラミックヒータ５３は、前記ステンレススチール板の下面に水平に密着さ
れてステンレススチール板を通して温熱貯蔵桶５１内部の洗浄水を設定温度に加熱する。
【００７１】
前記温熱貯蔵桶５１の一側面に水位測定センサーである赤外線センサー５６を装着して温
熱貯蔵桶５１に供給される洗浄水の量を感知し、洗浄水の量が不足すれば制御部に信号を
伝達し、制御に伝達された信号はブザーなどを通じて警告音を発信し使用者に報知する。
【００７２】
また、前記温熱部５０の一側に、温度を測定しこれをケースの一側面の液晶画面に表示す
ると共に、制御部に伝達して設定された温度に応じて自動的に加熱が制御されるようにし
た温度測定センサー (示せず )が設置され、一定温度以上の温度上昇時、温熱部５０のセラ
ミックヒータに流れる電源を遮断する自動温度調節スイッチ (示せず )が設置される。前記
自動温度調節スイッチは各種医療機器に障害を起こさないようなバイメタルスイッチを使
用することが望ましく、その他にもいろいろな温度調節スイッチを適用することができる
。
【００７３】
前記温熱貯蔵桶５１の一側に、温熱貯蔵桶５１内に洗浄水が満ちる（充填される）ように
大気圧管５８が設置されるが、前記大気圧管５８は、前記温熱部の温熱貯蔵桶の上端部に
形成された大気圧ホール５８ａと、前記大気圧ホール５８ａから取手の内部を通して尿貯
蔵部の尿貯蔵桶３１に連結されたバイパス管５８ｂと、から成る。
【００７４】
図１０は本発明による温熱部５０′の他の実施の形態を示す端面図である。同図に示すよ
うに、前記熱伝達部材５２′は、温熱貯蔵桶５１の底面に中心部が温熱貯蔵桶５１の内側
に突出して外側にヒータ挿入空間５９を形成したステンレススチール板であり、前記セラ
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ミックヒータ５３は、前記ステンレススチール板のヒータ挿入空間５９に垂直に挿入され
て、両側のステンレススチール板を通して温熱貯蔵桶５１の洗浄水を設定温度に加熱する
。
【００７５】
図１１は本発明によるケースの尿収集器据置台を示す斜視図である。同図に示すように、
前記ケース１０の収納空間部１２に、前記尿収集器２１が安着する尿収集器据置台８１が
設置され、前記尿収集器据置台８１の垂直部に、前記安着した尿収集器２１の内側面に紫
外線を照射し殺菌する紫外線ランプ８２が設置される。
【００７６】
前記紫外線ランプ８２は、尿収集器据置台８１に尿収集器２１が安着してからカバー１６
が覆われた後に紫外線が照射されるようにする。
【００７７】
図１２は本発明による導尿管の結合部材が分離された状態を示す斜視図であり、図１３は
本発明による導尿管の結合部材が結合された状態を示す端面図である。同図に示すように
、前記集尿部２０の導尿管２３とケース１０の間に着脱可能な結合部材９０が設置される
が、前記結合部材９０は、前記ケース１０の収納空間部１２の底面に設置された連結ソケ
ット９１と、前記導尿管２３の端部に設置され前記連結ソケット９１に挿入されて結合さ
れる連結プラグ９２と、から構成される。
【００７８】
前記連結ソケット９１の底面には、排尿ライン連結口９１ａ、洗浄水ライン連結口９１ｂ
及びセンサー用電線連結口９１ｃが形成され、前記連結プラグ９２には、前記連結口９１
ａ、９１ｂ、９１ｃとそれぞれ対応し結合される排尿ライン結合口９２ａ、洗浄水ライン
結合口９２ｂ及びセンサー用電線結合口９２ｃが形成され、前記連結プラグ９２の両側に
は、連結ソケットに挿入された後弾性により結合される掛けフック９３が形成される。
【００７９】
前記導尿管２３をケースの収納空間の一側に着脱し得るように結合する構成は他にもいろ
いろな構成を適用することができ、導尿管２３とケース１０の間だけでなく、導尿管２３
と尿収集器２１の間にも着脱可能な結合構成を設けて尿収集器２１の交替及び消毒が可能
にすることができる。
【００８０】
図１４は本発明による駆動部を示す斜視図である。同図に示すように、駆動部６０は、前
記排尿ライン６２の一側に設置され尿収集器２１に捕集された尿を尿貯蔵桶３１に移動さ
