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『ケーブルのない、本体に画面が組み込まれたポケットエコー、
IP エコーの開発秘話』
新型コロナウイルスと熱中症でこの夏は終わってしまい
ました。7 月の豪雨の後、梅雨があけたら猛暑、酷暑（酷暑
のほうがひどい暑さを示しているのかと思ったのですが、正
式な気象用語ではないとのこと。猛暑は気象用語で「日中の
最高気温が 35 度以上の日」です）。静岡県の浜松では 41.1℃。
暑いというより熱い（意味は違いますが、太陽の光がそのま
ま当たると熱いと表現するほうがいい？）。今年は特に梅雨
が明けるのが遅かったので急に暑くなったような感じだし、
残暑とは言えない暑さだから余計に厳しい。地球温暖化が進
んでいるのは間違いありません。
昔はスポーツをやっている時、水を飲むと身体がだるくな
るから飲むな、がまんしなさい、などの根性論だったのです
が、今は積極的に水分をとりなさい。考えたら当然です。で
も、昔はこんなに暑くなかったはず。ネットで東京の 8 月
の最高気温の最高を調べると、1980 年は 32.2℃、2017 年は
37.0℃。明らかに高くなっていることをデータが示していま
す。ちなみに大阪のほうが東京よりも暑い。沖縄を除くと年
間平均気温が最も高いのは大阪です。そう、大阪は暑いので
す。熱帯夜日数は、多いほうから沖縄、鹿児島、兵庫、大阪
の順です。しかし、兵庫県は広いから（高温で有名な豊岡も
ある）この順番になっているのでしょう。とにかく暑い！
ふと思ったのですが、昔は、夏痩せとか夏バテが話題にな
っていました。私も若い頃は夏になると食欲が落ちてやせた
りしていましたが、今は、全然そんな雰囲気はありません。

↑暇だな、どんな研究をしているんですか？と言われそうです
が・・・。非接触型体温計で、いろいろな場所の温度を測りま
した。暑い、熱い、からです。この体温計、上は 60℃までしか
測れません。60℃以上の場合は「HI」です。研究室の前の道路、
日陰は 46.7℃でしたが、アスファルトの上は HI でした。車の
中も、日陰は 45.6℃、日向は HI でした。日向の温度は恐るべ
し！この日の研究室の壁の温度は 29.7℃でした。

今は夏バテは話題にもなりません。なぜ？昔に比べると食べ物が豊富？食事内容がレベルアップ？コンビニなどの普及で
いつでも飲み物や食べ物が手に入るからかもしれません。現在のようないろいろな種類の冷たい飲み物はありませんでし
た。ひたすら水でしたから。
高校野球も、今年、甲子園で交流試合はありましたが、やはり、トーナメントでないので盛り上がりませんでした。選
抜のチームが甲子園で野球をやれたのはよかった。しかし、この暑さの中で甲子園で野球をやれる球児はすごい！甲子園
の土の上は 60℃は越えていたはずです。よく熱中症にならずに野球をしていると感心します。しかし、脱水になったり足
がつった選手、脱水で力を出し切れなかった球児もいたはずです。
「熱闘！甲子園」だから、青空の下、太陽の下でやるの

↑なぜ？阪大の工学部の道路の街路樹がすべて伐採されました。この暑い時に、日陰が欲しい時に。道路は非常に広々しています
が・・・。まだ工事中です。完成したらどうなる？また、写真を撮ってお知らせします。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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が甲子園での高校野球となっていますが、そろそろ、夏の甲
子園もドーム球場でやったらもっと活躍できる選手がいる
かも。こんなことを言うと高校野球ファンに叱られるでしょ
うか。それほど気温が上がっています。大学で昼飯を買いに
出かける時、日傘を差していますが、地面からの熱風がすご
いので大変。地面の熱さが大きく影響しています。そんな暑
いこの時期に、大阪大学の工学部の道路脇の木が伐採されま
した。木陰がなくなりました。なぜ？今頃？景色はよくなり
ました。広々しています。でも、木陰がなくなって、地面か
ら熱風が吹き上げてきます。
テレビは新コロと熱中症の話ばかり。新コロについては、
誰の意見を信じたらいいのか、わからない。イソジン問題も

