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1．医療ICTの研究開発事例



331．医療ICTに係る研究開発事例

①８Ｋ等高精細映像データ

利活用研究事業
（事業期間：令和元年度～令和３年度）

8K技術を活用した内視鏡（硬性鏡）
手術システム平成28年度から平成30年
度にかけて、試作機の開発等を行った。

平成31年度以降は、 ８Ｋ内視鏡シ
ステムのさらなる改良を進めると共に、
８Ｋ内視鏡システムを応用した遠隔手
術支援の実現に向けた研究開発を実施。

概要

②高度遠隔医療ネットワーク

研究事業
（事業期間：令和２年度～令和3年度）

③認知症対応型ＡＩ・ＩoＴ

システム研究推進事業
（事業期間：令和２年度～令和４年度）

遠隔手術を実施するに当たっては、
各医系学会において、必要な通信環境
等を定めたガイドライン整備が求めら
れている。

実際に手術支援ロボットやネット
ワーク等を用いて遠隔手術の臨床試験
を行う研究開発を実施し、遠隔手術ガ
イドラインの策定に寄与する。

概要 概要

平成29年度及び平成30年度に、「認
知症対応型IoTサービス」を実証し、
BPSDの発症数の減少や介護負担の軽
減に一定の効果を得た。

本研究開発では、 BPSDケアに資す
るAIの精度向上と医学的見地からのエ
ビデンスの確立、医療現場や在宅ケア
への展開の検討等を進める。



4８K内視鏡（硬性鏡）の開発、遠隔手術支援への応用（事業期間：R１～R3）

⇒引いた位置からの撮影による広範囲術野で、臓器
損傷のおそれが少ない、より安全な手術
（従来腹腔鏡手術は術中の臓器損傷の発生率が開腹手術の2倍）

⇒鮮明な映像により、がん等の取り残しのおそれを減
らした、より高い治癒率
（従来腹腔鏡手術はがん細胞の腹膜播種（転移）による再発率が開腹手術の1.5倍）

⇒上記特性を活かした遠隔手術支援への応用に期待。
実際の手術風景

● ８K技術を活用した内視鏡（硬性鏡）手術システムは、これまでの内視鏡手術よりも安全性及び効率
性を高める可能性があり、速やかな開発・実用化が期待されている。総務省では、平成28年度から平
成30年度にかけて、試作機の開発とヒトを対象とした試験を実施し、医療上の有用性等を検証。

●令和元年度以降は、 ８Ｋ内視鏡システムのさらなる改良を進めると共に、８Ｋ内視鏡システムを
応用した遠隔手術支援の実現に向けた研究開発を実施。

●引いた位置から撮影しズーム
で拡大することで、新しい手術
空間を創出。

●俯瞰映像とズームアップ映像
とを一つの腹腔鏡により同時
に得られるシステムを構築。

●現在の腹腔鏡では、
拡大してみたい場合
にはカメラを近づけな
ければならないため、
手術器具と衝突。

現在の内視鏡 8K内視鏡



5高度遠隔医療ネットワーク研究開発（事業期間：R2～R3）

● 厚生労働省が本年夏に改定したオンライン診療の適切な実施に関する指針において、遠
隔地の医師が直接患者の手術を執刀する「遠隔手術」について、一定の条件を満たした場合
においては医師法に反せず実施可能な旨が明確にされた。これにより、日本における遠隔手
術の進展が期待される。

● 遠隔手術を実施するに当たっては、各学会において、必要な通信環境等を定めたガイドラ
イン整備が求められている。遠隔手術に必要なネットワークやセキュリティといった通信環境
の検討・整理に資するため、実際に手術支援ロボットやネットワーク等を用いて遠隔手術の臨
床試験を行う研究開発を実施し、各学会における遠隔手術ガイドラインの策定に寄与する。
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背景・課題

