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はじめに 

総務省では、各種電波利用機器から発射される電波が植込み型医療機器等へ及ぼす影響

を防止することを目的として、平成 12 年度から「電波の医療機器等への影響に関する調

査」を実施しており、調査結果は「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」（以下「指針」という。）としてとりまとめた上で公表して

いる。 

平成 31 年 3 月、従来は構内での利用に限定されていた高出力型の 920MHz 帯パッシブ

系電子タグシステムについて、屋外利用を可能とする制度改正が行われた。これにより今

後大規模なマラソン大会等でのタイム計測や物流の在庫管理等、同システムの利用シーン

が広がることが想定されている。このため、上記のような利用シーンも考慮した上で、高

出力型の 920MHz 帯パッシブタグシステムから植込み型心臓ペースメーカ等への影響を

明らかにするため、影響測定を実施し、その結果を取りまとめた。 

また、近年住み慣れた地域や自宅で療養ができるよう在宅医療の推進が厚生労働省によ

り進められており、医療機関の指導管理の下、在宅で医療機器を使用する患者数が増えて

いる。在宅医療で使われる医療機器（以下、「在宅医療機器」という。）は、医療機関の指

導管理下にあるとはいえ、医療機関とは物理的に離れた在宅・介護施設等で使われること

から、医療機器に不具合が生じた場合には患者の健康に重大な影響を及ぼす可能性が懸念

される。平成 28 年度の「電波の医療機器等への影響に関する調査」では、在宅・介護施

設等で使用される電波発射源機器及び医療機器の基礎調査（以下、「基礎調査」という。）

が行われ、電波が在宅医療機器に与える影響に関して、調査対象機器（電波発射源機器及

び在宅医療機器）と影響の測定方法及び影響評価のための影響カテゴリー分類の検討が行

われた。平成 29 年度調査、平成 30 年度調査及び令和元年度調査では、基礎調査で選定

された在宅医療機器に対して、携帯電話端末を電波発射源とした影響測定を実施した。 

本年度は、新たに無線 LAN 機器を電波発射源として影響測定を実施し、その結果を取

りまとめた。影響測定の実施に先立ち、過去 3 年度の在宅医療機器に対する影響測定を通

じて得られた課題等を踏まえ、影響カテゴリー分類について、過去の影響評価との整合

性、多様な在宅医療機器の評価への汎用性、分かりやすさの観点で見直しを行った。 

本調査を通じて、植込み型心臓ペースメーカ等や在宅医療機器等に対して携帯電話端末

からの電波の影響の有無や影響発生状況等を明らかにし、安心・安全に電波を利用できる

環境の構築に寄与できれば幸いである。
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第1編 920MHz 帯パッシブタグシステム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 

屋内外の様々な場所での利用ニーズが高まっている高出力型 920MHz 帯パッシブ系電

子タグシステム（以下、「920MHz 帯パッシブタグシステム」という。）を対象として、

同システムからの電波の植込み型心臓ペースメーカ等への影響測定を行うための測定シス

テムを構築して影響測定を行った。 

なお、影響測定は、植込み型心臓ペースメーカ等の利用者が不用意に 920MHz 帯パッ

シブタグシステムに近接した場合を想定し、想定しうる中で最も厳しい条件での評価とな

るよう 920MHz 帯パッシブタグシステムと植込み型心臓ペースメーカ等の配置を提案し

て実施した。 

 

第1章 模擬システムを用いた電波の植込み型心臓ペースメーカ等へ

の影響測定 

1.1. 調査対象の植込み型心臓ペースメーカ等 

本影響測定で調査対象とする植込み型心臓ペースメーカ等は、植込み型リードレス心臓

ペースメーカ、植込み型心臓ペースメーカ、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、心不全治療用植込み型除細動器及び皮下植込み型除細動器の 6 種類であ

る。なお、植込み型リードレス心臓ペースメーカ、植込み型心臓ペースメーカ、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、心

不全治療用植込み型除細動器、皮下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」とする。 

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

は 2 年以上の周期が通例となっている。新世代機種が市場投入される場合、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
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器の網羅性は、総務省の報告書 1によれば、日本で販売されている各社からの各世代の代

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ともに、国際規格による電磁耐性

への適合性評価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の機種と電気的な性能に差はないと考えられる。 

本影響測定でもこれまでの調査と同様に、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）、Ⅶ期（平成 27 年～30 年）及びⅧ期

（平成 31 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、かつ測定可能

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ている。影響測定作業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。Ⅰ期（平成 7 年以前）、Ⅱ期（平成 8～10 年）およびⅢ

期（平成 11～14 年）に分類される時期は相当に古く測定可能な機種が無いことから表は

Ⅳ期から記載している。また、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。 

 

植込み型心臓ペースメーカ等の略称と名称は以下の通りである。 

略称  名称 

SSI ： シングルチャンバー型植込み型心臓ペースメーカ 
（植込み型リードレス心臓ペースメーカを含む) 

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 

S-ICD ： 皮下植込み型除細動器 
 

 

 
1 総務省「電波の医療機器等への影響に関する調査」報告書（2014 年 3 月） 
https://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/ele/medical/img/h25_report.pdf 
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表 1-1 植込み型心臓ペースメーカ等の機種台数と国内製造販売承認時期 
国内製造 
販売承認 

時期 
(承認年) 

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

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

Ⅳ期 
(H15～H18) 0 2 0 0 0 1 0 - ※ 3 

Ⅴ期~ 
(H19～H22) 0 3 0 1 0 1 1 - ※ 6 

Ⅵ期 
(H23～H26) 0 3 0 2 1 3 4 - ※ 13 

Ⅶ期 
(H27～H30) 2 2 0 2 2 4 4 1 17 

Ⅷ期 
(H31以降) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

合 計 
2 11 0 5 3 9 9 1 

40 
18 22 

[ - ※]は当該時期には製造販売が行われていない 

 

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

ングモードを設定することが可能であり、本測定作業でも過去の調査と同様にペーシング

モードが変えられる機種では異なるモードの測定も実施した。 

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

 

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

激を発生して心房の収縮を促す。心房自己リズムがあった場合には刺激を

発生することを抑制する。 
VVI ： 心室電極を使用。設定された期間内に心室自己リズムがない場合、電気刺

激を発生して心室の収縮を促す。心室自己リズムがあった場合には刺激を

発生することを抑制する。 
SSI ： AAI、VVIに用いるペースメーカ本体は、同一であるため製造販売業者の呼

称として用いられる。 
DDD ： 心房及び心室の電極を使用。AAIとVVIが合わさった機能をもち、AVディ

レイと呼ばれる心房心室のタイミングのずれを有した状態で作動する。複

雑な作動状態を示すが、生理的ペーシングが可能である。 
VDD ： 心房内に感知専用電極をもった1本の電極を用いて心室へ到達させ、AVデ

ィレイと呼ばれる心房心室のタイミングのずれを有した状態で心室ペーシ

ングを行う。心房内電極は心腔内に浮遊するため通常より高感度の設定が
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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）。 
S-ICD ： 胸部左側の皮下に本体を植込み、リードは血管内を通さずに左下胸壁から

胸壁中央部までの皮下を通す。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（ショック後ペーシング機能有

り）。 
 

なお、植込み型リードレス心臓ペースメーカは、従来の植込み型心臓ペースメーカのよ

うに本体を皮下に植込む形ではなく、直接右心室内に留置するタイプの機器である。日本

では平成 29 年に製造販売承認が行われ、植込み型心臓ペースメーカの機種分類として

は、本体とリードが一体化されたカプセル型のペースメーカでありシングルチャンバー型

（SSI 型）に分類される。ペーシングモードは心室内に留置されることから VVI とな

り、設定し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。また、皮下植込み

型除細動器は、本体を胸部左側の皮下に植込み、リードは血管内を通さずに左下胸壁から

胸壁中央部まで皮下を通すものであり、日本では平成 28 年に国内製造販売承認が行われ

ている。皮下植込み型除細動器にはペースメーカとしての機能が無く、本測定作業では、

平成 30 年度に実施された影響測定 2での分類と同様に、植込み型除細動器の中の S-ICD

として分類している。 

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に機種選定と貸出依頼を行い、工業会に加盟している各社から設定用プログラム機

 
2 総務省「電波の植込み型医療機器及び在宅医療機器等への影響に関する調査等」報告書（2019 年 3
月） 
https://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/ele/medical/h30.pdf 
3 一般社団法人日本不整脈デバイス工業会 
https://www.jadia.or.jp/jadia/member.html 
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器等の付属品を含めて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の一覧を表 1-2 に示す。 

表 1-2 一般社団法人日本不整脈デバイス工業会 会員企業 

区分 会員企業名 

正会員 

アボットメディカルジャパン（同） 

日本光電工業（株） 

日本マイクロポート CRM（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） 

                            会員企業（令和3年3月時点） 

 

1.2. 調査対象の 920MHz 帯パッシブタグシステム 

電子タグシステムは質問器と呼ばれるリーダライタと RF タグから構成されており、そ

の間の通信は電波によって行われる。RF タグの小型化と利便性等から、利用分野は製造

管理や物流管理、在庫管理、商品等の精算、製品の履歴管理、位置検出、盗難防止など多

岐にわたる。また、平成 31 年 3 月に 920MHz 帯パッシブタグシステムに新たに陸上移動

局が新設されたことにより、従来は構内利用に限定されていた同システムが大規模なマラ

ソン大会等でのタイム計測や入退出管理等、屋外でも利用が可能となっている 4。 

影響測定では、今後利用が増えることが想定される高出力型（送信電力 1W）の

920MHz 帯パッシブタグシステム（陸上移動局）を対象とした。また、RF タグの読み書

きを行うリーダライタの種別（形態）は、リーダライタを手に持つなど携帯して使用する

“ハンディ型”と、リーダライタのアンテナ部を床面や路面等に固定設置して使用する

“マット型（固定型）”の 2 種類の形態である。 

影響測定に用いた全ての 920MHz 帯パッシブタグシステムは、一般社団法人日本自動

 
4 総務省「電波法施行規則等の一部を改正する省令（920MHz 帯小電力無線システムの高度化）」 
https://www.soumu.go.jp/main_content/000624553.pdf 
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認識システム協会 5に加盟する各社から貸与された機器であり、これらの機器の各社から

の総出荷台数の国内での割合は約 90%（本年度末までの予想値を含む）となっている。

また、一般社団法人日本自動認識システム協会が令和 2 年 12 月時点で確認している

920MHz 帯パッシブタグシステムの 1W 出力のハンディ型とマット型（固定型）のリー

ダライタの機種数は約 10 機種であるが、本年度の影響測定ではその中から出荷台数の多

い 5 機種（出荷台数シェア約 80%）を選定している。従って、今回の影響測定に用いた

920MHz 帯パッシブタグシステムは、日本国内で利用されている機器を十分網羅してい

ると解釈できる。 

影響測定での 920MHz 帯パッシブタグシステムの主な技術的条件と、“ハンディ型”と

“マット型（固定型）”の 2 種類のそれぞれのタイプ別の台数を表 1-3 に示す。 

 

表 1-3 影響測定に用いた機器の主な技術的条件 

参照規格名 構内無線局 陸上移動局 920MHz 帯移動体識別用無線設備 
【ARIB STD-T106 2.0 版】 

無線局種 免許局 登録局 
電波型式 規定なし 
伝送方式及び変調方式 規定なし 

周波数 916.8、918.0、919.2、
920.4MHz 

916.8、918.0、919.2、
920.4、920.6、920.8MHz 

無線チャネル幅 200kHz 200kHz × n （n=1~3） 
空中線電力 1W 以下 

空中線利得 

6dBi 以下 
ただし、等価等方輻射電力が、絶対利得 6dBi の送信空中線

に 1W の空中線電力を加えたときの値以下にとなる場合は、

その低下分を送信空中線の利得で補うことが出来るものとす

る。 
キャリアセンス時間 

不要 

5msec 以上 
キャリアセンスレベル -74dBm 
最大送信時間 4 秒 
送信時間後の停止時間 50msec 以上 

タイプ ハンディ型 マット型 
（固定型） ハンディ型 マット型 

（固定型） 
台数 1 2 2 1 

 

  

 
5 一般社団法人日本自動認識システム協会 https://www.jaisa.or.jp/ 
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1.3. 影響響測定システムの検討 

920MHz 帯パッシブタグシステムの構成概要 

920MHz 帯パッシブタグシステムの質問器は主にリーダライタとアンテナ部で構成さ

れているが、“ハンディ型”はリーダライタとアンテナ部が一体で構成されて使用者が手

で持って使用する形態であり、“マット型（固定型）”はアンテナ部とリーダライタ間が同

軸ケーブルで接続されていることで離れた位置に設置することが可能な構成となってい

る。ハンディ型とマット型（固定型）の各使用状況のイメージを図 1-1 と図 1-2 に示

す。 

 

 

図 1-1 ハンディ型の使用状況のイメージ 

 
図 1-2 マット型（固定型）の使用状況のイメージ 

 

RF-ID
リーダライタ
（ハンディ型）

梱包箱等に
貼付された
電子タグ

質問
電波

応答
電波

応答
電波

マット型アンテナ

RFID
リーダライタ

質問
電波

1 2 3

応答
電波

ゼッケンなどに付けられた
電子タグ
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影響測定実施時の 920MHz 帯パッシブタグシステムの動作状態は、ハンディ型とマッ

ト型（固定型）ともに連続してタグを読取りする状態とした。電波の出力強度を調整可能

な機器では規定の最大値となる設定とした。 

 

植込み型心臓ペースメーカ等の人体ファントムへの設置 

影響測定時の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、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する。0.18 重量%相当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国際規格 ISO 147086,7,8が引用している

ISO141179及びその前身である ANSI/AAMI PC6910において、385MHz（PC69 では

450MHz）から 3GHz 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。なお、食塩水濃度を 0.18 重量%とすることは、Irnich 博士のモデル 11

を基にして 1990 年代に日本 12及び米国 13での試験方法として採用されている。 

植込み型心臓ペースメーカ等の各端子には各機種で通常使用されるリードを接続した。

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及び除細動器の

場合には、右心房リード及び右心室リードをそれぞれ接続し、リード先端の電極を人体フ

ァントム内の出力検出／擬似心電位注入電極上に配置した。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及び除細動器では、右心房リードと右心室リードに加え

て左心室リードを右心室リードに沿わせて配置した。 

植込み型心臓ペースメーカ等の配置概要を図 1-3 に示す。 

 
6 ISO 14708-1:2014 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 14708-2:2019 Implants for surgery -- Active implantable medical devices -- Part 2: Cardiac 
pacemakers 
8 ISO 14708-6:2019 Implants for surgery -- Active implantable medical devices -- Part 6: Particular 
requirements for active implantable medical devices intended to treat tachyarrhythmia (including 
implantable defibrillators) 
9 ISO 14117:2019 Active implantable medical devices -- Electromagnetic compatibility -- EMC test 
protocols for implantable cardiac pacemakers, implantable cardioverter defibrillators and cardiac 
resynchronization devices 
10 ANSI/AAMI PC69:2007 Active implantable medical devices-Electromagnetic compatibility-EMC 
test protocols for implantable cardiac pacemakers and implantable cardioverter defibrillators 
11 Irnich W. Interference in Pacemakers. PACE. vol.7. 1021-1048. (1984) 
12 豊島健、津村雅彦、野島俊雄、垂澤芳明、「携帯電話等のペースメーカーに及ぼす影響」、心臓ペーシ

ング、12(5): 488-497（1996） 
13 Ruggera P., et al. In vitro testing of pacemakers for digital cellular phone electromagnetic 
interference. Biomedical Instrumentation & Technology. 31(4). 358–371. (1997) 
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図 1-3 植込み型心臓ペースメーカ等の人体ファントムへの配置概要 

 

植込み型リードレス心臓ペースメーカは、心室内に留置されるシングルチャンバー型の

心臓ペースメーカに分類されることから、人体ファントム内の心室電極上部に配置した。

また、皮下植込み型除細動器は、胸壁中央部の皮下に留置したリードの遠位センシング電

極、近位センシング電極及び除細動器本体の 3 つの電極用いて頻脈検出を行うことから、

遠位センシング電極を人体ファントム内の出力検出／擬似心電位注入電極上に配置した。

人体ファントム内での植込み型心臓ペースメーカ等は、図 1-4 に示すように人体ファン

トム容器側面（電波が照射される側）から 30mm の位置の保持板上に配置した。 

 
図 1-4 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位置 

電波照射
方向
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極

アクリル製
容器厚
5mm

植込み型心臓ペースメーカ等
アクリル製
保持板
5mm
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植込み型心臓ペースメーカ等の監視用装置類の接続 

植込み型心臓ペースメーカ等の動作及び監視に用いる装置類の接続概略を図 1-5 に示

す。人体ファントム内の出力検出／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注入するためのものである。この

電極は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心電位モニタに接

続している。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、出力検出／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ている。 

 

 
（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 1-5 測定装置類の接続概略 
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擬似心電位発生器からの心電位の出力波形のイメージを図 1-6 に示す。振幅電圧は、

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 倍に設定している。 

 

 

図 1-6 植込み型心臓ペースメーカ等への擬似心電位波形 

 

植込み型心臓ペースメーカ等の設定と動作状態 

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、過去に実施された影響測定と

整合した方法とした。なお、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ため、測定時にはレート応答

機能は停止状態としている。 

植込み型心臓ペースメーカ等の各機種別における設定を以下に示す。 

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

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

振幅

15msec
2msec



12 
 

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

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

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

 

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

の測定では、同期信号として、レート60ppm で振幅がその機種

が応答しうる最小振幅の約2倍の擬似心電位信号を心房側に注

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

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

能な最高感度としてVDD(R)モード時の心室側は標準設定とす

る 
その他の項目… その機種の標準設定 

 
④ 心不全治療用トリプルチャンバー型植込み型心臓ペースメーカの場合 

動作モード … AAI(R)及びVVI(R)の双方で測定を行う 
使用電極 … 人体ファントムの心房電極及び心室電極を通常のDDD接続で

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

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

 

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

時、実際の治療機能をOFFにできるものはOFFにする。頻拍・

細動の検出基準はその機種の標準設定とする 

 

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

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

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

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

時、実際の治療機能をOFFにできるものはOFFにする。頻拍・

細動の検出基準はその機種の標準設定とする 

 

⑦ 心不全治療用トリプルチャンバー型植込み型除細動器の場合 
動作モード … AAI(R)及びVVI(R)の双方で測定を行う。ただし、AAI(R)モード

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

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

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

時、実際の治療機能をOFFにできるものはOFFにする。頻拍・

細動の検出基準はその機種の標準設定とする。左心室と右心室

への刺激は同時とする 

 

⑧ 植込み型リードレス心臓ペースメーカの場合 
動作モード … VVI(R)の動作モードとする 
使用電極 … 人体ファントムの心室電極 
電極極性 … 極性は双極のみ 
レート … 60ppm 
不応期 … 最短設定 
感度 … 設定可能な最高感度 
その他の項目 … その機種の標準設定 
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⑨ 皮下植込み型除細動器の場合 
動作モード … 頻拍・細動検出状態 
使用電極 … 人体ファントムの心室電極 
レート … 60ppm 
不応期 … 最短設定 
感度 … 設定可能な最高感度 
その他の項目 … 除細動器の頻拍・細動検出機能をONに設定する。頻拍・細動の

検出基準は標準設定とする 
 

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。 
 

植込み型リードレス心臓ペースメーカの影響測定時の動作状態は以下の通りとした。 

(1) Inhibit測定は、擬似心電位信号の入力は無しとして植込み型リードレス心臓ペース

メーカ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。 
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(2) Asynchronous測定は、植込み型リードレス心臓ペースメーカ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。 

 

皮下植込み型除細動器の影響測定時の動作状態は以下の通りとした。 

(1) False Positive測定は、細動の誤検出（False Positive）が生じたか否かを確認する。 

(2) 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(1)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。 

 

1.4. 影響測定の実施 

前述した設定と動作条件に基づき、920MHz 帯パッシブタグシステムの実機を用い

て、リーダライタのアンテナ部から発射される電波が植込み型心臓ペースメーカ等へ及ぼ

す影響測定を実施した。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。 

 

影響測定の測定系 

影響測定の試験系は、920MHz 帯パッシブタグシステムのリーダライタのアンテナ部

と植込み型心臓ペースメーカ等装着者が近接した状態の内で厳しい状態にできるように

“ハンディ型”と“マット型（固定型）”に分けて影響測定の試験系を構成した。 

ハンディ型からの電波の影響測定は、電波の発射等の影響の少ない木製の机上に人体フ

ァントムを配置して、人体ファントム側面から電波を照射する測定系により実施した。ハ

ンディ型の影響測定系の概要を図 1-7 に示す。 
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図 1-7 ハンディ型の影響測定系の概要 

