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医療機関における安心・安全な電波利用
－手引き（改定版）の概要－

医療機関における電波の安全性に関する説明会



医療機関において安心・安全に電波を利用するための手引き

平成28年4月 電波環境協議会（EMCC) から発行

【背景】

⚫医療機関において電波を利用する機器
（医療機器や通信機器）の普及が拡大
するとともに、患者・外来者による通信
機器等の利用が増加している。

⚫医療機関における電波管理等が適正に
行われていない場合には、医療機器に
トラブルが発生したり、医療ICTシステム
を導入する際の弊害となる。

総務省は厚生労働省と連携し、「医療機関における電波利用推進部会」
（電波環境協議会に設置）において、平成27年9月から検討を開始した。

医用テレメータ、無線LAN、携帯電話についての課題を抽出し、解決策
の検討等を実施した。その成果として「手引き」が発行された。

令和3年7月30日に改定版が発行され、EMCCホームページでダウンロード可
https://www.emcc-info.net/



改定版について

（１）初版発行後の調査活動（総務省、EMCC）の反映

• 医用テレメータの電波不到達の原因やノイズ源の調査

• 携帯電話による医療機器への影響調査

（２）最新情報の更新

• 医療機関における電波利用の拡大

• 最新の無線方式の紹介（ローカル5G、sXGPなど）

• ME機器のEMC規格改定による離隔距離の変化

（３）使いやすさの改善

• エッセンス版：手引きのポイント（ポスター）

• Q＆A：よくある質問と回答を紹介（参考資料）

• 医療機関のエリア別の実施例（参考資料）



一部抜粋



参考５ よくある質問と回答（Q&A）

Q1 
医用テレメータのアンテナシステムの設置に関して建物の建築設計段階での

注意点を教えてください。 

A1 

建物内における電波の伝わり方は建築構造や建築材料に大きく左右されま

す。医用テレメータの電波が十分に届かない原因の 1つとして、建物の建築

構造の問題があります。建築設計や改装前の段階から建築事業者と医用テレ

メータの受信エリアやアンテナ方式などの具体的な情報を共有することが重

要です。具体的には、防火壁や梁等に貫通口やアンテナ配線用電線管を設置

したり、アンテナとノイズ源の離隔を確保するなどの対応が挙げられます。 

詳しくは➡３－２.（４）① <p.21> ３－２.（５）<pp.26-29> 

 
Q1 無線 LANの電波の到達範囲（距離）はどの程度でしょうか。 

A1 

無線 LAN APからの電波到達範囲は、設置場所の高さや設置場所周辺の壁や

床、天井の材質により大きく変化しますが、最大で数十 m～百 m程度です。 

また、使用する無線 LANの規格や周波数帯、電波の強さによっても電波の到

達範囲は変化します。 

詳しくは➡３－３.（１）<p.36> 

 
Q1 携帯電話端末からの電波はどのようなときに強くなるのでしょうか。 

A1 

携帯電話端末は、携帯電話基地局からの電波の受信状況に応じて、携帯電話

端末の電波の強さ（送信電力）を必要最低限に抑えるよう制御（送信電力制

御）されています。基地局からの電波の受信状況が悪い場合には、携帯電話

端末からの電波が強くなる傾向があるため、注意が必要です。電波の受信状

況が良い場合にも携帯電話端末から大容量のデータを送信する（例：SNSに大

容量の動画や画像をアップロードする、ビデオ通話をする）際には電波が強

くなる可能性があるため注意が必要です。 

詳しくは➡３－４．（４）<p.60> 

 