↑大阪大学における新型コロナウイルス対策です。食事中の感
染対策、ちゃんとできていると思います。食堂の仕切、係の方
の対応、ものすごくきちんと実施されています。

出て来たし、いろいろなコメンテータの意見、専門家の意見、
どれが正しいのかわからない。これも仕方ないですね。
それから、私、ほとんど政治には興味なく生きてきました
が、最近は、ええ！？と思うことが多い。安倍総理の在任日
数が最長になった？最長になっただけで、なーんにも功績は
ない。功績よりも、森友学園、加計学園、さくらを見る会、
アベノマスク、などなど、問題のほうが多い。いろいろ裏の
事情があるはずです。広島の選挙違反。2900 万円も選挙の
ためにお金を使っているのに無罪を主張。信じられない。誰
が考えてもおかしいのに、それがまかり通る国、うそがまか
り通る国になってしまった。非常に残念です。アベノマスク
なんて、使っている人を見たことがありません。朝日新聞の
調査では使っているのは 5%だけ。当の総理自身が使ってい
ないのですから。500 億円は無駄でしたね。まあ、本当の世
の中のからくりがわかっていない人間がこういうことを言
っても仕方ないのでしょう。本当に世の中のことを考えてい
る政治家はいないのでしょうか？いないのでしょう、今の日
本には。といろいろ考えていると、8 月 28 日、安倍総理が
辞任。持病の潰瘍性大腸炎が悪化したのが理由。それは仕方
ないです。しかし、やはり長期政権の弊害がたくさん出てい
ました。次の総理大臣には誰がなる？期待できる？あまり期
待しないほうがいい？誰が総理大臣になっても変わらない

↑前回、山内先生が行った旅館の朝食を紹介してくれたので
す。私、気を使って旅館の名前は出さなかったのです。でも、
山内先生が、すごくいい旅館だし、新型コロナ禍で苦労してい
るから紹介して欲しい、と言われました。だから、写真を出し
ます。確かに、この松田屋、すごいですね。山口県の湯田温泉
です。行きたい！どうぞ、行ってください。高杉晋作が泊まっ
た部屋、坂本龍馬が入った温泉、非常に興味深いので、是非、
行きたいのですが・・・。

でしょう。しかし、嘘がまかり通る国である日本、それは改善して欲しいと思わざるを得ません。
とまあ、栄養管理講座なのに、なかなか栄養管理が話題になりません。私はそれなりに栄養管理に関する学術活動はし
ています。機関誌の編集作業をしたり、新しく出版する本の校正をしたり、連載記事を書いたり。東宝塚さとう病院での
栄養回診も、スタッフのおかげで楽しくやらせていただいています。もう 7 年になりますが、NST のメンバーだけでなく、
病棟の看護師さんのレベルが非常に高くなっていると感心しています。興味をもって回診に参加してくれていますし、回
診の際の会話のレベルが高くなり、栄養管理に興味があること、患者さんを元気にするには栄養が大事だと実感している
ことをひしひしと感じさせてくれます。うれしいことです。私もいろいろ勉強させてもらっています。入院時の栄養評価
法として S-NUST を採用し、入院患者全員に対して実施しています。そのうち、成果を発表してくれるはず。楽しみにして
います。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ゼン先生：先生、新コロのおかげで学会活動が全然できなくな

