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■超音波画像診断装置 ポータサウンド

●仕様／プローブ

●製品構成

第302AIBZX00008000号医療機器認証番号 

プローブ

機械器具(12) 理学診療用器具種別

汎用超音波画像診断装置 一般的名称 

特定保守管理医療機器医療機器分類 

PS-DEZ335 形式名

手持形機器 (HAND-HELD) 式プローブ  機器の形式

内部電源機器機器の分類クラス 

BF 形 装着部の分類 

プローブ先端 装着部として扱う範囲

連続作動作動モード

B モード、カラーモード 画像モード

7.5MHz振動子中心周波数 

38.4mm (画像表示幅は 33.6mm) 振動子表示幅

最大表示深度 60mm 表示深度

180mm×60mm×30mm 以下 (H×W×D) 寸法

10～35℃ 性能保証環境温度 

20％～75％ R.H.（結露しないこと） 性能保証環境湿度 

・温度：-20℃～45℃　・湿度：15％～90％ R.H. （結露しないこと）
・輸送時の注意：直射日光のあたる車内等高温になる場所に長時間
　　　　　　　 置かないでください。

輸送、保管環境

5年（バッテリーは消耗部品のため、耐用期間に含まない） 耐用期間 

168g（バッテリー含む）質量

リチウムイオン電池内蔵 　電池容量：2200mAh 以上 　充電時間：4時間以内 
バッテリー使用時間：新品バッテリーで25℃環境において満充電からＢモード
　　　　　　　　　で動作させたとき、最大3時間（連続使用時）

バッテリー

USB1.1　付属の有線化キットを使用すること 

通信方式
無線

有線

IPX7：プローブ先端部 
IPX1：プローブ先端部以外 
IPX0：プローブ用充電器 

水の有害な浸入または
微粒子状物質の

有害な侵入に対する保護

iPad mini （第 5 世代）以降 Wi-Fi モデル タブレット表示器

A2133 (PS-DWZ138) 型名

Apple Inc. 製造業者
iPadOS 13 以上 OS

A12 Bionic チップ以上 CPU
7.9 インチ 画面サイズ 

2,048 x 1,536 ピクセル 画面解像度 
300.5g質量

無線 LAN 規格 IEEE802.11ac/a/b/g/n 同時デュアルバンド（2.4GHz/5GHz） 通信機能

8 メガピクセルカメラカメラ

0～35℃ 動作時環境温度 

-20℃～45℃ ・輸送時の注意：直射日光のあたる車内等高温になる場所に長時間置かないでください 保管環境

15%～95% （結露しないこと） 相対湿度

海抜 2000m 以下 動作高度 

EN 301 489-1 V2.2.0 　EN 301 489-17 V3.2.0 適合 EMC 規格 

リチャージャブルリチウムポリマーバッテリー 容量：19.1Wh 
充電時間：5 時間以下　使用時間：最大 10 時間  

IPX0 (タブレット表示器用充電器も含む) 

バッテリー 

タブレット表示器

AC100V (50/60Hz)　 US Plug (2pin A type)　国内仕様のみ 

USB Type-C™コネクター, USBケーブル 1.8m, 約140g 

定格入力

DC 5.0V ± 6%, 3A (max), 15W (max)定格出力

構成

構成

PS-PE0134 型名

プローブ用充電器 

PS-DQA132 型名

カメラアダプター
ACM-ECM 変換アダプター 
プローブケーブル, 1.2m 

有線化キット

プローブ付属品

PS-PE0135 型名

PS-PK7226 型名

Lightningコネクター, USB Type-Aコネクター, 1m 

定格電圧：AC100V, 0.45A (50/60Hz)  US Plug (2pin A type) 
国内仕様のみ 

定格入力

DC 5.1V, 2.1A定格出力

タブレット表示器用
充電器 

タブレット表示器用
USBケーブル

タブレット表示器付属品

JANコード

4987892127953

内 容
リニアプローブ、プローブ用充電器、有線化キット、iPad mini A2133、
タブレット表示器用充電器、タブレット表示器用USBケーブル

リニアプローブ、プローブ用充電器、有線化キット

コード番号

PS-FSY208

製品名

ポータサウンド

希望小売価格（別税）

1,100,000円

PS-FSY226ポータサウンドリニアプローブ 1,050,000円4987892139000

ポータサウンド超音波画像診断装置 ™

水の有害な浸入または
微粒子状物質の

有害な侵入に対する保護

※製品の仕様、および、外観は改良のため予告なく変更することがあります。

タブレット表示器

・Apple 社 iPad mini A2133 (PS-DWZ138)　
・タブレット表示器用充電器 (PS-PE0135) 
・タブレット表示器用 USBケーブル (PS-PK7226)

