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はじめに 

 

「電波の医療機器等への影響に関する調査」（以下、本調査という。）では、植込み型心

臓ペースメーカ等（植込み型心臓ペースメーカ、植込み型除細動器、心不全治療用植込み

型心臓ペースメーカ及び心不全治療用植込み型除細動器の 4 種類を含む）と、植込み型心

臓ペースメーカ等以外の植込み型医療機器と人体に装着する医療機器を対象に、各種電波

利用機器からの電波がそれらの医療機器へ与える影響調査を実施してきている。 

総務省では、これらの調査結果を踏まえて、平成 17 年度に植込み型医療機器の装着者

及び電波利用機器の利用者向けの注意事項等を定めた「各種電波利用機器の電波が植込み

型医療機器等へ及ぼす影響を防止するための指針」を作成している。同指針において、

RFID 機器に関しては、平成 15 年度及び平成 16 年度の調査結果を基にして、RFID 機器

のアンテナ部を植込み型医療機器の装着部位より 22cm 以内に近づけないこととする内容

が盛り込まれた。また、平成 18 年度には、高出力型 950MHz 帯パッシブタグシステム（電

波産業会標準規格 STD-T89）からの電波の植込み型心臓ペースメーカ等への影響調査を行

い、調査結果を基にして、高出力型 950MHz 帯パッシブタグシステムに対しては、植込み

型医療機器の装着者は半径 1m 以内には近づかないこと等とする指針の改訂が行われた。

その後も各年度の本調査結果を踏まえて改訂が行われ、平成 26 年度には、植込み型心臓

ペースメーカ等以外の植込み型医療機器と常時身体に装着することで植込み型医療機器と

同等の治療等を患者に提供する医療機器を対象として、日本国内で使用される第 3 世代移

動通信方式の中で、携帯電話端末から発射される電波の出力が最も大きな W-CDMA（電

波産業会標準規格 STD-T63）方式の電波が、これらの医療機器に与える影響調査を実施し

た。この調査結果に基づき、総務省は「生体電磁環境に関する検討会」における審議と国

民からの意見を踏まえて、携帯電話端末との距離は 15cm 程度以上離すこと等とする「植

込み型心臓ペースメーカ等以外の植込み型医療機器と人体に装着する医療機器に及ぼす影

響を防止するための指針」を「各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器等へ及ぼす影

響を防止するための指針」の第 2 章に追加して平成 27 年 8 月に公表している。 

他方、950MHz 帯を使用した RFID 機器は、携帯電話の周波数確保と諸外国と整合した

周波数利用等を目的として、平成 30 年 3 月 31 日までに周波数を 920MHz 帯へ移行する

ことが決定している。RFID 機器による 920MHz 帯の使用は平成 24 年 7 月 25 日に開始

され、950MHz 帯の RFID 機器の新規製造は平成 25 年 1 月 1 日以降許可されない状況と



なっている。そのため、920MHz 帯を利用する RFID 機器に対しても、その電波が植込み

型医療機器に与える影響を調査し、既存の指針が妥当であるかを検証することが必要とな

っている。 

そこで、本年度の調査では、920MHz 帯を使用した RFID 機器（電波産業会標準規格

STD-T106 及び STD-T107）からの電波が、植込み型心臓ペースメーカ等に与える影響の

調査を行った。 

また、平成 26 年度の調査においては着用型自動除細動器の携帯電話端末からの電波の

影響測定を実施したが、装置を提供した製造販売業者より、影響測定実施のために提供し

た装置動作用固定治具を用いずに、International Electrotechnical Commission（IEC）

の EMC 試験（放射イミュニティ試験）での配置状態を参考にした配置での影響測定の実

施が再度提案された。着用型自動除細動器の近傍の携帯電話端末からの電波の影響測定の

試験方法は確立していないこと、また、当該装置の不具合は患者の生命や健康に重大な影

響を与えるおそれがあることから、様々な試験方法での影響発生状況を確認する目的で追

加測定として影響測定を実施した。 
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第1編 電波の植込み型医療機器への影響 

第1章 920MHz 帯パッシブタグシステム用 RFID 機器からの電波の植

込み型心臓ペースメーカ等への影響測定 

920MHz帯パッシブタグシステム用RFID機器から発射される電波の植込み型心臓ペー

スメーカ等への影響の測定方法は、平成 18 年度に実施された「UHF 帯 RFID 機器から発

射される電波による植込み型心臓ペースメーカ等への電磁干渉試験」に関する総務省報告

書[1]に記載された測定結果との整合性を考慮して、本影響測定でも同様の測定方法で実施

した。また、植込み型心臓ペースメーカ等が人体内に装着された状態を再現するための人

体ファントムも、前述の電磁干渉試験で用いられた物と同様のものを使用している。 

影響測定に用いた 920MHz 帯パッシブタグシステム用 RFID 機器は、全て一般社団法人

電波産業会の標準規格である ARIB STD-T106[2]または ARIB STD-T107[3]に基づく装置

であり、日本国内で販売されている代表的な機種である。 

影響測定の実施内容詳細は、「電波の医療機器等への影響に関する調査の有識者会議」（以

下、「有識者会議」と記す。）における構成員からの意見も踏まえて決定している。 

 

1.1. 調査対象機器 

植込み型心臓ペースメーカ等 1.1.1. 

植込み型心臓ペースメーカ等には、植込み型心臓ペースメーカ、植込み型除細動器、心

不全治療用植込み型心臓ペースメーカ及び心不全治療用植込み型除細動器の 4 種類がある

が、本報告書では、植込み型心臓ペースメーカと心不全治療用植込み型心臓ペースメーカ

を「植込み型心臓ペースメーカ」、植込み型除細動器と心不全治療用植込み型除細動器を「植

込み型除細動器」と記載し、全ての総称を「植込み型心臓ペースメーカ等」と記す。 

なお、総務省のこれまでの各年の報告書[4]では、植込み型心臓ペースメーカ等について

以下のように記されている。 

「植込み型心臓ペースメーカ等の平均寿命は 5～7 年程度であり、新世代機種の市場投

入は 2 年以上の周期が通例となっている。新世代機種が市場投入される場合、シングルチ

ャンバー型、デュアルチャンバー型、レート応答機能の有無などの機能的な区分に従って

数機種が 1 つのグループとして同時に投入されるのが常であるが、同一グループ内の各機
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種は機能的にサブセット構成をなすものであり、電気的な性能には差がないと考えられる。

従って、市場に投入されている植込み型心臓ペースメーカ及び植込み型除細動器の網羅性

は、各世代の代表的な機種を選定すれば確保することができる。」 

そこで本影響測定でもこれまでの影響測定と同様に、調査対象とする機種は、電気的性

能面から実際に国内で動作し且つ測定可能な全ての機種を網羅していると解釈できる植込

み型心臓ペースメーカ等の選出を行い、国内製造販売承認時期によってⅠ期（平成 7 年以

前）、Ⅱ期（平成 8～10 年）、Ⅲ期（平成 11～14 年）、Ⅳ期（平成 15 年～18 年）、Ⅴ期（平

成 19 年～22 年）、Ⅵ期（平成 23 年～26 年）及びⅦ期（平成 27 年以降）と分類を行った。 

調査対象の植込み型心臓ペースメーカ等の機種別の国内製造販売承認時期一覧を表１－

１に示す。機種分類略称名で SSI、VDD 及び ICD-S の 3 種類の機種は選出されていない

が、上記の通り、電気的な性能には差がないと考えられる同一グループ内の機種を選定す

ることにより、網羅性は確保していると解釈できる。 

影響測定での植込み型心臓ペースメーカ等は、一般社団法人日本不整脈デバイス工業会

に加盟している各社から借受けて影響測定に用いている。 

表１－１ 植込み型心臓ペースメーカ等の機種台数と国内製造販売承認時期 

国内製造 
販売承認時期 

(承認年) 

機 種 分 類 略 称 名  (台) 
植込み型心臓ペースメーカ類 植込み型除細動器類 

合計 SSI DDD VDD CRT-P ICD-S ICD-D CRT-D 
Ⅰ期 

(H7以前) - - - - ※ - ※ - ※ - ※ 0 

Ⅱ期 
(H8～H10) - - - - ※ - - - ※ 0 

Ⅲ期 
(H11～H14) - - - - ※ - - - ※ 0 

Ⅳ期 
(H15～H18) 0 2 0 0 0 0 1 3 

Ⅴ期 
(H19～H22) 0 6 0 1 0 2 3 12 

Ⅵ期 
(H23～H26) 0 4 0 3 0 5 6 18 

Ⅶ期 
(H27以降) 0 1 0 0 0 0 1 2 

合 計 
0 13 0 4 0 7 11 

35 
17 18 

注：[ - ]は測定可能な機種が無い。  [ - ※]は当該時期には製造販売が行われていない 
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表１－１に示す略称での植込み型心臓ペースメーカ等の名称は以下のとおりである。 

SSI： シングルチャンバー型植込み型心臓ペースメーカ 

DDD： デュアルチャンバー型植込み型心臓ペースメーカ 

VDD： シングルパスVDD型植込み型心臓ペースメーカ 

CRT-P： 心不全治療用トリプルチャンバー型植込み型心臓ペースメーカ 

ICD-S： シングルチャンバー型植込み型除細動器 

ICD-D： デュアルチャンバー型植込み型除細動器 

CRT-D： 心不全治療用トリプルチャンバー型植込み型除細動器 

植込み型心臓ペースメーカ等の多くの機種では患者の適切な治療のために複数のペーシ

ングモードの設定が可能であり、本調査でも過去の影響測定と同様にペーシングモードが

変えられる機種ではモードを変えての測定も実施した。 

植込み型心臓ペースメーカ等の機種とペーシングモードの概要は以下の通りである。 

AAI： 心房電極を使用。設定された期間内に心房自己リズムがない場合、電気刺激を発生

して心房の収縮を促す。心房自己リズムがあった場合には刺激を発生することを抑

制する。 

VVI： 心室電極を使用。設定された期間内に心室自己リズムがない場合、電気刺激を発生

して心室の収縮を促す。心室自己リズムがあった場合には刺激を発生することを抑

制する。 

SSI：  AAI、VVIに用いるペースメーカ本体は、同一であるため製造販売業者の呼称とし

て用いられる。 

DDD：心房及び心室の電極を使用。AAIとVVIが合わさった機能をもち、AVディレイと呼

ばれる心房心室のタイミングのずれを有した状態で作動する。複雑な作動状態を示

すが、生理的ペーシングが可能である。 

VDD：心房内に感知専用電極をもった1本の電極を用いて心室へ到達させ、AVディレイと

呼ばれる心房心室のタイミングのずれを有した状態で心室ペーシングを行う。心房

内電極は心腔内に浮遊するため通常より高感度の設定が可能である。 

CRT-P：左心室と右心室の収縮タイミングがずれている心不全治療用の、両心室を刺激し

て収縮の同期化を図るペースメーカで、動作の基本原理はデュアルチャンバー型

植込み型心臓ペースメーカと同じである。  

ICD-S：心室細動（VF）・心室頻拍（VT）を自動的に認識して電気刺激によりこれを治療
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する（SSIペーシング機能付き）。 

ICD-D：心室細動（VF）・心室頻拍（VT）を自動的に認識して電気刺激によりこれを治療

する（DDDペーシング機能付き）。 

CRT-D： 心室細動（VF）・心室頻拍（VT）を自動的に認識して電気刺激によりこれを治療

する（CRT-Pペーシング機能付き）。 

 

920MHz 帯パッシブタグシステム用 RFID 機器 1.1.2. 

RFIDはリーダライタとRFタグから構成されており、その間の通信は電波によって行わ

れる。RFタグの小型化と利便性等から、利用分野は製造管理や物流管理、在庫管理、商品

等の精算、製品の履歴管理、位置検出、盗難防止、事故防止等、様々な用途に拡大してい

る。 

本影響測定では、920MHz帯パッシブタグシステム用RFID機器を対象とする。従来の9

50MHz帯で使用されていたパッシブタグシステム用RFID機器は、周波数再編にともない9

20MHz帯への移行が進められており、平成30年3月31日までに移行が完了する。920MHz

帯を用いたRFID機器は平成24年7月25日から使用が開始されており、また950MHz帯によ

るRFID機器の新規製造は平成25年1月1日以降許可されていない[5]。 

本影響測定で対象とするRFID機器の種別は、リーダライタを手に持つなど携帯して使

用する“ハンディタイプ”と、リーダライタを壁面等に設置して使用する“据置きタイプ”

の2種類の形態である。影響測定に用いたRFID機器は、一般社団法人日本自動認識システ

ム協会に加盟する各社から貸与された物であり、各社からの総出荷台数は国内での約99%

（本年度末までの予想値を含む）を扱っている。また、一般社団法人日本自動認識システ

ム協会が平成27年10月時点で認識している920MHz帯パッシブタグシステム用RFID機器

のリーダライタの機種数は約30機種である。本年度の影響測定ではその中から24機種（8

0%）を選定しているが、出荷台数情報等から推察すると残りの6機種の市場での占有率は

小さいことから、影響測定に用いた920MHz帯パッシブタグシステム用RFID機器の日本国

内での網羅性は確保していると解釈できる。 

影響測定は920MHz帯パッシブタグシステム用RFID機器の各機種で1台について実施

した。影響測定でのRFID機器の台数をタイプ別に以下の表１－２に示す。 
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表１－２ 影響測定に用いた RFID 機器の一覧台数 
種別 構内無線局 特定小電力無線局 

ARIB 
標準規格 

920MHz帯 
移動体識別用無線設備 
【ARIB STD-T106】 
送信出力:1W以下 

空中線利得:6dBi以下*1 

920MHz帯 
移動体識別用無線設備 
【ARIB STD-T107】 
送信出力:250mW以下 
空中線利得:3dBi以下*1 

周波数 周波数 
916.8MHz, 918.0MHz, 919.2MHz 
920.4MHz, 920.6MHz, 920.8MHz 

916.8MHz, 918.0MHz, 
919.2MHz 及び 

920.4MHz以上923.4MHz
以下のうち920.4MHzに 

200kHzの整数倍を 
加えたもの 登録局*2 免許局*3 

タイプ ハンディ 据置き ハンディ 据置き ハンディ 据置き 

台数 
4台 2台 1台 8台 

3台 6台 6台 9台 
15台 9台 

*1 等価等方輻射電力が、空中線利得が規格上最大の送信空中線に送信出力の規格上限値を加えたときの値以下になる場合は、
その低下分を送信空中線の利得で補うことができる。 
*2 送信時間制限及びキャリアセンスを用いた運用のみが可能な質問器。 
*3 送信時間制限又はキャリアセンスをしない質問器並びに送信時間制限及びキャリアセンスをしない質問器。 
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1.2. 測定装置の構成 

人体ファントムと植込み型心臓ペースメーカ等の設置方法 1.2.1. 