（１）医用テレメータ

（２）無線LAN

（３）携帯電話
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透析室・化学療法室・外来処置室など 

エリアの特徴｜ 

▮ 透析室では常時、透析装置など生命維持管理装置が使用されている 

▮ 患者が長時間滞在するため、携帯電話等の利用ニーズがある 

エリア内の電波利用機器・医用電気機器の例｜ 

携帯電話（患者・来訪者） 

無線 LAN機器（患者・来訪者） 

ワイヤレスイヤホンなどの Bluetooth機器（患者・来訪者） 

携帯電話・PHS等（スタッフ用） 

電子カルテ端末・医療業務用端末（業務用無線 LAN 利用） 

医用電気機器（透析装置、輸液ポンプなど） 

適正な電波利用のための対策実施例｜ 

❒ 携帯電話（患者・来訪者） 

▮ 携帯電話の利用は可能 

▮ ただし、透析室には臨床工学技士等が常駐するなど、アラーム発生や万が一のトラブ

ル発生に対処できる安全管理体制が整っていることを前提とする 

▮ その上で、医用電気機器への影響やマナーの観点から一定の利用ルールを設ける 

・ 医用電気機器との離隔距離を設定（詳細は、p.87を参照） 

・ マナーモード（着信音や操作音の出ない設定）に設定 

・ 音楽や動画を見る際はイヤホン等を使用（ワイヤレスイヤホン可） 

・ 個人情報の保護、医療情報漏えい防止の観点から撮影・録画は禁止 

▮ 通信事業者等と相談の上、屋内基地局や中継局等の電波環境の改善策を検討する 

❒ 無線 LAN機器（患者・来訪者） 

▮ 患者・来訪者用無線 LANを提供（業務用無線 LANとはネットワークを分離する） 

▮ Wi-Fiモバイルルータや携帯電話によるテザリングは一定の制限を設ける（詳細は、

p.38を参照） 

▮ 医用電気機器への影響や携帯電話と同様にマナーの観点から利用ルールを設定する 

❒ 医用電気機器（透析装置、輸液ポンプなど） 

▮ アラーム時に電波の影響の可能性がある場合は電波利用コーディネータに連絡する 

 

携帯電話と医用電気機器の離隔距離の設定

携帯電話・無線LAN機器の利用ルールの設定

参考６ 安心・安全な電波利用のためのエリア別の対策実施例

一部抜粋



医用テレメータ



医用テレメータ（概要・トラブル事例）



医用テレメータ導入と臨床工学技士在籍状況

80.9%の病院で導入しているが、54.3％の
病院で臨床工学技士は在籍していない

医用テレメータの導入状況

臨床工学技士の在籍状況

2019年度総務省/EMCC調査



テレメータの電波に関するトラブル経験

「特にトラブルの経験がない」って本当？
「トラブルに気が付かない」「トラブルをトラブルと思わない」

ではないか？
トラブルと認識することが重要！

「トラブルの経験がある」（40.9％）のトラブル内容→

58.6%

2019年度総務省/EMCC調査



76.8％

特定の場所で電波が十分に届かない！

2019年度総務省/EMCC調査



壁や梁に遮られ、電波が届かない

耐
力
壁

防火壁梁

廊 下
受信アンテナ 受信アンテナ 受信アンテナ

送信機

通線管

病 室 病 室

送信機

対策：ビル建設時にアンテナ配線用貫通孔を設け通線管を埋め込む。



医用テレメータの受信アンテナシステム

マルチ
アンテナ
方式

漏洩同軸
ケーブル
方式



病院建設前の受信アンテナ配線計画の実施

耐力壁 防火壁 梁

通線管

日本建築学会環境基準 医療機関における電波利用機器に
配慮した建築ガイドライン・同解説－医用テレメータ編－

が2021年9月に発行



テレメータの受信状況の経年劣化事例

青：安定受信
黄：不安定受信
赤：受信不可

2011年 2017年

対策：電波受信強度の低下がないかを定期的に点検



2019年度総務省/EMCC調査

30.7％

チャネル設定を間違える

患者取り違え！



心電図モニタのトラブル事例と対策例：混信①

• 当該病棟では、複数のセントラルモニタを使用して病棟患者の心電図をモニタリングしていた。
• 看護師は、患者Ａの心電図モニタを表示するため、セントラルモニタを設定する際、送信機
のチャネル番号を間違えて入力した。

• 入力した番号は、患者Ｂが使用していたため、セントラルモニタの患者Ａの心電図が表示さ
れる場所に患者Ｂの心電図が表示された。患者Ａとして表示された心電図（実際には患
者Ｂの心電図）に心室性不整脈を認めたため治療した。