小越先生：へええ。いろいろ才能がある外科医は多いからな。

って、困っています。

岡田先生もピアノが上手だったんだろう？

小越先生：でも、学術集会を開催した学会もあるんだろう？

ゼン先生：そうです。相当上手だったそうです。

ゼン先生：あります。勇気を出して開催した学会は日本感染症

小越先生：あの太い指でピアノを弾いていたのか。岡田さんら

学会です。

しくていい話だ。

小越先生：そうか。新コロ対策の専門家集団だから、それなり

ゼン先生：私の後輩の野村くんはあの葉加瀬太郎と一緒にバイ

の矜持をもって開催したんだろう。

オリンを弾いていたので、相当うまいそうです。阪大の旧第一

ゼン先生：そうだと思います。「感染症の専門家集団として、

外科の後輩にはピアノの名手もいます。ブルーノートで演奏し

感染リスクに対する適切な配慮のもとに、これからの学会の在

たそうです。

り方を考える機会になればと祈念しています」とホームページ

小越先生：へええ。いろいろ才能がある外科医がいるんだな。

に書かれています。

ゼン先生：本当、すごいですね。今回の外科学会開会イベント

小越先生：なるほど。すばらしい。感染予防対策をきちんと実

では、ピアノ、バイオリン、クラリネット、オーボエ、などで

施して、のことだろうな。
ゼン先生：もちろんです。①発熱、倦怠感、咽頭痛など感染兆
候のある方の参加は遠慮、②前後の食事会を控える、③マスク
の着用、④ソーシャルディスタンスをとる、⑤手指衛生の徹底、
です。
小越先生：それって、ふつうじゃないか。ふつうにやっていれ
ばいい、そういうことだな。
ゼン先生：そうですね。ふつうにやっていれば感染しない、そ
ういう意味なんでしょう。でも、座席は規定席数の 50%を目安
にする、ウェブ参加でもいい、懇親会は開催しない、一般演題
は中止、となっています。8 月 13 日、14 日、15 日の日本外科

↑外科学会の開会式イベントでの合唱に出演された神崎先生が紹介さ
れていました。なかなかこういう機会はありません。たぶん、外科学会
の記録集に掲載されることはないでしょうから、ここに紹介させていた
だきます。

学会はすべてウェブ開催でした。
小越先生：君は会員だから参加したんだろう？
ゼン先生：はい。研究室のパソコンで参加しました。講演やい
ろいろなイベントはこれでもいいと思いましたが、やはり、議
論はウェブでは物足りないと思いました。一般演題もありまし
たが、議論は無理だと思いました。座長が質問して発表者が答
える、それだけですから。
小越先生：講演は、確かに、かえってじっくり拝聴できるかも
しれないな。
ゼン先生：そうですね。実際の会場だったら、会場に入れない、
座れない、スライドが見えにくい、なんてこともありますが、
それはないですから。
小越先生：それって、君が会長をした、神戸の第 30 回日本静脈

↑外科学会の開会式イベントでの合唱です。誰が見ても、神崎先生が一
番気合が入っていると評価するでしょう。だから、神崎先生が真ん中な
のだと思います。この神崎先生の口の形から考えると、「栄光の架橋へ
と」の「と」ですね。神崎先生の口が一番正しく「O」ですよね。

経腸栄養学会で同時中継会場を設営した時のことと同じだろ
う？
ゼン先生：あの時、実際の会場はガラガラで、同時中継会場は
満席。それなら、家でパソコンで見たら一緒だと言ったんです
が、そういうことですよ。
小越先生：確かに。外科学会ではイベントもあったんだって？
ゼン先生：はい。これはなかなか見どころがありました。「外
科医によるオーケストラと合唱」がありました。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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すが、一同に会してではなくて、すべてオンラインでの演奏を、