せる排尿用ポンプ及びモーター６１と、前記洗浄水ライン５４の一側に設置され温熱貯蔵
桶５１に貯蔵された洗浄水を尿収集器２１のビデ部７０に移動させるビデ用ポンプ及びモ
ーター６３と、から構成される。
【００８１】
前記排尿用ポンプは、正常人の平均最高排尿量を処理し得るように、およそ２５ ml/secを
処理し得る高性能小型吸入ポンプを使用し、前記排尿用モーターは、エネルギーの消費が
少ない DC12V 、３５０ mAくらいの低電圧低電流モーターを使用することが望ましい。
【００８２】
また、前記ビデ用ポンプは、２０ mbar、５～７ ml/secの洗浄水を噴射し得る性能のポンプ
を使用する。
【００８３】
図１５は本発明によるケースの取手を示す端面図である。同図に示すように、前記取手１
８の内部に、排尿ライン６２と前記尿貯蔵部の尿貯蔵桶３１を互いに連結する尿伝達管６
４が設置される。前記尿伝達管６４は、ケースの蓋１７を閉じた時、尿貯蔵桶３１のキャ
ップ３３に形成された貫通ホール３５に嵌められるように配置される。
【００８４】
図１６は本発明のよるケースの後端部を示す斜視図である。同図に示すように、前記ケー
ス１０の後端部に放熱口９８が形成され、前記放熱口９８の内側に、放熱ファン９９及び
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モーターが設置されてケース内部を冷却させることができるようにする。
【００８５】
このように構成された本発明によるビデ付き集尿装置の作用及び効果を説明すれば下記の
とおりである。
【００８６】
体の不自由な患者が排尿するためにケース１０のカバー１６を開け、前記ケース１０の収
納空間部１２に入っている尿収集器２１を取り出す。この時、前記ケース１０前面のカバ
ー開放ボタン１６ａを押せば、カバー開放ボタン１６ａの掛け突起が押されつつ掛けてい
たカバー１６の下端部を解除し、ケースのヒンジ部１５に形成されたコイルばねの弾性力
により前記カバー１６は自動的に開放される。
【００８７】
それから、前記尿収集器２１を排尿部位に密着させる。前記尿収集器２１の周りには軟質
カバー部材２５が形成されて、排尿部位に柔らかく密着される。特に、軟質カバー部材２
５は人体に有害でないシリコン材質で形成されていて、長時間使用しても皮膚に不作用が
少なく、図４のようにシリコンカバー体２５ａの端部に外側に屈曲した密着片２５ｂが形
成されることによって、排尿部位に密着させた時、密着片２５ｂの弾性力により柔らかな
感触で楽に使用することができ、水密性が優れ、且つ尿収集器２１を排尿部位に密着させ
る時、前記密着片２５ｂが密着されつつ外側に広げられて自然な排尿を促すことができる
という長所がある。
【００８８】
前記軟質カバー部材２５は、他にもいろいろな形状で製作することができ、図５のように
中間部に弾性支持片２５ｃを更に設けて密着触感を一層柔らかくすることができる。
【００８９】
前記シリコン材質の密着片２５ｂを排尿部位に密着させた状態で排尿すると、尿は前記尿
収集器２１の捕集空間内に溜まる。尿が前記尿収集器２１に溜まれば、尿収集器２１の下
端部に設置された排出ソケット２７の両側面に位置した赤外線センサー２７ｃは尿を感知
して制御部に信号を伝達し、制御部に伝達された信号により駆動部の排尿用モーター及び
ポンプ６１が駆動され、捕集された尿を吸入し尿貯蔵部３０に移動させる。
【００９０】
前記捕集された尿が尿貯蔵部３０に移動する経路をもう少し詳述すれば、前記排尿用モー
ター及びポンプ６１の作動により吸入された尿は、尿収集器２１と連結された導尿管２３
に沿って移動し、前記導尿管２３に沿って移動した尿は、ケース内部の排尿ラインを通し
て移動し、排尿ラインを通して移動した尿は、ケースの取手１８内部に形成された尿伝達
管６４に沿って移動し、尿伝達管６４に沿って移動した尿は、尿貯蔵桶３１のキャップ３
３に形成された貫通ホール３５を通して尿貯蔵桶３１内部に流入され貯蔵される。
【００９１】
