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1. はじめに
独立行政法人情報処理推進機構（以下「IPA」という。
）では、組込みシステムの情報セ
キュリティの向上を目的とし、組込みシステム 1、情報家電 2、自動車 3そして制御システ
ム 4における情報セキュリティについて検討を行ってきた。
2013 年度は、今後高機能化・ネットワーク化が進むであろうことが予測される医療機器
に関して、その現状とセキュリティ上の課題について検討を行った。そのため、諸外国の
医療機器セキュリティに関する取組みや、国内における医療機器開発及び運用の最新動向
の調査を行った。
本事業の検討結果を報告書として取りまとめ公開すると共に、医療機器の情報セキュリ
ティの必要性を明らかにすることによって、情報セキュリティの向上を推進することを目
的とする。

1

組込みシステムのセキュリティへの取組みガイド（2010 年度改訂版）
，
http://www.ipa.go.jp/security/fy22/reports/emb_app2010/index.html 等
2
情報家電におけるセキュリティ対策 検討報告書，
http://www.ipa.go.jp/security/fy22/reports/electronic/index.html 等
3
自動車の情報セキュリティへの取組みガイド，
http://www.ipa.go.jp/security/fy24/reports/emb_car/index.html 等
4
制御システム情報セキュリティ委員会報告書，
http://www.ipa.go.jp/security/fy24/reports/ics_sec/index.html 等
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2. 調査方法
本調査では、医療機器に関して、その現状とセキュリティ上の課題について検討を行う
ため、以下の項目について調査を実施した。
(1) 医療機器セキュリティに関する脅威事例の調査
(2) 国内外の医療機器セキュリティに対する取り組みの調査
医療機器セキュリティに関する脅威事例の調査では、米国・欧州を主として、情報セキ
ュリティが絡む医療機器における事象や、医療機器もしくは情報セキュリティを扱う国際
会議等で報告された研究事例等について、Web や論文等を対象として文献調査を実施した。
国内外の医療機器セキュリティに対する取り組みの調査では以下の項目について調査を
実施した。


米国・欧州における医療機器のセキュリティに対する取り組みや関連する組織



医療機器のセキュリティに関する国際標準の動向



国内の医療機器のセキュリティに対する取り組みや関連する組織

国外の動向については主に文献調査により実施し、国内の動向については文献調査とあわ
せてヒアリング調査を実施した。ヒアリング調査は病院、大学等有識者、医療機器ベンダ、
及び関連団体に対して実施した。ヒアリング調査では、医療機器のセキュリティに関する
現状の取り組みに加えて、医療機器セキュリティに関する要望や期待等についてもご意見
をいただき、その結果についても取りまとめを行った。
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3. 医療機器とは
本調査では、薬事法の対象である狭義の医療機器と、ヘルスケア機器、医療情報システ
ムを取り扱う（図 3-1 参照）
。
医療従事者による利用

医療機器（薬事法の対象）
高度管理医療機器（クラスⅢ、Ⅳ）
不具合が生じた場合、人体への影
響が大きい機器

人工呼吸器、除細動電
極、輸液ポンプ、麻酔
システム、透析器

医療情報システム

一般医療機器（クラスⅠ）
/管理医療機器（クラスⅡ）
不具合が生じた場合でも、人体への
影響が軽微な機器

MRI、電子内視鏡、
超音波診断装置、
X線フィルム、聴診器

医療事務や診療を支援するシステムや、
患者情報を扱うも端末やネットワーク
オーダリングシステム、
医事会計システム、
電子カルテ

ヘルスケア機器

一般利用者による利用

使用することにより健康の増進
や体型の維持向上が期待できる
とされている器具
ペースメーカー、
人工心臓弁、
インスリンポンプ

電子体温計、
電気治療器、
携帯型電子式血圧計

エアロバイク等、
活動量計、睡眠計
体組成計

図 3-1 医療機器及びヘルスケア機器の定義
狭義の医療機器は薬事法の対象となる機器であり、薬事法では「人若しくは動物の疾病
の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは
機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等であって、政令で定めるものをい
う。
」と定義されている。診断・治療・予防する機械器具とは主に MRI（Magnetic Resonance
Imaging）、レーザー治療機器、電子体温計などの機器であり、身体の構造もしくは機能に
影響を及ぼす機械器具とはペースメーカー、電位治療器、
低周波治療器などの機器である。
また、
薬事法では、
不具合が生じた場合の人体への影響度によってクラス分けされており、
影響が大きいものは高度管理医療機器（ペースメーカー、手術ロボット、人工呼吸器等）
、
大きな影響がでる可能性が低いものを管理医療機器（MRI、
電子内視鏡、
超音波診断装置等）
、
影響が小さいものを一般医療機器（電子体温計、電気治療器等）と定めている。
一方、
「ヘルスケア機器」については、国内では広く一般の共通認識となっているような
定義がなされておらず、本調査では「使用することにより健康の増進や体型の維持向上が
期待できるとされている器具」として定義し、薬事法対象外のエアロバイク、活動量計、
睡眠計、体組成計等の機器と、電子体温計系や電子血圧計などの薬事法で管理医療機器（ク
ラスⅡ）に該当する一般人により主として利用されるものを含める。
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医療情報システムについては、
厚生労働省「医療情報システムを安全に管理するために 5」
において、
「医療機関等のレセプト作成用コンピュータ（レセコン）、電子カルテ、オーダ
リングシステム等の医療事務や診療を支援するシステムだけでなく、何らかの形で患者の
情報を保有するコンピュータ、遠隔で患者の情報を閲覧・取得するようなコンピュータや
携帯端末も範疇として想定している。また、患者情報が通信される院内・院外ネットワー
クも含まれる。
」と定義されている。

5

厚生労働省、医療情報システムを安全に管理するために「医療情報システムの安全管理
に関するガイドライン」すべての医療機関等の管理者向け読本（平成 21 年 3 月）
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4. 医療機器セキュリティに関する脅威事例
4.1.概要
医療機器に関するセキュリティインシデントは多くはないもののいくつか報告されてい
る。米国ボストンや金沢大学附属病院での事例では、医療機器までマルウェア感染が広が
り、その結果、レスポンスが遅くなる、動作が不安定になるなどの障害が発生している。
一方、脆弱性については、米国の研究者を中心に近年多くの発表が行われている。その
中でも、2011 年の Black Hat において Jerome Radcliffe 氏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や、Barnaby Jack 氏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、大きく注目された。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り、インプラント型医療機器のセキュリティについては他にもいくつ
か発表 6が行われている。
また、2012 年 8 月には ICS-CERT Monthly Monitor で医療機器のリモート監視が取り上
げられ、2013 年 6 月には医療機器のハードコードされたパスワードの脆弱性が発表される
など、米国の ICS-CERT では医療機器の脆弱性についても取り扱われ始めている。
医療機器に関するセキュリティインシデント及び脆弱性の報告に関する主な事例を表
4-1 に示す。

6

USENIX HealthSec 等の国際会議で発表が行われている。
・ Nathanael Paul, Tadayoshi Kohno, Security Risks, Low-tech User Interfaces, and Implantable
Medical Devices: A Case Study with Insulin Pump Infusion Systems, USENIX HealthSec’12
・ Fei Hu, Qi Hao, Marcin Lukowiak, Implantable Medical Device Communication Security:
Pattern vs. Signal Encryption, USENIX HealthSec’11
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表 4-1 セキュリティインシデント及び脆弱性の報告例
分類
インシ
デント