現はよくないです。

一つにまとめてのオーケストラ演奏だったんです。演奏自体も

小越先生：君だって同じ表現をしようとしていたんじゃない

もちろんすごいと思いましたが、それをまとめた技術がすごい

か？見え見えだよ。

ですね。驚きました。それから、合唱もありました。これも別々

ゼン先生：実は、そうなんですが・・・木暮くんのためにちゃ

の場所で歌っているのをまとめたものでした。

んと勉強してみました。

小越先生：それもすごいな。
ゼン先生：見てると、真ん中に、知った顔の外科医が出ていま

『Wikipedia：法螺貝はおもに信号・合図に用いる。法螺は梵語

した。

で śaṅka。釈迦の説法が遠く響くことをたとえるもので、仏教で

小越先生：知り合いか。

は諸神を呼ぶための法具とされている。日本へは密教儀式の法

ゼン先生：はい。福島の神崎先生。リーダーズにも来てくれて

具として請来されたが、合戦での信号など仏教以外の場でも用

いるんです。

いられた。修験道では行者のもつ主要な道具の一つで、山嶽修

小越先生：それはよかったな。

行の際、悪獣を避けるために用いた。法螺話は大げさに言い立

ゼン先生：神崎先生に、見ました、というか、歌を聞きました、

てられた作り話のこと。「ほら」は法螺貝が名の由来である。

というメールを送りました。

もともと法螺貝には、山谷の地中に棲み、精気を得て海に入り、

小越先生：喜んでくれたんじゃないか？

その際に山が崩れ洪水が起こるという俗信があった。ここから

ゼン先生：はい。ウェブでの開会イベントの時は、神崎先生は

近世初期には「ほら」が意外な大儲けをするという意味で用い

手術中で見られなかったんだそうです。

られ、さらに法螺貝を吹くということも加わって大げさな嘘を

小越先生：それも面白い。

つくという意味で「法螺を吹く」「ほら吹き」という言い方が

ゼン先生：でしょう？まあ、後で見ることができるようになっ

されるようになった。』

ていましたが。神崎先生が画面の真ん中に移っていたんですが、
一番、きれいに口を開けて歌っていると思いました。
小越先生：だから真ん中に配置されていたんだな。
ゼン先生：そうです。いい記念になったでしょうね。その写真、
出してもいいと許可をもらいましたので、出させてもらいまし
た。誰が見ても、神崎先生が一番気合を入れて歌っていると評
価するはずです。
小越先生：福島だから、
木暮くんの後輩なんじ

↑厚生連高岡病院の薬剤師、宮崎先生が日本リウマチ財団の専門職表
彰を受けたとのことです。すごいなあ、としか言いようがありません。
北日本新聞記事を送ってくれました。私なんて、医師になってから表
彰されたことなんてなかったような・・・。リーダーズの機関誌、Medical
Nutritionist of PEN Leaders では、論文賞（原著論文、症例報告）そ
して中井賞（最優秀ポスター）がありますので、がんばって論文を書い
てください。

ゃないか？
ゼン先生：そうです。神
崎先生は木暮先生がリ
ーダーズに引っ張って
きてくれました。
小越先生：今回の記事に
も木暮くんの写真が出
ているじゃないか。
ゼン先生：はい。歌を歌
っているのではなくて、
法螺貝を吹いています。
小越先生：いい、それは
いい。木暮くんらしい。
「ほら」を吹ているんだ
ろう？
ゼン先生：先生、その表

↑木暮先生の鎧と法螺貝。この法螺貝、
大きい！立派！家で吹いてはいけないと
思います。しかも、木暮先生、法螺貝を 5
個も持っているとのことです。

↑JA とりで総合医療センターの NST 委員会。動画配信での勉強会です。
いい雰囲気で勉強しておられますね。大事です。いろいろ工夫して勉
強しないと、新型コロナウイルス問題で右往左往している間に、臨床
栄養のレベルが下がっていますから。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ハーだな。

ゼン先生：そうです。私も、むかーし、トランペットを吹いて
いた時、法螺貝を吹いたことがありますが、結構、いい音を出
しましたよ。
小越先生：君もほらを吹くのがうまいんだ。
ゼン先生：先生、この話はやめましょう。とにかく、学会をウ
ェブで開催するのは可能ですが、講演に限るべきで、議論は難
しい、そういうイメージです、私には。
小越先生：そうか。ということで、リーダーズをどうやって開
催するかを考えている、だな。ところで今回の栄養管理講座と
してはどんな内容にするつもりなんだ？
ゼン先生：いやあ、いろいろ考えたんですけど、正直、困って
います。学会もないし、講演会もないし、いろんな人との会話
もないし・・・。
小越先生：そうだな。低迷しているな、新コロ以外は。
ゼン先生：そういうことです。
小越先生：どうする、今回は。新コロの話にするか？
ゼン先生：無理です。新コロについての知識は素人同然ですか
ら。
小越先生：もう世間話に終始するか？
ゼン先生：それはダメです。ゼン先生の栄養管理講座ですから。

↑大阪府教育委員会宛てに複数の機関に対して爆破予告のメールが届
いたとのこと。大阪大学では、その日には大学構内にいないように（構
内立ち入り禁止）
、という通達が出ました。 その 8 月 25 日には大学内
にいることができなかったので、自由時間となり、明智光秀を巡る旅に
出かけました。部屋を出る時は、避難完了を確認。これをドアの外に貼
ることを忘れないようにと気を使いました。

