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心電図検査

•検査件数は多い
•各社独自ファイル
•用途が複数
•再利用しにくい
•規格は進化

標準化を進めよう！



MFER規格のポリシー

• 構造をシンプルに
–専用装置、小型装置で容易に利用

• 技術の進歩を阻害することなく
–最新の性能を享受

• 再現性が良く
–計測時の状態を再現

• 他規格との親和性を高く
–検査情報、セキュリティ、認証を確保



MFERのメリット
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再計測
匿名化

波形ノイズかFAX、コピーの汚れか

検査時の波形品質と匿名化を確保して再検証



標準規格と調和
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MSH|^~¥&||LAB||Kohden|20050525||ORU^R01|mn25
6|T|2.4||||||~ISO IR87|JP|ISO 2022-1994 <cr>

PID||OPC-001|PID001||KOHDEN^TARO^^^^^L^A~光
電^太郎^^^^^L^I~こうでん^たろう^^^^^L^P
||19500523|M <cr>...
OBX||TX|9A100&IMP^ECG^JC10||
Atrial fibrillation|||AA|||F| <cr>

OBX||RP|9A100IECG^JC10 
||..//ecgdb.nk/H020923/01234.mwf|||AA |||F|...<cr>

標準規格の改善に伴い、利便性や安全性を確保

依頼、家族暦、既往症、禁忌
セキュリティは他の規格で確保



国際規格としてのポジション

ISO/TS 11073-92001:2007



国内規格としてのポジション

• 日本国内では

保健医療情報分野の標準規格として認めるべき規格について
医政発0331第１号 平成22年3月31日



活動状況

• ISO規格化、国内標準化、企業向け標準

– ISO規格原文を作成（月次+随時開催）

– HL7、ISO、CENのWGでレビュー

• モデリング

– IHEコネクタソン支援、実証実験支援

• 啓蒙活動

– 学会展示、発表、パンフレット、セミナー

アクテイブメンバー：
日本光電、フクダ電子、メディカルストレージ、日立メディコ



救急搬送
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MFER規格の詳細は

• ＭＦＥＲ ホームページ

http://www.mfer.org

• ＭＥＤＩＳ-ＤＣ財団法人医療情報システム開発センター

http://www.medis.or.jp
http://www.mfer.org



ホームページ



QRS onset T offset

5ms scale

ＩＣＨ Ｅ１４ ガイドライン

非抗不整脈薬におけるQT/QTc 間隔の
延長と催不整脈作用の潜在的可能性に
関する臨床的評価

．．．平均QT/QTc 間隔が5ms、あるいはそれ未満の延
長を示す薬物はTdP を引き起こしていないようである。

そうした前提の上では、陽性対照（薬理学的または非
薬理学的なもの）は、その特徴が明らかでなければな
らないし、現在その検出が臨床上重要でないとみなさ
れている最大程度のQT/QTc 間隔の変化（変化の平均
値が5ms 程度かそれ以下）に対応した効果を常に示す

ものでなければならない。云々．．．

臨床用の心電計では数十ミリsecの値で評価している

Thorough QT に要求される計測精度



QT計測画面例



治験向けシステム例

心電計

変
換
プ
ロ
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ラ
ム

計測中のＱＴ延長 判読

心電図ファイリング

年齢、性別
検査波形
UID

ＱＴ計測

ＭＦＥＲ化
匿名化

波形品質確認

ＭＦＥＲファイリング

UID
対応表

ＭＦＥＲ出力

各社から販売中 心電学会で発表、臨床薬理学会に展示



End



MFER関連技術、製品紹介



関連ツール

関連ソフトウエア、開発ツールをWEBで公開

• MFERビューワ
– 32Bit Windows OS向け

• JAVAアプレットビューワ
– Java ランタイムライブラリで汎用OS向け

• MFERパーサ
– MFERの記述内容を表示確認

• MFER テキスト変換
– 必要部分をCSV変換可能 MathLabで読込み

• MFER 画像変換
– 12誘導心電図をBMP,JPG,PNGに変換

http://www.mfer.org



メーカ：日本光電

製品名：Prime Vita

カテゴリ：診断情報システム

MFERの実装状況：

MFERデータの出力が可能。

IHE-J HL7での連携

他システムとの連携

MFER連携実績複数



メーカ：スズケン

製品名：CVS-02

カテゴリ：心電図ビューアソフト

MFERの実装状況：

オプションでMFER出力が可能



メーカ：フクダ電子

製品名：心電図データマネージメントシステム

EFS-8800

カテゴリ：診断情報システム

MFERの実装状況：

オプションでMFERデータの出力が可能。
また他システムとのMFER＋XMLに よ
る連携が可能

IHE-JのInfo. Source



メーカ：メディカルストレージ

製品名：Trinity

カテゴリ：診断情報システム

MFERの実装状況：
MFER形式データの保存
MFERビューワ



メーカ：日本光電

製品名：Cardiofax ECG-1500シリーズ

ECG-1400シリーズ

カテゴリ：心電計

MFERの実装状況：

フラッシュディスクカードおよび内蔵メモ
リにファイル保存された心電図データを
MFER＋CDA形式のファイルに変換し
て出力する事が可能。

対応ファイル種別：

安静時12誘導・15誘導

負荷後12誘導 / マスタ後12誘導

エクストラ誘導記録 / リズム記録



メーカ：フクダ電子

製品名：CardioStar FCP-7431/FCP-7541

カテゴリ：心電計

MFERの実装状況：

オリジナルフォーマットの心電図波形
データをMFER形式のデータに変換し
てフラッシュディスクカードに保存する。

対応ファイル種別：

安静時12誘導 / 負荷後12誘導



メーカ：スズケン

製品名：Cardico1213

カテゴリ：心電計

MFERの実装状況：

心電図の結果参照画面にて、
MFER出力機能を搭載


