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医療情報と情報セキュリティマネジメント
谷本　茂明，佐藤　周行，川本　祐子，秋葉　淳哉

近年，IoT や AI の進展に伴いサイバー環境の利便性は著しく向上する一方，サイバー犯罪も増加している．
一般に，医療機関では，個人の病歴など，非常にセンシティブな情報を扱うため閉域網で構築されるが，USBメ
モリによる感染事例も報告されており強固なセキュリティ対策が不可欠である．本稿では，最初に医療情報のイ
ンシデントなどの現状を述べ，次に，セキュリティ対策の核となる情報セキュリティマネジメントについて，技
術面，物理面，セキュリティポリシーの一つである ISMS に代表される運用面，医療情報保護に関する HIPAA
などの法制度面について述べる．最後に，医療情報のマネジメント例として HPKI（保健医療福祉分野公開鍵基
盤）を紹介する．

キーワード：ISMS，セキュリティ・バイ・デザイン，リスクアセスメント，HIPAA，HPKI

1. はじめに

近年，スマートフォンやタブレット端末の普及に伴
い，日本におけるインターネットの普及率も 80.9％と
増加している [1]．さらに，IoT や AI などインター
ネット上のサービスの多様化や機能の追加により利便
性も著しく向上している．このようにますます進化す
るサイバー空間の中で流通する情報量が増加する一方
で，コンピュータウィルス，不正アクセスや標的型攻
撃などサイバー犯罪なども増加しており，サイバー攻
撃の手法も多種多様になってきている．この要因とし
て，攻撃の際に使用されるツールがインターネット上
で容易に入手でき，子供から大人まで幅広い年齢層の
人がサイバー攻撃を行える環境があげられる．こうし
た外部からの攻撃に加え，さらに問題になっているの
が，社員や協力会社の従業員など企業内部の関係者を
原因とする情報漏えいである．たとえば，故意による
情報の持ち出しや電子メールなどによる機密情報の誤
送信，不注意によるデバイスの紛失などがある．
一般に，サイバー犯罪への対策として多くの企業が

情報セキュリティを強固に構築しているが，悪意のあ
る者はこの状況を想定し，さまざまな攻撃を仕掛けて
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くる．これは，医療機関においても同様である．医療
機関のネットワークは，一般に閉域網で構成されてい
るが，より安心安全なネットワークを確保するために
は情報セキュリティの確保が不可欠である．
本稿では，医療情報と情報セキュリティの関わりに

関して概説する．最初に，医療情報の現状と課題につ
いて述べ，次に，医療情報を安心安全に取り扱うための
マネジメントについて述べる．具体的には，情報セキュ
リティマネジメントを概説し，技術面，物理面，運用
面の要素について述べる．運用の核となる ISMS (In-

formation Security Management System, ISO/IEC

27002) [2]を概説し，医療機器の安心安全な設計指針
につながる考え方の一例として，セキュリティ・バイ・
デザイン [3]ならびにリスクアセスメント手法 [4]につ
いて述べる．さらに，医療情報保護に関する HIPAA

(Health Insurance Portability and Accountability

Act) [5]などの法制度面についても言及する．最後に，
医療情報と情報セキュリティマネジメントの具体的な事
例として，医療機関における HPKI（Healthcare Pub-

lic Key Infrastructure，保健医療福祉分野公開鍵基
盤）[6]について解説する．

2. 医療情報とは

2.1 医療情報の分類
医療情報とは，経済産業省の医療情報を受託管理す

る情報処理技術者向けガイドラインでは，「医療に関す
る患者情報（個人識別情報）を含む情報」と記されて
いる [7]．また，国島 [8]によれば，医療情報とは，「医
療の実践に伴って生じる情報一般」であり，①診療過
程で発生した患者個別の情報，②医療施設，地域ある
いは国レベルでの疾病・医療に関する情報，③診断・
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表 1 医療情報（厚生労働省の例）[10]

