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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や人体に装着する医療機器等を対象に、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。
また、総務省では、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、本調査の最新の結果を基に内容の追加や改訂を行い公表している。
昨年度は、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 24
年 7 月 25 日に運用が開始された 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調
査を行い、920MHz 帯を利用する RFID 機器は、既存の指針を適用することが妥当である
とする改訂が行われた。
一方、スマートフォンを含む携帯電話は利用者の増加と通信速度等のサービス向上に対
応するために、平成 24 年 6 月から 700MHz 帯も周波数が割り当てられて既に利用を開始
しているが、この周波数帯の電波の植込み型心臓ペースメーカ等への影響調査はこれまで
実施されていない。また、2.5GHz 帯を利用する広帯域移動無線アクセスシステムも普及
拡大が進むが、これら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も実施され
てない。そのため、上記指針での「植込み型心臓ペースメーカ及び植込み型除細動器への
影響を防止するための指針」をこれらの電波を利用する端末に対して適用することが妥当
であるかを調査することが必要となっている。
また、近年は在宅医療が厚生労働省等によって推進されており、人工呼吸器等での処置
を在宅で利用する患者数も増加してきている。医療機関内と異なり在宅医療で使用される
医療機器に不具合が生じた場合には患者に重大な不安や影響が生じることが想定されるこ
とから、影響を防止するための対応が必要であるが、これまでに携帯電話等の電波が在宅
医療で使用される医療機器に与える影響の調査等は実施されていない。そこで、今後、在
宅医療で使用される医療機器へ携帯電話等の電波が与える影響調査を行うため、調査対象
とすべき医療機器や電波発射源等、また、影響測定方法等の基礎的調査を行うことが必要

となっている。
さらに、総務省による「各種電波利用機器の電波が植込み医療機器等へ及ぼす影響を防
止するための指針」は、本調査の毎年の結果等を基にして、必要な見直しは行われている
が、スマートフォン等電波利用機器の急速な普及拡大や無線アクセス方式の多様化、また、
植込み型医療機器等の電波等に対する耐性の向上など、指針を取り巻く状況は大きく変化
している。そこで、指針を時代に即したものとするためには、植込み型医療機器等を利用
する患者等の視点も踏まえて、指針の在り方を検討することが重要であり、その検討の参
考とするための調査を実施することが必要である。
そこで、本年度の調査では、植込み型医療機器や在宅で使用される医療機器等の利用者
の携帯電話等に対する不安等を軽減し、安全・安心に電波を利用できる環境の構築に寄与
するため、上記に記した、電波の植込み型心臓ペースメーカ等への影響測定、在宅医療で
使用される医療機器に対する影響調査に向けた基礎的調査、今後の指針の在り方の検討の
ための調査、これら 3 項目について調査を実施した。
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第1編 電波の植込み型心臓ペースメーカ等への影響調査
第1章 スマートフォンを含む携帯通信端末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
スマートフォンを含む携帯通信端末（本報告書ではデータ通信端末も含めて「携帯電話
端末」と記す。）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 23 年度に実施された「電波の医療機器等への影響に関する調査」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、前述の報告書で用いられた物と同様のものを使用している。
影響測定での植込み型心臓ペースメーカ等の患者に対する電圧感度の設定は、各機種の
全てで設定可能な範囲の中で最高感度に設定した。また、携帯電話端末実機による影響測
定は、電波発射源が模擬システムでの半波長ダイポールアンテナを用いたスクリーニング
測定によって影響が発生した植込み型心臓ペースメーカ等に対して実施した。
影響測定の実施内容の詳細は、
「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」という。
）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
本影響測定で対象とする植込み型心臓ペースメーカ等とは、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 種類であるが、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。
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
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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、総務省からの報告書

2 によれば、各世代の代表的な機種を選定すれば確保することが

できるとされている。また、日本で販売されている植込み型心臓ペースメーカ等は、全て
輸入品であると共に国際規格による電磁耐性への適合性確認試験は諸外国においても実施
されていることから、海外で使用されている植込み型心臓ペースメーカ等も日本で利用さ
れている機種と電気的な性能に差はないと考えられる。
そこで本影響測定でも、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）と分類を行い、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ように、
植込み型心臓ペースメーカ等を選出して影響測定の対象とした。
調査対象の植込み型心臓ペースメーカ等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 VDD と ICD-S の 2 種類の機種は選出されていないが、同一グループ
内の機種を選出することにより網羅性は確保されていると解釈できる。

表 1-1
国内製造
販売承認時期
(承認年)

2

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
機

種

分

類

植込み型心臓ペースメーカ類
SSI
DDD
VDD
CRT-P

略

称

名

(台)

植込み型除細動器類
ICD-S ICD-D CRT-D

合計

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

1

1

4

Ⅴ期
(H19～H22)

0

6

0

1

0

2

0
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Ⅵ期
(H23～H26)

0

4

0

2

0

7

6

19

Ⅶ期
(H27以降)

1

1

0

0

0

1

0

3

1

13

0

3

0

11

7

合

計

17

18

注：[ - ]は測定可能な機種が無い。

[ -

35

]は当該時期には製造販売が行われていない

※

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。
3

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
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）。

影響測定に用いた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 3 を介して、影響測定実施者が工業会に加入している各社に対して機種選定と貸出の
依頼を行い、各社から植込み型心臓ペースメーカ等に接続する電極リードや各種設定や動
作条件を行うためのプログラム用機器等の付属品を含めて直接借受けて影響測定に用いた。
一般社団法人日本不整脈デバイス工業会に加入している会員企業の一覧を表 1-2 に示す。
表 1-2
区分

正会員

準会員

一般社団法人日本不整脈デバイス工業会 会員企業一覧
会員企業名
セント・ジュード・メディカル(株)
日本光電工業（株）
日本メドトロニック（株）
日本ライフライン（株）
バイオトロニックジャパン（株）
フクダ電子（株）
ボストン・サイエンティフィックジャパン（株）
（株）ジェイ・エム・エス
リヴァノヴァ（株）
会員企業(平成29年3月時点)

3

一般社団法人日本不整脈デバイス工業会
http://www.jadia.or.jp/index.html
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電波発射源の無線アクセス方式
影響測定での電波の無線アクセス方式は、700MHz帯を無線アクセスに利用する方式で
は、FDD-LTE方式（3GPP標準規格 Release 9版）で ARIB 標準規格番号がARIB STD
-T63 Ver11.30の方式と、無線アクセスに2.5GHz帯を用いる広帯域移動無線方式の中で、
端末での送信空中線電力の最大値が400mWのWiMAX方式（Release 1.0版）でARIB標準
規格番号がARIB STD-T94 Ver.3.3の方式の2種類を対象とした。ただし、WiMAX方式（R
elease 1.0版）の電波で植込み型心臓ペースメーカ等に影響が発生した場合には、送信空
中線電力の最大値が200mW以下（空中線利得は4dBi以下）とされているWiMAX Release
2.1 AE（3GPP 標準規格Release 12版）もしくはXGP方式（ARIB標準規格番号 ARIB
STD-T95）でも測定を実施する手順とした。
影響測定でのそれぞれの電波の主な諸元を表 1-3および表 1-4に示す。

表 1-3

影響測定での 700MHz 帯の電波の主な諸元
項

目

諸

元

ARIB標準規格番号
及び標準規格名

ARIB STD-T63 Ver.11.30
IMT-2000 DS-CDMA
and TDD-CDMA System

3GPP Release版番号

Release 9

方式名

LTE

アクセス方式 / 通信方式

SC-FDMA / FDD

送信周波数（日本での割当）

700MHz帯

キャリア占有帯域幅

10MHz

リソースブロック数

50

変調方式

64QAM

最大空中線電力

200mW

日本国内の事業者の
周波数割当

au:718~728MHz
NTTドコモ:728~738MHz
ソフトバンク:738~748MHz
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表 1-4 (a) 影響測定での 2.5GHz 帯の電波の主な諸元-1
項

目

諸

元

ARIB 標準規格番号
及び標準規格名

ARIB STD-T94 Ver.3.3
OFDMA Broadband Mobile Wireless Access System
（WiMAX applied in Japan）

方式名

WiMAX Release 1.0

WiMAX Release 2.1 AE

ベース規格

IEEE802.16e

3GPP Release 12

アクセス方式 / 通信方式

OFDM / TDD

OFDM / TDD

送信周波数 日本での割当） 2595-2625 MHz

2625-2645 MHz

キャリア占有帯域幅

10MHz

20MHz

変調方式

64QAM

64QAM

最大空中線電力

400mW

200mW

空中線利得

5dBi 以下

4dBi 以下

備考

2011年 改定
ARIB STD-T94 Ver.2.2
空中線利得が2dBi以上の場合
はEIRPは28dBm以下

表 1-4 (b) 影響測定での 2.5GHz 帯の電波の主な諸元-2
項

目

諸

元

ARIB 標準規格番号
及び標準規格名

ARIB STD-T95 Ver.3.4
OFDMA/TDMA TDD
Broadband Mobile Wireless
Access System（XGP）

方式名

XGP

ベース規格

3GPP Release 12

アクセス方式 / 通信方式

OFDM / TDD

送信周波数（日本での割当）

2545-2575 MHz

キャリア占有帯域幅

20MHz

変調方式

64QAM

最大空中線電力

200mW

空中線利得

4dBi 以下
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電波の照射は、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（700MHz 帯は AR 社製 100HB、2.5GHz
帯は R&K 社製 A0825-4552-R）
、高周波電力増幅器から電波を発射する半波長ダイポール
アンテナへの直流成分の入力を阻止する直流阻止アダプタ（アンリツ社製 MA2507A）
、半
波長ダイポールアンテナへの入力電力を確認するための高周波電力増幅器と半波長ダイポ
ールアンテナの間の方向性結合器（700MHz 帯はキーサイト・テクノロジー社製 778D、
2.5GHz 帯はキーサイト・テクノロジー社製 772D）
、700MHz 帯は半波長ダイポールアン
テナへの入力電力と反射電力を測定するためのパワーメータ（アンリツ社製 ML2488B）
およびパワーセンサ（入力電力・反射電力測定ともにアンリツ社製 MA2491A）
、2.5GHz
帯は半波長ダイポールアンテナへの入力電力測定にはシグナルアナライザ（アンリツ社製
MS2691A）および反射電力測定にはパワーメータ（hp 社製 437B）とパワーセンサ（Agilent
社製 8482A）、電波発射源となるそれぞれの周波数に適応した半波長ダイポールアンテナ
（700MHz 帯はアンテナテクノロジ社製 ED-B033S-B1、2.5GHz 帯はアンテナテクノロ
ジ社製 ED-B033S-C4）、照射する電波を 0.5 秒間隔で断続するための信号制御用発振器
（NF 回路社製 WF1974）、各装置を接続する同軸ケーブル（Huber+Suhner 社製 Multiflex
141 を主に使用）を用いて模擬システムを構成し、各電波の方式の規格で規定された最大
電力若しくは最大の実効放射電力となるように調整して半波長ダイポールアンテナから電
波を発射して植込み型心臓ペースメーカ等に照射する方法と、端末実機から規定の電波を
植込み型心臓ペースメーカ等に照射する 2 種類の方法を準備した。
模擬システムのブロック図および電波発射源の半波長ダイポールアンテナを図 1-1 に
示す。また、端末実機から電波を発射する場合には、擬似基地局（700MHz 帯はアンリ
ツ社製 MT8820C、2.5GHz 帯はローデシュワルツ社製 CMW500）と擬似基地局と端末実
機との間の通信を行うためのアンテナ（ETS 社製 3115）を用いて、端末実機の送信出力
電力や送信周波数等の制御を行った。端末実機を用いた影響測定での測定系概要を図 1-2
に示す。なお、調査対象の無線アクセス方式に対応した端末実機は、全て電波産業会の標
準規格（ARIB STD-T94 Ver.3.3 または ARIB STD-T94 Ver.3.4）に準拠していることか
ら、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。そのため、影響測定で
電波発射源として用いる端末実機は、過去の調査測定と同様に、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の中で擬似基地局との通信が可能な機種
から選出した。
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(c)

(a)

700MHz 帯での模擬システムの構成概要

(b)

2.5GHz 帯での模擬システムの構成概要

影響測定に用いた 700MHz 帯用の半波長ダイポールアンテナ
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(d) 影響測定に用いた 2.5GHz 帯用の半波長ダイポールアンテナ
図 1-1

模擬システムの構成概要と電波発射源の半波長ダイポールアンテナ

(a)

(b)

端末実機を用いた影響測定系概要

700MHz 帯での端末実機
図 1-2

(c)

2.5GHz 帯での端末実機

端末実機を用いる影響測定での構成系概要と測定に用いた端末実機
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過去に実施された携帯電話端末等からの電波の植込み型心臓ペースメーカ等に対する影
響測定では、半波長ダイポールアンテナに規格に、規定された最大出力電力を給電して影
響測定を行い、半波長ダイポールアンテナでの影響測定によって影響を受けた植込み型心
臓ペースメーカ等に対して端末実機を用いた影響測定を実施している 4。半波長ダイポー
ルアンテナとは、図 1-3 に示すように、給電点に対して対称に 1/4 波長のアンテナエレメ
ント（全長は 1/2 波長）が配置された線状のアンテナである。アンテナエレメント上には、
電流の振幅が給電点で最大、両端で 0 となる定在波が生じ、空間に対して電波が放射され
る。半波長ダイポールアンテナは放射効率が高く、その特性を精密に解析できるため、他
のアンテナの特性の基準となることから「標準アンテナ」としても広く用いられている。
電流分布

電圧分布

½λ
給電点
アンテナエレメント アンテナエレメント
（¼λ）
（¼λ）

給電線

図 1-3

半波長ダイポールアンテナの基本的動作

また、携帯電話端末のアンテナ利得は、- 2 dBd（完全半波長アンテナに対する相対利
得）程度とされており 5、一般に半波長ダイポールアンテナの利得よりも低いと考えられ
る。
従って、半波長ダイポールアンテナから発射される電波の強度は端末実機からの電波強
度よりも高いことから、携帯電話端末実機を用いた影響測定を行う植込み型心臓ペースメ
ーカ等を選別するためのスクリーニング試験（事前試験）として実施している。表 1-5
に図 1-1 に示した影響評価に用いた模擬システムの半波長ダイポールアンテナの基本諸
元を示す。

総務省「電波の医療機器等への影響に関する調査」報告書 平成 24 年 3 月
TOKIO TAGA and KOUICHI TUNEKAWA, “Performance Analysis of a Built-In Planer Inverted F
Antenna for 800MHz Band Portable Radio Units”, IEEE Journal on Selected Areas in
Communications Vol.SAC-5, No.5, pp. 921-929, 1987

4
5
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表 1-5
名

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
製造メーカ
型名

利得

VSWR

入力
インピーダンス

アンテナテクノロジ社
ED-B033S-B1

公称
2dBi

1.5 以下

公称
50Ω

アンテナテクノロジ社
ED-B033S-C4

公称
2dBi

1.5 以下

公称
50Ω

称

700MHz 帯
半波長ダイポール
アンテナ
2.5GHz 帯
半波長ダイポール
ダイポール

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
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 1-4 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。図 1-5 に人体ファントム
内の植込み型心臓ペースメーカ等の状態を示す。

ISO 14708-1:2000 Implants for surgery -- Active implantable medical devices -- Part 1: General
requirements for safety, marking and for information to be provided by the manufacturer
7 ISO 14708-2:2005 Implants for surgery -- Active implantable medical devices -- Part 2: Cardiac
pacemakers
8 EN 45502-1:1997 Active implantable medical devices - Part 1: General requirements for safety,
marking and information to be provided by the manufacturer
9 EN 45502-2-1:2004 Active implantable medical devices - Part 2-1: Particular requirements for
active implantable medical devices intended to treat bradyarrhythmia (cardiac pacemakers)
10 ANSI/AAMI PC69:2000 Active implantable medical devices-Electromagnetic compatibility-EMC
test protocols for implantable cardiac pacemakers and implantable cardioverter defibrillators
11 ANSI/AAMI PC69:2007 Active implantable medical devices-Electromagnetic compatibility-EMC
test protocols for implantable cardiac pacemakers and implantable cardioverter defibrillators
6
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植込み型心臓ペースメーカ
又は植込み型除細動器

心室電極
250

出力検出／擬似心電位注入電極

心房電極

500

ペースメーカ等保持板

18
70

0.18重量％食塩水
単位：mm

図 1-4

図 1-5

影響測定での人体ファントムの構成

人体ファントム内の植込み型心臓ペースメーカ等の配置状態（側面）
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影響測定装置類の接続
植込み型心臓ペースメーカ等を配置する装置類の接続概略を図 1-6 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 1-7 にイメージと
して示す特性とし、振幅電圧は、影響測定での各植込み型心臓ペースメーカ等が応答を開
始する値の約 2 倍に設定した。

人体ファントム

＋－
*

直記式記録計

＋－
＋－
**

*

* 差動増幅器

＋－
**

**平衡駆動器

擬似心電位発生器

（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 1-6

測定装置類の接続概略

振幅

2ms
15ms

図 1-7

擬似心電位波形
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測定実施場所
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 の発泡スチロール製の作業台上に設置した。また、半波長
ダイポールアンテナ等の電波発射源は強化プラスチックの１つである FRP 製（FRP: Fiber
Reinforced Plastics）の支持柱を用いて固定した。測定実施時状況を図 1-8 に示す。

図 1-8

影響測定の実施状況例

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。

14

植込み型心臓ペースメーカ等の設定
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
使用電極
電極極性
レート
不応期
感度
その他の項目

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

… AAI(R) 及びVVI(R) の双方で測定を行う
… 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
… 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
… 60ppm
… 心房側及び心室側ともに最短設定
… 設定可能な最高感度
… 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

使用電極
電極極性

… 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
… 専用電極
… 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
不応期
感度

その他の項目

… VVI(R) モード時60ppm、VDD(R) モード時50ppm
… 心房側及び心室側ともに最短設定
… 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
使用電極
電極極性
レート
不応期
感度
その他の項目

… AAI(R) 及びVVI(R) の双方で測定を行う
… 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
… 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
… 60ppm
… 心房側及び心室側ともに最短設定
… 設定可能な最高感度
… 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
使用電極
電極極性
レート
不応期
感度
その他の項目

…
…
…
…
…
…
…

VVI(R) で測定を行う
人体ファントムの心室電極
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
60ppm
最短設定
設定可能な最高感度
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
使用電極
電極極性
レート
不応期
感度
その他の項目

… 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
… 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
… 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
… 60ppm
… 最短設定
… 設定可能な最高感度
… 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
使用電極
電極極性
レート
不応期
感度
その他の項目

… 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
… 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
… 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
… 60ppm
… 最短設定
… 設定可能な最高感度
… 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
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 の各測定にお
いて細動の誤検出（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、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。
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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、700MHz 帯を無線アクセスに利用する FDDLTE 方式（3GPP 標準規格 Release 9 版）で、ARIB 標準規格番号が ARIB STD-T63 の
方式に基づく電波と、無線アクセスに 2.5GHz 帯を用いる広帯域移動無線方式で端末から
の送信空中線電力の最大値が 400mW の WiMAX 方式（Release 1.0 版）で、ARIB 標準規
格番号が ARIB STD-T94 Ver.3.3 の方式に基づく電波について、植込み型心臓ペースメー
カ等へ与える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
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傾向がある。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範囲で最高感度
に設定している。

影響測定の実施方法
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電波発射部（スクリーニング測定では半波長ダイポール
アンテナ、端末実機の測定では端末実機）は、人体ファントム内の植込み型心臓ペースメ
ーカ等の各所に移動させて電波を照射するが、複数の電極線が密集しているコネクタ接続
部周辺に対しては、他の場所よりもさらに綿密に電波発射源の方向や位置を調整しながら
影響測定を行うこととした。
(1) 半波長ダイポールアンテナ、携帯電話端末実機ともに、給電点（半波長ダイポールア
ンテナでは中央部、携帯電話端末実機では予め電波の放射位置を確認した筐体表面）
を基準点（基準点Ⅰ）とした。また、半波長ダイポールアンテナと植込み型心臓ペー
スメーカ等の角度は、図 1-9 に示すように（ペーシング電極走行方向に平行） から
90 度 （電極走行方向に直角） の範囲を超えるように変化させた。
(2) 植込み型心臓ペースメーカ等側の基準点 （基準点Ⅱ） は、コネクタ接続部の中央付
近とした。
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(3) 植込み型心臓ペースメーカ等と半波長ダイポールアンテナ又は端末実機との距離の
基点は、植込み型心臓ペースメーカ等の基準点Ⅱの直上の人体ファントムの表面と
した。
(4) 半波長ダイポールアンテナ又は端末実機が植込み型心臓ペースメーカ等に影響を及
ぼしたとする距離は、図 1-10 に示すように、基点と基準点Ⅰの間の距離とした。
(5) 影響が発生した時には、電波発射源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、電波発射源を人体ファントムから離す時に
も、電波の偏波方向を変えながら影響発生距離が最も大きくなる状態を確認する。
(6) 不可逆的な影響が確認された場合には、影響が発生した電波発射源を影響が発生し
ない距離まで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ていき影響が発生し始める距離を確認する。
(7) 影響発生時は植込み型心臓ペースメーカ等の動作記録を最低 5 秒間程度以上残す。
(8) 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

12。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 1-11 に示すように電波
を 0.5 秒周期で断続している状態としている。
半波長
ダイポールアンテナ

90°

基準点Ⅰを中心に
0°から 90°
0°

基準点Ⅰ

図 1-9

植込み型心臓
ペースメーカ等

電波発射源と植込み型心臓ペースメーカ等との角度

12総務省「電波の医療機器等への影響に関する調査」報告書
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平成 24 年 3 月

