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各地域における医療機関の
電波利用推進に関する取組
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（１）北海道地域における取組
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北海道地域における取組

（参考）北海道の医療機関における電波利用推進協議会 構成員名簿

北海道の医療機関における電波利用推進協議会 構成員（敬称略） 令和元年７月１６日現在、順不同

氏 名 所属 役職等

座長 小笠原 克彦 国立大学法人北海道大学 大学院保健科学研究院 教授

座長代理 大宮 裕樹 （公社）北海道臨床工学技士会 会長

医療関係 岡部 實裕 （一社）北海道医師会 常任理事

通信事業 小川 隆行 ＫＤＤＩ（株） 札幌テクニカルセンター長

通信事業 木野村 勇 ソフトバンク(株) 北海道ネットワーク技術部 技術推進課 課長

教育関係 工藤 元嗣 吉田学園医療歯科専門学校 臨床工学科

医療機器関連 久保田 健一 フクダ電子北海道販売（株） 営業支援センター センター長

通信事業 黒川 栄  (株)ＮＴＴドコモ 北海道支社 ネットワーク部 建設企画担当課長

行政 鈴木 健吾 厚生労働省 北海道厚生局 健康福祉部長

行政 瀨髙 隆裕 総務省 北海道総合通信局 電波監理部長

行政 竹澤 孝夫 北海道 保健福祉部 地域医療推進局 医務薬務課長

医療関係 田中 繁道 （一社）日本病院会 北海道ブロック 支部長

医療関係 長尾 教雄 （公社）北海道看護協会 事務局長

医療関係 中村 博彦 特定非営利活動法人 北海道病院協会 理事長

有識者 日景 隆 国立大学法人北海道大学 大学院情報科学研究科  メディアネットワーク専攻 情報通信システム学講座 助教

医療関係 松岡 伸一 （公社）全国自治体病院協議会 北海道支部長

医療機器関連 松本 利光 北海道医療機器販売業協会 会長

医療機器関連 横山 巧 日本光電工業（株） カスタマーサービス本部 ＡＳ北海道 部長

通信事業 吉尾 和芳 東日本電信電話（株） 北海道事業部 ビジネスイノベーション部 カスタマーリレーショングループ 第五カスタマーリレーション担当課長
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（２）東北地域における取組
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（３）関東地域における取組
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関東地域の医療機関における電波利用推進協議会の取組み（１）

○第４回会合（平成31年2月18日 於：東京都千代田区（関東局））
・平成30年度活動報告及び平成31年度活動実施計画（案）について
・病院内での電波の利活用事例の紹介

医療分野における多言語音声翻訳システムの紹介

○第５回会合（令和元年11月11日 於：東京都千代田区（関東局））【予定】
・平成31年度中間活動報告について
・医療機関における設備保守の問題点について
・医療分野における電気通信に関する先進事例の紹介 等

協議会会合の開催

演題「医療機関において安心・安全に電波を利用するために」について講師を派遣 講師 加納座長

○第2７回東京都臨床工学会 スポンサードセミナー
令和元年6月2日(日) 於:ベルサール新宿グランドコンファレンスセンター

○HOSPEX Japan 2019 において開催される
「2020年に向けた医療分野における電波の安全と利活用セミナー」

令和元年11月22日(金)
於：東京ビッグサイト 西展示場 展示会場内特設セミナー会場【予定】
セミナーの企画段階から主催者（(一社) 日本能率協会）に協力

ハンズオン支援の実施
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座 長 加納 隆 滋慶医療科学大学院大学 医療管理学研究科 教授