 

マット型（固定型）の影響測定では、植込み型心臓ペースメーカ等装着者が図 1-8 の

ようにアンテナを覆うように近接した厳しい状態と、図 1-2 に示したようなアンテナ上

を歩行等して通過する一般的な状態を想定した 2 種類の測定系を構成した。 

 

図 1-8 植込み型心臓ペースメーカ等装着者がアンテナを覆うような状況例 
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マット型（固定型）の影響測定系概要を図 1-9 に示す。測定系は人体ファントム各所に

電波を照射できるように、ファントムを上下左右の移動と回転が可能な構成としている。

また、測定系の材質は電波の反射等の影響を低減するために、強化プラスチックである

FRP（Fiber Reinforced Plastics）やガラスエポキシ等を用いている。 

 

 

（a）アンテナを覆う厳しい状態の測定系 

 

 
（b）アンテナ上を歩行等して通過する一般的な状態の測定系 

図 1-9 マット型（固定型）の影響測定系概要 
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影響測定の実施方法 

過去に実施された調査により、電波による植込み型心臓ペースメーカ等への電磁干渉

は、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する

とされている。また、電波の周波数が高い場合には、図 1-10 に示すような複数の金属線

が密接して配線されている本体コネクタ接続部への照射によって影響が発生しやすくなる

傾向がある。従って、影響測定では、植込み型心臓ペースメーカ等のリードも含めて各所

に移動させて電波の照射を行い、さらにコネクタ接続部周辺に対しては、他の場所よりも

さらに慎重に電波発射源の方向や位置を調整しながら影響測定を行った。図 1-10 に植込

み型心臓ペースメーカ等の本体コネクタ接続部の例、図 1-11 に植込み型心臓ペースメー

カ等のリードの例を示す。 

920MHz 帯パッシブタグシステムの電波はリーダライタに接続したアンテナ部から放

射されるが、タグの読み込み精度や読み込み距離を高める等のために、複数のアンテナを

用いたり放射する方向を制御したりしている。そのため、影響測定の前にはアンテナ部か

ら放射される電波強度が強くなる位置や方向を予め確認することとした。 

 

 
  

図 1-10 コネクタ接続部の例 図 1-11 接続リードの例 

 

  

本体コネクタ接続部
金属配線 リード

コネクタ
IS1

DF1

DF4

リード

電極

コネクタ種類

電極種類

スクリュー電極

タインド電極
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【ハンディ型の影響測定手順】 

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

の中央部を基準点（基準点Ⅰ）とする。 

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

点Ⅱの直前の人体ファントム表面を植込み型心臓ペースメーカ等とアンテナ部までの

距離の基点（基準点Ⅲ）とする。 

(3) 920MHz帯パッシブタグシステムのリーダライタを動作させて規定の電波を発射す

る。 

(4) 基準点Ⅲを設定した人体ファントム表面側にアンテナ部を1cm未満の距離に密着さ

せ、人体ファントム表面を移動させながら植込み型心臓ペースメーカ等の各所に電波

を照射する。 

(5) アンテナ部からの電波の偏波方向を変えるために人体ファントム表面で角度を90度以

上変化させる。 

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

波方向を変えて人体ファントム表面での位置を隈無く移動させる。 

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

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

の偏波方向を変えて影響発生距離が最も大きくなる状況を確認する。 

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

面での位置及び電波の偏波方向を確認した上で影響が発生しない距離までアンテナ部

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

距離を短くしながら影響が発生し始める距離を確認する。 

(9) 影響発生時には植込み型心臓ペースメーカ等の動作記録を最低5秒間程度残す。 

 

影響測定の実施時の様子を図 1-12 に示す 
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図 1-12 “ハンディ型”の影響測定の実施状況例 

 

【マット型（固定型）の影響測定手順】  

(1) 人体ファントムを図 1-13に示すようにアンテナ部上の電波強度が強い位置に正対す

るように配置する。アンテナ表面の中央部を基準点（基準点Ⅰ）とする。 

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

点Ⅱの直前の人体ファントム表面を植込み型心臓ペースメーカ等とアンテナ部までの

距離の基点（基準点Ⅲ）とする。 

(3) 920MHz帯パッシブタグシステムのリーダライタを動作させて規定の電波を発射す

る。 

(4) 基準点Ⅲを設定した人体ファントム表面側にアンテナ部を1cm程度までの距離に密着

させ、電波が照射される人体ファントムの位置を移動や回転させながら隈なく植込み

型心臓ペースメーカ等の各所に電波を照射する。 

(5) 電波の偏波方向を変えるための人体ファントムの回転角度は90度以上変化させる。 

(6) 影響発生時には、人体ファントムをアンテナ部から徐々に離して影響が発生しなくな

る距離を確認する。人体ファントムをアンテナ部から離す時には、照射位置が変わら

ないようにしながら照射角度と距離を変えて影響発生距離が最も大きくなる状況を確

認する。 

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

の位置と方向を確認した上で影響が発生しない距離まで人体ファントムをアンテナか
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ら離し、再度照射位置が変わらないようにしながら電波の照射角度とアンテナまでの

距離を短くしながら影響が発生し始める距離を確認する。 

(8) 影響発生時には植込み型心臓ペースメーカ等の動作記録を最低5秒間程度残す。 

(9) 人体ファントムがアンテナ上部を覆うように配置した状態で影響の発生を確認した場

合には、図 1-14に示す一般的な状態を想定した測定系でも同様に影響測定を実施す

る。この時は、植込み型心臓ペースメーカ等の本体コネクタ接続部を基準点（基準点

Ⅱ）とし、基準点Ⅱから真下の人体ファントム底部表面を植込み型心臓ペースメーカ

等とアンテナ部までの距離の基点（基準点Ⅲ）とする。 

 

 

図 1-13 マット型（固定型）でアンテナを覆う厳しい状態での実施状況例 

 



22 
 

 

図 1-14 マット型（固定型）での通常状態での実施状況例 

 

干渉の有無の判定と影響の分類 

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、これまでの調査での判定方法

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測定では、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、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 皮下植込み型除細動器のFalse Positive測定では、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。 
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⑤ 皮下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）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、これらの調査で用いられた分類とした。

影響度合いの分類とレベルを表 1-4 に示す。 

植込み型リードレス心臓ペースメーカを含む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影響と現象を表 1-5、皮下植込み型除細動器を含む植込み

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 1-6 に示す。なお、表 

1-5 と表 1-6 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」とは動作設定条件の消失、書き換え、動

作条件の変更、あるいは、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は「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 1-4 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 
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表 1-5 影響度合いの解説 
植込み型リードレス心臓ペースメーカを含む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の影響分類 
影響状況 

 
 

物理的現象 

正常 
状態 

可逆的 
影響 

不可逆的影響 生体への 
直接的 
傷害 

体外 
解除可 

要交換 
手術 

正常機能の維持 レベル0     

1周期以内のペーシング /  
センシング異常（2秒以内に回復）  レベル1    

1周期（2秒）以上のペーシング /  
センシング異常  レベル2    

・ペースメーカのリセット 
・プログラム設定の恒久的変化   レベル3   

持続的機能停止   レベル5   

恒久的機能停止    レベル5  

リードにおける起電力/熱の誘導     レベル5 

 

表 1-6 影響度合いの解説 
皮下植込み型除細動器を含む植込み型除細動器と心不全治療用植込み型除細動器の影響分類 

（ペースメーカ機能での影響と除細動器機能での影響を含む） 
影響状況 

 
 

物理的現象 

正常 
状態 

可逆的 
影響 

不可逆的影響 生体への 
直接的 
傷害 

体外 
解除可 

要交換 
手術 

正常機能の維持 レベル0     

1周期以内のペーシング /  
センシング異常（2秒以内に回復）  レベル1    

1周期（2秒）以上のペーシング /  
センシング異常  レベル2    

一時的細動検出能力の消失  レベル3    

不要除細動ショックの発生  レベル4    

プログラム設定の変化   レベル4   

持続的機能停止   レベル5   

恒久的機能停止    レベル5  

リードにおける起電力/熱の誘導     レベル5 
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第2章 植込み型心臓ペースメーカ等への影響測定結果 

920MHz帯パッシブタグシステムからの電波が植込み型心臓ペースメーカ等へ与える影

響測定の結果を以下に示す。 

影響測定を実施した920MHz帯パッシブタグシステムは、ARIB標準規格のARIB STD-

T106（構内無線局及び陸上移動局）に基づく無線局（免許局と登録局）である。影響測

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

る。また、電波の状態はタグを連続で読み込み可能な状態としている。 

 

影響測定の結果 

ハンディ型とマット型（固定型）の 920MHz 帯パッシブタグシステムからの電波が植込

み型心臓ペースメーカ等に与える影響測定の結果を以下に記す。 

 

ハンディ型の 920MHz 帯パッシブタグシステム 

（ア）植込み型心臓ペースメーカへの影響 

18 台の植込み型心臓ペースメーカに対して、3 機種（免許局 1 機種、登録局 2 機種）

のハンディ型を用いて影響測定を行った結果、植込み型心臓ペースメーカ 1 台に対して影

響を与えた。影響発生距離の最大値は 10cm でその時の影響度合いの分類はレベル 1 とな

り、影響度合いの最大レベルは 2 となりその時の発生距離の最大値は 9cm であった。 

（イ）植込み型除細動器への影響 

22 台の植込み型除細動器に対して、3 機種（免許局 1 機種、登録局 2 機種）のハンデ

ィ型を用いて影響測定を行った結果、植込み型除細動器 1 台に対して影響を与えた。影響

発生距離の最大値は 2cm でその時の影響度合いの分類はレベル 4 の「不要除細動ショッ

クの発生」であった。 
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マット型（固定型）の 920MHz 帯パッシブタグシステム 

（ア）植込み型心臓ペースメーカへの影響 

18 台の植込み型心臓ペースメーカに対して、3 機種（免許局 2 機種、登録局 1 機種）

のマット型（固定型）を用いて影響測定を行った結果、人体ファントムがアンテナ上部を

覆う厳しい状態とした時に植込み型心臓ペースメーカ 1 台に影響を与えた。影響発生距離

の最大値は 1cm でその時の影響度合いの分類はレベル 1 であった。この影響は、人体フ

ァントムを通常の状態を想定してアンテナ上部を通過するような配置とした状態では発生

しなかった。 

（イ）植込み型除細動器への影響 

22 台の植込み型除細動器に対して、3 機種（免許局 2 機種、登録局 1 機種）のマット

型（固定型）を用いて影響測定を行った結果、人体ファントムがアンテナ上部を覆う厳し

い状態とした時に植込み型除細動器 1 台に対して影響を与えた。影響発生距離の最大値は

1cm 未満でその時の影響度合いの分類はレベル 2 であった。この影響は、人体ファント

ムを通常の状態を想定してアンテナ上部を通過するような配置とした状態では発生しなか

った。 
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第3章 影響測定結果の分析と影響防止のための対策 

影響測定結果のまとめ 

920MHz帯パッシブタグシステムからの電波が植込み型心臓ペースメーカ等へ与える影

響測定の結果の一覧を以下の表 1-7に記す。 

ここで、電波の影響を受けた植込み型心臓ペースメーカの台数は2台で、それぞれの国

内製造販売承認時期は、Ⅵ期（2011年～2014年）の内の2014年の機種が1台、Ⅶ期

（2015～2018）の内の2016年の機種が1台である。また、影響を受けた植込み型除細動

器の台数は2台で、それぞれの国内製造販売承認時期は、Ⅵ期（2011年～2014年）の内の

2012年の機種が1台、Ⅶ期（2015～2018）の内の2015年の機種が1台である。このうち、

レベル4の影響が発生した植込み型除細動器は、国内製造販売承認時期がⅥ期（2011年～

2014年）の2012年の機種である。 
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表 1-7 影響測定結果の一覧 

電波発射源 
（6 機種） 

測定条件 
①：厳し

い状態  
②：通常

状態 

植込み型 
心臓ペースメーカ 

（18 台） 
植込み型 
除細動器 

（22 台） 

分類 種 
別 

実

施 
機

種

数 

影響を

与えた

機種数 
影響を

受けた

機種数 

影響発生距離 
最大時の距離と 

影響度合い 影響を

受けた

機種数 
最大影

響発生

距離 
影響 

度合い 
(最大) 影響度合い 

最大時の距離と 
影響度合い 

ハンディ

型 

免 
許 
局 1 1  1 

10cm：レベル 1 
1 2cm レベル 4 

9cm ：レベル 2 

登 
録 
局 2 2  1 

7cm ：レベル 1 
1 1cm 

未満 レベル 4 
6cm ：レベル 2 

マット 
型 

(固定型) 

免 
許 
局 2 1 

① 1 1cm レベル 1 0 － レベル 0 

② 0 － レベル 0 0 － レベル 0 

登 
録 
局 1 1 

① 1 1cm レベル 1 1 1cm 
未満 レベル 2 

② 0 － レベル 0 0 － レベル 0 
影響を与えた機種数と割合 

5 (83%)  影響を受けた機種数と割合 
2(11%) 

影響を受けた機種数と割合 
2(9%) 

影響度合い最大時の距離と影響度合い 9cm：レベル 2 2cm ：レベル 4 
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影響防止のための対策 

これまでの影響測定実施状況 

RFID 機器からの電波による植込み型心臓ペースメーカ等に対する影響測定は平成 15

年度調査以降、本年度調査を含めて計 5 回実施されている。過去の調査の実施状況を表

1-8 に示す。 

最初に実施された平成 15 年度調査の影響測定の結果に基づき、指針における RFID 機

器と植込み型心臓ペースメーカ等の離隔距離が 22cm（当時の指針における携帯電話端末

と植込み型心臓ペースメーカ等の離隔距離と同じ）と設定され、現在まで有効な指針とな

っている。 

一方、UHF 帯のパッシブタグシステムに関しては、950MHz 帯での使用開始にあわせ

て平成 18 年度に初めて影響測定が実施された。影響測定の結果、据置きタイプの高出力

型 950MHz 帯パッシブタグシステム用 RFID 機器（構内無線局）からの電波により最大

75cm の距離で植込み型心臓ペースメーカに影響が確認されたため、平成 19 年 4 月に当

該システム用の RFID 機器に限り、離隔距離を 1m とする指針改定が行われた。 

平成 27 年度の調査では、平成 30 年 3 月末に UHF 帯のパッシブタグシステムの周波数

帯が 950MHz 帯から 920MHz 帯へ移行することが予定されていたため、移行後の周波数

帯である 920MHz 帯のパッシブタグシステムに対する影響測定が実施された。影響測定

の結果、据置きタイプの高出力型 920MHz 帯パッシブタグシステムから植込み型心臓ペ

ースメーカ等への影響として、最大 10cm の距離で影響（レベル 2）が確認された。平成

18 年度の調査と比較して、最大影響発生距離が 75cm から 10cm へと大きく減少してお

り、他のタイプの RFID 機器に適用されている 22cm の離隔距離と比較しても、十分なマ

ージンがあることが確認されたため、周波数移行完了後の平成 30 年 7 月の指針改定にお

いて同システムに対する 1m の離隔距離は削除され、他のタイプの RFID 機器同様、

22cm の離隔距離が適用されている。 

なお、RFID 機器からの植込み型医療機器の影響に関しては、国内外の規制当局や研究

機関においても評価が実施されている。本調査の参考として情報収集した国内外の研究報

告においても、一部 UHF 帯の RFID 機器による影響が確認されている。ただし、他の

LF 帯や HF 帯の RFID 機器と比較すれば、影響の発生割合は低い傾向にある（付録 1-1

参照）。 
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表 1-8 RFID 機器に対する過去の調査実施状況 

年度 ゲートタイプ ハンディタイプ 据置きタイプ その他 調査結果・指針への反映 

H15
14 

135kHz 以下 
500kHz 
13.56MHz 

135kHz 以下 
13.56MHz 
300MHz 
2.4GHz 

  
最大の影響発生距離は

15cm（ハンディタイプ）。

安全率（√2 倍）を考慮、

かつ当時の指針の携帯電

話の植込み型医療機器と

の離隔距離であった 22cm
注）を離隔距離として採用。 

H16
15 

  
135kHz 以下 
13.56MHz 
300MHz 
2.45GHz 

モジュール 
135kHz 以下 
13.56MHz 
300MHz 

最大の影響発生距離は

14cm（据置きタイプ）。 
離隔距離 22cm の妥当性

を確認。 

H18 
16  

 
950MHz 帯 950MHz 帯 組み込み 

950MHz 帯 
＜UHF 帯周波数の使用開

始に合わせて実施＞ 
最大の影響発生距離は

75cm（据置き、高出力タイ

プ）。 
高出力型 950MHz 帯パッ

シブタグシステムに対し

て、1m の離隔距離を新た

に追加。 

H27 
17 

 
920MHz 帯 920MHz 帯 

 
＜UHF 帯周波数再編に合

わせて実施＞ 
最大の影響発生距離は

10cm（据置き、高出力タイ

プ）。 
H30 の周波数再編後、指針

から上記の 1m の離隔距

離を削除。 
離隔距離 22cm の妥当性

を確認。 

R2 
 

920MHz 帯 
 

固定型 
920MHz 帯 

＜920MHz 帯パッシブタ

グシステムの制度改正に

合わせて実施＞ 

注）指針における携帯電話と植込み型医療機器の離隔距離はその後 15cm に変更されている。 

 
14 総務省「電波の医用機器等への影響に関する調査研究報告書」（2004 年 3 月） 
https://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/ele/medical/img/040618_2_3.pdf 
15 総務省「電波の医用機器等への影響に関する調査研究報告書」（2005 年 3 月） 
https://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/ele/medical/img/050811_2_5.pdf 
16 総務省「電波の医療機器等への影響に関する調査研究報告書」（2007 年 3 月） 
https://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/ele/medical/img/h18_report.pdf 
17 総務省「電波の医療機器等への影響に関する調査研究報告書」（2016 年 3 月） 
https://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/ele/medical/h27.pdf 
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現行の指針および業界の対応 

現在、RFID 機器に対して適用される指針（平成 30 年 7 月改定）を表 1-9 に示す。 

（１）ゲートタイプの RFID 機器については、機器のそばに立ち止まらずに通過するこ

と、機器に寄りかかったりしないことが推奨されている。 

また、本年度の調査対象機器も含む（２）ハンディタイプ、据置きタイプ及びモジュー

ルタイプの RFID 機器については、RFID 機器のアンテナ部を植込み型医療機器の装着部

位より 22cm 程度以内に近づけないことが推奨されている。 

国内では、一般社団法人日本自動認識システム協会（JAISA）がこれらの指針に基づ

き、「RFID 機器運用ガイドライン」を策定し、植込み型医療機器の装着者が各タイプの

RFID 機器を認識できるよう、RFID 機器の販売・施工・運用・保守を行う専門業者に対

して、出荷する機器のタイプ別にステッカの貼付け対応を求めている 18。 

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

の意味と注意事項が伝達されるとともに、一般社団法人日本不整脈デバイス工業会

（JADIA）においてもホームページやパンフレット等でステッカ表示を周知し、装着者

に対して注意を呼びかけている 19。 

なお、米国や英国においても医療機器の規制当局が RFID 機器からの植込み型医療機器

への影響の可能性について注意喚起するとともに、関連業界と連携した影響防止策がとら

れている（付録 1-2 参照）。 

 
18 一般社団法人日本自動認識システム協会（JAISA） 
https://www.jaisa.or.jp/guideline_rfid.php 
19 一般社団法人日本不整脈デバイス工業会（JADIA） 
https://www.jadia.or.jp/caution/rfid.html 
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表 1-9 RFID 機器に対する現行の指針（平成 30 年 7 月改定） 

機器タイプ 指針内容 貼付ステッカ 

（ １ ） ゲ ー ト タ イ プ

RFID 機器 
(ア) 植込み型医療機器の装着者は、ゲートタイプ RFID 機器

が設置されている場所及び RFID ステッカが貼付されて

いる場所では、立ち止まらずに通路の中央をまっすぐに

通過すること。 
(イ) 植込み型医療機器の装着者は、ゲートタイプ RFID 機器

の周囲に留まらず、また、寄りかかったりしないこと。 
(ウ) 植込み型医療機器の装着者は、体調に何らかの変化があ

ると感じた場合は、担当医師に相談すること。 
(エ) 植込み型医療機器に対するゲートタイプ RFID 機器の影

響を軽減するため、更なる安全性の検討を関係団体で行

っていくこと。 

 