事象と原因

• 受信チャネル番号が患者に装着されている送信機と合っているかを確認する。
• セントラルモニタの設定手順を確立する。

対策

財団法人 日本医療機能評価機構
医療事故情報収集等事業
医療安全情報 No.42 2010年5月
「セントラルモニタ受信患者間違い」



2019年度総務省/EMCC調査

28.8％

電池切れに気が付かない！



心電図モニタのトラブル事例と対策例：送信機の電池切れ

• 朝、看護師は患者の血糖測定を実施した。その際、心電図の送信機の電池表示は確認しなかった。
• １時間後に訪室した際に、顔色不良、口角から唾液様の流出液を認め、血圧測定不能であった。
セントラルモニタの履歴を確認したところ、訪室する50分前より電波切れであったことが分かった。

• 送信機の電池残量が少なくなると、セントラルモニタ画面に『電池交換』と表示され、アラーム音が
「ポーン・・・」と鳴る。さらに電池切れになると、セントラルモニタ画面に『電波切れ』と表示され、送信機
から生体情報が届かなくなる。

• 夜勤看護師全員が他の患者のケアを行っており、電波切れに気付かなかった。

事象と原因

• 送信機の電池残量やセントラルモニタ画面の表示を意識して確認し、電池残量が少ないことに気付
いた場合は直ちに電池を交換する。

• 継続して使用している送信機の電池は、曜日を決めて定期的に交換する。

対策

財団法人 日本医療機能評価機構
医療事故情報収集等事業
医療安全情報 No.95 2014年10月
「セントラルモニタの送信機の電池切れ」



トラブル防止のポイント：電池残量の確認

 セントラルモニタに電池交換のマークなどが表示されたら、アラームの有無によらず、
送信機の電池を速やかに交換する。

出典）PMDA医療安全情報（No.29）



2019年度総務省/EMCC調査

22.9％

混信！

同一チャネル送信機を使用する！

臨床工学技士等によるチャネル管理の徹底



2019年度総務省/EMCC調査

4.0％

他施設からの電波が受信される！

混信！



近隣の病院との同一チャネル使用

⚫1km以上離れた病院からの電波も受信
⚫病院間でのチャネル管理の連携が必要

22.9％

4.0％



⚫グループID（ホスピタルID）を設定することで、他の病
院からの電波信号を誤表示させないことができる。

⚫エリア別にIDを設定することで、同一病院内の別エリ
アの電波信号を受信しないように利用すれば、使用
チャネル数を増やすことができる。

⚫ただし、同じチャネルの電波なので、相互の受信障害
があり得ることに注意が必要である。

近隣の病院との同一チャネル使用（対策）



他の機器･設備から障害を受ける！

2019年度総務省/EMCC調査

10.1％



スイッチングによる広帯域
の混信ノイズ

無線LAN APからのノイズ ナースコール集合装置からのノイズ

LEDランプ

医用テレメータ用
アンテナ

監視カメラからのノイズ

天井裏のノイズ源

LED照明器具からの混信ノイズ

アンテナと電気機器との距離・低ノイズ機器の採用
建築ガイドラインに反映



非観血血圧計

離床センサシステム

混信を生じるテレメータテレコントロールの使用

対策：3000番台の不使用もしくは電波の一元管理

医用テレメータと同じ3000番台
(バンド3)チャネル使用で混信！

名
前
タグ

徘
徊
老
人

ゲートモニター
玄関出入り口

や
エレベーター前

に設置

介護ス
タッフ

徘徊老人検知システム

無線式ナースコール

輸血用血液製剤保管庫の
温度計測用データロガー

分娩監視装置



民生用テレメータテレコントロールからの障害

タワークレーンのリモコン トラッククレーンのリモコン

福祉車両のリフターの昇降 レッカー車のウィンチリモコン



医用テレメータのチャネル管理実施状況

医用テレメータを「導入している」と回答した方のみ回答

66.3%の病院でチャネル管理実施

（N=916)