植込み型心臓ペースメーカ等は、人体組織による電波の減衰と電磁干渉に起因する人体

内での電流の誘起等を模擬するために、図１－１に示す横型の人体ファントム内部に 0.18

重量%の食塩水を内部に満たしてその中に設置した（0.18 重量%の食塩水を用いることは、

植込み型医療機器の評価について規定した ISO 14708[6] [7]/EN 45502[8] [9]が引用している

ANSI/AAMI PC69[10] [11]において、450 MHz から 3 GHz の植込み型心臓ペースメーカ等

へのイミュニティ試験時の条件として記されている）。植込み型心臓ペースメーカ等の各端

子には適切なリード（電極）を接続し配置した。また、接続する電極は植込み型心臓ペー

スメーカ等の各機種で通常使用される電極（リード線を含む）を使用した。シングルチャ

ンバー型とデュアルチャンバー型植込み型心臓ペースメーカ等の場合には、心房電極及び

心室電極をそれぞれ配置し、トリプルチャンバー型植込み型心臓ペースメーカでは、心房

電極と心室電極に加えて心室電極に第 3 電極を沿わせて配置した。なお、人体ファントム

内での電磁界強度分布の数値シミュレーションを行い、植込み型心臓ペースメーカ等の設

置位置での電磁界強度の状況を確認している。シミュレーション例を参考に示す。 

 

図１－１ 人体ファントムの構成と植込み型心臓ペースメーカ等の配置 
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影響測定装置類の接続 1.2.2. 

測定装置類の接続概略を図１－２に示す。人体ファントム内でのペーシングパルスの検

出及び擬似心電位注入兼用電極は、植込み型心臓ペースメーカ等の動作監視及び動作制御

のための擬似心電位信号を植込み型心臓ペースメーカ等に注入するためのものである。こ

の電極は、心房側と心室側それぞれで差動増幅器によって信号検出を行い、不平衡出力に

変換した後に直記式記録計に接続した。また、擬似心電位信号は、平衡出力増幅器の出力

を 2kΩ以上の抵抗（擬似心電位発生器内蔵）を介して、心房側及び心室側のペーシングパ

ルス検出及び擬似心電位注入兼用電極に接続して、植込み型心臓ペースメーカ等に注入し

た。擬似心電位発生器の出力波形は図１－３に示すものとし、その振幅電圧は、各植込み

型心臓ペースメーカ等が応答を開始する約 2 倍に設定した。 

 

（差動増幅器及び平衡駆動器は擬似心電位発生器内に含んでいる） 

図１－２ 測定装置類の接続概略 
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図１－３ 擬似心電位波形 

 

測定実施場所 1.2.3. 

影響測定は、床面金属の電波暗室内に必要な機器類を全て配置して実施した。人体ファ

ントムは床面から高さが 0.8m の非金属製 （FRP: Fiber Reinforced Plastics 製を使用）

の作業台上に設置した。測定実施時の装置配置状況を図１－４に示す。 

 

 

図１－４ 測定実施時の装置配置状況 

1.3. 測定の実施条件 

植込み型心臓ペースメーカ等の影響測定実施時の設定は、過去に実施された測定方法と

整合した以降に示す方法とした。 
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植込み型心臓ペースメーカ等の設定 1.3.1. 

植込み型心臓ペースメーカ等の設定は以下の通りとした。なお、以下の説明文章中の (R) 

の意味は、レート応答機能を有していることを表している。この機能は、植込み型心臓ペ

ースメーカ等装着者が運動などによって脈拍が上昇する要因を機械的に補正及び補助する

機能であり、植込み型心臓ペースメーカ等に内蔵されたセンサーにより、運動等によって

心拍出量を上げる必要の有無を感知して、必要時には自動的に心拍数を増加させて拍出量

を確保する機能である。ただし、この機能が設定されていると電波による影響の有無の判

定に支障があるので、測定時にはレート応答機能は停止状態としている。 

各種別での設定を以下に示す。 

① シングルチャンバー型植込み型心臓ペースメーカの場合 
動作モード … AAI(R) あるいはVVI(R) のいずれかで、高い感度を設定できる

動作モードで測定を行う 
使用電極 … 人体ファントムの心室電極 
電極極性 … 極性を選択できる場合には単極、双極の順で測定を行う 
レート … 60ppm 
不応期 … 最短設定 
感度 … 設定可能な最高感度 
その他の項目 … その機種の標準設定 
 

② デュアルチャンバー型植込み型心臓ペースメーカの場合 
動作モード … AAI(R) 及びVVI(R) の双方で測定を行う 
使用電極 … 人体ファントムの心房電極及び心室電極を通常のDDD接続で

使用する 
電極極性 … 極性を選択できる場合には心房側と心室側の双方について単極

と双極の順で測定を行う 
レート … 60ppm 
不応期 … 心房側及び心室側ともに最短設定 
感度 … 設定可能な最高感度 
その他の項目 … その機種の標準設定 
 

③ シングルパスVDD型植込み型心臓ペースメーカの場合 
動作モード … VVI(R) 及びVDD(R) モードの双方で測定を行う。VDDモード

での測定では、同期信号として、レート60ppmで振幅がその機

種が応答しうる最小振幅の約2倍の擬似心電位信号を心房側に

注入しながら測定を行う 
使用電極 … 専用電極 
電極極性 … 極性を選択できる場合には単極と双極の順で測定を行う。

VDD(R) モード時の心室側は双極とする 
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レート … VVI(R) モード時60ppm、VDD(R) モード時50ppm 
不応期 … 心房側及び心室側ともに最短設定 
感度 … VVI(R) モード時の心室側とVDD(R) モード時の心房側は設定

可能な最高感度としてVDD(R) モード時の心室側は標準設定

とする 
その他の項目 … その機種の標準設定 
 

④ 心不全治療用トリプルチャンバー型植込み型心臓ペースメーカの場合 
動作モード … AAI(R) 及びVVI(R) の双方で測定を行う 
使用電極 … 人体ファントムの心房電極及び心室電極を通常のDDD接続で

使用する 
電極極性 … 極性を選択できる場合には心房側と心室側の双方について単極

と双極の順で測定を行う 
レート … 60ppm 
不応期 … 心房側及び心室側ともに最短設定 
感度 … 設定可能な最高感度 
その他の項目 … その機種の標準設定 
 

⑤ シングルチャンバー型植込み型除細動器の場合 
動作モード … VVI(R) で測定を行う 
使用電極 … 人体ファントムの心室電極 
電極極性 … 極性を選択できる場合には単極と双極の順で測定を行う 
レート … 60ppm 
不応期 … 最短設定 
感度 … 設定可能な最高感度 
その他の項目 … 植込み型除細動器の頻拍・細動検出機能をONに設定する。この

時、実際の治療機能をOFFにできるものはOFFにする。頻拍・

細動の検出基準はその機種の標準設定とする 
 

⑥ デュアルチャンバー型植込み型除細動器の場合 
動作モード … AAI(R) 及びVVI(R) の双方で測定を行う。ただし、AAI(R) モ

ードでの測定の場合には心室側を標準設定感度に設定する 
使用電極 … 人体ファントムの心房電極及び心室電極を通常のDDD接続で

使用する 
電極極性 … 極性を選択できる場合には心房側及び心室側の双方について単

極と双極の順で測定を行う 
レート … 60ppm 
不応期 … 最短設定 
感度 … 設定可能な最高感度 
その他の項目 … 植込み型除細動器の頻拍・細動検出機能をONに設定する。この

時、実際の治療機能をOFFにできるものはOFFにする。頻拍・

細動の検出基準はその機種の標準設定とする 
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⑦ 心不全治療用トリプルチャンバー型植込み型除細動器の場合 
動作モード … AAI(R) 及びVVI(R) の双方で測定を行う。ただし、AAI(R) モ

ードでの測定の場合には心室側を標準設定感度に設定する 
使用電極 … 人体ファントムの心房電極及び心室電極を通常のDDD接続で

使用する 
電極極性 … 極性を選択できる場合には心房側及び心室側の双方について単

極と双極の順で測定を行う 
レート … 60ppm 
不応期 … 最短設定 
感度 … 設定可能な最高感度 
その他の項目 … 植込み型除細動器の頻拍・細動検出機能をONに設定する。この

時、実際の治療機能をOFFにできるものはOFFにする。頻拍・

細動の検出基準はその機種の標準設定とする。左心室と右心室

への刺激は同時とする 
 

植込み型心臓ペースメーカ等の動作状態 1.3.2. 

影響測定時の植込み型心臓ペースメーカ等の動作状態は以下の通りとした。 

(1)  Inhibit 測定は、植込み型心臓ペースメーカ等への擬似心電位信号の入力は無しと

し、植込み型心臓ペースメーカ等が設定レートでパルスを発生している状態で測定を

行う。この測定はシングルパスVDD型植込み型心臓ペースメーカのVVIモード時にも

適用されるがVDD モード時は適用しない。 

(2)  Asynchronous 測定は、植込み型心臓ペースメーカ等が設定したレートより10～

20% 高いレート（75ppm）の擬似心電位信号を感知して出力パルスが抑制されてい

る状態で測定を行う。この状態での擬似心電位信号の振幅は、植込み型心臓ペースメ

ーカ等が応答する最小振幅の約2倍とする。この測定はシングルパスVDD型植込み型

心臓ペースメーカのVVIモード時にも適用されるがVDDモード時は適用しない。 

(3)  シングルパスVDD型植込み型心臓ペースメーカの機種をVDDモードで測定を行う

場合には、植込み型心臓ペースメーカの同期信号としてレート60ppmでの振幅をその

機種が応答しうる最小振幅の約2倍として擬似心電位信号を心房側に注入する。 

(4)  植込み型除細動器のFalse Positive 測定は、Inhibit / Asynchronous 測定で影響を

受けた時に細動の誤検出（False Positive）が生じたか否かを確認する 。 

(5)  植込み型除細動器のFalse Negative 測定は、Inhibit / Asynchronous 測定に加えて、

除細動器の細動検出範囲内の周期である240ppmの擬似心電位信号（擬似細動）を加

えながら、支障なく細動として検出されるか否か（False Negative）を確認する。な
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お、前記 (4) のFalse Positive 測定で細動の誤検出が発生した場合には、このFalse 

Negative 測定は実施できない。 

RFID 機器の設定と動作状態 1.3.3. 

影響測定時の 920MHz 帯パッシブタグシステム用 RFID 機器の動作状態は、全ての

RFID 機器で連続してパッシブタグを読込み可能な動作状態とした。また、電波の出力電

力は調整可能な機器では最大出力となるように設定し、電波の周波数は全ての機器で同じ

周波数チャネルに設定して動作させている。 

 

1.4. 影響測定の実施 

前述した設定及び動作条件に基づいて、920MHz 帯パッシブタグシステム用 RFID 機器

から発射する電波の植込み型心臓ペースメーカ等への影響測定を実施した。 

植込み型心臓ペースメーカ等の感度設定 1.4.1. 

植込み型心臓ペースメーカ等の電波に対する影響は、植込み型心臓ペースメーカ等の人

体に対する感度が高感度の場合に現われやすくなる。そこで、植込み型心臓ペースメーカ

等の感度は、それぞれの機種及び動作状態において設定可能な最高感度に設定している。 

影響測定の実施方法 1.4.2. 

電波による植込み型心臓ペースメーカ等への影響は、過去の調査研究から植込み型心臓

ペースメーカ等の本体コネクタ接続部周辺での電波の強さ、発射条件（連続発射、断続発

射等）、偏波方向、搬送波周波数及び変調フォーマット等に依存しているとされている。 

そこで、電波を発射状態とした RFID 機器の電波発射部（アンテナ部）は、人体ファン

トムの各所に移動させて電波を照射するが、人体ファントム内の植込み型心臓ペースメー

カ等の本体コネクタ接続部周辺に対しては他の場所よりもさらに慎重に位置を調整しなが

ら電波を照射するようにしている。 

影響測定時の植込み型心臓ペースメーカ等と RFID 機器のアンテナ部の位置状況は以下

の通りとした。影響測定時に RFID アンテナ部を人体ファントムに接近させている状況例

を図１－５に示す。 
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(1)  アンテナ部の電波発射面を人体ファントムに正対するように配置する。アンテナ表

面の中央部を基準点（基準点Ⅰ）とする。 

(2)  植込み型心臓ペースメーカ等の本体コネクタ接続部を基準点（基準点Ⅱ）とし、基

準点Ⅱの直前の人体ファントム表面を植込み型心臓ペースメーカ等とアンテナ部ま

での距離の基点（基準点Ⅲ）とする。 

(3)  RFID機器から規定の電波を発射する。 

(4)  基準点Ⅲを設定した人体ファントム表面側にアンテナ部を密着させ、人体ファント

ム表面を移動させながら植込み型心臓ペースメーカ等の各所に電波を照射する。 

(5)  アンテナ部の方向は照射する電波の偏波方向を変えるために人体ファントム表面

で角度を90度以上変化させる。 

(6)  植込み型心臓ペースメーカ等の影響の有無を確認しながら、アンテナ部の位置及び

偏波方向を変えて人体ファントム表面での位置を隈無く移動させる。 

(7)  影響発生時には、アンテナ部と人体ファントム間の距離を徐々に離して影響が発生

しなくなる距離を確認する。また、アンテナ部を人体ファントムから離す時には、電

波の偏波方向を変えて影響発生距離が最も大きくなる状況を確認する。 

(8)  発生した影響が不可逆的な場合には、影響が発生したアンテナ部の人体ファントム

表面での位置及び電波の偏波方向を確認した上で影響が発生しない距離までアンテ

ナ部を人体ファントムから離し、再度電波の偏波方向を変えながら人体ファントムま

での距離を短くしながら影響が発生し始める距離を確認する。 

(9)  影響発生時には植込み型心臓ペースメーカ等の動作記録を最低5秒間程度残す。 
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図１－５ 影響測定の実施状況例 

  

RFID 機器 
アンテナ部 

植込み型 
心臓ペースメーカ等 

人体ファントム 
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干渉の有無の判定と影響の分類 1.4.3. 