埼玉医科大学大学院 医学研究科 客員教授

座長代理 高倉 照彦 医療法人鉄蕉会亀田総合病院 医療技術部ＭＥ室長

秋沢 英海 東京都医療機器販売業協会 理事長 ／ ウイン・パートナーズ株式会社 代表取締役社長

伊藤 雅彦 ソフトバンク株式会社 エリアネットワーク本部 東京ネットワーク技術統括部 設備基盤部 部長

大原 信 筑波大学 医学医療系 医療情報学 教授／
筑波大学付属病院 病院長補佐 医療情報経営戦略部長

㓛刀 融 一般社団法人山梨県民間病院協会 監事・顧問／医療法人回生堂病院 理事長

高橋 律雄 日本光電工業株式会社 品質管理統括部 安全管理部

田代 嗣晴 一般社団法人神奈川県臨床工学技士会 副会長／
独立行政法人労働者健康安全機構 横浜労災病院 臨床工学部

寺口 惠子 公益社団法人千葉県看護協会 会長

森田 実 ＫＤＤＩ株式会社 技術統括本部 建設本部 エリア品質管理部
南関東エンジニアリングセンター長

長谷川親太郎 一般社団法人栃木県医師会 常任理事 ／ 栃木県病院協会 副会長
独立行政法人国立病院機構 栃木医療センター 院長

前村 道生 一般社団法人群馬県病院協会 理事 ／ 独立行政法人国立病院機構 沼田病院 院長

村木 能也 フクダ電子株式会社 品質保証本部 顧問 ／
東海大学 医学部 外科学系救急救命医学 中島研究室 客員教授

森 陸夫 株式会社フィリップス・ジャパン ＭＡ＆ＴＣビジネスマーケティンググループ
ビジネスマーケティングマネージャＰＭ

前田 規行 株式会社ＮＴＴドコモ 電波部 電波環境担当課長

渡 三佳 厚生労働省 関東信越厚生局 健康福祉部 医事課長

協議会構成員

【参考】関東地域の医療機関における電波利用推進協議会 構成員名簿
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（４）信越地域における取組
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（５）北陸地域における取組
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今後のハンズオン支援に向けた取り組みについて

ハンズオン支援による医療機関等への個別に専門家を派遣することにより、電波利用に関する講演や技
術的なレクチャーを行うとともに、医療機関ごとの必要な改善策を提案・周知することが不可欠と考えられる。

〇次年度に向けた対応
・第２回連絡会（令和２年２月開催予定）までにハンズオン支援施設等の発掘
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（６）東海地域における取組
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（７）近畿地域における取組
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（８）中国地域における取組
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（９）四国地域における取組
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愛媛県内の医療機関における電波利用推進協議会

【平成29年度】
○ 6月14日 設立準備会合

○ 9月23日 設立総会

○ 9月23日 勉強会(四国総合通信局と共催)

○ 11月15日 ICTに係る先進的医療施設の視察
医療法人住友別子病院（愛媛県新居浜市）

○ 病院における電波環境測定
愛媛大学医学部附属病院（愛媛県東温市）
医療法人住友別子病院（愛媛県新居浜市）

【平成30年度】
○ 6月14日 総会

○ 6月14日 勉強会・デモ(四国総合通信局と共催)
・世界初のウェアラブル型ハンズフリー端末
による医療分野における多言語音声翻訳シス
テムのデモを実施

・これまでに周知を行っていない看護協会、
看護学校、医療関係の教育機関などへの参加
要請を実施

○ 愛媛県内の病院における電波利用の状況の分析
平成29年度に総務省が行ったアンケートの分析を行い、
愛媛県内の医療現場の課題解決に有効活用

○ 11月20日 ICTに係る先進的医療施設を視察
社会医療法人石川記念会 ＨＩＴＯ病院
（愛媛県四国中央市）

地域でのこれまでの取組

【これまでの活動】
○ 6月18日 総会

○ 6月18日 勉強会(四国総合通信局と共催)
【第1部】

東京大学医学部附属病院企画情報運営部 講師 新 秀直 氏による医
療機関において安心・安全に電波を利用するための講演

【第2部】
医療機器メーカー2社から医用テレメータによるトラブル状況の実演と
解決方法について説明

○ 10月31日 全国代表者会議に参加

【今後の予定】
○ 12月 ＩＣＴ係る先進的医療施設等への視察

国立病院機構四国がんセンター(予定)

○ 1月 ハンズオン支援
松山市民病院の要望により次世代PHS、無線LANなど通信の高度化という観点で
の勉強会を予定

○ 3月 グッドプラクティス／ヒヤリハット事例の収集取りまとめ

○ 必要に応じて、以下のことに取り組む
・ 適正な電波利用に関する調査研究
・ 医療機関における適正な電波管理に関する人材育成
・ 医療機関における適正な電波管理体制の構築支援

令和元年度の活動及び今後の予定

○ 11月10日 「電波の安全性・利用環境整備に関する説明会」を開催(徳島市)
【講演1】「電波の健康影響 ～国際的評価と最近の話題～」

講師：京都大学生存圏研究所 生存圏電波応用分野
特任教授 宮越 順二 氏

【講演2】「医療機関において安心・安全に電波を利用するために」
講師：東京大学医学部附属病院 企画情報運営部

講師 新 秀直 氏

令和元年度四国総合通信局の取組
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愛媛県内の医療機関における電波利用推進協議会

ｚ ＨＩＴＯ病院視察の模様

テーマ１：病院内テレメータ送受信機の電波干渉と正しい理解 日本光電工業株式会社

病棟における医用テレメータのネットワーク構成を紹介。続いて、電波の受信状態について、信号
の強度とノイズレベルで変わることを分かりやすく説明。隣接チャネルの電波干渉について、電波の
波形をスペアナ測定器の画面で表示を実演。