（２）ハンディタイプ、

据置きタイプ及び 
モ ジ ュ ー ル タ イ プ の

RFID 機器 

(ア) ハンディタイプ RFID 機器の操作者は、ハンディタイプ

RFID 機器のアンテナ部を植込み型医療機器の装着部位

より 22cm 程度以内に近づけないこと。 
(イ) 植込み型医療機器の装着者は、装着部位を据置きタイプ

及びモジュールタイプの RFID 機器のアンテナ部より

22cm 程度以内に近づけないこと。 
(ウ) 植込み型医療機器に対するハンディタイプ、据置きタイ

プ及びモジュールタイプの RFID 機器の影響を軽減する

ため、更なる安全性の検討を関係団体で行っていくこと。 

 

注 1：ここでは、公共施設や商業区域などの一般環境下で使用される RFID 機器を対象としており、工場

内など一般人が入ることができない管理区域でのみ使用される RFID 機器（管理区域専用 RFID 機

器）については対象外としている。なお、管理区域専用 RFID 機器については、JAISA において、

一般環境への流出を防止するため、取扱説明書等に注意書きを記載するとともに、管理区域専用

RFID 機器用ステッカを貼付することとされている。 
注 2：ここでは、RFID 機器をリーダライタの形状から次のように分類している。 

ゲートタイプ： リーダライタがゲート状に設置されるもの 
  ハンディタイプ： リーダライタを手に持つなど携帯して使用するもの 
  据置きタイプ： リーダライタを据え置いて使用するもの 
  モジュールタイプ： プリンタ等に内蔵して使用するもの 
 

（平成 19 年 4 月～平成 30 年 6 月の高出力型 950MHz 帯パッシブタグシステムの離隔距離が 1m とさ

れていた間は、JAISA による業界の自主規制として 100cm と記載されたハートマークステッカを貼り

付ける対応が実施されていた。） 
 

 
 

図 1-15 各タイプの RFID 機器  
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本年度の調査結果を受けた取組の必要性 

本年度は、920MHz 帯パッシブタグシステムから発射される電波が植込み型心臓ペー

スメーカ等へ及ぼす影響について影響測定を行った。影響測定においては、平成 31 年 3

月に行われた 920MHz 帯パッシブタグシステムの制度改正をふまえ、新たに想定される

屋外での利用シーンも考慮した。 

影響測定の結果、影響発生距離が最大となったのは、免許局のハンディ型からの植込み

型心臓ペースメーカへの影響であり、影響発生距離は 10cm、影響度合いはレベル 1 であ

った。また、影響度合いが最大となったのは、免許局および登録局のハンディ型からの植

込み型除細動器への影響で、影響度合いはレベル 4、最大影響発生距離は免許局で 2cm、

登録局で 1cm 未満であった。 

上記のとおり、最大影響発生距離は 10cm であるため、安全マージンを考慮しても現行

の指針の離隔距離 22cm の要求を十分満たしている。ただし、植込み型除細動器におい

て、影響発生距離は最大 2cm と小さいものの、レベル 4 の「不要除細動ショックの発

生」が起きている点には注意が必要である。 

また、当該システムが屋外でも使用されることを踏まえて、アンテナ部を人に近づけて

使うことのないよう、RFID 機器メーカ、RFID 機器のユーザ、植込み型心臓ペースメー

カ等の装着者に対して、現行指針の離隔距離 22cm の確保について、改めて注意喚起をし

ていくことが必要と考えられる。 
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今後の調査対象について 

無線技術や植込み型医療機器は年々進化していることから、新たな技術が導入されるこ

とによって想定していなかったリスクが顕在化する可能性がある。そのため、本調査で

は、新たな無線技術のサービス開始や周波数の再編にあわせて、調査対象とする無線シス

テムや無線方式及び周波数帯等を選定して新たな植込み型医療機器も含めて影響測定を行

ってきている。 

本年度は、従来は構内での利用に限定されていた高出力型の 920MHz 帯パッシブタグ

システムの屋外利用を可能とする制度改正が平成 31 年 3 月に行われたことを踏まえて、

同システムに対する影響測定を実施した。 

一方、国内では令和 2 年 4 月から 5G の商用サービスが開始され、携帯電話事業者各社

がサービスエリアの拡大を図っている。5G 対応スマートフォンの出荷数も徐々に増加し

ており、ICT 市場調査コンサルティングの MM 総研調査によれば、令和 2 年度のスマー

トフォン出荷台数は 2,915 万台のうち 5G 対応は 833 万台（28.6％）と予測している 20。 

5G の携帯電話からの電波による植込み型心臓ペースメーカ等への影響に関しては、昨

年度に影響測定を実施したものの、影響測定時点では 5G に対応した端末実機及び端末実

機を制御するための擬似基地局が一般には入手できなかったことから、模擬システムのみ

による影響測定としている。模擬システムによる影響測定の結果、5G の携帯電話からの

電波による植込み型心臓ペースメーカ等への影響は確認されなかった。 

本調査の過去の携帯電話方式の電波による影響測定では、常に端末実機よりも過大な評

価が可能な影響測定系として模擬システムを構築し、端末実機による影響測定の実施を判

断するスクリーニング測定として実施してきた。上記のとおり、昨年度の模擬システムに

よる影響測定では影響が発生していないものの、端末実機による影響測定を実施していな

い状況においては影響の検証としては十分とは言えない。5G 端末実機に搭載されるアン

テナの性能等によっては、昨年度構築した模擬システムでの評価が必ずしも端末実機に対

して過大な評価にはならない可能性もある。5G の商用サービスが開始され、5G に対応

した端末実機や擬似基地局が一般に入手可能になった現在の状況を踏まえ、端末実機によ

る実運用サービスに近い状態の電波による影響測定を実施することが望ましい。 

 
20 MM 総研 2020 年 11 月 6 日付プレスリリース「20 年度通期 5G スマホ出荷は 833 万台と予測（5G 比

率 28％）」 
https://www.m2ri.jp/release/detail.html?id=463 
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第2編 電波の在宅医療機器への影響調査 

現在、住み慣れた自宅や地域内の施設等での療養や医療施設までの通院時間等を減らす

ことが可能な在宅医療が厚生労働省により推進されており 21、医療機関の指導管理の下、

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・介護施設等で受ける患者数が増

加している。在宅医療で使用される医療機器（以下、「在宅医療機器」という。）は、医療

機関の指導管理下にあるとはいえ、医療機関とは物理的に離れた在宅・介護施設等で使用

されることから、医療機器に不具合が生じた場合には患者の健康に重大な影響を及ぼす可

能性が懸念される。 

こうした状況を踏まえ、平成 28 年度調査において「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」（以下、「基礎調査」

という。）を実施し、電波による在宅医療機器への影響調査について、調査対象とすべき

医療機器や電波発射源の種類、影響測定方法、影響の評価方法等の検討を行った。 

平成 29 年度、平成 30 年度及び令和元年度調査では、基礎調査で選定された在宅医療

機器に対して、携帯電話端末を電波発射源をとした影響測定を実施した。 

本年度は、新たに電波発射源を無線 LAN 機器として影響測定を実施した。また、影響

測定の実施に先立ち、過去 3 年度の在宅医療機器に対する影響測定において得られた課題

等を踏まえ、影響カテゴリー分類について、過去の影響評価との整合性、より多様な在宅

医療機器の評価への汎用性、分かりやすさの観点で見直しを行った。 

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た。 

  

 
21 厚生労働省 在宅医療の推進について 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000061944.html 



36 
 

第1章 無線 LAN 機器が発射する電波の在宅医療機器への影響測定 

調査対象の在宅医療機器 

調査対象機器の選定の考え方 

在宅医療には、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、介護者等が医療機器を用いて居宅で療養する 2 つのアプローチがある。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、家族、介護者等が

操作、管理する形となる。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は在宅療養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。 

なお、平成 28 年度に実施された基礎調査では、調査対象とすべき在宅医療機器の範囲

を、健康保険上で定義される在宅療養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、在宅療養指導管理料の在宅療養指導管理材料加算の対

象となる医療機器としている 22。その後、令和元年度調査において、在宅療養指導管理材

料加算としてではなく、在宅療養指導管理料で直接処方される医療機器に関しても対象と

含めることとした。なお、在宅療養指導管理料および在宅療養指導管理材料加算において

処方される医療機器には、植込み型補助人工心臓、インスリンポンプ、各種植込み型神経

刺激装置等も含まれているが、これらの医療機器に関しては、「植込み型医療機器及び人

体に装着型等する医療機器」として、本調査で別途影響調査を実施しているため 23、「在

宅医療機器」としての調査は行っていない。また、本調査は電波利用機器から発射される

 
22 総務省「電波の医療機器等への影響に関する調査」 報告書（2017 年 3 月）

https://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/ele/medical/h28.pdf 
23 総務省「電波の医療機器等への影響に関する調査」報告書（2015 年 3 月） 
https://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/ele/medical/h26.pdf 
携帯電話からの電波による、植込み型医療機器（脳深部刺激装置、脊髄刺激装置、仙骨神経刺激装置、

迷走神経刺激装置、植込み型輸液ポンプ、植込み型心電用データレコーダ）、人体に装着等する医療機器

（補助人工心臓駆動装置、ポータブルインスリン用輸液ポンプ、携帯型輸液ポンプ、着用型自動除細動

器）への影響測定を実施した。 
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電波による医療機器への電磁干渉の影響の検証を目的としているため、医療機器のうち

「医用電気機器」（電気・電子機器）のみを対象としている。ただし、本報告書では一般

的に用いられる「医療機器」という用語を使用している。 

表 2-1 に在宅療養指導管理料・在宅療養指導管理料材料加算の対象機器を示す。 

平成 29 年度から令和元年度に実施された携帯電話端末からの電波による在宅医療機器

への影響調査では、基礎調査において選定された医療機器のうち、患者数や医療機器のク

ラス分類、医療機器の特性、使用状況、適応となる患者の状態等の観点で優先度が高いと

された医療機器から影響測定が実施された。平成 29 年度調査では、上記の医療機器のう

ち、患者数や生命維持に関わる医療機器という観点で、優先的に調査すべきとされた 6 種

類（汎用輸液ポンプ、注射筒輸液ポンプ、自動腹膜灌流用装置、酸素濃縮装置、成人用人

工呼吸器、二相式気道陽圧ユニット）を調査対象として影響測定を実施した 24。影響測定

の結果、成人用人工呼吸器と二相式気道陽圧ユニットにおいてカテゴリー6 の影響の発生

が確認された。特に、成人用人工呼吸器では、携帯電話端末から 20cm の距離でカテゴリ

ー6 の影響が発生している。平成 30 年度調査では、平成 29 年度にカテゴリー6 の影響が

確認された成人用人工呼吸器や二相式気道陽圧ユニットを継続して調査対象とするととも

に、他に呼吸器疾患の治療用に用いられる医療機器も調査対象に加えた計 5 種類（成人用

人工呼吸器、二相式気道陽圧ユニット、呼吸同調式レギュレータ、陰圧人工呼吸器、持続

的自動気道陽圧ユニット）について影響測定を実施した。影響測定の結果 25、成人用人工

呼吸器と二相式気道陽圧ユニットでは平成 29 年度調査と同様にカテゴリー6 の影響の発

生が確認され、持続的自動気道陽圧ユニットではカテゴリー3 の影響が発生している。陰

圧人工呼吸器と呼吸同調式レギュレータでは影響の発生はなかった。 

令和元年度調査では、平成 28 年度の基礎調査で選定された医療機器のうち、平成 29

年度、平成 30 年度に調査を行っていない医療機器及び平成 28 年度以降に新たに承認さ

れた医療機器計 7 種類（自己検査用グルコース測定器、グルコースモニタシステム、腹膜

灌流用紫外線照射器、個人用透析装置、気道粘液除去装置、超音波ネブライザ、医薬品経

腸投与ポンプ）を調査対象として影響測定を実施した。影響測定の結果 26、自己検査用グ

 
24 総務省「電波の植込み型医療機器及び在宅医療機器等への影響に関する調査」報告書(2018 年 3 月) 
https://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/ele/medical/h29.pdf 
25 総務省「電波の植込み型医療機器及び在宅医療機器等への影響に関する調査」報告書(2019 年 3 月) 
https://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/ele/medical/h30.pdf 
26 総務省「電波の植込み型医療機器及び在宅医療機器等への影響に関する調査」報告書(2020 年 3 月) 
https://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/ele/medical/h31.pdf 
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ルコース測定器、個人用透析装置、超音波ネブライザで影響の発生が確認された。 

本年度、新たに無線 LAN 機器を電波発射源として影響測定を実施するにあたり、上記

の平成 29 年度から令和元年度に実施した携帯電話端末からの電波の影響測定において、

比較的大きなカテゴリーの影響や影響発生距離が大きい影響が確認された医療機器を対象

に選定した。また、平成 29 年度から令和元年度の調査対象には含まれていないものの、

成人用人工呼吸器と同様の機能を有し、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である汎用人工呼吸器についても対象として機器の選定を行った。 
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表 2-1 在宅療養指導管理料・在宅療養指導管理料材料加算対象機器（令和 2 年度） 
在宅療養指導管理料 在宅療養指導管理料材料加算 該当医療機器（医用電気機器） 

C100 退院前在宅療養 
C101 在宅自己注射 
C101-2 在宅小児低血糖症患者 
C101-3 在宅妊娠糖尿病患者 

― 
C150 血糖自己測定器加算 
C151 注入器加算 
C152 間歇注入シリンジポンプ加算 
C152-2 持続血糖測定器加算 

― 
自己検査用グルコース測定器 
汎用輸液ポンプ 
注射筒輸液ポンプ 
ポータブルインスリン用輸液ポンプ 
グルコースモニタシステム 

C102 在宅自己腹膜灌流  C154 紫外線殺菌器加算 
（在宅自己連続携行式腹膜灌流液交換用熱

殺菌器含む） 
C155 自動腹膜灌流装置加算 

腹膜灌流用紫外線照射器 
（腹膜灌流回路用加熱溶融接合装置） 
 
自動腹膜潅流用装置 

C102-2 在宅血液透析 C156 透析液供給装置加算 個人用透析装置 
C103 在宅酸素療法  C158 酸素濃縮装置加算 

C159-2 呼吸同調式デマンドバルブ加算 
酸素濃縮装置 
呼吸同調式レギュレータ 

C104 在宅中心静脈栄養法 C161 注入ポンプ加算 汎用輸液ポンプ 
C105 在宅成分栄養経管栄養法 
C105-2 在宅小児経管栄養法 

C161 注入ポンプ加算 経腸栄養用輸液ポンプ 

C105-3 在宅半固形栄養経管栄養法 ― ― 
C106 在宅自己導尿 ― ― 
C107 在宅人工呼吸 C164 人工呼吸器加算  1.陽圧式 

              2.マスク 
              3.陰圧式 
 
 
 
 
 
C170 排痰補助装置加算 
C173 横隔神経電気刺激装置加算 

成人用人工呼吸器 
二相式気道陽圧ユニット 
新生児・小児用人工呼吸器 
高頻度人工呼吸器 
可搬型人工呼吸器 
家庭治療用人工呼吸器 
汎用人工呼吸器 
陰圧人工呼吸器 
気道粘液除去装置 
横隔神経電気刺激装置 

C107-2 在宅持続陽圧呼吸療法 C165 在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算 
        1.ASV 
        2.CPAP 

 
二相式気道陽圧ユニット 
持続的自動気道陽圧ユニット 

C108 在宅悪性腫瘍等患者 
C108-2 在宅悪性腫瘍患者共同 

C161 注入ポンプ加算 患者管理無痛法用輸液ポンプ 

C109 在宅寝たきり患者処置 ― ― 
C110 在宅自己疼痛管理 
C110-2 在宅振戦等刺激装置治療 
C110-3 在宅迷走神経電気刺激治療 
C110-4 在宅仙骨神経刺激療法 

（本体：手術料、指導管理料で算定） 
 
 
 
 
（C167 疼痛等管理用送信器加算） 

植込み型疼痛緩和用スティミュレータ 
振せん用脳電気刺激装置 
抗発作用迷走神経電気刺激装置 
植込み型排尿・排便機能制御用スティミ

ュレータ（仙骨神経刺激装置） 
（患者用プログラマなど） 

C111 在宅肺高血圧症患者 C168 携帯型精密輸液ポンプ加算 
C168-2 携帯型精密ネブライザー加算 

汎用輸液ポンプ 
超音波ネブライザ 

C112 在宅気管切開患者 ― ― 
C114 在宅難治性皮膚疾患処置 ― ― 
C116 在宅植込型補助人工心臓 
（非拍動流型） 

（手術料、指導管理料で算定） 植込み型補助人工心臓 

C117 在宅経腸投薬 C152-3 経腸投薬用ポンプ加算 医薬品経腸投与ポンプ 
C118 在宅腫瘍治療電場療法 （指導管理料で算定） 交流電場腫瘍治療システム 
C119 在宅経肛門的自己洗腸 ― ― 
C120 在宅中耳加圧療法指導管理料 ― ― 
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表 2-2 平成 29 年度～令和元年度調査で影響測定を行った在宅医療機器 
医療機器の一般的名称 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

自己検査用グルコース測定器   4 

汎用輸液ポンプ 3   

注射筒輸液ポンプ 2   

グルコースモニタシステム   1 

腹膜灌流用紫外線照射器   2 

自動腹膜灌流装置 3   

個人用透析装置   4 

酸素濃縮装置 3   

呼吸同調式レギュレータ  1  

成人用人工呼吸器 3 4  

二相式気道陽圧ユニット 2 2  

陰圧人工呼吸器  1  

気道粘液除去装置   1 

持続的自動気道陽圧ユニット  5  

超音波ネブライザ   1 

医薬品経腸投与ポンプ   1 
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調査対象機器の詳細 

調査対象とした医療機器の一般的名称、クラス分類、使用目的を表 2-3 に示す。な

お、調査対象機器の詳細な情報については、1.1.3. 節に示す。 

表 2-3 調査対象の医療機器  

一般的名称 クラス 
分類 医療機器の目的 

成人用人工呼吸器 Ⅲ 
呼吸不全、慢性呼吸不全、閉塞性睡眠時無

呼吸等の患者の呼吸を補助する。 

汎用人工呼吸器 Ⅲ 
呼吸不全、慢性呼吸不全、閉塞性睡眠時無

呼吸等の患者の呼吸を補助する。 

二相式気道陽圧ユニット Ⅲ 
急性及び慢性呼吸不全に対する呼吸補助を

行う。 

持続的自動気道陽圧ユニット Ⅲ 
設定した圧力で空気を患者に供給し、セン

サを利用して気道圧が自動的に調節され

て、気道の閉塞を防ぐ。 

個人用透析装置 Ⅲ 
急性または慢性腎不全患者等に血液透析及

び血液透析ろ過などを行う。 

超音波ネブライザ Ⅰ 
超音波振動により薬液をエアロゾル化して

患者に吸入させる。 

 

調査対象の医療機器は、超音波ネブライザは「一般医療機器」（クラスⅠ）に分類され

るが、それ以外は人体に与えるリスクの程度から医薬品医療機器等法に定義される医療機

器で、「高度管理医療機器」に対応するクラスⅢに分類される。厚生労働省通知（平成 16

年 7 月 20 日付け薬食発第 0720022 号 27及び平成 25 年 5 月 10 日付け薬食発 0510 第 8

号 28）による、国際的な基準に基づくリスクに応じた医療機器のクラス分類を表 2-4 に

示す。 

 
27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」 
28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」 
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表 2-4 医療機器のクラス分類  

クラス分類 医薬品医療機器等法分類 

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 

高度管理医療機器 
医療機器であって、副作用又は機能の障害が生じた場合

（適正な使用目的に従い適正に使用された場合に限る。）

において人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれ

があることからその適切な管理が必要なものとして、厚生

労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定する

もの 
クラスⅢ 
不具合が生じた場合、人体

へのリスクが比較的高いと

考えられるもの 

クラスⅡ 
不具合が生じた場合でも、

人体へのリスクが比較的低

いと考えられるもの 

管理医療機器 
高度管理医療機器以外の医療機器であって、副作用又は機

能の障害が生じた場合（適正な使用目的に従い適正に使用

された場合に限る。）において人の生命及び健康に影響を

与えるおそれがあることからその適切な管理が必要なも

のとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を

聴いて指定するもの 

クラスⅠ 
不具合が生じた場合でも、

人体へのリスクが極めて低

いと考えられるもの 

一般医療機器 
高度管理医療機器及び管理医療機器以外の医療機器であ

って、副作用又は機能の障害が生じた場合（適正な使用目

的に従い適正に使用された場合に限る。）においても、人

の生命及び健康に影響を与えるおそれがほとんどないも

のとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を

聴いて指定するもの 
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。 

 