植込み型心臓ペースメーカ等への電波による影響の判定方法及び影響発生時の影響分類

は、これまでの調査研究における判定方法及び分類と同様に、以下の通りとした。 

（１）干渉の判定方法 

①  各測定終了後には、植込み型心臓ペースメーカ等の設定状態をプログラマによっ

て点検し、設定値の変化等が認められた場合には影響を受けたと判定する。 

②  Inhibit 測定及びシングルパスVDD型植込み型心臓ペースメーカ専用機種の

VDD モードの測定では、各測定で最低30秒以上の観察期間中にパルスの抑制、

あるいはパルス間隔の変化が1周期でも認められた場合には再度同一条件での測

定を行い、再現性が認められれば影響を受けたと判定する。 

③  Asynchronous 測定では、各測定で最低30秒以上の観察期間中にパルスの発生が

1パルスでも認められた場合には再度同一条件で測定を行い、再現性が認められれ

ば影響を受けたと判定する。 

④ 植込み型除細動器のFalse Positive測定では、上記のInhibit及びAsynchronous 測

定で除細動のためのショック電流のコンデンサー充電が開始された場合、あるい

は不整脈を検出した場合には、再度同一条件で測定を行い再現性が認められれば

影響を受けたと判定する。 

⑤ 植込み型除細動器のFalse Negative測定では細動検出機能が失われた場合には、

再度同一条件で測定を行い再現性が認められれば影響を受けたと判定する。 

 

（２）電磁的環境による影響度合いの分類 

電波による植込み型心臓ペースメーカ等への影響度合いの分類は、これまでの総務省報

告書での調査結果との整合性を確保するためにこれらと同じ分類とした。影響度合いの分

類とレベルを表１－３に示す。 

植込み型心臓ペースメーカと心不全治療用植込み型心臓ペースメーカでの具体的な影響

と現象を表１－４、植込み型除細動器と心不全治療用植込み型除細動器での影響と現象を

表１－５に示す。表１－４と表１－５での「影響状況」の「可逆的影響」とは、原因とな

る電波発射源が無くなれば影響が無くなる状態であり、「不可逆的影響」とは植込み型心臓

ペースメーカ等の動作設定条件の消失、書き換え、動作条件の変更、あるいは、植込み型
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心臓ペースメーカ等の内部配線の焼損による恒久的な治療機能の消失、内部半導体の損傷

による恒久的な機能停止となる状態である。また、植込み型心臓ペースメーカ等の設定内

容の消失や書き換え等、外部からの再設定で治療機能を回復できる状態を「体外解除可」

に分類し、恒久的な治療出力の消失や機能停止を「要交換手術」に分類している。 

 

表１－３ 影響度合いの分類 

レベル 影響の度合い 

0 影響なし 

1 動悸、めまい等の原因にはなりうるが、瞬間的な影響で済むもの 

2 持続的な動悸、めまい等の原因になりうるが、その場から離れる等、 
患者自身の行動で原状を回復できるもの 

3 そのまま放置すると患者の病状を悪化させる可能性があるもの 

4 直ちに患者の病状を悪化させる可能性があるもの 

5 直接患者の生命に危機をもたらす可能性があるもの 

 

表１－４ 影響度合いの解説 

（植込み型心臓ペースメーカと心不全治療用植込み型心臓ペースメーカ） 

影響状況 

物理的現象 
正常状態 可逆的 

影響 

不可逆的影響 
生体への 

直接的傷害 体外 
解除可 

要交換手術 

正常機能の維持 レベル 0     

1周期以内のペーシング /  
センシング異常（2秒以内に回復） 

 レベル 1    

1周期（2秒）以上のペーシング /  
センシング異常 

 レベル 2    

・ペースメーカのリセット 
・プログラム設定の恒久的変化 

  レベル 3   

持続的機能停止   レベル 5   

恒久的機能停止    レベル 5  

リードにおける起電力/熱の誘導     レベル 5 
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表１－５ 影響度合いの解説 

（植込み型除細動器と心不全治療用植込み型除細動器） 

影響状況 

物理的現象 
正常状態 可逆的 

影響 

不可逆的影響 
生体への 

直接的傷害 体外 
解除可 

要交換手術 

正常機能の維持 レベル 0     

1周期以内のペーシング /  
センシング異常（2秒以内に回復） 

 レベル 1    

1周期（2秒）以上のペーシング /  
センシング異常 

 レベル 2    

一時的細動検出能力の消失  レベル 3    

不要除細動ショックの発生  レベル 4    

プログラム設定の変化   レベル 4   

持続的機能停止   レベル 5   

恒久的機能停止    レベル 5  

リードにおける起電力/熱の誘導     レベル 5 
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測定手順のフローチャート 1.4.4. 

電波の植込み型心臓ペースメーカ等に与える影響の測定フローを示す。なお、この項では、

植込み型心臓ペースメーカと心不全治療用植込み型心臓ペースメーカを「ペースメーカ」、

植込み型除細動器と心不全治療用植込み型除細動器を「ICD」と表記している。 

以降に測定でのフローチャートを示す。 

 

(1) シングルチャンバー型ペースメーカ/ICDフローチャート 
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(2) デュアル、トリプルチャンバー型ペースメーカ/ICDフローチャート 
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(3) シングルパスVDD型ペースメーカフローチャート 

本年度の影響測定ではVDD 型の植込み型心臓ペースメーカは対象に含まれていないが、影

響測定実施時の手順を示す。 
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第2章 920MHz 帯パッシブタグシステム用 RFID 機器からの電波の植

込み型心臓ペースメーカ等への影響測定結果 

920MHz帯パッシブタグシステム用RFID機器からの電波が植込み型心臓ペースメーカ

等へ与える影響測定の結果を以下に記す。 

影響測定を実施した RFID 機器は、平成 24 年 7 月 25 日から使用が開始された 920MHz

帯を用いてパッシブタグの読込みを行う RFID 機器で、ARIB 標準規格の ARIB STD-T107

（特定小電力無線局）または ARIB STD-T106（構内無線局）に基づく。各機器からの電

波の送信電力は規定の範囲において各機器で設定可能な最大出力としている。また、電波

の発射状態は、パッシブタグを連続で読込み可能な状態としている。 

影響測定の結果は、電波の最大出力値が異なる ARIB 標準規格ごと、また、植込み型心

臓ペースメーカと心不全治療用植込み型心臓ペースメーカ、植込み型除細動器と心不全治

療用植込み型除細動器、に分けて以降に記す。 

 

2.1. 特定小電力無線局に分類される ARIB STD-T107 に基づく機器 

ARIB 標準規格の ARIB STD-T107 に基づき、放射される電波の送信出力最大値が

250mW、アンテナ利得が 3dBi 以下 1と規定されている 920MHz 帯パッシブタグシステム

用 RFID 機器が植込み型心臓ペースメーカ等に与える影響を以下に記す。 

植込み型心臓ペースメーカへの影響 2.1.1. 

植込み型心臓ペースメーカに対して、ARIB 標準規格の ARIB STD-T107 に基づいて特

定小電力無線局に分類される920MHz帯パッシブタグシステム用RFID機器から発射され

る電波の影響測定を行った結果、測定を行った 17 台の植込み型心臓ペースメーカのうち 1

台で影響が発生した。影響を受けた植込み型心臓ペースメーカは、国内製造販売承認時期

がⅤ期（平成 19～22 年）のデュアルチャンバー型植込み型心臓ペースメーカ（DDD）で、

ペーシングモードが VVI の単極設定の時に影響度合いレベル 2 の影響が発生した。影響が

発生した最大の距離は 1cm 未満であった。 

                                                   
1  等価等方輻射電力が、空中線利得が規格上最大の送信空中線に送信出力の規格上限値を加えたときの値以

下になる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができる。 
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920MHz 帯パッシブタグシステム用 RFID 機器の特定小電力無線局では、9 機種（ハン

ディタイプ 3 機種、据置きタイプ 6 機種）中、据置きタイプの 1 機種が植込み型心臓ペー

スメーカに対して影響を与えた。植込み型心臓ペースメーカに影響を与えた特定小電力無

線局の機種数と影響状況を表２－１に示す。 

表２－１植込み型心臓ペースメーカに影響を与えた特定小電力無線局の機種数と影響状況 

無線局種別 タイプ 
測定 
実施 
機種数 

影響を 
与えた 
機種数 

影響発生

最大距離

（cm） 

影響 
度合い 

特定小電力無線局 
（ARIB STD-T107） 

ハンディ 3 0 － － 
据置き 6 1 1 未満 レベル 2 

 

植込み型除細動器への影響 2.1.2. 

18 台の植込み型除細動器に対して、ARIB 標準規格の ARIB STD-T107 に基づいて特定

小電力無線局に分類される920MHz帯パッシブタグシステム用RFID機器から発射される

電波は、植込み型除細動器のペースメーカ機能、除細動機能の各ペーシングモード及び極

性設定に対して影響を与えなかった。 

 

2.2. 構内無線局に分類される ARIB STD-T106 に基づく機器 

ARIB 標準規格の ARIB STD-T106 に基づき、放射される電波の送信出力最大値が 1W、

アンテナ利得が 6dBi 以下 2と規定されている構内無線局に分類される 920MHz 帯パッシ

ブタグシステム用 RFID 機器が植込み型心臓ペースメーカ等に与える影響を以下に記す。 

 

植込み型心臓ペースメーカへの影響 2.2.1. 

植込み型心臓ペースメーカに対して、ARIB 標準規格の ARIB STD-T106 に基づいて構

内無線局に分類される920MHz帯パッシブタグシステム用RFID機器から発射される電波

の影響測定を行った結果、測定を行った 17 台の植込み型心臓ペースメーカのうち 2 台で

                                                   
2  等価等方輻射電力が、空中線利得が規格上最大の送信空中線に送信出力の規格上限値を加えたときの

値以下になる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができる。 
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影響が発生した。影響を受けた植込み型心臓ペースメーカの 1 台は、国内製造販売承認時

期がⅤ期（平成 19～22 年）のデュアルチャンバー型植込み型心臓ペースメーカ（DDD）

である。影響はペーシングモードが VVI の単極設定または AAI の双極設定とした時に発

生した。影響が発生した最大の距離は、VVI の単極設定時は 10cm、AAI の双極設定時は

8cm であった。発生した影響はいずれのペーシングモード及び極性設定でも全てレベル 2

の影響であった。また、影響を受けたもう 1 台の植込み型心臓ペースメーカは、国内製造

販売承認時期がⅥ期（平成 23～26 年）のデュアルチャンバー型植込み型心臓ペースメー

カ（DDD）である。影響はペーシングモードが VVI の単極設定または AAI の単極設定と

した時に発生した。影響が発生した最大の距離は、VVI の単極設定時は 7cm、AAI の単極

設定時は 8cm であった。発生した影響はいずれのペーシングモード及び極性設定でも全て

レベル 2 の影響であった。 

920MHz 帯パッシブタグシステム用 RFID 機器の構内無線局のうち、登録局に分類され

る機器では、ハンディタイプ 4 機種、据置きタイプ 2 機種の計 6 機種のうち、ハンディタ

イプ 3 機種と据置きタイプ 2 機種の計 5 機種が植込み型心臓ペースメーカに対して影響を

与えた。また、免許局に分類される機器では、ハンディタイプ 1 機種、据置きタイプ 8 機

種の計 9 機種のうち、ハンディタイプ 1 機種と据置きタイプ 6 機種の計 7 機種が植込み型

心臓ペースメーカに対して影響を与えた。植込み型心臓ペースメーカで影響が発生した最

大の距離は、登録局のハンディタイプでは 7cm、据置きタイプでは 10cm、免許局のハン

ディタイプでは 6cm、据置きタイプでは 10cm であった。植込み型心臓ペースメーカに影

響を与えた構内無線局の機種数と影響状況を表２－２に示す。 

表２－２ 植込み型心臓ペースメーカに影響を与えた構内無線局の機種数と影響状況 

無線局種別 タイプ 
測定 
実施 
機種数 

影響を 
与えた 
機種数 

影響発生 
最大距離

（cm） 

影響 
度合い 

構内無線局 
（ARIB STD-T106） 

登録局 
ハンディ 4 3 7 レベル 2 
据置き 2 2 10 レベル 2 

免許局 
ハンディ 1 1 6 レベル 2 
据置き 8 6 10 レベル 2 
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植込み型除細動器への影響 2.2.2. 

18 台の植込み型除細動器に対して、ARIB 標準規格の ARIB STD-T106 に基づいて構内

無線局に分類される920MHz帯パッシブタグシステム用RFID機器から発射される電波は、

植込み型除細動器のペースメーカ機能、除細動機能の各ペーシングモード及び極性設定に

対して影響を与えなかった。 
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第3章 影響測定結果のまとめ 

周波数再編にともない、使用周波数が950MHz帯から920MHz帯に移行された920MHz

帯パッシブタグシステム用RFID機器から発射される電波について、植込み型心臓ペース

メーカ等（影響測定開始時に国内での植込み型心臓ペースメーカ等装着者による利用の可能

性があり且つ試験可能な機種を網羅していると解釈される機種を対象）に対し電波を照射す

る方法により、影響測定を行った。本影響測定で対象としたRFID機器は、一般社団法人

日本自動認識システム協会が平成27年10月時点で認識している920MHz帯パッシブタグ

システム用RFID機器30機種の中から24機種を選定したが、この24機種は、日本国内での9

20MHz帯パッシブタグシステム用RFID機器の総出荷台数の約99%（本年度末までの予想

値を含む）を占めており、網羅性は十分高いと言える。なお、選定されなかった6機種も

同じARIB標準規格に準拠しており、発射される電波の特性も同等であることから、それ

らの機器からの電波の植込み型心臓ペースメーカ等への影響は、本影響測定での測定結果

と同程度に留まると考えられる。 

本影響測定の結果を以下に示す。 

ARIB 標準規格の ARIB STD-T107 に基づいた特定小電力無線局に分類される据置きタ

イプの 920MHz 帯パッシブタグシステム用 RFID 機器からの電波は、植込み型心臓ペース

メーカに対して最大 1cm 未満の距離でレベル 2 の影響を与えた。植込み型除細動器には影

響を与えなかった。 

ARIB 標準規格の ARIB STD-T106 に基づいた構内無線局に分類される据置きタイプの

920MHz 帯パッシブタグシステム用 RFID 機器からの電波は、植込み型心臓ペースメーカ

に対して最大 10cm の距離でレベル 2 の影響を与えた。また、ハンディタイプの 920MHz

帯パッシブタグシステム用 RFID 機器からの電波は、植込み型心臓ペースメーカに対して

最大 7cm の距離でレベル 2 の影響を与えた。植込み型除細動器に対してはいずれも影響を

与えなかった。 
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第4章 影響発生状況の考察 

パッシブタグシステム用 RFID 機器から発射される電波の植込み型心臓ペースメーカ等

への影響測定は、平成 18 年度調査の「UHF 帯 RFID 機器から発射される電波による植込

み型心臓ペースメーカ等への電磁干渉試験」においても実施されている[1]。そこで、本影

響測定と過去に実施された影響測定での影響発生状況について比較検討を行った。 

 

4.1. 影響発生状況の比較 

平成 18 年度の影響測定での影響発生状況 4.1.1. 

平成 18 年度調査の「UHF 帯 RFID 機器から発射される電波による植込み型心臓ペース

メーカ等への電磁干渉試験」では、31 台の植込み型心臓ペースメーカと 14 台の植込み型

除細動器を対象とし、ARIB 標準規格の ARIB STD-T89[12]に基づいて構内無線局に分類さ

れる 950MHz 帯パッシブタグシステム用 RFID 機器 12 機種と、ARIB STD-T90[13]に基づ

いて特定小電力無線局に分類される 950MHz 帯パッシブタグシステム用 RFID 機器 5 機

種を用いて影響測定が実施された。 

影響測定の結果、構内無線局に分類される 950MHz 帯パッシブタグシステム用 RFID 機

器からの電波によって、植込み型心臓ペースメーカでは、国内製造販売承認時期が第Ⅱ期

（平成 8 年から 10 年）に分類される 1 台が最大 75cm の距離でレベル 2 の影響を発生し

ている。また、75cm の距離の次に大きな距離で影響が発生した植込み型心臓ペースメー

カの影響発生距離の最大距離は 13cm である。植込み型除細動器では国内製造販売承認時

期が第Ⅲ期（平成 11 年から 14 年）に分類される 1 台において、除細動機能では最大 10cm

の距離で不要除細動ショックが発生するレベル 4 の影響が発生し、ペースメーカ機能では

最大 10cm の距離でレベル 2 の影響が発生している。 

特定小電力無線局に分類される950MHz帯パッシブタグシステム用RFID機器からの電

波では、植込み型心臓ペースメーカと植込み型除細動器のいずれでも影響は発生していな

い。 

本影響測定での影響発生状況 4.1.2. 