研究開発概要・目標 研究開発イメージ図

出口戦略

１ BPSD予測及び対処AIの研究開発
① 研究開発概要
・BPSDの発症を予測するAI及び対処方法を提案するAIの開発
IoTセンサからの情報によりBPSDの発症を予測等するAIを開発する。
SIP事業と連携し、エッジAIセンサ等を活用。

・介護情報を自動で記録するAIチャットの開発
② 研究開発目標

BPSDの発症予測は、75％以上を目標
２ データ基盤の研究開発
① 研究開発概要
本研究開発で得られた、介護情報等については、コンソーシアム間で共有が
可能となるようセキュアなデータ基盤を構築する。

② 研究開発目標
データ基盤を利活用する研究開発プログラム等について３以上を目標

３ 社会実装のための研究開発
① 研究開発概要
在宅介護、介護施設、病院等が導入可能な設定に応じた、システム等の検討
と在宅介護を中心とした実証を実施し、課題の整理や必要な開発を実施。
戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）の研究開発チームと連携し、認知症の

予防（発症を遅らせる）からBPSDの発症予測までの社会実装を目指す。
② 研究開発目標
研究開発終了時点の導入施設 約120施設（事業所）を目標

平成29年度及び平成30年度の総務省の実証事業において、認知症に伴う行動・心理症状（叫声、拒絶、徘徊等）（以下「BPSD」という。）について、IoTセンサーで
得たデータと従前のケア方法をAIが解析して介護者に通知することで、BPSDの発症を74%予防し、介護負担を軽減する効果があるという新たな知見（例：利用者の
30分間の呼吸数が減少する一方で、脈拍数が増加する場合に、BPSDを発症する可能性が高まる）が得られおり、当該成果の可及的速やかな実用化と普及が望
まれる。このため、本研究開発では、IoTセンサーで得たデータとAI解析の精度向上について、研究の加速・充実を図る。具体的には、複数の研究者によるデータ
基盤を構築し、IoTデータ等を収集し、BPSDの事前予測に関するAI解析及びその精度向上を行う。また、早期の社会実装図るため、社会実装のための課題を整理
し、その解決のための研究開発等を実施するもの。

●本研究開発の社会実装のための検討成果や実証によ
る課題について、戦略的イノベーション創造プログラム
（SIP）の研究開発チームと共有・協力し課題解決に努める。

●参加している民間企業が、在宅介護、介護施設、病院
等に向けに製品等を開発し、実用化を図る。

●データ基盤について、研究開発終了後も維持管理可能
なエコシステムについて研究開発期間中に構築する。

内閣府 戦略的イノ
ベーション創造プログ
ラム（ＳＩＰ）

日本医療研究開発機
構（ＡＭＥＤ）認知症研
究開発事業

認知症AI･IoT
（AMED）

連携

認知症対応型ＡＩ・ＩｏＴシステムの研究開発（事業期間：R2～R4）



7SCOPE国際標準化型 日EU第5次共同研究 e-VITA(EU-Japan Virtual Coach for Smart Aging)

【目的】

ビッグデータ解析やエモーショナルコンピューティングの最新技術とさらに発展的技術を用い、個別化したプロファイリングと個人に
合わせたバーチャルコーチングを行うことで、認知機能、身体活動、モビリティ、心的状態、社会的交流を改善させ、高齢者のセルフケア
能力の向上といった「アクティブ・ヘルシー・エイジング(AHA、活力ある健康的な高齢化)」における課題の解決を目指す。

【実施内容】

外部情報源及び日常生活環境に埋設したセンサを介して様々なデータを収集し、利用者の日常生活環境における予防の可能性やリスク
を検知、マルチモーダルな音声対話、明快な情報提示やデータ統合に基づいた3次元ホログラムやアバター技術を活用し、自然なインタラ
クションを用いてサポートを行う。

システムの運用にあたっては、相互運用性とデータプライバシーを保証するため、分野横断的なデータ管理基盤(FIWARE)に基づくプ
ラットフォームを用いる。また、日本、フランス、ドイツ、イタリアの高齢者の生活環境にコーチングシステムを導入し、その実現性と有
効性を評価する。