事例
米 国 ボ ス ト ン の Beth
Israel
Deaconess
Medical Center での胎
児モニタへの感染 7, 8

インシ
デント

金沢大学附属病院での
医療機器のウイルス感
染事例 9

脆弱性

ペースメーカー/ICD の
脆弱性 10

脆弱性

インスリンポンプへの
ハ ッ キ ン グ （ Black
Hat ） 11

脆弱性

インスリンポンプへの
ハ ッ キ ン グ （ McAfee
FOCUS 11）
ペースメーカーへのハ
ッキング

脆弱性

概要
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され、装置のレスポンスが
遅くなったことが報告されている。患者に直接の被害
はなかった。Philips 製とされている。
国立大学法人 金沢大学附属病院において、各部門で個
別に導入したシステムから、他の部門の機器にウイル
ス感染が広がり、診療業務への影響が発生。USB メモ
リ経由での侵入であった。ウイルス検索・駆除ツール
導入後のウイルスチェックでは 1000 件近くの不正プ
ログラムが検出された機器もあったという。
2008 年に Medical Device Security Center によって
ペ ー ス メ ー カ ー /ICD （ Implantable Cardioverter
Defibrillator）へハッキングし、電流を流したり、機
器を停止させたりすることが可能という研究結果が発
表された。
2011 年 Black Hat にて Jerome Radcliffe 氏が発表。
糖尿病患者のインスリンポンプに無線機能の脆弱性を
利用して侵入し、投与するインスリンの量を外部から
操作するなど「致死的な攻撃」を仕掛けることができ
ることを発表。
Barnaby Jack 氏が、2011 年 McAfee FOCUS 11 でインス
リンポンプへのハッキングを実演。
Barnaby Jack 氏が、BreakPoint security conference
2012 では、ペースメーカーへのハッキングについて発
表し、デモ映像を流した。Black Hat 2013 でもペース
メーカーへのハッキングについて発表予定であった
が、発表前に死去し、詳細不明となっている。

7

WashingtonPost,
http://articles.washingtonpost.com/2013-06-13/national/39937799_1_passwords-medical-devices-c
ybersecurity/2
8
COMPUTERWORLD,
http://www.computerworld.com/s/article/9240040/FDA_calls_on_medical_device_makers_to_focu
s_on_cybersecurity?taxonomyId=17
9 トレンドマイクロ, 大企業向け導入事例
国立大学法人 金沢大学附属病院,
http://jp.trendmicro.com/jp/solutions/enterprise/case/kanazawa_hospital/
10
Daniel Halperin, Thomas S. Heydt-Benjamin, Benjamin Ransford, Shane S. Clark, Benessa
Defend, Will Morgan, Kevin Fu, Tadayoshi Kohno, William H. Maisel, Pacemakers and
Implantable Cardiac Defibrillators: Software Radio Attacks and Zero-Power Defenses, Proceedings
of the 2008 IEEE Symposium on Security and Privacy, May 18-21, 2008
11
J. Radcliffe, Hacking medical devices for fun and insulin: Breaking the human scada system,
Black Hat USA 2011
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インシ
デント

脆弱性

脆弱性

インシ
デント/
脆弱性

脆弱性

インターネットからア ICS-CERT Monthly Monitor （2012 年 8 月号）で報告
クセス可能な医療機器 された医療機器のリモート監視についての警告。実際
に、インターネットからアクセス可能な医療機器が大
の脆弱性
学で見つかり、システム管理者に連絡を取り、是正が
なされた。
Roche 製の複数の医療 Roche 製の複数の医療機器で使われている Symantec
機 器 で 使 わ れ て い る pcAnywhere に脆弱性があるとして、Roche 製の複数製
Symantec pcAnywhere の 品に対して FDA（Food and Drug Administration）が
脆弱性 12
2012 年 6 月に Enforcement Report を公表。
Roche 製の生化学自動 Roche 製の生化学自動分析装置 COBAS INTEGRA 400/400
分析装置で利用されて plus Analyzer で使われている Oracle のソフトウェア
いる Oracle ソフトウェ の脆弱性。装置のデータベースへのリモートアクセス
に関する脆弱性。FDA が 2013 年 1 月に Enforcement
アの脆弱性 13
Report を公表。
2013 年 6 月 FDA 告知で 2013 年 6 月 13 日 の FDA 告 知 「 FDA Safety
の言及事例（ネットワー Communication: Cybersecurity for Medical Devices
ク接続型の医療機器の and Hospital Networks」で言及。ネットワーク接続型
マルウェア感染や医療 の医療機器がマルウェアに感染した事例や、患者の情
機器への無線接続を行 報やモニタシステム、インプラント機器への無線接続
うモバイル機器を標的 を行うモバイル機器を標的としたマルウェア等が言及
としたマルウェア等）14 されている。
医療機器のハードコー 40 ベンダ 300 の医療機器に関連するハードコードされ
ドされたパスワード 15
たパスワードについて 2013 年 6 月に ICS-CERT から
Alert が出された。手術用機器や麻酔器、人工呼吸器、
薬物注入ポンプ等が関係しており、機器によって遠隔
操作が可能とされている。

12

FDA Enforcement Report - Week of December 19, 2012
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/enforcement/enforce_rpt-Event-Detail.cfm?action=detail&id
=63312&w=12192012&lang=eng
13
FDA Enforcement Report - Week of January 30, 2013,
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/enforcement/enforce_rpt-Product-Tabs.cfm?action=select&r
ecall_number=Z-0696-2013&w=01302013&lang=eng
14
FDA Safety Communication: Cybersecurity for Medical Devices and Hospital Networks,
http://www.fda.gov/medicaldevices/safety/alertsandnotices/ucm356423.htm
15
ICS-CERT, Alert (ICS-ALERT-13-164-01) Medical Devices Hard-Coded Passwords,
http://ics-cert.us-cert.gov/alerts/ICS-ALERT-13-164-01
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4.2.脅威事例概要
各脅威事例の概要について説明する。

4.2.1.米国ボストンの胎児モニタへの感染事例
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 Philips 製胎児モニタ装置がマルウェアに感染した。感染の結果、装置のレスポン
スが遅くなったことが報告されているものの、患者に直接の被害はなかった。
Beth Israel Deaconess Medical Center は、現在、米国でサイバーセキュリティに最も
積極的に取り組んでいる病院の一つとなっている。同病院では、15,000 の機器が院内ネッ
トワーク上で稼動し、そのうち 500 の機器が古い OS を利用している。そのため、これらの
機器をインターネットから隔離し、院内ネットワークも月 1 回フルスキャンを実施してい
る。

図 4-1 Philips 製胎児モニタ装置の例（Avalon FM40 and FM50 fetal monitors）
（出典：
Philips 社 Web サイト 16）

4.2.2.ペースメーカー/ICD の脆弱性事例（Daniel Halperin）
2008 年、Daniel Halperin（University of Washington）
、Kevin Fu（当時 University of
Massachusetts、現 University of Michigan）らにより 2008 IEEE Symposium on Security
and Privacy でペースメーカー/ICD へのハッキングについて発表された 10。
ペースメーカー/ICD（Implantable Cardioverter Defibrillator：植込み型除細動器）
は、ともに体内に植え込む電気刺激装置であり、ペースメーカーは徐脈に対する治療、ICD
は心室頻拍・細動という頻脈に対する治療を実施する医療機器である。ICD のみ高電圧の
ショックを与えることが可能である。プログラマと呼ばれる専用コンピュータを用いて担
当医師は体外からペースメーカーと無線で交信し、診察から設定の変更、情報の登録など
を行う。自宅に設置し、ペースメーカーと通信してデータを取得し、担当医師にデータを
16

http://www.healthcare.philips.com/main/products/patient_monitoring/products/avalon_fm40_fm5