本影響測定では、17 台の植込み型心臓ペースメーカと 18 台の植込み型除細動器を対象

として、ARIB 標準規格の ARIB STD-T106[2]に基づいて構内無線局に分類される 920MHz
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帯パッシブタグシステム用 RFID 機器 15 機種と、ARIB STD-T107[3]に基づいて特定小電

力無線局に分類される 920MHz 帯パッシブタグシステム用 RFID 機器 9 機種を用いて影

響測定を実施した。 

影響測定の結果、構内無線局の分類される 920MHz 帯パッシブタグシステム用 RFID 機

器からの電波は、植込み型心臓ペースメーカに対して最大 10cm の距離でレベル 2 の影響

を与えた。植込み型除細動器に対してはいずれも影響を与えなかった。 

特定小電力無線局に分類される920MHz帯パッシブタグシステム用RFID機器からの電

波は、植込み型心臓ペースメーカに対して最大1cm未満の距離でレベル2の影響を与えた。

植込み型除細動器に対してはいずれも影響を与えなかった。 

4.2. 影響防止のための対策実施状況 

現行指針の内容 4.2.1. 

平成 18 年度調査の影響測定結果において、据置きタイプの高出力型 950MHz 帯パッシ

ブタグシステム用 RFID 機器からの電波により最大 75cm の距離で植込み型心臓ペースメ

ーカに影響が生じたことを踏まえ、平成19年4月、RFID機器向け指針の改訂が行われた。 

具体的には、当該システム用の RFID 機器に限り、離隔距離として 1m を設定するとと

もに、植込み型心臓ペースメーカの装着者への注意喚起として、当該システムであること

を示すステッカ（通称：ハートマーク）を貼付けるよう、内容が追加された[14]。 

なお、上記の指針改訂が適用されたのは、高出力型 950MHz 帯パッシブタグシステムの

据置きタイプの RFID 機器のみであり、その他のハンディタイプ、据置きタイプ、モジュ

ールタイプの RFID 機器に対しては、平成 15 年度及び平成 16 年度の調査結果をもとに策

定されていた、離隔距離を 22cm とする既存の指針内容が引き続き適用されている。また、

ゲートタイプの RFID 機器に関しても、平成 15 年度の調査結果に基づき、離隔距離では

なく、ゲートの通過方法に関する指針が別途示されている。 

一般社団法人日本自動認識システム協会（JAISA）では、平成 16 年より、総務省指針

に基づき、植込み型医療機器の装着者が各タイプの RFID 機器を認識できるよう、RFID

機器の販売・施工・運用・保守を行う専門業者に対して、出荷する機器のタイプ別にステ

ッカの貼付け対応を求めている[15]。さらに、平成 19 年の指針改訂により、据置きタイプ

の高出力型 950MHz 帯パッシブタグシステム用 RFID 機器に関しては、従来のタイプ別の
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JAISA のステッカに加えて、ハートマークが貼付けられることとなった。 

現在の RFID 機器のタイプ別の指針内容及び機器に貼付けられるステッカを以下に示す。 

表４－１ RFID 機器タイプごとの指針内容及び貼付ステッカ 

機器タイプ 指針内容 貼付ステッカ 

（１）ゲートタイ

プ RFID 機器 

ア  植込み型医療機器の装着者は、ゲートタイプ RFID 機器が設置

されている場所及び RFID ステッカが貼付されている場所で

は、立ち止まらずに通路の中央をまっすぐに通過すること。 

イ  植込み型医療機器の装着者は、ゲートタイプ RFID 機器の周囲

に留まらず、また、寄りかかったりしないこと。 

ウ  植込み型医療機器の装着者は、体調に何らかの変化があると感

じた場合は、担当医師に相談すること。 

エ  植込み型医療機器に対するゲートタイプRFID機器の影響を軽

減するため、更なる安全性の検討を関係団体で行っていくこ

と。 

 

（２）据置きタイ

プ RFID 機器（高

出力型 950MHz帯

パッシブタグシス

テムに限る） 

ア  植込み型医療機器の装着者は、据置きタイプ RFID 機器が設置

されている場所及び RFID ステッカが貼付されている場所の

半径１ｍ以内には近づかないこと。 

イ  植込み型医療機器の装着者は、体調に何らかの変化があると感

じた場合は、担当医に相談すること。 

ウ  植込み型医療機器に対する据置きタイプRFID機器の影響を軽

減するため、更なる安全性の検討を関係団体で行っていくこ

と。 

 

 

（３）ハンディタ

イプ、据置きタイ

プ （ 高 出 力 型

950MHz 帯パッシ

ブタグシステムを

除く）及びモジュ

ー ル タ イ プ の

RFID 機器 

ア  ハンディタイプ RFID 機器の操作者は、ハンディタイプ RFID

機器のアンテナ部を植込み型医療機器の装着部位より 22cm 程

度以内に近づけないこと。 

イ  植込み型医療機器の装着者は、装着部位を据置きタイプ及びモ

ジュールタイプの RFID 機器のアンテナ部より 22cm 程度以内

に近づけないこと。 

ウ  植込み型医療機器に対するハンディタイプ、据置きタイプ及び

モジュールタイプの RFID 機器の影響を軽減するため、更なる

安全性の検討を関係団体で行っていくこと。 

 

さらに、植込み型心臓ペースメーカ等の装着者に対しては、医療機関を通じてステッカ

の意味と注意事項が伝達されるとともに、一般社団法人日本不整脈デバイス工業会におい

てもホームページやパンフレット等でステッカ表示を周知し、装着者に対して注意を呼び

かけている[16]。 
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920MHz帯パッシブタグシステム用RFID機器における影響防止のための4.2.2. 

対策実施状況 

950MHz 帯を用いたパッシブタグシステム用の RFID 機器は、平成 30 年 3 月 31 日ま

でに使用周波数を 920MHz 帯に移行することが決定しており、表４－２に示すように周波

数移行促進措置が行われている。 

表４－２ 950MHz 帯の周波数移行促進の状況 

時期 移行促進策 

平成 24 年 8 月 1 日～ 950MHz 帯の RFID 機器の新規技術適合証明取得不可 

平成 25 年 1 月 1 日～ 950MHz 帯の RFID 機器の新規製造不可 

平成 25 年 1 月 1 日～ 950MHz 帯の新規ユーザ免許・登録が不可 

平成 30 年 3 月 31 日 950MHz 帯周波数の使用期限 

 

上記の周波数移行措置により、平成 25 年 1 月 1 日以降に新規製造された RFID 機器で

は 920MHz 帯のみが使用されている。これらの機器に関しては、基本的には一般の据置き

タイプの RFID 機器に対する指針（表４－１（３））が適用される。しかし、据置きタイ

プの 920MHz 帯パッシブタグシステム用 RFID 機器の既出荷品に関しては、本年度の調査

まで影響測定が実施されていなかったことも踏まえ、業界団体である JAISA による安全

サイドに立った自主規制として、高出力型 950MHz 帯パッシブタグシステム用 RFID 機器

への対応に準じ、JAISA のステッカとハートマークを貼付ける対応が取られている。 

参考として、据置きタイプの RFID 機器に対して適用される指針と、現在運用上機器に

貼付けられているステッカを図４－１に示す。 



 

30 
 

 

図４－１ 据置きタイプ RFID 機器の適用指針及び貼付ステッカ 

RFID 機器が植込み型医療機器に影響を与える要因と対策 4.2.3. 

JAISA では、北海道大学と 3 年間に及ぶ共同研究において UHF 帯（950MHz 帯）RFID

リーダライタが植込み型心臓ペースメーカ等へ影響を与える要因について独自に調査を実

施し、その調査結果（要因と対策）を ISO/IEC TR20017[17]に取りまとめ、平成 23 年に発

行している。 

950MHz帯RFIDリーダライタが植込み型心臓ペースメーカ等へ影響を与える要因の一

つは、950MHz 帯 RFID リーダライタが電波を断続的に発射する際に、植込み型医療機器

側の回路にその電波が干渉することで生じる数十～数百 Hz の周波数成分を、植込み型心

臓ペースメーカ等が心臓の細動と誤判断するものと推定される。 

UHF 帯の RFID 機器には免許局と登録局の 2 種類の無線局種があり、そのうち電波を

連続して発射することができる免許局は、植込み型医療機器に干渉しても数十～数百 Hz

の周波数成分を殆ど発生しない。一方、登録局では電波を発射してから一定期間（最大 4

秒）後には、電波を止めることが義務付けられている 3。その断続の周期が数十～数百 Hz

                                                   
3 無線局間の干渉防止のため登録局では、同時に 1 チャネルに 1 台のリーダライタしか使用することが

できない。また、免許局と登録局の共用チャネルに免許局が存在した場合、免許局の電波の発射が優先さ

れ、登録局は電波を発射することができない仕組みになっている。 

H16 H24 H25 H27 H30H18H17 H19

（２）据置きタイプ高出力型
950MHz帯パッシブタグ
システム用RFID機器

（３）据置きタイプ高出力型
920MHz帯パッシブタグ
システム用RFID機器

H28

H18年度調査
（据置きタイプ950MHz帯
パッシブタグ17機種）

H27年度調査
（据置きタイプ920MHz帯
パッシブタグ16機種
ハンディタイプ8機種）

H16年度調査
（据置きタイプ45機種

モジュールタイプ16機種）

①据置き・ハンディ・
モジュールタイプ向け指針
離隔距離:22cm

H30年3月31日
までに移行

920MHz帯使用開始

950MHz帯
使用終了

②据置きタイプ950MHz帯
パッシブタグ向け指針
離隔距離:1m

②据置きタイプ高出力型950MHz帯パッシブタグシステム用
RFID機器向け個別指針追加

①RFID機器に対する指針策定

①据置き・ハンディ・
モジュールタイプ向け指針
離隔距離:22cm

H15年度調査
（ゲートタイプ10 機種

ハンディタイプ21機種）

H15

（1）据置きタイプ
RFID機器（一般）

貼付ステッカ

貼付ステッカ

貼付ステッカ

※ハートマークに関しては、
安全側に沿った措置として
950MHz帯の対応に準じて貼付

適用指針

適用指針

適用指針

※
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に合致する可能性があり、植込み型医療機器に影響を与える要因の一つと考えられる。 

新たな UHF 帯（920MHz 帯）RFID では、表４－３に示すように電波を連続して発射

することができる免許局が使用するチャネル数を増やし、断続的にしか発射することがで

きない登録局が使用するチャネルを減らすことで、数十～数百 Hz の周波数成分の発生頻

度を減少させ、植込み型心臓ペースメーカ等への影響が極力少なくなるような配慮を行っ

ている。 

表４－３ 登録局と免許局へのチャネル割当 

 950MHz 帯 920MHz 帯 

登録局に割当てられた 
チャネル 

9 チャネル 
（内免許局と共用 2 チャネル、 

実質 7 チャネル） 

6 チャネル 
（内免許局と共用 4 チャネル、

実質 2 チャネル） 
免許局に割当てられた 

チャネル 2 チャネル 4 チャネル 

 

4.3. 平成 18 年度の影響測定で影響が発生した機器の使用状況 

高出力型 950MHz 帯パッシブタグシステム用 RFID 機器 4.3.1. 

平成 18 年度調査の測定対象である高出力型 950MHz 帯パッシブタグシステム用 RFID

機器に対しては、前述のとおり 920MHz 帯に周波数移行措置が進められており、大半の機

器が移行を完了している。 

平成 27 年 12 月末時点で、日本国内で高出力型 950MHz 帯パッシブタグシステム用

RFID 機器を使用している無線局の免許人は 15 免許人で、これは、高出力型 950MHz 帯

の免許人数に対して約 2%（約 930 無線局中）となっている。この 15 免許人の内、6 免許

人の使用は、製造メーカ及びシステムインテグレータとしてのユーザ保守用としての無線

局の保有であり、実際に電波を発射して運用している状態ではない。また、8 免許人の使

用は、免許人以外が運用できないように限定されており、作業場所も特定されていること

から、一般の者が不用意にこの RFID 機器からの電波を受けることはないと考えられる。

なお、1 免許人の使用は公共的な屋外での運用であるが、高出力型 950MHz 帯パッシブタ

グシステム用 RFID 機器の使用が分かるように前述の JAISA マーク及びハートマークが

貼付されている。 
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植込み型心臓ペースメーカ等 4.3.2. 

平成 18 年に実施された影響測定で影響が発生した植込み型心臓ペースメーカの台数は

7 台であるが、本年度の影響測定での影響発生距離の最大値の 10cm を超えて影響が発生

した台数は 3 台であった。これら 3 台の植込み型心臓ペースメーカの国内製造販売承認時

期は、それぞれ第Ⅰ期（平成 7 年以前）、第Ⅱ期（平成 8 年から 10 年）、第Ⅳ期（平成 15

年から 18 年）であった。また、本年度の影響測定では影響が発生しなかったが、平成 18

年の測定で影響が発生した植込み型除細動器 1 台の国内製造販売承認時期は、第Ⅲ期（平

成 11 年から 14 年）であった。 

上記 3 台の植込み型心臓ペースメーカの現在（平成 28 年 2 月時点）の日本国内での使

用台数は、第Ⅰ期（平成 7 年以前）の機器が 2,565 台（使用中止を確認出来ない患者数を

含む）、第Ⅱ期（平成 8 年から 10 年）の機器が 31 台、第Ⅳ期（平成 15 年から 18 年）の

機器が 267 台（使用中止を確認出来ない患者数を含む）となっている。同様に、上記 1 台

の植込み型除細動器の現在（平成 28 年 2 月時点）の日本国内での使用台数は 875 台（使

用中止を確認出来ない患者数を含む）となっている。 

4.4. まとめ 

本年度の影響測定において、920MHz 帯パッシブタグシステム用 RFID 機器からの電波

による植込み型心臓ペースメーカ等に対する最大影響発生距離は、構内無線局（ARIB 

STD-T106 送信出力 1W 以下）を含めすべて 10cm 以内であり、平成 18 年度調査の高出

力型 950MHz帯パッシブタグシステム用RFID機器（ARIB STD-T89 送信出力 1W以下）

での影響測定結果と比較して、影響発生距離が大きく減少していることが確認された。 

また、現在高出力型 950MHz 帯パッシブタグシステム用 RFID 機器以外の据置きタイプ

の RFID 機器に対して適用されている現行指針の離隔距離 22cm に照らしても、安全マー

ジンを考慮した上でも指針の要求を十分満たしているといえる。 

高出力型 950MHz 帯パッシブタグシステム用 RFID 機器に関しては、平成 30 年 3 月 31

日に向けた周波数移行措置が着実に進められており、残る機器の利用者においても利用状

況が把握された上で移行に向けた準備が進められている。平成 18 年度調査で影響が発生

した植込み型心臓ペースメーカに関しても、バッテリー切れに伴う交換等により当該機器

を利用する患者数は少なくなっていると推計されるが、患者の安全を重視し、周波数移行

期限まで、既存の指針に従った影響防止のための対策が確実に実施されることが望まれる。  
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参考：人体ファントム内の電磁界強度分布の数値シミュレーション 