○欧州側研究機関
・Universitaet Siegen（独）
・Age Platform Europe（白）
・Delta Dore SA（仏）
・Engineering-Ingegneria Informatica SPA（伊）

他５機関

○日本側研究機関
・東北大学
・産業技術総合研究所
・GATEBOX株式会社
・日本品質保証機構
・株式会社NeU
・国立長寿医療研究センター
・早稲田大学
・ミサワホーム総合研究所
・桜美林大学

【実施体制】
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２．医療ICTの海外展開事例



99

◼モバイルやクラウド技術等、ICTを活用した先進的な医療・健康分野の取組を図り、病気の早

期発見・予防医療を推進。

２．医療ＩＣＴ分野の海外展開

●ブラジル：220以上の医療機関へ導入済み
●チ リ：サンティアゴ首都圏の公的地域医療ネットワーク3圏に採択
（2020年10月時点）

遠隔医療ネットワーク

➢スマートフォンを活用し、簡便かつ高精度な
遠隔医療を実現。

（ブラジル、チリ等において実用化）

➢医療関係者間で医療用画像を共有し、
連絡がとれるSNS型モバイルクラウドサービ
スを導入。

➢院外にあるクラウドを利用することで、サー
バの高額な設置費用や運用費用の負担
を軽減。

高精細映像を活用した
内視鏡AI診断支援システム

➢ 病変の検出から診断までを、AIが支援す
ることで医師と患者の負担を軽減

➢検出：高精細映像を使用することで、AI
の大腸ポリープ検出率が向上

➢ 診断：切除する必要のある腫瘍性ポ
リープと切除する必要の無い非腫瘍性ポ
リープの別をAIが診断

VR等を活用した医療システム

➢クラウドを活用し遠隔から利用可能な、高
精度な医療を実現

➢CTスキャンやMRI等の医用画像を３次元
化し、腫瘍、骨、血管等の患者ごとの解剖
を立体で把握することが可能。

➢手術チームによる術前計画や、患者説明、
手術中の確認、医療カンファレスでの活用
が可能。

地方の病院、
診療所都市部の

医療機関
（専門医）

オンライ
ン通話

相談
チャット

DICOM
画像

救急隊（救急車内、
救急管制センター）

実用化例

CTやMRI等
2次元画像

３次元データ化

患者説明

手術計画

術中での活用
実証例実証例

①ポリープ等の
病変検出

②腫瘍性／非腫瘍性
を解析

※総務省において研究開発支援（H29ｰR1 AMED補助金）



10

高精細映像を活用した内視鏡AI診断支援システム

●対象国の医師に対して、大腸内視鏡による検査技能の習得のためのトレーニングを実施

➢ 検出：高精細映像を使用することで、人工知能（AI）の大腸ポリープ検出率が向上
➢ 診断：切除する必要のある腫瘍性ポリープと切除する必要の無い非腫瘍性ポリープの別をAIが診断
➢ 提案：適切な治療方針をAIが提案
⇒病変の検出から治療法の提案までを、AIが支援することで医師と患者の負担を軽減

実用化例

■大腸がんの内視鏡診療の各段階（ポリープ等の検出・診断・治療等）において、医用人工知能

（AI）が医師の診断を支援することで、腫瘍の見落とし・誤治療・過剰手術を減少させ、医療費の削

減を図るとともに、高品質の医療を提供。

高精細映像を活用した内視鏡AI診断支援システム

高精細映像

・腫瘍性／非腫瘍性を解析

医師と患者の
負担を軽減

・ポリープ等の
病変を検出

・治療法を提案

拡大映像
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実用化例

平成30年度に実証プロジェクトを実施した、
・ブラジルでは、約200の医療機関へ普及導入
・チリでは、サンティアゴ首都圏の公的地域医療ネットワーク３圏に採択（2020年8月時点）