調査対象とした、成人用人工呼吸器、汎用人工呼吸器、二相式気道陽圧ユニット、持続

的気道陽圧ユニット、個人用透析装置、超音波ネブライザの借用にあたっては、のべ 14

社からの協力を得て計 17 台を選定した。なお、個人用透析装置は国内では 4 社が扱って

いるが、調査では各社から主要な機種を各 1 台選定頂いた。 

本年度の影響測定での医療機器の台数と適合している EMC (Electro-Magnetic 

Compatibility)規格の規格番号を表 2-5 に示す。なお、調査対象とした医療機器の中には

適合する EMC 規格を日本産業規格 JIS T 0601-1-2 シリーズで表記されている機器もあ



43 
 

るが、JIS T 0601-1-2 シリーズは国際規格 IEC60601-1-2 シリーズを基にされていること

と表記上わかりやすくするため、ここでは国際規格 IEC 60601-1-2 シリーズで統一して

いる。 

表 2-5 調査台数・適合 EMC 規格一覧 

一般的名称 
機器提供 
会社数 

調査 
台数 

適合 EMC 規格 
(IEC 規格番号) 

成人用人工呼吸器 4 6 

IEC 60601-1-2:2007 
IEC 60601-1-2:2007 
IEC 60601-1-2:2007 
IEC 60601-1-2:2014 
IEC 60601-1-2:2014 
IEC 60601-1-2:2014 

汎用人工呼吸器 2 3 
IEC 60601-1-2:2007 
IEC 60601-1-2:2014 
IEC 60601-1-2:2014 

二相式気道陽圧ユニット 1 1 IEC 60601-1-2:2007 

持続的自動気道陽圧ユニット 2 2 
IEC 60601-1-2:2007 
IEC 60601-1-2:2014 

個人用透析装置 4 4 

IEC 60601-1-2:2004 
IEC 60601-1-2:2004 
IEC 60601-1-2:2004 
IEC 60601-1-2:2004 

超音波ネブライザ 1 1 IEC 60601-1-2:2007 
 

医療機器の動作状態 

医療機器の動作状態は、患者を模擬するための模擬装置等を用いて動作させ、各医療機

器が一般的に患者に対して治療等の動作を行っている状態とした。影響測定時の各医療機

器の動作状態概要を表 2-6 と表 2-7 に示す。過去の影響測定と同様に、各医療機器で流

量、圧力、温度及び気泡等を検知しているセンサの感度レベルは、出来る限り電波の影響

を受けやすい状況での影響の有無や影響状況を確認することを目的として、治療等で用い

られる設定の範囲の中で最も高感度な状態とし、警告音量も異音等を感知しやすくするた

めに最大の設定としている。ただし、これは臨床において患者の治療で用いられる設定と
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は乖離がある可能性を考慮する必要がある。なお、各医療機器の動作設定は製造販売業者

の技術者からの情報に基づき、各医療機器で主に使用される動作モードでの設定としてい

る。 

表 2-6 各医療機器の動作状態と設定概要 

一般的名称 医療機器の動作状態と設定概要 

成人用人工呼吸器 

SIMV VCV モード 
各種設定： 
一回換気量：500mL, PEEP：5.0cmH2O, 
PS 圧：PEEP+7.0cmH2O, 呼吸回数：15bpm, 呼吸時間：1 秒, 
吸気トリガ：5 段階中 3(数字が小さくなるほど高感度）, 
呼気トリガ：自動,呼吸回数警報上限：80bpm,  
分時換気量上限：20L/分,  
リークポートを介してテスト肺を接続し、設定した換気量・呼吸回数で

強制換気（機械換気）を行う動作状態とした。 
 
S/T モード 
各種設定： 

IPAP：10.0~16.0cmH2O, EPAP：4.0cmH2O, 
呼吸回数：12bpm, 呼吸時間：1 秒, 吸気トリガ：自動, 
呼吸回数警報上限：35bpm, 分時換気量上限：30L/分,  
リークポートを介してテスト肺を接続し、設定した PS 圧・呼吸回数で

強制換気（機械換気）を行う動作状態とした。 
 
A/C PCV モード（平均換気量保持機能有効設定） 
各種設定： 

一回換気量：400mL, PEEP：4.0hPa, 最小吸気圧：5hPa,  
最大吸気圧：30hPa, 呼吸回数 12bpm, 吸気時間：1 秒,  
吸気トリガ：自動, 呼吸回数警報上限：40bpm,  
リークポートを介してテスト肺を接続し、設定した一回換気量となるよ

う制御された吸気圧・呼吸回数で強制換気（機械換気）を行う動作状態

とした。 
 
A/C PCV モード 
各種設定： 

IPAP：15.0cmH2O, PEEP：5.0cmH2O, 呼吸回数 15bpm,  
吸気時間：1 秒, 吸気トリガ：9 段階中 3(数字が小さくなるほど高感度), 
呼吸回数警報上限：35bpm, 
リークポートを介してテスト肺を接続し、設定した吸気圧・呼吸回数で

強制換気（機械換気）を行う動作状態とした。 
 
A/C VCV モード 
各種設定： 
一回換気量：500mL, PEEP：0cmH2O, 呼吸回数：12bpm,  
呼吸時間：1 秒, 呼気トリガ：3L/分, 呼吸回数警報上限：35bpm,  
分時換気量上限：10L/分, 
リークポートを介してテスト肺を接続し、設定した PS 圧・呼吸回数で

強制換気（機械換気）を行う動作状態とした。 
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表 2-7 各医療機器の動作状態と設定概要 

一般的名称 医療機器の動作状態と設定概要 

汎用人工呼吸器 

S/T モード 
各種設定： 

IPAP：15.0cmH2O, EPAP：5.0cmH2O, 
呼吸回数：15bpm, 吸気時間：1 秒, 
吸気トリガ：5 段階中 2~3(数字が小さくなるほど高感度), 
呼気トリガ：5 段階中 3(数字が小さくなるほど高感度), 
呼吸回数警報上限：50bpm 
リークポートを介してテスト肺を接続し、設定した PS 圧・呼

吸回数で強制換気状態とした。 
 
A/C PCV モード 
各種設定： 

IPAP：15.0cmH2O, EPAP：5.0cmH2O, 
呼吸回数：15bpm, 吸気時間：1 秒, 
吸気トリガ：9 段階中 3(数字が小さくなるほど高感度), 
呼吸回数警報上限：35~40bpm, 分時換気量上限：30L/分 
リークポートを介してテスト肺を接続し、設定した吸気圧・呼

吸回数で強制換気状態とした。 

二相式気道陽圧ユニット 

S/T モード 
各種設定： 

IPAP：15.3cmH2O, EPAP：4.0hPa, 呼吸回数：15bpm, 
最小吸気時間：0.7 秒, 最大吸気時間：1.7 秒, 
吸気トリガ：5 段階中 3(数字が小さくなるほど高感度), 
呼気トリガ：5 段階中 3(数字が小さくなるほど高感度), 
呼吸回数警報上限：50bpm 
リークポートを介してテスト肺を接続し、設定した PS 圧・呼

吸回数で強制換気状態とした。 

持続的自動気道陽圧ユニット 

自動圧調整モード 
各種設定： 

最大圧：20.0cmH2O, 最小圧：4.0cmH2O 
リークポートを介してテスト肺を接続した。 

個人用透析装置 

血液透析（HD：Hemodialysis）モード 
各種設定： 

血流量：200mL/min, 抗凝固薬シリンジ速度：3.0～10.0mL/h, 
除水速度：0.3～1L/h, 透析液濃度：13.8～14.7mS/cm, 

透析液温度：36.0～36.5℃, 透析液流量：500mL/min, 
気泡検出器（動静脈）：単独 0.01mL/積算 0.1mL 等 
漏血センサ：200ppm 等 

その他設定：警報音量：最大，画面輝度：最大 

超音波ネブライザ 
患者の呼吸を検出し、安定呼吸時の吸気前半に最適量の薬液

噴霧する状態。 
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調査対象の無線 LAN 機器 

平成 28 年度に実施された基礎調査では、在宅医療機器への影響について、優先的に調

査すべき電波発射源として、携帯電話端末とともに無線 LAN 機器が選定された。 

現在、無線 LAN 機器は広く普及しており、家庭内や介護施設においても無線 LAN 環

境を導入するケースが増えている。さらに、新型コロナウイルス感染症の影響でリモート

ワークやリモート授業が広がり家庭内での無線 LAN の必要性は益々高まっている。介護

施設等においても、利用者の見守りシステム等による無線 LAN の利用が進んでおり、電

波環境協議会の医療機関における電波利用推進委員会が 2020 年 1 月~2 月に実施した介

護老人福祉施設調査、介護老人保健施設に対するアンケート調査では、61.6%の施設で無

線 LAN を導入していた 29。 

無線 LAN 機器には、インターネット有線回線への接続に必要となる据置きで用いられ

る無線 LAN アクセスポイント（無線 LAN ブロードバンドルータ）や携帯電話回線等を

用いたモバイルルータ、無線 LAN 機能が搭載されたスマートフォンやタブレットなど多

くのモバイル通信機器が含まれる。これらの無線 LAN 機器はいずれも在宅医療機器と同

じ環境で使用される可能性があり、特にモバイル機器は移動や可搬が容易なことから在宅

医療機器との不用意な接近が起こりやすい。ただし、図 2-1 の無線 LAN 機器の空中線電

力とアンテナ利得のイメージ例に示すように、モバイルルータやスマートフォンなどのモ

バイル機器の無線 LAN の電波の強度は、据置きで用いられる無線 LAN アクセスポイン

トの電波の強度に比べて小さい傾向がある。これは、モバイル機器の場合は形状や大きさ

が制限されること、また、バッテリでの駆動等を前提とするため、電波の放射効率を表す

指標の一つであるアンテナ利得（空中線利得）やアンテナに供給する電力（空中線電力）

が小さいことによる。そのため、モバイル機器が発射する無線 LAN の電波による医療機

器への影響は、据置きで用いられる無線 LAN アクセスポイントの電波による医療機器へ

の影響と比べて小さくなることが予想される。 

そこで、本調査では据置きで用いられる無線 LAN アクセスポイントからの電波を優先

的に調査することとし、中でも複数のアンテナを備えてビームフォーミング機能を有する

など電波の放射能力が高い機器を調査対象として選定した。 

 
29 電波環境協議会医療機関における電波利用推進委員会「2019 年度医療機関等における適正な電波利用

推進に関する調査の結果【介護施設】」（2020 年 6 月） 
https://www.emcc-info.net/medical_emc/pdf/R02questionnaire_nursinghome.pdf 
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（2.4GHz 帯,20MHz 幅） 

図 2-1 無線 LAN 機器の空中線電力とアンテナ利得のイメージ例 

 

また、米国電気電子学会（IEEE）が定める無線 LAN 機器の標準を定めた IEEE 

802.11 シリーズのうち、最新の IEEE 802.11ax 規格に準拠した機器を対象とした。

IEEE 802.11ax 規格は 2.4GHz 帯、5GHz 帯の双方でビームフォーミング機能が標準機能

として規格化されており、従来規格に比べて最も多くのサブキャリアを用いるため周波数

密度が高く、電波による影響を与えやすいと考えられる。 

なお、ビームフォーミング機能は、複数のアンテナから発射する電波の位相や強度を制

御することで、無線 LAN クライアントの位置における電波の強度を単一のアンテナから

発射したときよりも高める機能である。つまり、ある利得を持つアンテナを単一で用いる

場合と、同じアンテナを複数本用いてビームフォーミング機能を有効にした場合を比べる

と、単一でアンテナを用いた場合よりも利得が大きくなる。この、ビームフォーミング機

能によるアンテナ利得の増加量は、理論的には使用するアンテナの数に比例することが知

られている。ただし、IEEE 802.11ax 規格でサポートするアンテナ数は 8 アンテナまで

であること、放射する電波の帯域幅が 20MHz と広いことから合成利得は最大でも数 dB

程度までとされている。影響測定での試験系ではビームフォーミング機能による合成利得

を考慮してアンテナ入力電力を調整した。 
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影響測定の実施周波数と電波の諸元 

影響測定を実施した周波数は、2.4GHz 帯及び 5GHz 帯のそれぞれの周波数帯で日本国

内で使用可能なチャネルを網羅できる周波数に設定した。影響測定を実施した周波数帯、

周波数及び対応するチャネルを表 2-8 に示す。 

影響測定における電波の占有帯域幅は、過去に実施された影響測定において、ピーク電

力が大きい方が影響を発生させやすいとされていること、かつ一般的に使用されている帯

域幅であることを踏まえ、20MHz 幅とした。また、通信速度の向上のためにチャネルを

束ねる機能（チャネルボンディング機能）を用いることも一般的になっているため、影響

が確認された場合には、チャネルボンディング時の帯域幅に設定した影響測定も実施し

た。チャネルボンディング時の影響測定を実施した周波数と帯域幅を表 2-9 に示す。ま

た、IEEE 802.11ax 規格に基づく電波の主な諸元を表 2-10 と表 2-11 に示す。 

 

表 2-8 影響測定を実施した周波数及び帯域幅 

周波数帯 周波数 帯域幅 対応するチャネル 

2.4GHz 帯 2437MHz 

20MHz 

6ch 

5GHz 帯 

5180MHz 36ch 
5320MHz 64ch 
5500MHz 100ch 
5720MHz 144ch 

 

表 2-9 チャネルボンディング設定時の周波数と帯域幅 

周波数帯 周波数 帯域幅 対応するチャネル 

2.4GHz 帯 2422MHz 40MHz 1ch+5ch 

5GHz 帯 

5210MHz 80MHz 36ch+40ch+44ch+48ch 
5290MHz 80MHz 52ch+56ch+60ch+64ch 

5610MHz 160MHz 100ch+104ch+108ch+112ch+116ch+120ch+ 
124ch+128ch+132ch+136ch+140ch+144ch 
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表 2-10 2.4GHz 帯の IEEE 802.11ax の電波の主な諸元 

項 目 諸 元 

参照法令規格等 

・無線設備規則、証明規則他 
・ARIB STD-T66 3.7 版 第二世代小電力データ通信システム/ワイ
ヤレス LAN システム 
・平成 31 年 4 月 26 日 諮問第 2009 号「省電力の無線システムの
高度化に必要な技術的条件」のうち「次世代高効率無線 LAN の導
入のための技術的条件」一部答申 

周波数帯 2400MHz ~ 2483.5MHz 
占有帯域幅 26MHz 以下, 26MHz を超え 40MHz 以下 

変調方式 1 次変調:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM,1024QAM 
2 次変調:OFDMA 

ビームフォーミング 標準 

最大空中線電力 占有帯域幅(26MHz 以下):10mW/MHz 
占有帯域幅(26MHz を超え 40MHz 以下):5mW/MHz 

空中線利得等 
12.14dBi 以下（指向性空中線使用時） 
等価等方輻射電力は 22.14dBm/MHz 以下 
半値角はθ≦360/A 以下（A の最大値は 10） 

 

表 2-11 5GHz 帯の IEEE 802.11ax の電波の主な諸元 

項 目 諸 元 

参照法令規格等 

・無線設備規則、証明規則他 
・ARIB STD-T71 6.2 版 広帯域移動アクセスシステム(CSMA) 
・平成 31 年 4 月 26 日 諮問第 2009 号「省電力の無線システムの
高度化に必要な技術的条件」のうち「次世代高効率無線 LAN の導
入のための技術的条件」一部答申 

周波数帯 
W52:5150MHz ~ 5250MHz 
W53:5250MHz ~ 5350MHz 
W56:5470MHz ~ 5730MHz 

占有帯域幅 20MHz,40MHz,80MHz,160MHz 

変調方式 1 次変調:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM,1024QAM 
2 次変調:OFDMA 

ビームフォーミング 標準 

最大空中線電力 
占有帯域幅(20MHz):10mW/MHz 
占有帯域幅(40MHz):5mW/MHz 
占有帯域幅(80MHz):2.5mW/MHz 
占有帯域幅(160MHz):1.25mW/MHz 

等価等方輻射電力 W52,W53:10mW/MHz 
W56:50mW/MHz(占有帯域幅 20MHz 時) 
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影響測定系の構成 

模擬システムを用いた影響測定系の構成 

過去の調査での電波による医療機器への影響測定の実施では、過大側の評価が可能な模

擬システムを電波発射源としてスクリーニング測定を行った上で、スクリーニング測定で

影響が確認された試験条件について、電波発射源の一般的な実機を用いて影響測定を行っ

ている。この上で、影響の有無及び影響の防止策に関しては、基本的に実機による影響測

定の結果に基づいて検討を行ってきた。 

一方、本年度の調査対象とした無線 LAN アクセスポイントは、市販されている製品に

よって本体の形状、大きさ、アンテナ性能、アンテナ数および各アンテナへの入力電力な

どが大きく異なり、実機による影響測定において再現性を確保することや測定結果に一般

性を持たせることが難しい。 

そこで、本影響測定では、製品による差異に依存せずに再現性の高い評価を行うことが

できる模擬システムによる試験系の検討を行い、模擬システムによる影響測定を基本とし

た。また、実機に関しても模擬システムによる影響測定との比較検証のため 1 機種のみで

はあるが、影響測定を実施している（1.3.2. 参照）。なお、本影響測定は、電波発射源が

医療機器に不用意に近接するなど、想定し得る中で最も厳しい条件で評価をしており、後

述のように電波を断続させた形での発射やアンテナを医療機器のごく近傍まで近接させる

方法を採用している。一方、医療機器の EMC 規格で要求される試験では、電波は連続的

に照射された状態であり、アンテナと医療機器は一定の距離を設けた上で電波の強度を変

化させるなど、条件・方法が異なる点に留意する必要がある。 

模擬システムは、無線 LAN の信号を模擬するための信号発生器や高周波増幅器および

半波長ダイポールアンテナ等によって構成した。半波長ダイポールアンテナへの入力電力

は、ビームフォーミング機能によるアンテナ利得の向上が、無線設備規則第四十九条の二

十に示される無線 LAN 機器の等価等方輻射電力の制限を超えないことから、規定の最大

の等価等方輻射電力から半波長ダイポールアンテナの絶対利得を差し引いた電力とした。

なお、等価等方輻射電力とは、ある一定方向に放射される電波の強度を表し、無線機に備

わるアンテナの絶対利得とアンテナへの入力電力の乗算値で表される。 

ただし、2.4GHz 帯の無線 LAN 機器における等価等方輻射電力の規定は、屋外等にお

ける長距離通信や通信カバーエリアの限定などを目的として高利得の指向性アンテナを使



51 
 

用した場合を含む規定であるため、本影響測定で対象とする屋内環境で使用される無線

LAN アクセスポイントとは用途や性能が大きく異なる。そこで、屋内環境における一般

的な無線 LAN アクセスポイントに用いられる無指向性アンテナの利得とビームフォーミ

ング機能による利得の向上分を、米国 FCC30の調査結果 31を参考にして算出し、規格上

定められているアンテナへの入力電力の上限値を用いた。付録 3 にビームフォーミング

機能による利得の向上を考慮したアンテナへの入力電力の計算過程と 10m の距離におけ

る模擬システムと 1.3.2. に示す無線 LAN アクセスポイント実機の電波の強度の測定例を

示す。各影響測定周波数での半波長ダイポールアンテナへの入力電力を表 2-12 に示す。 

表 2-12 影響測定周波数とアンテナへの入力電力 

影響測定周波数 アンテナ入力電力 

2437MHz 563.7mW 

5180MHz 122.2mW 

5320MHz 122.2mW 

5500MHz 610.9mW 

5720MHz 610.9mW 

 

模擬システムで用いた測定機器は、無線 LAN 機器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（Rohde&Schwarz 社製 SMW200A）、増幅器（Mini-Circuits

社製 HPA-50W-63+）、増幅器から電波を発射する空中線への直流成分の入力を阻止する

DC ブロック（Pasternack 社製 PE8213）、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、増幅器と半波長ダイポールアンテナ間の方向性結合器（Keysight 社製

772D）、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（Keysight 社製 N8487A）及びパワーセンサ（入力電力・反射電力測定ともに

Keysight 社製 N1914A）、電波発射源として、各周波数帯に適応した半波長ダイポールア

ンテナ（2437MHz には Anritsu 社製 MA5612B4、5180MHz には Anritsu 社製

 
30 連邦通信委員会（米国） 
31 Federal Communications Commission「Directional Gain of IEEE 802.11 MIMO Devices 
Employing Cyclic Delay Diversity」(2013 年 4 月) 
https://apps.fcc.gov/kdb/GetAttachment.html?id=zx796foayVA0TnNkVOgKjg%3D%3D&desc=OET%
2013TR1003%20Directonal%20Gain%20of%20802%2011%20MIMO%20with%20CDD%2004%2005%
202013&tracking_number=49466 
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MA5612C4、5320MHz と 5500MHz と 5720MHz は Anritsu 社製 MA5612C5）、各装置