2019年度総務省/EMCC調査



医用テレメータの具体的な管理方法

定期的な定量的点検は
十分に実施されていない

2018年度総務省/EMCC調査



テレメータ専用チェッカ

簡易スペアナ機能
（テレメータ内蔵）

テレメータ受信電波の
電波強度測定器

スペクトラムアナライザ

CH4014

40



無線LAN



無線LAN（現状・概要）

⚫ 無線LANは電子カルテやインターネットサービス
など多様な用途で利用

⚫ 2.4GHz帯と5GHz帯の周波数を用いる規格が存在
⚫ 医療機器への影響の可能性は低いが、使用周波
数帯における多くの電波干渉事例が報告

規格

（通称）

11b 11a 11g 11n
（Wi-Fi 4）

11ac
（Wi-Fi 5）

11ax
（Wi-Fi 6）

周波数帯 2.4GHz帯 5GHz帯 2.4GHz帯 2.4GHz帯
5GHz帯

5GHz帯 2.4GHz帯
5GHz帯

通信速度
注）

～11Mbps ～54Mbps ～54Mbps ～600Mbps～6.9Gbps ～9.6Gbps

注）規格上の通信速度



2.4GHz帯の特徴

⚫ Wi-Fi以外に同じ周波数帯をBluetooth、BLE、ZigBee、コード
レス電話、RFIDなどの他の無線通信でも使用している。

⚫ ISM周波数帯なので、電子レンジ、マイクロ波メスなど、通信
障害を及ぼす可能性の高い装置にも使用されている。

⚫ 2.4GHz帯の無線LANは普及が進んでおり、電波干渉が多い。



５GHz帯の特徴

⚫ チャネルの重なりもなく、利用可能なチャンネルが多い。
⚫ 他機器との電波干渉も少ない。
⚫ 気象レーダの影響が発生する場合がある。
⚫ 2.4GHz帯に比べると、直進性が強いので電波の届く範囲

が狭く、壁などの遮蔽物の影響を受け易い。



無線LAN導入状況

無線LAN は88.7%の病院で導入

2020年度総務省/EMCC調査



無線LANのトラブル

2019年度総務省/EMCC調査



無線LANのトラブル事例と対策例①

パルスオキシメータ（無線LAN方式、2.4GHz帯）を使用をしていると、セントラルモニタで
時折接続不良になる送信機があった。

業者に調べてもらったところ、同様の周波数帯の機器があるとのこと。
調査した結果患者が無断で持ち込んでいたモバイル無線LANルータが発見された。

事象

原因

平成29年度医療機関における電波利活用推進のための取組事例集 Ⅱ
（ヒヤリハット事例編）

1. 入院時に院内でのインターネット接続禁止を説明している。
2. モバイル無線LANルータを使用したインターネットの接続は、指定場所以外遠慮し
てもらっている。