地方の病院、診療所

都市部の医療機関（専門医）

救急隊（救急車内、
救急管制センター）

遠隔医療ネットワーク
➢スマートフォンやクラウド技術を活用し、都市部の専門医と地方のかかりつけ医の間で情報共有や、
救急隊と搬送先の病院の間で情報共有 等をすることにより、簡便かつ高精度な遠隔医療を実現。

（これまでにH29ペルー、H30チリ・ブラジル、R1メキシコ、コロンビア、タイにおいて実証）
➢SNS型モバイルクラウドサービスを導入し、CTやMRI等の画像の共有と、チャットによる迅速な
コミュニケーションを実現。
➢クラウドサービスを利用することで、サーバの高額な設置費用や運用費用の負担を軽減。

モバイルを活用した遠隔医療システムの海外展開

◼モバイルやクラウド技術等、ICTを活用した先進的な医療・健康分野の取組を図り、病気の早期発

見・予防医療を推進。

CTスキャン、MRI画像、超音波映像、テレビ通話

【実証成果】
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◼VR技術を用いて、事前のシミュレーションを行うことにより、立体的に患者の解剖を理解をして手

術の効率化を図る。また同じデータをトレーニング、教育に用いて、医療技術の底上げにつなげる。

実証例

遠隔通信にも対応したVR（３次元立体化データ）等を活用した医療システム

➢クラウドを活用することにより遠隔からも利用可能な、高精度な医療を実現する実証を実施
➢CTスキャンやMRI等の医用画像を３次元化し、腫瘍、骨、血管等の患者ごとの解剖を立体で把握
することが可能。
➢手術チームによる術前計画や、患者説明、手術中の確認、医療カンファレスでの活用が可能。

ＶＲ（３次元立体化データ）等を活用した医療システム

術中での活用

CTやMRI等の画像

2次元画像

３次元化

術前計画 患者説明

医療学会

クラウド技術とVR技術を活用し、医師‐医師間や、医師‐患者間で、
CT／MRI画像を元とした、３次元立体医用データを共有できる。



13

3．地域課題解決型ローカル５Ｇ等の実現に向けた開発実証



14移動通信システムの進化 （第１世代～第５世代）
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30年間で約10万倍
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高精細動画

最
大
通
信
速
度

第５世代

LTE

3.9世代

3.5世代

10年毎に進化
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15遠隔医療における５Ｇの活用可能性

・一般的に５Ｇでは、「超高速・大容量」、「超低遅延」、「多数同時接続」の３つの特徴が挙げられており、医療分
野においてもこのような特徴を活かした応用が期待される。
・遠隔医療において５Ｇの活用可能性があるのは、「リアルタイムでの共有が必要となる情報」を「患者宅や診療所、
救急車、院外の専門医」に共有するケースが挙げられる。

特徴 期待されている利用シーン 

超高速・大容

量 

最高下り伝送速度は

毎秒20ギガビット 

（4Gの２0倍） 

これまでリアルタイムでスムーズに再生できなかった大容量の映像等（例え

ば、8K映像や高精細VRコンテンツなど）がスムーズに再生できるようにな

る 

超低遅延 

最短 1 ミリ秒の無線

区間伝送遅延（4G

の 10分の１） 

通信によるタイムラグがほぼなくなり、ロボットや自動車等の信頼性の高い遠

隔制御が可能になる 

多数同時接

続 

100万台/平方キロメ

ートルの接続端末数 

（4Gの 10倍） 

工場内の多数ある機器の制御や、家電やセンサー制御など、⾝の回りのあ

らゆる機器がネットに接続されるIoT時代の通信インフラとして期待されてい

る 

 

【５Ｇの特徴】
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①救急車
⚫ 受入側の医師が映像等によって患者の状況を正確に把握することができれば、救急救命士等へより適切な処置の