この時、前記尿集収器２１の排出口には、着脱可能な濾過網７６を設置して陰毛及び屑な
どを濾過することができるようにする。
【００９２】
一方、前記尿収集器２１の排出ソケット２７に設置した赤外線センサー２７ｃは、透明な
材質の尿排出部２７ａの外側面に取り付け、感知するので、尿と直接接触されなくて衛生
的であり、赤外線を用いるので尿だけでなく、洗浄水、消毒液など全ての種類の液体を信
頼性あるように感知することができる。
【００９３】
使用者が排尿を終えると、前記尿収集器２１の排出ソケット２７に設置された赤外線セン
サー２７ｃは、尿の移動がないことを感知して制御部に信号を伝達し、制御部に伝達され
た信号により駆動部の排尿用モーター及びポンプ６１の作動は中止することになる。
【００９４】
引き続き、使用者は排尿が終わるとケース１０の前面に配置された操作スイッチ１９を押
してビデ用モーター及びポンプ６３を作動させる。この時、使用者はケース１０に設置さ
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れた操作スイッチ１９を押してビデ用モーター及びポンプ６３を駆動させることができる
だけでなく、尿収集器２１の前面に設置された操作スイッチ２２を押してビデ用モーター
及びポンプ６３を駆動させることもできる。即ち、使用者または看病人は、操作し易い位
置のスイッチを使用し得るので、ビデを容易に作動させることができる。なお自動モード
を通じて、ビデボタンを別に押さなくても排尿後一定時間が立ったら自動的にビデが作動
されるようにすることもできる。
【００９５】
前記ビデ用モーター及びポンプ６３が駆動されれば、前記ビデ用ポンプは、ケースの温熱
部５０に貯蔵された洗浄水をポンピングして洗浄水ライン５４を通して尿収集器２１のビ
デ部７０に伝達し洗浄水を噴射する。
【００９６】
前記温熱部５０に貯蔵された洗浄水がビデ部７０に移動する経路をもう少し詳述すれば、
前記ビデ用モーター及びポンプ６３の作動によりポンピングされた洗浄水は、温熱貯蔵桶
５１の一側に連結された洗浄水ライン５４に沿って移動し、前記洗浄水ライン５４に沿っ
て移動した洗浄水は、導尿管２３内部の洗浄水伝達管を通して尿収集器２１に移動し、尿
収集器２１に移動した洗浄水は、尿収集器２１の内部に形成された洗浄水供給管７１を通
して使用者の排尿部位に噴射され使用者の排尿部位を洗浄する。
【００９７】
この時、前記尿収集器２１の外側面に設置された噴射位置調節部材７７を用いて使用者は
尿収集器２１を密着させた状態で噴射位置を調節して洗浄する。
【００９８】
即ち、使用者が尿収集器２１を取った状態で噴射位置調節部材７７の操作突起７４を動か
してころがりボール７３を回転させれば、前記回転するころがりボール７３によりころが
りボール７３の下端部に固定された噴射ノズル７２が移動して噴射位置は調節される。こ
のようにして噴射位置が決まったら、前記操作突起７４の一側に設置された位置固定ボタ
ン７５を下部に引き、ころがりボール７３の外側面に密着するようにすることによって噴
射ノズル７２の位置を固定させる。
【００９９】
引き続き、前記噴射ノズル７２から噴射される洗浄水は、温熱部５０に設置されたセラミ
ックヒータ５３ (図９参照 )により適正温度に加熱され、使用者が楽に使用することができ
るようにする。言いかえれば、制御部によりセラミックヒータ５３に電源が供給されてセ
ラミックヒータ５３が熱を発生すれば、その発生した熱は、上部の熱伝達部材５２である
ステンレススチール板に伝達され、前記ステンレススチール板に伝達された熱は、上部の
温熱貯蔵桶５１内部の洗浄水を加熱し使用者が使用するに適当な温度を有することにする
。
【０１００】
前記セラミックヒータ５３の熱伝達効率を高めるために、図１０のようにステンレススチ
ール板５２′の中心部を内側に屈曲させその間にセラミックヒータ５３を挿入し密着させ
ることによって、熱が前記セラミックヒータ５３の両側面に伝達されて効率を高めるよう
にすることができる。
【０１０１】
このようにビデモード時に洗浄水が適当な温度に加熱されて使用された後は、再度温熱貯