アンテナの給電点先端と
人体ファントム表面の距離

人体ファントム表面

植込み型心臓
ペースメーカ等
人体ファントム表面と
ペースメーカ等保持板の距離は 18mm

図 1-10

電波発射源と植込み型心臓ペースメーカ等の距離

図 1-11

断続した電波の発射周期

影響測定での各無線アクセス方式の電波の周波数を表 1-6 に示す。
表 1-6

影響測定を実施した周波数

無線アクセス
方式種別

700MHz 帯 FDD-LTE 方
式 3GPP Release 9 版
ARIB STD-T63 Ver11.30

2.5GHz 帯 WiMAX 方式
Release 1.0 版
ARIB STD-T94 Ver.3.3

影響測定
周波数

733MHz

2610MHz
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干渉の有無の判定と影響の分類
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 1-7 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 1-8、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
1-9 に示す。表 1-8 と表 1-9 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、植込み型心臓ペー
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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 1-7

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 1-8

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

可逆的

正常状態

影響

物理的現象
正常機能の維持
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）
1周期（2秒）以上のペーシング /
センシング異常

不可逆的影響
体外
解除可

要交換
手術

生体への
直接的傷害

レベル0
レベル1
レベル2

・ペースメーカのリセット

レベル3

・プログラム設定の恒久的変化

レベル5

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
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表 1-9

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

可逆的

正常状態

影響

物理的現象
正常機能の維持
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）
1周期（2秒）以上のペーシング /
センシング異常

不可逆的影響
体外
解除可

要交換
手術

生体への
直接的傷害

レベル0
レベル1
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
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
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測定手順のフローチャート
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 電波の植込み型心臓ペースメーカ等への影響測定結果
無線アクセスに 700MHz 帯を利用する FDD-LTE 方式（3GPP 標準規格 Release 9 版）
で ARIB 標準規格番号が ARIB STD-T63 Ver11.30 の電波方式と、無線アクセスに 2.5GHz
帯を用いる広帯域移動無線で、端末からの送信空中線電力の最大値が 400mW の WiMAX
方式（Release 1.0 版）で ARIB 標準規格番号が ARIB STD-T94 Ver.3.3 の電波方式の電波
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。
影響測定の結果は、電波の無線アクセス方式ごと、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. 700MHz 帯を利用する FDD-LTE 方式で ARIB 標準規格番号 ARIB STD-T63
Ver11.30 の方式に基づく電波
700MHz 帯を利用する FDD-LTE 方式（3GPP 標準規格 Release 9 版）で ARIB 標準
規格番号が ARIB STD-T63 Ver11.30 の電波方式の電波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類への影響
植込み型心臓ペースメーカ類に対して電波の影響測定を行った結果、調査対象とした 17
台全ての植込み型心臓ペースメーカ類は、各機種で設定したペーシングモード及び電極設
定で電波の影響を受けなかった。

植込み型除細動器類への影響
植込み型除細動器類に対して電波の影響測定を行った結果、調査対象として 18 台全て
の植込み型除細動器類は、植込み型除細動器のペースメーカ機能で設定したペーシングモ
ード及び電極設定及び除細動機能の各ペーシングモード及び電極設定において、電波の影
響を受けなかった。
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2.2. 2.5GHz 帯を利用する WiMAX 方式で端末からの送信空中線電力の最大値が
400mW で ARIB 標準規格番号 ARIB STD-T94 Ver.3.3 の方式に基づく電波
2.5GHz 帯を用いる広帯域移動無線で、端末からの送信空中線電力の最大値が 400mW
の WiMAX 方式（Release 1.0 版）で ARIB 標準規格番号が ARIB STD-T94 Ver.3.3 の電
波方式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。

植込み型心臓ペースメーカ類への影響
植込み型心臓ペースメーカ類に対して電波の影響測定を行った結果、調査対象とした 17
台全ての植込み型心臓ペースメーカ類は、各機種で設定したペーシングモード及び電極設
定で電波の影響を受けなかった。

植込み型除細動器類への影響
植込み型除細動器類に対して電波の影響測定を行った結果、調査対象として 18 台全て
の植込み型除細動器類は、植込み型除細動器のペースメーカ機能で設定したペーシングモ
ード及び電極設定及び除細動機能の各ペーシングモード及び電極設定において、電波の影
響を受けなかった。
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第3章 影響測定結果のまとめ
平成24年6月から利用が開始された700MHz帯を無線アクセスに利用する電波と、無線
アクセスに2.5GHz帯を利用する広帯域移動無線アクセス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を以下に示す。
700MHz 帯を利用する FDD-LTE 方式（3GPP 標準規格 Release 9 版）で ARIB 標準
規格番号が ARIB STD-T63 Ver11.30 の電波方式の電波は、植込み型心臓ペースメーカ類
および植込み型除細動器類の何れにも影響を与えなかった。また、2.5GHz 帯を用いる広
帯域移動無線で、端末からの送信空中線電力の最大値が 400mW の WiMAX 方式（Release
1.0 版）で ARIB 標準規格番号が ARIB STD-T94 Ver.3.3 の電波方式の電波は、植込み型
心臓ペースメーカ類および植込み型除細動器類の何れにも影響を与えなかった。
携帯電話端末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調査は、これ
まで新たな電波の周波数や無線アクセス方式等の利用が開始される都度実施されている。
本調査結果を含めてこれまでの調査結果によれば、携帯電話等によって利用されている
700MHz 帯、800MHz 帯、1500MHz 帯、1700MHz 帯、2000MHz 帯および 2500MHz 帯
の各電波が植込み型心臓ペースメーカ等へ影響を与えた時の携帯電話端末等からの距離の
最大値は 800MHz 帯での 3cm であり、1700MHz 帯と 2000MHz 帯では 1cm、700MHz
帯と 1500MHz 帯および 2500MHz 帯の電波は植込み型心臓ペースメーカ等に影響を与え
ていない。このように、植込み型心臓ペースメーカ等は携帯電話端末が極近くまで接近し、
また、端末から発射される電波の出力が規格での最大値となるような状況においてのみ、
影響が発生する可能性があると言える。
しかし、無線通信による電波利用は、IoT（Internet of Things）機器による大規模なセ
ンサネットワークの構築、第 5 世代携帯電話システムやワイヤレス電力伝送（WPT）等に
よる新たな周波数帯の利用、さらに、小型無線端末が肌着に内蔵されたような着衣型のウ
ェアラブル端末

13 の製造販売の開始など、今後は更に人の近くでの利用が進むと考えられ

る。一方、植込み型心臓ペースメーカ等の医療機器の電磁耐性の適合性確認の試験では、
このような最新の電波利用状況までを想定した試験方法とはなっていない。そのため、今
後も順次、新たな無線通信による電波利用に対しては、電波による植込み型心臓ペースメ
ーカ等への影響を防止するために、本調査等による影響測定の実施が必要と言える。

13

朝日新聞「着る端末

機能勝負」 2017 年 1 月 12 日
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第2編 携帯通信端末から発射する電波が在宅医療で使用される医療
機器へ及ぼす影響調査に向けた基礎調査
現在、厚生労働省により、できる限り住み慣れた地域で療養できるよう在宅医療の推進
が進められており、医師の指導管理の下、人工呼吸器等の医療機器を用いた高度な医療行
為を在宅・介護施設等（在宅環境）で受ける患者数も増加している。在宅医療で使用され
る医療機器は、医療機関の管理下にない在宅環境で使用されるため、医療機器に不具合が
生じた場合、患者の健康に重大な影響を与える可能性も想定される。これまで携帯電話等
の各種電波利用機器が在宅医療で使用される医療機器に与える影響に関する調査は実施さ
れておらず、今後調査を実施していく上で、まずは調査対象とすべき医療機器や電波発射
源、影響測定方法及び影響の評価方法等の基礎的な検討を行う必要がある。
そこで本年度は、来年度以降、各種電波利用機器が在宅医療で使用される医療機器に与
える影響に関する調査を実施することを想定し、以下の項目に関して基礎調査を実施した。


在宅医療の現状及び在宅医療で使用される医療機器の調査（第 1 章）



在宅環境で使用される電波発射源の調査（第 2 章）



在宅医療で使用される医療機器への電波の影響測定方法と影響評価のためのカテゴリ
ー分類の検討（第 3 章）

なお、本基礎調査は調査実施に向けた主な方針について、机上検討を行ったものであり、
実際に来年度以降に影響測定を実施する場合は、本基礎調査の結果を基に関係者とも協議
しながら、具体的な機器の選定、実施方法の詳細化等を図っていくことになる。

第1章 在宅医療の現状及び在宅医療で使用される医療機器の調査
1.1. 我が国における在宅医療に関する主な施策の推移
我が国においては、2025 年に 75 歳以上の高齢者が人口の 30％以上となる、いわゆる
「2025 年問題」を前にして、高齢化により増大する医療需要に対応するため、厚生労働省
を中心にして、病床の機能の分化及び連携により現在の療養病床以外で対応可能な患者は
在宅医療等での対応を推進するとともに、地域における在宅医療の提供体制の充実を図っ
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ている。図 1-1 に示すように、現在在宅医療に求められている役割は、
「退院支援」、
「日常
の療養生活の支援」、
「急変時の対応」及び「看取りの実施」であり、できる限り患者が住
み慣れた地域、自宅で暮らし続けるため、各段階において必要な医療を提供することが必
要となっている。
法律・制度面では、平成 4 年の第 2 次医療法改正において、
「居宅」が医療提供の場とし
て位置付けられて以降、在宅医療の提供体制の整備が開始され、平成 18 年の第 5 次医療
法改正においては、都道府県が策定する「医療計画」の記載事項に在宅医療の確保に関す
る事項が追加された。また、平成 26 年に成立した「医療介護総合確保推進法」では、効率
的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに、地域包括ケアシステムを構築すること
を通じ、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するため、医療法、介護保険法
等の関係法律について所要の整備を実施している。また、最新の平成 28 年度診療報酬改定
では、在宅医療において、医療機関の実績、診療内容及び患者の状態、居住場所等に応じ
た評価を行うことで、在宅医療の質的、量的向上を図っている。

出所）平成28年度版「厚生労働白書」

図 1-1

在宅医療の提供体制
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1.2. 本調査においてスコープとする在宅医療
在宅医療は、①医師等の往診等により居宅において医療行為を行うものと、②患者や家
族等が医療機器を用いて居宅で療養するアプローチがある。在宅における医療行為を、
「医
療機器の使用」という観点で見ると、①に関しては主に医師等が往診等に医療機器を持参
して使用する形が主であり、基本的に使用される医療機器は医療従事者によって管理され
ていると考えられる。一方、②に関しては、在宅でも扱えるように開発された医療機器を、
定期的な医師の指導の下、基本的には患者本人または家族、介護者が操作、管理するとい
う形となる。これらの医療行為は、健康保険の診療報酬上でも区分されており、①は在宅
患者診療・指導料、②は在宅療法指導管理料の対象となる。在宅療養指導管理料には、在
宅で使用する医療機器等を提供した場合、指導管理料に「在宅療養指導管理材料加算」を
算定することができる。
在宅療法指導管理料の対象となる主な療法を表 1-1 に示す。図 1-2 に示すように、各指
導管理料の算定件数は年々増加しており、在宅医療が普及している状況が伺える。
本調査においては、基本的には医療機関等の管理環境外である在宅において定常的に使
用される医療機器を想定するため、②が主な調査対象となると考えられる。
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表 1-1

在宅療養指導管理料の対象となる主な療法

主な療法

療法の内容

在宅自己注射

糖尿病、血友病、下垂体等の内分泌疾患などの患者で、注射
の継続的・間歇的、対症的実施が必要な患者に対して、患者
自身または家族等が薬剤を自己注射する。

在宅自己腹膜灌流

慢性腎不全が進行した患者に対して、腹腔内に一定量の透析
液を注入し、一定時間貯留させることで自己の腹膜を通して
血液の浄化を行う。現在は、1 日に 4~5 回腹腔内の透析液を
交換する CAPD(Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis)が標
準的。基本的に、透析液交換時以外は、患者の行動は制限さ
れない。

在宅血液透析

慢性腎不全が進行した患者に対して、血液を体外に取り出
し、人工腎臓装置の透析膜を通して血液を浄化し、体内に戻
す維持血液透析を在宅で実施する。通院可能な地域に透析施
設がなく、かつ CAPD による血液浄化が医学的に困難な場合
に主に適応となる。院内で使用されている装置を個人宅に設
置するため、実施方法や機器等の取扱において、本人や家族
に高度な医療技術の習得が求められるとともに、緊急時に医
療機関が支援する体制が求められる。

在宅酸素療法

慢性呼吸不全、肺高血圧症、チアノーゼ型先天性心疾患等の
患者に対して高濃度の酸素を吸入する。酸素供給源として、
酸素ボンベ、液体酸素もあるが、現在 9 割以上の患者が利用
するのは周辺の空気を原料とする酸素濃縮装置。

在宅中心静脈栄養法

経口的な栄養摂取が不可能な患者に、中心静脈に挿入したカ
テーテルを経由して高カロリー輸液を行う。

在宅成分栄養経管栄養法

経口的な栄養摂取が不可能な患者に、腸管を経由して栄養を
与えるもので、投与経路により①経鼻経管、②胃ろう、③食
道ろうの方法がある。対象患者に寝たきりの高齢者が多いた
め、訪問診療を受けている患者の割合が高い。

在宅人工呼吸

人工呼吸器から離脱できないか、離脱せずに使用した方が安
定した生活を送れると判断される患者に居宅で実施する人
工呼吸法。主に陽圧式人工呼吸器と陰圧式人工呼吸器に分け
られるが現在は陽圧式が主流。陽圧式には、気管切開で気道
を確保する TPPV(Tracheostomy Positive Pressure Ventilation)と
鼻 マ ス ク を 装 着 す る タ イ プ の NPPV(Noninvasive Positive
Pressure Ventilation)がある。

在宅持続陽圧呼吸療法

睡眠時無呼吸症候群の患者に対して、鼻マスクを通じて一定
の圧力を持続的に加え、睡眠中の気道閉そくを防止する
CPAP(Continuous Positive Airway Pressure)療法と、重症慢性心
不全患者に対して、患者の呼吸パターンに合せて滑らかに空
気の圧力をかける ASV 療法がある。
出所）川人明『在宅医療の完全解説 2016-17 年版』 14等を基に作成

14川人明「在宅医療の完全解説

2016-17 年版－在宅診療・指導管理・適応疾患・使用材料の全ディティ

ール－」（医学通信社）

33

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

在宅自己腹膜灌流指導管理料
在宅中心静脈栄養法指導管理料
在宅成分栄養経管栄養法指導管理料
在宅人工呼吸指導管理料
出所）厚生労働省「社会医療診療行為別統計」を基に作成

図 1-2

主な在宅療養指導管理料の算定件数の推移

なお、在宅医療の対象としては高齢者のイメージが強いが、近年では、高度な周産期医
療や集中治療等の発達にともない、救命後状態は安定しているものの、自宅において医療
機器を用いた人工呼吸、吸引、経管栄養などの医療的ケアを継続する必要があるケースが
増加している。
文部科学省の調査によれば、全国の公立特別支援学校において、日常的に医療的ケアが
必要な幼児児童生徒は 8,143 名（複数の医療的ケアを必要とするケースも多く、延べ件数
では 25,728 件）で増加傾向にある

15（図

1-3 参照）。

一方で、小児は患者の絶対数では高齢者と比較して少ないため、患者のサポート体制が
まだ十分に整備されておらず、家族などの介護者の負担が大きい状況がある。

文部科学省「平成 27 年度特別支援学校等の医療的ケアに関する調査結果について」
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/__icsFiles/afieldfile/2016/05/02/1370505_04.
pdf

15
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出所）文部科学省調査を基に作成

図 1-3

特別支援学校における医療的ケアが必要な幼児児童生徒数推移（H18-27 年）及
び行為別対象幼児児童生徒数（H27 年）

1.3. 調査対象としての在宅医療機器の検討
在宅医療機器の範囲及び種類
ここで、在宅医療で使用される医療機器（以下、本節及び次節において「在宅医療機器」
という。
）の種類を整理する。在宅医療機器は一般的に、①医療機関等の管理環境以外の在
宅や介護施設等で使用される、②使用者が医療従事者ではなく、患者本人や家族、介護者
であるという性格を持つ医療機器と認識されているが

16、医薬品医療機器等法の下で定義

される医療機器において、
「在宅医療機器」という明確な区分はない。1.2.節に示すように、
在宅療養指導管理材料加算の対象となる機器に関しては、制度上特定の在宅療法に対する
使用が定義されるという点で、狭義の在宅医療機器といえる。在宅療養指導管理材料加算
の対象となる医療機器を表 1-2 に示す。

米国食品医薬品局では、在宅医療機器を「Home Use Device」として、「ホーム・ユース・デバイス
は専門医療機関の外のあらゆる環境におけるユーザー（患者、介護者、家族含む）による使用を想定す
る医療機器。医療機関向けのデバイスおよび家庭向けのデバイスの両方を含む。」と幅広く定義してい
る。
FDA, Home Use Devices
https://www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/HomeHealthandConsumer/Hom
eUseDevices/default.htm
16
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表 1-2

在宅療養指導管理材料加算の対象となる医療機器

在宅療養指導管理料（件数）
在宅自己注射 (874,862)
在宅小児低血糖症患者(131)
在宅妊娠糖尿病患者(965)

在宅療養指導管理料材料加算 加算件数
該当医療機器（一般的名称）
584,459 自己検査用グルコース測定器(Ⅲ)
自己血糖測定器
3,512 汎用輸液ポンプ(Ⅲ)
注入器加算 (注射器、注入器、自動ポ
ンプ含む)

4,774 注射筒輸液ポンプ(Ⅲ)
474 グルコースモニタシステム(Ⅲ)
5,854 腹膜潅流用紫外線照射器(Ⅱ)

間歇注入シリンジポンプ加算
持続血糖測定器加算
在宅自己腹膜灌流 (10,148)

紫外線殺菌器加算

※

在宅自己連続携行式腹膜灌流頻回指導 ※ 在宅自己連続携行式腹膜灌流液交換用
管理含む
熱殺菌器含む

3,894 自動腹膜潅流装置(Ⅲ)
563 個人用透析装置(Ⅲ)

自動腹膜灌流装置加算
在宅血液透析(565)
※

透析液供給装置加算

在宅血液透析頻回指導管理含む

在宅酸素療法(125,211)
※

区分「チアノーゼ型先天性心疾患」と「そ
の他」を合算

在宅中心静脈栄養法(5,807)

酸素濃縮装置加算
呼吸同調式デマンドバルブ加算

在宅持続陽圧呼吸療法
(348,466)
在宅悪性腫瘍患者 (932)
在宅悪性腫瘍患者共同(2)
在宅肺高血圧症患者(126)

(8,390) 汎用輸液ポンプ(Ⅲ)

注入ポンプ加算

在宅成分栄養経管栄養法(7,352) 注入ポンプ加算
在宅小児経管栄養法(2,693)
在宅人工呼吸(25,184)
人工呼吸器加算

139,681 酸素濃縮装置(Ⅱ)
102,631 呼吸同調式レギュレータ(Ⅱ)

(8,390) 経腸栄養用輸液ポンプ(Ⅲ)
1.陽圧式
2.マスク
3.陰圧式

排痰補助装置加算
経鼻的持続陽圧呼吸療法用治療
器加算
1.ASV
2.CPAP
注入ポンプ加算

5,485
21,256
83
1,994

成人用人工呼吸器(Ⅲ)
二相式気道陽圧ユニット(Ⅲ)
陰圧人工呼吸器(Ⅲ)
気道粘液除去装置(Ⅱ)

－ 二相式気道陽圧ユニット(Ⅲ)
353,835 持続的自動気道陽圧ユニット(Ⅲ)
(8,390) 患者管理無痛法用輸液ポンプ(Ⅲ)

携帯型精密輸液ポンプ加算
携帯型精密ネブライザー加算

420 汎用輸液ポンプ(Ⅲ)
－ 超音波ネブライザ(Ⅰ)

注1） 非能動型医療機器、植込み型医療機器を除く
注2） 加算件数のデータは厚生労働省「社会医療診療行為別統計」の 2015 年のデータに基づく
注3） －は 2016 年からの新規加算項目のためデータなし
注4） 加算件数列の( )は複数の療法で共通の加算となるもの

出所）冨森浩二「在宅医療機器の現在、在宅医療機器のニーズ」 17を基に作成

一方、広く在宅で使用される医療機器を挙げると、電気治療器やマッサージ器等の「家
庭用管理機器」、さらに健康管理の目的で血圧や血糖の自己検査を行うための「健康管理機
器」 18等がある。
さらに、厳密には医療機器ではないが、医療と介護が一体となって行われる状況におい
て、介護ベッドや電動車いす、移動用リフト等の福祉用具や各種介護機器も、広く在宅医
療の環境で用いられる機器という点で、在宅医療機器と共通的な要素を持つ。表 1-3 にそ
の他の医療機器の例を示す。

17冨森浩二「在宅医療機器の現在、在宅医療機器のニーズ」
、
『病院設備』、2016
18

日本ホームヘルス機器協会ホームページ
http://www.hapi.or.jp/aboutus/index.html

ホームヘルス機器とは
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表 1-3
機器の種類
家庭用医療機器
－家庭用管理医療機器
－家庭用電気治療機器
（販売／貸与の要件が異なる）

その他の医療機器

※介護保険法上の定義は「心身の機能が
低下し日常生活を営むのに支障がある要
介護者等の日常生活上の便宜を図るため
の用具及び要介護者等の機能訓練のため
の用具であって、要介護者等の日常生活
の自立を助けるためのもの」