指示を行うことができる。
⚫ 搬送先の病院においては、搬送中に患者の容体を正確に把握することで、受入に必要な準備（処置室や手術室の

準備、専門医へのエスカレーション等）を到着までに進めることができる。
②ドクターカー
⚫ 受入側の医師が映像等によって患者の状況を正確に把握することで、同乗している医師等に適切な処置の指示を

行うことができる。
⚫ 搬送先の病院においては、搬送中に患者の容体を正確に把握することで、受入に必要な準備（処置室や手術室の

準備、専門医へのエスカレーション等）を到着までに進めることができる。

想定される利用シーン

 救急車及びドクターカーに搭載した医療機器から出力さ
れるデータ量の多い各種診断映像等を単一または複数で
円滑に伝送することが可能になる。

5Gを活用するポイント

 診断映像として4K8Kカメラにより撮影された映像の伝送
が可能となれば、患者の顔色や皮膚の状態をより詳細に
映像で確認することが可能になると考えられる。

4K8Kを活用するポイント

 5Gエリア外等を移動する場合に
確保できるデータ伝送速度によっ
て、共有できる映像の選択や低画
質での情報共有等の対応が必要と
なる。

 救急車及びドクターカーからの診
断映像等の情報の伝送データ量が
どの程度必要となるか、検証する
必要がある。

留意点

救急車等

映像アップロード
5Gアンテナ

光回線

5G接続端末

患者状態の把握・
救急救命士等への指示

5G回線

受入病院

カメラ

ベッドサイドモニタ
情報

救急車内

5G・4K8Kの活用可能性が高いユースケース（案）

救急搬送中の情報共有における遠隔診療支援



17地域課題解決型ローカル５Ｇ等の実現に向けた開発実証（Ｒ２）

【事業概要】
✓ ローカル５Ｇ等について、５Ｇの「超高速」、「超低遅延」、「多数同時接続」といった特長と、都市部、ルーラル、
屋内等の試験環境の異なる地域や、複数の周波数を組み合わせ、様々な利活用シーンで地域のニーズを踏まえた
開発実証を実施。

✓ また、本実証の推進体制を早急に構築するため、実証プロジェクトの管理業務、地域での案件形成支援、実装・横
展開が可能なプロジェクトの選定、実証プロジェクトの自走化支援、成果物のニーズ調査等を実施。

建物内や敷地内で自営の５Gネットワークとして活用ゼネコンが建設現場で導入

建機遠隔制御

事業主が工場へ導入

スマートファクトリ

農家が農業を高度化する

自動農場管理

自治体等が導入

河川等の監視

センサー、4K/8K

インフラ監視

河川監視

スマート工場

建機遠隔制御

農業
での活用

建設現場
での活用

工場での
活用

スマート農業

防災現場
での活用

＜具体的な利用シーンで開発実証を実施＞



18へき地診療所における中核病院による遠隔診療・リハビリ指導等の実現

請負者 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 分野 医療・ヘルスケア

実証地域 愛知県新城市 コンソーシアム
（株）エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所、（株）NTT
ドコモ、新城市民病院、新城市、名古屋大学、ニプロ
(株)

地域課題等
予防医療を担う医療従事者（総合診療医、リハビリ専門医、リハビリ専門職等）の不足、山間部等のへき地へ医療
従事者を派遣する負担の増加

実証概要

課題実証：①診療所における中核病院の医師によるテレビ通話を用いた問診やウェアラブルカメラ等による超音波画像
検査等の遠隔診療に関する実証、②遠隔リハビリ指導に関する実証、③４Kカメラやウェアラブルカメラ等を用
いた遠隔からの摂食嚥下指導に関する実証 等

技術実証：ローカル5Gの性能評価、電波伝搬特性評価及びエリア構築・システム構成の検証を実施するとともに、
ローカル5Gとキャリア5Gの準同期運用を含めた共用検討等を実施。

