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1.目的
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建築ガイドラインは、医用テレメータを建物内に設置して運用する際
に安定して無線通信を行うために、施設計画上注意すべき点や避けるべ
き事項を示すことを目的とする。

建築ガイドラインは、医療機関において医用テレメータの受信障害を低減す
る為の建築計画、設備計画、設計（基本設計、実施設計）、及び受信状態を評
価するための評価方法について規定する。

適用周波数帯域は、医用テレメータに割り当てられた周波数：420.0500
～449.6625MHzとする。

目的

適用範囲
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2.医用テレメータの概要
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 テレメータ送信機（テレメータ端末）

心電・呼吸・
SpO2送信機

心電・呼吸送信機

①携帯型テレメータ送信機
 患者が移動する病室内・トイレ・検

査室・食堂・談話室、検査室、リハ
ビリ室などで生体情報をモニタリン
グする。

 送信機は電池で動作（およそ連続１
日から7日間）

②据え置き型テレメータ送信機
 移動しない患者に使用する。
 交流電源で機能し、心電図、血圧、

呼吸、体温、酸素飽和度などをモニ
タリングする。
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 アンテナシステム

①マルチアンテナ方式
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②漏えい同軸ケーブルアンテナ方式

 アンテナシステム
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スタッフステーションに置かれたテレメータ受信機

セントラルモニタ４台で３２人の患者を集中モニタリングの例
波形に異常になるとアラームが出る仕組みになっている。

 セントラルモニタ
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ＩＣＵ室に置かれたベッドサイドモニタ（据え置き型送信機）の例

心電図
呼吸

酸素飽和度
脈波
血圧
体温

付帯情報

 ベッドサイドモニタ
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3.基本設計
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医用テレメータが利用される医療機関の基本計画・基本設計にお

いて、建築設計者、医療関係者などは、医用テレメータおよびその

システムが適切に構築され、正常に動作し、また問題なく運用でき

るように配慮しておく必要がある。

そのためには、建築設計者、医療関係者などは、医療機器製造販

売業者と情報を共有し、適切なプランニングに努めて頂きたい。
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医用テレメータが利用される医療機関の基本計画・基本設計においては、医用テレメータ
の通信障害が生じないよう、適切な通信環境を整える。そのためには、医用テレメータの設
置要件や建物の意匠図、構造図、設備図など、係る情報を関係者間（建築設計者、医療関係
者および医療機器製造販売業者）で共有し、アンテナシステムの配置や配線経路、および建
物内の電波環境などの計画を適切に行うことが望ましい。

テレメータ導入に関する取組みフロー
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病室

ホイップアンテナ

照明器具

電気配線

廊下

貫通口

点検口

点検口

貫通口

 マルチアンテナ方式の標準概念図

 受信アンテナの設置間隔は7m以内であるため、全病室および集合トイレに1台以上
の受信アンテナを設置する。

 同軸ケーブルは電磁ノイズによる干渉を受けにくいため，配線経路は廊下とし、電
気配線との離隔は最低限でよい。

 廊下から病室の貫通口は2か所にすることで2 系統のアンテナの設置によるダイバー
シティ方式の採用が可能となり、より安定した電波の受信が可能になる。
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 受信強度が得られる受信アンテナからの距離は5m以内であるため、全病室および集合ト
イレの中央に漏えい同軸ケーブルを配線する。

 電磁ノイズを発生する機器および接続される配線からの電磁ノイズによる干渉を受けやす
いため50cm以上確保することが望ましい。

 漏えい同軸ケーブルの配線経路は、病室間を貫通するルートを推奨する。

 アンテナの追加を想定し、廊下と病室間には2か所以上の貫通口を設けることが望ましい。

病室

貫通口

漏えい同軸ケーブル照明器具

電気配線

廊下
点検口

点検口

貫通口

貫通口 貫通口

 漏えい同軸ケーブルアンテナ方式の標準概念図
16



4.実施設計

17



実施設計段階では、具体的に内装材、空調設備や電気設備の機器

配置、電気配線の経路などが設計される。

建築設計者は、医用テレメータの電波障害にならないよう、医療

関係者、医療機器製造販売業者と具体的な検討を実施することが望

ましい。
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医用テレメータ用アンテナシステムの設置工事では、容易に配線
を施工できるように検討する。
 通線管は後施工を想定した配管サイズとし、配線距離やケーブ

ルの曲げ半径、配管の屈折数などを考慮し配線経路を確保する。
 防火区画を貫通する場合は建築基準法に準拠した工法による。
 必要箇所に点検口を設ける。
 遮音・防振壁の貫通処理は機能を低下させない工法を選定する。
 貫通処理が構造に影響するときは、構造設計に反映する。
 通線管の本数は、アンテナシステムの配線を単独で通す前提で

決める。
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5.施工
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医用テレメータが利用される医療機関の施工においては、設計図

および施工計画書に基づき、医用テレメータの通信障害が起きない

よう十分考慮して施工を実施することが望ましい。
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医用テレメータの施工は、建物引き渡し後に行うことが多く、受信アン
テナの位置や配線経路の制限から、通信障害が発生する要因となりうる。