対策

モバイル無線LANルータのテザリングが原因



無線LANのトラブル事例と対策例②

採血時間採取用の携帯型端末が無線LANにつながらない現象が発生。以後、この現象
が頻発した。

• 現地の無線LANネットワーク環境を調査したところ、複数のモバイル無線LANルータが
検出された。

• これらは病院ネットワークで使用している無線規格と同じ帯域を使用しており、電波干
渉が携帯型端末の不具合の原因と想定された。

• 採血室前の廊下の長椅子では、薬剤や材料関係と思われる複数の業者がノートPCを
持ち込んで使用していた。

事象

原因

病院内でのモバイル無線LANルータ等使用禁止のポスターを採血室前の廊下に掲示。
（採血室の携帯端末の電波状態は改善した。）

対策

Adobe Stock

平成30年度医療機関における電波利活用推進のための取組事例集 Ⅱ
（ヒヤリハット事例編）

モバイル無線LANルータのテザリングが原因



テザリングとは
◼ Wi-Fiモバイルルータや携帯電話を用いて

①インターネットとの間を携帯電話通信で

②他の無線LAN機器との間を無線LAN通信で

それぞれ接続する機能

◼ 無線LANがない環境でも、無線LAN機器から
インターネットに接続可能



無線LANのトラブル事例と対策例③

医局の無線LANに接続している一部PCで、応答速度が非常に遅かった。

調査したところ該当PCでBluetoothマウスを利用していた。無線LANもBluetoothも同じ
「2.4GHz帯」を使用しているため干渉が発生した。

事象

原因

Bluetoothを無効にすると無線LAN応答速度が改善した。

対策

コードレス電話 電子レンジ

Bluetooth機器

「2.4GHz帯」を使用する機器

平成29年度医療機関における電波利活用推進のための取組事例集 Ⅱ
（ヒヤリハット事例編）



病院の無線LAN の性能を低下させる
無線状況の例

無線LAN-A ,Bは無線LAN-1,2 によって
電波干渉を受けて性能低下が起こる



病院内無線LAN「途切れる・遅れる」対策

⚫アクセスポイントの設置位置や使用している
チャネル設定が適切かを確認する。

⚫電子カルテなど重要な情報通信用には5GHz
帯を使用する。

⚫患者・来訪者向けの無線LANを提供し、業務
用無線LANネットワークと分離する。

⚫Wi-Fiアナライザなどのスマートフォンアプリ
による簡易的な無線LAN環境調査を実施す
る。



無線LANネットワークの分離

◼ 患者・来訪者向けに無線LANを提供する場合は、患者・来訪者向け無線
LANと業務用無線LANのネットワークを分離することが重要である。

◼ ネットワーク分離
① 用途ごとにネットワーク自体を別系統で構築（物理分離）する方法
② 仮想LAN（Virtual LAN: VLAN）技術や無線LANのネットワークの名称