0
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送信するワイヤレストランスミッタも販売されている。

図 4-2 ペースメーカー（左）
、トランスミッタ（中央）
、プログラマ（右）
（出典：（左）
（中央）
St. Jude Medical 社 Web サイト 18、
（右）Washington Heart
Medtronic 社 Web サイト 17、
Rhythm Associates 社 Web サイト 19）
本事例ではペースメーカーや ICD の機器をリバースエンジニアリングすることにより脆
弱性を発見し、その脆弱性を利用して患者情報や診療情報のほか、機器の設定を変更する
などといった攻撃を実施したものである。
Daniel Halperin らによる研究では、ICD とプログラマのやり取りを、オシロスコープと
ソフトウェア無線機（USRP：Universal Software Radio Peripheral）を用いて送信波を解
析し、暗号化されていなかった通信データから情報を解読し、患者情報などの情報を盗み
出すことに成功した。
ICD
Telemetr
y
Magnetic
Field
introduced

ACK ・・・

Model,
Serial #
Auto-ID

Patient
Respons
data ・・・
e
・・・
Interrogate
Comman
d
ICD
Programmer

図 4-3 トランザクションタイムラインの例
さらに、市販のソフトウェア無線（USRP）と BasicTX マザーボードを用いて、同じ周波
数の波形を送信することによるリプレイアタックを行い、プログラマに進入し、以下のよ
うな攻撃を成功させている。
・ ICD 認証を誘発しプログラマから ICD の場所、型番やシリアルナンバーなどの詳し
い情報を取得
17

http://www.medtronic.com/for-healthcare-professionals/products-therapies/cardiac-rhythm/pacem
akers/enrhythm-pacing-system/index.htm
18
http://health.sjm.com/heart-failure-answers/daily-life/everyday-concerns-with-an-implantable-dev
ice/using-remote-patient-care-management
19
http://washingtonhra.com/21.html
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・ 患者の情報（名前、診断情報、その他詳細情報）を取得
・ 疾患情報など、心臓のデータを取得
・ ICD に登録されている患者名を、GNURadio を使い変更する事に成功
・ イベントログ等を記録するための時間設定の読み取り、再設定に成功
・ 心臓に何らかの処置を行う設定、治療設定の削除や変更に成功
また、論文中では、安全でないソフトウェアアップデートの枠組みや、バッファオーバ
ーフローに関する脆弱性を悪用した攻撃の可能性も示唆するとともに、対策手法の提案も
行っている。

4.2.3.Jerome Radcliffe 氏によるインスリンポンプへのハッキング
2011 年 Black Hat にて Jerome Radcliffe 氏によりインスリンポンプへのハッキングに
ついて発表された 11。
Jerome Radcliffe 氏は、糖尿病患者の治療に用いるインスリンポンプの制御システムに
脆弱性を突いて侵入し「致死的な攻撃」を仕掛けることができると発表している。具体的
には、インスリンを送り込むポンプの無線機能に脆弱性が存在し、それを突くことでポン
プ自身を停止においやったり、投与するインスリンの量を外部から操作したりすることが
可能であるとしている。

図 4-4 インスリンポンプの通信イメージ（左）と機器（右）
（出典：
（左）MEDICAL DEVICES
FDA Should Expand Its Consideration of Information Security for Certain Types of
Devices、GAO、
（右）TheRegister Web サイト 20）
本研究では、ハッキングのために、インスリンポンプ及び CGM センサ 21について、以下
の情報収集を行っている。
1. 対象デバイスのマニュアルからの情報を収集し、マニュアルの付録部分にデバ
20
21

http://www.theregister.co.uk/2011/10/27/fatal_insulin_pump_attack
CGM（continuous glucose monitors）：継続的に糖濃度を計測するシステム
10

イスの詳細情報（パケットのサイズや伝送間隔等）や Federal Communication
Commission (FCC) ID を取得
2. 特許庁 Web site より機器製造業者を検索し、デバイスの特許情報を取得。デバ
イスの機能情報や、構成情報の詳細情報が多く掲載されていた。
その結果、CGM（continuous glucose monitors）センサでは容易に通信情報の解読が可
能であり、インスリンポンプにおいても機器のシリアル番号を取得できれば無線通信によ
り誤った命令を実行できるとしている。CGM センサ、インスリンポンプそれぞれにおいて、
理論上は以下の攻撃が可能であると発表している。


CGM センサ攻撃例


実際のデータと違う血糖値データを送ることで、インスリン投入量の変化を誘
発




正しい血糖値データ受信を妨害し、別のデータを送信

インスリンポンプ攻撃例


ワイヤレス機器を用いて、設定の書き換えを行い、意図しない動作を誘発（イ
ンスリン投入のタイミングや一回当たりの投入量の変更等）

なお、2011 年 10 月には、ATM へのハッキングで有名な Barnaby Jack 氏により、事前に
シリアル番号を取得することなしにハッキング可能であることが示され、ハッキング自体
も実演されている。

4.2.4.Barnaby Jack 氏による心臓ペースメーカーへのハッキング
ATM へのハッキングに加え、2011 年にはインスリンポンプへのハッキングを実演した
Barnaby Jack 氏が BreakPoint security conference 2012（2012 年 10 月）でペースメー
カー/ICD へのハッキングについて発表し、ハッキング実演のデモ映像を流した。

11

図 4-5 ペースメーカー/ICD の治療イメージ（出典：MEDICAL DEVICES FDA Should Expand
Its Consideration of Information Security for Certain Types of Devices, GAO,）
Barnaby Jack 氏は、ノート PC を用いて、50 フィート（約 15m）以内の ICD（植込み型除
細動器）に 830 ボルトの電流を流せることをビデオ内で実演した。
Barnaby Jack 氏はペースメーカー/ICD のワイヤレストランスミッタをリバースエンジニ
アリングすることによりトランスミッタの脆弱性を発見し、ハッキングに利用している。
脆弱性は、機器を制御するために必要なシリアル番号等の情報を特別なコマンドにより引
き出せるというものである。また、ペースメーカーとの無線通信に使われるプログラマに
対して不正なファームウェアをアップロードすれば、大量のペースメーカー/ICD への一斉
攻撃も起こり得るとしている。

4.2.5.Roche 製の複数の医療機器の Symantec pcAnywhere に関する脆弱性
Roche 製の複数の医療機器で使われている Symantec pcAnywhere に脆弱性があるとして、
FDA が 2012 年 6 月に Enforcement Report（製品回収情報）を公表した。リモートアクセス
ソフトウェアである Symantec pcAnywhere の脆弱性を利用して、外部ネットワークと接続
している場合に第三者による不正アクセスが行われる可能性があった。対象となる機器は、
遺伝子検査製品等に使われているソフトウェア製品 AMPLILINK、リアルタイム PCR システ
ム Roche LightCycler 2.0 Instrument、生化学自動分析装置 COBAS INTEGRA 400/400 plus
等、複数の医療機器にわたり、リコールのレベルはすべて Class II（一時的健康問題を引
き起こすかもしれないか、重大な事故・傷害が稀に発生する可能性のある製品に該当）と
されている。
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図 4-6

LightCycler® 2.0 Instrument（出典：Roche 社 Web サイト 22）

4.2.6.Roche 製生化学自動分析装置のソフトウェア脆弱性
Roche 製の生化学自動分析装置 COBAS INTEGRA 400/400 plus Analyzer で使われている
Oracle のソフトウェアに脆弱性があるとして、FDA が 2013 年 1 月に Enforcement Report
（製品回収情報）を公表している。リコールのレベルは Class III （恐らく健康被害は
引き起こさないが、FDA の表示規制に反する製品か、規則に反する製品に該当）
。具体的に
は、装置のデータベースへのリモートアクセスに関する脆弱性であり、Oracle のソフトウ
ェアである TNS-Listener の脆弱性を利用したリモートアクセスにより、他の DB の登録、
既存 DB への読み書きが可能になるというものであった。