さらに、医療現場で役立つチャネル管理ツールやＩＣＴ技術を活用した無線ＬＡＮテレメータの紹
介。

テーマ２：医用テレメータシステム管理の実際とトラブル事例等 フクダ電子株式会社

医用テレメータのアンテナシステムの構成と特徴を紹介。続いて、医用テレメータの受信障害原因
として、ＬＥＤランプからのノイズの影響や、トラブルの原因となる監視カメラ等からのノイズ発生
などを紹介。

さらに、混信の仕組みや混信障害を防ぐためのゾーン配置の効果などの説明があり、医用テレメー
タのチャネルを管理するアプリを紹介。

勉強会の模様

セントラルモニタ機器などの展示模様

協議会では、愛媛県四国中央市の社会医療法人石川記念会 ＨＩＴＯ病

院が全国で初めて導入（平成３０年６月）したスマホの活用による電子
カルテ音声入力システム等を３１名で視察を行った。

同システムは、リハビリを終えたスタッフが歩きながら診療状況をス
マホを介して音声で入力を行うことが可能とするもの。従来のパソコン
入力によるカルテの作成時間が効率化され、その時間を患者と向き合う
時間として使用するなど医療サービスが向上している。

医療現場におけるＩＣＴの先端技術を有効に活用したスタッフの働き
方改革の取組みとして高く評価できる。

ＨＩＴＯ病院ホームページより引用

ICTに係る先進的医療施設を視察(平成30年11月20日)

医療機関において安心・安全に電波を利用するための勉強会を開催 (令和元年6月14日)
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（10）九州地域における取組
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（11）沖縄地域における取組
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１．沖縄地域の医療機関における電波利用推進協議会(沖縄地域協議会)の設立※

設 立 日：平成 29年9月9日(土)
設立時会員数：56(法人・団体会員35、個人会員21)
会員構成：医療機関などの法人・団体会員、臨床工学技士などの個人会員で構成。
現会員数(R1.10.1現在)：89会員(法人・団体会員54、個人会員35)
※医療機関における安心・安全な電波利用の実現に資する周知啓発を中心に活動。

２．平成30年度の取り組み
○平成30年度沖縄地域協議会総会

H30.8.10(金)-17(金) ：台風より会合中止。メール審議により役員改選、活動方針等承認。

○医療分野における電波の安全性等に関する説明会
H30.11.17(土) ：那覇市 参加者41名

○第66回沖縄県CE技術交流会
H31.2.3(日) ：宜野湾市 参加者約40名
一般社団法人沖縄県臨床工学技士会主催行事。専門家(講師)派遣で連携。

○医療分野における電波の安全性等に関する小規模セミナー・勉強会
H31.2.23(土) ：中城村 参加者17名

○沖縄地域の医療機関における電波利用状況等に関するアンケート調査
H31.3.28(木)-4.11(木) ：活動方針の策定等に活用(14回答)。

○取組事例(グットプラクティス・ヒヤリハット)の収集
H31.3.4(月)-20(水) ：グッドプラクティス事例1件収集

３．令和元年度の取り組み(実施済)
○第20回沖縄県透析医会学術講演会

R1.5.16(木) ：南風原町 参加者70名
沖縄県透析医会及び協和発酵キリン株式会社共催行事。事務局(総通)から講師派遣。

○第58回日本生体医工学会大会シンポジウム
R1.6.8(土) ：宜野湾市 参加者約50名
公益社団法人日本生体医工学会主催行事。事務局(総通)から講師派遣。

○令和元年度沖縄地域協議会総会
R1.8.17(土) ：那覇市 出席者18名。役員改選、活動方針等承認。

○医療分野における電波の安全性等に関する説明会
R1.8.17(土) ：那覇市 参加者45名

【令和元年度医療機関における電波利用に関する全国代表者会議資料】

これまでの取り組みと今後の取り組み方針
沖縄地域の医療機関における電波利用推進協議会

小規模セミナー・勉強会(H31.2.23)

沖縄県CE技術交流会(H31.2.3)

沖縄県透析医会学術講演会
(R1.5.16)

日本生体医工学会大会シンポジウム
(R1.6.8)

説明会(R1.8.17)
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４．令和元年度の取り組み(予定)
○医療分野における電波の安全性等に関するセミナー

第1回：R1.11.26(火) 那覇市
第2回：R2.2 石垣市。初の離島開催。

○ハンズオン支援調整や沖縄地域の医療機関における電波利用改善状況等に関するアンケート調査
○取組事例(グットプラクティス・ヒヤリハット)の収集 など

医療分野における電波の安全
性等に関する説明会

平成30年11月17日(土)13:30-16:00
沖縄産業支援センター中ホール(那覇市)