（SSID）によって論理的に別のネットワークを構築（論理分離）する方法



Wi-Fiアナライザによる無線LAN環境調査

管理されている無線LANのほかに管理外の無線LANが
観察され、電波干渉の可能性がある。



導入時期（新型コロナウイルス感染症発生前／後）

導入率 → 13.1% 44.8％ 21.4％ 18.5%

2020年度総務省/EMCC調査



無線LANのセキュリティ対策

➢ 患者・来訪者用無線LANと業務用無線LANの
ネットワークを分離する。

➢ 機器管理用パスワードは推測されにくいもの
を設定する。

➢ 無線LANの暗号化パスワードを掲示等する場
合は解読リスクを認識する。

➢ 意図したエリア内に限ってサービスが提供さ
れるように、電波の出力等を適切に調整する。

➢ ネットワーク機器のMACアドレスフィルタリ
ング機能及びIPアドレス制限機能を用いて登
録された通信端末のみ使用を可能とする。



携帯電話（スマートフォン）



医療機関における携帯電話等の使用に関す
る指針（平成26年8月発行）のポイント

• 実機による実験結果では、最大干渉距離は
18cmであった（最大出力状態）。

• 推奨される離隔距離は、JIS T 0601-1-2:2012
を根拠に約1mとしたが、独自調査や添付文書
等により、1m以下に設定できる。

• 屋内基地局・屋内アンテナの配置等で、電波
状況が改善され、携帯電話出力を小さくできれ
ば、医療機器への影響の心配は少なくなる。

• 一般利用者と病院スタッフを区別した。



一般利用者向けの携帯電話使用ルールの設定（例）

場所 通話等
メール
・Web等

エリアごとの留意事項

(1)食堂・待合

室・廊下・エレ
ベーターホー
ル等

○ ○

・医用電気機器からは設定された離隔距離以上離す
こと

・使用が制限されるエリアに隣接する場合は、必要に
応じ、使用が制限される

・歩きながらの使用は危険であり、控えること

(2)病室等
△ ○

・医用電気機器からは設定された離隔距離以上離す
こと

・多人数病室では、通話等を制限するなどのマナーの
観点からの配慮が必要

(3)診察室 ×

△

（電源を切
る必要はな

い）

・電源を切る必要はない（ただし、医用電気機器からは
設定された離隔距離以上離すこと）

・診察の妨げ、他の患者の迷惑にならないよう、使用
を控えるなどの配慮が必要

(4)手術室、集

中治療室（ＩＣＵ
等）、検査室、
治療室等

× ×
・使用しないだけでなく、電源を切る（または電波を発
射しないモードとする）こと

(5)携帯電話使

用コーナー等
○ ○



携帯電話の電波状況の確認方法

⚫ 携帯電話端末の電波状況を示す
アンテナ表示で判断する。

⚫ アンテナ本数が最大のときの送信
電力は低く、医療機器への影響の
可能性は極めて低いと考えてよい。

⚫ アンテナ本数が最小のときの送信
電力はほぼ最大出力になる。

注） ただし、受信状況が
良くても、大量のデータを
高速に伝送する（例：SNS

に大容量の動画や画像
をアップロードする、ビデ
オ通話をする）ときに一時
的に携帯電話端末が強
い電波を発射することが
あるので注意する。

注）



携帯電話の使用制限（病院）

一部の場所で使用可が62.6%、全ての場所で使用可が35.6%

離隔距離を設定している施設は20.4%

2020年度総務省・EMCC調査



EMC規格JIS T 0601-1-2：2018におけるRF
電磁界イミュニティー試験レベルの改正

• 従来、非生命維持装置は3V/m、生命維持装
置は10V/mであったが廃止された。

• 病院内使用のME機器は3V/m、在宅用ME機
器は10V/mとより厳しい電磁耐性が必要にな
った（80 MHz～2.7 GHz ）。

• 近接して携帯電話を使用した時を想定して、
30cmの距離でME機器に影響が出ないことを
確認することになった。

離隔距離30cmが可



医療機関における携帯電話使用の課題

• 現状のME機器の電磁耐性は完全ではない（向
上しつつあるが）。

• 電波状況が改善されればME機器への影響の心
配が少なくなる。

• 電波状況の改善には屋内基地局を設けるなど
のインフラ整備が必要である。

• 業務用の屋内基地局設置はPHS後として比較
的スムースに導入できる。

• 一般利用者用の屋内基地局設置には整備コス
トの問題がある。



屋内基地局設置による電波状況の改善

2018年度総務省/EMCC調査

業務用として
23％がすでに導入



一般利用者に対する携帯電話対策

⚫指針を参考にしたエリアによる使用制限

⚫離隔距離1mの遵守

⚫病院内のME機器に対する影響試験の実施

⚫試験結果から得られた離隔距離の周知によ
るエリアによる使用制限なし

⚫屋内基地局の設置

⚫携帯電話会社各社のシステムを整備



病院内電波管理体制の構築



電波利用安全管理委員会の設置

・電波利用に関する情報の共有、調整

電波利用コーディネータの設置

・各部門の担当者間の調整
・院内の他部門や対外的な窓口

電波管理担当者の配置

・委員会への参加
・製造販売業者等との連携

電波利用状況の把握・トラブル対応

・電波利用リストの作成
・電波環境調査
・トラブル発生時の原因確認・解決

職員の教育・研修

・病院関係者へ必要な教育

電波利用安全管理委員会

医用テレメータ
無線LAN付医療機器

携帯電話

電子カルテ用
無線LAN

携帯電話
電気通信設備

電波管理担当者 電波管理担当者 電波管理担当者

電波利用コーディネータ

医療機器管理部門

指針・手引き

関連事業者

講習会・認定

設備管理部門 情報システム部門

「電波の安全利用規程（例）」に基づく電波管理体制（例）

全病院的な管理体制が必要



• 「医療機関において安心・安全に電波を利用するための手引き」周知啓発用動画
• 医療職種を対象とした電波の安全使用に関するe-learning

基礎編（看護職種等を対象）…学習時間 15～20分
応用編（臨床工学技士等を対象）…学習時間 60分

病院スタッフの電波の安全な利用に関する
リテラシー向上のための教材

主に臨床工学技士等を対象主に看護師等を対象

基礎編 [20分] 応用編 [60分]

電波管理の意義と目的

医用テレメータに関する
対策

無線LANに関する対策

携帯電話に関する対策

電波管理体制

電波利用に関する基礎知
識

電波利用のトラブル事例

電波管理の必要性等

電波管理体制

随
所
で
確
認
テ
ス
ト
を
実
施

平成30年度4月10日より電波環境協議会HPで教材を提供開始

https://www.emcc-info.net/medical_emc/info300410.html



ご清聴ありがとうございました