図 4-7

22
23

COBAS INTEGRA 400 plus（出典：Roche 社 Web サイト 23）

http://www.roche-applied-science.com/shop/products/lightcycler14301-20-instrument#tab-0
http://www.roche-diagnostics.co.in/Products/Pages/COBASINTEGRA400plus.aspx
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4.2.7.ICS-CERT によるインターネットからアクセス可能な医療機器の脆弱性
ICS-CERT Monthly Monitor August 2012 でインターネットからアクセス可能な医療機器
について報告が行われている。最近の事例として、インターネットからアクセス可能な医
療機器が大学で見つかり、システム管理者に連絡を取り、是正がなされたとしている。医
療機器のリモート監視が進んでいる傾向にある中、制御システム同様に、医療機器も正常
な動作が損なわれることは致命的な結果を引き起こす可能性があるとし、医療施設におい
て、医療機器を直接インターネットに接続しないこと、医療機器ベンダは製品の提供前に
植込み型医療機器のセキュリティ機能の実装や脆弱性の評価を行うことを推奨している。

4.2.8.2013 年 6 月 FDA 告知での言及事例
2013 年 6 月 13 日の FDA 告知「FDA Safety Communication: Cybersecurity for Medical
Devices and Hospital Networks」 24（詳細は後述）において、以下の医療機器及び院内ネ
ットワークに関連する脆弱性及びインシデント事例が確認されたと言及されている。


ネットワーク接続型の医療機器のマルウェア感染



患者の情報やモニタシステム、インプラント機器への無線接続を行うモバイル機器を
標的としたマルウェア



パスワードの意図しない配布、無効なパスワード、ハードコードされたパスワード



医療機器やネットワークのセキュリティソフトウェアへの適時なアップデートとパッ
チの提供や古い医療機器の脆弱性への対処の失敗



テキスト形式、認証なし、ハードコードされたパスワード、マニュアル中の文書化さ
れたサービスアカウント、貧弱なコーディング / SQL インジェクションなど、デバイ
スまたはネットワークへの不正アクセスを防止するために設計された市販のソフトウ
ェアに存在するセキュリティ上の脆弱性

4.2.9.ICS-CERT Alert「Medical Devices Hard-Coded Passwords」
40 ベンダ 300 の医療機器に関連するハードコードされたパスワードに関する脆弱性につ
いて 2013 年 6 月、ICS-CERT から Alert が出された。
同 Alert では、セキュリティベンダ Cylance により医療機器にハードコードされている
パスワードに関する脆弱性が報告され、その脆弱性は約 300 の医療機器に関係するとして
いる。具体的には、手術用機器や麻酔器、人工呼吸器、薬物注入ポンプ等の医療機器が関
係している。機器によっては遠隔操作が可能であり、致命的な設定の変更やファームウェ
アの書き換えのリスクもあるとして、ICS-CERT は対策を呼び掛けている。
ICS-CERT は対策について医療機器ベンダ、FDA、セキュリティ研究者と調整しており

24

http://www.fda.gov/medicaldevices/safety/alertsandnotices/ucm356423.htm
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（2013 年 10 月現在）
、暫定の対策として、アクセス管理の強化やセキュリティパッチの適
用、フェールセーフモードの採用、ネットワークセキュリティの評価などを挙げている。
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5. 国内外の医療機器セキュリティに対する取り組み
5.1.米国における取り組み
5.1.1.米国の全体像
米国における医療機器に関する所管は、
保健福祉省(HHS：Department of Health and Human
Services）傘下の アメリカ食品医薬品局(FDA)にある。下図は、医療機器セキュリティに
係る組織および主な取組みの全体像をまとめたものである。情報セキュリティに関するイ
ンシデントやリスクに対する懸念事項、対策等のガイドラインや勧告については、FDA、国
土安全保障省（DHS）
、政府監査庁（GAO）等が中心となってとりまとめ発表が行われている。
特に、2013 年 6 月には、FDA 25, 26、DHS 27から医療機器セキュリティに関するガイドライン
や勧告が示され、医療機器セキュリティに関する意識が急激に高まっている。

図 5-1 米国における医療機器セキュリティに関する主な組織と取り組みに関する全体像
（各種資料をもとに三菱総合研究所が作成）

GAO は、行政組織とは独立した米国議会の立場から、行政機関の業務の有効性、効率性

25

Content of Premarket Submissions for Management of Cybersecurity
in Medical Devices
26
FDA Safety Communication: Cybersecurity for Medical Devices and Hospital Networks
27
DHS/ICS-CERT Alerts の警告、ICS-ALERT-13-164-01（医療機器のハードコードパスワー
ドに関する脅威情報）
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に関して監視する立場にあり、情報セキュリティ分野についても早期に、専門的な視点か
ら多くの勧告を行っている。米国の非防衛分野の情報セキュリティ政策全般の総合調整を
所管するのは DHS 傘下の国家サイバーセキュリティ課(NCSD)内の組織である US-CERT,
ICS-CERT は、情報システム、制御システムに関わる脆弱性情報を公開しており、医療機器
を所管する FDA とも情報共有されている。

5.1.2.取組み事例
(1)FDA(アメリカ食品医薬品局)
FDA 内の医療機器・放射線保健センター（CDRH：Center for Devices and Radiological
Health ）は、新規の医療機器が市場に投入される前にそれが安全で有効であることを確認
している。機器評価室（Office of Device Evaluation）において、医療機器種別ごとに評
価担当を行う組織体制が整えられている。医療機器の情報セキュリティに関する FDA の主
な取組みを以下にまとめる。
(a)販売前申請における医療機器のサイバーセキュリティ管理に関するガイドライン（ドラ
フト） 28
本ガイドラインは、市販前の医療機器について、メーカーがサイバーセキュリティに関
する問題点を特定するための支援をすることを目的として、FDA が作成したものであり、
2013 年 6 月にドラフトが発表されている。医療機器に関するガイダンス“Guidance for the
Content of Premarket Submissions for Software Contained in Medical Devices ”、
“ Guidance to Industry: Cybersecurity for Networked Medical Devices Containing
Off-the-Shelf (OTS) Software”を補完するものである。
ガイドライン４章 Security Capabilities において、アクセス制御、フェールセーフモ
ードに関して以下のような勧告が挙げられている。

28

Content of Premarket Submissions for Management of Cybersecurity in Medical Devices - Draft
Guidance for Industry and Food and Drug Administration Staff
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表 5-1 セキュリティ能力に関する勧告の概要（出典：Content of Premarket Submissions
for Management of Cybersecurity in Medical Devices）
区分
信頼できる利用者のみへのア
クセス制御

信頼できるコンテンツの確保

フェールセーフおよび回復機
能の利用

勧告の概要
 ID、パスワード、スマートカード、バイオメトリック
等のユーザ認証による機器へのアクセス制限
 セッション時間による自動ログオフ機能
 ユーザの役割に応じたシステム権限の階層化
 ソフトウェア・ファームウェアアップデートは、認証
されたコードに制限
 製造者から認可されたユーザによる、バージョンが特
定できるソフトウェア・ファームウェアのみをダウン
ロード可能にする体系化された手順の利用
 機器のセキュリティが破られた場合においても、機器
の致命的な動作から防御するためのフェールセーフ
機能の実装
 セキュリティ侵害を認識し、記録し、対処する機能の
実装