主な該当機器
家庭用管理医療機器
家庭用マッサージ器
家庭用指圧代用器
家庭用温熱浴、気泡浴装置
家庭用電気磁気治療器
家庭用吸入器
電解水生成器 等
家庭用電気治療機器
家庭用低周波治療器
家庭用電位治療器
家庭用短波治療器
家庭用紫外線治療器
家庭用温熱治療器 等
電子体温計
電子血圧計
電子尿糖計
心拍数モニタ
脈拍数計 等
電動車いす
特殊寝台（介護用ベッド）
床ずれ防止用具
認知症老人徘徊感知機器
移動用リフト
自動排泄処理装置

その他

介護ロボット

※クラス分類はⅡ

健康管理機器
（各種測定機器類等）
※クラス分類は主にⅡ

福祉用具（非医療機器）

等

注 1）家庭用医療機器、健康管理機器等を総称して「ホームヘルス機器」とも呼ばれる。

なお、電動車いすに関しては平成 9 年に製品評価技術センター（現：独立行政法人製品
評価技術基盤機構）が、日常の生活環境中に存在する電波によって、電動車いすに機能障
害が生じる可能性について試験を行っている

19。試験の結果、電波暗室の試験では、アマ

チュア無線機で使用される周波数帯を含むいくつかの周波数領域で電波の照射により、電
動車いすの減速、加速、ブレーキの解除等が確認された。実際の使用環境（屋外）におい
て、市販されている無線機によって電波を照射する試験では、50MHz 帯、144MHz 帯の
アマチュア無線機でブレーキが解除される等の誤作動が確認されたが、その他のアマチュ
ア無線機、携帯電話、パーソナル無線機においては同様の現象は確認されていない。この

独立行政法人製品評価技術基盤機構「事故情報特記ニュース No.11」（1997 年 6 月 17 日）
http://www.nite.go.jp/jiko/chuikanki/specialnews/011wheel.html

19
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結果を受けて、当該電動車いすの製造事業者は、各利用者に対する電動車いす使用時に無
線通信機器の使用を控える旨の注意喚起等の措置を既に自主的に講じている。
次年度以降、実際に在宅医療機器への電波の影響の調査を実施する段階では、限られた
リソースでより効果的な検証を行うため、優先して調査を行う医療機器を絞り込む必要が
ある。上記に挙げた在宅で用いられる医療機器等の優先度を検討する上で考慮すべき点に
ついて、以下に述べる。

本調査における前提
まず、本調査は各種電波利用機器からの電波が医療機器に与える影響を検証することが
目的のため、電子・電気部品によって構成される医療機器である「能動型医療機器」
（日本
工業規格（JIS）では「医用電気機器」という呼称を用いる。）を想定する。また、植込み
型心臓ペースメーカ等及びその他植込み型医療機器、装着型医療機器の一部に関しては、
既に平成 26 年度に調査を実施しているため、本調査の対象として検討しない。

医療機器のクラス分類
医薬品医療機等法に定義される医療機器は、人体に与えるリスクの程度により、
「一般医
療機器」、
「管理医療機器」、
「高度管理医療機器」に分類され、さらに厚生労働省通知（平
成 16 年 7 月 20 日付け薬食発第 0720022 号
第8号

20 及び平成

25 年 5 月 10 日付け薬食発 0510

21）により、国際的な基準に基づくリスクに応じたクラス分類との対応が示されて

いる。医療機器のクラス分類を表 1-4 に示す。

20平成 16 年 7 月 20 日 薬食発第 0720022 号「薬事法第二条第五項から第七項までの規定により厚生労
働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器（告示）及び薬事法第二条第八項
の規定により厚生労働大臣が指定する特定保守管理医療機器（告示）の施行について」
http://www.pmda.go.jp/files/000158299.pdf
21平成 25 年 5 月 10 日 薬食発 0510 第 8 号「高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器に係る
クラス分類ルールの改正について」http://www.pmda.go.jp/files/000159623.pdf
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表 1-4
クラス分類
クラスⅣ 注１）
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
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

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

医療機器のクラス分類

医薬品医療機等法分類
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

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
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

注１）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。

過去の植込み型心臓ペースメーカ等及びその他植込み型医療機器、装着型医療機器に対
する調査においては、電波の影響により機能等に不具合が発生した場合に、人体へのリス
クが高い医療機器を調査対象選定の際の基準の 1 つとして考慮した。なお、能動型の植込
み型医療機器は、患者への侵襲性が高いという点で、クラス分類ルールにおいては最もレ
ベルの高いクラスⅣに分類される。一方、今回調査対象として検討する在宅医療機器は、
前述の通り幅広い用途で様々な医療機器が利用されており、クラス分類もそれぞれ異なる。
人体へのリスクを考慮する上で、今回の調査対象の検討においては、原則としてクラス
Ⅲ以上の医療機器（高度管理医療機器）を選定することを想定する。ただし、医療機器に
よっては使用状況の実態から、クラス分類が低くても影響を考慮すべきとして優先度を上
げる、または逆にクラス分類が高くても、他の医療機器と比較して優先度を下げる等の調
整を行う必要もある。
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医療機器の管理体制
在宅医療機器の医療機器としての管理体制について整理する。
医療機器の販売業及び貸与業を行う上では、表 1-5 に示すように医療機器の種類に応じ
て許可・届出の必要性の有無、管理者の設置義務や管理者に求められる要件等が異なる。
クラスⅢ以上の高度管理医療機器に関しては、販売・貸与に求められる要件も厳しいが、
クラスⅡ以下の医療機器、特に家庭用医療機器に関しては、その要件は緩和されている。
表 1-5
薬機法分類

医療機器の販売業及び貸与業における管理者の要件

医療機器の分類

高度管理医療機器
高度管理
医療機器
コンタクトレンズ
（クラスⅢ～）

許可 管理者
販売管理者の要件 その他
届出 設置義務 従事年数 基礎講習 継続研修 取扱可能範囲
3年

許可 義務

プログラム高度管理医療
機器
管理医療機器
（クラスⅡ）

一般医療機器
（クラスⅠ）

医療機関向け管理医療
機器

必要

制限なし

1年

コンタクトレンズ
及び管理医療機器

任意

プログラム高度管理
医療機器
管理医療機器

3年

届出 義務

必要

必要

努力義務 管理医療機器全て

プログラム特定管理医療
機器

任意

プログラム特定管理
医療機器
家庭用管理医療機器

補聴器

1年

補聴器
家庭用管理医療機器

家庭用電気治療器

1年

家庭用電気治療器
家庭用管理医療機器

家庭用管理医療機器

不要

任意

－

不要

検体測定室

義務

3年

必要

努力義務 検体測定室における
検査で使用する医療
機器

不要 不要

不要

不要

不要

一般医療機器

家庭用管理医療機器

なし

在宅療養指導管理材料加算の対象となる医療機器に関しては、在宅療養指導管理料及び
在宅療養指導管理材料加算を基に医療機関が医療機器供給業者（医療機器メーカ、メーカ
関連会社、輸入・販売代理店等）からレンタルし、これを患者に貸与する形が一般的とな
っている（図 1-4 参照）
。また、これらの医療機器は基本的に「特定保守管理医療機器」22
22保守点検、修理その他の管理に専門的な知識及び技能を必要とすることから、その適正な管理が行わ

れなければ疾病の診断、治療又は予防に重大な影響を与えるおそれがあるものとして、厚生労働大臣が
指定する医療機器
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に該当するが、医療機器の設置、保守点検、メンテナンス等に関しては、医療機関が業者
に委託する形で、業者が直接患者に提供する。このため、患者は医療機器の使用に関して、
定期的な指導管理を受けるとともに、機器に関しては供給業者からサポートを受けること
ができる。なお、近年一部の医療機器メーカでは、保守点検の一環として、医療機器の運
転情報を無線通信モジュール及び外部機器を介してメーカに送信し、機器の遠隔監視、患
者や医師向けの健康データ管理機能等のサービスを提供している。
東日本大震災等の経験を踏まえ、地域の自治体による在宅で医療機器を使用する患者と
の情報連携の取組みも進められている。東京都は平成 24 年 3 月に在宅での人工呼吸器の
使用者の情報集約、リスト化、災害時個別支援計画の作成等の関係機関による支援体制確
立のための目標や取組内容を示した「東京都在宅人工呼吸器使用者災害時支援指針」 23 を
策定している。平成 25 年の災害対策基本法の改正では、市町村が「避難行動要支援者名
簿」を作成し、消防機関や民生委員等の避難支援を行う関係者と情報共有を行うこととさ
れるとともに、同年 8 月に内閣府が公表した「避難行動要支援者の避難行動支援に関する
取組指針」においては、要支援者ごとに避難支援のための個別計画の策定を促している。
厚生労働省も、要支援者のうち、在宅で人工呼吸器を使用している患者については、停電
や避難に際して当該機器のための電源確保や予備のボンベが必要となるなど特に配慮が必
要であることから、自治体への支援の取組みを要請している

図 1-4

24。

在宅医療機器の流通・管理体制

23 東京都福祉保健局「東京都在宅人工呼吸器使用者災害時支援指針」
（平成 24 年 3 月）
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/joho/soshiki/hoken/shippei/oshirase/saigaijisiennsisinn.files/
shishin1.pdf
24 厚生労働省大臣官房厚生科学課「平成 27 年度全国厚生労働関係部局長会議説明資料」
（平成 28 年 1
月 19 日）
http://www.mhlw.go.jp/topics/2016/01/dl/tp0115-1-04-01p.pdf
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1.4. 優先して調査すべき在宅医療機器の案
以上の検討を踏まえ、次年度以降、電波利用機器の電波からの影響について、調査すべ
き在宅医療機器の優先度の方針を以下に示す。
対象とすべき在宅医療機器の範囲に関しては、健康保険上で定義される在宅療法に基づ
き提供される医療機器であり、かつ機器の適切な管理が求められるという点で、診療報酬
の在宅療養指導管理料の在宅療養指導管理材料加算の対象となる医療機器を検討の対象と
する。その他の医療機器や福祉用具等についても、在宅において使用されるという点で、
電波からの影響を受ける可能性はあるが、影響が発生した際の人体へのリスクを考慮する
と前者の優先度が高くなると考えられる。一方で、全ての在宅医療機器への影響について
は、引き続き国内外の調査や事例を確認していく必要がある。
次に、在宅療養指導管理材料加算の対象となる在宅医療機器のうち、特に優先して調査
を行うべき在宅医療機器を検討する。基本的な判断基準は以下とする。

a) 患者数の多い療法
b) クラス分類の高い医療機器(基本的にはⅢ以上)
c) 医療機器の特性、使用状況、適応となる患者の状態等(a、b に加えて考慮すべき点)

a)の使用する患者数の多い医療機器は、より電波による影響の発生頻度が高くなると考
えられ、また b)のクラス分類は機器に不具合が発生した際の人体へのリスクが高いことか
ら、一般に影響のリスクが高いと考えることができる。ただし、影響のリスクは、b)のク
ラス分類だけで判断できない場合もあり、c) 医療機器の特性、使用状況、適応となる患者
の状態等の基準も含めて総合的に判断した。なお、優先度が低いものも検討の対象から完
全に外すものではなく、調査のリソースや調査スケジュールの条件、その他考慮すべき点
が出てきた場合は、適宜調査の対象として含める可能性もある。
表 1-6 に検討の結果を示す。
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表 1-6

優先して調査すべき在宅医療機器（色付き網掛け）

c)医療機器の特性、使用状
備考、選定・除外理由
況、適応となる患者の状態等
自己管理用の測定機器であり、
測定機器
多
Ⅲ
優先度は低いと考えられる。
生命維持管理装置
生命維持管理装置で患者数も
多いため、優先度は高い。
汎用輸液ポンプ
中
Ⅲ
(療法により様々種類があるた
め、個別機種の選定は要検討)
生命維持管理装置
生命維持管理装置で患者数も
注射筒輸液ポンプ
中
Ⅲ
多いため、優先度は高い
グルコースモニタシ
測定機器
自己管理用の測定機器であり、
少
Ⅲ
ステム
優先度は低いと考えられる。
腹膜潅流用紫外線照
CAPD の薬液バックの切換え 衛生管理用の機器であり、優先
中
Ⅱ
射器
時に使用する
度は低いと考えられる。
生命維持管理装置
生命維持管理装置で患者数も
自動腹膜潅流装置
中
Ⅲ
多いため、優先度は高い。
基本的に医療機関用と同じ機
生命維持管理装置
器を用いるため、使用に際して
は本人や介護者に対するトレ
個人用透析装置
少
Ⅲ
ーニングが行われる。なお、医
療機関向けの同装置は過去に
調査実施済。
生命維持管理装置
機器のクラス分類はⅡだが、重
度の慢性呼吸不全の患者にも
酸素濃縮装置
多
Ⅱ
多く適用されるため、優先的に
対象とすべきと考えられる。
酸素ボンベ、携帯型液化酸素 外出時等に本体のボンベ、液化
装置の利用において、外出時 酸素装置(電源不要)につける
呼吸同調式レギュレ
多
Ⅱ
等に酸素節約のため酸素量を 補助的な機能のため、優先度は
ータ
調整
低いと考えられる。
生命維持管理装置
生命維持管理装置で患者数も
成人用人工呼吸器
中
Ⅲ
多いため、優先度は高い。
二相式気道陽圧ユニ
生命維持管理装置
生命維持管理装置で患者数も
多
Ⅲ
ット
多いため、優先度は高い。
生命維持管理装置
現在陽圧式にほぼ移行してい
陰圧人工呼吸器
少
Ⅲ
るため、優先度は低いと考えら
れる。
在宅人工呼吸を行っている患 常時使用する機器ではないた
気道粘液除去装置
中
Ⅱ
者で、自力での排痰が困難な め、優先度は低いと考えられ
患者に適応
る。
睡眠時無呼吸症候群の患者へ 患者数も多く、クラス分類も高
の適応
いが、適用疾患もふまえて、他
持続的自動気道陽圧
の呼吸治療と比較した場合に
多
Ⅲ
ユニット
は、不具合が発生した際のリス
クが低いため、優先度は低いと
考えられる。
クラス分類Ⅰであるため、優先
薬剤吸入時に使用
超音波ネブライザ
－
Ⅰ
度は低いと考えられる。
注 1）各種医療機器を使用する患者数の正確な統計情報はないため、在宅療養指導管理材料加算の算定数
から判断した。（1 万件以上：多、1 千件以上：中、1 千件未満：少）
医療機器
（一般的名称）
自己検査用グルコー
ス測定器

a)患者数

b)クラス
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第2章 在宅環境で使用される電波発射源の調査
電波が在宅・介護施設等（在宅環境）で使用する医療機器へ及ぼす影響調査を今後行う
ために、対象とすべき電波発射源について、在宅環境で使用される電波発射機器の基礎的
な調査を行い、対象とすべき電波発射源を選定した。

2.1. 調査の概要
調査では電波発射源機器の技術的な仕様、在宅環境での使用状況、一般社会への普及状
況等の調査を行い、在宅環境で医療機器と不用意に接近する際のリスク等を基として、調
査対象とすべき電波発射源機器について優先度と併せて示した。

2.2. 在宅医療で使用される医療機器を取り巻く電磁環境
在宅医療で使用される医療機器は、様々な電波と共存している。これらの電波には、無
線通信機器等から意図して発射する電波と、電子・電気機器等から意図せず発射される不
必要な電波（不要電波）がある。なお、医療機器も電子・電気機器のひとつと言えること
から、医療機器からも不要電波が放射されている。また、医療機器では、治療のための電
波を発射するものも有れば、近年は通信機能を内蔵して、通信用の電波を発射するものも
普及してきている。
このように、在宅医療で使用される医療機器を取り巻く環境では不要電波も含めて、近
年は様々な電波が利用されている。特に在宅環境では、無線端末等との不用意な接近が医
療機関と比較して高いと想定されることから、医療機器を安心して使用するためには、影
響を防止するために様々な電波発射源機器と共存するための調査や検討を行う必要がある。
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医療機器

治療のための
電波

意図的に
発する電波

不要電波

不要電波

電子・電気機器

図 2-1

無線通信機器

医療機器を取り巻く様々な電波発射源機器

2.3. 電波発射源機器の基礎調査
在宅環境で使用される電波発射源機器について、電波を意図的に発射する無線通信機器、
不要電波を発射する電子・電気機器および不要電波もしくは治療のための電波を発射する
医療機器の 3 種類に分類して、使用周波数、最大送信出力等の技術的仕様、在宅環境での
不要電波に対する規制状況、在宅環境での利用例、使用状況および普及状況の調査を行っ
た。

無線通信機器
日本国内で使用される無線局（無線通信機器）は、電波法および関係する総務省令によ
り技術基準が定められている。無線局の種別は電波法施行規則第四条で定められている。
一方、無線局を運用する上で必要となる相互接続性や品質、通信手順等は、技術基準や
民間での技術規格等を基にして、一般社団法人 電波産業会（ARIB）において、標準規格
を策定している。無線通信関連の標準規格は、無線局を電波利用システム等により分類し
ている

25

25。なお、無線通信機器は異なる種別の無線局を含めて構成される場合もあるが、

一般社団法人 電波産業会 通信関連の ARIB 標準規格体系
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一般の無線局利用者が無線局の種別を意識することは無いと考えられる。
そこで、本基礎調査では、無線局を電波利用システム等で分類している ARIB 標準規格
に基づいて、無線通信機器の技術的仕様の整理および調査を行った。なお、日本国内で使
用される無線通信機器には、ARIB 標準規格体系に含まれないものもあるが、これらは、
電波法施行規則を基にして調査を行った。

① 通信関連の ARIB 標準規格体系に含まれる無線通信機器
通信関連の ARIB 標準規格体系では、電気通信業務用無線局、公共業務用無線局、一般
業務用無線局、簡易無線通信業務用無線局、小電力業務用無線局（特定小電力無線局を含
む）及び無線局以外のシステムの 6 つのシステムに分類されている。このうち、公共業務
用無線局は在宅環境での利用を想定していないため、調査対象から除外する。
各システムの中で、在宅環境で使用されている無線通信機器種別について、在宅環境で
の利用例を表 2-1 に示す。
電気通信業務用無線局は電気通信事業者が行う電気通信役務のための無線局で、携帯電
話、PHS（1.8/1.9GHz 帯）
、広帯域移動無線（2.5GHz 帯）などの無線通信機器が在宅環境
で利用されている。具体的な利用例として、個人用の携帯電話（スマートフォン、モバイ
ルデータ端末含む）などがある。
一般業務用無線局は電気通信業務用以外のあらゆる業種に用いられる無線局で、
MCA 無
線、移動体識別（RFID）、テレメータ／テレコントロール、ラジオマイクなどの無線通信
機器が在宅環境で利用されている。具体的な利用例として、介護施設における通信用無線、
RFID による物品管理システムなどがある。
簡易無線通信業務用無線局は簡易な事務又は個人的用務を行うための無線局で、一般簡
易無線、移動体識別（RFID）などの無線通信機器が在宅環境で利用されている。具体的な
利用例として、介護施設における通信用無線、RFID による物品管理システムなどがある。
小電力業務用無線局は免許を要しない無線局で、コードレス電話、小電力データ通信／
無線 LAN、超広帯域無線、小電力セキュリティなどの無線通信機器が在宅環境で利用され
ている。具体的な例として、コードレス電話機、無線 LAN 機器などがある。
小電力業務用無線局の一種の特定小電力無線局は免許を要しない無線局で、移動体識別
（RFID）
、移動体検知センサー、テレメータ／テレコントロール、ラジオマイクなどの無
線通信機器が在宅環境で利用されている。具体的な利用例として、RFID による物品管理
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システム、非接触バイタル生体センサーなどがある。
無線局以外のシステムとして、電力線通信、ワイヤレスカードシステムが在宅環境で利
用されている。具体的な利用例として、電力線搬送通信（PLC）機器、ワイヤレスカード
システム対応の自動販売機などがある。
在宅環境で使用される無線通信機器の種別ごとに、周波数、空中線電力や電界強度の規
制値を表 2-2 に示す。なお、記載した規制値は最大値を抜粋したものである。
表 2-1

在宅環境で使用する無線通信機器種別とその利用例システム分類

システム分類

電気通信業務用
無線局

一般業務用
無線局

無線通信機器分類

在宅環境での利用例

携帯電話（第 3 世代）*1

携帯電話、モバイルルータ

携帯電話（第 4 世代）*2

携帯電話、モバイルルータ、IoT デバイス

PHS（1.8/1.9GHz 帯）*3

コードレス電話、構内 PHS

広帯域移動無線 *4

モバイルルータ

MCA 無線 *5

送迎車等との無線通信、災害時無線通信

移動体識別（RFID）*6

物品等管理

ﾃﾚﾒｰﾀ/ﾃﾚｺﾝﾄﾛｰﾙ *7

IoT デバイス

ラジオマイク *8

介護施設内音響システム

一般簡易無線 *9

介護施設での通信用

移動体識別（RFID）*10

物品等管理

コードレス電話 *11

コードレス電話機

小電力データ通信/無線 LAN *12

IoT デバイス、無線 LAN 機器、ナースコール

小電力
業務用

超広帯域無線 *13

非接触バイタル生体センサー

小電力セキュリティ *14

防犯装置、火災報知器

無線局

移動体識別（RFID）*15

物品等管理

移動体検知センサー *16

離床センサー

ﾃﾚﾒｰﾀ/ﾃﾚｺﾝﾄﾛｰﾙ *17

医療用テレメータ、IoT デバイス

簡易無線通信業務用
無線局

特定
小電力
無線局

無線局以外の
システム

ラジオマイク *18

介護施設内音響システム

電力線通信 *19

電力線搬送通信（PLC）機器

ワイヤレスカード *20
自動販売機
対応する総務省令
*1 電波法第 38 条の 2 の 2 第 1 項
*2 電波法施行規則第 4 条の 4 第 2 項第 3 号、
*3 無線設備規則第 49 条の 8 の 2、無線設備規則第 49 条の 8 の 3
*4 無線設備規則第 49 条の 28、無線設備規則第 49 条の 29
*5 無線設備規則第 49 条の 7 の 3
*6 電波法施行規則第 14 条、1986 年郵政省告示第 378 号、無線設備規則第 49 条の 9 第 1 号
*7 電波法施行規則第 14 条、1986 年郵政省告示第 378 号、電波法施行規則第 13 条、無線設備規則第 54 条第 5 号
*8 無線設備規則第 49 条の 16、無線設備規則第 49 条 16 の 2
*9 電波法施行規則第 4 条第 1 項第 25 号、無線設備規則第 54 条、無線設備規則第 54 条第 2 号
*10 電波法施行規則第 13 条、無線設備規則第 54 条第 5 号
*11 電波法施行規則第 6 条、無線設備規則第 49 条の 8、無線設備規則第 49 条の 8 の 2 の 2、第 49 条の 8 の 2 の 3
*12 電波法施行規則第 6 条第 4 項第 4 号、
*13 電波法施行規則第 4 条の 4 第 2 項第 2 号
*14 電波法施行規則第 6 条第 4 項第 3 号
*15 電波法施行規則第 6 条第 4 項第 2 号、無線設備規則第 49 条の 14 第 3 号、無線設備規則第 49 条の 14 第 6 号
*16 電波法施行規則第 6 条、無線設備規則第 49 条の 14 第 11 号
*17 電波法施行規則第 6 条、無線設備規則第 49 条の 14 第 10 号
*18 電波法施行規則第 6 条
*19 電波法第 100 条第 1 項第 2 号、電波法施行規則第 45 条第 3 号
*20 電波法施行規則第 44 条第 1 項第 2 号
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表 2-2
システム分類