小越先生：しかし、ネタがないんだろう。
ゼン先生：いろいろ考えて、上腕 PICC 法用に開発した IP エコ
ーを取り上げることにしました。実は、ゼン先生の栄養管理講
座では 2016 年に 2 回、PICC を取り上げていました。
小越先生：4 年も前になるじゃないか。
ゼン先生：そうなんです。2016 年の第 33 回を読み直してみる
と、「暑い暑い 8 月でした。なんと 35℃以上の日が 26 日中 23
日でした。」という記載がありました。
小越先生：今年は暑い、そう思っていたけど、2016 年もそんな
に暑かったんだな。
ゼン先生：今年ももちろん暑いけど、もうここんとこずっと暑
いんですよね。
小越先生：本当だ。ところで IP エコーのどんな話をするんだ？
ゼン先生：その前に、8 月 25 日に爆弾騒動がありましてね。
小越先生：爆弾？
ゼン先生：はい。爆弾が仕掛けられたという情報があるので 8
月 25 日は午後 1 時には阪大にはいないように、という通達が出
ました。
小越先生：それでどうしたんだ？
ゼン先生：家に戻っても昼寝するだけだろうし、他に行く所も
ないので、どうしようかと悩みまして。ふと思いついて、明智
光秀の歴史をたどる旅をしてきました。
小越先生：NHK 大河ドラマの明智光秀だな。相変わらずのミー

↑京都府長岡京市にある勝龍寺城跡にある、細川忠興、玉（ガラシャ夫
人）像です。NHK 大河ドラマ「麒麟がくる」で注目されているようです。
しかし、もう 3 か月も大河ドラマは中断しているので、注目されていな
いのではないでしょうか。本能寺の変の後、明智光秀の娘のガラシャ夫
人は相当苦労されたことでしょう。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ゼン先生：否定はしません。京都の長岡京市を出発点として、

ると、無理です、難しいです、と言われると思ったんですが、

亀岡、福知山、宮津、舞鶴を駆け足で巡ってきました。

技術者が『できますよ』と言ってくれましてね。

小越先生：新コロだから、いろいろ注意しながらだったんだな。

小越先生：オレのエレンタールの場合とはちょっと違う。オレ

ゼン先生：もちろんです。サービスエリアで 1 回、休んだだけ

は、どうしても作りたい、なんとかしてくれ、そんな感じだっ

です。誰にも会っていません。誰とも話もしていません。

たよ。

小越先生：収穫はあったんだろう？

ゼン先生：そうでした。先生の本に書かれてあるのを読みまし

ゼン先生：今回の原稿を書くための取材旅行でした、それだけ

た。今回の私の場合、結構、感動しました。やはり本物の技術

です。

者は違う、と思いました。

小越先生：君の歴史探訪のちょっとした満足感にはつながった
んだろうな。
ゼン先生：まあそうなんですが、歴史って歪められていますか
らね。
小越先生：それはそうだよ。
ゼン先生：今回の「麒麟がくる」も、相当脚色されていますし、
史実と違う部分がたくさんあるのでしょう。しかし、実際にわ
かっていない部分がほとんどですから、歴史小説として見たら
いいんだと思います。
小越先生：そう、単純に楽しめばいい。歴史の真実なんて、本
当のことはわかっていない部分が多いはずだよ。
ゼン先生：そうですね。そう思って単純に楽しむことにしてい

↑明智光秀を巡る旅：長岡京市の次は亀岡市にある亀山城。しかし、見
学はできませんでした。その代わり、亀山城址の近くにあった明智光秀
像を車の中から撮影しました。それにしても、新コロの影響はここまで
来ている？亀山城址、見せてくださいよ、屋外ですよ、大丈夫ですよ。
残念でした。

ます。
小越先生：そこで、今回の臨床栄養の話題だよ。
ゼン先生：主に IP エコー開発の話にしようと思うんですが。
小越先生：あのケーブルがないポケットエコーだな？
ゼン先生：そうです。世界初のケーブルのないポケットエコー
です。
小越先生：世界初？それは言い過ぎじゃないか？
ゼン先生：本当なんです。エコーという器械に関しては素人同
然の私が発想したから、こんなエコーができたんです。
小越先生：なるほど、素人同然の君が、な。
ゼン先生：でも、これを使って挿入する上腕 PICC については、
自分で言うのもなんですが、日本のパイオニアです。だから、