ローカル５G等
（周波数・特長）

周波数：4.7GHz帯 構成：NSA構成
利用環境：屋内（病院・診療所・集会所）

高精細映像を用いたリハビリ指導

被験者

②遠隔リハビリ指導

看護師
（視線用アクションカメラ装着）

4K

４K接写用カメラ

4K

遠隔指示用カメラ

遠隔診療による問診・超音波画像検査

①遠隔診療(問診) 

モバイル超音波画像
診断装置

看護師
（視線用アクションカメラ装着）

被験者

4K

遠隔指示用カメラ

4K

４K接写用カメラ

高精細映像を用いた摂食嚥下指導

③遠隔摂食嚥下指導

4K

遠隔指示用カメラ

4K

４K接写用カメラ

被験者

接写・全体映像
（遠隔指導）

スクリーニング調査

被験者
（住民）WEBアンケート

研
究
機
関

診
療
所

中
核
病
院

5G

問診及びプローブ映像・エコー画像の確認
（遠隔診療(問診) ）

総合診療科医

遠隔診療
支援システム

住民の健康状態を評価

※本事業はキャリア5Gにより評価

集
会
所



19専門医の遠隔サポートによる離島等の基幹病院の医師の専門外来等の実現

請負者 株式会社NTTフィールドテクノ 分野 医療・ヘルスケア

実証地域 長崎県長崎市、五島市 コンソーシアム
（株）NTTフィールドテクノ、長崎県、国立大学法人
長崎大学病院、長崎県五島中央病院、社会福祉法
人なごみ会、医療法人井上内科小児科医院

地域課題等 急速な高齢化に伴う高齢者施設や在宅での定期的な診療やケアを必要とする患者の増加

実証概要

課題実証：①離島等の基幹病院における、スマートグラスや4Kカメラ映像を介した専門医の遠隔サポートによ
る高度専門医療提供に関する実証
②離島等の医師が常駐していない高齢者施設における、スマートグラス映像を介した看護師による
遠隔診療・ケアサポートに関する実証

技術実証：ローカル5Gの性能評価、電波伝搬特性評価及びエリア構築・システム構成の検証を実施すると共
に、アップリンク/ダウンリンク比の検討や機器構成の要件検証を実施

ローカル５G等
（周波数・特長）

周波数：4.7GHz帯 構成：SA構成
利用環境：屋内（病院）

診療科別専門医による遠隔サポート

①専門医の遠隔サポートによる高度専門医療の提供

長崎大学病院

手術・救急医療（模擬）

五島中央病院（基幹病院）

4Kカメラ

スマートグラス

L5G専門外来

医師患者
4Kカメラ

スマートグラス

L5G

現場医師がスマートグラスや4Kカメラの映
像をリアルタイムに送信

スマートグラスや4Kカメラを介してリアルタイム
にモニタリング

医師による遠隔サポート

井上内科小児科

嘱託医による遠隔サポート

②高齢者施設等における遠隔診療・ケアサポート

スマートグラス

高齢者施設L5G

スマートグラスを介した映像・音声を支援医師と共有し、高度なケアをサポート



20中核病院における５Ｇと先端技術を融合した遠隔診療等の実現

サーバールーム

請負者
特定非営利活動法人滋賀県
医療情報連携ネットワーク協議会

分野 医療・ヘルスケア

実証地域 滋賀県高島市 コンソーシアム

（特非営利）滋賀県医療情報連携ネットワーク協
議会、大津・湖西医療圏地域医療情報連携ネット
ワーク協議会、高島市民病院,本多医院、高島保健
所、慶應義塾大学、(株)情報通信総合研究所、日
本通信(株)、TXP Medical(株)、KPMGコンサル
ティング(株)

地域課題等 中核病院における医療業務の効率化及び病院機能の向上

実証概要

課題実証：①中核病院内・院外におけるリアルタイムな高精細画像情報の共有による遠隔診療や遠隔技術指導、
②AI画像診断による医療現場の働き方改革、③災害時における自営無線通信の確立、災害対策本
部等との情報共有、現場のトリアージ等の支援に関する実証