セキュリティ対策は、利用目的に応じて適切なレベルに設定されることが重要であるこ
とを強調している。たとえば、緊急時に、セキュリティ制御により医療機器が利用できな
くなる危険性についての注意されている。
医療機器製造業者に対する市販前申請において、サイバーセキュリティに関する文書を
提出することを推奨しており、後述の「FDA 品質システム規制」と関連付けて、提供すべ
き情報として以下の項目を挙げている：


機器に関する意図的、非意図的サイバーセキュリティリスクに関するハザード分析、
対策、設計上の考慮の実施



実装するサイバーセキュリティ制御とリスクを関連付けるトレーサビリティ・マトリ
ックスの考慮



継続的に安全で効果的に機器を利用するために、OS と医療機器ソフトウェアに対する
検証されたアップデートとパッチの提供のための体系的な方法の実現



機器が購入者と利用者に対してマルウェアに感染することなく提供されたことを実証
するための書類



推奨されるアンチウィルスソフトとファイアーウォールの適切な条件で利用可能な機
器の製品仕様

(b)産業界および FDA 職員に対するガイドライン（医療機器における無線技術） 29
本ガイドラインは、医療機器に対する RF 無線技術の導入やそれらの機器の利用に関して、
29

Radio Frequency Wireless Technology in Medical Devices, Guidance for Industry and Food and
Drug Administration Staff, FDA CDRH
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医療機器産業・FDA 職員に対する考慮事項について、FDA の考え方を示すものであり、強制
力を持つ文書ではない。2007 年 1 月にドラフトが公開され、2013 年 8 月に本ガイドライン
が発行されている。無線医療機器の設計、テスト、利用、メンテナンスに関する配慮事項
を挙げている。WMTS(Wireless Medical Telemetry Service), IEEE802.11 などの無線通信
の選択肢、
無線 QoF のレベル、
無線機器の共存の影響、電磁波互換性(EMC： Electromagnetic
Compatibility)、無線信号・データのセキュリティに関する留意点を挙げている。
セキュリティに関しては、以下のような考慮事項、勧告を示している：


Bluetooth など自動接続のためのディスカバリーモードを持つ無線通信技術の導入
においては、そのリスクを考慮し対策を行うこと。



WEP 等のセキュリティ上の問題のある通信プロトコルを避け、必要なアクセス制御
を行うこと。



不正なアクセスに対するソフトウェア対策を行うこと。

(c)FDA Safety Communication：医療機器と病院ネットワークのためのサイバーセキュリテ
ィ 30
本文書は、2013 年 6 月に発表されたものであり、医療機器、ヘルスケア機器のメーカー
に対して、医療機器へのマルウェアの侵入に起因するサイバー攻撃等による機器障害のリ
スクを低減するための安全策の実施について勧告を示している。特に、
メーカーに対して、
サイバーセキュリティ対策、ポリシーについてレビューを行い、不正アクセス、変更、院
内ネットワークの感染などの防止策が適用されているか確認することを課している。評価
における考慮事項として以下の項目を挙げている：


アクセス制御の適用
生命維持、院内ネットワークに直接接続する機器に対して、信頼できるユーザ以外の
アクセス制限が行われているか。パスワード、スマートカード、バイオメトリクスな
どの認証とその強度の確認



攻撃防御の更新
セキュリティパッチの迅速な開発と対応、ソフトウェア更新の認可と制限



デザインアプローチの導入
フェールセーフモードなど、重要機能の維持のための対策



機能の復旧と維持
インシデント発生後に、低下した機能や性能を回復するための対応計画を確立

30

FDA Safety Communication: Cybersecurity for Medical Devices and Hospital Networks
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(d)FDA 品質システム規制(品質システム規制) 31
医療機器ソフトウェアならびに医療機器の設計、開発、製造するために使用するソフト
ウェアについて、その検証に関する原則を｢General Principles of Software Validation｣
として定めている。それには、ソフトウェアライフサイクル全体にわたる欠陥防止要件が
含まれている。
セキュリティに関して、フェールセーフモードの実装、セキュリティ測度（物理、論理的
セキュリティ）の定義、データの完全性などについて記載している。

(2)米国 GAO（U.S. Government Accountability Office)
GAO は、米国議会傘下の組織であり、行政機関とは独立した立場で、米国省庁の行政監
視を行う。情報セキュリティについては、長年にわたり、問題点を早期に調査分析し、行
政機関に対する勧告を出してきている。
(a)医療機器の情報セキュリティ対策に関する FDA への勧告 32（GAO 議会報告）
本議会報告において、除細動機等の植込み型医療機器と無線通信に関する情報セキュリ
ティ上の脅威を挙げ、対策の勧告を示している。外部からの無線通信によりバッテリー消
耗等の攻撃の可能性などを挙げている。
GAO は、FDA の評価において、評価の対象とした 8 つの分野のうちソフトウェアテスト・
検証・妥当性確認、リスク評価、アクセス制御、継続性計画の４つの分野については非意
図的脅威のリスクを考慮しているが、意図的脅威に関するリスクを考慮しておらず、残り
の４分野についても、意図的、非意図的脅威のレビューに関する証拠資料を示していない
と評価している。本報告書のドラフト段階において、FDA は、医療機器のセキュリティに関
わるソフトウェア評価アプローチを公開する意思があることを示している。
以下に、報告書の中で挙げられる医療機器セキュリティに関する考慮事項、対策等につ
いてまとめる。

31

Quality Systems Regulations: 21 CFR 820.30 Subpart C – Design Controls of the Quality
System Regulation.
32
Report to Congressional Requesters MEDICAL DEVICES: FDA Should Expand Its
Consideration of Information Security for Certain Types of Devices
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表 5-2 医療機器のための主な情報セキュリティ管理領域の考慮事項 (出典：MEDICAL
DEVICES FDA Should Expand Its Consideration of Information Security for Certain Types
of Devices, GAO, Table 1 概要訳)
主要なセキュリティ管理分野
ソフトウェアテスト・検証・妥当
性確認
リスクアセスメント

リスク管理
脆弱性とパッチ管理

技術的監査と説明責任

セキュリティインシデント対応

継続性計画

考慮事項
ソフトウェアの機能が設計された通り動作するか確
証を得るために評価する。アクセス制御などのセキュ
リティ要求事項のテストなどが含まれる。
既知の脅威に関連する特定されたリスクを評価する。
リスクは、ハザード、深刻度と発生確率に対応づけら
れる。
システム開発と運用に内在するリスクの管理と低減
を行う。
脆弱性の特定と対策を行い、特定された欠陥を修正す
るためのソフトウェアフィックスであるパッチを実
装する。
機器制御の適切性、効率性の評価活動のレビューと対
策を行う。レビューの目的は、確立されたポリシーと
運用手順に準拠することを確信することである。
問題の検出、原因の特定、影響範囲の低減、問題の解
決、事後の情報参照のための各ステップの文書化を行
う。
機器運用時のシステム障害や緊急時における保守、回
復の実施について計画を策定する。
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表 5-3 インプラント型医療機器の主な脆弱性を生じやすい要因(出典：MEDICAL DEVICES
FDA Should Expand Its Consideration of Information Security for Certain Types of
Devices, GAO)
主な脆弱性を生じやすい要因
バッテリー容量の制限