医療機関における安心・安全な電波利用の推進に向けた総務省の取組
沖縄総合通信事務所 伊藤 弘道
医療機関において安心・安全に電波を利用するために－すぐにでも実践したい実務的内容とトラブル
事例から見た課題・対策について－
東京大学医学部付属病院 新 秀直 氏

第66回沖縄県CE技術交流会
平成31年2月3日(日)13:00-16:00
学校法人SOLA沖縄学園SOLA沖縄保険
医療工学院(宜野湾市)

病院内電波管理におけるCEの役割
学校法人大阪滋慶学園滋慶医療科学大学院大学 加納 隆 氏

医療分野における電波の安全
性等に関する小規模セミナー・
勉強会

平成31年2月23日(土)14:00-16:45
社会医療法人かりゆし会ハートライフ病院
(中城村)

電波利用機器(医用テレメータ/無線LAN/携帯電話/その他の機器)のトラブル事例や対応策について
北海道公立大学法人札幌医科大学附属病院 室橋 高男 氏
病院内における携帯電話使用規則の改定－指針を基にした取り組み－
社会医療法人かりゆし会ハートライフ病院 仲松 晋也 氏
施設見学・勉強会
社会医療法人かりゆし会ハートライフ病院の院内見学

第20回沖縄県透析医会学術講
演会

令和元年5月16日(木)19:00-21:00
沖縄県医師会館(南風原町)

医療機関における安心・安全な電波利用の推進に向けた総務省の取組
沖縄総合通信事務所 伊藤 弘道

第58回日本生体医工学会大会
シンポジウム

令和元年6月8日(土)10:30-11:55
沖縄コンベンションセンター(宜野湾市)

医療機関における安心・安全な電波利用の推進に向けた総務省の取組
沖縄総合通信事務所 伊藤 弘道

医療分野における電波の安全
性等に関する説明会

令和元年8月17日(土)14:20-17:30
沖縄県教職員共済会館八汐荘(那覇市)

医療機関における安心・安全な電波利用の推進に向けた総務省の取組
沖縄総合通信事務所 伊藤 弘道
医療への無線通信導入に関する諸問題とその対策～無線LANを中心に～
国立大学法人佐賀大学 花田 英輔 氏
当院における電波管理体制と実際の電波トラブル事例
医療法人沖縄徳洲会南部徳洲会病院 赤嶺 史郎 氏

５．説明会等概要(参考)

【令和元年度医療機関における電波利用に関する全国代表者会議資料】

これまでの取り組みと今後の取り組み方針
沖縄地域の医療機関における電波利用推進協議会
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-セントラルモニタ更新に伴う電波環境調査-
（医療機関名：医療法人沖縄徳洲会南部徳洲会病院 ）

グッドプラクティス事例
(平成30年度取組事例集グッドプラクティス編に掲載)

沖縄地域の医療機関における電波利用推進協議会

背景・問題意識
当院では2007年の新築移転時に電波強度の基準値を満たしていたが、セントラルモニタの経

年劣化による受信不良のため、ナースステーションから遠い病室では個人用・多人数用心電図
モニタにより病室外（廊下）でモニタリングﾞされていた。しかし、ＪＣＩ（国際病院評価機構）では、個
人情報保護の観点から、心電図モニタを病棟廊下などへ設置することは推奨されていないため、
今回のJCI更新に伴い、院内電波利用環境の改善に向けた取り組みを行った。

具体的な取組
電波環境調査では専用のスペクトラムアナライザを用いられ、確実な電波受信には40㏈μＶ以

上が必要となるため、各病棟のナースステーションから遠い病室3か所を測定し電波強度チェック
を行った。

取組の効果
電波環境調査では各病棟のナースステーションから遠い病室3か所を測定したが、結果は平均

電波強度においては基準値の40㏈μＶには全く満たしていないことが解った。

関連する取組
病院新築移転時の電波環境調査では電波強度の基準値を満たしていたが、今回の調査結果

によりモニタリングの中央化のためにセントラルモニタの更新だけではなく、各病棟においてアン
テナの更新・増設が必要だと考えられアンテナ工事を行うこととなった。

今後の展望
電波環境協議会では定期的な調査を推奨していることから、当院でも定期的な電波環境調査

を検討する必要があるため、院内電波安全管理委員会への参加や他部署との連携を図りながら、
医療機器安全管理体制と電波管理体制が整合するよう取り組んでいきたい。
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