技術実証：ローカル5Gの性能評価、電波伝搬特性評価及びエリア構築・システム構成の検証を実施するとともに、
アップリンク/ダウンリンク比の検討や機器構成の要件検証を実施

ローカル５G等
（周波数・特長）

周波数：4.7GHz帯 構成：SA構成
利用環境：屋内（病院）

高島市民病院
（中核病院）

臨時診療機能設置仮設建屋
③災害時の通信確保及び医療支援

高精細カメラ

スマートグラス
・5Gスマホ

モニタ・PC

画像診断センタ

②AI画像診断による
診断支援

手術センター

高精細
カメラ

スマート
グラス

モニタ

院内ローカル
5G圏内

外来救急センター

スマート
グラス

モニタ

高精細
カメラ

①専門医による
遠隔診断支援

5Gスマホ

モニタ

スマートグラス

病棟等

スマート
グラス

①入院患者の急変
時遠隔指導

院内・仮設建屋での
リアルタイム接続による

医療支援

専門医
部門システム等(画像等)

AI画像診断

①専門医による
遠隔手術技術指導

5Gスマホ



21【参考】医療機関システムのネットワーク（医療機関に設置されているLANとWｉFｉ）

• 医療機関のLAN（有線）も手術映像システムなど帯域を必要とする場合、映像専用のネットワークが敷設されていることがある。部門シス
テム専用（放射線科、手術、検査など）のネットワークを物理的、論理的に切り分けるかは医療機関の方針による。

• 現在、殆どの病院で院内WiFiが導入されているが、2.4GHz帯は他通信との干渉の問題があるとのことから、5GHz帯を利用する病院も増えてきた。
• WiFiに関しても、電子カルテなど診療系NWにつながるWiFi、インターネットにつながるWiFi （スタッフ用）、患者用WiFi （外来、病棟など）で
系統を分けて設置している場合がある。

無線LAN規格 通信速度（最大） 周波数帯 備考

（Wi-Fi 6）IEEE802.11ax 9.6Gbps 2.4GHz/5GHz帯

（Wi-Fi 5）IEEE802.11ac 6.9Gbps 5GHz帯

（Wi-Fi 4）IEEE802.11n 300Mbps 2.4G帯/5GHz帯
※一般的に現在医療機関で利用さ
れている規格と推定

IEEE802.11a 54Mbps 5GHz帯 ※導入時期によっては利用

IEEE802.11g 54Mbps 2.4GHz帯 ※導入時期によっては利用

5GHz
•障害物に弱い
•同一の周波数帯を使用する機器が少ないため、電波干渉が少ない
•屋外では利用できない（条件付で5.2GHz帯の屋外利用が可能）

2.4GHz

•障害物に強い
•無線キーボード・マウス・Bluetoothなどと干渉しやすい（2.4GHz利用）、患者持ち込みのWiFiモバイルルータ、携帯
ゲーム機やスマホのデザリングとの干渉リスクあり
•使えるチャネルが少ない
•屋内・屋外共に利用可能

院内でWiFiに接続しているデバイス等
•端末：スマートフォン、タブレット、ノートPC（業務システムに接続するため）
•可搬型医療機器：X線撮影装置、超音波診断装置、心電図計、患者モニタ等、移動できる医療機
器の場合、WiFi接続するものがある
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【参考】医療機関で利用されている主な無線の種類