分類 内容
病院・薬局の情報 診療明細書及び調剤情報

検査情報（データ：尿・血液検査・心電
図・CT画像等，情報：読影レポート等）
本人提出用退院サマリ

検診機関の情報 検診情報
本人の記録情報 健康情報（バイタル・体重・血圧・食事・

運動等）

表 2 医療情報（セコム IS 研究所の例）[11]

分類 内容
医療：支払い レセプトデータ，DPC データ（診断群

分類包括支払制度の下で厚労省に提出す
るデータ）

介護：支払い 介護レセプトデータ
医療：臨床情報 処方箋

診療データ等
患者保有 母子手帳，お薬手帳
予防 特定診療データ
注：医療のパーソナルデータとして分類されている．

治療に関する医学知識（たとえば，最新の診療ガイド
ライン，薬剤情報，臨床検査情報など）とされている.

橋本 [9]による医療情報の分類では，表 1，表 2に
示す二つの参考例を挙げている [10, 11]．橋本 [9]は，
表 1，表 2以外の医療情報として，現在では，ゲノム
情報もシーケンサーの性能向上やコストの低下で一般
化してきており，その他情報として分類している．

2.2 医療情報の現状と課題
インターネットの普及に伴い，保健・公衆衛生分野

においてもさまざまな情報化の取り組みが行われてい
る．たとえば，AI，ビッグデータ，IoTからブロック
チェーン技術まで，さまざまな利用方法が検討され，保
健医療分野で期待されている [12].

2.2.1 医療情報の現状
医療情報は，ほかの情報に比べ次のような特性があ

るとされている．①情報の表現形態が非常に多様であ
る（医療のマルチメディア性），②情報の意味論的な階
層が深い（医療情報の意味論的多階層性），③プライバ
シー保護，セキュリティへの要求が高い（医療情報の
秘匿性）．すなわち，表現形態（数値，コード，略図（ス
キーマ），波形など），発生源・利用環境（病院，検査
センター，患者宅など）や分野（診断，検査，治療，看
護，介護・福祉など）など，多種多様な情報の特性を
有している [8]．

2.2.2 医療情報を取り巻く課題
医療情報を取り巻く課題として，以下に示すように，

医療と ITに関わる課題が顕在化している．

(1)医療機器の IT化に関わる課題
IPA（情報処理推進機構）による「医療機器におけ

る情報セキュリティに関する調査」 [13]では，医療機
器に関わるセキュリティインシデント事例や脆弱性の
事例が数多く報告されている．
インシデント事例では，米国ボストンのBeth Israel

Deaconess Medical Centerにおいて，高リスク妊娠の
女性向けの胎児モニタ装置がマルウェアに感染し，装置
のレスポンスが遅くなったことが報告されている [14]．
医療現場の IT 機器は，薬事法の制約，ベンダーの保
証規定などにより，ウィルス対策ソフトのインストー
ルができない場合があることが指摘されている [15].

脆弱性の事例では，ペースメーカー／ ICD (Im-

plantable Cardioverter Defibrillator) をハッキング
し，電流を流したり，機能を停止させたりすることが可
能であることが，2008 年にMedical Device Security

Centerによって研究発表されている [16].

また，2011 年，Black Hat において J. Radcliffeが
発表したインスリンポンプへのハッキングについての
研究 [17]や，Barnaby Jackが実演したインスリンポ
ンプやペースメーカーへのハッキング [18]は，医療機
器に対して患者が死に至るような攻撃が可能であるこ
とを示した．
どちらも無線通信を行うインプラント型医療機器の

脆弱性を悪用したものである．
(2)病院の運用管理の IT化に伴う課題
医療機器の IT 化による管理，診療から投薬までの

プロセスへの IT の利用，患者診療履歴管理など，病
院の運用管理の IT 化が進んでいる．これに対し，た
とえば，金沢大学附属病院におけるケーススタディで
は，院内の閉域網においても USBメモリを介するこ
とによるウィルスの感染事例が報告されている [13].