電気通信業務用
無線局

一般業務用
無線局
簡易無線通信業務用
無線局

在宅環境で使用する無線通信機器の周波数と送信電力
無線通信機器分類

周波数帯

空中線電力や電界強度
などの規制値

携帯電話（第 3 世代）

800MHz/1.5GHz/1.7GHz/2GHz 帯

250 mW

携帯電話（第 4 世代）

上記に加え 700MHz/3.5GHz 帯

200 mW

PHS（1.8/1.9GHz 帯）

1.8GHz/1.9GHz 帯

10 mW

広帯域移動無線
（2.5GHz 帯） 2.5GHz 帯

200mW, 400 mW

MCA 無線

800MHz 帯

2W

移動体識別（RFID）

2.4GHz/920MHz 帯

300 mW/1 W

ﾃﾚﾒｰﾀ/ﾃﾚｺﾝﾄﾛｰﾙ

1.2GHz/920MHz 帯

100 mW/250mW

ラジオマイク

800MHz/1.2GHz 帯

A 10mW, D 50 mW

一般簡易無線

150MHz/400MHz 帯

5W

移動体識別（RFID）

950MHz 帯

250 mW

コードレス電話

250MHz/380MHz/1.9GHz 帯

10 mW

小電力データ通信/無線 LAN

2.4GHz 帯

10 mW/MHz(260mW)

5GHz 帯

10mW/MHz(200mW)

3.4-4.8 GHz 帯

0 dBm/50MHz

7.25-10.25 GHz 帯

-30 dBm/50MHz

超広帯域無線
小電力

小電力セキュリティ

426MHz 帯

1W

業務用
無線局

移動体識別（RFID）

2.4GHz 帯

10mW/MHz も し く は
30mW/MHz

920MHz 帯

250 mW

移動体検知センサー

10.525/24.15GHz 帯

20 mW

ﾃﾚﾒｰﾀ/ﾃﾚｺﾝﾄﾛｰﾙ

420/440MHz 帯

10 mW

920MHz

1 mW, 20 mW

ラジオマイク(アナログ)

70/300/800MHz 帯

10/1/10 mW

ラジオマイク(デジタル)

800MHz 帯

10mW

電力線通信

10kHz-450kHz

300 µV/m

ワイヤレスカード

13.56MHz

47.544 mV/m

特定
小電力
無線局

無線局以外の
システム

② アマチュア無線通信機器
ARIB 標準規格体系に含まれない無線通信機器にアマチュア無線局がある。アマチュア
無線局は、
「金銭上の利益のためでなく、もっぱら個人的な無線技術の興味によって自己訓
練、通信及び技術的研究の業務」 26 を行う無線局のことである。アマチュア無線局の無線
通信機器を操作するためには資格を取得する必要があり、その資格等級に応じて操作でき
る周波数、出力が決められている。表 2-3 にアマチュア無線局が免許を受けることができ
る周波数帯と資格等級に応じた最大空中線電力を示す。

26

電波法施行規則第 3 条の 15 によるアマチュア業務の定義
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表 2-3

アマチュア無線局が免許を受けることができる周波数帯と空中線電力

周波数帯
135kHz 帯
475kHz 帯
1.9MHz 帯
3.5MHz 帯

3.8MHz 帯
7MHz 帯
10MHz 帯
14MHz 帯
18MHz 帯
21MHz 帯
24MHz 帯
28MHz 帯
50MHz 帯
144MHz 帯
430MHz 帯
1200MHz 帯
2400MHz 帯
5600MHz 帯
10.1GHz 帯
10.4GHz 帯
24GHz 帯
47GHz 帯
77GHz 帯
134GHz 帯
248GHz 帯
4630kHz

周波数範囲
135.7～137.8kHz
472～479kHz
1810～1825kHz
1907.5～1912.5kHz
3500～3575kHz
3599～3612kHz
3680～3687kHz
3702～3716kHz
3745～3770kHz
3791～3805kHz
7000～7200kHz
10100～10150kHz
14000～14350kHz
18068～18168kHz
21000～21450kHz
24890～24990kHz
28～29.7MHz
50～54MHz
144～146MHz
430～440MHz
1260～1300MHz
2400～2450MHz
5650～5850MHz
10～10.25GHz
10.45～10.5GHz
24～24.05GHz
47～47.2GHz
77.5～78GHz
134～136GHz
248～250GHz
4630kHz

*7

第1級
200
200

最大空中線電力 [W]
第2級
第3級
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第4級
10
10
－
10

50
10
1000

200
－
－

50

500 *1

－
－
－
10

20

50 *3

50 *2

10 *3
2 *6

10 *2
2 *6

10 *5
2 *5

10 *4
2 *4

2

2

2

2

0.2

0.2

0.2

0.2

1000

200

50

－

*1 50～51.5MHｚまでの周波数で外国のアマチュア無線局と通信をおこなう場合は 1kW
*2 月面反射通信をおこなう場合は 200W
*3 月面反射通信をおこなう場合は 500W
*4 月面反射通信をおこなう場合は 20W
*5 月面反射通信をおこなう場合は 50W
*6 月面反射通信をおこなう場合は 100W
*7 非常通信専用周波数

在宅環境で使用されるアマチュア無線通信機器は、固定して使用するタイプ（固定機）
と携帯して使用するタイプ（携帯機）の 2 種類が想定できる。固定機の多くは高出力で運
用されるが、空中線が屋外に設置され、医療機器とは一定の離隔距離が確保できることか
ら、調査対象から除外する。
日本国内で販売されている日本の製造メーカ製の携帯機について、使用周波数帯および
機種ごとの最大送信出力を網羅的に調査した。調査は 4 社 22 機種について行った。調査
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一般社団法人 日本アマチュア無線連盟ホームページ
http://www.jarl.org/Japanese/6_Hajimeyo/shikaku.htm
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結果を表 2-4 に示す。携帯機で使用する周波数帯は、50MHz 帯、144MHz 帯、430MHz
帯および 1200MHz 帯の 4 周波数帯で、最大送信出力はそれぞれ 5W、7W、5W および 1W
であった。
表 2-4

携帯機の使用周波数と最大送信出力

使用周波数帯 [MHz]

機種ごとの最大送信出力 [W]

50

5

144

1.5 , 2 , 3 ,5 ,5.5 ,7

430

1 , 2 , 4.5 , 5

1200

1

③ その他の無線通信機器
ARIB 標準規格体系に含まれない無線局には、国の安全、外交、犯罪の予防及び行政機
関の監査・取締り等に支障を及ぼすおそれがあるとして、電波の型式、周波数、空中線電
力など無線局の情報が全て不公表となっているものがあり、これらの無線局の使用は優先
される。また、消防無線などのように、救急救命士等の然るべき医療資格を有する者が使
用するため、電波の影響については管理されていると考えられる。従って、調査の対象か
ら除外する。
ただし、これらの無線局に分類されている無線通信機器は、非常時、緊急時に使用者が
携帯して在宅環境で使用されることが想定できる。在宅環境において、どのようにしてこ
れらの無線通信機器と医療機器との共用を図るかは、将来の課題となる。

電子・電気機器
国際無線障害特別委員会（CISPR）では、製品群ごとに電子・電気機器から放射する不
要妨害波（エミッション）の許容値及び測定法を定めている。この製品群により電子・電
気機器を整理し、エミッションの規制周波数と許容値の調査を行った。また、現在 CISPR
において審議中の電子・電気機器で、在宅環境での使用、将来の普及が想定される電子・
電気機器についても同様に調査を行った。

① CISPR における製品群に含まれる電子・電気機器
日本国内で答申された CISPR 規格のうち、在宅環境で使用される製品群は次に示す 6
種類の製品群がある。これらの製品群ごとに在宅環境で使用されている電子・電気機器に
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ついて、利用例を表 2-5 に示す。
CISPR 11：工業、科学及び医療（ISM）用装置
CISPR 13：音声及びテレビジョン放送受信機
CISPR 14-1：家庭用電気機器、電動工具及び類似装置
CISPR 15：照明機器
CISPR 22：情報技術装置
CISPR 32：マルチメディア機器

工業、科学及び医療（ISM）用装置は、グループ２装置に分類されない全ての装置（グ
ループ１装置）と無線周波数（RF）エネルギーを意図的に発生させて使用する装置（グル
ープ２装置）の 2 種類に分類されている。在宅環境で使用される具体的な例として、前者
はグループ２装置に分類されない医療機器が主であり、後者は RF エネルギーを治療に使
用するマイクロ波治療器等や電子レンジなどがある。
音声及びテレビジョン放送受信機、家庭用電気機器、電動工具及び類似装置、照明機器
や情報技術装置の製品群では、テレビ、ラジオ、白物家電、一般家電製品、照明器具やパ
ーソナルコンピュータ（パソコン）などが在宅環境で多く使用される機器として挙げられ
る。また、家庭用電気機器、電動工具及び類似装置には、使用周波数帯において電磁界を
発生することが広く知られている電磁調理器（IH 調理器）がこの製品群に含まれている。
なお、マルチメディア機器は、CISPR 13 と CISPR 22 の製品群を包含する製品群とな
っている。
これらの製品群ごとにエミッションの規制周波数と許容値を表 2-6 に示す。在宅環境で
使用される電子・電気機器が対象となるため、クラス B 許容値を示す。なお、許容値は規
制周波数における最大値を記載している場合がある。規制周波数、許容値の詳細は、それ
ぞれの CISPR 規格を参照されたい。
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表 2-5

CISPR で示される電子・電気機器の製品群と在宅環境での利用例

製品群

在宅環境での利用例
グループ 1 装置
超音波治療用 ME 機器、輸液ポンプ、人工呼吸器

CISPR 11
工業、科学及び医療（ISM）用装置 グループ 2 装置
マイクロ波治療器、温熱療法機器、電子レンジ
CISPR 13
音声及びテレビジョン放送受信機

テレビ、ラジオ

CISPR 14-1
白物家電、一般家電製品、電動工具、電磁調理器（IH）、電動玩具、TV ゲーム
家庭用電気機器、電動工具及び類似
機、自動販売機
装置
CISPR 15
照明機器

照明器具、LED 照明器具

CISPR 22
情報技術装置

パソコン及び周辺装置、プリンタ、FAX、コピー機

CISPR 32
マルチメディア機器

CISPR 13 及び CISPR 22 の適用範囲に入る機器

表 2-6

CISPR で規定される電磁不要妨害波の周波数と許容値

製品群

規制周波数帯

放射妨害波 クラス B 許容値

9kHz-30 MHz
30-230 MHz
230-1000 MHz
1-400 GHz

適用なし
QP 40 dBµV/m @3m クラス B
QP 47 dBµV/m @3m クラス B
適用なし

CISPR 11
9kHz-150 kHz
工業、科学及び医療（ISM）用装置 0.15-30 MHz
30-230 MHz
230-1000 MHz
1-18 GHz *3
1-18 GHz *4
CISPR 13
音声及びテレビジョン放送受信機

電磁誘導加熱式調理器のみ規定（CISPR14 に移行）
QP 39-3 dBµA/m *1
QP 40, AV 35 dBµV/m @3m クラス B *2
QP 47, AV 42 dBµV/m @3m クラス B
PK 70 dBµV/m @3m クラス B *3*6
PK 110 dBµV/m @3m クラス B *4*6

CISPR 32 を適用

CISPR 32 を適用

CISPR 14
9kHz-30MHz
家庭用電気機器、電動工具及び類似 30-230 MHz
230-1000 MHz
装置
CISPR 15
照明機器
CISPR 22
情報技術装置
CISPR 32
マルチメディア機器

@測定距離

磁界強度の許容値を電磁誘導加熱式調理器のみ規定
42-35 dBµV/m @3m FAR *1
42 dBµV/m @3m FAR

9 kHz-30 MHz
30-230 MHz
230-300 MHz

放射妨害波の磁界成分の許容値で規制*5
QP 40 dBµV/m @3m クラス B
QP 47 dBµV/m @3m クラス B

CISPR 32 を適用

CISPR 32 を適用

30-230 MHz
230-1000 MHz
1-3 GHz
3-6 GHz

QP 40 dBµV/m @3m クラス B
QP 47 dBµV/m @3m クラス B
AV 50, PK 70 dBµV/m @3m クラス B
AV 54, PK 74 dBµV/m @3m クラス B

FAR: 全電波無響室での測定
AV: 平均値、QP: 準尖頭値、PK: 尖頭値
*1 許容値は周波数の対数に対して、直線的に変化
*2 80.872-81.88MHz、134.789-136.414MHz では QP 60, AV 55 dBµV/m @3m クラス B
*3 CW 状の妨害波を発生し、400MHz を超える周波数で動作するグループ 2 装置の許容値
*4 CW 以外の変動妨害波を発生し、400MHz を超える周波数で動作するグループ 2 装置の許容値の最大値
*5 照明器具周囲のループアンテナに流れる電流[dBµA]として測定される準尖頭値
*6 CISPR 11 の最新版では許容値が強化されている
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② その他の電子・電気機器
現在、CISPR において審議中で、在宅環境での使用、将来の普及が想定される電子・電
気機器にワイヤレス電力伝送装置がある。日本国内では、ARIB が ARIB 標準規格 STDT113「ワイヤレス電力伝送システム」を策定し、モバイル機器用 400kHz 帯電界結合ワイ
ヤレス電力伝送システム、モバイル機器用 6.78MHz 帯磁界結合ワイヤレス電力伝送シス
テム及びモバイル機器用マイクロ波帯表面電磁界結合ワイヤレス電力伝送システムの 3 つ
の方式について規定している。
モバイル機器用ワイヤレス電力伝送システムについて、ARIB 標準規格 STD-T113 にお
ける放射妨害波の規制周波数と許容値を調査した結果を表 2-7、表 2-8 及び表 2-9 に示す。

表 2-7

400kHz 帯電界結合ワイヤレス電力伝送システム

項目

周波数範囲

放射妨害波許容値（周波数範囲での最大値）
QP 約 7.4-約 6.0 dBµA/m @10m

利用周波数

425 kHz 以上 471 kHz 以下
480 kHz 以上 489 kHz 以下
491 kHz 以上 494 kHz 以下
506 kHz 以上 517 kHz 以下
519 kHz 以上 524 kHz 以下
150 kHz 以上 30 未満

QP 約 14.5 dBµA/m @10m
※規格では左記の周波数範囲を細かく分割し、許容値
をそれぞれ規定している

30 MHz を超え 230 MHz 以下

QP 50 dBµV/m @10m
※規格では左記の周波数範囲を細かく分割し、許容値
をそれぞれ規定している

230 MHz を超え 1000 MHz 以下

QP 37 dBµV/m @10m

30 MHz を超え 230 MHz 以下

QP/120kHz 40 dBµV/m @3m

230 MHz を超え 1000 MHz 以下

QP/120kHz 47 dBµV/m @3m

1000 MHz を超え 3000 MHz 以下

AV/1MHz 30 dBµV/m @3m
PK/1MHz 40 dBµV/m @3m

3000 MHz を超え 6000 MHz 以下

AV/1MHz 37 dBµV/m @3m
PK/1MHz 47 dBµV/m @3m

利用周波数以外

(CISPR 32 のマル
チメディア機器に
該当する場合)

許容値は左記の周波数に対して以下の式に基づき変
化
14.5-(15.6451×Log(周波数[MHz]/0.15))

53

表 2-8

6.78MHz 帯磁界結合ワイヤレス電力伝送システム

項目

周波数範囲

放射妨害波許容値（周波数範囲での最大値）

利用周波数

6.765 MHz 以上 6.776 MHz 以下
6.776 MHz 以上 6.795 MHz 以下

44 dBµA/m
64 dBµA/m

150 kHz 以上 30 未満

QP 約 14.5 dBµA/m @10m
※規格では左記の周波数範囲を細かく分割し、許容値
をそれぞれ規定している

30 MHz を超え 230 MHz 以下

QP 50 dBµV/m @10m
※規格では左記の周波数範囲を細かく分割し、許容値
をそれぞれ規定している

230 MHz を超え 1000 MHz 以下

QP 37 dBµV/m @10m

30 MHz を超え 230 MHz 以下

QP/120kHz 59.5 dBµV/m @3m
※規格では左記の周波数範囲を細かく分割し、許容値
をそれぞれ規定している

230 MHz を超え 1000 MHz 以下

QP/120kHz 47 dBµV/m @3m

1000 MHz を超え 3000 MHz 以下

AV/1MHz 30 dBµV/m @3m
PK/1MHz 40 dBµV/m @3m

3000 MHz を超え 6000 MHz 以下

AV/1MHz 37 dBµV/m @3m
PK/1MHz 47 dBµV/m @3m

利用周波数以外

(CISPR 32 のマル
チメディア機器に
該当する場合)

表 2-9

マイクロ波帯表面電磁界結合ワイヤレス電力伝送システム

項目

周波数範囲

放射妨害波許容値

利用周波数

(1)
2497 MHz 以上 2499 MHz 未満

283 mV/m @30m

利用周波数以外

(2)
90 MHz 以上 108 MHz 以下
170 MHz 以上 222 MHz 以下
2500 MHz 以上 2535 MHz 以下

30 µV/m @30m

(1)及び(2)の周波数以外のうち、
10 GHz 以下

100 µV/m @30m
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医療機器
医療機器の電磁妨害に関する規格 IEC 60601-1-2 において、医療機器からのエミッショ
ンの要求事項が規定されており、CISPR 11 に適合しなければならないとされている。ま
た、CISPR 11 による分類における指針が規定されている。これらの規格に基づき、医療機
器を整理し、医療機器から発射される不要電波の許容値、及び治療のための電波の強度に
関する規制値の調査を行った。

医療機器の CISPR 11 による分類と不要電波の許容値

①

医療機器のうち、内部機能のために電磁周波数（RF）エネルギーを発生させて使用する
医療機器はグループ１装置に、RF エネルギーを患者に直接加える医療機器はグループ２
装置に属する。IEC 60601-1-2 に規定される「CISPR 11 による分類の指針」を表 2-10 に
示す。これらの医療機器から発射される不要妨害波は、表 2-6 に示す CISPR 11 の許容値
を満たさなければならない。

表 2-10

IEC 60601-1-2 に規定される「CISPR 11 による分類における指針」

グループ分け
グループ 1 装置
大半のタイプの医用電気機器は、内部機能のためにだ
け RF エネルギーを発生させて使用するので、グループ
１に属する。

グループ 2 装置
RF エネルギーを物質に（この場合は患者に）加える
医用電気機器はグループ２に属する
例）
・温熱療法用医用電気機器
・短波、超短波、マイクロ波治療器

例）
・輸液ポンプ
・人工呼吸器
・酸素濃縮装置
・患者モニタ装置
クラス分け
・家庭環境での使用が意図された医用電気機器
商用電源系に接続されるもの。例えば、在宅治療用医用
電気機器及び居住地域の診療所のための医用電気機器
は、CISPR 11 のクラス B 要求事項を満たすことが望ま
しい。
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・専門的医用電気機器
医療専門家による使用のための、一般社会への販売が意
図されていない機器だけを意味する。これらの専門的医
用電気機器は、次の条件下で CISPR 11 のクラス A 又
はクラス B の要求事項を満たすことで認められる。
－主として、専用の電源システムに接続される（例えば、
病院内又は診療所内で）ことが意図されている
－定格入力電力が 20kVA より大きく、専用の電力変換
器によって、電力が供給され、また明確に識別可能な電
力線路だけによって、接続されることが意図されてい
る。

②

ISM 周波数帯を使用する医療機器から発射する電波強度の規制
CISPR 11 では、国際電気連合（ITU）が指定する ISM 装置に基本周波数について、最

大放射許容値が制限されていない。従って、医療機器のうちグループ 2 装置に属し、ISM
周波数帯を治療のための利用する電波の強度は制限されていない。
一方、電波防護指針において、人体の安全と電波利用施設の運用との調和を図るため、
電界強度、磁界強度及び電力密度の指針値が示されている。ただし、電波を医療目的で用
いる場合、医療従事者が電磁界にさらされる状況は電波防護指針の適用の対象となるが、
患者に関しては医療効果を考慮して判断するべき問題であり、医師が電波防護指針で示さ
れた安全性の限界を十分に認識した上で用いる場合に限り適用の対象から除外されている。