を接続する同軸ケーブル（潤工社製 JUNFLON MWX シリーズを主に使用）を用いて構

成した。模擬システムの構成概要ブロック図を図 2-2 に示す。 

 

図 2-2 模擬システムの構成概要 

 

各周波数帯で使用した半波長ダイポールアンテナの基本諸元を表 2-13 に示す。 

表 2-13 模擬システムに用いた各周波数帯の半波長ダイポールアンテナの基本諸元 

帯域 製造メーカ型名 利得 VSWR 
入力 

インピーダ

ンス 
2.4GHz 帯 Anritsu 社製 MA5612B4 公称 2dBi 2.0 以下 公称 50Ω 

5GHz 帯 
Anritsu 社製 MA5612C4 公称 2dBi 2.0 以下 公称 50Ω 

Anritsu 社製 MA5612C5 公称 2dBi 2.0 以下 公称 50Ω 

 

実機を用いた影響測定系の構成 

1.3.1. に示した通り、本影響測定では模擬システムによる実施を基本としたが、模擬シ

ステムによる影響測定は実機に対して常に過大側の評価となる。このため、模擬システム

において影響が発生した医療機器の影響発生距離は無線 LAN アクセスポイント実機によ

る影響発生距離と比較して大きくなっていると考えられる。そこで、影響発生距離の比較

検証のため、参考として無線 LAN アクセスポイント実機を用いての影響測定を実施し

た。前述のとおり、製品によって電波の放射特性は大きく異なることから、屋内で使われ

デジタル変調
信号発生器
SMW200A

（Rohde&Schwarz）

増幅器
HPA-50W-63+
（Mini-Circuits）

制御用PC

DCブロック
PE8213

（Pasternack）

パワーセンサ
N8487A
(Keysight)

パワーセンサ
N8487A
(Keysight)

減衰器
PE7015-10
（Pasternack）

方向性結合器
772D

（Keysight）

パワーメータ
N1914A
（Keysight）

半波長ダイポールアンテナ
2.4GHz帯：MA5612B4

5GHz：MA5612C4
5GHz：MA5612C5

(Anritsu)

制御

制御

在宅医療機器
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る無線 LAN アクセスポイントの中でも電波の放射特性が比較的大きいと考えられる 1 機

種を選定した。無線 LAN アクセスポイント実機による影響測定の対象とした医療機器

は、模擬システムによる影響測定で影響が発生した医療機器のうち、影響発生距離が比較

的大きかった医療機器とした。 

無線 LAN アクセスポイントからの電波がビームフォーミング機能によって在宅医療機

器の方向へ向くように、在宅医療機器は電波発射源となる無線 LAN アクセスポイント実

機と電波受信側の無線 LAN クライアントの間に配置した。また電波受信側の無線 LAN ク

ライアントの周辺には電波吸収体で囲むなどして受信状況を悪くさせることで、電波送信

側の無線 LAN アクセスポイントが最大電力で電波を出力する設定とした。無線 LAN アク

セスポイントと無線 LAN クライアント間の通信は、ネットワーク上の特定の宛先へ通信

量を指定しながら送受信の試験を行うことができるデータクオリティアナライザ（Anritsu

社製 MD1230B）を用いて行った。無線 LAN アクセスポイント実機およびクライアント実

機は IEEE 802.11ax 規格の通信が可能かつビームフォーミング機能が搭載され、現在入手

できる機種を用いた。各装置は LAN ケーブル（CAT5e 相当のケーブルを主に使用）を用

いて接続した。無線 LAN アクセスポイント実機による影響測定系概要ブロック図を図 2-

3 に示す。 

 

 

図 2-3 無線 LAN アクセスポイント実機を用いた影響測定系概要 

 

データクオリティ
アナライザ

MD1230A
（Anritsu）

無線LAN
アクセスポイント

無線LAN
クライアント

在宅医療機器

データ
送信側

データ
受信側

電波発射源
（親機側）

電波受信側
（子機側）

無線LANアクセスポイント
と

無線LANクライアント
の間に配置

電波吸収体

フレーム応答等
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照射する電波の状態 

医療機器は呼吸や心拍等の生体リズムに合わせて制御回路が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 秒で電波が断続されて医療機器に照射された時に

影響が発生しやすいとされている 32。そこで、模擬システムと実機での測定のいずれも、

電波の発射状態は図 2-4 に示すように電波を断続している状態としている。 

 

 

図 2-4 無影響測定での電波の断続発射状態 

 

影響測定の実施 

影響測定は、電波的に外部から遮へいされた床面金属の電波暗室内で実施した。 

影響測定実施時には、電波発射に必要な機器類と対象の医療機器、医療機器の模擬動作

に必要な補助機器等全てを電波暗室内に持ち込んでいる。なお、対象の医療機器以外の機

器が照射する電波の影響を受けないように配置には十分な注意を払っている。また、医療

機器の動作設定や電波の影響を受けやすそうな部品等の配置確認のため、各医療機器の技

術者には立会いを依頼した。 

 

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示す。影響測定の実施は手順に従って各影響測定

 
32 石原哲、東山潤司、垂澤芳明、長瀬啓介、「高速無線アクセス技術を用いた携帯電話端末の電波が医

療機器に与える電磁干渉」、信学技報 IEICE Technical Report EMCJ2011-97（2011 年 12 月） 

：電波発射期間

振
幅 時間

0.5秒 0.5秒

1秒
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を行う周波数に順次切り替えて実施した。 

 

【医療機器の動作】 

① 医療機器はその機種が目的とする最も一般的な治療等の動作状態とする。 

② 各種設定可能な感度や圧力検知等の設定は、影響測定が安全側の評価となるように治

療等の動作状態の内で最も高感度な状態とする。 

③ ディスプレイの輝度設定と警告音量等は最大設定とする。 

【模擬システムによる測定】 

④ 規定の電波を模擬システムの半波長ダイポールアンテナから放射する。 

⑤ 半波長ダイポールアンテナ給電部を医療機器表面（接続している装置や接続線を含

む）から1cm程度の距離まで接近させた状態で、偏波方向を変えながら約5cm/秒の速

度で医療機器表面を隈無く移動させる。なお、医療機器の凹み部分や機器間等を接続

するリード全てについても同様に半波長ダイポールアンテナを接近させる。特にセン

サ等が配置されている周辺では慎重にアンテナを移動させる。 

⑥ 影響が発生した時には影響が発生した場所と具体的な事象を記録する。 

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

ナと医療機器の離隔距離を約1cm/秒の速度で離していき、影響の発生が無くなる距

離を計測する。影響状況が変化した場合にはその時の距離と事象を記録する。影響発

生距離の計測は再現性を確認しながら3回以上行い距離を確定する。 

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

アンテナの偏波方向を変えながら医療機器に約1cm/秒の速度で近づけていき、影響

が発生し始めた時の距離と影響の事象を記録する。影響発生距離の計測は再現性を確

認しながら3回以上行い距離を確定する。さらに、半波長ダイポールアンテナを医療

機器に約1cmの距離まで接近させ、影響状況が変化した場合にはその時の距離と事象

を記録する。 

⑨ 影響が発生した場所の数と影響の事象毎に影響が発生した距離が最も大きな距離を記

録する。 

⑩ チャネルボンディング時の影響を測定するため、半波長ダイポールアンテナから放射

する電波の帯域幅を広げ、上記⑦から⑨の手順に従い実施する。 
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【無線LANアクセスポイント実機による影響測定】 

⑪ 電波発射源を無線LANアクセスポイント実機に替えて最大電力設定として電波を放

射する。 

⑫ 無線LANアクセスポイント実機のアンテナ部を模擬システムによる測定で影響が発

生した各場所の医療機器表面から1cm程度まで接近させ、また、アンテナの方向を各

種変えて医療機器の影響の有無や事象を記録する。 

⑬ 上記⑪及び⑫の手順に従って、無線LANアクセスポイント実機による影響発生距離

の計測を行う。 

⑭ 実機が電波発射源の時に影響が発生した箇所数と影響の事象毎に影響が発生した距離

が最も大きな距離を記録する。 

【影響のカテゴリー分類】 

⑮ 発生した影響は次項に示すカテゴリー分類に基づいて、事象毎に影響測定実施者が1

次判断を行った上で有識者会議への報告を行い、有識者会議にて最終的な影響のカテ

ゴリー分類の判断を行う。 

 

影響のカテゴリー分類 

既存の影響のカテゴリー分類 

電波による在宅医療機器への影響判定のためのカテゴリー分類は、平成 28 年度の基礎

調査において、過去に総務省で実施された調査で用いられたカテゴリー分類 33と整合をと

りつつ、在宅医療機器が使用される環境を考慮に入れて作成された 34。 

医療機器の不具合が患者の健康へ与える影響は、医療機器の使用目的や用途、投与する

薬剤、患者の病態等によっても異なる。そこで、カテゴリー分類は、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例を分けて整理した。医療機器の不具合

状態の分類では、以前のカテゴリー分類にある可逆的／不可逆的といった物理的な障害状

態に加え、不具合の状態をより容易に分類可能とするよう、医療機器の機能や設定、表示

 
33 医療機関で使用される医療機器が電波によって影響を受けた時の影響の分類。平成 8 年に不要電波問

題対策協議会（現：電波環境協議会）により公表され、平成 13 年に総務省による見直しが行われた。 
34 総務省「電波の医療機器等への影響に関する調査」報告書（2017 年 3 月） 
http://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/ele/medical/h28.pdf  
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等に発生する不具合に関する記載を加えている。加えて、不具合時に患者自身若しくは家

族や介護者等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いる。 

また、医療機器の不具合が患者の健康へ与える影響例は、医療機器の不具合時の人体へ

のリスクに基づき定められている医療機器のクラス分類の考え方を一部取り入れている。

具体的には、主に医療機器が「積極的生命維持を行っている場合」と「機能補助や機能代

行を行っている場合」について、医療機器の不具合によって、患者等に起こり得る状態

（診療擾乱状態／誤診療状態／病態悪化状態／致命的状態／破局的状態）を示している。 

上記の観点で作成された在宅医療機器に対する電波による影響判定のためのカテゴリー

分類を表 2-14 に示す。平成 29 年度、平成 30 年度及び令和元年度の調査においては、同

分類に基づき影響判定を行っている。 

ただし、令和元年度に調査対象とした自己検査用グルコース測定器は、患者の健康状態

の判断のために、「検体（血液）の測定を行う医療機器」であり、積極的生命維持や機能

補助、機能代行を行う医療機器を想定したカテゴリー分類をそのまま適用することは妥当

ではない。そこで、「検体の測定を行う医療機器」に対する電波による影響判定を行うた

めのカテゴリー分類を別途検討し、自己検査用グルコース測定器に関しては、このカテゴ

リー分類を適用することとした。令和元年度調査で作成した「検体の測定を行う医療機

器」に対する電波による影響判定のためのカテゴリー分類を表 2-15 に示す。 
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表 2-14  在宅医療機器への電波の影響のカテゴリー分類（令和元年度調査まで） 
カテ 

ゴリー 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 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。 

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 

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。 

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 

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。 

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 

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。 

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 

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。 

5 アラームが無い動作停止、または基本的機

能等に不具合が起きている状態 

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。 

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 

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。 

3 

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 

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。 

2 
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 
診療擾乱状態となり得る。 

1 不具合は起きていない状態 患者への影響は無い。 



59 
 

表 2-15 検体の測定を行う医療機器への電波の影響のカテゴリー分類（令和元年度調査） 

カテ 
ゴリー 医療機器の不具合の状態 診療への影響例 

4 

発火や破裂等が発生する状態 

検体の測定が行えない状態となり

得る。 

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 

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 

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 

3 

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 

誤診療状態となり得る。 アラームが無い動作停止、または基本的機能等に不具

合が起きている状態 

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 

2 

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 診療擾乱状態となり得る。 
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 

1 不具合は起きていない状態 患者への影響は無い。 

 

医療機器の不具合状態の分類を表 2-16 に示す。 

 

表 2-16 医療機器の不具合状態の分類（令和元年度調査まで） 

医療機器の 

不具合状態の分類 
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。 
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患者の健康へ影響分類とそれぞれの状態を表 2-17 に示す。 

表 2-17 患者の健康への影響の分類  

分 類 患者の健康への影響の説明 

診療擾乱状態 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。 

 

影響のカテゴリー分類の見直し 

影響のカテゴリー分類の見直しにおける基本方針 

令和元年度調査において、平成 28 年度の基礎調査に基づいて作成したカテゴリー分類

を適用することができない在宅医療機器があったことも踏まえ、令和元年度調査の報告書

では、「在宅医療機器は今後も診療や治療に限らず様々な用途での開発や利用が進められ

ることが想定されることから、影響のカテゴリー分類についても、在宅医療機器の使用用

途、想定される使用環境、電波による影響発生リスク等を踏まえ、より汎用的に評価を行

えるように、見直しを行っていくことが必要である。また、影響のカテゴリー判定を行う

ものとしてだけでなく、医療従事者や患者・家族・介護者の方に影響事象がどのようなも

のか、影響を防止するために何をすべきかを正しく理解してもらうための情報提供として

も活用できるよう、不具合や影響に関する説明に使われる表現や用語に関してもわかりや

すさの観点で見直しを行うべきである。」として、影響カテゴリーの見直しを行うべきと

の方針が示された。 

この方針に従い、本年度の調査では実際の影響測定を実施する前に、カテゴリー分類の

見直しを行うこととし、有識者会議の下に「在宅医療機器の影響カテゴリーに関するタス
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クフォース」（以下、「タスクフォース」という。付録 5-4 参照）を設置して、新たな影響

のカテゴリー分類を策定した。 

影響のカテゴリー分類の見直しの前提として、過去の調査との整合性を確保するため、

従来のカテゴリーにおける「医療機器の不具合状態」と「患者の健康への影響例」を切り

分けて整理する方針は維持した。これは、医療機器の不具合の状態が患者の健康に与える

影響は患者の状態や機器の使用方法、使用環境によって異なるため、影響カテゴリーの数

値自体は医療機器の物理的な不具合によって判断し、実際の患者の健康への影響はあくま

で参考情報として示すべきとの考えによる。 

その上で、「医療機器の不具合状態」の見直しの基本方針として、将来新たに導入され

る機器も含めて、様々な種類・用途の在宅医療機器に適用可能なカテゴリーとするため、

医療機器を用途・機能別に分類し、不具合の重大性、緊急性が高い機器・機能区分により

高いカテゴリーを割当てることとした。加えて、医療機関とは物理的に離れた在宅・介護

施設等で使用されるという在宅医療機器の性質を踏まえ、医療機器の不具合発生時に患者

や介護者が、不具合に気が付くことができるか、影響を排除するよう対応できるかという

視点で、①機器の不具合の可逆／不可逆性（電波発射源を医療機器から離すことで影響が

消失するか）、②アラーム有無（電波による影響により発生した機器の異常・不具合を通

知するアラームがあるか）による判断基準に基づき、各区分のカテゴリーの数字を決定す

る形とした。従来のカテゴリー分類ではこれらの判断基準が曖昧であり、判定が困難な場

合もあったため、判断基準については可能な限り分かりやすく端的に理解できる表現を用

いた。その際、諸外国で実施されている無線機器からの医療機器への影響に関する研究で

使われている影響のカテゴリー分類の事例も参考にしている（付録 2 参照）。なお、上記

の判断基準に含まれない不具合に関する詳細な情報（影響発生時の具体的な状況、発生し

たアラームの詳細、復旧手順等）に関しては、個別の影響事例として報告書に記載する。 

既存のカテゴリーでは、「医療機器の不具合状態」と「患者の健康への影響例」を同じ

表で示していたが、新たなカテゴリー分類では、「患者の健康への影響例」を別表として

示す形とした。なお、「患者の健康への影響例」を参考にして影響の可能性を判断する際

は、医療機器の使用状態、つまり影響が発生した際の在宅医療機器の各種設定（モード設

定、パラメータ設定、アラーム設定等）を理解しておくことが重要になる。このため、本

調査においては、在宅医療機器の影響測定時の各種設定情報を可能な範囲で明示すること

としている。 
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新たなカテゴリー分類 

上記の方針に基づき作成した新たなカテゴリー分類 35を以下に示す。 

まず、本調査において定義する在宅医療機器の機器・機能を不具合の重大性、緊急性に基

づき、表 2-18 のとおり分類した。本表は影響のカテゴリー分類とは別表とし、新たに承

認された在宅医療機器等については、都度該当する区分に分類することとする。 

 

表 2-18 在宅医療機器の機器・機能の分類（令和 2 年度以降） 

機器・機能による区分 説明 対象となる在宅医療機器 

治療用機器Ⅰ 
（高度生命維持） 

高度生命維持を目的とした、治

療、機能代行、機能補助を行う機

器。 
機器の停止・誤作動などの不具合

が直ちに生命にかかわる。 

成人用人工呼吸器、二相式気道陽圧ユニ

ット、新生児・小児用人工呼吸器、高頻

度人工呼吸器、可搬型人工呼吸器、家庭

治療用人工呼吸器、汎用人工呼吸器、陰

圧人工呼吸器、植込み型補助人工心臓注 1） 

治療用機器Ⅱ 
（治療・機能代行・機能補助） 

治療、機能代行、機能補助を行う

機器。 
機器の停止・誤作動などの不具合

が直ちに生命にかかわるもので

はない。 

汎用輸液ポンプ、注射筒輸液ポンプ、個

人用透析装置、自動腹膜灌流用装置、腹

膜灌流用紫外線照射器、酸素濃縮装置注

2)、呼吸同調式レギュレータ、持続的自動

気道陽圧ユニット、気道粘液除去装置、

超音波ネブライザ、医薬品経腸投与ポン

プ、インスリンポンプ注 1)、植込み型神経

刺激装置注 1) 

モニタ用機器 
（連続的測定・異常値検知） 

患者の状態の継続観察のため、生

体現象や検体の連続的な測定デ

ータを取得し、かつ異常値に対し

て警報や通知を行う機器。 

グルコースモニタシステム 

検査用機器 
（単回検査としての 

測定データ取得） 

単回の検査のため、患者や介護者

が機器を操作することにより生

体現象や検体の測定データを取

得する機器。 

自己検査用グルコース測定器 

表示・音声・付属機能 
治療、モニタリング、検査の機能

には影響を与えない、表示・音声・

付属機能。 
（機器によらず）表示・音声・付属機能 

注 1）植込み型補助人工心臓、インスリンポンプ、各種植込み型神経刺激装置は、在宅療養指導管理料

の対象として含まれるが、本調査においては、「植込み型医療機器・装着型医療機器」として別途調査

を実施しているため、在宅医療機器調査の枠組みの中では調査は行っていない。 
注 2）「酸素濃縮装置」を指しており、人工呼吸器等と接続して酸素源として用いられる「能動型機器

接続用酸素濃縮器」が調査対象となる場合は「治療用機器Ⅰ」に区分する。 
 

 

 
35 なお、本カテゴリー分類の前提として、本カテゴリー分類で用いる定義や用語は、本調査の中で実施

する電波による在宅医療機器への影響測定に限って適用されるものであり、医療機器の安全性に関する

規格等で用いられる定義や用語に対応するものではない。このため、一部、メーカの意図した医療機器

の使用用途と異なるカテゴリー分類となっているケースもある。 
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表 2-18 の「対象となる在宅医療機器」における人工呼吸器の分類に関して、表 2-1 に