このように，病院の運用管理の IT 化に対する対策
が不可欠であることが課題といえる．

(3)医療事務の IT化に伴う課題
医療事務として，レセプト管理などの IT 化に伴い

クラウド型の管理モデルも出てきている [19]．この場
合，クラウド上にデータが配置され，利便性は著しく
向上するものの，厳格なアクセス管理やデータ保存に
際し，暗号化などのより高度なセキュリティ対策が不
可欠である．

3. 情報セキュリティマネジメントとは

ここでは，医療情報を取り巻く課題に対し，要とな
る情報セキュリティマネジメントを概説する．
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図 1 情報セキュリティマネジメントの位置づけ

図 2 情報セキュリティ技術

3.1 情報セキュリティマネジメントの概要
図 1に示すように，一般に，情報セキュリティマネ

ジメントはセキュリティポリシーを基に，情報面，物
理面，運用面の対策に大別される．

3.1.1 情報面
情報面では，暗号，認証，デジタル署名の三つの核

となる技術を基に，図 2のように，要素技術からフィ
ンテックやブロックチェーンなどの応用技術までさま
ざまな技術により脅威に対応している．

3.1.2 物理面
物理面では，IoT (Internet of Things) の進展に伴

い，監視カメラや人感センサ，測位センサなどの各種
センサ技術が著しく進展してきている．これらのセン
サ技術は，たとえば，運用面における人的稼働を代替
する物理的なセキュリティ技術として期待されている．

3.1.3 運用面
運用面では，最初に，情報セキュリティマネジメン

トの核となる ISMSについて述べる．次に，医療機器
などの設計時の手法としての活用が見込めるセキュリ

図 3 ISMS の概要

ティ・バイ・デザイン (Security by Design)を紹介し，
最後に，新技術の創出に対するリスクを体系的に評価
するためのリスクアセスメント手法を概説する．

(1) ISMS

ISMSは，図 3(1)に示すように，情報セキュリティ
管理策について，14の箇条（A5～A18）で構成され，
35 のカテゴリ，114 の管理策を規定している．ISMS

ではこれらの管理策を達成するために，同図 (2)に示
すように PDCAモデルを採用し，情報資産の機密性，
可用性，完全性をバランスよく維持し，継続的な改善
を行っていくことで，情報セキュリティに関するリス
クを軽減する [2].

このように，情報セキュリティに対する組織としての
ルールが ISMSに代表されるセキュリティマネジメン
トである．医療機関においてもセキュリティポリシー
を策定するとともに，これを周知徹底し，構成員全員
が情報セキュリティの重要性を認識し，ヒューマンエ
ラーが起きにくいマニュアルを作成，運用することが
重要である．

(2)セキュリティ・バイ・デザイン
IPAなどによりセキュリティ・バイ・デザインの概

念が紹介されている [3]．この概念では，ソフトウェ
ア開発の上流工程の仕様検討におけるセキュリティ機
能の検討の重要性が述べられている．一般に，運用段
階で実施されるセキュリティ対策は，インシデントが
発生した場合に応じて対処を行うのに対し，セキュリ
ティ・バイ・デザインでは，ソフトウェア開発の企画・
設計段階から想定したセキュリティリスクに対してそ
の対策を予め設計する．これまでに，標準化規格とし
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図 4 セキュリティ機能要件

図 5 RBS の記述例

て ISO15408 (CC: Common Criteria) が規定されて
おり，図 4に示すように，セキュリティ機能要件が規
定されている [20].

医療機器においても，開発の早い段階からセキュリ
ティを考慮することにより，たとえば，2.2.2節の課題の
一つである開発後のウィルス対策ソフトのインストー
ルができない場合の対処が可能となると考えられる．

(3)リスクアセスメント手法
リスクアセスメントは，①リスク特定→②リスク分

析→③リスク評価の順に検討を進める [21].