蔵桶５１の上部に配置された洗浄水貯蔵桶４１から洗浄水の供給を受けて一定量の洗浄水
を加熱するようになる。即ち、必要なだけの洗浄水のみを加熱すればいいので電力の損失
が少なく、一定量の洗浄水を加熱するので短時間内に所望の温度に加熱することができる
という長所がある。
【０１０２】
この時、前記温熱貯蔵桶５１の大気圧管５８により温熱貯蔵桶５１内部の空気は、漏れて
洗浄水で満ちるようになる。もう少し詳述すれば、温熱貯蔵桶５１に洗浄水が満ち始めれ
ば、温熱貯蔵桶５１内部の空気は大気圧ホール５８ａ及びバイパス管５８ｂを通して移動
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し、前記バイパス管５８ｂを通して移動した空気は、ケースの取手１８を通して移行し、
前記バイパス管５８ｂを通して移行した空気は、ケースの取手１８の内部に沿って尿貯蔵
桶３１に移動することによって、温熱貯蔵桶５１内部に洗浄水が満ちるようになる。なお
、大気圧管５８は、ビデ用ポンプを逆回転させて洗浄水ラインに残っている洗浄水を除く
時にも利用される。
【０１０３】
一方、前記温熱部５０のセラミックヒータ５３を用いて低温殺菌モードを実行させること
ができる。一般に低温殺菌とは６３～６５℃の温度を一定時間加熱して殺菌効果を得られ
るようにすることであって、セラミックヒータ５３の温度を制御部を通じて低温殺菌時の
適当な温度、即ち６３～６５℃に合わせた後、ビデ用モーター及びポンプ６３を３０分か
ら一時間くらい駆動させる。この時、６５℃の熱い温水が噴射されるので必ず尿収集器２
１の前面には尿収集器の蓋２６をしてから行い、蓋がされた時にのみ低温殺菌が行われる
ようにする。
【０１０４】
このように低温殺菌モードを実行するようになれば、加熱された温水は洗浄ライン５４、
洗浄水伝達管、洗浄水供給管７１及び尿収集器２１を順に通る間、機器を消毒するように
なる。
【０１０５】
このような機能を応用すればビデ機能だけでなく、患部を消毒し洗浄する機能も行うこと
ができる。即ち、低温殺菌を行った後、前記洗浄水貯蔵桶４１に消毒液を入れてから、患
者の患部を上部に位置させ、尿収集器２１を下部で密着させてビデモードを実行させる。
すると、前記ビデ部７０の噴射ノズル７２は、患者の患部を数回洗浄して消毒し、噴射さ
れた消毒液は、血、膿などの異物質と共に尿貯蔵桶３１に溜まるようになり、前記尿貯蔵
桶３１を空にし洗浄した後、再結合して使用することによって、痔疾、褥瘡などの患部を
洗浄するようになる。
【０１０６】
引き続き、尿収集器２１の使用が終わると、ケース１０の収納空間部１２に導尿管２３及
び尿収集器２１を入れてから、カバー１６を覆う。
【０１０７】
この時、前記尿収集器２１をケース１０の尿収集器据置台８１に安着させた後、カバー１
６を覆うようにすれば、尿収集器据置台８１の垂直面に設置された紫外線ランプ８２が尿
収集器２１の捕集空間に向かって照射されて尿収集器２１の内部を殺菌するようになる。
この時、必ず安着後、カバー１６が覆われた場合にのみ紫外線ランプ８２が作動されるよ
うにする。
【０１０８】
また、前記ケース１０前面の液晶画面や、ブザーの警告音を通じて尿貯蔵桶３１に尿の満
量を報知してもらえば、前記ケース１０の後半部にされた蓋１７をケースのヒンジ部１５
を中心として開けてから、前記ケース１０の貯蔵空間部１３に入っている尿貯蔵桶３１を
取り出した後、前記尿貯蔵桶３１のキャップ３３を開けて尿を捨て、再度尿貯蔵桶３１を
もとに入れ、蓋１７をする。
【０１０９】
同様に、前記ケース前面の液晶画面や、ブザーの警告音を通じて洗浄水貯蔵桶４０に洗浄
水の不足を報知してもらえば、前記ケース１０の蓋１７を開けて洗浄水貯蔵桶４１を取り
出した後、洗浄水を満たし、再度洗浄水貯蔵桶４１をもとに入れ、蓋１７をする。
【０１１０】
一方、前記ケースの後端部に放熱口９８を形成し、その放熱口９８の内側に小型放熱ファ
ン９９及びモーターを設置してケース内部の熱を外部に発散させ得るようにすることによ