↑亀山城址に行けなかったのですが、いろいろ調べていると明智光秀を
祀っている寺があることを知り、行きました。谷性寺、こくしょうじ、
です。まあ何もありませんでしたが・・・。

上腕 PICC をもっと安全かつ確実に挿入する方法はないか、と
考えた時、ケーブルのないポケットエコーを思いついたんです。
小越先生：要するに、PICC の挿入に特化したエコーとして開発
したんだな。
ゼン先生：そうです。でも、どのエコーの会社も開発していな
いんだから、発想はよくても実現は難しいと思いました。
小越先生：その発想はいつのことなんだ？
ゼン先生：私がこの研究部門の特任教授になった 2013 年です。
ニプロと一緒に、このアイデアを実現してくれる超音波機器の
企業を探していたら長野県上田市の上田日本無線株式会社にた
どり着きまして、相談したのが 2014 年の 8 月です。研究室へ来
てくれまして、そこで私のアイデアを相談したんです。そうす

↑次は福知山城。ここは再建されてなかなかの観光地になっていまし
た。天守閣までは結構な坂道。途中に桔梗がありました。ハンカチを買
いました。りっぱな城です。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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小越先生：確かに、違う世界の人だ。我々医療者は、そういう

小越先生：それで、この製品を披露したのが、2018 年 12 月の

人たちと話をする機会がないからな。

JANVIC だったんだな。

ゼン先生：ここは結構大事ですよね。本物の技術者の力を知ら

ゼン先生：そうです。イブニングレクチャーとして発表しまし

ないんです。

た。その時まで、企業展示のブースにも IP エコーは展示しなか

小越先生：そう簡単には作れなかったんだろう？

ったんです。講演が終わってから展示したので、展示ブースは

ゼン先生：もちろんです。要するに、画質・解像度をどこまで

人だかり。ニプロの連中もこんなに展示ブースに人が殺到した

求めるか、だったんです。1 年後に最初の試作品ができました。

のは初めてだと言っていました。

本体の中に超音波振動子とモニター画面が入っていて、ケーブ

小越先生：実際に使ってみて、どうなんだ？

ルを無くすことができた。大きさはポケットサイズ。できたん
です。しかし、画質が問題でした。
小越先生：画質？
ゼン先生：そうなんです。見る人が見るとこれは血管だろう、
となるのですが、わかっていない人が見るとこれは何？となる、
その程度の画質でした。
小越先生：要するに、ケーブルをなくすことができた、ポケッ
トサイズにすることができた、でも、画質が悪い、だな。
ゼン先生：一番大事なポイントです。
小越先生：これではダメだとは言いにくかったのじゃないか？
ゼン先生：その通りです。形として、私のアイデアを実現して
くれたんです。ありがたいことです。相当苦労されたはずです。
それがわかっているから、言いにくかった、それは間違いあり

↑福知山城の次は宮津。ガラシャ夫人の像があるとのことで行きまし
た。「祈り」と名付けられた細川ガラシャ夫人像がありました。カトリ
ック宮津教会の大手川寄りの公園内にありました。この教会の聖ヨハネ
天主堂はかなり有名だそうです。

ません。
小越先生：しかし、そこでちゃんと言わないと、この IP エコー
は役に立たない、使ってほしい医師に認めてもらえない、売れ
ない。
ゼン先生：もちろんです。言いにくかったのですが、これでは
ダメです、使えません。「小さいだけだ、エコーとしては使え
ない」と言われることは間違いありません、という感じで言い
ました。
小越先生：それは非常に大事な役割だよ。
ゼン先生：もちろん、私の役割はそこにあったのですから。
小越先生：そこで、技術者達は君の要求に応えるように努力し
てくれた、ということだな。
ゼン先生：細かい点はわかりませんが、いろいろ工夫してくれ