示す「在宅人工呼吸指導管理料」の「人工呼吸器加算」の対象とされている機器は、治療

用機器Ⅰに分類している。汎用人工呼吸器の一部、二相式気道陽圧ユニット、陰圧人工呼

吸器に関しては、原則として自発呼吸のない患者には使用しないことになっており、本来

は「機器の停止・誤作動などの不具合が直ちに生命にかかわる」可能性は低いが、在宅環

境においては患者の状態が悪化する場合があることを考慮した。同様の考えに基づき、平

成 29 年度及び平成 30 年度の調査では、二相式気道陽圧ユニットで発生した影響事象に

関しては、成人用人工呼吸器と同等のカテゴリーで評価している。 

なお、厚生労働省では人工呼吸器に関する医療事故の防止対策として、人工呼吸器の警

報（アラーム）に関する「人工呼吸器警報基準」36を定めている。同基準は人工呼吸器の

呼吸回路外れや給電の停止時に警報を発すること、及びスイッチが接触等により容易に切

断されない構造または機能を有することを義務付けている。同基準の対象は人工呼吸器の

うち「専ら持続的に気道を陽圧として自発的に行われる呼吸を補助するものを除く」とさ

れているため、生命維持を目的としない使用がされうる汎用人工呼吸器等は一部適用外と

なる場合がある。また、陰圧人工呼吸器に関しては、その構造上の特徴から給電の停止時

に対する警報とスイッチに関する要件のみが適用される。 

本調査では、上記の現状、並びにタスクフォース及び有識者会議での検討に基づき、汎

用人工呼吸器、二相式気道陽圧ユニット、陰圧人工呼吸器に関しても成人用人工呼吸器等

と同様に治療用機器Ⅰに分類した。 

次に、在宅医療機器の物理的な不具合の状態を分類した、影響のカテゴリー分類を表 

2-19 に示す。影響のカテゴリー判定においては、表 2-18 に示した在宅医療機器の機器・

機能による区分ごとに、機器の不具合の状態（可逆性／不可逆性等）とアラームの有無に

よってカテゴリーの数値を判断することとする。ただし、①不可逆事象のうち機器の故障

や設定値の消失など患者や介護者だけでは対処できない事象、②治療用機器Ⅱにおける不

可逆／アラーム無（カテゴリー5）の事象、③その他個別の注意喚起が必要な事象に関し

ては、当該事象において想定される患者への影響を踏まえて、カテゴリーの引き上げ及び

個別の注意喚起等について追加の評価を行うこととした。 

 
36 「人工呼吸器警報基準」（平成 13 年 7 月 30 日厚生労働省告示第 264 号） 
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=81aa2632&dataType=0&pageNo=1 
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表 2-19 影響のカテゴリー分類（令和 2 年度以降） 

機器・機能の分類 機器の不具合の状態 アラーム有無注 1) カテゴリー注 2) 

機器・機能によらず 
発火・破裂（不可逆・対処不可能） ― 10 

発火・破裂（不可逆・対処可能） ― 9 

治療用機器Ⅰ 
（高度生命維持） 

不可逆 無 8 

不可逆 有 
7 

可逆 無 

可逆 有 6 

治療用機器Ⅱ 
（治療・機能代行・機能補助） 

 
モニタ用機器 
（連続的測定・異常値検知） 

不可逆 無 5 

不可逆 有 
4 

可逆 無 

可逆 有 3 

検査用機器 
（単回検査としての 

測定データ取得） 

不可逆 無 4 

不可逆 有 
3 

可逆 無 

可逆 有 2 

機器によらず  
表示・音声・付属機能 

治療・モニタリング・検査の妨げになる ― 3 

治療・モニタリング・検査の妨げにならない ― 2 

機器・機能によらず 不具合は起きていない ― 1 
注 1）機器の異常動作や異常値に対して、アラームが発生するかを判断する。 
注 2）以下の事象が発生した場合は、当該事象において想定される患者への影響を踏まえて、カテゴリー

の引き上げ及び個別の注意喚起等について追加の評価を行う。 
    ・不可逆事象のうち機器の故障や設定値の消失など患者や介護者だけでは対処できない事象 
    ・治療用機器Ⅱの不可逆／アラーム無（カテゴリー5）の事象 
    ・その他、個別の注意喚起が必要な事象 
 
 

なお、影響のカテゴリー分類のアラーム有無については、「本来、異常値や異常事象を

知らせるべきアラームが鳴るか／鳴らないか」という観点で判断する。生体事象のモニタ

リングなど、予めアラームに閾値が設定してある場合は、閾値設定に対してアラームが正

常に機能しているかを確認する。アラーム有無の考え方を表 2-20 に示す。 
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表 2-20 アラーム有無の考え方（令和 2 年度以降） 

アラームの種類 事象とアラームの有無 判定 

予め設定した閾値に対する

アラーム（生体事象のモニ

タリングなど） 

誤検知した数値が閾値を超えており、 
アラームが鳴る アラーム有 

誤検知した数値が閾値を超えている

が、アラームが鳴らない アラーム無 

誤検知した数値が閾値の範囲内で 
アラームが鳴らない 影響無注 1) 

その他機器の異常（電源異

常、装着異常、検知異常な

ど）を知らせるアラーム 

機能に異常が発生しており、 
アラームが鳴る アラーム有 

機能に異常が発生しているが、 
アラームが鳴らない アラーム無 

機能に異常は発生していないが、 
アラームが鳴る 

表示・音声・付属機能の不具合
注 2)（アラーム誤作動） 
カテゴリー判定は 3 または 2 

注 1) 予め設定した妥当な閾値設定の範囲内において影響なしと判断する。 
注 2) アラーム以外に、「通知機能」に不具合が生じた場合も、表示・音声・付属機能の不具合として扱う。 

 

表 2-19 で判定したカテゴリーの医療機器の不具合が患者の健康へ与える影響例を表 

2-21 に示す。実際の患者の健康への影響は、患者の状態や機器の使用目的、使用方法、

使用環境によって変化しうるため、対応カテゴリーは幅を持たせて、あくまで参考情報と

して示す形とした。 

表 2-21 医療機器の不具合が患者の健康へ与える影響例（令和 2 年度以降） 

対応カテゴリー 状態 患者の健康への影響例 

9～10 破局的 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

となる可能性がある。 

6～8 致命的 正しい治療が行われないことにより、致命的状態となる可能性がある。 

3～5 病態悪化 
正しい治療、モニタリングや検査が行われないことにより、病態悪化

状態となる可能性がある。誤診療（誤った判断や設定等）の原因となる

ことで、間接的に病態悪化状態に至る可能性もある。 

2 診療擾乱 
正しい治療、モニタリングや検査は維持されているが、診療擾乱状態

（表示や音声の解読が円滑に行えない等）の原因となる可能性がある。

患者の健康に影響を与える可能性は低い。 

「医療機器の不具合の状態の分類」及び「患者の健康への影響の分類」の各種定義に関

しては、既存のカテゴリーにおける定義に修正は行ってない。ただし、「医療機器の不具

合の状態の分類」の「医用電気機器」という用語に関しては、本調査全体で使用されてい

る「医療機器」に変更している。 
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表 2-22 医療機器の不具合状態の分類（令和 2 年度以降） 

医療機器の 
不具合状態の分類 状態の説明 

可逆的状態 
医療機器における何らかの障害が、その原因となる電波発射源を離せば（あ

るいは医療機器を遠ざければ）、医療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 

医療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

（あるいは医療機器を遠ざけても）、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。 

 

 表 2-23 患者の健康への影響の分類（再掲） 

分類 患者の健康への影響の説明 

診療擾乱状態 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。 

 

新たなカテゴリー分類の適用について 

本年度以降の在宅医療機器への影響測定においては、修正した影響カテゴリーを適用し

て判定を行う。一方、過去に実施した在宅医療機器への影響測定の結果に、修正した影響

カテゴリーを適用して再評価をすることはせず、当時のカテゴリー判定を維持する。 

なお、既存のカテゴリー分類と新しい影響カテゴリーの整合性に関して、過去の影響測

定の結果に新しい影響カテゴリーを適用した場合も、一部の影響事象で上下に 1 程度のカ

テゴリーの変化があるのみで、カテゴリー判定に大きな矛盾はないことを確認している。 

なお、過去の影響測定では 1 機種のみ、影響事象の性質を踏まえて通常のカテゴリー判

定からの引き上げを行った事象があるが、新しい影響カテゴリーにおいても表 2-19 の注

2 において、追加評価の適用を可能にしているため、同等の評価が可能と考えられる。 
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第2章 無線 LAN 機器から発射する電波の在宅医療機器への影響測定

結果 

模擬システムによる影響発生状況 

影響の発生台数と割合 

各周波数帯に対応した半波長ダイポールアンテナを電波発射源とした模擬システムによ

る測定の影響発生状況の概要を表 2-24 に示す。影響測定を行った医療機器の機種台数は

17 台である。影響が発生した医療機器の台数は、2.4GHz 帯では 17 台中 9 台（約 53%）、

5GHz 帯の中のいずれかの周波数帯で影響が発生した台数は 17 台の内 8 台（約 47％）で

あった。 

 

表 2-24 模擬システムでの影響測定の各周波数帯での影響発生状況 

医療機器の 
一般的名称 

測
定
台
数 

(

台) 
影
響
発
生
台

数(

台) 

影響発生台数 

2437 
MHz 

5180 
MHz 

5320 
MHz 

5500 
MHz 

5720 
MHz 

成人用人工呼吸器 6 3 3 1 1 2 3 

汎用人工呼吸器 3 2 2 1 1 2 2 

二相式気道陽圧ユニット 1 1 1 0 0 1 1 

持続的自動気道陽圧ユニ

ット 2 0 0 0 0 0 0 

個人用透析装置 4 2 2 0 0 1 1 

超音波ネブライザ 1 1 1 1 1 1 1 

合計台数(台) 17 9 9 3 3 7 8 

 

発生した影響の具体的事象  

模擬システムを用いた影響測定において、医療機器に発生した影響事象とカテゴリーを

医療機器の種別毎に以下に示す。 
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(1) 成人用人工呼吸器 

成人用人工呼吸器に発生した影響事象とカテゴリー分類、発生距離を表 2-25 に示す。 

 

表 2-25 模擬システムでの測定で成人用人工呼吸器に発生した影響事象 

影響事象 
・ 

不可逆の影響からの復帰方法等 

医
療
機
器
の 

不
具
合
状
態 

カ
テ
ゴ
リ
ー 

最
大
影
響
発
生

距
離(cm

) 
チ
ャ
ネ
ル
ボ
ン

デ
ィ
ン
グ
時
の

最
大
影
響
発
生

距
離(cm

) 

電波の断続に同期してスピーカから異音が生じる。 可逆 2 6 5 

電波の断続に同期して自発呼吸と誤検出。 
設定した強制換気回数以上の換気が行われる。 
設定した総換気回数や換気量のアラーム発出の閾値を超えな

いため、アラームはならない注）。 

可逆 7 24 24 

AC100V 通電状態を示すランプが電波の断続と同期して明滅

する。 
可逆 2 2 2 

電波の断続に同期して自発呼吸と誤検出。 
設定した強制換気回数以上の換気が行われる。 
設定した総換気回数や換気量を超えアラームが鳴るが、治療

は継続する。 
また、機器の点検を要するアラームが表示されて上記とは別

のアラームが鳴る（このアラームは高レベルに分類されるア

ラームで直ちに対処することがマニュアルで指示されてい

る）。 
要点検のアラームから通常状態に復帰には、電波発射源を遠

ざけるか停止する。設定値等は保持されていて再設定は必要

ない。（重要な機能は可逆的な不具合） 

可逆 6 1 1 

機能障害を示すアラーム発出、治療が停止する。 
復帰には電源再投入と治療開始ボタンの押下が必要。 
治療に必要な設定値等は保持されている。 

不可逆 7 
1 

未満 
1 

未満 

注）総換気回数や換気量のアラームは表 2-20 の「予め設定した閾値に対するアラーム（生体事象のモニ

タリングなど）」に該当するため、同アラームの発出の閾値を超えない状態でアラームが無いことは、カ

テゴリー判定上の「アラーム無」には該当しない。一方、自発呼吸の検知機能に異常が発生していること

についてのアラームが無いことは、表 2-20 の「その他機器の異常（電源異常、装着異常、検知異常など）

を知らせるアラーム」が無い状態に該当すると判断した。このため、影響カテゴリー判定としては、治療

用機器Ⅰの「可逆」・「アラーム無」で、レベル 7 としている。 
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(2) 汎用人工呼吸器 

汎用人工呼吸器に発生した影響事象とカテゴリー分類、発生距離を表 2-26 に示す。 

 

表 2-26 模擬システムでの測定で汎用人工呼吸器に発生した影響事象 

影響事象 
・ 

不可逆の影響からの復帰方法等 

医
療
機
器
の 

不
具
合
状
態 

カ
テ
ゴ
リ
ー 

最
大
影
響
発
生

距
離(cm

) 
チ
ャ
ネ
ル
ボ
ン

デ
ィ
ン
グ
時
の

最
大
影
響
発
生

距
離(cm

) 

電波の断続に同期して自発呼吸と誤検知。 
設定した強制換気回数以上の換気が行われる。 
設定した総換気回数や換気量のアラーム発出閾値を超えない

ため、アラームは鳴らない注）。 

可逆 7 17 18 

注）総換気回数や換気量のアラームは表 2-20 の「予め設定した閾値に対するアラーム（生体事象のモニタリングなど）」

に該当するため、同アラームの発出の閾値を超えない状態でアラームが無いことは、カテゴリー判定上の「アラーム無」

には該当しない。一方、自発呼吸の検知機能に異常が発生していることについてのアラームが無いことは、表 2-20 の

「その他機器の異常（電源異常、装着異常、検知異常など）を知らせるアラーム」が無い状態に該当すると判断した。

このため、影響カテゴリー判定としては、治療用機器Ⅰの「可逆」・「アラーム無」で、レベル 7 としている。 

 

(3) 二相式気道陽圧ユニット 

二相式気道陽圧ユニットに発生した影響事象とカテゴリー分類、発生距離を表 2-27 に

示す。 

表 2-27 模擬システムでの測定で二相式気道陽圧ユニットに発生した影響事象 

影響事象 
・ 

不可逆の影響からの復帰方法等 

医
療
機
器
の 

不
具
合
状
態 

カ
テ
ゴ
リ
ー 

最
大
影
響
発
生

距
離(cm

) 

チ
ャ
ネ
ル
ボ
ン

デ
ィ
ン
グ
時
の

最
大
影
響
発
生

距
離(cm

) 

電波の断続に同期して自発呼吸と誤検知。 
設定した強制換気回数以上の換気が行われる。 
設定した総換気回数や換気量のアラーム発出閾値を超えない

ため、アラームは鳴らない注）。 

可逆 7 15 15 

電波の断続に同期して自発呼吸と誤検知。 
設定した強制換気回数以上の換気が行われる。 
設定した総換気回数の上限を超えアラームが鳴るが、治療は

継続される。通常状態への復帰には、電波発射源を遠ざける

か停止が必要。設定値等は保持されていて再設定は不要。 

可逆 6 
1 

未満 
― 

―：影響の発生はない 
注）総換気回数や換気量のアラームは表 2-20 の「予め設定した閾値に対するアラーム（生体事象のモニタリングなど）」

に該当するため、同アラームの発出の閾値を超えない状態でアラームが無いことは、カテゴリー判定上の「アラーム無」

には該当しない。一方、自発呼吸の検知機能に異常が発生していることについてのアラームが無いことは、表 2-20 の

「その他機器の異常（電源異常、装着異常、検知異常など）を知らせるアラーム」が無い状態に該当すると判断した。

このため、影響カテゴリー判定としては、治療用機器Ⅰの「可逆」・「アラーム無」で、レベル 7 としている。 
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(4) 持続的自動気道陽圧ユニット 

持続的自動気道陽圧ユニットに影響は発生しなかった。 

 

(5) 個人用透析装置 

個人用透析装置に発生した影響事象とカテゴリー分類、発生距離を表 2-28 に示す。 

 

表 2-28 模擬システムでの測定で個人用透析装置に発生した影響事象 

影響事象 
・ 

不可逆の影響からの復帰方法等 

医
療
機
器
の 

不
具
合
状
態 

カ
テ
ゴ
リ
ー 

最
大
影
響
発
生

距
離(cm

) 

チ
ャ
ネ
ル
ボ
ン

デ
ィ
ン
グ
時
の

最
大
影
響
発
生

距
離(cm

) 

電波の断続に同期してスピーカから異音が生じる。 可逆 2 8 8 

ダイアライザ血液入口圧と静脈圧の表示値が同時もしくはど

ちらかが、上昇または下降する。具体的には、ダイアライザ

血液入口圧の表示値は 10 秒以内に 20mmHg 以上上昇または

下降する。また、静脈圧の表示値は 10 秒以内に 10mmHg 以

上上昇または下降する。警報の発出はなく、治療は継続す

る。 

可逆 4 12 11 

血圧の計測が完了せず計測が繰り返される。 
アラームの発出は無い。 

可逆 4 1 2 

 

(6) 超音波ネブライザ 

超音波ネブライザに発生した影響事象とカテゴリー分類、発生距離を表 2-29 に示す。 

 

表 2-29 模擬システムでの測定で超音波ネブライザに発生した影響事象 

影響事象 
・ 

不可逆の影響からの復帰方法等 

医
療
機
器
の 

不
具
合
状
態 

カ
テ
ゴ
リ
ー 

最
大
影
響
発
生

距
離(cm

) 

チ
ャ
ネ
ル
ボ
ン

デ
ィ
ン
グ
時
の

最
大
影
響
発
生

距
離(cm

) 

電波の断続照射を患者呼吸と誤検出し、治療が開始する（液

薬の噴霧）。 
可逆 4 29 23 
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無線 LAN アクセスポイント実機による影響発生状況 

模擬システムによって影響が発生した医療機器の中から、患者生命へのリスクが大きい

クラスⅢの医療機器の種別の中で影響発生距離が比較的大きかった 3 種類 3 機種の医療機

器（成人用人工呼吸器、汎用人工呼吸器、個人用透析装置）を対象として、現在入手可能

な IEEE 802.11ax 規格による通信が可能、かつビームフォーミング機能を搭載した、無線

LAN アクセスポイント実機 1 機種を用いて影響測定を行った。無線 LAN アクセスポイン

ト実機によって発生した影響について、影響発生距離とカテゴリーの一覧を周波数別に表 

2-30 に示す。 

成人用人工呼吸器及び汎用人工呼吸器に関しては、実機による影響測定においても模擬

システムによる影響測定と同じ影響事象が確認された。影響が発生した周波数はいずれも

模擬システムで影響発生距離が最大となった、2437MHz であった。ただし、最大の影響発

生距離は成人用人工呼吸器に関しては模擬システムの 24cm に対して実機は 2cm、汎用人

工呼吸器に関しては模擬システムの 17cm に対して実機は 1cm未満といずれも大幅に低減

している。個人用透析装置に関しては模擬システムで影響が発生した周波数も含め、実機

による影響測定で影響は発生しなかった。 

無線 LAN アクセスポイント実機は医療機器の近傍においては、図 2-5 に示すように複

数のアンテナが離れた状態となること、各アンテナへの入力電力はアンテナ全体への規定

の電力から 4 分配または 8 分配されることや、各アンテナに分配される前の電力は模擬シ

ステムの半波長ダイポールアンテナへの空中線電力よりも小さいため、模擬システムと比

較して影響発生距離が大幅に低減したと考えられる。このことからも、模擬システムによ

る影響測定は、無線 LAN アクセスポイントと同様の電波発射を模擬しつつ、過大側の評

価となっていると言える。 
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図 2-5 模擬システムと無線 LAN アクセスポイント実機による違い 

  

医療機器医療機器
影響発生
箇所

半波長ダイポール
アンテナ

アンテナ
（4本または8本）

無線LANアクセス
ポイント実機

影響発生距離
影響発生距離

空中線
電力

空中線電力

4分配または
8分配された空中線電力
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表 2-30 無線 LAN アクセスポイント実機による影響発生距離とカテゴリー 

 
注）模擬システムにおける影響カテゴリーは 4                                －: 影響の発生は無い 

 
 

 

医療機器の 
一般的名称 
(適合する 

EMC 規格) 

発生した影響事象 
の一覧 

医
療
機
器
の 

不
具
合
状
態 

カ
テ
ゴ
リ
ー 

上段：無線 LAN アクセスポイント実機

での影響発生距離(cm) 

下段：模擬システムでの影響発生距離

(cm) 

2437 
MHz 

5180 
MHz 

5320 
MHz 

5500 
MHz 

5720 
MHz 

成人用 
人工呼吸器 

(IEC 60601-
1-2: 2007) 

電波の断続に同期して自発呼吸と誤

検知。 
設定した強制換気回数以上の換気が

行われる。 
設定した総換気回数や換気量のアラ

ーム発出閾値を超えないため、アラー

ムは鳴らない。 

可逆 7 

2 － － － － 

24 2 2 15 2 

汎用人工呼

吸器 
(IEC 60601-
1-2: 2014) 

電波の断続に同期して自発呼吸と誤

検知。 
設定した強制換気回数以上の換気が

行われる。 
設定した総換気回数や換気量のアラ

ーム発出閾値を超えないため、アラー

ムは鳴らない。 

可逆 7 

1 
未満 

－ － － － 

17 6 3 8 6 

個人用透析

装置 
(IEC 60601-
1-2: 2004) 

無線 LAN 実機からの電波では影響の

発生は無かった。 
--- 
ダイアライザ血液入口圧と静脈圧の

表示値が同時もしくはどちらかが、上

昇または下降する。具体的には、ダイ

アライザ血液入口圧の表示値は 10 秒

以内に 20mmHg 以上上昇または下降

する。また、静脈圧の表示値は 10 秒

以内に 10mmHg 以上上昇または下降

する。 
警報の発出はなく、治療は継続する。 

- 
1

注） 

－ － － － － 

12 － － 10 11 
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第3章 影響測定結果と影響防止のための対策 