③ 医療機器の無線通信機能
近年、医療機器に無線通信機能を搭載する機種が増えてきている。このような無線通信
機能の電波は電波法や ARIB 標準規格等の技術規格に準拠しているため、無線通信機器の
一形態として取り扱う。

2.4. 影響調査対象として優先する電波発射源の選定
在宅環境での使用が想定される電波発射源機器、無線通信機器、電子・電気機器および
医療機器について、発射される電波の強度（規制状況）、在宅環境での使用状況、社会への
普及状況から医療機器との共存におけるリスクを検討し、電波の医療機器への影響調査の
調査対象として優先すべき機器等の整理を行った。

電波発射源から発射される電波の強度
①

無線通信機器
無線通信機器は、電波法、ARIB 標準規格等の技術規格で最大送信電力が規定されてお

り、準拠した製品のみが正規に流通している。一方で、医療機器は IEC 60601-1-2 におい
て、電磁イミュニティに関する要求事項が規定されており、表 2-11 に示す電磁イミュニテ
ィ試験レベルへの耐力を有する必要がある。無線通信機器と医療機器の離隔距離が近い場
合（30cm 以下）
、無線通信機器の送信出力によっては、発射される電波の強度が医療機器
の電磁イミュニティ試験レベルを超えることが想定される。
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ここで、最大空中線電力が 250mW のケースを示す。
例）最大空中線電力 P が 250 mW の無線通信機器の場合、アンテナからの距離 d での
電界強度 E 0 は、30 cm で約 11.7 V/m、20cm で約 17.5 V/m となる。
ここで、電界強度はアンテナが理想的な半波長ダイポールアンテナの最大放射方向の
電界強度として以下の式（１）より算出した。
𝐸𝐸0 =

7√𝑃𝑃
𝑑𝑑

式（１）

また、一般業務用無線機、簡易業務用無線機やアマチュア無線機の携帯機の最大送信電
力は、7W までの機種が存在する。これらの機器の近傍での電界強度は更に大きな値とな
る。

小電力業務用無線局（特定小電力無線局含む）のうち、小電力データ通信システムに含
まれる無線 LAN システムでは、2.4GHz 帯を使用するシステムにおいて、占有周波数帯幅
が 26MHz のとき、最大空中線電力が 260mW となる。また、5GHz 帯を使用するシステ
ムでは、占有周波数帯幅によらず、最大空中線電力が 200mW となる。これらの無線 LAN
システムと医療機器の離隔距離が近い場合、電波発射源から発射される電波の強度が医療
機器の電磁イミュニティ試験レベルを超えることが想定される。その他の在宅環境で使用
される機器から発射される電波の強度は、医療機器の電磁イミュニティ試験レベルを超え
難いと考えられる。ただし、小電力業務用無線局（特定小電力無線局含む）の最大空中線
電力は、電波法上 1W 以下

28とされているため、将来、医療機器と接近した際に、医療機

器の電磁イミュニティ試験レベルを超える機器が普及することも考えられる。

② 電子・電気機器
電子・電気機器（医療機器含む）から発射される 30 MHz 以上の不要電波の電界強度は、
無線通信機器から意図的に発射される電波の強度と比較して低い値（CISPR 許容値等）に
制限されおり、電子・電気機器と医療機器の離隔距離が近い場合でも、医療機器の電磁ミ
ュニティ試験レベルを超える可能性は低い。ただし、電磁エミッションの規制周波数以外
の不要電波が医療機器に影響を及ぼす事例が報告されている

29

。

電波法第 4 条に規定する免許を要しない無線局の内、同条第 1 項第 3 号の規定に該当する無線局
村木能也「医用テレメータの無線チャネル管理～混信事例とその対策～」 、電磁環境工学情報
2016 年 11 月号 No.343

28
29
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CISPR 11 でグループ２装置に分離される機器、電磁誘導加熱式調理器（IH 調理器）、照
明装置およびモバイル機器用ワイヤレス電力伝送システムなどでは 9 kHz～30 MHz の周
波数範囲で、不要電波の磁界強度が許容値以下に制限されている（表 2-6、表 2-7、表 2-8、
表 2-9 参照）。一方で、医療機器は IEC 60601-1-2 において、RF 電磁界によって誘導され
る伝導妨害に対するイミュニティ試験レベルが 150kHz～80MHz の周波数範囲で規定さ
れているが、電波発射源が直接近づくことを想定されていないため、80MHz 以下では直接
到来する電波に対するイミュニティ試験レベルの規定が無いと言える。
医療機器は、IEC 60601-1-2 で規定される周波数範囲外で電波を発射する電子・電気機
器が傍で使用される場合、その電波の影響を受ける可能性がある。

③ ISM 周波数を治療に使用する医療機器
ISM 周波数帯は、電波法や CISPR 11 等の規格において、最大放射電力の規制は無い。
また、電波を医療目的で用いる場合、医師が電波防護指針で示された安全性の限界を十分
に認識した上で用いる場合に限り、電波防護指針の適用の対象から除外される。従って、
在宅環境で他の医療機器と近接して使用する場合は、医療機器の電磁イミュニティ試験レ
ベルを超えることが想定される。

電波発射源機器から発射される電波の規制状況、医療機器の電磁イミュニティ試験レベ
ルから想定される医療機器との共存におけるリスクを表 2-12 に示す。

表 2-11

IEC 60601-1-2 電磁イミュニティ試験レベル
第 2 版、第 3 版

現象

第4版

非生命維持装置

生命維持装置

専門的
ヘルスケア環境

RF 電磁界によ
って誘導され
る伝導妨害

3 Vrms
0.15MHz-80MHz

3 Vrms
0.15MHz-80MHz
このうち、ISM 帯域
は
10 Vrms

3V
0.15MHz-80MHz
このうち、ISM 帯域
は
6V

3V
0.15MHz-80MHz
このうち、ISM 及び
アマチュア無線帯域
は
6V

放射 RF
電磁界

3 V/m
80MHz-2.5GHz

10 V/m
80MHz-2.5GHz

3 V/m
80MHz-2.7GHz

10V/m
80MHz-2.7GHz
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ホーム
ヘルスケア環境

表 2-12 電波発射源から発射される電波の規制状況と医療機器との共存におけるリスク
電波発射源種別

電波の規制状況

医療機器との共存におけるリスク

無線通信機器

・電波法、ARIB 標準規格等の技術規格に
基づいて、最大送信電力が規定

・発射される電波の強度が、医療機器と近
接した場合、医療機器の電磁イミュニティ
試験レベルを超えることが想定される

・30MHz 以上の不要電波の電界強度は、
無線通信機器から発射される電波の強度
と比較して低い値（CISPR 許容値）以下
に制限されている
・30MHz 以下の周波数で、不要電波の磁
界強度の許容値以下に制限されている

・不要電波の電界強度が、医療機器と近接
した場合、医療機器の電磁イミュニティ試
験レベルを超える可能性が低い
・医療機器では、80MHz 以下で直接到来
する電波に対するイミュティ試験レベル
の規定がない
・電子・電気機器が、IEC 60601-1-2 のイ
ミュニティ要求事項に規定される周波数
以外の電波を発射する場合、その電波の影
響を受ける可能性がある

・ISM 周波数帯は、電波を医療目的で用い
る場合、医師が電波防護指針で示された安
全性の限界を十分に認識した上で用いる
場合に限り適用の対象から除外

・発射される電波の強度が、医療機器と近
接した場合、医療機器の電磁イミュニティ
試験レベルを超えることが想定される

電子・電気機器

ISM 周波数帯の電波を治
療に使用する医療機器

電波発射源の使用状況
① 無線通信機器
携帯して使用する（携帯型）無線通信機器は、不用意に医療機器に接近することが想定
される。特に携帯電話などは、患者、看護者を問わず誰もが利用することができるため、
医療機器の近傍で使用される可能性が高い。介護施設等で使用される業務用の無線機器、
アマチュア無線機は、使用者が施設職員、有資格者等に限定されるため、携帯電話等と比
較して医療機器の近傍で使用される可能性は低いと言える。また、固定して使用する（固
定型）無線通信機器は、可搬型の医療機器が不用意に接近することが考えられるが、携帯
型無線通信機器と比較して医療機器の近傍で使用される可能性は低いと言える。
② 電子・電気機器
在宅環境で使用される多くの電子・電気機器は、固定して使用される。設置後は、不用
意に医療機器に接近することはないが、可搬型の医療機器が不用意に接近することが考え
られる。

③ ISM 周波数を治療に使用する医療機器
ISM 周波数を使用する医療機器は、主に患者の傍で他の医療機器と併せて使用される。
これらの医療機器は、理学療法用機械器具、管理医療機器(クラスⅡ)に分類され、特定保守
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に該当するため、販売にあたり営業管理者による設置、基礎講習が必要とされる。また、
医療従事者が危険性を十分に理解した上で用いられる場合、医療機器との共存におけるリ
スクが低いと考えられる。

電波発射源の使用状況から想定される医療機器との共存におけるリスクを表 2-13 に示
す。
表 2-13

電波発射源の使用状況から想定される医療機器との共存におけるリスク

電波発射源種別

電波発射源の使用状況

医療機器との共存におけるリスク

無線通信機器

・携帯電話、無線 LAN システムなどは、
患者、看護者を問わず、誰もが利用するこ
とができ、自由に移動することが可能
・業務用の無線機器は、使用者が施設職員
等に限定され、携帯型、固定型の両方の利
用が想定できる

・携帯型無線機機器は、医療機器に不用意
に接近する可能性が高い
・固定型無線通信機器は、医療機器に不用
意に接近する可能性が低いが、可搬型の医
療機器が不用意に接近するケースが考え
られる

電子・電気機器

・在宅環境で多く使用されている電子・電
気機器は、固定して使用する機器が多い

・設置後は、不用意に医療機器に接近する
ことはないが、可搬型の医療機器が不用意
に接近することが考えられる

・主に患者の傍で、他の医療機器と併せて
使用される

・医療従事者(営業管理者)から使用者に対
する基礎講習などで、注意等の説明が十分
行われる場合、医療機器との共存リスクが
低いと考えられる

ISM 周波数帯の電波を治
療に使用する医療機器

電波発射源の普及状況
①

無線通信機器
国内の業務用無線局数は、平成 28 年 3 月末時点で約 2 億局、このうちの 98%が電気通

信業務用無線局である。更に、電気通信業務用無線局のうち 99.6%が陸上移動局で、その
大多数を占めるのが携帯電話等（スマートフォン、PHS 含む）である

30。また、平成

27

年通信利用動向調査（世帯編）によると携帯電話等の世帯普及率は、平成 28 年 3 月末時点
で 95.8%である

31。従って、在宅環境での携帯電話端末と医療機器が共存する確率も同程

度と考えられる。
携帯電話等以外の業務用無線局の局数は、一般業務用、簡易業務に使用される無線局が
約 137 万局、アマチュア局が約 44 万局である。また、消防、救急医療、救難に使用される
無線局は約 19 万局となっている。
小電力業務用無線局のうち、小電力データ通信システムに含まれる無線 LAN システム

30
31

総務省 情報通信統計データベース、平成 27 年 用途・局種別無線局数
総務省 情報通信統計データベース、平成 27 年 通信利用動向調査（世帯編）
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の機能は、スマートフォンや在宅環境で使用される情報技術装置に搭載されている。平成
27 年通信利用動向調査によるとスマートフォンの世帯への普及率は 72%である。従って、
無線 LAN システムは在宅環境に広く普及している。

② 電子・電気機器
電子・電気機器では、家電用電気機器は在宅環境での普及率が非常に高いことが予想で
きる。平成 26 年度に行われた全国消費実態調査

32では、二人以上の世帯で、冷蔵庫、洗濯

機、掃除機が 98%以上と普及率が高い。それらに次いで電子レンジが 97.8%の普及率を示
している。IH 調理器の普及率は 23.9%を示すが、過去 5 年で 5.7 ポイントの高い伸び率を
示している。
照明器具は蛍光灯などの従来の照明器具と LED 照明器具などの高効率照明器具に分類
される。前述の平成 26 年度 全国消費実態調査では、LED 照明器具の二人以上の世帯への
普及率は 33.0％となっている。また、エネルギー基本計画

33では、高効率照明器具につい

て、2020 年までに出荷台数で 100%の普及を目指しているため、より一層の普及が進むこ
とが考えられる。
在宅環境で使用される情報技術装置はパソコンに代表される。パソコンの世帯保有率は、
平成 27 年末の調査

34で

76.8%となっている。スマートフォン（72.0%）やタブレット型端

末（33.3%）の台頭により、減少傾向にあるが以前高い値を示している。また、パソコンと
併せて使用される周辺機器（ルータ、プリンタ等）の保有率も高いことが予想される。
②

ISM 周波数帯を治療に使用する医療機器
マイクロ波治療器等の高周波治療器は年間 2,000 台程度販売されており

施設で使用されている。

32
33
34
35

総務省統計局 平成 26 年 全国消費実態調査
資源エネルギー庁 エネルギー基本計画 平成 26 年 4 月
総務省 平成 27 年度通信利用動向調査の結果
厚生労働省 薬事工業生産動態統計調査
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35、在宅・介護

表 2-14

電波発射源の普及状況から想定される医療機器との共存におけるリスク

電波発射源種別

電波発射源の普及状況

医療機器との共存におけるリスク
・携帯電話等（スマートフォン、ＰＨＳ
含む）や無線 LAN システムは、世帯普
及率が高いため、医療機器に不用意に接
近する可能性が高い

無線通信機器

・携帯電話等（スマートフォン、ＰＨＳ含
む）の世帯普及率が 95.8%
・一般業務、簡易業務に使用される無線局
が約 137 万局
・アマチュア局が約 44 万局
・消防、救急医療、救難に使用される無線局
は約 19 万局
・無線 LAN システムは、スマートフォンや
各種情報技術装置に搭載され、世帯普及率
は高い（スマートフォン普及率 72%）
・電子・電気機器では家電用電気機器、照明
器具、情報技術装置の普及率は非常に高い

・家電用電気機器、照明器具、情報技術
装置の世帯普及率が高いため、医療機器
と不用意に接近する可能性が高い

・マイクロ波治療器等の高周波治療器は年
間 2000 台程度販売されている
・在宅環境のうち、介護施設等での普及率
が高い

・介護施設等では、他の医療機器と不用
意に接近する可能性が高い

電子・電気機器

ISM 周波数帯の電波を治
療に使用する医療機器

調査対象とすべき電波発射源機器の選定方針
電波発射源から発射される電波もしくは不要電波の強度、機器の使用状況、普及状況、
また、医療機器との共存におけるリスクや在宅医療環境での患者・看護者等の QOL 維持
向上への貢献等から、以下に記す条件を基に、調査対象機器の優先度を決定する。
A)

電波発射源側機器と医療機器が接近した場合において、発射される電波または不要
電波の強度が、医療機器に求められる耐力（イミュニティ）の試験レベルを超えるこ
とが想定される

B)

電波発射源機器と医療機器が不用意に接近することが想定できる

C)

広く普及していて患者、家族、看護者等が頻繁に利用する

優先的に実施する電波発射源
調査対象とすべき電波発射源機器の選定方針に基づき、今後の在宅医療で使用される医
療機器に対する電波の影響調査において、対象とすべき電波発射源機器を選定した。
在宅環境で使用される無線通信機器では、電気通信業務用無線局（スマートフォン、モ
バイルデータ端末含む携帯電話等）は、医療機器と接近した場合において、医療機器に求
められる電磁イミュニティ試験レベルを超えることが想定される。また、その使用状況、
普及状況から医療機器に不用意に接近することが容易に想定できる。従って、今後の在宅
医療で使用される医療機器に対する電波の影響調査では、携帯電話等（スマートフォン、
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モバイルデータ端末含む）を優先して対象とすべきと考えられる。
また、一般業務用、簡易業務用やアマチュア業務用の無線機のうち、携帯して使用する
無線機の最大送信電力は、7W までの機種が存在する。これらの無線機は医療機器と接近
した場合において、医療機器に求められる電磁イミュニティ試験レベルを超えることが想
定される。一般業務用、簡易業務用の無線機は使用者が介護施設職員等に限定される。一
方で、アマチュア業務用の無線機は資格を有する必要があるものの、不特定の人の利用が
想定できるため、医療機器に不用意に接近することが想定できる。従って、今後の在宅医
療で使用される医療機器に対する電波の影響調査では、携帯して使用する業務用無線機（携
帯機）のうち、アマチュア業務用の無線機を対象とすべきと考えられる。
小電力業務用無線局（特定小電力無線局含む）のうち、小電力データ通信システムに含
まれる無線 LAN システムは、医療機器と接近した場合において、医療機器に求められる
電磁イミュニティ試験レベルを超える。また、その使用状況、普及状況から医療機器に不
用意に接近することが容易に想定できる。従って、今後の在宅医療で使用される医療機器
に対する電波の影響調査では、無線 LAN システムを対象とすべきと考える。その他の在
宅環境で使用される機器は近傍での電界強度が医療機器の電磁イミュニティ試験レベルよ
り低いため、優先度は低いと考えられる。ただし、小電力無線局（特定小電力無線局含む）
の最大空中線電力は、電波法上 1W 以下とされている。将来、医療機器と接近した際に、
医療機器の電磁イミュニティ試験レベルを超える機器が普及する場合は、改めて優先度を
検討する必要がある。
在宅環境で使用される電子・電気機器（医療機器含む）から発射される不要電波につい
ては、医療機器と接近した場合において、医療機器に求められる電磁イミュニティ試験レ
ベルを超え難いため、調査対象とする優先度は低いと考えられる。ただし、IEC 60601-12 の電磁イミュニティ試験レベルで規定される周波数範囲以外で電波を発射する機器（例、
IH 調理器やワイヤレス電力伝送装置）については、今後の普及状況と社会的要望に応じて、
実施の優先度を検討する必要がある。
ISM 周波数帯を治療に使用する医療機器は、医療従事者や営業管理者から使用者に対す
る基礎講習などで、安全に関する注意等の説明が十分行われている場合、医療機器と共存
することができる。従って、調査対象とする優先度は低いと考えられる。
表 2-15 に、優先して調査すべき電波発射源を示す。
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表 2-15

優先して調査すべき電波発射源（色つき網かけ）

A）ｲﾐｭﾆﾃｨ

電波発射源機器

試験レベル

B)不用意な

C）広く普

を超えるこ

接近の可能

及して誰で

とが想定さ

性

も頻繁に使

れる

*2

用*3

選定・除外理由

*1
医療機器と接近時、電波の強度がｲﾐｭﾆﾃｨ試験レベルを超える
電気通信業務用
無線局

○

○

○

ことが想定される。誰もが使用でき、不用意に医療機器に接近
する可能性が高い。また、世帯普及率も高いことから優先して
対象とすべきと考えられる。

一般業務用
無線局

簡易業務用
無

無線局

医療機器と接近時、電波の強度がｲﾐｭﾆﾃｨ試験レベルを超える
○

○

×

能性が低いため、優先度は低いと考えられる。
医療機器と接近時、電波の強度がｲﾐｭﾆﾃｨ試験レベルを超える
○

○

×

医療機器と接近時、電波の強度がｲﾐｭﾆﾃｨ試験レベルを超える

通
機
器

ことが想定されるが、使用者が限定され、不用意に接近する可
能性が低いため、優先度は低いと考えられる。

線
信

ことが想定されるが、使用者が限定され、不用意に接近する可

○

小電力

○

○

業務用

ことが想定される。誰もが使用でき、不用意に医療機器に接近
する可能性が高い。また、世帯普及率も高いことから優先して
対象とすべきと考えられる。

無線局

特定
小電力

在宅で使用される機器は、医療機器と接近時、電波の強度がｲ
×

○

×

無線局

ﾐｭﾆﾃｨ試験レベルより低いため、優先度は低いと考えられる。
*4
医療機器と接近時、電波の強度がｲﾐｭﾆﾃｨ試験レベルを超える

アマチュア
無線局

○

○

×

ことが想定されるが、使用者が限定され、不用意に接近する可
能性が低い。ただし、有資格者なら不特定の人が使用できるこ
とから、調査対象とすべきと考えられる。

消防用等
無線局
ISM 用
電

グループ１装置

不公表

－

－

×

×

×

不要電波の強度はクラス B 許容値以下に制限されており、医

ISM 用

電

グループ２装置

気

*5

機
器

医
療

療機器と接近時、ｲﾐｭﾆﾃｨ試験レベルより低いため、優先度は低
いと考えられる。

子
・

その用途から使用が優先されるため、調査対象から除外する。

不要電波の強度はクラス B 許容値以下に制限されており、医
×

×

×

家庭用電気機器

×

○

○

不要電波の強度はクラス B 許容値以下に制限されており、医

照明機器

×

×

○

療機器と接近時、ｲﾐｭﾆﾃｨ試験レベルより低いため、優先度は低

ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ機器

×

○

○

いと考えられる。

×

×

×

医療機器
（不要電波）

機

ISM 周波数帯を

器

治療に使用する

療機器と接近時、ｲﾐｭﾆﾃｨ試験レベルより低いため、優先度は低
いと考えられる。

不要電波の強度はクラス B 許容値以下に制限されており、他
の医療機器と接近時、ｲﾐｭﾆﾃｨ試験レベルより低いため、優先度
は低いと考えられる。
ISM 周波数を利用する医療機器の電波の強度は、他の医療機器
○