↑宮津から舞鶴へと走っていると道路脇に「安寿と厨子王」の像が。そ
うか、ここは森鴎外の「山椒大夫」ゆかりの地なのだ。子供の頃に読ん
だ絵本を思い出しました。

て、レベルの高い画質にしてくれました。最初の試作品よりは
器械としては少し大きくなりましたが、ぎりぎりの大きさで、
装置が完成したんです。
小越先生：完成までにどれくらいの期間がかかったんだ？
ゼン先生：約 3 年です。上田日本無線がエコーの開発をしてい
る時、同時進行で、ニプロは「見える部分」を開発しました。
これもいろいろ工夫しています。もちろん、清潔操作が必要な
のでカバーなども工夫が必要ですからね。
小越先生：それにもいろいろ注文をつけたんだろうな。
ゼン先生：もちろんです。共同作業です。

↑舞鶴では田辺城に行きました。細川ガラシャの夫、細川忠興の父、細
川幽斎の城です。明智光秀は本能寺の変の後、細川幽斎に協力を依頼し
たのに断られたのです。細川家はその後、ずっと存続し、肥後熊本城主
になり、現在も細川家は活躍中です。第 79 代内閣総理大臣細川護熙氏
は肥後細川家の第 18 代当主です。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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ゼン先生：なるほど、そうですね。

内頸静脈穿刺や橈骨動脈穿刺などにも使えますし、いろいろ、
穿刺をするには抜群です。
小越先生：どこがいいんだ？
ゼン先生：実は、開発段階では気付いていなかったんですが、
実際に穿刺をするシミュレーションをしてみる時に気付いたん
です。ケーブルがあるエコーでは、モニター画面を見る視線と、
穿刺部を見る視線が違うんです。視線を動かす必要があるんで
す。視線を穿刺部とモニター画面の間で行ったり来たりさせな
くてはなりません。IP エコーではモニター画面と穿刺部をほぼ
同じ視線で見ることができるんです。
小越先生：なるほど。同じ視線か。視線を動かす必要がないの
か。それはすごい。集中できるな。
ゼン先生：本当、これで穿刺技術が変わります。
小越先生：しかし、このすばらしい特徴は、開発段階では気付
いていなかったのだな。

↑大里先生の家のゴーヤです。13 週目の収穫の写真です。すごい成長
速度です。確かにゴーヤで屋根ができて、日陰ができています。お嬢ち
ゃんもかわいい。お父さんがゴーヤを育てているのを温かく見守ってい
るのですね。

ゼン先生：そうなんです。先生、プロジェクト X の、デジカメ
の開発のドキュメントがあったのを覚えておられますか？
小越先生：覚えているよ。苦労して開発したデジカメの最初の
試作機。それを使って公園で事務担当の女性を撮影したんだろ
う？
ゼン先生：技術者達は、写るのか、デジタル画像を捉えること
ができるのか、それを考えていた。ところがその女性が、自分
の写真をモニター画面ですぐに見ることができることに気付い
て「楽しい」と言ったんです。
小越先生：そうだった。付加価値ということになるんだな。
ゼン先生：そうです。今、デジカメで写真を撮ると、やはり、
すぐに写真を確認できるのがすごい特徴ですよね。フィルムの
カメラとの一番の違いは、すぐに写真を見ることができる、で
す。
小越先生：そうだよ。写真をすぐに見られる。男前に写ってい

↑8 月 22 日には愛媛に帰省して墓掃除。その日は突然の雨のおかげで
気温は 25℃。おかげで熱中症にならずに墓掃除ができました。写真は
家の前から見た宇和海、黒島。曇っていて日差しがありません。翌日、
帰阪の際は酷暑。いい天気。入道雲がモクモク、青空。子供の頃なら海
に飛び込んでいたはずですが、この歳になると、この酷暑は体にこたえ
ます。

るか？目をつぶっていないか？変な表情をしていないか？それ
がすぐにチェックできるんだからな。
ゼン先生：これと同じだ、と思いました。私は、ケーブルのな
い、本体にモニター画面が内蔵されているポケットエコーを作
りたかった。でも、完成した製品は、実際に穿刺する部位とモ
ニター画面を同じ視線で見ることができる、それによって穿刺
技術が変わる、そんなすごい特徴がある、そういうことです。
小越先生：いい話だ。実は、エレンタールの開発にもそういう
ところはあったんだ。オレは消化器外科術後の栄養管理のため
に開発したかったんだけど、エレンタールの窒素源が結晶アミ
ノ酸だから消化管に対する刺激が小さい、抗原性がない、とい
うことでクローン病に対する primary therapy として非常に有用
だとなったんだから、な。