1. 概要 

平成 27 年度 総務省「電波の医療機器等への影響に関する調査」（以下、本調査測定と

記す。）で使用する人体ファントムの近傍に電波発射源（アンテナ）を配置した場合につい

て、人体ファントム内の電磁界強度分布を数値シミュレーションにより確認した。評価周

波数は、本調査の対象機器である 920MHz 帯パッシブタグシステム用 RFID 機器で使用す

る周波数とした。 

2. 数値シミュレーション 

半波長ダイポールアンテナを人体ファントムの近傍に配置し、電波を発射した時の電界

及び磁界の分布特性を FDTD 法（Finite-difference time-domain method）を用いて、数

値シミュレーションにより評価した。 

2.1. 数値シミュレーション条件 

2.1.1. ファントムモデル 

（１） ファントムの形状 

人体ファントムは、本調査で使用した人体ファントムをモデル化する。なお、人体ファ

ントムの容器や支持台等の内部構造のモデル化は行わない。以降では、この人体ファント

ムモデルを均質ファントムと表記する。図 参２－１に均質ファントムの形状と寸法を示す。 

 
図 参２－１ 均質ファントムの形状と寸法 

横

奥行

縦0.18重量%
の塩水

360mm 

30mm 
340mm 
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（２） 均質ファントムの媒質 

均質ファントムの媒質は、0.18 重量%の塩水とし、電気定数は評価周波数ごとに図 参

２－２に示す値[17]を用いる。 

 

図 参２－２ 塩水の電気定数 

2.1.2. アンテナモデルと評価周波数、アンテナ入力電力 

電波発射源アンテナは、評価周波数に同調する半波長ダイポールアンテナをモデル化し

た。アンテナの材質はアルミニウムとした。評価周波数は、919.2MHz とした。また、ア

ンテナへの入力電力は各周波数で 1W とし、反射による損失等の補正は行わないこととし

た。 

2.1.3. アンテナ配置 

半波長ダイポールアンテナは、エレメントが均質ファントム表面と平行になるように配

置した。アンテナと均質ファントム間の離隔距離 d は 50mm として評価を行った。アンテ

ナ配置を図 参２－３に示す。 
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図 参２－３ シミュレーションにおけるアンテナ配置条件 

2.1.4. 解析条件 

数値シミュレーションの解析領域は、解析対象から吸収境界までの距離（ガードセル）

を評価周波数の 5 波長分程度確保し、空間分解能は 10mm 以下とした。解析条件を表 参

２－１に、解析領域のイメージを図 参２－４に示す。 

表 参２－１ 解析条件 

項 目 条  件 

解析領域 解析対象から吸収境界面までの距離（ガードセル）は
解析周波数の 5 波長分程度確保 

空間分解能 10mm 以下 

解析手法 FDTD 法 

 

 
図 参２－４ 解析領域のイメージ 

半波長ダイポールアンテナ 

均質ファントム 

エレメント 

d 
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2.2. シミュレーション結果 

2.2.1. 評価領域 

解析条件で設定した解析領域において、評価アンテナのアンテナ給電点の正面の z 軸方

向を評価軸とした。また、評価アンテナの偏波を 90 度回転させた場合についても同様に

評価した。評価軸のイメージを図 参２－５に示す。 

 

図 参２－５ 評価軸のイメージ 

2.2.2. 均質ファントム内の z 軸方向の電磁界強度分布 

評価領域内、アンテナ前面の評価軸の z 軸方向での電磁界強度分布の例を図 参２－６に

示す。 

 

(a) 電界     (b)磁界 

図 参２－６ 919.2 MHz での電磁界強度分布 
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第2編 電波の着用型自動除細動器への影響追加測定 

第1章 影響測定の追加実施 

着用型自動除細動器の携帯電話端末からの電波の影響測定は、平成 26 年度の「電波の

医療機器等への影響に関する調査」において実施された[1]。しかし、調査終了後に装置を

提供した製造販売業者より、影響測定実施のために提供した装置動作用固定治具を用いず

に、International Electrotechnical Commission（IEC）の EMC 試験（放射イミュニテ

ィ試験）での配置状態を参考にした装置配置での影響測定の実施が提案された。 

固定治具の使用の有無や装置の配置状態の違いによる電波の影響状況を実際の患者装着

時と比較することはできないが、当該装置の不具合は患者の生命や健康に重大な影響を与

えるおそれがあること、また、本装置に対する近傍の携帯電話端末からの電波の影響測定

の試験方法は確立していないこと等、様々な試験方法での影響発生状況を確認するために、

追加測定として本年度も影響測定を実施した。なお、電波発射源の無線アクセス方式は、

前回の影響測定と同じく W-CDMA 方式（Third Generation Partnership Project（3GPP）

発行の技術標準規格 Release99)とし、周波数帯も 800MHz 帯、1.5GHz 帯、1.7GHz 帯及

び 2GHz 帯の 4 周波数と同じ周波数とした。 

 

第2章 追加測定の実施方法 

電波が着用型自動除細動器に及ぼす影響の調査方法は、平成 26 年度の「電波の医療機

器等への影響に関する調査」における方法と同様とし、以下に記す通り実施した。 

 

2.1. 調査対象の医療機器について 

調査医療機器の分類と基本情報 2.1.1. 

調査対象の着用型自動除細動器は、厚生労働省通知（平成 16 年 7 月 20 日付け薬食発薬

食発第 0720022 号[2]及び平成 25 年 5 月 10 日付け薬食発 0510 第 8 号[3]）により定められ

た電子・電気部品によって構成される「能動型医療機器」で「生命にかかわる医療機器」

の内、「高度管理医療機器」に分類されている。これは、国際的な基準に基づくリスクに応
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じた医療機器のクラス分類がクラスⅢに該当する医療機器であり、不具合が生じた場合に

は使用者への影響が高い機器である。厚生労働省通知に基づく医療機器の分類を表２－１

に示す。調査を行った着用型自動除細動器の一般名称、医療機器の説明、クラス分類、普

及状況及び患者によるコントロールの可否を表２－２に示す。 

 

表２－１ 医療機器の分類 

クラス分類 医薬品医療機器等法分類 
クラスⅣ※ 
患者への侵襲性が高く、不具合

が生じた場合、生命の危険に直

結する恐れがあるもの 

高度管理医療機器 
医療機器であって、副作用又は機能の障害が生じた場合（適正な使

用目的に従い適正に使用された場合に限る。）において人の生命及び

健康に重大な影響を与えるおそれがあることからその適切な管理が

必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を

聴いて指定するもの 
クラスⅢ 
不具合が生じた場合、人体への

リスクが比較的高いと考えら

れるもの 
クラスⅡ 
不具合が生じた場合でも、人体

へのリスクが比較的低いと考

えられるもの 

管理医療機器 
高度管理医療機器以外の医療機器であって、副作用又は機能の障害

が生じた場合（適正な使用目的に従い適正に使用された場合に限

る。）において人の生命及び健康に影響を与えるおそれがあることか

らその適切な管理が必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品

衛生審議会の意見を聴いて指定するもの 
クラスⅠ 
不具合が生じた場合でも、人体

へのリスクが極めて低いと考

えられるもの 

一般医療機器 
高度管理医療機器及び管理医療機器以外の医療機器であって、副作

用又は機能の障害が生じた場合（適正な使用目的に従い適正に使用

された場合に限る。）においても、人の生命及び健康に影響を与える

おそれがほとんどないものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生

審議会の意見を聴いて指定するもの 
※クラス分類ルールにおいて全ての能動型植込み型医療機器はクラスⅣに分類される。 

 

表２－２ 着用型自動除細動器の基本情報 

一般的名称 
（本報告書で用いる名称） 医療機器の説明 クラス 

分類 

普及状況 
患者によるコ
ントロール 保険 

適用年 

国内 
患者数 
（人） 

人体に装着等
する医療機器 

着用型 
自動除細動器 

体表に接触させた電極により心電
図を常時監視し、心室頻拍又は心室
細動が検出された場合に自動で体
表の除細動電極から心筋に除細動
パルスを供給する。 

Ⅲ 2014 約 125 
（累計） 

可（取り外し
可、誤検出に対
して電気ショ
ックのキャン
セル可） 
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調査医療機器の構成と動作状態 2.1.2. 

着用型自動除細動器は、患者の心電図解析等を行う制御装置、除細動電極、心電位検知

電極及び患者に不整脈検出を知らせるバイブレーションボックスで構成されている。 

着用型自動除細動器の動作状態は、患者が使用する状態を模擬するために、擬似心電位

発生器（フルークバイオメディカル社 ペーシング機能付除細動器テスタ Impulse 

7000DP）により、正常な心電位（60bpm）を模擬した心電位信号を注入した状態と、細

動を模擬した心電位信号を注入した状態の 2 通りとした。また、制御装置は心電位波形を

表示する機能を有効として心電位波形を表示した状態とした。なお、この心電位波形の表

示は、医療従事者が使用する操作モードでのみ設定可能な機能であり、通常患者が使用す

る状態では設定できない。 

擬似心電位信号は、ECG（心電図）信号分電器、心電用ディスポーザル電極を介し、除

細動電極、心電位検知電極の各電極に注入した。なお、この影響測定実施時には着用型自

動除細動器の担当技術者が立会い、配置状態や動作設定等の確認を行っている。 

 

 

 

図２－１ 着用型自動除細動器の構成 

 

擬似心電位
信号発生器

ECG信号
分電器

除細動電極

心電位
検知電極

バイブレーション
ボックス

制御装置

電波暗室外に設置

心電用
ディスポーザブル電極線
各電極に接続

(Impulse 7000DP)
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調査対象医療機器の設置構成 2.1.3. 

平成 26 年度に行われた調査では、製造販売事業者が提供した動作確認用固定治具を使

用して影響測定が行われたが、本影響測定では、心電位検知電極や制御装置等の各構成品

の配置状態は、IEC 60601-1-2:2007（第 3 版）[4]に示される放射イミュニティ試験のため

のケーブル配置の例を参考にして発砲スチロール製の台上に配置した。また、着用型自動

除細動器の各電極が密集した状況の方が、影響発生距離が大きくなる傾向が見られたこと

から、各電極の配置は着用型自動除細動器を患者に装着可能な範囲で最も密に配置した状

態とした。ただし、着用型自動除細動器は、患者に対して 3 次元的に装着されるものであ

るが、IEC の放射イミュニティ試験や本影響測定ではこれらを平面上に展開して配置して

いることから、患者への装着時とは完全には同じ状態とはなっていない。 

本影響測定での着用型自動除細動器の配置状態を図２－２(a)に示す。また、参考として、

平成 26 年度調査での固定治具を使用した配置状態を図２－２(b)に示す。 

 

 
図２－２ 着用型自動除細動器の配置状況 

 

着用型自動除細動器は、高さ約 80cm の発砲スチロール製の台上に設置した。擬似心電

位信号を注入するための ECG 信号分電器は着用型自動除細動器の直下に設置し、着用型

自動除細動器の各電極に心電用ディスポーザブル電極（粘着導電性ジェル付）を介し接続

した。擬似心電位信号発生器は、電波発射源から遠ざけるために電波暗室に離接した計測

室内に設置した。追加測定での着用型自動除細動器の設置状況を図２－３に示す。 

除細動電極(背中側用) 

除細動電極(腹側用) 

8 cm 20 cm 

29 cm 

9 cm 

除細動電極(3 個)を固定 

11 cm 

(a) 追加測定での固定治具を用いない配置状態 (b) 固定治具を用いた配置状態 

制御装置 
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図２－３ 着用型自動除細動器の影響測定時の設置概要図 

 

2.2. 調査対象の電波発射源について 

電波発射源の無線アクセス方式 2.2.1. 

影響測定を行った電波の無線アクセス方式は、第 3 世代移動通信方式の分類の中で、空

中線電力の最大値が 250mW の W-CDMA 方式とした。電波の周波数帯は日本国内で用い

られている 800MHz 帯、1.5GHz 帯、1.7GHz 帯及び 2GHz 帯の 4 周波数とした。影響測

定での電波の主な諸元を表２－３に示す。 

電波の調査医療機器への照射は、端末実機からの電波と同様の信号を発生可能なデジタ

ル変調信号発生器 （アンリツ社製 MG3710A）、高周波電力増幅器（R&K 社製

A0825-4343-R）、アンテナへの入力電力モニタ用の方向性結合器（メカエレクトロニクス

社製 722N-20-1-650W）、入力電力モニタ用パワーメータ（アンリツ社製 ML2488B）、電

波発射源となる各周波数に適応した半波長ダイポールアンテナ等を用いて模擬システムを

構成し、電波の方式の規格で規定された電力を半波長ダイポールアンテナに給電する方法

電波暗室外に設置

ECG信号
分電器

着用型
自動除細動器

心電用

ディスポー
ザブル
電極線

作業台
（発砲スチロール製）

IECのEMC試験を参考にした配置

上面図

側面図

80cm

擬似心電位
信号発生器
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と端末実機を用いる方法の 2 種類とした。模擬システムに用いた半波長ダイポールアンテ

ナの基本諸元を表２－４に示す。 

端末実機から電波を発射する場合には、擬似基地局を用いて送信出力や送信周波数等の

制御を行った。なお、対象の無線アクセス方式に対応した端末実機は、全て電波産業会

（ARIB: Association of Radio Industries and Businesses）標準規格（ARIB STD-T63）

に準拠しており、端末から発射される電波の特性は性能差がないと考えられる。そこで、

端末実機を用いる影響測定では、調査実施時に市販されている機種の中から、送信周波数

帯に対応した機種を選出している。 

 

表２－３ 影響測定での電波の主な諸元 

項 目 諸 元 

ARIB 標準規格名 ARIB STD-T63 
IMT-2000 DS-CDMA and TDD-CDMA System 

方式名 W-CDMA 
送信周波数帯域 800MHz 帯, 1.5GHz 帯, 1.7GHz 帯, 2GHz 帯 
アクセス方式 
デュープレクス 

CDMA 
FDD 

キャリア占有帯域幅 5MHz 

変調方式 1 次変調： QPSK 
2 次変調： 直接拡散 

最大空中線電力 250 mW 
 

表２－４ 模擬システムに用いた半波長ダイポールアンテナの基本諸元 

名 称 製造メーカ 
型名 

周波数範囲 
（MHz） 

利得 
（公称） VSWR コネクタ種別 

インピーダンス 
800MHz 帯 
ダイポール 

アンリツ 
MA5612A1 800 ~ 880 2dBi 2.0 以下 SMA-J 

50Ω 
1.5GHz 帯 
ダイポール 

アンリツ 
MA5612A3 1400 ~ 1550 2dBi 2.0 以下 SMA-J 

50Ω 
1.7GHz 帯 
ダイポール 

アンリツ
MA5612B2 1700 ~ 1950 2dBi 2.0 以下 SMA-J 

50Ω 
2GHz 帯 

ダイポール 
アンリツ

MA5612B3 1950 ~ 2250 2dBi 2.0 以下 SMA-J 
50Ω 

 

影響測定に用いた各周波数帯の半波長ダイポールアンテナを図２－４に示す。 
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(a) 800MHz 帯用ダイポール (b)  1.5GHz 帯用ダイポール 

  

  

(c)  1.7GHz 帯用ダイポール (d)  2GHz 帯用ダイポール 

図２－４ 影響測定に用いた模擬システムの半波長ダイポールアンテナ 

 

本報告書での電波発射源別の呼称と各周波数帯での具体的な測定周波数を表２－５に記

す。電波発射源が模擬システムの場合の呼称は「半波長ダイポールアンテナ」とし、スマ

ートフォンを含む携帯電話端末実機の場合は「端末実機」と称している。 

表２－５ 電波発射源の呼称と周波数 

電波発射源 
の種別 

ベクトル信号発生器等 
で構成する模擬システム 

スマートフォンを含む 
携帯電話端末実機 

呼 称 半波長ダイポールアンテナ 端末実機 

周波数帯 
（測定周波数） 

800MHz 帯（837.5MHz） 
1.5GHz 帯（1435.4MHz） 
1.7GHz 帯（1782.4MHz） 
2GHz 帯（1957.4MHz） 
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電波発射源の構成 2.2.2. 