影響測定結果のまとめ 

影響測定を実施した医療機器は、平成 28 年度の「電波の医療機器等への影響に関する調

査報告書」において優先対象とされた医療機器のうち、平成 29 年度から令和元年度に実施

された携帯電話端末からの電波による影響測定において、比較的大きなカテゴリーとなっ

た影響や大きな距離で影響の発生が確認された医療機器を選定した。また、平成 29 年度か

ら令和元年度の調査対象には含まれていないものの、成人用人工呼吸器と同様の機能を有

し、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である汎用人

工呼吸器についても新たに対象とした。各対象機器について、影響測定実施時に日本国内

で製造販売承認されている代表的な機種（年度末頃までに製造販売承認される見込みの機

種を含む）から全 17 機種を選定した。 

電波発射源は、一般的な屋内環境で据置きで用いられ、かつ複数のアンテナを備えてビ

ームフォーミング機能を有する無線LANアクセスポイントとした。発射する電波は、IEEE 

802.11ax 規格に準拠した 2.4GHZ 帯と 5GHz 帯の電波とした。無線 LAN アクセスポイン

トは、製品によって本体の形状、大きさ、アンテナ性能、アンテナ数および各アンテナへ

の入力電力などが大きく異なるため、製品による差異に依存せずに再現性の高い評価を行

えるよう、模擬システムによる影響測定を基本とし、実機に関しては模擬システムとの比

較検証のため参考として実施した。 

模擬システムによる影響測定では、対象とした 17 台の医療機器中の 9 台の約 53%で影

響が発生した。模擬システムで影響が発生した 9 台の医療機器中で影響測定の実施が可能

な 3 種類 3 機種の医療機器に対して、IEEE 802.11ax 規格に対応した無線 LAN アクセス

ポイント実機 1 機種を用いた影響測定を実施した結果、3 台中 2 台の医療機器で影響が発

生した。 

模擬システムを用いた影響測定で影響発生距離が最も大きかった医療機器は超音波ネブ

ライザで、2.4GHz 帯の電波によって 29cm の距離でカテゴリー4 の影響が発生した。超音

波ネブライザで発生した影響は、電波の断続照射を患者呼吸と誤検出し、治療（液薬の噴

霧）が開始する影響事象であった。この影響での警報の発出はなく治療が継続し、電波発

射源を医療機器から遠ざけることで影響は無くなる可逆的な不具合状態であった。 

影響のカテゴリーが最大となった医療機器は、カテゴリー7 の影響が確認された成人用
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人工呼吸器、汎用人工呼吸器、二相式気道陽圧ユニットの 3 種類で、それぞれ最大の影響

発生距離は成人用人工呼吸器 24cm、汎用人工呼吸器 17cm、二相式気道陽圧ユニット 15cm

（いずれも 2.4GHz 帯）であった。成人用人工呼吸器、汎用人工呼吸器、二相式気道陽圧

ユニットで発生したカテゴリー7 の影響は、電波の断続に同期して自発呼吸と誤検知して

設定した強制換気数以上の換気が行われる影響であった。この影響も電波発射源を医療機

器から遠ざけることで影響の発生がなくなる可逆的な不具合であった。 

模擬システムによる影響測定の結果との比較検証のために、成人用人工呼吸器、汎用人

工呼吸器、個人用透析装置を対象に実施した無線 LAN アクセスポイント実機による影響

測定においては、成人用人工呼吸器と汎用人工呼吸器において、模擬システムと同じ影響

が確認された。ただし、最大の影響発生距離は成人用人工呼吸器で 2cm、汎用人工呼吸器

で 1cm 未満と模擬システムと比較して大幅に減っていることが確認された。 

影響防止のための対策 

医療機器への電波の影響を避けるためには、医療機器の製造販売業者等から医療従事者

に対して、具体的な注意事項や離隔距離などの情報提供がなされるとともに、医療従事者

を通じて患者、家族、介護者等にこれらの情報が確実に提供されることが重要となる。 

一般に医療機器の添付文書や取扱説明書には、無線通信機器からの電波や電磁干渉等に

よる医療機器への影響に関する注意事項や EMC 規格に基づく推奨分離距離等が記載され

ている。 

在宅医療機器の場合、EMC 規格の版によって推奨分離距離の考え方が異なることなど

から、植込み型心臓ペースメーカ等のように一律的な離隔距離に基づく注意喚起を行うこ

とは現実的ではない。そのため、個々の医療機器に対して、電波の影響に関する注意事項

を患者・介護者等に丁寧に説明することが重要となる。 

平成 29 年度及び平成 30 年度調査の携帯電話端末の電波による影響測定において、人

工呼吸器及び二相式気道陽圧ユニットにカテゴリーの高い影響が確認されたことを受け

て、厚生労働省では令和元年 11 月に各都道府県衛生主管部（局）長あてに通知 37を発出

し、在宅での使用が想定される人工呼吸器等について、添付文書の【使用上の注意】の

 
37 「在宅使用が想定される人工呼吸器等に係る「使用上の注意」の改訂について」（令和元年 11 月 22
日付医薬・生活衛生局医療機器審査管理課長及び医薬・生活衛生局医薬安全対策課長通知） 
https://www.pmda.go.jp/files/000232426.pdf 
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［重要な基本的注意］の項に各医療機器が適合する EMC 規格によって確認された携帯電

話端末からの離隔距離（推奨分離距離）を記載するよう関連業者に周知を依頼している。 

携帯電話端末等（スマートフォン、タブレット端末等を含む。）を〇m 程度以内に近づ

けた場合、電波干渉を受け不具合が発生する可能性があるため、動作状況を注意深く確

認すること。また、使用患者やその家族に対しては日常の観察を指導すること。［本製

品は（JIS T 0601-1-2 又は IEC 60601-1-2）:20xx への適合を確認している。］ 

〇：適合規格によって確認された携帯電話端末からの離隔距離を記載 

注）上記の「離隔距離」は EMC 規格における「推奨分離距離」と同義 

本年度調査対象とした成人用人工呼吸器、汎用人工呼吸器、二相式気道陽圧ユニットに

関しては、すべて上記の記載に沿った形で離隔距離の情報が提供されていることを確認し

ている。 

さらに、令和 2 年 7 月には医薬品医療機器総合機構（PMDA）が医用電気機器で推奨

される離隔距離を守ることを周知する患者・家族向けのリーフレット 38を発行している。 

     

出所）PMDA 

図 2-6 在宅での人工呼吸器の利用に関するリーフレット 

 
38 医薬品医療機器総合機構 PMDA からの医療機器適正使用のお願い「在宅で人工呼吸器等を使用され

る患者さんやそのご家族等の皆様へ」（2020 年 7 月） 
https://www.pmda.go.jp/files/000235558.pdf 
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本年度実施した無線 LAN 機器からの電波による在宅医療機器の影響測定においても、

成人用人工呼吸器や汎用人工呼吸器、二相式気道陽圧ユニット等の一部の医療機器で、携

帯電話端末からの電波と同様に高いカテゴリーの影響が確認されている。ただし、本年度

実施した影響測定は、過大側の評価となる模擬システムでの影響測定であり、かつ各医療

機器の推奨分離距離を超える距離では影響が確認されていない。さらに、参考として一部

実施した無線 LAN アクセスポイント実機による測定では、同じ影響事象の発生であって

も模擬システムと比較してその発生距離は大幅に低減した。 

上記の点を踏まえれば、無線 LAN アクセスポイントに関しても携帯電話と同様に離隔

距離を確保すること、特に、医療機器に密着させる、載せるなどの近接させる状況を避け

ることで、十分影響を防ぐことができると考えられる。 

また、本年度の影響測定では対象としていないが、スマートフォンやノート型パソコン

などの無線 LAN クライアント機器は一般的に無線 LAN アクセスポイントと比較して電

波の強度が小さいため、影響はより小さくなるものと考えられる。 

医療従事者や関係者は、本調査での影響事象と発生距離等の結果を正しく理解した上

で、患者、家族、介護者等の医療機器の使用状況について把握し、無線 LAN アクセスポ

イントを設置する場合には、医療機器との離隔距離を確保するなどの指導を行うことが必

要である。また、患者、家族、介護者等の在宅で医療機器を使用する者は、医療機器が電

波の影響を受ける可能性があることを正しく理解した上で、使用状況について日頃から医

療従事者へ相談する等、安全に医療機器を使用するために電波環境に注意をすることが必

要である。 

 

今後の調査対象について 

本年度は、無線 LAN 機器からの電波の在宅医療機器の影響に関して、模擬システムに

よる影響測定を行うとともに、一部の医療機器については、無線 LAN アクセスポイント

実機による影響測定で検証を行った。 

一方で、従来模擬システムによる影響測定は過大側の評価としてスクリーニングの目的

で実施しており、実際の影響を確認する上では、より多くの無線 LAN 実機を用いた影響

測定を実施していく必要がある。本年度は無線 LAN 機器の中でも相対的に電波の強度が

大きい無線 LAN アクセスポイントを調査対象としたが、本来在宅医療機器に近接する可
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能性が高いのはスマートフォンやタブレット、ノート型パソコンなど、クライアント側の

機器であり、こうした機器も対象に含めた上で、実際の在宅環境における無線 LAN 機器

の利用状況を反映した影響測定を行うことが望ましい。 

また、近年の無線システムの進歩は目覚ましくビームフォーミング機能などの高度な技

術が多様な無線システムに順次導入されていくものと想定される。このため、模擬システ

ムからの電波の発射等に関しても、過大側の評価としてだけでなく、実機からの実際の電

波の放射に近い状態での影響測定を実施できる測定系を継続的に検討していくことが必要

である。 

本年度発生した新型コロナウイルス感染症の影響で、テレワークやオンライン授業等が

急速に拡大したことにより、家庭内における無線 LAN 機器の導入は急速に広がってい

る。また、介護施設等においても新型コロナウイルス感染症の影響による介護施設職員の

業務負荷増への対応として、見守りセンサの導入に伴う通信環境整備を推進するよう、無

線 LAN の工事等に対する補助（地域医療介護総合確保基金を活用した介護ロボット導入

の支援施策）が拡充されるなど、今後も無線 LAN の導入が広がっていくものと考えられ

る 39。 

無線 LAN 機器と在宅医療機器が同じ環境で使われる機会が増える中で、無線 LAN 機

器からの在宅医療機器への影響に関しての検証を継続して実施していく必要がある。 

 

 
39 厚生労働省「介護保険における新型コロナウイルス感染症に関する主な対応（報告）」社会保障審議

会 介護給付費分科会第 177 回資料（2020 年 6 月 1 日） 
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000635472.pdf 



 
 

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。 

本年度の影響調査では、平成 31 年 3 月に新たに制度化された屋外利用可能な 920MHz

帯パッシブタグシステムから発射される電波が植込み型心臓ペースメーカ等に及ぼす影響

の調査を行った。 

また、平成 29 年度～令和元年度調査に引き続き、新たに無線 LAN 機器からの電波が

在宅医療機器に与える影響について模擬システムを用いた影響測定を実施した。影響測定

の結果、無線 LAN 機器からの電波により一部の医療機器で影響が発生する可能性がある

ことを確認した。これらの結果を踏まえ、患者、家族、介護者が、医療機器が電波の影響

を受ける可能性があることを正しく理解した上で影響を避けるため方策を取ることができ

るよう、わかりやすい情報提供が重要となる旨を改めて示した。 

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、電波の植込み型医療機器及び在宅医療機器等への影響に関する調査の実施に当

たり、早稲田大学 笠貫 宏特命教授をはじめとする関係者の方々、一般社団法人日本不整

脈デバイス工業会、一般社団法人日本自動認識システム協会、一般社団法人日本医療機器

テクノロジー協会、一般社団法人日本医療機器産業連合会他、調査にご協力頂いた団体・

企業に厚く御礼申し上げる次第である。 
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付録 1 RFID 機器に関する関連動向 

付録 1-1 RFID 機器による植込み型医療機器への影響調査の事例 

国・著者・発表年 主な結果 

米国 FDA 
Seidman ら 1 
（2010 年） 

植込み型心臓ペースメーカ 15 台及び植込み型除細動器 15 台を対象に、13 台

のパッシブ系 RFID リーダ（LF 帯：134kHz、HF 帯：13.56MHz、UHF 帯：

915MHz）による影響を調査。LF 帯では植込み型心臓ペースメーカの試験の

67%、植込み型除細動器の試験の 47％で影響が確認され、HF 帯では植込み型

心臓ペースメーカの試験の 6%、植込み型除細動器の試験 1%で影響が確認さ

れたが、UHF 帯の試験ではいずれも影響は確認されなかった。 

米国 
ピッツバーグ大学 
Stachel ら 2 
（2013 年） 

植込み型心臓ペースメーカ 4 台及び植込み型除細動器 2 台を対象に、市販の

RFID リーダ 3 台（LF 帯：143kHz 帯、HF 帯：13.56MHz 帯、UHF 帯：

915MHz 帯）による影響を調査。LF 帯では 23.7％、HF 帯では 3%の試験で

影響が確認されたが、UHF 帯の RFID リーダでは影響は確認されなかった。 

日本 
北海道大学 
Hikage ら 3 
（2013 年） 

植込み型心臓ペースメーカ及び植込み型除細動器 27 機種（UHF 帯に関して

は 37 機種）を対象に RFID リーダライタアンテナ実機（LF 帯：135kHz 帯 4
台、HF 帯：13.56MHz 帯 27 台、UHF 帯：952-954MHz 帯 10 台、2.45GHz
帯 4 台）による影響を調査。植込み型心臓ペースメーカに関しては LF 帯の試

験の 29.3％、HF 帯の試験の 4.3%、UHF 帯の試験の 4.2%で影響が確認され、

2.4GHz 帯の試験では影響は確認されなかった。また、植込み型除細動器に関

しては、LF 帯の試験の 7.3％、HF 帯の試験の 4％で影響が確認され、UHF 帯

および 2.45GHz 帯の試験では影響は確認されなかった。 

イタリア 
国立衛生研究所 
Mattei ら 4 
（2015 年） 

植込み型心臓ペースメーカ 10 台を対象に、RFID/NFC リーダ模擬システム

（LF 帯：125kHz 帯、HF 帯：13.56MHz 帯、UHF 帯：900MHz 帯）による

影響を調査。商用デバイスよりも出力を上げた試験も実施。LF 帯では、商用

デバイスの磁界強度（100A/m）で 10 台中 2 台で影響が確認され、強度を

500A/m まで上げると 9 台で影響が確認された。HF 帯では商用デバイスの出

力 4W で 10 台中 3 台で影響が確認され、出力を 10W まで上げると 7 台で影

響が確認された。UHF 帯では 2W で 10 台中 2 台で影響が確認されたが、出

力を 20W まで上げても他の植込み型ペースメーカでは影響は確認されなかっ

た。 

 
1 Seidman, Seth & Brockman, Randall & Lewis, Brian & Guag, Joshua & Shein, Mitchell & 
Clement, Wesley & Kippola, James & Digby, Dennis & Barber, Catherine & Huntwork, Dan. (2010). 
In vitro tests reveal sample radiofrequency identification readers inducing clinically significant 
electromagnetic interference to implantable pacemakers and implantable cardioverter-defibrillators. 
Heart rhythm: the official journal of the Heart Rhythm Society. 7. 99-107. 
10.1016/j.hrthm.2009.09.071. 
2 Stachel, Joshua & Sejdic, Ervin & Ogirala, Ajay & Mickle, Marlin. (2013). The impact of the 
internet of Things on implanted medical devices including pacemakers, and ICDs. Conference 
Record - IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference. 839-844. 
10.1109/I2MTC.2013.6555533. 
3 Hikage, Takashi & Shirafune, Masami & Nojima, Toshio & Fujimoto, Hiroshi & Toyoshima, 
Takeshi. (2013). In vitro assessment of EMI from RFID interrogator on implantable cardiac 
pacemakers and implantable cardioverter defibrillators. 2013 International Symposium on 
Electromagnetic Theory, EMTS 2013 - Proceedings. 1140-1143. 
4 Mattei, Eugenio & Lucano, Elena & Censi, Federica & Triventi, Michele & Calcagnini, Giovanni. 
(2015). Provocative Testing for the Assessment of the Electromagnetic Interference of RFID and NFC 
Readers on Implantable Pacemaker. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility. 58. 1-9. 
10.1109/TEMC.2015.2504602 
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付録 1-2 RFID 機器に対する諸外国における影響防止の取組 

組織 RFID 機器からの医療機器への影響に関する防止策 

規制 
当局 

米国 
食品医薬品局
5  

RFID 機器に関連する有害事象（実際の影響例）は確認していないものの、

RFID 機器が使用する RF 送信機から電子医療機器への電磁干渉（EMI）
の潜在的なリスクは認識しているとして、関連業界と連携して影響防止の

ための以下のような取組を実施している。 
①医療機器メーカへの働きかけ 
影響を受けやすい可能性のある医療機器の製造元と協力して、RFID 機器

による影響に関する製品のテストを行い、新しい医療機器の開発に際して

RFID 機器からの干渉を考慮するように働きかける。 
②RFID の干渉の可能性を軽減する仕組み 
RFID 業界と協力して、RFID 機器が使われている場所、電力、周波数、植

込み型心臓ペースメーカ・ICD への EMI の可能性を軽減する最適な方法

を理解する。 
RFID 機器の開発に関わり、レビューを行うことで、RFID 機器からの医

療機器への EMI の可能性や EMI 軽減方策について理解する。 
③テスト方法の開発 
国際自動認識工業会（AIM）と協力して、RFID 機器からの EMI に対する

脆弱性に関する医療機器の試験方法を開発する。 
④RFID 機器の所在の特定 
連邦通信委員会（FCC）、国立労働安全衛生研究所（NIOSH）、労働安全衛

生局（OSHA）などの他の政府機関と協力して、RFID リーダが使用され

ている場所を特定する。 

英国 
医薬品・医療製

品規制庁 6  

RFID 機器による干渉レベルは携帯電話からの干渉レベルと似ており、ペ

ースメーカやモニタなどの繊細な医療機器から 1m 以内で使われる場合に

は問題を引き起こす可能性があるとしている。 
また、RFID 機器による医療機器への干渉リスクには、リーダの種類・出

力、タグの種類・出力（アクティブタグのみ）、周波数、リーダと医療機器

の離隔距離、使用場所等が大きく影響するとしている。 

医療 
機器 
製造 
販売 
業者 

米国 
Boston 
Scientific7 

患者と循環器専門医に対して RFID 機器が植込み型医療機器に影響を与え

る可能性があることについて理解を求めている。ただし、RFID 機器はど

こにあるか分かりにくいことも多いため、何か異変を感じたら近くの電子

機器から離れ、医師に報告するように推奨している。また、FDA の研究（付

録 1-1 の Seidman ら, 2010）に基づき、同社製の植込み型医療機器につい

て、機種ごとに異なる離隔距離（15cm～60cm）を推奨している。 

米国 
Medtronic8  

通信機器等が植込み型医療機器に与える影響のリスクを 3 段階（①No 
Known Risk、②Minimal Risk、③Special Considerations）に分けて示し

ている。RFID 機器に関しては②に分類し、植込み型医療機器との 15cm
（6 inch）以上の離隔距離を推奨している。 

 
5 FDA, Radio Frequency Identification (RFID) 
https://www.fda.gov/radiation-emitting-products/electromagnetic-compatibility-emc/radio-frequency-
identification-rfid 
6 MHRA, Guidance Electromagnetic interference: sources / 5. Radiofrequency identification systems 
https://www.gov.uk/government/publications/electromagnetic-interference-sources/electromagnetic-
interference-sources 
7 Boston Scientific, Radiofrequency Identification and Implantable Pacemakers and Defibrillators 
https://www.bostonscientific.com/content/dam/bostonscientific/quality/education-resources/english-
a4/EN_ACL_RFID_20170811.pdf 
8 Medtronic, Communications and Office Equipment Electromagnetic Compatibility Guide For 
Implantable Cardiac Devices 
https://www.medtronic.com/us-en/patients/electromagnetic-guide/communication-office.html 
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付録 2 諸外国の研究における影響カテゴリーの設定例 