リモートアクセス
無線通信の連続利用

非暗号データ通信

テスト無しのソフトウェアとファ
ームウェア
電磁波（携帯電話等）への機器感
受性、その他意図しない干渉

不十分な認証、認可プロセスまた
は、その欠落

警報メカニズムの無効化

旧技術に基づく設計

セキュリティパッチの更新、イン
ストールの不能

説明
バッテリー容量が限られる医療機器は、セキュリティ
機能が主機能とは別に電力を消費するため、セキュリ
ティ機能を追加する際の制約となる。医療機器への攻
撃によりバッテリーを消耗させ、機能停止させる可能
性がある。
リモートアクセスは利便性を高めるが、攻撃者に悪用
され機能に影響を与える危険性がある。
無線通信が常時可能になっていると、認可されないユ
ーザが機器に侵入し改ざんを行うエントリーポイン
トになるリスクがある。
非暗号化データの送信は、攻撃者によって盗聴、改ざ
んされる危険性があり、その結果治療に利用されるデ
ータが修正され患者の安全性に影響を与えるリスク
がある。
テストされていないソフトウェアやファームウェア
は、脆弱性を含む可能性があり、意図的、非意図的な
脅威となる。
電磁波（携帯電話等）やその他のエネルギーによる干
渉の機器受容性は、医療機器の機能に影響を与える危
険性があるため、電磁波干渉の耐性を設計上組み込む
必要がある。
不十分な認証、認可プロセスは、医療機器への侵入を
許し、設定変更されるリスクがある。認可は、特定の
ユーザに対して、特定の権限を与えるものでなければ
ならない。
バイブレーションや警報音などの警報メカニズムが、
非権限者によりオフにされると、患者の危険が検知で
きなくなる。
古いバージョンのソフトウェアやファームウェアな
ど、古い技術に基づく設計では、セキュリティ対策を
主要な検討項目に入れていないため、セキュリティ上
の問題となる。
セキュリティパッチの更新とインストールができな
い医療機器は、ソフトウェア欠陥の対策ができないま
ま放置されることになる。

22

FDA の考慮事項に対する GAO の評価 33
FDA の販売前承認(PMA: Premarket Approval)の補足申請(Supplement) 34のレビューにおけ
る FDA の情報セキュリティに関する考慮事項に対して、GAO の評価結果がまとめられている。
セキュリティの管理領域ごとに、FDA による要求事項に対して、考慮されている事項とされ
ていない事項について GAO の評価を示している。たとえば、FDA の要求事項である「脆弱性
の特定と対策を行い、パッチの実装を行う」ことに対して、GAO は、
「FDA は、メーカーの
PMA 補足申請(Supplement)において、脆弱性の特定とパッチの実装について実証する証拠
の提供を挙げていない」ことを問題点として指摘している。
FDA の取組みとして以下のものが挙げられている：


Unique Device Identification
機器のユニーク ID により、市販後機器調査において、FDA が、脅威となるイベント報
告の情報集約を行い、正確な分析を行うことに役立つものである。



MAUDE システムおよび FDA Adverse Event Reporting System
MAUDE (Manufacturer and User Facility Device Experience Database)は、FDA によ
る医療機器市販後のリスクの特定、分析、対策のための取組みで、病院等の利用者施
設と医療機器製造業者に対して、機器による深刻な障害の発生や死などの事故情報や
調査結果を FDA に対して報告することを要求している。それらの情報を共有するため
のものである。
2013 年 9 月までに、MAUDE システムを置き換える新システム FDA Adverse
Event Reporting System の開発を行っている。
無線通信を行う能動的な機能を持つ医療機器に除細動器とインスリンポンプがある。除

細動器は、4 章の図の通りワンドと呼ばれる機械を体内に埋め込んだ除細動器に近づけて
機器の設定を行う。潜在的なリスクとしては、不正な無線通信による設定変更、バッテリ
ー消耗などがある。

(3)DoD(国防総省)
(a)STIG (Security Technical Implementation Guide) 35
コンピュータソフトウェアおよびハードウェアのインストールおよびメンテナンスに関
して標準化されたセキュアな方法と具体的な要求事項を規定する。機器のライフサイクル
全体に渡り推奨される管理プロセスやコーディングルールを含む、達成基準、チェックツ
ールを提供する。チェック項目には約 600 項目の要求事項がある。医療機器を米国に輸出
33

Appendix IV および表 6: Summary of GAO Evaluation of FDA’
s Consideration of Information
Security Control Areas in the Review of Two PMA Supplements
34
医療機器製造者は、最初の市販前申請(PMA application)の後に、承認変更のために、補
足申請(supplements)を提出することができる。安全性や有効性に影響を与える変更におい
ては、当初の申請書に対して補足申請を提出し、FDA の PMA レビュープロセスを受けな
ければならない。
35
http://iase.disa.mil/stigs/index.html
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する際には、本要求事項への準拠が必要となる。
(b)DIACAP (DoD Information Assurance Certification and Accreditation Process)

36

情報システムに対するリスク管理が適用されていることを保証するためのプロセスを規
定する。DoD や米軍関連施設向けシステム入札要件とされ、VA Hospitals(退役軍人病院)
の入札要件に拡大している。情報システムに関するシステムライフサイクルに渡る情報保
証の管理プロセスに関する認証のための DoD 全体の標準を定義するものである。

(4)HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society)
(a)MDS2（Manufacture Disclosure Statement for Medical Device Security）
医療機器製造業者が、ヘルスケア事業者に対してセキュリティ関連情報を開示するため
の記載様式を提供するセキュリティ宣言書である。HIMSS と診療工学学会(American
College of Clinical Engineering)の共同で作成され、HIMSS と National Electrical
Manufacturers Association (NEMA)により標準化された。

(5)国土安全保障省（DHS）
米国の防衛分野以外の情報セキュリティの省庁横断総合調整を行う組織は DHS 内の
NCSD(国家サイバーセキュリティ課)である。NCSD 内の ICS-CERT は制御システムのセキュ
リティに対する情報共有とインシデント対応や、医療機器の情報セキュリティについて情
報共有および勧告文書を出している。
(a)ICS-CERT Alerts
HSPD-7(国土安全保障大統領令-7), NIPP(国家インフラ防護計画)で規定する 16 の重要イ
ンフラ分野に医療機器は含まれていないが、重要インフラに対する脅威情報を迅速に収集
提供することを目的とした WEB による脅威情報データベース ICS-CERT Alerts には、医療
機器のハードコードパスワードに関する脅威情報(ICS-ALERT-13-164-01)も含まれている。

(6)HITRUST
HITRUST（The Health Information Trust Alliance）は、ヘルスケア産業のリーダー的
人材から構成されるヘスルケア業界団体である。情報セキュリティは、ヘルスケア情報の
利用促進に不可欠な要素という認識のもと、個人健康情報の生成、アクセス、交換、管理
に関わる組織のための認証可能なフレームワーク Common Security Framework (CSF)の策
定などを行っている。

36

http://iase.disa.mil/diacap/
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(a)ヘルスケア産業サイバー演習（CyberRX）
HITRUST は、ヘルスケア産業におけるサイバー脅威への対処、総合調整、対応などの幅
広いトピックを議論することを目的として、2013 年 12 月に、DHHS(米国保健福祉省)と共
に、Health Industry Cyber Threat Preparedness Summit を開催した。
また、HITRUST は、ヘルスケア産業へのサイバー攻撃を模擬したヘルスケア産業全体に
渡る最初のサイバー演習 CyberRX を 2014 年春夏の 2 回にわたり実施する予定である 37

38

。

これにより、ヘスルケア産業の情報システム、医療機器等を攻撃対象とし包括的および分
野 固 有 の シ ナ リ オ を 検 証 し 、 攻 撃 情 報 の 分 析 セ ン タ ー HITRUST 3C (Cyber Threat
Intelligence and Incident Coordination Center )による情報共有および連携活動におけ
る改善領域を特定することなどを目的とする。これにより、HITRUST 3C が、ヘルスケア産
業がサイバー攻撃に備え、対応するための支援方法の可能性を検討することに役立てる。

