
私はお腹を見ることがいちばん多いのですが、お腹を見る

にはコンベックスが最適だと思います。とくにコンベックス

プローブは浅いところの視野が広く膀胱全体が視野に収まる

ので見やすく、コントラストもはっきりした高画質で安心感

があります。さらに、コードがないので、ストレスなく自由に

使うことができます。

バッテリーは２時間持ちますが、十分以上だと思います。通常

のお宅訪問なら、1日に10～20人、施設への訪問診療だと、

1日30人診ることもあるのですが、バッテリーは1日十分に

もつため、残量にヒヤヒヤしたことはこれまでに一度もありま

せん。

在宅医療は総合診療であり、ポータブルエコーを活用する機会

は非常に多いと考えられます。とくにポケットサイズワイヤレ

スタイプなら、常に携帯することが可能なため、使用機会はさら

に広がるでしょう。

導入コストはかかりますが、毎日でも持ち歩いて使えること、

そして、在宅医療の可能性を押し広げることを考えれば、十分

に見合う価値があります。週１～２回程度の使用が見込める

なら、検討してもよいのではないでしょうか。

最後にもうひとつ、ポータブルエコーのコミュニケーション

ツールとしての価値についてお伝えしたいと思います。

エコーによって、在宅の現場で、日頃は目に見えない体の内部

を視覚的に示せるようになりました。患部にエコーをあて、

私たち医師が見ているのと同じものを患者さんやご家族に

見せて、情報を共有することができるのです。これは、患者

さんやご家族にとっては、おそらく大きな安心材料になる

のではないでしょうか。

また、エコーを用いて情報を共有することは、看護師さんや

ヘルパーさん、臨床検査技師さんなど多職種との連携の

可能性も広げるでしょう。たとえば、訪問看護師さんは医師

よりも訪問頻度が高いことが多いのですが、そこで看護師

さんがエコーをあててアセスメントができれば、医師の訪問

回数の削減になります。これは超高齢社会にあって、限られた

医療資源の適切な分配につながると思います。

その点からひとつ要望を出すとすると、Ｗｉ－Ｆｉ環境で画像

を共有できるようにしていただきたいです。そうすれば

ポータブルエコーは、多職種との情報交換ができるツール

となり、遠隔地をつないだオンライン医療などの可能性を

開くのではないでしょうか。

患者さんに負担をかけない超音波機器は、在宅医療の向上に

大きく寄与すると思われます。今後のさらなる開発と普及に

期待したいと思います。

高齢者は排泄面での問題を抱えがちなのですが、なかでも

多いのが「お小水が出ない」というケース。原因は尿がつくら

れていないからなのか、膀胱には溜まっているけれどもその

先に問題があるのか。これは膀胱や腎臓にエコーを当てれば

一目瞭然。患者さんに苦痛を与えることなく原因を特定し、

対応することができます。エコーを使うことで、原因特定の

ために必要のない導尿カテーテルなどを行って、患者さんに

負担をかけるようなことをしなくてすみます。

エコーで除外診断ができるケースも少なくありません。大腸

がん多発肝転移の85才の女性が、悪心嘔吐を訴えてきま

した。そこで、エコーを当てて、腹水が溜まっているか、肝臓

転移の腫瘍の大きさはどうか、腸閉塞を起こしていないか

などをチェック。この時点で、一番怖い腸閉塞を除外すること

ができました。結果的には、この患者さんは疼痛緩和の目的

で使っていた麻薬の量が増えたことによる嘔吐でした。

また、エコーは、治療だけではなく手技の確認にも使えます。

腹水や胸水が溜まって辛い場合、在宅で腹水穿刺、胸水穿刺

を行って水を抜くこともあります。これが在宅で可能なのは、

エコーをあてて、安全な穿刺位置を探すことができるから。

もしエコーがなかったら、ただでさえ辛い状態の方を病院へ

搬送しなくてはなりません。それがエコーによって、在宅で

穿刺が可能となり、それによって一時的であれ症状が緩和

され、住み慣れた場所で過ごすことができるようになると

いうわけです。

　