①のリスク特定には，RBS (Risk Breakdown Struc-

ture)，デルファイ法などが用いられる [4]．デルファ
イ法は，専門家の間で合意形成をする方法であるが，専
門家の定義や選出方法などの課題がある [22]．これに
対し，RBSでは，図 5に示すように，リスク事象を階
層的に展開していくことで網羅的に抽出することが容
易である．
②のリスク分析では，リスクマトリクス，ディシジョ

ンツリーが代表的手法である．前者が定性的な観点，

図 6 リスクマトリクス手法

図 7 リスク値の近似化（リスクマトリクス）

後者が定量的な観点に基づくものであり，初期分析な
どにおいては，リスクマトリクスが活用しやすい [4]．
リスクマトリクスは，図 6に示すように，リスクをそ
の発生頻度，影響度の高低により，回避，低減，保有，
転嫁の 4 種類に分類することで，リスク傾向を知るこ
とができる．
③のリスク評価では，②の分析結果を基に評価する．

ここでは，リスク値を用いた評価を例にとり述べる．
一般に，リスク値は，式 (1)のように表される [23].

リスク値 = 資産価値×脅威×脆弱性 (1)

次に，リスク値の近似手法を説明する．式 (1)の右
辺の各項目に対し，リスク対策の定量化を簡易化する
ために，図 7のように近似する [24].

図 7において，資産価値を影響度と仮定し，文献 [25]

を参考にして，高い場合はリスク値を 5，低い場合を
1 と仮定する．同様に，脅威を発生頻度と仮定し，高
い場合は 3，低い場合は 1と仮定する．さらに，脆弱
性に関しても，図 6に示すリスクマトリクスより，回
避に相当するものを 3（高），転嫁，低減を 2（中），保
有の場合を 1（低）とした．
以上により，式 (1)は，式 (2)のように近似でき，リ
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スクマトリクス手法を用いてリスク値を容易に算出な
らびに評価することが可能である．

リスク値 � 影響度×発生確率×脆弱性 (2)

医療分野においても，たとえば，Yonedaらの研究 [26]

では，リスクアセスメント手法を用いて，2.2.2節に示
す課題の一つであるインスリンポンプなどのインプラ
ント型医療機器に対するリスク分析を行っている．具
体的には，無線通信の脆弱性を明らかにし，その対策
として，認証ならびに暗号化などのセキュリティ対策
の重要性を指摘している．

3.2 法制度面
3.2.1 HIPAA [5, 27]

HIPAA（医療保険の携行と責任に関する法律）は，
2003 年 4 月にアメリカで発効された医療情報の電子
化の推進とそれに関係するプライバシー保護やセキュ
リティ確保について定めた法律である．
HIPAAで対象とする情報には，患者の病気や診療

に関するプライバシーの高い情報や保険利用データが
含まれ，特に，医療機関はプライバシーの権利と医療
情報のセキュリティ遵守という個人情報を保護する内
容が盛り込まれている．
たとえば，以下に示す PDCA サイクルに基づくマ

ネジメントを実現する必要がある．
Plan：病院などでプライバシー保護方針を定める
Do：従業員にその方針を教育
Check：全体を監視する担当者を定める
Act：方針の維持・改善
3.2.2 医療情報システムの安全管理基準
医療情報システムの安全管理基準として，厚生労働

省の「医療情報システムを安全に管理するために」が
ある [28]．表 3に，その概略を示す．

4. 医療情報と情報セキュリティマネジメント

ここでは，医療情報に関わる情報セキュリティマネ
ジメントの具体的な事例として，すでに医療機関で確
立されている HPKI [6]について述べる．

4.1 PKI（Public Key Infrastructure，公開鍵基盤）
公開鍵基盤とは，公開鍵暗号方式によるセキュリティ

基盤を意味し，この技術を用いることで，暗号化，デジ
タル署名，認証といったさまざまなセキュリティ対策
が実現できる．図 8に示すように，PKIでは，認証局
と呼ばれる機関が利用者に証明書（公開鍵証明書）と
呼ばれる電子ファイルを発行する．この証明書は，現

表 3 医療システムの安全管理基準の概略 [28]