37

http://www.darkreading.com/government-vertical/healthcare-organizations-plan-first-indu/2401653
37
38
http://finance.yahoo.com/news/healthcare-organizations-plan-cyberrx-first-140000584.html
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5.2.欧州における取り組み
5.2.1.欧州の全体像
欧州レベルの医療機器に関する所管は、保健消費者総局（EC：European Commission, DG
Health and Consumers）である。また、医療用製品の規制については、欧州医薬品庁(EMA) 39
が担当している。
医療分野の先導的な NGO である EPHA
（European Public Health Alliance）
は、欧州の医療・健康分野の政策を監視しており、医療機器のサイバーセキュリティもカ
バーしている。

図 5-2 欧州における医療機器の情報セキュリティに関する取組み全体像
欧 州 に お け る 医 療 機 器 に 関 す る 規 制 は 、「 ニ ュ ー ア プ ロ ー チ 指 令 (New Approach
Directives)」によるフレームワークに基づき、欧州域内市場を創設し、統一化された規制
のもとで自由に製品を流通させるという目的で制度化されている。ニューアプローチの下
で医療機器に関する EU 指令が制定され、それらに基づき製品に対する評価制度 CE マーキ
ングの医療機器に関する基準が決められている。

5.2.2.取組み事例
EU 指令「ニューアプローチの考え方」のもとで、下記の 3 つの EU 指令が制定されてい
る：
39

http://www.ema.europa.eu/ema/
26

(1)EU 指令


医療機器指令（MDD：Directive 93/42/EEC on Medical Device）1998 年
医療機器全般の安全性、
健康保護、性能特性に関する加盟国の規定の整合化したもの。



能動型植込み医用機器指令(AIMDD：Directive 90/385/EEC on Active Implantable
Medical Devices）1995 年
植込み型医療デバイスに関する EU 指令である。



体外診断用医療機器指令（IVDD：Directive 98/79/EC on Invitrodiagostics）2003
年
診断用医療機器に関する EU 指令である。
全加盟国は、EU 指令を遵守するために国内法を整備しなければならない。欧州において

は、加盟国が販売承認をするわけではなく、認証機関(Notified bodies)によって安全性が
評価される。また、市販前審査は認証機関により行われ、市販後調査・規制は各加盟国に
委ねる形で規制の役割分担が行われている。
法律上重要な要件を満たした医療機器には、CE マ－クが付記され、医療機器メーカーは、
欧州経済地域（EEA：European Economic Area)内で販売することが可能になる。
また、EU 指令案「An Open, Safe and Secure Cyberspace」が公開されているが、医療
機器については直接的には言及されていない。



EU 指令案「An Open, Safe and Secure Cyberspace」
サイバー空間が経済や政治に大きな影響を及ぼすに至り、EU のオンライン環境を世
界でもっとも安全にし、国民の権利の保護と促進のために必要なアクションを示し、
EU のセキュリティ分野におけるビジョンと戦略を示すものである。重要インフラ防護
についての戦略は示しているが、医療機器については直接的には言及していない。

(2)CE マーキング 40
欧州経済領域（EEA）やトルコ、スイスで医療機器を販売する際には、製品がすべての
EU 加盟国の基準を満たすものに付けられる CE マークを表示することが求められている。
CE マーキングは、医療機器に限らず、多様な製品に対する安全性、健康、環境保護に関す
る要求の評価制度である。CE マークを表示した製品は、国別の規制を受けることなく、EU
域内で自由に流通・販売させることができる。
医療機器の種類に応じて、
医療機器指令
（MDD:
93/42/EEC）
、能動型植込み医療機器指令（AIMD: 90/385/EEC）
、または体外診断用医療機器
指令（IVDD: 98/79/EC）のいずれかの指令を選択し、製品を指令の要求事項に適合させな
ければならない。
40

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/cemarking/
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(3)欧州ネットワーク情報セキュリティ庁（ENISA）
ENISA は、EU 各機関に対してネットワークセキュリティに関する専門的助言を行うため
の調査を実施おり、年次インシデントレポートを公開している。2012 Annual Incident
Reports においては、79 件の重大なインシデントの集計情報を報告しているが、医療機器
に直線関連すると思われるものは見当たらない。


情報セキュリティ脅威環境への対応の俯瞰（Threat Landscape Responding to the
Evolving Threat Environment）
情報セキュリティに係わる新たな脅威やその動向に関する全体像をまとめたレポー
トである。セキュリティ産業、通信産業、標準化機関などからの 120 を超えるレポー
トを分析し、サイバー脅威のランキングをまとめている。レポートの元情報の１つと
なっている IBM X-Force declares 2011 "the year of the security breach"では、
医療機器の偽造品やスパム関連の脅威は挙げられているが、医療機器そのものの脅威
は見当たらない。
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5.3.国際標準における動向
5.3.1.国際標準に関する全体概要
医療機器の国際標準に関しては、安全性を主眼とした標準が策定されている。国際標準
化の代表例として IEC/TC62 の標準化活動がある。情報セキュリティに関しては、安全性に
係わるリスク、脅威の一部としてとらえることができる。TC62 では、機器の区分に応じて、
Subcommittee、SC62A（医用電気機器に関する共通事項）、SC62B（医用画像装置）、SC62C
（放射線治療装置、核医学及び放射線量計）
、SC62D（医用電子機器の個別要求事項）に分
類される。2010 年 10 月に米国シアトルで開催された IEC /TC 62 総会にて、TC 62 の活動
範囲及び戦略ビジネスプラン（SBP：Strategic Business Plan）の改訂が行われ、これま
での医用電気機器及び医用電気システムにソフトウェアが追加され、ヘルスケアで用いる
ことが明確にされた。WTO/TBT 協定により、国内の医療機器に関する規制は、ISO/IEC 等の
国際標準に整合化することが求められるため、今後は我が国においてヘルスケアとソフト
ウェアの位置づけが重要になると考えられる。
表 5-4 医療機器に関わる国際標準化活動 IEC/TC 62 の構成

TC62 の国内審議団体は、JEITA が TC62、SC62A、SC62D を担当し、社団法人日本画像医療
システム工業会(JIRA)が SC62B、SC62C を担当している。国内では、医療機器のうち、医用
電気機器（ME 機器）は、JIS T 0601-1:2012 において定義されている。
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5.3.2.国際標準の事例
医療機器に関する国際標準は、機能安全、リスク管理、品質マネジメントシステム等の
観点から安全性を確保するための要求事項を規定したものに分けることができる。
以下に主な国際標準の概要をまとめる。
表 5-5 医療機器に関する国際標準の例
規格
IEC 62304

名称
Medical device software –
Software life cycle processes
（医療機器ソフトウェア―ソ
フトウェアライフサイクルプ
ロセス）

IEC
80001-1:2
010

Application of risk
management for IT-networks
incorporating medical
devices -- Part 1: Roles,
responsibilities and
activities（医療機器を含む IT
ネットワークへのリスク管理
の提供）
Medical devices -Application of risk
management to medical devices
（医療機器―リスクマネジメ
ントの医療機器への適用）

ISO 14971

ISO 13485

IEC 60601
シリーズ

Medical devices -- Quality
management systems -Requirements for regulatory
purposes（医療機器における品
質マネジメントシステム―規
制目的のための要求事項）
Medical electrical equipment
-（医用電気機器の安全規格)