在宅医療の現場は、病院と同じだけの判断材料を持つことが

できません。手持ちのものを最大限に活用して、いかに方針

を定め、よりよい判断につなげていくのか。在宅医療には、

常にこの視点が求められます。

その点から考えると、「ポケットサイズの腹部ワイヤレス

エコー」の最大の価値は、軽くて小型の「ポケットサイズ」で

あることに加え、「ワイヤレス」のためコード不要であること

から、スマホや財布と同じ感覚で、常に携帯できるということ

です。このサイズなら、必要に応じて持ち歩くのではなく、

いつでも持ち歩くことができます。私は常に持ち歩き、診察

するときはいつも一緒。だから、やりたいと思ったことが、

その場でできる。これが、最大のメリットだと思います。

ワイヤレスであることの良さは、実際に診察で使ってみて実感

しました。コードがないことで非常に取り回しがよくなり、

ベッドの周りにモノがあふれ足の踏み場もないお宅であって

も、プローブを患部にしっかりあてることができます。また、

コードが付いていると、コードが室内のあちこちに触れて

しまい、衛生面での不安がありましたが、ワイヤレスになった

のでそれも解消されました。手入れもしやすくなり使い勝手は

ぐんと向上しました。

高齢人口の急速な増加に伴い、在宅医療の現場に求められる

医療レベルは高まり続けています。そんな中で、在宅医療に

欠かせないものとして、今、ポケットサイズの超音波機器が

注目を集めています。

息苦しい、吐き気がする、悪寒がする、お小水が出ない、お腹

が痛い…患者さんたちの症状は日々様々です。背景には、

日常的な便秘や感染症から、腸閉塞やがんの転移、腹膜播種、

あるいは服用中の薬物の影響などが潜んでいることもありま

すが、問診や聴診、触診などでは判断がつかないことも少なく

ありません。

こんなときに有用なのが、ポータブルエコーです。たとえば

腹痛があり腹部に張りが見られる場合、疑わしいと思った

部位に素早くプローブを当てて画像をチェックすれば、腹水

や膀胱、腹腔内の出血などが把握でき、在宅で処置すべきか、

病院へ搬送して精査すべきか、経過観察とするか、の振り分けが

できます。

病院でのスクリーニング検査が、症状の乏しい人の中から

疾患を発見することが目的であるのに対して、ポータブル

エコーの目的はポイントオブケア。観察部位を限定し、そこか

ら必要な情報を得て、その場で問題を発見し、その場で判

断することなのです。

軽量で小型なので、私は常に持ち歩き、聴診器と同じように、

毎日使っています。

私が院長を務めている悠翔会在宅クリニック川崎は、訪問

診療に特化したクリニックです。私が担当している患者さん

は100～150人、その大半が高齢者で、末期のがんの患者さん

も少なくありません。

そもそも訪問診療に入られる患者さんは、以前から何かしら

病気を持っており、通院ができなくなったなどの理由で当院

に来られます。ですから新しい病気を見つけるというよりも、

すでに診断がついている病気の変化に早期に気づくことが

大切。まさにポイントオブケアが求められているのです。

訪問診療のもう1つの特徴は、訪問先の環境が多様である

こと。患者さんの住環境も様々なら介護する家族の有無や

家族との関係なども様々。たとえば、ベッドの位置ひとつを

とってもみな違います。病院で超音波検査をするときは、

プローブを患者さんの右側から当てるのが基本。でも、訪問

先のベッドの右側にスペースがなければ、左側から、あるいは

足元からと工夫をしなくてはなりません。これが訪問医療

なのです。

その意味では、コンパクトで使い勝手のいいポータブルエコー

は、在宅医療の現場がまさに求めていたものと言えるのでは

ないでしょうか。
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よりも訪問頻度が高いことが多いのですが、そこで看護師

さんがエコーをあててアセスメントができれば、医師の訪問

回数の削減になります。これは超高齢社会にあって、限られた

医療資源の適切な分配につながると思います。

その点からひとつ要望を出すとすると、Ｗｉ－Ｆｉ環境で画像

を共有できるようにしていただきたいです。そうすれば

ポータブルエコーは、多職種との情報交換ができるツール

となり、遠隔地をつないだオンライン医療などの可能性を

開くのではないでしょうか。

患者さんに負担をかけない超音波機器は、在宅医療の向上に

大きく寄与すると思われます。今後のさらなる開発と普及に

期待したいと思います。

ポータブルエコーの使用事例

高齢者は排泄面での問題を抱えがちなのですが、なかでも

多いのが「お小水が出ない」というケース。原因は尿がつくら

れていないからなのか、膀胱には溜まっているけれどもその

先に問題があるのか。これは膀胱や腎臓にエコーを当てれば

一目瞭然。患者さんに苦痛を与えることなく原因を特定し、

対応することができます。エコーを使うことで、原因特定の

ために必要のない導尿カテーテルなどを行って、患者さんに

負担をかけるようなことをしなくてすみます。

エコーで除外診断ができるケースも少なくありません。大腸

がん多発肝転移の85才の女性が、悪心嘔吐を訴えてきま

した。そこで、エコーを当てて、腹水が溜まっているか、肝臓

転移の腫瘍の大きさはどうか、腸閉塞を起こしていないか

などをチェック。この時点で、一番怖い腸閉塞を除外すること

ができました。結果的には、この患者さんは疼痛緩和の目的

で使っていた麻薬の量が増えたことによる嘔吐でした。

また、エコーは、治療だけではなく手技の確認にも使えます。

腹水や胸水が溜まって辛い場合、在宅で腹水穿刺、胸水穿刺

を行って水を抜くこともあります。これが在宅で可能なのは、

エコーをあてて、安全な穿刺位置を探すことができるから。

もしエコーがなかったら、ただでさえ辛い状態の方を病院へ

搬送しなくてはなりません。それがエコーによって、在宅で

穿刺が可能となり、それによって一時的であれ症状が緩和

され、住み慣れた場所で過ごすことができるようになると

いうわけです。

　