 医療機器製造販売業者は、施工中にアンテナシステムの配置、配線経
路などに関する要望を施工者に伝えることが望ましい。

 施工者は、医療機器製造販売業者の要望を受け配線スペースを確保す
る。その際、受信アンテナと電磁ノイズの放射が考えられる設備機器
や配線との離隔、ダクトなど金属体との離隔についての情報を共有す
ることが望ましい。

 医療機器製造販売業者は、施工図を施工責任者へ提出し、施工責任者
は、竣工書類として発注者へ提出することが望ましい。

施工者の役割
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干渉波源 分類

LED照明器具 ノイズ障害

無線LANアクセスポイント 〃

ナースコール集合装置 〃

患者名廊下表示装置 〃

保安監視カメラ 〃

有線テレビジョン放送の配信ケーブル 〃

非観血血圧モニタ（無線通信式） 混　信

分娩監視装置（無線通信式） 〃

無線式離床センサシステム 〃

徘徊検知ゲート 〃

温度計測データロガー 〃

現地において離隔距離が取れているかを確認する。
 電気的なノイズの放射する設備機器や配線から50cm以上の離隔を取

ることが望ましい。

受信障害の原因となった設備機器の例
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6.評価
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医用テレメータの受信不良などの電波トラブルが発生した際の原因調査、

対応検討を効率よく進めるためには、医療関係者が受信アンテナ設置前後

の電波環境に関する情報を記録・継承していくことが望ましい。受信アン

テナ設置前後の電波環境を測定する方法の指針を日本建築学会として規定

することを目的としている。
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■アンテナを設置する前の電波環境調査

受信アンテナを設置する前の電波環境調査は、周辺の他医療機関もしく

は同一医療機関別棟からの医用テレメータ電波や医用テレメータと同一の

周波数帯域を利用する他の無線機器による電波の有無を確認し、医療関係

者へ情報提供することを目的とする。
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建設工事用テレコン（トランシーバや各種リモコンなど）の一部が同一周波数帯
を利用している場合もある．建設工事時間帯を避けるのが望ましい。
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携帯型テレメータ送信機を患者の想定移動範囲内を網羅するように定めた送信点
に逐次移動させて、その都度、受信信号電圧とノイズレベルをセントラルモニタ
の設置箇所に配置したスペクトラムアナライザで測定する。

■ 診療サービス運用開始前の測定

① 医用テレメータの受信アンテナの配置状況とセントラルモニタの設置位置を確認する。

② 測定のための了承などを関係部署から得た後に、セントラルモニタの設置箇所において、
セントラルモニタへの入力ケーブルを取り外してスペクトラムアナライザに接続する。

③ スペクトラムアナライザの各種条件を「受信アンテナを設置する前の電波環境調査」と
同じ設定とするが、機種によって設定が自動化されていたり、機能が無い場合は、近い
値に設定する。

④ スペクトラムアナライザの最大値ホールドモード（MAX HOLD）を選択し、1分以上の
最大値保持を行い、測定値を記録する。

⑤ スペクトラムアナライザの各種条件を下記の周波数範囲を含んだ切りの良い周波数範囲
に設定する。機種によって設定が自動化されていたり、機能が無い場合は、下記条件に
準じるか近い設定とする。

⑥携帯型テレメータ送信機を、あらかじめ定めておいた送信点に移動させて、各所の地点を
フロアマップなどに記載するとともに、電波を発信する。

⑦スペクトラムアナライザで測定した受信信号電圧値とノイズレベルから算出したC/N
比 をフロアマップ内の各送信点に書き込み、携帯型テレメータ送信機からの電波のC/N
比 が全ての位置で充分で、電波強度に低下などが起こっていないことを確認する。

⑧携帯型テレメータ送信機の送信点を順次変えて、手順⑥～⑦を繰り返す。
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項目 内容

周波数範囲

420.0500MHz～421.0375MHz
424.4875MHz～425.9750MHz
429.2500MHz～429.7375MHz
440.5625MHz～441.5500MHz
444.5125MHz～445.5000MHz
448.6750MHz～449.6625MHz

周波数スパン 1～2MHz（上のいずれかの周波数範囲を含む）

RBW 8～10kHz

VBW RBWとおなじ、または機種依存による自動設定

検波
RMS検波が望ましいが、使用機材によって設定で きない場合は、アベ
レージ検波、または機種依存に る自動設定

測定値単位 dBμVを推奨

セントラルモニタ

スペクトラム
アナライザ

スペクトラムアナライザ
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再現性向上のための留意事項
治具などを用いて同じ状態で設置。
 設置治具に金属材料を用いない。
 心電図誘電コードを固定し、同じ状態を保つ。
 設置高さを一定とする。

台車等を含め，床からの高さが40
～60cm程度となる非金属材料（空
ダンボール箱等）の上にテープ等で
携帯側テレメータ送信機を固定．心
電図誘導コードはできるだけまっす
ぐに伸ばす
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