×

×

医療機器

と接近時、ｲﾐｭﾆﾃｨ試験レベルより高いが、適切な管理の下、他
の医療機器と共存できるため、優先度は低いと考えられる。

*1 無線通信機器等から距離 30cm の電界強度を、式（１）を用いて最大空中線電力から算出した結果、もしくは電子・電気機器から距
離 30cm の電界強度を、距離減衰を適用しクラス B 許容値から算出した結果が、規制周波数で IEC 60601-1-2 に規定のｲﾐｭﾆﾃｨ試験レベル
を超えるものを“○”
、超えないものを“×”と判定
*2 携帯して使用することが可能なタイプがあり、医療機器に不用意に接近することが想定できるものを“○”それ以外を“×”と判定
*3 在宅環境に広く普及し、且つ患者、家族、看護者等が頻繁な利用が想定できるものを“○”それ以外を“×”と判定
*4 小電力無線局（特定小電力無線局含む）の最大空中線電力は、電波法上 1W 以下とされいる。将来、医療機器と接近した際に、ｲﾐｭﾆ
ﾃｨ試験レベルを超える機器が普及する場合は、改めて優先度を検討する必要がある。
*5 医療機器を除く機器
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第3章 在宅医療で使用される医療機器への電波の影響測定方法と影
響評価のためのカテゴリー分類の検討
在宅医療で使用される医療機器に対する各種電波利用機器からの電波の影響調査の実施
に向けて、影響測定の実施方法と影響を評価するためのカテゴリー分類について、有識者
会議での構成員からの意見等を踏まえて検討した結果を以下に記す。

3.1. 影響測定方法の検討
電波の医療機器への影響測定は、現在の日本での医療機器の製造販売では、JIS T 06011-2（第 2 版）での RF イミュニティ試験での要求条件を満たす事が求められているが、こ
の規格で定められている試験方法は、電波発射源と医療機器の距離は 3m を基本としてお
り、医療機器全体に電波が照射される状況を想定していると言える。一方、最新版の国際
規格での医療機器の電波の影響測定方法である IEC60601-1-2（第 4 版）
（平成 26 年発行）
では、無線端末を医療機器に接近させて影響の有無を確認する試験方法が定められている。
この試験方法では電波発射源を医療機器表面から 0.3m の位置として医療機器各所を走査
し、要求条件に適合するかを確認する方法が含まれている。また、この適合確認試験では、
医療機器の利用環境や携帯電話等の電波発射源との接近の可能性等を製造販売業者がリス
クマネジメントを基に判断し、医療機器に照射する電波の強度や周波数等を製造販売業者
側で決めても良いとされている。
総務省が実施した電波の医療機器への影響測定方法は、平成 13 年に実施された携帯電
話等実機を用いて多種多数の医療機器を対象にした調査では、携帯電話等実機を医療機器
の各所に隈無く接近させる方法で影響の有無や発生距離が確認された。また、平成 26 年に
実施された人体に装着等する医療機器を対象とした電波の影響調査でも、携帯電話等実機
や携帯電話実機を模擬するための模擬システムによる半波長ダイポールアンテナ等を電波
発射源として、それらを医療機器各所に隈無く接近させる方法によって影響の有無や影響
状況および発生距離を確認している。
このように、電波の医療機器等への影響の測定方法としては、規格への適合性の確認、
または、不用意に無線設備と接近した状況での影響の確認、と測定の目的は異なるが、総
務省が実施している電波発射源を医療機器に隈無く接近させて影響状況を確認する測定方
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法が、国際的な規格での試験方法に先んじて実施された方法と言える。
そこで、本検討での在宅医療で使用される医療機器に対する電波の医療機器への影響測
定方法は、総務省がこれまでに実施してきた電波の医療機器への影響測定方法を基にしな
がら、国際的な電磁耐性試験の最新版である IEC60601-1-2（第 4 版）の考え方も取り入
て、実際に即した状況を評価可能な測定方法として検討することが妥当と考える。
総務省での電波の医療機器への影響の測定方法と、IEC60601-1-2（第 4 版）に記載され
ている「RF ワイヤレス通信機器からの近接電磁界に対するイミュニティ試験」の概要を表
3-1 に示す。
表 3-1
項目

総務省で医療機器を対象とした
電波の影響の測定方法

IEC60601-1-2（第 4 版）

RF ワイヤレス通信機器からの
近接電磁界に対するイミュニティ試験

実際に無線利用機器が医療機器に接
近したときの不具合状態の確認

製造販売事業者がリスクマネジメン
トに基づいて設定した合否基準に対
する適合性の確認

通常動作での配置
リスクが最も高いと判断したモード

同左

試験距離

最小 1cm 未満から影響が発生する最
大距離まで可変

基本は 30cm※1 で一定

照射場所

隈無く全ての場所

照射する電界強度が均一の領域ごと
に各方向から隈無く

各医療機器に応じて滞留時間を設定

各場所で最低 1 秒間の滞留 ※2

垂直偏波と水平偏波に限定しない全
ての偏波方向

垂直偏波と水平偏波

現行の通信サービス
（周波数、変調方式等）

現行の通信サービス
（周波数、変調方式等）

不具合のカテゴリーへの分類
（10 段階）

製造販売事業者のリスクマネジメン
トに基づいて設定した基準への適合
の合否

目的
医療機器の
配置状態と動作
状態

電
波
発
射
源

影響測定方法の概要

走査
偏波方向
照射する
電波の方式
判定

※1 リスクマネジメントに基づいてより近い距離とする場合もある
※2 最も遅い応答機能の応答時間以上とすることが望ましい

両方共に医療機器に近い距離から電波を照射する方法であり、医療機器の配置や動作状
態は基本的に同じであるが、総務省での医療機器を対象とした電波の影響の測定方法は、
実際の状況を評価するために、電波発射源と医療機器との距離や偏波方向、また、発生し
た不具合の判定方法等が異なっている。従って、本検討での在宅医療で使用される医療機
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器に対する電波の医療機器への影響測定方法は、不用意に電波発射源が医療機器に接近し
た時の影響状況を確認および不具合を判定するためには、総務省での医療機器を対象とし
た電波の影響測定方法を基とすることが妥当と言える。

医療機器の配置と動作状態
電波の医療機器への影響測定での医療機器の配置は、実際の利用状態をできるだけ模擬
した配置状態が望ましい。ただし、医療機器に接続されるケーブル類やセンサー等は電波
を受けやすいことから、複数ある場合にはそれぞれに対して影響の有無を確認できるよう
にするために注意して配置することが必要である。また、ケーブルやセンサー等を固定す
る支柱等は金属製であることが多く、影響測定では電波の反射等の障害の原因となり得る
ことから、医療機器に付属する支持棒やキャスター等は、影響測定の障害とならないよう
な発泡スチロールや FRP 等の治具を用いることが必要である。さらに、配置状況は再現可
能なように詳細を記録するとともにケーブル等は不安定な状態とならないように固定する。
次に医療機器の動作状態は、擬似人体やファントム等を用いて、実際に患者等に治療等
を行なっている状態と同様の状態となるように設定する。薬剤等を循環や投与する医療機
器の場合には、薬液の代替となる液体（生理食塩水等）を用いて動作させる。人体に対す
る感度レベルやアラーム等の設定は、影響測定の結果が出来る限り安全側の評価を得るこ
とを目的として、設定可能な範囲で最も高感度な状態とする。また、ディスプレイの輝度
等も設定可能な最大輝度とする。また、医療機器がバッテリを有していて内蔵バッテリで
の動作が主体となる医療機器の場合は、商用電源に接続した状態のみでなく内蔵バッテリ
で動作している状態でも影響測定を実施することが望ましい。

電波発射源や電波発射源を構成するシステム
電波発射源は基本的に無線通信端末や無線システム等の実機を用いる。なお、実機を用
いた影響測定を行う際には、必ず予め小型プローブ等を用いて、電波が放射される位置や
放射方向等の状態を確認することが必要である。
電波発射源がトランシーバや RFID のようにチャネル設定や強度を自身の装置で設定で
きる場合には、規定の周波数や最大強度となるように設定する。また、無線 LAN 等のよう
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に対向する通信機器が必要な装置の場合には、対向の無線機器と通信させた状態として規
定の周波数や強度に設定する。なお、対向の無線機器は通信が可能な状態で影響測定の対
象の医療機器からは十分に離した場所に配置する。電波発射源が携帯電話や WiMAX 等の
ように、影響測定実施者制御できない基地局等と通信を行う場合には、基地局を擬似基地
局によって実現し、その間で通信を行い端末から規定の周波数や強度の電波が発射させる
ように擬似基地局を介して制御を行う。なお、この場合も同様に擬似基地局は測定対象の
医療機器からは十分に離して配置する。
影響測定対象とした電波発射源の実機から放射する電波の偏波特性が直線偏波の場合に
は、実機から発射される電波の強度と同等以上となるように信号発生器側を設定すること
で、電波発射源には標準的に用いられている半波長ダイポールアンテナを用いることもで
きる。この場合には、信号発生器や高周波増幅器等で実機を模擬した模擬システムを構成
して、実機と同等以上の強度を放射する電波発射源として、端末実機での影響測定を行う
医療機器を選別するためのスクリーニングとして用いることが可能となる。
それぞれの電波発射源の構成例を図 2-2 から図 2-5 に示す。

実機
図 2-2

強度や周波数を設定可能な無線機器場合

対向となる
機器
図 2-3

実機

対向の無線機器が必要な無線機器が電波発射源の場合の構成例

制御用PC
擬似
基地局
図 2-4

実機

基地局との通信を行う無線機器が電波発射源の場合の構成例
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制御用PC
信号
発生器

半波長
ダイポールアンテナ

高周波
増幅器
図 2-5

模擬システムの構成例

実施場所
影響測定は電磁的に外部から遮へいされた電波暗室内に必要な機器類を全て配置して行
う。ただし、影響測定を電波暗室内で実施することが出来ない場合には、医療機器が利用
されている場所等で他の医療機器や設備等に影響を与えないように十分な距離や別室を確
保して実施する。なお、電波暗室以外の場所では、実機による測定は可能であるが、放射
される電波の強度等が基地局や対向の無線装置によって制御されるので、想定した強度の
電波が照射されない場合もあることに注意が必要である。また、信号発生器や高周波増幅
器等によって実機を模擬した模擬システムや実際の無線通信等に障害等となる電波の発射
は行ってはならない。
従って、医療機器に照射する電波を最大強度とし、また、周波数を常に同じ状態とする
等、影響測定を高い再現性で行うためには、電波暗室等の電磁的に遮へいされた設備を用
いることが必要である。

影響測定の実施手順
影響測定の基本的な実施手順を以下に記す。

① 影響測定に用いる電波発射源と測定対象の医療機器を電波暗室もしくは測定実施
場所に配置する。
② 軽量な医療機器は電波の反射や散乱の原因とならない発泡スチロール製等の作業
台を用いてその上に設置する。作業台に配置できない医療機器は実際に使用され
ている状態と同様に配置する。なお、影響測定での再現性向上のために作業台の
床面からの高さや医療機器の配置状態の詳細を記録する。
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③ 医療機器の配置状態及び動作状態は IEC60601-1-2（第 4 版）での記載と同様の状
態とする。ただし、実際の使用状況をより適切に模擬することが可能であればそ
の状態の配置および動作状態とする。この場合には各状態を詳細に記録する。
④ 医療機器を実際に患者等に対して治療等を行なっている状態と同様に設定し、人
体に対する感度レベルやアラーム等の設定音等は設定可能な範囲で最も高感度な
状態として動作させる。なお、動作に必要な装置類で影響測定の対象では無い機
器類は、影響測定の障害とならない位置に離して配置する。
⑤ 電波発射源から影響測定対象とした規定の電波を発射する。なお、電波の発射を
開始する時は電波発射源を測定対象の医療機器から離した場所に配置する。
⑥ 電波発射源からの電波が規定の周波数と変調および強度であることを確認する。
⑦ 電波発射源（実機または半波長ダイポールアンテナ）を医療機器の表面や電源ケ
ーブル等の全ての箇所で密着するような距離（1cm 以下）まで接近させ、照射さ
れる電波の偏波面を様々に変えながら医療機器の各所をゆっくりと走査する。特
に、センサー部や精密な電子回路等の電波の影響を受けやすいと想定される場
所、また、製造販売事業者等から指示された場所に対しては慎重に走査を行う。
なお、医療機器の動作や応答が周期的である場合には、電波の照射時間がその周
期以上となるように、電波発射源の移動走査を停止して同じ位置での影響状況の
確認を行う。
⑧ 影響が発生した場合には、全ての場所で発生した全ての影響状況を詳細に記録す
る。また、影響が発生した全ての箇所では電波発射源を影響が発生した機器表面
から鉛直方向に離していき、影響状況と影響が発生した距離を記録する。ただ
し、医療機器に対して、電波発射源が接近する場合と離れる場合で影響状況およ
び影響の発生距離が異なることがあるので、その場合には、電波発射源を影響が
発生しない距離まで一旦遠ざけてから、再度医療機器に接近させて行った時の影
響発生距離および影響状況も記録する。また、発生する影響状況が距離によって
異なる場合には、距離毎の影響発生状況と発生した距離を記録する。
⑨ 模擬システムを用いてスクリーニングの影響測定を実施した場合には、実機を用
いて同じ手順で影響測定を実施する。
⑩ 発生した全ての影響は、カテゴリー分類に基づいて医療従事者等による影響度合
いの判定を行う。
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3.2. 影響評価のためのカテゴリー分類の検討
在宅医療で使用される医療機器に対して、電波による不具合の影響判定のためのカテゴ
リー分類は現在整備されていないが、医療機器は在宅等で使用される場合も基本的には医
療機関内で使用される医療機器と同様であり、電波が医療機器へ与える影響のカテゴリー
分類は、これまで総務省で実施された調査で用いられているカテゴリー分類

36 と整合して

いることが望ましい。
しかし、現在用いられている影響のカテゴリー分類には、医療機器の不具合と患者へ及
ぼす影響が組み合わされていることから、カテゴリー分類の検討では、電波が原因で発生
する医療機器の不具合状況を出来るだけ分かりやすく、また、不具合が診療に与える影響
度合いを分類できるように、現在のカテゴリー分類と整合しながら、課題点や修正した方
が良い点を含めて修正検討を行った。

カテゴリー分類の課題点と考え方
カテゴリー分類の検討は、以下の 3 点を踏まえて行った。

① 患者への診療障害等の影響は医療機器の不具合で引き起こされる結果として記載する。
② 医療機器の不具合が患者へ及ぼす影響は、医療機器の使用目的や診療内容、また、患
者の様態で大きく異なることから、医療機器の使用目的等を踏まえた記載とする。
③ 医療機器は患者へのリスクの大きさに基づき、平成 17 年から国際的に「一般医療機
器」
、「管理医療機器」、
「高度管理医療機器」に対応してクラスⅠからⅣ（高度管理医
療機器はリクスに応じてⅢまたはⅣ）に分類されていることから、クラス分類の考え
方を反映する。

医療機器に定められているクラス分類を参考に表 3-2 に記す。

36

平成 8 年に不要電波問題対策協議会（現：電波環境協議会）により検討および公表され、平成 13 年に総務省よる
見直しが行われた、医療機器が電波によって影響を受けた時の影響の分類
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表 3-2

医療機器のクラス分類（再掲）

クラス分類
クラスⅣ

注 1)

医薬品医療機器等法分類
高度管理医療機器

患者への侵襲性が高く、不具合

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

が生じた場合、生命の危険に直

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

結する恐れがあるもの

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

クラスⅢ

て指定するもの

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

管理医療機器

不具合が生じた場合でも、人体

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

へのリスクが比較的低いと考

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

えられるもの

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

一般医療機器

不具合が生じた場合でも、人体

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

へのリスクが極めて低いと考

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

えられるもの

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

注１)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。

在宅医療で使用される医療機器への電波による不具合の影響判定のためのカテゴリー分
類の検討としては、以下の表 3-3 に示すように、現在のカテゴリー分類の修正若しくは新
規のカテゴリー分類の作成が考えられる。しかし、電波の医療機器への影響のカテゴリー
分類は、総務省で実施されたこれまでの調査結果との整合性が重要であり、また、現在の
カテゴリー分類には幾つか修正した方が良い箇所等が有るものの、様式や分類を大きく変
更することは誤解や混乱等を招く原因となると考えられる。
そこで、本調査でのカテゴリー分類の検討としては、これまでのカテゴリー分類との整
合を図りながら、過去の影響測定等で具体的に発生した不具合状況等を取り入れて検討を
行うこととした。
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表 3-3

検討の考え方
現在のカテゴリ
ー分類を利用
現在のカテゴリ
ー分類を修正
新たなカテゴリ
ー分類を検討

カテゴリー分類の修正検討

これまでの調
査との整合性

医療機器の不
具合と診療へ
の影響を別け
て記載

現在のカテゴ
リーでの課題
点の解決

医療機器のク
ラス分類の反
映

◯

×

×

×

◯

◯

◯

◯

×

◯

◯

◯

現在のカテゴリー分類
電波の医療機器への影響に関する調査での現在の影響のカテゴリー分類を表 3-4に示
す。影響のカテゴリー分類は、
「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、影響が無い状態の「カテゴリー1」から患者や周囲の者までが
死亡するような状態の「カテゴリー10」までの10段階に分類されている。
表 3-4

現在のカテゴリー分類

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
5
4
3

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。
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。
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。
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。
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カテゴリー分類での「医療機器の物理的な障害状態」は表 3-5に示すように「可逆的状
態」と「不可逆的状態」の2種類に分類されている。
表 3-5

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。

また、医療機器の電波によって起こる患者への「診療や治療に対する障害状態」は、表
3-6に記すように5種類に分類されている。
表 3-6

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。

電波の医療機器等の影響のカテゴリー分類は、上記の表 3-5の「医療機器の物理的な障
害状態」と表 3-6の「診療と治療に対する障害状態」を組合せて、表 3-7のように整理さ
れている。
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表 3-7

障害状態が組合せて整理されたカテゴリー分類

機器障害の
物理的状態

不可逆的
正常

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

診療障害の
状態
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カテゴリー分類の修正検討
医療機器の不具合が患者の健康へ与える影響は、医療機器が診療内容や患者の様態等に
応じて様々な目的で使用されることから、使用目的や用途、また、投与する薬剤等によっ
て異なる。そこで、カテゴリー分類の修正検討では、医療機器の不具合状態と医療機器の
不具合が患者の健康へ与える影響は分けて検討することとした。なお、患者への健康への
影響の検討は、医療機器による副作用や機能に障害が発生した場合の患者への影響のリス
ク度合いによって医療機器がクラスⅠからⅣに区分されていることから、不具合発生時に
患者に対して影響を与えるとされるクラスⅡ、クラスⅢまたはⅣの分類の考え方も取り入
れて、影響の具体例として検討を行った。また、医療機器の不具合状態の分類の検討では、
不具合の状態を容易に分類可能とすること、また、不具合時に患者自身若しくは家族又は
介護等を行うヘルパーが対応するまでの時間に大きく関わるアラームの有無にも着目して
分類を検討した。
検討した電波の医療機器への影響のカテゴリー分類は、不用意に無線機器等と接近した
時に可能性も含めて実際に医療機器に起こり得る状態を分類できるように、これまでに実
施された影響測定で発生した不具合等も参考として作成した。検討したカテゴリー分類案
を以下の表 3-8 に示す。
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表 3-8
カテ
ゴリー

カテゴリー分類案

医療機器の不具合の状態

患者の健康への影響例

10

発火や破裂等が発生する状態

9

アラームの有無に関わらず、不可逆
的な不具合で人が操作等の対処を
行わないと発火や破裂等が発生す
る状態

8

アラームの有無に関わらず、不可逆
的な不具合で重要な機能が停止し
て修理が必要な状態

7

アラームの有無に関わらず、重要な
設定値の消失等を伴う動作停止、ま
たは重要な機能や設定値に不可逆
的な不具合が起きている状態

6

アラームの有無に関わらず、重要な
機能や設定値に可逆的な不具合が
起きている状態

5

アラームが無い動作停止が起きて
いる状態

4

アラームの有る動作停止、または表
示や音声機能等に不可逆的な不具
合が起きている状態

3

2
1

表示や音声機能等に可逆的な不具
合が起きている、または表示や音声
機能等に注意深く観察することで
認識できる不可逆的な不具合が起
きている状態
表示や音声機能等に注意深く観察
することで認識できる可逆的な不
具合が起きている状態
不具合は起きていない状態

患者や周囲の者が直ちに死亡したり重
篤な障害を負ったりする破局的状態と
なり得る。
人による操作等の対処が行われないと
患者や周囲の者が死亡したり重篤な障
害を負ったりする破局的状態となり得
る。
医療機器が積極的生命維持を行ってい
る場合には直ちに致命的状態となり得
る。機能補助や機能代行を行っている場
合には病態悪化状態となり得る。
医療機器が積極的生命維持を行ってい
る場合には直ちに致命的状態となり得
る。機能補助や機能代行を行っている場
合には病態悪化状態となり得る。
電波発射源を離す（あるいは医療機器を
遠ざける）ように人が関与しないと、医
療機器が積極的生命維持を行っている
場合には直ちに致命的状態となり得る。
機能補助や機能代行を行っている場合
には病態悪化状態となり得る。
医療機器が積極的生命維持を行ってい
る場合には致命的状態となり得る。機能
補助や機能代行を行っている場合には
病態悪化状態となり得る。
医療機器が積極的生命維持を行ってい
る場合には致命的状態となり得る。機能
補助や機能代行を行っている場合には
病態悪化状態となり得る。または誤診療
状態となり得る。
電波発射源を離す（あるいは医療機器を
遠ざける）ように人が関与しないと、誤
診療状態となり得る。または診療擾乱状
態となり得る。
診療擾乱状態となり得る。
患者への影響は無い。
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医療機器の不具合状態の分類については、これまでのカテゴリーでは電波発射源が「携
帯電話」と限定されていたが、様々な無線通信機器や電波発射源を影響調査に用いる場合
を想定して、表 3-9に示すように「携帯電話」の記載を「電波発射源」と修正している。
表 3-9

不具合状態の分類

状態の分類

状態の説明

可逆的状態

医用電気機器における何らかの障害が、その原因となる電波発射源を
離せば（あるいは医用電気機器を遠ざければ）、医用電気機器の動作
が自然に元の正常な状態に復帰する。