在宅医療の現場は、病院と同じだけの判断材料を持つことが

できません。手持ちのものを最大限に活用して、いかに方針

を定め、よりよい判断につなげていくのか。在宅医療には、

常にこの視点が求められます。

その点から考えると、「ポケットサイズの腹部ワイヤレス

エコー」の最大の価値は、軽くて小型の「ポケットサイズ」で

あることに加え、「ワイヤレス」のためコード不要であること

から、スマホや財布と同じ感覚で、常に携帯できるということ

です。このサイズなら、必要に応じて持ち歩くのではなく、

いつでも持ち歩くことができます。私は常に持ち歩き、診察

するときはいつも一緒。だから、やりたいと思ったことが、

その場でできる。これが、最大のメリットだと思います。

ワイヤレスであることの良さは、実際に診察で使ってみて実感

しました。コードがないことで非常に取り回しがよくなり、

ベッドの周りにモノがあふれ足の踏み場もないお宅であって

も、プローブを患部にしっかりあてることができます。また、

コードが付いていると、コードが室内のあちこちに触れて

しまい、衛生面での不安がありましたが、ワイヤレスになった

のでそれも解消されました。手入れもしやすくなり使い勝手は

ぐんと向上しました。

高齢人口の急速な増加に伴い、在宅医療の現場に求められる

医療レベルは高まり続けています。そんな中で、在宅医療に

欠かせないものとして、今、ポケットサイズの超音波機器が

注目を集めています。

息苦しい、吐き気がする、悪寒がする、お小水が出ない、お腹

が痛い…患者さんたちの症状は日々様々です。背景には、

日常的な便秘や感染症から、腸閉塞やがんの転移、腹膜播種、

あるいは服用中の薬物の影響などが潜んでいることもありま

すが、問診や聴診、触診などでは判断がつかないことも少なく

ありません。

こんなときに有用なのが、ポータブルエコーです。たとえば

腹痛があり腹部に張りが見られる場合、疑わしいと思った

部位に素早くプローブを当てて画像をチェックすれば、腹水

や膀胱、腹腔内の出血などが把握でき、在宅で処置すべきか、

病院へ搬送して精査すべきか、経過観察とするか、の振り分けが

できます。

病院でのスクリーニング検査が、症状の乏しい人の中から

疾患を発見することが目的であるのに対して、ポータブル

エコーの目的はポイントオブケア。観察部位を限定し、そこか

ら必要な情報を得て、その場で問題を発見し、その場で判

断することなのです。

軽量で小型なので、私は常に持ち歩き、聴診器と同じように、

毎日使っています。

私が院長を務めている悠翔会在宅クリニック川崎は、訪問

診療に特化したクリニックです。私が担当している患者さん

は100～150人、その大半が高齢者で、末期のがんの患者さん

も少なくありません。

そもそも訪問診療に入られる患者さんは、以前から何かしら

病気を持っており、通院ができなくなったなどの理由で当院

に来られます。ですから新しい病気を見つけるというよりも、

すでに診断がついている病気の変化に早期に気づくことが

大切。まさにポイントオブケアが求められているのです。

訪問診療のもう1つの特徴は、訪問先の環境が多様である

こと。患者さんの住環境も様々なら介護する家族の有無や

家族との関係なども様々。たとえば、ベッドの位置ひとつを

とってもみな違います。病院で超音波検査をするときは、

プローブを患者さんの右側から当てるのが基本。でも、訪問

先のベッドの右側にスペースがなければ、左側から、あるいは

足元からと工夫をしなくてはなりません。これが訪問医療

なのです。

その意味では、コンパクトで使い勝手のいいポータブルエコー

は、在宅医療の現場がまさに求めていたものと言えるのでは

ないでしょうか。

コミュニケーションツールとしてのエコー

製品情報やイメージギャラリー、最新のイベント情報などお役立ち情報を更新中！

ワイヤレス・ポータブルエコー iViz airスペシャルサイト
https://sp-jp.fujifilm.com/ultrasound/iviz_air/