※製造中止に伴い、予告なく変更になる可能性があります。

シュアシールド™ サーフロー™Ⅱ（フラッシュタイプ） CVレガフォース™ EX テルモPICC DewX Eterna™
ラジフォーカス™

イントロデューサー ⅡH
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・プローブ本体 (PS-DEZ335)　　　・プローブ用充電器 (PS-PE0134) 
・有線化キット(PS-DQA132)        ・添付文書  
・取扱説明書（タブレット表示器にインストール済み）・品質保証書  
・納入先登録カード
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テルモ取扱製品一例

構成

2021年9月 発売予定

無線 LAN 規格 IEEE802.11b/g/n （Wi-Fi 認証済みモジュール搭載） 

変調方式：DS-SS 方式および OFDM 方式 　与干渉距離：約 40m 以下 
周波数および実効輻射電力：G1D   　：2,412MHz～2,472MHz (5MHz 間隔 13 波) 
　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0mW/MHz 
　　　　　　　　　　　　  G1D,D1D：2,412MHz～2,472MHz (5MHz 間隔 13 波)
　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0mW/MHz
　　　　　　　　　　　　 G1D    　：2,484MHz 3.0mW/MHz 
変調の種類：BPSK , QPSK , CCK , 16QAM , 64QAM



* プローブ電源 OFF、タブレットスリープ状態から、プローブ電源 ON、タブレットスリープ解除、

　アプリを立ち上げBモード画面が表示されるまでの時間。

携帯性と見やすさ、

その両立を追求した「ポータサウンド」。

表示器には「iPad」を採用。

親和性・互換性に優れ、

お使いのiPad *1で、すぐにご使用いただけます。

また、ワイヤレスプローブが取り回しの良さを実現。

いつでも、どこでも、そして誰もが使えて、

感染対策に貢献*2。

そんな、ひとり1台時代にふさわしいエコーです。

見やすく、持ち運びやすい

ワイヤレスタイプ。

いつでも、どこでも、誰でも

すぐに使える。

エコー下 穿 刺 をサポート。

カラーモード、センターライン表示機能でエコー下穿刺を

サポート。さらに2 Bモードで長軸、短軸を同時に確認で

きます。

Bモード/センターライン

２Bモード

距離計測

センターライン

カラーモード

E : 0 E :1

E : 2 E :3

好 み の画 像に調 整 可 能 。

エンハンスを4段階で調整可能。さらにダブルフォーカス

機能を搭載することで観察部位に合わせて適切な画像

に調整できます。

タブレット表示器に「iPad」採用。

お使いのiPadの使用も可能。iPadの操作性をそのままに

縦/横表示、ピンチアウト操作でズーム表示ができます。

※ダウンロードする際には弊社営業担当者に

　お問い合わせください。

※使用できるiPadは4機種

　 (A1893 ,A2197,A2270 ,A2133)

起動時間は20秒*。素早い観察開始が可能。血管径などの計測が可能。

プリセットの初期設定は、頸部、鎖骨下、上腕、肘、前腕、

手首、鼠径・大腿部、膝下、足首以下の9つの部位、�それぞれ

エンハンスの強さに合わせて2パターンを準備しています。�

好みの設定で、プリセットを作成することも可能です。

縦表示 横表示/ズーム

App Storeでポータサウンドアプリを

ダウンロード可能。

計測機能で血管径など2点

間の直線距離を2ヵ所まで

測定可能。（0.1mm単位）

＊1 使用できるiPadは4機種(A1893,A2197,A2270,A2133）

＊2 ワイヤレスなので、感染対策のためのプローブカバーの付け外しがしやすい。

D+：14.1mm
D*：9.4mm