不可逆的状態

医用電気機器における何らかの障害が、その原因となる電波発射源を
離しても（あるいは医用電気機器を遠ざけても）、その障害が自然に
消失せず、患者や家族若しくは医師等が何らかの操作や技術的手段を
施さなければ、元の動作設定や正常な動作に復帰しない。

修正検討を行った、患者の健康へ影響分類とそれぞれの状態の説明を表 3-10に示す。

表 3-10
分

類

診療擾乱状態

患者の健康への影響の分類
患者の健康への影響の説明

診療目的は維持されているが、医師が円滑に診療を行えない状態。

誤診療状態

正しい診療が行われていない状態だが、患者の病態の悪化には至らな
い状態。

病態悪化状態

誤診療が行われている状態ですぐに対応しないと病態の悪化や後遺
症の原因となる可能性がある状態。

致命的状態

誤診療が行われている状態ですぐに対応しないと後遺症の原因や致
命的な状態となる状態。

破局的状態

発火や破裂等によって患者や周囲の者が死亡したり重篤な障害を負
ったりする状態。
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第3編 今後の指針の在り方の調査検討
第1章 調査の目的
本調査において調査の対象とする携帯電話等の無線通信機器の無線通信方式、利用周波
数帯は、いずれもグローバル化の中で標準化が進められており、我が国においても周波数
再編等において、より多くの電波利用機器が国際標準によって規定される技術基準に基づ
き、国際的に整合された周波数帯において用いられている。
一方、医療機器側でも電磁耐性に関する国際規格へ適合することで、各種無線通信機器
からの電波が医療機器に与える影響に対して、最低限の安全性が確認されている。例えば、
植込み型医療機器の電波に対する耐性試験に関する国際規格（ISO14117 等）においては、
携帯電話相当の電波を 15cm の離隔距離で受けても動作に異常をきたさないよう定められ
ている。日本においては、日本のみで使用されていた第 2 世代携帯電話方式の影響測定結
果を根拠に携帯電話と植込み型医療機器の離隔距離として 22cm が推奨されてきたが、平
成 24 年の第 2 世代携帯電話方式の国内におけるサービス停止を受け、追加で実施した影
響測定も含めてこれまでの調査結果を整理し、前述の国際規格との整合性を踏まえて、平
成 25 年 1 月の「各種電波利用機器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」
（以下、
「指針」という。
）の改正において、離隔距離が 15cm に変更されている。
電波が医療機器等に与える影響の国・地域による差異は今後も小さくなる方向にあると
考えられるが、一方で、電波の植込み型医療機器へ与える影響を防止するための規制や取
組（日本における指針等）は各国の影響に対するリスクの考え方、歴史的背景、国固有の
状況等により、違いがみられる。
そこで本検討においては、各国の規制や取組について、その考え方とともに現在の状況
を整理した上で、我が国における今後の指針及び関連する取組の在り方について、長期的
な視点で検討を行った。また、将来的には第 5 世代携帯電話システム（5G）や IoT（Internet
of Things）等、新たな無線通信システムの普及が予測される中で、こうした新たなシステ
ムや通信方式にどう対応していくのかについても併せて検討していく必要がある。
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第2章 諸外国における影響防止に関する規制や取組の状況
ここでは、諸外国において、無線通信機器（主に携帯電話）からの電波が植込み型医療
機器に与える影響を防止するための規制や取組に関して、各国の規制当局及び関係団体（植
込み型医療機器等の適応となる心臓疾患の学術団体等）の公開資料を基に調査を行った。
参考として、日本の携帯電話に関する指針（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）の内容を表 2-1 に示す。
表 2-1

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
（平成 25 年 1 月改正）

平成 24 年 7 月 25 日以降サービスが行われている方式の携帯電話端末（スマートフォン等の無線 LAN
を内蔵した携帯電話端末を含む。）による植込み型医療機器への影響を調査した結果、一部の植込み型医療
機器について、携帯電話から最長で 3cm 程度の離隔距離で影響を受けることがあったことから、以下の通
り取り扱うことが適切である。
なお、PHS 端末については、影響を受けた植込み型医療機器はなかったが、携帯電話端末と外見上容易
に区別がつきにくいため、PHS 端末の所持者は、必要に応じて植込み型医療機器の装着者に配慮すること
が望ましい。
ア 植込み型医療機器の装着者は、携帯電話端末の使用及び携行に当たっては、植込み型医療機器の電磁耐
性（EMC）に関する国際規格（ISO14117 等）を踏まえ、携帯電話端末を植込み型医療機器の装着部
位から 15cm 程度以上離すこと。
また、混雑した場所では、付近で携帯電話端末が使用されている可能性があるため、注意を払うこ
と。
イ 携帯電話端末の所持者は、植込み型医療機器の装着者と近接した状態となる可能性がある場所では、携
帯電話端末と植込み型医療機器の装着部位との距離が 15cm 程度以下になることがないよう注意を払
うこと。なお、身動きが自由に取れない状況下等、15cm 程度の離隔距離が確保できないおそれがある
場合には、事前に携帯電話端末が電波を発射しない状態に切り替えるなどの対処をすることが望まし
い。

米国の各関係機関が公表する影響防止のガイドラインにおける記載内容の一覧を表 2-2
に示す。
表 2-2

米国の携帯電話に関する影響防止ガイドラインの内容（2017 年 3 月確認時点）

発信主体
食品医薬品局
（FDA）

医療機器
規制当局

指針における関連部分の抜粋
離隔距離
ペースメーカ等その他医療機器との電磁干渉／植込み型医療機器の装着者に向 －
けた注意喚起（2014.10 更新） 37

EMI が発生した場合、以下の 3 つの影響のいずれかが発生する可能性がありま
す。
 心臓リズムを制御する刺激パルスが発生しない。
 パルスの発生が不規則になる。
 心臓の自己リズムを検知せず、規定レートでパルスを発生してしまう。

37 FDA, Interference with Pacemakers and Other Medical Devices
https://www.fda.gov/RadiationEmittingProducts/RadiationEmittingProductsandProcedures/HomeBusinessandEntertainment/Cell
Phones/ucm116311.htm
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しかし、現在の研究によると、携帯電話は大部分のペースメーカ装着者に対し
て健康上の重大な問題を引き起こすものではないと考えられています。ペース
メーカ装着者が携帯電話による問題を確実に防ぐためには、以下の簡単な予防
策をとってもよいでしょう。
 ペースメーカと携帯電話間に付加的な距離を確保するために、携帯電話をペ
ースメーカが植込まれている側とは反対の耳にあてる。
 電源を入れた携帯電話をペースメーカの直近に位置しない。（携帯電話をペ
ースメーカの上に着ているシャツやジャケットに入れて携行しないこと)
連邦通信委員会 FCC が所管する送信機・設備からの高周波電磁界の安全性に関する FAQ
－
（FCC）
植込み型医療機器は、近くの電子レンジや携帯電話等のデバイスから影響を受
けますか？（2015.11 更新） 38

通信規制当局

米国心臓協会

学術団体

複数の研究において、携帯電話が植込み型ペースメーカのごく近傍（8 インチ
以内）で使用された場合、植込み型医療機器に影響を与える可能性があること
が示されています。こうした影響は、既に使用されなくなっている古いペース
メーカに限定されるようです。一方で、潜在的な影響の発生を避けるため、ペ
ースメーカ装着者は携帯電話をペースメーカ近くのポケットに入れたり、ペー
スメーカの近くで使用することを避ける等の対策をとることができます。ペー
スメーカ装着者は、電磁干渉に関連する問題が発生したと思われる場合は、医
師や FDA に相談して下さい。詳細な情報は FDA サイトから確認できます。
ペースメーカと干渉を起こしうるデバイス（2016.12 更新） 39

6 インチ

携帯電話: 現在、米国で利用できる携帯電話（出力 3W 以下）に関しては、ペー （15cm）
スメーカのパルスジェネレータやペースメーカの動作に影響を与えることはな
いようです。
 技術は急速に進化しており、FCC は新たな周波数帯を開放しています。
 こうした周波数帯で使われる新しいタイプの携帯電話は、ペースメーカに影
響を与える可能性があります。
 携帯電話の業界団体では影響の可能性について、研究を行っています。
 Bluetooth のヘッドセットはペースメーカに影響が与えることはありませ
ん。
ICD と干渉を起こしうるデバイス（2016.12 更新） 40

携帯電話:現在、米国で利用できる携帯電話（出力 3W 以下）に関しては、アン
テナからの電波により ICD に影響を与えるリスクは非常に小さいものです。
 技術は急速に進化しており、FCC は新たな周波数帯を開放しています。
 こうした周波数帯で使われる新しいタイプの携帯電話は、ICD に影響を与え
る可能性があります。
 携帯電話の業界団体では影響の可能性について、研究を行っています。
 携帯電話を ICD の植込み部と逆側で使用する、胸ポケットに入れることは
避ける等して、携帯電話を ICD から 6 インチ以上離すようにしましょう。
 トランシーバ（出力 3W 以下）は ICD から 6 インチ以上離しましょう。

FCC, Frequently asked questions about the safety of radiofrequency (RF) and microwave
emissions from transmitters and facilities regulated by the FCC
https://www.fcc.gov/engineering-technology/electromagnetic-compatibility-division/radio-frequencysafety/faq/rf-safety#Q22
39 American Heart Association, Devices that may Interfere with Pacemakers
http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/Arrhythmia/PreventionTreatmentofArrhythmia/Devic
es-that-may-Interfere-with-Pacemakers_UCM_302013_Article.jsp#.WMSjQVWeaM9
40 American Heart Association, Implantable Cardioverter Defibrillator (ICD)
http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/Arrhythmia/PreventionTreatmentofArrhythmia/Devic
es-that-may-Interfere-with-Implantable-Cardioverter-DefibrillatorsICDs_UCM_448464_Article.jsp#.WMSlJFXc6M8
38
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米国においては、食品医薬品局（FDA）の方針に基づき使用方法の注意喚起が行われて
いる。FDA のホームページ上の情報提供では、携帯電話と植込み型医療機器の離隔距離は
明示していないが、日本と同様、植込み型医療機器の電磁耐性に関する国際規格に基づき、
離隔距離 15cm を前提とした使用方法の例示（植込み型心臓ペースメーカ等が植え込まれ
ている側と逆の耳に携帯電話をあてる、植込み型心臓ペースメーカ等を胸ポケットに入れ
ない等）をしている。FDA に対しては、平成 23 年度調査において、同じく指針の考え方
に関するヒアリング調査を行っており、上記の方針を確認している。米国の通信規制当局
である連邦通信委員会（FCC）も影響に関する情報提供を行っているが、基本的には FDA
の情報を参照するよう推奨している。また、このルールは医療機器メーカや医師等を通じ
て、植込み型医療機器の装着者に周知されている。実際に、米国心臓協会のホームページ
においては、植込み型心臓ペースメーカ及び ICD と干渉を起こしうるデバイスとして携帯
電話が挙げられており、影響の防止方法として、ICD に関しては、携帯電話との離隔距離
を 6 インチ（15cm）以上とするよう、使用方法を推奨している。
その他の国の影響防止のガイドラインの内容を表 2-3 に示す。
ガイドラインの発信主体は各国により異なり、米国と同様に医療機器の規制当局（英国、
韓国）
、日本と同様に通信規制当局（インド）が発信するほか、欧州においては電波の人体
への影響の防止と絡めた形で衛生当局や放射線防護に関する専門機関から出される例が多
くみられる。携帯電話に関しては、英国、フランス、インド等の国においても、日本同様
15cm という離隔距離が提示されている。一方で、一部の国においては、より大きな離隔距
離を推奨する例（ドイツ、スイス、イスラエル等）もある。
指針の根拠について明示している例は少なく、日本のように影響測定結果に基づく指針
の策定、見直しの枠組みが整備されている例は他に例がない。なお、韓国の食品医薬品安
全庁が 2009 年に公表したガイドラインは当時の日本の指針に基づき策定されており、日
本の指針は他国にも影響を与える取組となっている。
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表 2-3

各国の携帯電話に関する影響防止ガイドラインの内容（2017 年 3 月確認時点）

発信主体
指針における関連部分の抜粋
離隔距離
英医薬品・医療 電磁干渉に関するガイダンス：電波発射源／空港セキュリティ（2014.12 発行） 15cm
41
製品規制庁
携帯電話同様、ハンディ型のスキャナは植込み型医療機器から 6 インチ（約 15
（MHRA）

cm）離してください。

医療機器
規制当局
英国民保健サー 携帯電話の安全性：リスク／携帯電話使用のリスク／電子機器との干渉（2016.1 個 別 の
更新） 42
NHS 施
ビス（NHS）
携帯電話からの電波は、以下のような重要な電子機器と干渉する可能性があり 設 で は
医療機関
ます。
15cm ル
ールを明
 ペースメーカ
 病院のモニタ類や機器類
示すると
ころもあ
 飛行機の電子システム
る。
（中略）

一般に、ペースメーカを装着していても携帯電話は安全に使用できると考えら
れていますが、予防措置として携帯電話とペースメーカの距離をおき、使用す
る際は右の耳に当てるようにしましょう。
英国心臓財団

学術団体

カナダ保健省
（Health
Canada）

衛生当局

植込み型心臓ペースメーカ／携帯電話・コードレス電話（2014 発行） 43

15cm

（ペースメーカの装着者は）携帯電話やコードレス電話を安全に使用すること
ができますが、携帯電話をペースメーカから 15cm（6 インチ）以上離すように
しましょう。携帯電話を使用する際は、ペースメーカとは逆側の耳にあて、ペ
ースメーカの上に位置するシャツのポケットには携帯電話を入れないようにし
ましょう。より詳しい情報に関しては、ペースメーカを植え込んだ際に提供さ
れた機器に関する資料を確認してください。
携帯電話及び携帯電話基地局の安全性（2015.3 更新） 44

－

携帯電話からの高周波エネルギーによる健康影響については確認されていませ
んが、携帯電話の使用は完全なリスクフリーではありません。研究結果からは
以下のようなことが報告されています。
（中略）
 携帯電話は植込み型心臓ペースメーカや ICD、補聴器等と干渉する可能性
があります。
 携帯電話はその他、航空機の通信システムやナビゲーションシステム等の高
感度のシステムとも干渉する可能性があります。

カナダ心肺蘇生 植込み型心臓ペースメーカ（更新日不明） 45
－
財団
携帯電話はペースメーカと逆の側の耳にあてて使用するようにしましょう。電

学術団体

源を入れた携帯電話をシャツのポケットに入れないようにしましょう。
MP3 プレイヤーのヘッドフォン（イヤホン含む）は、磁性体を使用しているた
め、ペースメーカの機能に影響を与える可能性があります。ヘッドフォンはペ
ースメーカから 1.2 インチ以上離し、胸ポケットに入れたり、ヘッドフォンを
付けた人が胸に頭を寄りかかるようなことがないようにしましょう。

41 MHRA, Guidance Electromagnetic interference: sources
https://www.gov.uk/government/publications/electromagnetic-interference-sources/electromagneticinterference-sources
42 NHS, Mobile phone safety - Risks
http://www.nhs.uk/conditions/mobile-phone-safety/pages/risks.aspx
43 British Heart Foundation, Pacemakers
https://www.bhf.org.uk/-/media/files/publications/large-print/his15lp_pacemakers_0314_a4.pdf
44 Health Canada, Safety of cell phones and cell phone towers
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-radiation/safety-cell-phones-cell-phonetowers.html
45 Heart and Stroke Foundation of Canada, Implantable pacemaker
https://www.heartandstroke.ca/heart/treatments/surgery-and-other-procedures/implantablepacemaker
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ドイツ連邦放射 携帯電話を使用する際の BfS からの推奨事項／植込み型医療機器（2016.3 更 20cm
線防護庁(BfS) 新） 46

電子機器は人体よりも高周波電磁界に対して敏感です。一例が植込み型心臓ペ
放射線防護当局 ースメーカであり、条件によっては機能に影響を与える可能性があります。携
帯電話からの個別の植込み型心臓ペースメーカに対する影響は、これらの距離
が最大 20cｍで確認されています。植込み型心臓ペースメーカを装着する方は、
こうした状況を避け、携帯電話を電源が入った状態でジャケットのポケットに
入れるなど、携帯電話を上半身に密着させることがないようにしましょう。携
帯電話のアンテナとペースメーカの距離を 20cm 以上離し、普通に携帯電話を
利用する分には植込み型心臓ペースメーカに影響を与えることはありません。
フランス保健総 携帯電話及び携帯電話基地局と健康：現時点の研究結果と推奨事項（健康大臣 15cm
局
へのレポート）（2001.1 発行） 47
植込み型医療機器への影響に関する研究

衛生当局

研究結果に基づき、植込み型医療機器装着者は携帯電話と植込み型医療機器（植
込み型心臓ペースメーカ、インスリンポンプ、植込み型神経刺激装置等）を 15cm
以上離し、携帯電話を植込み型医療機器とは反対側の耳で使用するようにしま
しょう。こうした対策を取ることで携帯電話を安全に使用することができます。

30cm
スイス連邦衛生 携帯電話及びスマートフォン（2016.10 発行）
局（FOPH）
以下の情報は携帯電話及びスマートフォンからの電磁界のばく露を減らす上で

衛生当局

有効となります。 48
（中略）
 GSM 方式に比べ高効率の LTE や 3G 等新しい方式のネットワークを優先し
て使用しましょう。携帯電話の設定を確認するか、販売店に確認しましょう。
 可能であれば屋内や電車内では無線 LAN ネットワークを利用して電話やデ
ータ送信を行うようにしましょう。携帯電話の設定を確認してください。
 電磁界をシールドする効果のある製品の使用に注意しましょう。携帯電話は
電波状況が悪い場合、出力を高めるようになっています。
 植込み型医療機器装着者は携帯電話と植込み型医療機器を 30cm 以上離すよ
うにしましょう。

イスラエル保健 携帯電話からの電磁界放射
30－
省
携帯電話は医療機器の機能に影響しますか、また携帯電話を病院内で使うこと 50cm
はできますか。（更新日不明） 49

衛生当局

現在の医療機器は規制により電磁界からの影響を受けにくいよう対策が施され
ています。そのため、基本的に携帯電話による機器の通常機能への影響を心配
する必要はありません。念のため、保健省は携帯電話を携帯型医療機器や植込
み型医療機器に近接（30~50cm）することがないよう推奨します。

シンガポール
保健科学庁
（HSA）

電磁界及び公衆衛生／健康及び安全ガイドライン（2001.8 発行） 50

衛生当局

－

高周波電磁界による干渉を避けるため、携帯電話の利用に関する制限に従って
下さい。
携帯電話は、植込み型医療機器や補聴器等、特定の医療機器と干渉を起こす可
能性があります。病院の集中治療部門では携帯電話の利用は患者にとって危険
なため、使用は控えて下さい。同様に、携帯電話がナビゲーションシステムと
干渉する可能性があるため、航空機内での利用は控えて下さい。

46 BfS, Recommendations from the BfS for making telephone calls on mobile phones
https://www.bfs.de/EN/topics/emf/mobile-communication/protection/precaution/mobile-phones.html
47 LES TELEPHONES MOBILES, LEURS STATIONS DE BASE ET LA SANTE
Etat des connaissances et recommandations: Rapport au Directeur Général de la Santé
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/storage/rapportspublics/014000156.pdf
48 FOPH, Mobiltelefon & Smartphone
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/str/nis/faktenblaetter-emf/faktenblattsmartphone.pdf.download.pdf/faktenblatt%20smartphone%20d.pdf
49 Ministry of Health, Mobile Phone Radiation
https://www.health.gov.il/English/Topics/radiation/cell_phone/Pages/default.aspx
50 HSA, ELECTROMAGNETIC FIELDS AND PUBLIC HEALTH AND SAFETY GUIDELINES #1
http://www.hsa.gov.sg/content/dam/HSA/News_and_Events/Press_Releases/2001/EMFHealthSafetyGuidelines-final.pdf
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イ ン ド 通 信 省 電磁界からの安全確保：携帯電話基地局及び端末／携帯電話利用者向けの注意 15cm
（DoT）
喚起（2013 発行） 51
植込み型医療機器の装着者は、できる限り携帯電話を 15cm 以上離すようにし
通信規制当局

ましょう。

韓国食品医薬品 植込み型心臓ペースメーカ等の植込み型医療機器装着者に対する電磁波に関す 22cm
安全庁（KFDA、 る注意事項（2009.6 発行） 52
現 MFDS）
植込み型医療機器装着者は、携帯電話端末の使用/携帯時に携帯電話端末と植込
医療機器規制当 み型医療機器装着部位の距離を約 22cm 以上維持して下さい。
局
混雑した場所の場合、周囲で携帯電話端末が使用される可能性がありますので、

細心の注意を払う必要があります。
（参考）中国国
営循環器病セン
ター阜外心血管
病医院

植込み型心臓ペースメーカ及び植込み型除細動器を装着した患者の生活につい 15cm
て（更新日不明） 53

現在のペースメーカは携帯電話からの干渉を防止する機能が備わっています
が、ペースメーカは携帯電話から離すように心がけましょう。携帯電話はペー
スメーカと反対側の手で持ち、15cm 以上距離を取るようにしましょう。

また、携帯電話以外の電波利用機器に関する植込み型医療機器への影響防止のガイドラ
インの例として電子商品監視装置（EAS 機器）に関するガイドラインの例を紹介する。表
2-4 に日本と各国の EAS 機器に関する影響防止ガイドラインの内容を以下に示す。各国の
ガイドラインにおける注意事項の内容は、店舗等の出入り口に EAS 機器が設置されてい
ることの注意喚起と、EAS 機器の近くにとどまらない、寄りかからない等の具体的な対策
の指示であり、日本とほぼ同様の内容が示されている。また、米国 FDA では、日本と同様
に EAS 機器の製造者に対して EAS 機器の設置場所にラベルや看板でその旨を表示するよ
う推奨している。