安全対策 内容
(1) 組織的対策 安全管理について従業者の責任と権限を

明確に定め，安全管理に対する規程や手
順書を整備・運用し，その実施状況を確
認すること

(2) 物理的対策 入退館（室）の管理，個人データの盗難
の防止等の措置

(3) 技術的対策 個人データ及びそれを取り扱う医療情報
システムへのアクセス制御，不正ソフト
ウェア対策，医療情報システムの監視等，
個人データに対する技術的な安全管理措
置

(4) 人的対策 従業者等との間において，業務上秘密と
指定された個人データの非開示契約を締
結し，情報保護に関する教育・訓練等を
行うこと

図 8 PKI のシステム構成例

実世界における印鑑証明書や身分証明書に相当するも
のである [29].

(1) PKIの運用（証明書の発行）
証明書を必要とする加入者（証明書所有者）は，図 8に

示すように，①認証局のセキュリティポリシーである
CP/CPS (Certificate Policy/Certification Practice

Statement)を理解し，次に，②認証局内の登録局にデ
ジタル証明書発行を申請する．③認証局内の発行局は，
加入者のフォト ID 付き証明書（免許証など）を用い
て，本人認証を行った後，デジタル証明書を発行する．

(2) PKIの運用（証明書の利用）
加入者が証明書を，④セキュアな電子メール

(S/MIME; Secure Multipurpose Internet Mail Ex-

tensions)などの PKIアプリケーションで利用する場
合，利用者は，⑤加入者から送られてきたデジタル証
明書を送られてきた証明書に記されている認証局で検
証し，問題なければ，⑥アプリケーションを利用する．
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図 9 HPKI のフレームワーク例 [30]

(3) PKIの運用（証明書の失効）
証明書が有効期限内であるにもかかわらず，証明書

を紛失した場合などには，直ちにその証明書を利用で
きないように，認証局はその証明書を無効にする．

4.2 HPKI

HPKIとは，保健医療福祉分野の公開鍵基盤を指し，
2006年度に厚生労働省により HPKI認証局が構築され
た [6]．HPKIの特徴は，図 9に示すように，ISO17090

(Health Informatics Public Key Infrastructure)で定
義された hcRole (healthcare Role)と呼ばれる医療従
事者の資格を証明できる電子証明書である [30]．
厚生労働省はこれを基に「保健医療福祉分野 HPKI

認証局証明書ポリシ」としてとりまとめ，公開した [31]．
具体的には，看護師，医師，薬剤師など 26の保健医療
福祉分野の国家資格と，院長など五つの医療機関など
の管理者の資格を認証できる．医療従事者の署名・押
印が必要なすべての書類を電子的に作成して電子署名
することで正本として扱うことが可能である．HPKI

は，厚生労働省が認めたわが国唯一の保健医療福祉分
野の認証基盤である．
HPKIでは，以下の活用が可能である [6].

・電子カルテを電子保存する際に，いつ，誰が，ど
のような内容で保存したかを自ら証明したい場合
の電子署名

・紙のカルテをスキャンして電子保存する際の電子
署名

・診療情報提供書などを電子的に発行する際，医師

であることの電子的証明
・自分が作成した電子ファイルを広く公開する際に，
本人が作成したことの電子的証明

5. おわりに

デジタルトランスフォーメーション時代の今日にお
いて，医療機関においても IoTやAIなど IT技術の進
展に伴い，さまざまな脅威が増えてくるため，セキュ
リティ対策は不可欠である．本稿で述べたように，セ
キュリティ対策は，情報の技術面だけでなく，物理面
や運用面，法制度面なども考慮し，これらを適切に運
用するためのマネジメントが非常に重要になってくる．
特に，持続的な対策の観点から，セキュリティ対策に
おいても PDCAサイクルに基づく改善が肝要である．
今後の課題は，通常時の医療情報のセキュリティ対

策に対し，災害時などの非常時の医療情報，特に，ト
リアージなど緊急処置が必要とされる場合の医療情報
に対するセキュリティ対策である．
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