著者・発表年 電波発射源 医療機器 影響カテゴリーの記載 

Shaw et al.9 
2004 

携帯電話 人工呼吸器 14 台 
（影響発生は 6 台） 
*各種パラメータはメ

ーカ推奨のデフォル

ト値に設定 

A) 問題なし 
B) 誤った表示がされるが、実際の機能自

体に変化はない 
C) 呼気終末陽圧(PEEP）の増加がある

が、携帯電話やデバイスの影響による

ものか確認できない 
D) レート表示の変化によって誤アラーム

が発生するが、実際の機能自体に変化

はない 
E) EMI による圧力変換への影響で誤検

知が発生し、換気がトリガーされる 
F) 人工呼吸器のシャットダウン   

Jones and 
Conway10 
2005 

トランシーバ 
携帯電話 
PDA 

人工呼吸器 5 台 
（影響発生は 4 台） 
*各種パラメータは標

準的な値に設定 

・ Minor: ブザーの異音、ディスプレイの

ちらつき 
・ Serious: 表示エラー、アラーム誤作動 
・ Critical: 出力パラメータの変更、一時

的な出力の中断 
・ Lethal: デバイスの停止（要リセット） 

Van Lieshout et 
al11 
2007 

携帯電話 生命維持装置含む 
各種医療機器 61 台 
（影響発生は 26 台） 

・ Light (L): モニタリングに影響を及ぼす

が、厳重な注意を必要とするものでは

ない 
・ Significant (S): モニタリングに影響を

及ぼし、厳重な注意を必要とする 
・ Hazardous (H): 機器の機能の意図しな

い変更により患者に直接物理的影響を

与える 

Seidman et 
al.12 
2013 

RFID リーダ 
RFID アクテ

ィブタグ 

シリンジポンプ 3 台 
輸液ポンプ 3 台 
人工呼吸器 1 台 
AED4 台 
（総試験数に対する

影響発生割合は、 
シリンジポンプ

22％、輸液ポンプ 
17％、人工呼吸器

0％、AED24％） 

・ おそらく臨床的に重大ではない（起動

に時間がかかる、ディスプレイや音声

の軽微な乱れ、誤アラーム等） 
・ デバイスが機能不能（起動／終了でき

ない、故障、機能しない、検知できな

い、重大なディスプレイの乱れ等） 
・ おそらく臨床的に重大である（AED の

不適切な電気ショック判断） 
ただし、「デバイスが機能不能」に関して

は、患者の状態や使用方法がわからなけ

れば臨床的な影響は判断できない、とし

ている。 

 
9 Shaw, Cheryl & Kacmarek, Robert & Hampton, Rickey & Riggi, Vincent & el-Masry, Ashraf & 
Cooper, Jeffrey & Hurford, William. (2004). Cellular phone interference with the operation of 
mechanical ventilators. Critical care medicine. 32. 928-31. 10.1097/01.CCM.0000120061.01431.DB. 
10 Jones , R.. (2005). The effect of electromagnetic interference from mobile communication on the 
performance of intensive care ventilators. European Journal of Anaesthesiology. 22. 578 - 583. 
10.1017/S0265021505000979. 
11 Lieshout, Erik & Veer, Sabine & Hensbroek, Reinout & Korevaar, Joke & Vroom, Margreeth & 
Schultz, Marcus. (2007). Interference by new-generation mobile phones on critical care medical 
equipment. Critical care (London, England). 11. R98. 10.1186/cc6115. 
12 Seidman, Seth & Guag, Joshua. (2013). Adhoc electromagnetic compatibility testing of non-
implantable medical devices and radio frequency identification. Biomedical engineering online. 12. 
71. 10.1186/1475-925X-12-71. 
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付録 3 ビームフォーミング機能による合成利得と空中線電力 

第 2 編 に示した無線 LAN 機器が発射する電波の在宅医療機器への影響測定で用いた模

擬システムは、多数のアンテナを備えた無線 LAN アクセスポイント実機のビームフォー

ミング機能によるアンテナ利得の増加分を考慮した電力を半波長ダイポールアンテナに入

力している。ここではアンテナに入力した電力値について述べる。 

一般に「Wi-Fi」と呼ばれる IEEE 802.11 規格シリーズに準拠した無線 LAN 機器は、電

波法に基づいた“「特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則」第 2 条第 1 項各号

に掲げる特性無線設備”に該当し、下記の規則に定められた試験方法で特性試験を実施し、

「技術基準適合証明」や「工事設計認証」を取得した上で販売される。 

・電波法施行規則 

・無線設備規則 

・証明規則第 2 条第 1 項第 19 号 2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システム 

・証明規則第 2 条第 1 項第 19 号の 3 5GHz 帯小電力データ通信システム 

無線設備規則第四十九条の二十では、以下のとおり無線 LAN 機器から発射される電波

の強度に関わる諸元が規定されている。 

 

＜無線 LAN 機器の電波（20MHz 幅,OFDM 方式）の強度に関わる主な諸元＞ 

 空中線電力 空中線利得 等価等方輻射電力 

2.4GHz 帯 

10mW/MHz 以下 

12.14dBi 以下 22.14dBm/MHz 以下※ 

5GHz 帯 
W52/53 

規定なし 
10mW/MHz 以下 

W56 50mW/MHz 以下 
※空中線の半値角の条件を満たす必要がある 

 

空中線電力はアンテナに入力される電力であり、”W”や”dBm”などの単位で表される。た

だし、無線 LAN 機器の規定では”mW/MHz”で表されており、1MHz あたりの電力（mW）

とされている。IEEE 802.11ax 規格の変調波の帯域幅は最小で 20MHz 幅であることから

10mW/MHz × 20MHz 幅 = 200mW 以下（デシベル表示では 23dBm 以下）となる。 

空中線利得はアンテナの電波の放射および受信の効率を表す指標のひとつであり、特定

方向の空中線利得が異なる 2 つのアンテナ（空中線）に同じ空中線電力を入力した場合、
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特定方向の同一距離においての電界強度は、空中線利得が高い方が強くなる。空中線利得

は、電波の強度が全ての方向で等しい仮想的な等方性アンテナ（isotropic antenna）を基

準とした比“dBi”で表され、これを絶対利得という。 

等価等方輻射電力は、EIRP（Equivalent Isotropic Radiated Power）と呼ばれ等方性ア

ンテナから発射される電波の電力を表し、空中線電力と空中線利得（絶対利得）の乗算値

となる。単位は“mW”、“dBm”等で表される。 

ここで、無線 LAN 機器のビームフォーミング機能による空中線利得の増加（合成利得）

は、理論的にはアンテナ数に比例して無限に向上することになるが、現実的にはアンテナ

数に限りあることと、信号の帯域幅によって大きく異なることがわかっている。また、無

線設備規則に示される等価等方輻射電力の上限値を超えることはできないことから、本影

響測定では規定の最大の等価等方輻射電力から半波長ダイポールアンテナの空中線利得

（絶対利得）を差し引いた値を空中線電力とした。 

ただし、2.4GHz 帯の等価等方輻射電力の高利得指向性アンテナを用いる場合の規制値

は、ビル間通信など長距離通信用途での無線 LAN を想定しており、在宅医療が行われる

家庭内等での電波利用を想定した本影響測定にこの規制値を適用することは適切ではない。

そこで、影響測定では無線 LAN アクセスポイント実機の単一のアンテナの空中線利得を

2.14dBi と仮定し、2013 年に行われた米国FCC の調査研究結果「Directional Gain of IEEE 

802.11 MIMO Devices Employing Cyclic Delay Diversity」（2013 年 4 月）に示される以

下の無線 LAN のビームフォーミング機能による合成利得と帯域幅の数値シミュレーショ

ン結果を参考にして電力値を定めた。なお、数値シミュレーション結果は 5GHz 帯の結果

であるが、2.4GHz 帯も同等の結果であることが示されている。影響測定では、過大側の評

価とするため、アンテナ数8、”Short Cyclic Delays”時の数値シミュレーションから802.11a

の帯域幅 20MHz における”Array Gain”の 3.5dB を参照した。また、本数値シミュレーシ

ョンにおいて IEEE 802.11ax で採用された誤差修正技術による S/N 比の向上分が含まれ

ていないことから、その分を 1dB 程度と見込んだ。 
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ここで、Total directional gain (dBi)（合成利得）は、“Gain of individual transmit 

antennas (dBi) + Array Gain (dB)”で表されることから合成利得は単一の空中線電力

(2.14dBi)＋Array Gain(3.5dB)＋11ax 分(1dB) = 6.64dBi とし、2.4GHz 帯の無線 LAN 機

器のビームフォーミング機能による空中線利得の増加を考慮した等価等方輻射電力は、合

成利得(6.64dBi) ∔ 空中線電力(23dBm) = 29.64dBm とした。 

 

 
＜ビームフォーミング機能による合成利得と帯域幅のシミュレーション結果＞ 

 

模擬システムの半波長ダイポールアンテナへの空中線電力は各帯域における等価等方輻

射電力から半波長ダイポールアンテナの空中線電力を差し引いた電力であることから以下

のように算出した。 

 

＜模擬システムの半波長ダイポールアンテナに入力した空中線電力＞ 

 等価等方輻射電力 空中線利得 空中線電力 

2.4GHz 帯 29.64dBm(922.6mW) 

2.14dBi 

27.5dBm(563.7mW) 

5GHz帯 
W52/53 23dBm(200mW) 20.9dBm(122.2mW) 

W56 30dBm(1000mW) 27.9dBm(610.9mW) 

 

また、模擬システムの半波長ダイポールアンテナによる影響測定が実機製品と比較して

過小評価となっていないことを確認するため、無線 LAN アクセスポイント実機より発射

する電波と算出した電力値を入力した半波長ダイポールアンテナから放射される電波の強

信号の帯域幅

合
成
利
得

アンテナ数8，帯域幅20MHz時
合成利得= 3.5dB
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度について、2.4GHz 帯と 5GHz 帯それぞれについて電波暗室内で比較測定を実施した。

なお、離隔距離は無線 LAN 実機に装備された複数のアンテナと受信アンテナ間の距離の

違いを小さくするために実機の複数のアンテナ間距離と比較して十分大きな 10m とした。 

以下に、測定系概要と測定結果を示す。なお、スペクトラムアラナイザの設定値は RBW

及び VBW は 100kHz、入力減衰器 ATT は 0dB、検波設定は RMS とした。 

測定結果から、模擬システムから発射する電波の強度は、10m の距離で無線 LAN アク

セスポイント実機よりも大きく、過小評価となっていないことを確認した。 

 

 

＜無線 LAN アクセスポイント実機と模擬システムの電波強度比較の測定系概要＞ 
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＜10m の距離での模擬システムと実機からの電波の強度（受信アンテナでの電力）＞ 
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付録 4 IEC 60601-1-2規格における推奨分離距離等の計算式の適用範囲 

IEC 60601-1-2 規格は、特別な要求がその他規格等で定められている医療機器を除き医

療機器全般に適用される規格である。 

IEC 60601-1-2 規格における推奨分離距離やイミュニティ試験レベルを求める計算式は、

第 2 版、第 3 版までは携帯電話などの移動や可搬が容易な携帯形の無線通信機器を対象と

している。また、第 4 版の 8.10 章にはイミュニティ試験レベルを求める計算式の適用例と

して、第 2 版や第 3 版とは異なり携帯形以外の無線通信機器も含まれていることから適用

範囲が広がっていると言える。ただし、最新の IEC 60601-1-2:2020（第 4.1 版）が引用す

る近接電磁界イミュニティ規格の IEC 61000-4-39:2017 規格 Annex B（informative）に

は、上記のイミュニティ試験レベルを求める計算式は高利得アンテナを用いる無線機器の

場合は適用除外であることが示されている。 

本調査で対象とした屋内環境で使用される無線 LAN 機器で多数のアンテナを備えビー

ムフォーミング機能を有するなど最新の無線 LAN 規格に対応した高機能な据置きの無線

LAN アクセスポイントは、携帯電話端末やモバイルルータ、スマートフォンなどのモバイ

ル機器と比べてアンテナ利得が大きくなる傾向にある。そのため、今回の調査で対象とし

たアンテナ利得が大きい据置きの無線 LAN アクセスポイントの推奨分離距離やイミュニ

ティ試験レベルを求めるために、IEC 60601-1-2 規格に示される計算式を用いることは、

規格が想定している適用条件とは整合しないと考えられる。 
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付録 5 電波の医療機器等への影響に関する調査の有識者会議 

付録 5-1 有識者会議設置要綱 

令和 2 年 6 月 30 日 

「電波の医療機器等への影響に関する調査の有識者会議」 設置要綱 

 1. 目的  

「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」）は各種の

電波利用機器から発射される電波が医療機器等に及ぼす影響に関する調査に関して審議を

行い、その審議結果が「各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器等へ及ぼす影響を防

止するための指針」の妥当性検証・見直し等に資することにより、安心して電波利用機器

を利用できる電波環境を確保することを目的とする。 

 2. 検討内容  

次に挙げる項目について検討を行い、その結果を取りまとめる。 

(1) 920MHz 帯パッシブ系電子タグシステム用 RFID 機器からの電波の植込み型心臓ペー

スメーカ等への影響調査 

(2) 新たな技術を用いた無線LAN 機器（電波を特定方向に向ける制御機能を有するもの）

からの電波の在宅・介護施設等で使用される医療機器への影響調査 

 3. 構成  

有識者会議の構成員は付録 5-2 のとおりとする。 

本会議は必要に応じて、タスクフォースを設置することができる。 

タスクフォースの構成員は本会議において定める。 

 4. 設置期間  

有識者会議は、設置の日から令和 3 年 3 月 31 日までの間設置する。設置期間中に 4 回程

度開催する。 

 5. 運営  

有識者会議は座長が招集し、主宰する。 

その他、有識者会議の運営に関する事項は有識者会議において定める。 
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有識者会議の事務局は、株式会社三菱総合研究所に置く。 

有識者会議は非公開で行う。また、有識者会議で配付した資料は、原則として非公開とす

る。 

有識者会議の成果は、公開を前提として、総務省に報告するものとする。 

 6. その他  

有識者会議における検討に関する成果を公表する場合には、原則として株式会社三菱総合

研究所、NTT アドバンステクノロジ株式会社及び総務省の承認を得るものとする。 

有識者会議の報告書に関する全ての著作権は、総務省に帰属する。 
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付録 5-2 有識者会議構成員名簿 

令和 2年度「電波の医療機器等への影響に関する調査の有識者会議」構成員名簿 

順不同、敬称略 
 氏  名 所  属 

構成員 

笠貫 宏 早稲田大学 特命教授 医学博士 

加納 隆 
滋慶医療科学大学院大学 医療管理学研究科 特任教授 

埼玉医科大学 名誉教授 

川邉 学 埼玉医科大学保健医療学部 臨床工学科 講師 

佐野 康二 
一般財団法人テレコムエンジニアリングセンター電磁環境・較正事業本部  

電磁環境試験部 部長 

牧本 和之 一般財団法人日本品質保証機構 安全電磁センター 試験部 電磁環境試験課 課長 

椛田 学 一般社団法人 日本医療機器産業連合会 技術委員会 EMC 分科会 

冨森 浩二 一般社団法人 日本医療機器テクノロジー協会 在宅医療機器部会長 

藤本 裕 一般社団法人 日本不整脈デバイス工業会 EMC 分科会 会長 

後藤 雅生 一般社団法人 日本自動認識システム協会 研究開発センター 主任研究員 

小林 佳和 山形大学 客員教授／日本電気 ビジネスクリエイション本部 技術主幹 

野島 俊雄 北海道大学 名誉教授 

日景 隆 北海道大学大学院情報科学研究科 助教 

澤田石 勝也 厚生労働省 医薬・生活衛生局 医薬安全対策課 安全使用推進室 主査 

藤原 崇志 
経済産業省 商務・サービスグループ ヘルスケア産業課 医療・福祉機器産業室  

室長補佐 

オブザーバ 

鈴木 恭宜 
株式会社 NTT ドコモ 先進技術研究所 ワイヤレスフロントエンド研究グループ 

主幹研究員 

井上 統之 KDDI 株式会社 技術企画本部 電波部 企画・制度グループ マネージャー 

長谷川 亮 ソフトバンク株式会社 モバイルネットワーク本部 電波部 企画調整課 課長 

塩地 貴史 楽天モバイル株式会社 技術開発本部 電波部 担当部長 

梶原 亮 総務省 総合通信基盤局 電波部 電波環境課 課長補佐 

今野 孝紀 総務省 総合通信基盤局 電波部 電波環境課 生体電磁環境係 係長 

澤田 優樹 総務省 総合通信基盤局 電波部 電波環境課 生体電磁環境係 

小川 将仁 
独立行政法人医薬品医療機器総合機構 医療機器品質管理・安全対策部   

医療機器安全課長 

植木 光樹 
独立行政法人医薬品医療機器総合機構 医療機器品質管理・安全対策部 医療機器安

全課 調査専門員 
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付録 5-3 有識者会議審議経過 

令和 2年度「電波の医療機器等への影響に関する調査の有識者会議」審議経過 

会議 開催日 審議内容 

第 1 回 令和 2 年 6 月 30 日 

 本会議の設置、調査体制について 
 本年度の調査実施内容について 
① 本年度調査の進め方について 
② 測定方法・測定対象について 
③ 関連動向調査について 

第 2 回 令和 2 年 11 月 6 日 

 RFID 機器からの電波の植込み型心臓ペースメーカ等への

影響調査 
① 影響測定結果の報告 
 無線 LAN 機器からの電波の在宅医療機器への影響調査 
① 在宅医療機器の影響カテゴリーの修正に関する検討結果 
② 影響測定の対象とする在宅医療機器及び影響測定方法の

詳細 

第 3 回 令和 3 年 2 月 5 日 

 無線 LAN 機器からの電波の在宅医療機器への影響調査 
① 在宅医療機器の影響カテゴリーの修正に関する検討結果 
② 影響測定結果の報告 
 RFID 機器からの電波の植込み型心臓ペースメーカ等への

影響調査 
① 報告書骨子案について 

第 4 回 令和 3 年 3 月 5 日  報告書（案）について 
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付録 5-4 タスクフォース設置要綱 

令和 2 年 6 月 30 日 

「在宅医療機器の影響カテゴリーに関するタスクフォース」設置要綱 

 1. 目的  

「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」）は、各種

の電波利用機器から発射される電波が在宅医療機器に及ぼす影響のカテゴリー分類の策定

を行うことを目的として、「在宅医療機器の影響カテゴリーに関するタスクフォース」（以

下、「タスクフォース」）を設置する。 

 2. 検討内容  

次に挙げる項目について検討を行い、その結果を取りまとめて有識者会議に報告する。 

(1) 電波利用機器から発射される電波が在宅医療機器に及ぼす影響のカテゴリー分類の策

定 

 3. 構成  

タスクフォースの構成は付録 5-5 のとおりとする。 

 4. 設置期間  

タスクフォースは、設置の日から令和 3 年 3 月 31 日までの間設置する。設置期間中に 3

回程度開催する。 

 5. 運営  

タスクフォースは主査が招集し、主宰する。 

その他、タスクフォースの運営に関する事項は、タスクフォースにおいて定める。 

タスクフォースの事務局は、株式会社三菱総合研究所に置く。 

タスクフォースは非公開で行う。また、タスクフォースで配付した資料は、原則として非

公開とする。 

タスクフォースの成果は、有識者会議に報告するものとする。 

 6. その他  

タスクフォースにおける検討に関する成果を公表する場合には、原則として株式会社三菱

総合研究所、NTT アドバンステクノロジ株式会社及び総務省の承認を得るものとする。 



付‐14 
 

付録 5-5 タスクフォース構成員名簿 

「在宅医療機器の影響カテゴリーに関するタスクフォース」構成員名簿 

順不同、敬称略 

 
 氏名 所属 

構成員 

加納 隆 

（主査） 

滋慶医療科学大学院大学 医療管理学研究科 特任教授 

埼玉医科大学 名誉教授 

川邉 学 埼玉医科大学 保健医療学部 臨床工学科 講師 

椛田 学 一般社団法人 日本医療機器産業連合会 技術委員会 EMC 分科会 

冨森 浩二 一般社団法人 日本医療機器テクノロジー協会 在宅医療機器部会長 

澤田石 勝也 厚生労働省 医薬・生活衛生局 医薬安全対策課 安全使用推進室 主査 

オブザーバ 

梶原 亮 総務省 総合通信基盤局 電波部 電波環境課 課長補佐 

今野 孝紀 総務省 総合通信基盤局 電波部 電波環境課 生体電磁環境係 係長 

澤田 優樹 総務省 総合通信基盤局 電波部 電波環境課 生体電磁環境係 

以上 
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付録 5-6 タスクフォース審議経過 

「在宅医療機器の影響カテゴリーに関するタスクフォース」審議経過 

会議 開催日 審議内容 

第 1 回 令和 2 年 7 月 15 日  影響カテゴリーの見直しについて 

第 2 回 令和 2 年 8 月 25 日  影響カテゴリー修正案について 

第 3 回 令和 2 年 9 月 23 日  影響カテゴリー修正案について 
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