51 DoT, Ensuring Safety from Radiations : Mobile Towers and Handsets
www.dot.gov.in/sites/default/files/advertisement_0.pdf
52 KFDA, 인공심장박동기 등 이식형 의료기기 장착환자, 전자파 주의 요망
http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=675&cmd=v&seq=1861
53 中国医学科学院阜外医院, 植入心脏起搏器与抗心律失常设备患者的生活问题
http://fuwaihospital.org/News/Articles/Index/100540
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表 2-4
発信主体

総務省

EAS 機器に関する影響防止ガイドラインの内容（2017 年 3 月確認時点）
指針における関連部分の抜粋
電子商品監視装置（EAS 機器）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

ア. 植込み型医療機器の装着者は、EAS 機器が設置されている場所及び EAS ステッカ（下
図）が貼付されている場所では、立ち止まらず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、EAS 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 EAS 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。

注： 本指針の対象としている電子商品監視装置（EAS 機器）とは、感知ラベルやタグを貼
り付けた商品がレジカウンターで精算されずにこの機器のセンサーを通過したときに警報
音を発することにより商品の不正持出しを防止する機器のことである。
※ 図の EAS ステッカは、日本万引防止システム協会（旧称 日本 EAS 機器協議会）の許諾
を得て使用しています。
FDA

産業界向けガイダンス：盗難防止装置のラベリング（2000.8 発行） 54

植込み型医療機器技術の進化及び装着者が増加していることを踏まえ、FDA は盗難防止シ
ステムが使用されている場合は、植込み型医療機器の装着者に対してその旨注意喚起が行わ
れるべきと考える。FDA は、さらなる干渉のリスクを低減するため、盗難防止システムの
製造者に対して、新たに導入された盗難防止機器の近くに表示できるラベルまたは看板を用
意するよう推奨する。
ラベルや看板の表示例：「盗難防止システム使用中」・「セキュリティシステム使用中」
米国心臓協会

ペースメーカと干渉を起こしうるデバイス（2016.12 更新） 55
盗難防止装置（electronic article surveillance または EAS）：

大半の患者にとって EAS は臨床上深刻な事象を引き起こすものではありません。しかし、
AHA は以下の注意事項を推奨します。

EAS システムは様々な商業施設において出入口に隠された／カモフラージュされた形
で設置されている可能性があることに留意しましょう。

必要以上に EAS システムの近くにとどまらないようにしましょう。
 盗難防止システムに寄りかかったり、近くに立たないようにしましょう。.
英国心臓財団

植込み型心臓ペースメーカ／店舗のセキュリティシステム（2014 発行） 56

多くの店舗では出入口に盗難防止装置を設置しています。盗難防止装置を一定の速度で通り
過ぎ、とどまることがなけばペースメーカに影響を与えることはありません。こうしたタイ
プのセキュリティシステムの近くに長時間立ち止まらないようにすることが重要です。
カナダ心肺蘇 植込み型心臓ペースメーカ（更新日不明） 57
生財団
盗難防止システムや金属探知機は一定のペースで通過しましょう。
FDA, Guidance for Industry: Labeling for Electronic Anti-Theft Systems
https://www.fda.gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/GuidanceDocuments/ucm070910
.htm
55 American Heart Association, Devices that may Interfere with Pacemakers
http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/Arrhythmia/PreventionTreatmentofArrhythmia/Devic
es-that-may-Interfere-with-Pacemakers_UCM_302013_Article.jsp#.WMSjQVWeaM9
56 British Heart Foundation, Pacemakers
https://www.bhf.org.uk/-/media/files/publications/large-print/his15lp_pacemakers_0314_a4.pdf
57 Heart and Stroke Foundation of Canada, Implantable pacemaker
https://www.heartandstroke.ca/heart/treatments/surgery-and-other-procedures/implantablepacemaker
54
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第3章 日本における指針の運用の状況
次に我が国における指針の運用状況について、指針の整備側である所管省庁、及び運用
側である関係機関の取組を整理する。

3.1. 所管省庁の取組
我が国においては、本調査（「電波の医療機器等に関する影響の調査」）における影響測
定結果及び有識者会議における技術的・専門的検討と、総務省に設置された「生体電磁環
境に関する検討会」及び「電波の医療機器等への影響に関する WG」における指針の妥当
性、改訂案に関する検討を踏まえ、一般に対する意見募集を行った上で、指針の改訂・公
表を行っている。指針に関しては、総務省のホームページやリーフレットによる周知を行
うとともに、毎年全国の総合通信局で開催する、一般に向けた「電波の安全性に関する説
明会」において周知を行っている。

出所）総務省

図 3-1

指針に関するリーフレット

58

58総務省「知っていますか「植込み型医療機器」をより安心して使用するためにできること」

(2016 年 3 月発行)
http://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/ele/medical/zentai.pdf
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また、指針改訂後、厚生労働省の医薬・生活衛生局安全対策課においては、指針の関係
団体及び関係学会へ事務連絡として指針を送付し、その旨各都道府県衛生主管部（局）薬
務主主管課に通知している。

図 3-2

指針の改訂・周知の流れ

そのほか影響調査において、特に注意すべき大きな影響が確認され、指針の見直しが行
われた場合等には、厚生労働省が発行する「医薬品・医療機器等安全性情報」において周
知される場合もある。例えば、平成 18 年度に UHF 帯 RFID 機器を対象に実施した影響調
査においては、据え置きタイプの RFID 機器において大きな影響が確認されたことから、
「医薬品・医療機器等安全性情報」No.237 において、調査結果の概要と指針の改訂内容の
周知が行われた

59。

59厚生労働省医薬食品局「医薬品・医療機器等安全性情報」No.237

https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/calling-attention/safety-info/0068.html
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3.2. 関係機関の取組
指針内容に沿った取組、注意喚起を行う関係機関の取組を図 3-3 に示す。

図 3-3

関係機関の取組

医療機器メーカ
携帯電話の使用も含め、植込み型医療機器の使用における生活上の注意事項に関しては、
治療を行う医師から直接、植込み型医療機器の装着者（患者）に対して指導を行う。医療
機器メーカにおいては、医師向けに提供する医療機器の添付文書や患者への説明資料にお
いて指針に沿った内容を明記している。また、医療機器メーカが提供し患者が携帯する「ペ
ースメーカ手帳」
、
「ICD 手帳」
、
「CRT-D 手帳」にも同様の内容が記載されている。添付文
書の記載や患者への説明資料に関しては、メーカごとにばらつきが出ないよう、国内で植
込み型心臓ペースメーカ等の製造・販売を行う企業からなる一般社団法人日本不整脈デバ
イス工業会が、植込み型心臓ペースメーカ等の市販後安全（Post-marketing Safety: PMS）
の活動の一環として共通的な注意事項の記載を検討し、ポスターや説明資料を作成してい
る

60

60。

一般社団法人日本不整脈デバイス工業会
http://www.jadia.or.jp/jadia/poster.html

ポスター・ガイドブック
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医療機器メーカ側からの情報提供は、指針に含まれる内容以外にも、他の電子・電気機
器による電磁干渉の影響についても含まれている。近年では、電気自動車の充電器や自動
車のスマートキーシステムからの影響等に関して、患者からの関心が高いため、これらの
アプリケーションに対応した注意喚起も行われている。

出所）日本不整脈デバイス工業会

図 3-4





日本不整脈デバイス工業会が提供する患者向け説明資料

携帯電話端末等（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
をお守り下さい※。
操作する場合は、ペースメーカまたは ICD の植込み部位から 15cm 程度以上離して
操作して下さい。
通話する場合は、ペースメーカまたは ICD の植込み部位と反対側の耳に当てる等、
15cm 程度以上離して通話して下さい。
携帯する場合、ペースメーカまたは ICD の植込み部位から 15cm 程度以上離れた場
所に携帯して下さい。もしくは、電波を発射しない状態に切り替えて下さい（電源を
OFF または、電波を OFF（電波 OFF 可能な携帯電話端末等の場合）にする）。胸ポ
ケットやベルトに携行する場合には、十分距離が取れていない場合もありますので、
ご注意下さい。 身体に異常（めまい、ふらつき、動悸等）を感じた場合、直ちに使用
をやめ、15cm 程度以上植込み部位から遠ざける ようにして下さい。もし、身体の異
常が回復しなければ、直ちに専門医の診察を受けて下さい。なお、他の人が 携行す
る携帯電話端末等に近づくと影響の出ることもありますので、このことについてもご
注意下さい。

※総務省：各種電波利用機器の植込み型医療機器へ及ぼす影響を防止するための指針．平成 25 年 1 月
出所）日本不整脈デバイス工業会

図 3-5

医療機器メーカによる携帯電話の使用に関する注意事項（抜粋）
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関係学会
植込み型心臓ペースメーカ等を用いた治療にかかわる医療関係学会においては、医師に
よる患者への指導に関するガイドラインにおいて指針の内容を反映している。日本循環器
学会がその他の関係学会と共同で策定した「ペースメーカ，ICD，CRT を受けた患者の社
会復帰・就学・就労に関するガイドライン」61においては、デバイス治療後の患者の社会復
帰に際して、日常生活で注意すべき点、就労や就学において配慮すべき点及び対処法につ
いて取りまとめている。2013 年改訂版においては、「日常生活，とくに電磁干渉に関する
注意点」として、平成 25 年の携帯電話に関する指針改訂の内容が反映され、携帯電話の影
響を避けるための対策として「ペースメーカなどの植込み部位から携帯電話まで 15 cm 程
度以上離す」と示されている。

関係事業者
携帯電話事業者や鉄道事業等からは、各事業者が提供する製品・サービスの視点から、
植込み型医療機器の装着者及び一般の方に向けた普及啓発を行っている。
携帯電話事業者においては、携帯電話端末の取扱説明書において、携帯電話に関する指
針の内容を記載するとともに、各社のウェブサイトにおける携帯電話の電波の安全性に関
する情報や携帯電話の使用マナーに関する情報ページにおいて、指針に基づく情報提供を
行っている。
鉄道事業者においては、従来車内の携帯電話の使用マナーとして、優先席付近では電源
を切るよう案内を行っていたが、平成 25 年の指針改訂及びスマートフォン等の携帯電話
の利用形態の変化を踏まえて、優先席付近では混雑時には携帯電話の電源を切るよう、と
案内の内容を変更している

62。車内アナウンスのほか、車内・駅構内のポスター、優先席

付近の各種ステッカ類の記載もルールに対応した形で対応している。
上記のような、携帯電話の使用ルールは、携帯電話の適正利用を図る取組みの一環とし
て、医療機器への影響の防止とマナーの 2 つの観点で普及啓発が行われている。各事業者

61 日本循環器学会ほか、
「循環器病の診断と治療に関するガイドライン（2012 年度合同研究班報告）－
ペースメーカ，ICD，CRT を受けた患者の社会復帰・就学・就労に関するガイドライン－」（2013 年改
訂版）
http://www.j-circ.or.jp/guideline/pdf/JCS2013_okumura_h.pdf
62 関東、東北、甲信越鉄道事業者 37 社プレスリリース「優先席付近における携帯電話使用マナーを
「混雑時には電源をお切りください」に変更します」（2015 年 9 月 17 日）
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の周知啓発の取組みにより、これらのルールとしての社会における認知度は広がっている
一方で、根拠である指針の内容に関する認知度は明らかでなく、今後検証が必要と考えら
れる。

出所）鉄道事業者

図 3-6

優先席付近の携帯電話使用ルール変更に関するポスター

他にも、携帯電話以外に関する事業者の取組として、EAS 機器や RFID 機器の製造業者
の業界団体においては、植込み型医療機器の装着者が機器の存在を確認できるよう、機器
の設置場所に EAS ステッカや RFID ステッカを貼る取組みが推進されている

63, 64。

63 日本万引き防止システム協会・日本心臓ペースメーカー友の会・一般社団法人日本不整脈デバイス工
業会「「EAS ステッカー」及び「EAS 機器導入店表示 POP」貼付けのお願い」（平成 24 年 9 月 20
日）
www.jeas.gr.jp/pdf/20120629-1.pdf
64
一般社団法人 日本自動認識システム協会 「RFID 機器運用ガイドライン（植込み型医療機器等へ
の影響に関する対応策）」（平成 28 年 4 月 1 日）
http://www.jaisa.jp/pdfs/160404/03.pdf
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患者団体
国内では、植込み型心臓ペースメーカ等を装着する患者や家族を支援するため、NPO 法
人日本心臓ペースメーカ友の会等の複数の患者団体が活動を行っている。
患者団体においては、医師や臨床工学技士による植込み型心臓ペースメーカ等に関する
勉強会、講習会や定期刊行物、Q&A 集等により情報提供を行うとともに、全国の支部を通
じた会員相互の情報交換や親睦、患者からの相談・問い合わせへの対応を行っている。患
者の中には、省庁や関係団体の情報提供の内容は専門的で分かりにくいという指摘もあり、
こうした患者どうしのコミュニティにおける情報共有は非常に貴重な機会と言える。
一方で、こうした患者団体の活動は会員からの会費によって運営されており、情報提供
や普及活動にはリソースの観点で限界もある。現在、植込み型心臓ペースメーカを装着す
る患者のうち、患者団体に所属する患者はごく一部であり、患者の中での影響に関する認
識の差に繋がっている可能性もある。省庁、関係機関における周知啓発活動においては、
こうした患者との密接なチャネルを持つ団体との連携も検討していくことが望ましい。

第4章 新たなシステムに対する対応
本調査においては、新たな無線通信技術のサービス開始や周波数の再編にあわせて、調
査対象となる通信方式、周波数帯等を選定し、影響調査による検証を行ってきた。
今後も適宜、調査を実施していない対象について影響調査を継続していく必要があるが、
一方で長期的には、IoT（Internet of Things）機器の登場や第 5 世代携帯電話システムや
（5G）ワイヤレス電力伝送（WPT）等、革新的かつ新たな利用形態における無線システム
の本格的普及を踏まえた、抜本的な指針の在り方の検討も必要となる可能性がある。こう
した新たなシステムに対しては、将来の技術基準の策定や利用周波数帯の特定、普及の状
況を見極め、計画的に影響調査を実施していくことが必要である。
今後、指針における対応が必要と考えられる新たなシステムの例を表 4-1 にあげる。
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表 4-1

今後検討が必要となる新たなシステム

新たなシステム
IoT（Internet of Things）機器

今後の普及状況
自動車、家電、ロボット、施設などあらゆるモノが
インターネットにつながり、情報のやり取りをする
ことで、モノのデータ化やそれに基づく自動化等が
進展し、新たな付加価値を生み出すというコンセプ
ト（モノのインターネット）に基づく技術。既に普
及段階に入っており、様々な無線通信方式のデバイ
スの利用が開始・検討されている。携帯電話システ
ムも IoT を構成する技術の 1 つであり、人による所
持・操作を前提としない携帯電話モジュールに対し
てどのような影響防止策を取るか検討が必要とな
る。
ウェアラブル機器
デバイスを「持ち歩く」から「身につける」形に進
化させる技術。健康管理からセキュリティ、娯楽等
様々な分野でアプリケーションが開発されている。
第 5 世代携帯電話システム（5G） 次世代の移動通信システムとして、標準化団体にお
いて技術基準の整備が進められている。5G ではミ
リ波帯の利用が想定されており、2019 年の ITU
WRC-19 において国際的な利用周波数が特定される
予定となっている。2020 年前後の導入を目途に各国
規制当局における制度整備、事業者による商用サー
ビスに向けた準備が進められている。
ワイヤレス電力伝送（WPT）
電子・電子機器、自動車等に対して無線技術によっ
て非接触で充電、給電を行う技術。様々な方式が検
討されているが、一部方式の製品は既に製品化され
ている。国内では、WPT システムの技術的条件に
係る情報通信審議会一部答申（2015 年 1 月及び 7
月）を受け、国内制度化を 2016 年 3 月に行ってい
る。
60GHz 帯無線 LAN
2012 年に 60GHz 帯を用いる無線 LAN 技術である
IEEE802.11ad / WiGig が策定され、2015 年頃から
製品の販売が開始されている。2016 年には製品の認
証制度も開始され、今後本格的な普及が予想される。
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第5章 指針に関する検討の現状整理及び課題
5.1. 指針の内容
今回調査を行った諸外国では、実施主体である規制当局の違いはあるが、植込み型医療
機器への電波の影響を防止するためのガイドライン等による注意喚起が実施されている。
携帯電話に関しては、携帯電話方式の高効率化や植込み型医療機器の安全性対策の進歩に
より、現時点で使用されている携帯電話端末が、通常の利用状況において植込み型医療機
器に影響を与える可能性は非常に少なくなっているとした上で、予防的措置として使用方
法や離隔距離を推奨する形の注意喚起が多い。携帯電話以外の電波利用機器に関する注意
喚起（例：EAS 機器等）に関しても、諸外国の指針と大きな内容の差はない。ただし、こ
れらの注意喚起は現時点の技術を対象としたものであり、今後新たなシステム等による影
響が確認された場合には、注意喚起の内容が変更される可能性もある。
携帯電話との離隔距離に関しては日本と同様、植込み型医療機器等の電磁耐性に関する
国際規格に基づき「15cm」とする例が多いが、一部の国では、より厳しい値を設定してい
る。諸外国において、指針の値の根拠に関する情報（試験データ等）に関して日本以上に
詳細な情報を示している国は確認されず、継続的な調査に基づく指針の見直しを行う我が
国の枠組みは他国にはない取組と言える。

5.2. 指針の周知
第 3 章で紹介したように、指針等の内容を一般の方にも分かりやすく伝えるため、指針
に関する総務省のパンフレットの配布や、関係機関による各種情報提供、
EAS 機器や RFID
機器等の設置場所へのステッカ掲示等の様々な取組が行われているものの、関係機関のヒ
アリングにおいては、植込み型医療機器の装着者や一般の方の指針の認知度は限定的であ
る可能性が指摘されている。
まずは、植込み型医療機器の装着者に対して直接療養上の指導を行う医師からの指針内
容に関する指導が十分に行われるよう、所管省庁及び関係者間で方策を検討することが今
後の重要な課題となる。
そのほか、一連の周知の取組みが植込み型医療機器の装着者含め、一般の方に届いてい
るかについては、効果の検証を行うとともに、現状の取組の改善策（パンフレット、ポス
ター類の効果的な展開方法）や、より認知性の高いコミュニケーション方法（植込み型医
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療機器装着者が注意すべき環境を認識できる共通ステッカの検討等）について、改めて検
討を行っていくことが必要である。
また、指針は電波利用機器（主に端末）からの影響を想定した内容となっているが、植
込み型医療機器の装着者側からは、電波利用機器からの影響もその他の電気・電子機器か
らの電磁界による影響も同じ電磁干渉のリスクとして捉えられるものである。ヒアリング
では、ワンストップで様々な機器からの影響に関する情報が得られることへの要望もあげ
られている。これまでも、影響調査に基づく影響防止策の対応及び指針の周知に関しては、
厚生労働省及び経済産業省等の関係省庁との連携が行われているものの、今後植込み型医
療機器の装着者側の視点での影響に関する情報提供や指針の周知のあり方を検討するうえ
で、さらに関係省庁との連携強化を図っていくことが期待される。

5.3. 今後の指針の在り方
現状の我が国の携帯電話に関する指針は、植込み型心臓ペースメーカ等の装着者に対し
て、携帯電話方式の移行等により携帯電話端末による植込み型心臓ペースメーカへの影響
リスクが低減していることを示したうえで、国際規格に基づき植込み型心臓ペースメーカ
等と携帯電話端末の離隔距離を 15cm 以上とするよう推奨している点において、諸外国の
影響防止の取組と大きな違いはない。一方、一般の携帯電話端末の所持者に対する注意喚
起（携帯電話に関する指針（表 2-1）イの内容）に関しては、他国で同様の取組は殆ど見
られないが、携帯電話の使用に関しては、指針の内容と公共の場における携帯電話使用マ
ナーの両面から社会ルールとして定着されつつある状況もあり、現時点で同指針内容につ
いても喫緊の見直しに対する要望はないと考えられる。
一方で、無線通信機器及び医療機器双方の技術革新が進み、さらに今後も新たな電波利
用機器・システムの普及が予測される中、継続的に影響調査を実施し、指針の内容の見直
しを行うとともに、指針と指針に基づく社会ルールを患者及び一般の方へ広く周知してい
くことが重要である。また、我が国の指針に関しては、影響調査に基づいた継続的な見直
しを行っている点で、他国にはない取組であり、こうした根拠情報に関しても、指針と併
せて積極的に分かりやすい形で情報提供を行っていくことが期待される。
また、指針に基づく省庁、関係機関の取組みとより一層の連携を図るため、今後の指針
の見直しが想定される場合には、検討段階から関係機関との密接な情報共有を行うことが
重要となる。
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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在宅医療で使用され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、700MHz 帯を無線アクセスに利用する電波（電波産業会標準規
格 STD-T63 Ver11.30）と 2.5GHz 帯を利用する広帯域移動無線アクセスシステムから発
射される電波（ARIB STD-T94 Ver.3.3）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を確認した。
また、今後、在宅医療で使用される医療機器へ携帯電話等の電波が与える影響調査を行
うため、調査対象とすべき医療機器や電波発射源等、また、影響測定方法等の基礎的調査
を行った。
さらに、総務省による「各種電波利用機器の電波が植込み医療機器へ及ぼす影響を防止
するための指針」について、諸外国での注意喚起の状況や指針に関わる関係者からのヒア
リング調査等を行い、これからの時代に即した指針とするための多くの知見を得た。
この報告が、国民の電波に対する不安の軽減や安心して電波を利用できる電波環境の確
保に向けた検討に寄与できれば幸いである。
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
団法人日本医療機器テクノロジー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。