って機器の誤作動を未然に防止することができるようにする。
【０１１１】
【発明の効果】
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以上のように、本発明によるビデ付き集尿装置は、排尿時、トイレに行けないような患者
の場合、患者一人で看病人の助けなく排尿できるようにし、看病人が容易に患者の排尿を
助けられるようにして手の不自由な人でも便利に使用することができるようにし、排尿後
、患者の排尿部位を洗浄水に綺麗に洗浄して患者の清潔を保つ、且つ泌尿器系の感染を極
少化することによって患者の心的負担及び経済的負担を減少させることができるようにし
た効果がある。
【０１１２】
以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明のこうした実施の形態に何ら限定
されるものでなく、発明の要旨を逸脱しない範囲内において、種々なる態様で実施し得る
ことは勿論である。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明によるビデ付き集尿装置の外形を示す斜視図である。
【図２】本発明によるビデ付き集尿装置の内部構成を示す斜視図である。
【図３】本発明による集尿部の尿収集器を示す斜視図である。
【図４】本発明による軟質カバー部材の一実施の形態を示す断面図である。
【図５】本発明による軟質カバー部材の他の実施の形態を示す断面図である。
【図６】本発明による集尿部の尿収集器を示す縦断面図である。
【図７】本発明による尿収集器の下端部に設置された排出ソケットを示す斜視図である。
【図８】本発明による洗浄水貯蔵部及び温熱部を示す斜視図である。
【図９】本発明による温熱部の一実施の形態を示す断面図である。
【図１０】本発明による温熱部の他の実施の形態を示す断面図である。
【図１１】本発明によるケースの尿収集器据置台を示す斜視図である。
【図１２】本発明による導尿管の結合部材が分離された状態を示す斜視図である。
【図１３】本発明による導尿管の結合部材が結合された状態を示す断面図である。
【図１４】本発明による駆動部を示す斜視図である。
【図１５】本発明によるケースの取手を示す断面図である。
【図１６】本発明によるケースの後端部を示す斜視図である。
【符号の説明】
１０　…　ケース
１１　…　ケース体
１２　…　収納空間部
１３　…　貯蔵空間部
１５　…　ヒンジ部
１６　…　カバー
１７　…　蓋
１８　…　取手
１９　…　操作スイッチ
２０　…　集尿部
２１　…　尿収集器
２２　…　操作スイッチ
２３　…　導尿管
２５　…　軟質カバー部材
２６　…　尿収集器の蓋
３０　…　尿貯蔵部
３１　…　尿貯蔵桶
３３　…　キャップ
３５　…　貫通ホール
４０　…　洗浄水貯蔵部
４１　…　洗浄水貯蔵桶
４２　…　洗浄水供給口
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４３　…　チェックバルブ
５０　…　温熱部
５１　…　温熱貯蔵桶
５２　…　熱伝達部材
５３　…　セラミックヒータ
６０　…　駆動部
６１　…　排尿用モーター及びポンプ
６３　…　ビデ用モーター及びポンプ
７０　…　ビデ部
７１　…　洗浄水供給管
７２　…　噴射ノズル
７３　…　ころがりボール
７４　…　操作突起
７５　…　位置固定ボタン
８１　…　尿収集器据置台
８２　…　紫外線ランプ
９０　…　結合部材
９１　…　連結ソケット
９２　…　連結プラグ
９８　…　放熱口
９９　…　放熱ファン
１００　…　ビデ付き集尿装置
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】
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【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】
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