電波発射源が半波長ダイポールアンテナの模擬システムと、端末実機を用いた影響測定

での装置構成をそれぞれ図２－５に示す。 

模擬システムでは、高周波増幅器と半波長ダイポールアンテナ間に方向性結合器等を接

続し、アンテナへの入力電力を確認して、規定の電力に調整している。また、端末実機か

ら発射する電波は、擬似基地局との通信によって送信出力電力や送信周波数等の制御を行

い、規定の電波となるように調整している。 

 

 
(a) 半波長ダイポールアンテナが電波発射源の模擬システムの構成 

 
（擬似基地局に接続したアンテナは測定に影響を与えないように医療機器から離して設置） 

(b) 端末実機が電波発射源の場合の構成 

図２－５ 電波発射源の構成概要 
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照射する電波の発射状態 2.2.3. 

医療機器の制御回路は呼吸や心拍等の生体リズムに合わせて構成されていることが多い

ことから、このリズムと同様の周期約 1 秒で電波が断続した状態で医療機器に電波が照射

された時に影響が発生しやすいとされている[5]。そこで本影響測定でも電波の発射状態は、

模擬システム及び端末実機の測定共に図２－６のように電波を断続している状態としてい

る。 

 

 

図２－６ 電波の発射状態 

 

2.3. 測定の実施方法 

影響測定の実施場所 2.3.1. 

影響測定は、床面金属の電波暗室内に必要な機器類を配置して実施した。ただし、擬似

心電位発生器は、電波の影響を排除するため、電波暗室の外に配置した。調査対象の着用

型自動除細動器は、床面から高さが約 80cm の発泡スチロール製の作業台上に設置した。

測定実施状況の概要を図２－７に示す。 
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図２－７ 電波の影響測定実施状況概要 

 

影響測定の実施手順 2.3.2. 

影響測定は模擬システムの半波長ダイポールアンテナを電波発射源としたスクリーニン

グ測定と、端末実機から電波を発射させる測定の 2 段階で実施した。 

スクリーニング測定で影響が発生した各箇所に対しては、電波発射源の出力電力が小さ

い状況での影響を確認するため、半波長ダイポールアンテナへの入力電力を 250 mW から

10mW に低減した状態での影響測定も実施した。 

(1) 半波長ダイポールアンテナを電波発射源とした模擬システムでの影響測定は、半波長

ダイポールアンテナが端末実機よりも電波の放射効率が高く、端末実機を用いた影響

測定よりも厳しい条件（影響評価としては安全側となる）となることから、影響発生

のスクリーニング測定として実施する。 

(2) 端末実機による影響測定は、模擬システムによるスクリーニング測定で影響が発生し

た周波数とし、実際の端末から発射される電波が医療機器に与える影響を得るために

実施する。 

 

 

擬似心電位
信号発生器

ECG信号
分電器

心電用

ディスポー
ザブル
電極線

作業台
（発砲スチロール製）

側面図

半波長
ダイポール
アンテナ

信号発生器

及び高周波電力増幅
器等で構成する
模擬システムへ

位置やアンテナ偏
波を変化させて影
響が発生する最大
距離を取得する

同軸ケーブル

電波暗室外に設置
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実施手順を以下に記す。 

【医療機器の動作設定】 

① 着用型自動除細動器を擬似心電位を用いた動作状態とする。 

② 感度レベルなどを設定可能な場合には、患者に使用する状態で設定可能な範囲で最

も高感度な状態とする。 

③ 警告や動作状況を知らせる音量を設定可能な医療機器は最大の設定とする。 

 

【模擬システムによるスクリーニング測定】 

④ 規定の電波を模擬システムの半波長ダイポールアンテナから放射する。 

⑤ 半波長ダイポールアンテナを医療機器表面（接続している装置や接続線及び患者用

の遠隔操作装置を含む）から1cm未満の距離まで接近させた状態で、偏波方向を変

えながら隈無く移動させる。なお、医療機器の凹み部分や機器間等を接続するリー

ド部についても接近させる。 

⑥ 影響が発生した時には影響が発生した場所と具体的な事象を記録する。 

⑦ 可逆的な影響が発生した各場所では、偏波方向を変えながら半波長ダイポールアン

テナと医療機器との距離を離していき、影響の発生が無くなる距離を計測する。な

お、影響状況が途中で変化した場合には、その時の距離と事象を記録する。影響発

生距離の計測は再現性を確認しながら5回以上行い、距離を確定する。 

⑧ 不可逆的な影響が発生した各場所では、影響が発生しない距離から半波長ダイポー

ルアンテナの偏波方向を変えながら医療機器に近づけていき、影響が発生し始めた

時の距離と影響の事象を記録する。なお、影響発生距離の計測は再現性を確認しな

がら5回以上行い、距離を確定する。 

⑨ 影響事象の種類ごとに影響が発生した距離が最も大きな距離を記録する。 

 

【出力電力を小さくした状態の影響測定】 

⑩ 半波長ダイポールアンテナの入力電力を250mWから10mWに低減して、影響が発生

した各場所に対して、影響が発生しない距離から偏波方向を変えながら医療機器表

面から1cm未満の距離まで徐々に近づけていき、影響が発生し始めた時の距離と影

響の事象を記録する。なお、影響の事象内容が途中で変化した場合には、その時の

距離と事象を記録する。 
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【端末実機による影響測定】 

⑪ 電波発射源を端末実機に替えて規定の250mWの出力電力で電波を放射する。 

⑫ 端末実機をスクリーニング測定で影響が発生した各場所から1cm未満の距離まで接

近させ、端末の方向を変えながら医療機器の影響の有無や事象を記録する。 

⑬ 上記⑦及び⑧の方法に従って、端末実機を電波発射源とした時の影響発生距離の計

測を行う。 

⑭ 端末実機を電波発射源とした時の影響状況と影響が発生した距離が最も大きな距離

を記録する。 

 

【影響のカテゴリー分類】 

⑮ 影響測定で確認した各影響事象は、医療従事者が影響のカテゴリー分類を行う。 

 

影響のカテゴリー分類 2.3.3. 

過去の電波の医療機器への影響に関する調査では、発生した影響状態を「医療機器の物

理的な障害状態」と「診療や治療に対する障害状態」の観点から評価し、それらを関連付

けて影響のカテゴリー分類が行われている。このカテゴリー分類は、平成7年度から平成8

年度にかけて不要電波問題対策協議会（現：電波環境協議会）が実施した「携帯電話端末

等の使用に関する調査」[6]で検討及び公表され、その後、平成13年度に総務省が実施した

「電波の医用機器等への影響に関する調査」[5]において見直しが行われ、表２－６から表

２－９に示すカテゴリー分類が公表された。 

本影響測定での医療機器は人体に装着して使用する機器であることから、平成13年度の

総務省調査で作成されたカテゴリー分類（表２－６から表２－９）に従って影響を分類す

ることとした。 
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表２－６ 電波の医療機器への影響のカテゴリー分類 

カテゴリー 医療機器の障害状態 

10 医用機器の障害が不可逆的で、修理が必要となり機器を交換しないと破

局的状態となる障害。 

9 医用機器の障害が不可逆的で、機器を操作しないと破局的状態となる障

害。 

8 
医用機器の障害が可逆的で、破局的状態に陥る可能性がある障害。また

は医用機器の障害が不可逆的で、修理が必要となり機器を交換しないと

致命的状態となる障害。 

7 医用機器の障害が不可逆的で、機器を操作しないと致命的状態となる障

害。 

6 
医用機器の障害が可逆的で、致命的状態に陥る可能性がある障害。また

は医用機器の障害が不可逆的で、修理が必要となり機器を交換しないと

病態悪化状態となる障害。 

5 
医用機器の障害が不可逆的で、機器を操作しないと病態悪化状態となる

障害、または修理が必要となり機器を交換しないと誤診療状態となる障

害。 

4 
医用機器の障害が可逆的で、病態悪化状態となる障害。または医用機器

の障害が不可逆的で、機器を操作しないと誤診療状態となる障害、もし

くは修理が必要となり機器を交換しないと診療擾乱状態となる障害。 

3 医用機器の障害が可逆的で、誤診療状態となる障害。または医用機器の

障害が不可逆的で、診療擾乱状態となる障害。 

2 医用機器の障害が可逆的で、診療擾乱状態となる障害。 

1 携帯電話機等が何らの障害も医用機器に与えない状態。 

影響のカテゴリーは、「医療機器の物理的な障害状態」と「診療や治療に対する障害状態」

を関連付けて10段階に分類されている。なお、「医療機器の物理的な障害状態」は表２－

７のように「可逆的状態」と「不可逆的状態」の2種類に分類される。また、医療機器の

影響による「診療や治療に対する障害状態」は、表２－８に記すように5種類に分類され

ている。 

表２－７ 医療機器の物理的な障害状態の分類 

影響の分類 障害の状態 

可逆的状態 
医療機器における何らかの障害が、その原因となる携帯電話を離せば

（あるいは医療機器を遠ざければ）、医療機器が正常状態に復帰する

状態。 

不可逆的状態 

医療機器における何らかの障害が、その原因となる携帯電話を離して

も（あるいは医療機器を遠ざけても）、その障害が消失せず、何らか

の人的操作あるいは技術的手段を施さなければ、正常動作状態に復帰

し得ない状態。 
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表２－８ 診療や治療に対する障害状態の分類 

診療障害の分類 診療障害の状態 

診療擾乱状態 医療機器本来の診療目的は維持されているが、診療が円滑に行えな

い状態（微小な雑音混入や基線の動揺、不快音の発生、文字ブレ等）。 

誤診療状態 

医療機器の誤動作状態が誤診を招いたり、誤治療が遂行されている

状態。適正な診療状態ではないが、患者に致命的障害を及ぼさない

状態（無視できない雑音混入や基線の動揺、表示値の異常、アラー

ムの発生による停止等）。 

病態悪化状態 
医療機器の誤動作状態により、誤治療が遂行されている状態。すぐ

に対応しないと病態が悪化する可能性がある状態（設定値の大きな

変化、生命維持管理装置の停止、アラームの発生がない停止等）。 

致命的状態 医療機器の誤動作状態により、誤治療が遂行されている状態。すぐ

に対応しないと致命的になる状態。 

破局的状態 医療機器の破壊等によって動作不能状態となって、患者が死亡した

り周囲のスタッフが重篤な障害となる状態。 
 

本影響測定で医療機器に発生した影響のカテゴリー分類は、過去に行われた医療機器に

対する電波の影響調査と同様に、上述した「医療機器の物理的な障害状態」と「診療と治

療に対する障害状態」を組合せた表２－９に従い医療従事者が実施した。 

 

表２－９ 障害状態の組合せとカテゴリーの分類表 
機器障害の 
物理的状態 
 

 
診療障害の 
状態 

正常 可逆的 

不可逆的 
正常復帰に

は機器の 
操作が必要 

正常復帰に

は機器の 
修理が必要 

障害無し（正常） 1 ― ― ― 

診療擾乱状態 ― 2 3 4 

誤診療状態 ― 3 4 5 

病態悪化状態 ― 4 5 6 

致命的状態 ― 6 7 8 

破局的状態 ― 8 9 10 
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第3章 追加測定による電波の影響測定結果 

3.1. 調査医療機器に発生した影響事象 

IEC の EMC 試験（放射イミュニティ試験）での配置状態を参考にした装置配置での影

響測定の結果、着用型自動除細動器には 4 種類の影響事象の発生が確認された。これら 4

種類の影響事象は、固定治具を使用した平成 26 年度の影響測定で確認された影響事象と

同様であった。発生した影響事象の詳細を以下に記す。影響状態の評価及び影響のカテゴ

リー分類は、2.3.3 の表２－６から表２－９に従っている。 

（１）影響事象１（検知波形の乱れ） 

正常な擬似心電位信号（レート：60bpm）を注入した状態で、制御装置に表示される心

電位波形に乱れが発生する。この心電位波形の乱れは制御装置の液晶表示の 1 ドット以上

の乱れであり、表２－８に示す診療や治療に対する障害状態の分類のうち、「診療擾乱状態」

の診療障害の状態に記載されている、「医療機器本来の診療目的は維持されているが、診療

が円滑に行えない状態（微小な雑音混入や基線の動揺、不快音の発生、文字ブレ等）。」に

該当する。 

この影響は、電波の発射を停止するか電波発射源を影響発生距離よりも遠ざけることで

無くなる可逆的な事象である。影響の分類はカテゴリー2 となる。 

なお、電波を照射する箇所によっては、電波発射源をさらに接近させると、以降に記す

影響事象 4 が発生した。なお、この影響事象 1 は、医療従事者が使用する操作モードでの

み確認することが可能で、通常使用状態の患者には確認することはできない。 

 

（２）影響事象２（心電位検知機能の一時的喪失） 

正常な擬似心電位信号（レート：60bpm）を注入した状態で、心電位信号を検知する機

能が電波を受けている間喪失する。制御装置に心電位波形が表示されず、基線のみが表示

される影響事象である。この影響は電波の発射を停止するか電波発射源を影響発生距離よ

りも遠ざけることで検知機能が自動復旧したことから可逆的事象である。なお、影響原因

の電波発射源を除いた後でも復旧するまでにある程度の時間（長い時は数十秒程度）が必

要となる場合がある。この影響の分類はカテゴリー3となる。なお、この影響事象2は、医

療従事者が使用する操作モードでのみ確認することが可能で、通常使用状態の患者には確

認することはできない。 
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（３）影響事象３（細動・頻拍の誤検知） 