↑愛媛県八幡浜市でみつけた、四国と九州を結ぶフェリー発祥の地の記
念碑。昭和 39 年に愛媛県八幡浜港と大分県臼杵港との間に初めてフェ
リーボートが就航したとのこと。５6 年前のことです。知らなかった。
確か、昭和 48 年、現役の時、鹿児島大学医学部を受験する時にこのフ
ェリーに乗りました。もちろん？不合格でした。
当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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小越先生：ところで、反響はどうなんだ？

ベルはかないませんが、必要な画像は得られると思います。

ゼン先生：使ってくれると、その良さを実感してくれる方がほ

小越先生：どんどん使って欲しいな。

とんどのようです。しかし、問題はこの新コロです。広報活動

ゼン先生：いつも講演でも言っているんですが、聴診器の代わ

ができません。病院を訪問して説明することもできませんし、

りみたいに医療者全員のポケットに IP エコーを入れて、必要な

学会や講演会もないので、紹介したり、解説したり、手に取っ

時にいつでも使えるようにして欲しい、それが開発者としての

て実感してもらうことができません。

夢なんですよ。

小越先生：なるほど。

小越先生：ちょっと言い過ぎかもしれないが、そういう方向に

ゼン先生：実は、今年、全国各地で IP エコーを使ったハンズオ

進むことは間違いないだろう。

ンセミナーを計画していました。日程も会場も決まり、講師も

ゼン先生：先生もそう思われますか？

座長も決まり、だったんですが、すべて中止です。

小越先生：もちろんだよ。そういう時代がそこまで来ているじ

小越先生：そういうことだな。どうしようもないな。

ゃないか。とにかく、いろんな人に使ってもらうことだよ。ウ

ゼン先生：本当にそうなんです。困っています。

ェブを使った広報活動をしっかりやりなさいよ。

小越先生：ウェブを使ってのハンズオンセミナーができるんじ

ゼン先生：ありがとうございます。

ゃないか？
ゼン先生：実は、それができるように準備中です。これだけ
ネットが発達しているんですから、できるはずですよね。
小越先生：できるだろう。それを積極的にやって、IP エコー
の良さを知ってもらって、たくさんの人に使ってもらいたい
もんだ。
ゼン先生：そうなんです。そうすると、穿刺成功率も高くな
って、患者さんが痛い思いをすることも少なくなります。
小越先生：なるほど、それは大事なことだ。いろいろな領域
にも応用できるんだろう？
ゼン先生：もちろんです。いろいろな領域の、特に、穿刺に
使ってほしいと思っています。
小越先生：穿刺だけか？診断には使えないのか？
ゼン先生：もちろん使えます。レベルの高い機種には画像レ

【今回のまとめ】
1. 新型コロナウイルス感染症、収まりません。世の中が変わってしまいました。まあ、それに対応しないと
いけないのでしょうが。
2. 学術集会、注意しながら開催できるのかもしれません。しかし、リーダーズのような小さな学術団体は、
やはり、大きな学会がちゃんとできることを示してくれないと動けません。もう少し待ってください。
3. 8 月はずっと暑い、熱い。猛暑です。熱帯夜も続いているし、熱中症患者も多いし。どうなっているん
だ、この気候は。しかし、自然の問題ですからどうしようもありません。地球温暖化に対して、われわれ
ができることは何か、それを実施するしかありませんね。小さな力でしかありませんが。
4. 今回は IP エコーの開発に関する内容としました。非常にいい器械です。是非、手に取って、使ってみてく
ださい。血管穿刺技術自体が変わります。
5. ケーブルがない、超音波振動子とモニター画面が一体化しているのはこの IP エコーだけです。穿刺部とモ
ニター画面を同一視野で見ることができる、それを実感してください。IP エコーでないとうまく穿刺でき
ない、そう思う人が多くなると思います。

当サイトの文章、画像の無断転載を禁じます。
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