無線規格 概要 医療機関での利用例 利用周波数

無線LAN（WiFi） － ・院内LAN接続やインターネット接続用など 2.4GHz帯、5GHz帯

携帯電話 院内での携帯電話の利用は医療機器から
1m離す。通話不可な場所がある。

・職員間での院内外通話
・スマホはタブレットは院内LAN接続用端末とし
て活用

700MHz～3.5 GHz

PHS 携帯電話よりも送信出力が小さいため、電磁
波による人体への影響が少ない

・職員間での院内外通話 1.9GHz帯

微弱無線設備 電波が弱く、近距離の無線通信に利用 ・離床センサ
・呼吸センサ

微弱であれば周波数利用に
制限はない

特定小電力無線局 微弱無線よりも雑音や混信に強く、より長い
距離の通信に利用

・医用テレメータ（心電図等の生体信号の伝送）
・植込み型心臓ペースメーカ等のデータ転送
・ナースコール
・離床センサ

400MHz帯～440MHz帯

Bluetooth デジタル機器用の近距離無線通信規。通信
距離は、数mから数十m程度の距離

・患者のバイタルデータを計測（血圧計、体重な
ど）スマホなど端末との接続

2.4GHz帯

RFID 非接触のRFタグを使って情報を識別可能。通
信距離は利用する電波によって10cm～10m
となる

・ベッドサイドの三点認証

・リストバンド型患者用タグ等による患者情報管
理
・薬剤や材料の物品管理
・医療機器管理
・職員の入退室管理（ICカード等）

LF帯：120～130kHz、HF帯：
13.56MHｚ、UHF帯：900MHｚ
帯、マイクロ波：2.45GHｚ

NFC 通信距離10cm程度の近距離無線通信技術。
非接触にてICカードやICチップにて相互通信
可能

・患者のバイタルデータを計測（血圧計、体重な
ど）

13.56 MHz

トランシーバ 送信機と受信機が一体になった無線機 ・災害発生時の緊急用途や警備等での利用 400MHz帯

※「医療機関において電波を安全に利用するための手引き -総務省」 を一部参考に作成
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• 自営無線ネットワークの規格は、「ローカル5G」「プライベートLTE」「Wi-Fi6」などがあり、周波数帯以外にも最大スループットやカ
バーエリア、無線局免許の必要性など、それぞれ特徴があります。

規格種別
ローカル5G プライベートLTE Wi-Fi６

(ミリ波) (sub6) (AXGP) (sXGP) (802.11ax)

周波数帯
※制度化前含む

28GHz帯
(28.2-29.1GHz)

4.5GHz帯
(4.6-4.8GHz)

2.5GHz帯 1.9GHz帯 2.4/5GHz帯

最大スループット（目安）
down/up
※条件により大きく異なる。5Gについては
NTTドコモのキャリア5Gの値を引用

10Gbps/
480Mbps

3.4Gbps/
182Mbps

100Mbps/
10Mbps

8Mbps/
1Mbps

9.6Gbps

無線区間遅延（目安）
※条件により大きく異なる。

超低遅延
(数msec程度)

超低遅延
(数msec程度)

低遅延
(10msec程度)

ある程度遅延
(40msec程度)

超低遅延
(数msec程度)

同時接続端末数
基地局（アクセスポイント）の理論値同時接続端

末（密度）は
100万台/km²

基地局（アクセスポイント）の理論値同時接
続端末（密度）は
10万台/km²程度

※製品で見ると小型基地局16～64台程度

（家庭用）WiFiルータ：10台
程度まで

（業務用）WiFiアクセスポ
イント：100台程度まで

カバーエリア
100m程度

固定および半固定
300m低度 2km程度 500m程度

ルータ：10m程度
アクセスポイント：50～100

ｍ

無線局免許 要 要 要 不要 不要

SIMカード 要 要 要 要 不要

干渉リスク 極小 小
小

(地域BWAが使用されてい
ない場所のみ使用可)

小 大

導入障壁
ローカル５G構築のノウハウが蓄積されていない

ため導入の障壁は高い
既出の技術を活用するため比較的導入の

障壁は低い
導入の障壁は低い
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■ローカル５G、プライベートLTE、Wi-Fi6の比較

【参考】ローカル５Gと他通信技術の比較



ご清聴ありがとうございました。

総務省の医療ICT政策への忌憚なきご意見、ご提言、
ご指導などお待ちしております。
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