正常な擬似心電位信号（レート：60bpm）を注入した状態で、細動または頻拍を誤検知

し、除細動ショック開始前の警告音が発生する。制御装置の操作ボタンにより警報と除細

動ショックの停止は可能である。電波の発射を停止するか電波発射源を影響発生距離より

も遠ざけることで誤検知は解消することから可逆的な影響事象である。この影響の分類は

カテゴリー4(6)となる。 

 

（４）影響事象４（細動・頻拍検知機能の一時的喪失） 

擬似細動信号を注入した状態で、細動または頻拍信号を検知する機能が電波を受けてい

る間喪失する。電波の発射を停止するか電波発射源を影響発生距離よりも遠ざけることで

細動・頻拍検知機能は回復することから可逆的な事象である。この影響の分類はカテゴリ

ー4(6)となる。 

 

影響事象3と影響事象4は可逆的な影響の発生であるが、誤動作状態によって誤治療が遂

行されている状態となり、直ちに患者に対応しないと病態が悪化する可能性がある状態（病

態悪化状態）である。従って影響の分類はカテゴリー4となる影響である。ただし、着用

型自動除細動器は高度管理医療機器であり、患者の状況によっては直ちに対応しないと患

者の生命や健康に致命的な影響（致命的状態）を与えるおそれ（カテゴリー6の影響）が

あることから、カテゴリーの表記は4のみだけでなく(6)も合わせて記している。 
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3.2. 調査医療機器に発生した影響の距離 

IECのEMC試験（放射イミュニティ試験）での配置状態を参考にした装置配置での電波

による影響発生距離を以下の表３－１に示す。参考として、固定治具を用いた平成26年度

調査での影響発生距離を表３－２に示す。 

影響事象1（検知波形の乱れ）は、端末実機からの電波の周波数が1.5GHz帯の時に影響

発生距離が最大の89cmとなった。固定治具を用いた時も同様に電波の周波数が1.5GHz帯

の時に影響発生距離が最大の86cmとなっている。なお、前項でも述べたように、この影響

事象1は制御装置の液晶表示の1ドット以上の乱れを影響の発生としている。 

影響事象2（心電位検知機能の一時的喪失）は、端末実機からの電波の周波数が1.5GHz

帯の時に影響発生距離が最大となり、影響発生距離の最大は14cmとなった。固定治具を用

いた場合でも同様に電波の周波数が1.5GHz帯の時に影響が発生する距離が最大となり、影

響発生距離の最大値は20cmであった。 

影響事象3（細動・頻拍の誤検知）は、端末実機からの電波の周波数が1.5GHz帯の時に

影響発生距離が最大となり、影響発生距離の最大値は14cmとなった。固定治具を用いた場

合でも同様に電波の周波数が1.5GHz帯の時に影響が発生する距離が最大となり、影響発生

距離の最大値は5cmであった。なお、端末実機からの電波の周波数が800MHz帯、1.7GHz

帯及び2GHz帯では、影響事象3の影響は発生しなかった。 

影響事象４（細動・頻拍検知機能の一時的喪失）は、端末実機からの電波の周波数が

1.5GHz帯の時に影響発生距離が最大となり、影響発生距離の最大値は23cmとなった。固

定治具を用いた場合でも同様に電波の周波数が1.5GHz帯の時に影響が発生する距離が最

大となり、影響発生距離の最大値は38cmであった。 
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表３－１ IECのEMC試験（放射イミュニティ試験）の配置状況を参考にした 

追加測定での影響発生状況 

発生した影響事象 可逆／ 
不可逆 

カテ 
ゴリー 周波数帯 

影響発生距離(cm) 

端末 
実機 

模擬システム 
250mW 10mW 

影響事象1*1 
検知波形の乱れ 可逆 2 

800MHz 31 58 7 
1.5GHz 89 188 27 
1.7GHz 30 80 13 
2GHz 22 62 9 

影響事象2*1 
心電位検知機能の一
時的*2喪失 

可逆 3 

800MHz 4 12 影響なし 
1.5GHz 14 32 <1 
1.7GHz 1 4 影響なし 
2GHz 1 4 影響なし 

影響事象3 
細動・頻拍の誤検知 可逆 4(6) 

800MHz 影響なし <1 影響なし 
1.5GHz 14 34 影響なし 
1.7GHz 影響なし 4 影響なし 
2GHz 影響なし 4 影響なし 

影響事象4 
細動・頻拍検知機能の
一時的*2喪失 

可逆 4(6) 

800MHz 6 18 影響なし 
1.5GHz 23 50 1 
1.7GHz 7 17 影響なし 
2GHz 3 16 影響なし 

備考： 
*1 医療従事者が使用する操作モードでのみ観測でき、患者の通常使用状態では確認できない。 
*2 電波を受けている間は機能を喪失している。 
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表３－２ 固定治具を用いた測定系での影響発生状況 

発生した影響事象 可逆／ 
不可逆 

カテ 
ゴリー 周波数帯 

影響発生距離(cm) 

端末 
実機 

模擬システム 
250mW 10mW 

影響事象1*1 
検知波形の乱れ 可逆 2 

800MHz 38 65 7 
1.5GHz 86 184 21 
1.7GHz 30 88 13 
2GHz 18 64 7 

影響事象2*1 
心電位検知機能の一
時的*2喪失 

可逆 3 

800MHz 6 18 影響なし 
1.5GHz 20 31 影響なし 
1.7GHz <1 2 影響なし 
2GHz <1 4 影響なし 

影響事象3 
細動・頻拍の誤検知 可逆 4(6) 

800MHz 影響なし 3 影響なし 
1.5GHz 5 27 影響なし 
1.7GHz － － － 
2GHz 影響なし 2 影響なし 

影響事象4 
細動・頻拍検知機能の
一時的*2喪失 

可逆 4(6) 

800MHz 11 31 影響なし 
1.5GHz 38 60 1 
1.7GHz 9 39 1 
2GHz 1 20 影響なし 

備考： 
*1 医療従事者が使用する操作モードでのみ観測でき、患者の通常使用状態では確認できない。 
*2 電波を受けている間は機能を喪失している。 

 

  



 

57 
 

3.3. 着用型自動除細動器の測定系と影響発生距離の考察 

本影響測定では、IEC の EMC 試験（放射イミュニティ試験）を参考として配置した状

態で実施している。また、着用型自動除細動器の各電極が密集した状況の方が、影響発生

距離が大きくなる傾向が見られたことから、各電極の配置は着用型自動除細動器を患者に

装着可能な範囲で最も密に配置している。平成 26 年度に実施した影響測定では、製造販

売事業者が提供した固定治具を用いており、IEC の EMC 試験（放射イミュニティ試験）

の配置状況とは異なる配置状態で実施している。 

着用型自動除細動器に発生した電波による影響は、追加測定での IEC の EMC 試験（放

射イミュニティ試験）を参考にした配置状態と、製造販売事業者が提供した固定治具を用

いた配置状態のいずれでも、各影響事象が発生した距離は異なるが、同じ 4 種類の影響事

象が発生した。それぞれの測定系での端末実機による影響発生距離を表３－３に示す。 

表３－３ 測定系の違いと端末実機で発生した影響発生距離 

発生した影響事象 可逆／ 
不可逆 

カテ 
ゴリー 周波数帯 

影響発生距離(cm) 
増減*3 
増：△ 
減：▼ 

固定治具
を使用 

IEC試験
配置を 
参考 

影響事象1*1 
検知波形の乱れ 可逆 2 

800MHz 38 31 ▼ 
1.5GHz 86 89 △ 
1.7GHz 30 30 － 
2GHz 18 22 △ 

影響事象2*1 
心電位検知機能の一時
的*2喪失 

可逆 3 

800MHz 6 4 ▼ 
1.5GHz 20 14 ▼ 
1.7GHz <1 1 △ 
2GHz 影響なし 1 △ 

影響事象3 
細動・頻拍の誤検知 可逆 4(6) 

800MHz 影響なし 影響なし － 

1.5GHz 5 14 △ 

1.7GHz 影響なし 影響なし － 

2GHz 影響なし 影響なし － 

影響事象4 
細動・頻拍検知機能の
一時的*2喪失 

可逆 4(6) 

800MHz 11 6 ▼ 

1.5GHz 38 23 ▼ 

1.7GHz 9 7 ▼ 

2GHz 1 3 △ 
備考： 
*1 医療従事者が使用する操作モードでのみ観測でき、患者の通常使用状態では確認できない。 
*2 電波を受けている間は機能を喪失している。 
*3 固定治具を用いた測定系での影響発生距離を基準としている。 
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影響発生距離は影響事象や周波数によって大きくなる場合や小さくなる場合が有り、片

方の測定系が必ず影響発生距離が大きくなるような傾向は見られない。このように影響発

生距離が装置の配置状態や周波数によって変化した原因は、電波により影響が発生する状

況が、電子回路部分が電波を直接受ける場合、各電極や電極に接続するケーブル等が電波

を受ける場合、またはそれらが複合的に作用した場合等が考えられる。 

本影響測定、固定治具を用いた測定及び IEC の EMC 試験（放射イミュニティ試験）共

に、医療機器や電極は平面上に展開して配置しており、患者に装着した状態ではないこと

から、照射された電波の人体による吸収効果が考慮されていない。一般的に人体による吸

収効果を考慮しない測定系は、人体モデル等を用いての測定系よりも影響が出やすいと言

われている。 

このように、着用型自動除細動器の測定系においては、配置状況や人体モデルの有無に

おいて課題はあるが、IEC の EMC 試験（放射イミュニティ試験）での配置状況を参考と

した測定系は再現性の高い測定系であり、また、電波の人体による吸収効果が含まれない

ことから、患者に対して安全側に立った測定系であると言える。従って、現状では電波の

影響測定を行う測定系は、IEC の EMC 試験（放射イミュニティ試験）による配置状態を

参考とした測定系が妥当であると考える。 

3.4. 影響防止のための対策について 

着用型自動除細動器は厚生労働省通知（平成 16 年 7 月 20 日付け薬食発第 0720022 号

及び平成 25 年 5 月 10 日付け薬食発 0510 第 8 号）で定められた、国際的な基準に基づく

リスクに応じた医療機器のクラス分類がクラスⅢに該当する高度管理医療機器であり、装

置の機能に障害が生じた場合には患者の生命や健康に重大な影響を与える恐れがある医療

機器である。この医療機器の使用においては、患者及び患者の家族に対しては、安全性確

保のために十分な説明や教育が行われているが、患者の移動等に制限はなく、公共環境等

において不用意に本影響測定と同様の電波に曝されることが十分に考えられる。 

着用型自動除細動器が準拠する EMC に関する国際規格は、IEC 60601-1-2:2007（第 3

版）[4] に整合する欧州規格 EN 60601-1-2:2007[7]であり、この規格では携帯形及び移動形

RF 通信機器と、医用電気機器または医用電気システムとの間の推奨分離距離（生命維持

用医用電気機器及び医用電気システム用）が、以下の式で規定されている。 



 

59 
 

𝑑𝑑 = �
23
𝐸𝐸1
�√𝑃𝑃 

ここで、d は推奨分離距離（m）、E1 は放射電磁界の適合性レベル（V/m）、P は送信機

の最大出力定格（W）である。生命維持用医用電気機器の適合性レベル E1 は 10V/m であ

り、日本の携帯電話端末からの出力電力の最大値 P は 0.25W であることから、携帯電話

端末からの電波の影響を避けるための推奨分離距離は約 1.15ｍとなる。 

本年度の追加測定及び平成 26 年度の固定治具を用いた影響測定での端末実機を用いた

影響発生距離の最大値は、カテゴリー2 では 89cm、カテゴリー3 では 20cm、カテゴリー

4(6)では 38cm と、いずれも携帯電話の使用周波数帯として現在日本でのみ使用している

1.5GHz 帯で発生しているが、これらの影響発生距離は、いずれも上記の推奨分離距離内

に収まっている。 

一方、患者が常時身体に装着して使用する着用型自動除細動器の場合、携帯電話を使用

する際に装着部分から 1.15m 離すことは難しく、現実的に実施できる安全対策を別途患者

に提示する必要がある。製造販売業者においては、最新の IEC 60601-1-2:2014（第 4 版）

[8]から追加された、近接電磁界に対するイミュニティ試験に基づく試験を実施し、着用型

自動除細動器の電波への耐性を確認した上で、現実的な使用方法として、携帯電話を着用

型自動除細動器から 22cm 以上離すよう、製品の添付文書において患者に推奨している（参

考 4 を参照）。ただし、上記の製造販売業者の近接電磁界に対するイミュニティ試験では、

現在日本のみで使用されている携帯電話の周波数帯である 1.5GHz 帯での試験は実施され

ていない。 

ここで、本年度の追加測定及び平成 26 年度の試験結果を改めて見てみると、軽微な影

響であるカテゴリー2 の影響（検知波形の乱れ）を除けば、1.5GHz 帯でのみ、添付文書

で記載されている 22cm の離隔距離を超える距離で影響が発生している。 

IEC 60601-1-2:2014（第 4 版）では、各国で用いられる通信サービスや周波数を考慮し

て試験を実施することが望ましいと規定されているものの、近接電磁界に対するイミュニ

ティ試験の試験仕様において、試験周波数帯として例示されているのは、380～390MHz

帯、430～470MHz 帯、704～787MHz 帯、800～960MHz 帯、1.70～1.99GHz 帯、2.40

～2.57GHz 帯及び 5.10～5.80GHz 帯であり、1.5GHz 帯は含まれていない。これは、試験

仕様では代表的な周波数帯を例示しており、医療機器メーカが使用を意図した当該国の使

用周波数帯を判断してリスクマネジメントにより安全性を担保するためである。 



 

60 
 

今後、着用型自動除細動器の携帯電話端末からの電波の影響を避けるため、製造販売業

者においては、本年度の調査の中で確認された 1.5GHz 帯の影響を考慮に入れたうえで、

現在の利用者が不利益を被ることがないよう対策を講じるとともに、将来に向けて新たな

安全対策を検討することが望まれる。 
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参考：着用型自動除細動器の基本情報 

着用型自動除細動器（WCD: Wearable Cardioverter Defibrillator）は、心室頻拍や心

室細動（以下「不整脈」という）による心臓突然死のリスクがある患者向けに開発された

装着型の体外式除細動器であり、欧米では 2000 年代初頭から使用が開始され、国内でも

2014 年から保険償還が開始されている。 

不整脈による心臓突然死の治療方法としては、植込み型除細動器（ICD: Implantable 

Cardioverter Defibrillator）による治療の適用が一般的であり、国内においても年間約

5,000 件～6,000 件程度の ICD 植込み手術（新規植込み、交換含む）が行われている。 

一方、不整脈による心臓突然死のリスクが高い患者であっても、ICD の適応の可否が確

定しない状態や、ICD の適応があっても身体の状態等により直ちには ICD の植込み手術

を行うことができない場合があり、このような手術の待機期間における患者の心臓突然死

の予防処置が課題とされていた。この点において、着用型自動除細動器は患者が装着する

だけで使用が開始できるほか、装着したまま日常生活を送ることも可能であり、その有用

性が注目されている。 

1. 着用型自動除細動器の主な機能 

着用型自動除細動器は 3 つの除細動電極と 4 つの心電図電極が付いたベスト及びコント

ローラから構成される。心電図電極により心電図を連続して監視し、アラーム（60 秒間以

内）で患者に通知する。患者はアラームが鳴っている間に取消操作を行うことができる。

患者による取消操作がなされない場合には、除細動電極から電気ショックが発生し、1 回

の電気ショックによって除細動されない場合は、最大 5 回まで電気ショックが作動される。

着用型自動除細動器は睡眠中を含め、入浴・シャワー時以外は常時着用することを想定し

ている。ただし、前述の通り ICD の適応が確定し、植込み手術が行われるまでの期間の治

療方法として想定されているため、患者の平均的な着用期間は 2～3 か月と短い。 

なお、着用型自動除細動器は欧米で当初発売された初期モデルから最新の現行モデルま

で、複数のモデルチェンジによって機能改修が行われているが、国内では最新の現行モデ

ルのみが利用されている。 
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2. 国内外での使用状況 

着用型自動除細動器は 1990 年代に米国で開発され、米国では 2001 年 12 月に FDA の

承認を受け、欧州では 2000 年に CE マークを取得している。 

国内では 2012 年に医療ニーズの高い医療機器として早期導入の対象に選定され、2013

年 7 月に薬事承認を取得、翌 2014 年 1 月より保険償還が開始されている。 

表 参２―１ 着用型自動除細動器の薬事承認にかかわる動向 

年月 主な動き 
平成 24 年 7 月 3 日 第 19回「医療ニーズの高い医療機器等の早期導入に関する検討会」

にて早期導入の対象に選定。 
平成 25 年 6 月 21 日 厚生労働省薬事・食品衛生審議会 医療機器・体外診断薬部会に

おいて、承認審査について審議。 
平成 25 年 7 月 23 日 薬事承認（承認にあたり、厚生労働省より使用目的・承認条件が

示された）。（医政経発 0723第 1号 ／薬食審査発 0723第 1号／ 薬
食安発 0723 第 1 号） 

平成 26 年 1 月 1 日 保険償還開始。 
 

国内では患者ごとに、製造販売業者から医療機関へ機器を貸し出すレンタル方式を採用

しており、患者は医師の処方に基づき、医療機関から機器を借り、病院または在宅で使用

する 4。前述のとおり、一時的な利用を想定した医療機器であるため、保険適用期間は 3

か月までとなっている。 

世界では日本のほか米国、欧州、オーストラリア、イスラエル、シンガポールで使用さ

れており、累計利用者数は 20 万人以上とされている。2015 年 3 月時点の情報では、国内

における累計使用者数は約 125 名であるが、日本では年間約 6 万人の心臓突然死がある[9]

とされており、着用型自動除細動器への潜在ニーズは高いと考えられる。 

 

  

                                                   
4 欧米では製造販売業者から直接患者にレンタルする方式をとっている。 
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小児への適用について 
米国においては初期モデルから現行モデルまで 2001 年、2006 年、2009 年に FDA の医療機器の承認

を得ているが、いずれも適応対象は 18 歳以上とされていた。 
しかし、2015 年 12 月 17 日、FDA は心臓突然死のリスクのある小児に対する着用型自動除細動器の適

応を認める変更を行った。適応条件として、8 歳児程度の平均サイズである、体重 41 ポンド（約 19 ㎏）

以上、胸囲 26 インチ（約 66cm）以上という基準が設けられている。なお、今回の小児適応の追加承認

の根拠となった治験は、3 歳から 17 歳の 248 人の患者を対象に実施され、新たな安全上の懸念は認めら

れていない。 
なお、日本では適応対象に年齢制限はないが、禁忌として、①アクティブな状態の植込み型除細動器を

使用している患者、②適切にレスポンスボタンを使用できない患者、③どの種類のベストもフィットしな

い患者（胸囲 66cm 未満又は 142cm 超）、といった項目があげられているため、実質的に 10 代に満たな

い小児への適用はない。 

3. 製品の安全性に関するデータ 

着用型自動除細動器は不整脈を検知して電気ショックを発生する医療機器であるため、

不整脈の誤検出による不適切な電気ショックの発生頻度は、機器の安全性を評価する上で

重要な指標となる。 

着用型自動除細動器の初期モデルの開発にあたり、米国及び欧州の 17 の施設において 3

年間実施された治験においては、289 人の患者が合計 873 か月着用型自動除細動器を使用

した結果、患者の 1 か月あたりの不適切ショック（心室細動及び心室頻拍が検出しない状

態でショックが行われ、患者の取消も取られない状況）の発生割合は 2.3%以下であった。

その他、着用型自動除細動器に関して実施された研究及び治験事例においても不適切ショ

ックの発生割合は 0%～3%程度となっている（表 参３－１参照）。2015 年に現行モデルを

使用する患者を対象に実施された治験においては、2,000 人の対象患者のうち 10 人（0.5%）

に不適切ショックが発生している。 

不適切ショックの主な原因はアーチファクトと呼ばれる、人の動きや振動等によって発

生し、心電図に混入するノイズとされている。2010 年に Chung らが実施した治験[10]にお

いては、3,565 名の対象患者のうち、67 人に不適切ショックが発生し、そのうちアーチフ

ァクトが原因とされるものが 67.6%であった。 

なお、製造販売業者の情報によれば、2016 年 1 月現在、海外も含めて着用型自動除細

動器に関して、電磁干渉に起因する有害事象は報告されていない。 
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表 参３－１ 治験における不適切ショックの発生状況※1 

著者（発表年） 対象者 製品 
モデル※２ 患者数 平均使用 

期間（日） 
不適切ショック数

／患者数（割合） 
期間中 
死亡率 

Auricchio et 
al[11]（1998） 

突発性心停止のリスクで

電気生理検査を受けた患

者 
第 1 世代 10 - - - 

Reek et al[12] 
（2002） 

心室頻拍で電気生理検査

を受けた患者 第 1 世代 12 - - - 

Feldman et 
al[13]（2004） 
 

症候性心不全及び左室駆

出率≤30%、または心筋梗

塞 /冠状動脈バイパス移

植後に突然死のリスクが

高い患者 

第 1 世代 289 93 6/6（2.1%） 4 

Klein et al[ 14] 
（2010） 

使用者全員（ドイツ） 第 1 世代 
第 2 世代 
第 2.1 世代 

354 106 3/NA N/A 

Chung et al[10] 
（2010） 

使用者全員（米国） 第 1 世代 
第 2 世代 
第 2.1 世代 

3,569 53 NA/67（1.9%） 1 

Rao et al[15] 
（2011） 

先天性シャント性心疾患

（CSHD） 
第 2 世代 
第 2.1 世代 
第 3 世代 

43 27 0 5 

遺伝性不整脈疾患（IA） 119 29 7/4（3.4%） 2 
Saltzberg et 
al[16]（2012） 

周産期心筋症（PPCM） 
第 2 世代 
第 2.1 世代 

107 124 0 0 
非虚血性拡張型心筋症 
（NIDCM）（女性のみ） 159 96 0 7 

Kutyifa et al[ 17] 
（2015） 

虚血性心筋症、非虚血性

心筋症及び先天性／遺伝

性心疾患の患者 
第 3 世代 2,000 90 11/10（0.5%） 0.2 

※1  Adler et al[18]ほか各種資料を基に作成 
※2  製品モデルが明記されていない場合は、対象期間から使用モデルを推測 

 

製造販売業者の独自調査結果によると、アーチファクトにより不適切ショックを受けた

患者に関しては、多くの場合、患者の体重の増減によりベストのサイズが適合しなくなっ

たことが誤検出に関与しているとしており、定期的に患者にベストの着用状態を確認し、

ベストのサイズが適合しなくなった場合には、適切なサイズのベストに交換し、常に適合

するサイズのベストを着用することが、誤検出を予防する手段の一つとしている。 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構による 2013 年の医療機器の承認審査の報告書に

おいては、着用型自動除細動器使用時の注意として、①不適切ショックのリスクについて

は使用者に適切に情報提供され、レスポンスボタンの使用など誤検出が生じた場合の対処

についても、十分訓練されるべき、②市販後調査においては、誤検出の原因について情報

収集を行い、必要に応じて臨床現場に情報提供していくことが重要、③患者への提供に当

たっては、誤検出時の対応が可能である患者であるか否かを判断すること、及び症例毎に

誤検出の傾向をみて可能な限りリスク低減措置を行うことが必要、という見解が示されて
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いる。同見解に基づき、2013 年 7 月の製造販売承認に当たっては承認条件として以下の 2

点が付されている。 

1. 本品の適応に関連する十分な知識・経験を有する医師により、適切な医療機関におい

て本品が患者に提供されるよう、必要な措置を講ずること。 

2. 本品が適正に使用されるよう、医療従事者に対する講習及び患者に対する教育を徹底

し、有効性及び安全性の確保に努めること。 

現在、着用型自動除細動器を使用する患者には、添付文書において患者及び患者の家族

に対する教育として注意事項の記載がある。さらに、患者用教育資料として、取扱い説明

書、着用に関するチェックリスト、患者用ビデオが提供され、医療機関を通じて、患者へ

の教育が行われる。また、着用型自動除細動器のコントローラには、電気ショック発生の

アラームが通知された場合のレスポンスボタン（電気ショックの取消操作を行う機能）の

操作を練習できる「トレーニングモード」が内蔵されている。 

また、前述のとおり着用型自動除細動器の利用は医療機関を通じたレンタル方式として

いるため、患者の機器の使用状況は医療機関を通じて、製造販売業者側で管理されている。

また、現行モデルにおいては充電器に内蔵された無線通信機能を通じて、医師がインター

ネットを介して患者の機器着用状況を遠隔で確認することができる機能も備えている。 

4. 電気的安全性に対する対策の実施状況 

国内における着用型自動除細動器の電気的安全性に関しては、表 参４－１に示す適合規

格への準拠が確認されている。電磁両立性に関しては、IEC 60601-1-2:2007（第 3 版）に

整合する欧州規格 EN 60601-1-2:2007 への適合が確認されている。 

表 参４－１ 着用型自動除細動器の適合規格 

適合規格 備考 

医用電気機器の基本的な安全性と性能に関する要求事項 
IEC 60601-1:1988+A1:1991+A2:1995 Medical electrical equipment - Part 1: 
General requirements for basic safety and essential performance 

 

医用電気機器の電磁両立性 
EN 60601-1-2:2007 Medical electrical equipment - Part 1: General 
requirements for safety and essential performance - collateral standard: 
electromagnetic compatibility – requirements and tests 

IEC 60601-1-2:2007
（第 3 版）の整合規格 

航空機内の装置に対する安全性（航空機搭載可能基準）RTCA/DO-160F 
Environmental Conditions and Test Procedures for Airborne Equipment 
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機器の添付文書には使用上の注意として、患者及び患者の家族向けの注意事項が示され

ており、電磁干渉及び無線干渉に関しては、植込み型除細動器（ICD）に対して一般的に

示されている注意事項と同等の内容が記載されている。携帯電話に関しては以下の注意事

項が示されており、携帯電話を着用型自動除細動器から 22cm 以上離すよう、推奨されて

いる。 

着用型自動除細動器の添付文書より抜粋 

携帯電話（PHS 及びコードレス電話を含む）を使用する場合は以下の事項を守ること。 
 携帯電話等を本品から 22 cm 以上離すこと。 
 携帯電話等を携帯する場合、常に 22 cm 以上本品から離して携帯するか（電源が

オンであれば信号を発するため）、電源を切ること。 
 携帯電話の使用中にノイズによるアラームが出る場合は、携帯電話を本品から離す

か、又は電話の使用を止めること。 
 自動車電話を使用する場合、常にアンテナから 30 cm 以上離れること。 
 すぐ近くの人が携帯電話を所持している可能性があり、満員電車等その場から離れ

ることが困難である場所は避けること。 
 

なお、着用型自動除細動器と携帯電話の離隔距離に関しては、製造販売業者が規格適合

試験（IEC 60601-1-2:2007（第 3 版）に基づく）とは別途実施した、無線通信機器の近接

電磁界に対するイミュニティ試験に基づく試験結果を基に設定されている。同試験は、IEC 

60601-1-2:2014（第 4 版）から追加されたもので、医療機器の近傍に配置された無線機器

が最大出力で電波を発射した場合も、医療機器の安全性及び基本性能に影響を与えないこ

とを確認する試験となっている。医療機関等の管理環境下だけでなく、在宅や屋外等の一

般環境下での医療機器の使用も想定したうえで、従来の IEC 60601-1-2:2007（第 3 版）の

放射イミュニティ試験よりも厳しい試験要求となっている 5。 

製造販売業者では、上記で得られた結果から算出された規格上の推奨分離距離に対して

一定のマージンを持たせたうえで、国内における製造販売申請当時、携帯電話向け指針の

離隔距離として患者に周知されていた 22cm6という値に揃えて、離隔距離として採用して

                                                   
5 ただし、製造販売業者の近接電磁界に対するイミュニティ試験はドラフト版である EN 60601-1-2: 
2011 の段階の試験仕様に基づき実施しているため、IEC 60601-1-2:2014（第 4 版）とは試験条件が異な

る部分もある。 
6 「携帯電話端末の電波が植込み型医療機器へ及ぼす影響を防止するための指針」では、平成 25 年改訂

にともない、離隔距離が 22cm から 15cm へと変更された。 
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いる。なお、海外（米国及び欧州）の添付文書では、同じ試験結果に基づき、日本では使

用されていない GSM 方式等の送信出力の高い携帯電話の使用も想定し、27cm（10.6 イン

チ）という離隔距離を設定している。 
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おわりに 

 

電波の医療機器等への影響に関する調査の有識者会議では、無線通信機器から発射され

る電波が植込み型医療機器や人体に装着等する医療機器に及ぼす影響に関する調査検討を

行い、安心して無線通信機器を利用できる電波環境を確保することを目的としている。 

本年度の調査検討では、周波数帯が 950MHz 帯から 920MHz 帯に移行しているパッシ

ブタグシステム用 RFID 機器（電波産業会標準規格 STD-T106 及び STD-T107）から発射

される電波を対象として、植込み型心臓ペースメーカ等に与える影響調査を行い、電波に

よる影響状況及び影響発生距離を確認した。 

さらに、平成 26 年度の調査で実施した着用型自動除細動器の携帯電話端末からの電波

の影響測定について、近傍の携帯電話端末からの電波の影響測定の試験方法が確立してい

ないこと、また、当該装置の不具合は患者の生命や健康に重大な影響を与えるおそれがあ

ることから、様々な試験方法での影響発生状況を確認するために追加測定を行い、電波に

よる影響状況や影響発生距離に係る新たな知見を得た。 

最後に、電波の医療機器等への影響に関する調査の実施に当たり、早稲田大学 笠貫 宏

特命教授をはじめとする関係者の方々、一般社団法人日本不整脈デバイス工業会、一般社

団法人日本自動認識システム協会他調査にご協力頂いた団体・企業に厚く御礼申し上げる

次第である。 
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