内容
医療機器用ソフトウェアの開発と保守に関
する機能安全規格。ソフトウェアの安全性
は、ソフトウェアとその外部（ハードウェア
など）との関わりの中で現れるものとして、
医療機器向けのリスクマネジメントの規格
である ISO 14971 と組み合わせて、 ソフト
ウェアが関わるリスクを管理しながら、安全
要求に対して品質の高いソフトウェアを実
現する。
医療機器の多くがネットワーク接続され、
個々の医療機器を直接管理することが困難
な環境において、IT ネットワークに対する
リスクマネジメントを行うことでより適切
な形態で医療機器を含む IT システムを管理
するための要求を示している。医療機関に対
してリスクマネジメントを担当する部署の
設置を規定している。
製造業者が体外診断用医療機器を含む医療
機器に関連するハザードを特定し、リスクの
推定及び評価を行い、これらのリスクをコン
トロールし、そのコントロールの有効性を監
視する手順について規定。要求事項は、医療
機器のライフサイクルのいずれの段階にも
適用される。
組織が、顧客要求事項並びに医療機器及び関
連するサービスに適用される規制要求事項
を一貫して満たす医療機器を提供する能力
をもつことを実証する必要がある場合の品
質マネジメントシステムに対する要求事項
を規定する。
医療機器の安全試験等に関する要求事項を
規定する。大きく分けて 2 つのシリーズから
構成され、IEC 60601-1 シリーズでは、
「基
本規格（または親規格）」
、IEC 60601-2 シリ
ーズは X 線検査装置などの「個別規格（また
は子規格）
」を規定する。
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IEC 62366

IEC/CD
82304-1

医療機器のユーザビリティに関する要求事
項を規定する。医療機器の製造業者に対し
て、安全性に係わるユーザビリティに関する
分析、設計、検証、妥当性確認のプロセスを
規定する。

Medical devices -Application of usability
engineering to medical
devices（医療機器―ユーザビ
リティ工学の医療機器への適
用）
Health software -- Part 1:
General requirements for
product safety(ヘルスケアソ
フトウェア)

単独のソフトウェアに関する国際標準規と
して、これまでの組込みソフトウェアではな
く、単独の一般的要求件を明確化することヘ
ルスケアソフトウェアの製品規格として検
討が進められているドラフト候補段階のも
のである。
情報機器などから漏れる電磁波に関する規
格である。

IEC
Information technology
60950-1(J equipment –Safety – Part 1:
IS C 6950) General requirements

医療機器の情報セキュリティに関連しては、IEC62304、IEC 80001、IEC14971 等との関
連性が高い。IEC80001 シリーズのうち、技術報告書（TR）に該当する IEC/TR
80001-2-2:2012 41では、セキュリティニーズ等に関する事項が盛り込まれた。
医療機器ソフトウェアの機能安全規格に相当する IEC 62304 においては、以下の基本的
な考え方が重要とされる：


安全性を確保する基本的なアプローチ
ソフトウェアの安全性を 100%保証するような方法はまだないが、ソフトウェアの安全
性を確保するアプローチとして以下の 3 つを採用する：


リスクマネジメント： ISO 14971 に適合するリスクマネジメントプロセスの適
用を要求



品質マネジメント： ISO 13485 などの適切な品質マネジメントシステムの適用
を要求




ソフトウェア・エンジニアリング： この規格（IEC 62304）への適合を要求

系統的障害に対するプロセスアプローチ
機能安全(IEC61508）においては、障害を確率的ハードウェア障害と系統的障害（決
定論的障害）の 2 つに区別し、後者の確率的評価は困難であると考えている。ソフト
ウェアは後者に該当し、欠陥を作らないよう適切なプロセス（＆タスク）を実施しエ
ビデンスを文書化することを重視し、プロセスに対する要求事項を規定する。

41

http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=57939
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5.4.日本における取り組み
5.4.1.日本における取組みの全体像
(1)取り組みの全体像
国内では、薬事法を管轄し「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を作
成している厚生労働省と、医療機器やセキュアなソフトウェア開発を推進している経済産
業省を中心に、
セキュリティ委員会等を設置している 3 つの業界団体
（JIRA、JAHIS、JEITA）
などにより医療機器のセキュリティに関連した取り組みが行われている。国内における主
な取り組みを図 5-3 に示す。
医療従事者による利用

医療機器（薬事法の対象）
高度管理医療機器
（クラスⅢ、Ⅳ）

医療情報システム

一般医療機器（クラスⅠ）
/管理医療機器（クラスⅡ）

薬事法 MRI、電子内視鏡、
人工呼吸器、除細動電
極、輸液ポンプ、麻酔
システム、透析器

超音波診断装置、
X線フィルム、聴診器

医療情報システムの安全管理に関するガイドライン
(厚生労働省)
医療情報を受託管理する情報処理事業者における
オーダリングシステム、
安全管理ガイドライン(経済産業省)

医事会計システム、

電子カルテ
ASP・SaaS事業者が医療情報を取り扱う際の安全管
理に関するガイドライン(総務省)

リモートサービスセキュリティガイドライン(JIRA、JAHIS)

ヘルスケア機器
医療機器開発ガイドライン策定事業
(平成17年度～平成24年度19件、経済産業省)

一般利用者による利用

ペースメーカー、
人工心臓弁、
インスリンポンプ

医療用ソフトウェア開発ガイドライン
(検討中、経済産業省)

電子体温計、
コンティニュア設計ガイドライン
エアロバイク等、
電気治療器、
(コンティニュア・ヘルス・アライアンス)活動量計、睡眠計
携帯型電子式血圧計
体組成計

図 5-3 国内における医療機器セキュリティに関連する主な取り組み
医療情報システムを対象としたガイドラインとして、厚生労働省「医療情報システムの
安全管理に関するガイドライン」が公開されており、医療機関等の責任者、情報システム
管理者、またシステム導入業者に向けて、セキュリティに関連する項目を含め医療情報シ
ステムで満たすべき要求事項や推奨項目を示している。同様に、情報処理事業者向けには
経済産業省から
「医療情報を受託管理する情報処理事業者における安全管理ガイドライン」
、
ASP・SaaS 事業者向けには総務省から「ASP・SaaS 事業者が医療情報を取り扱う際の安全管
理に関するガイドライン」が公開されている。
業界団体については、日本画像医療システム工業会（JIRA）、電子情報技術産業協会
（JEITA）
、保健医療福祉情報システム工業会（JAHIS）の 3 業界団体において、医療機器の
セキュリティに関連するガイドラインの作成や取組みが行われている。各団体はセキュリ
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ティ委員会等のセキュリティを検討する委員会を設置しており、JIRA 及び JAHIS からはリ
モートサービスを対象としたガイドラインである「リモートサービスセキュリティガイド
ライン」も発行されている。国内の医療機器セキュリティに関連する業界団体等について
図 5-4 に示す。
他に、セキュリティに関する項目は含まれていないものの、医療機器を対象としたもの
としては、コンティニュア・ヘルス・アライアンスによる「コンティニュア設計ガイドラ
イン」や経済産業省で検討されている「医療用ソフトウェアガイドライン」が挙げられる。
日本医療機器産業
連合会（医機連）
加盟
電子情報技術産業
協会（JEITA）
医用電子システム
事業委員会

日本画像医療
システム工業
会（JIRA）
セキュリティ委員会

保健医療福祉
情報システム
工業会
（JAHIS）
セキュリティ委員会

連携して、
ガイドライン等を策定

医療情報シス
テム開発セン
ター
（MEDIS-DC）
•
•
•

保健医療分野のプライバシーマーク(Pﾏｰｸ)
医療情報システム安全管理評価制度
（PREMISs）
医療情報システム監査人試験

・製造業者による医療情報 セキュリティ開示説明書（JAHIS・
JIRA）
・リモートサービスセキュリティガイドライン（JAHIS・JIRA）

図 5-4 国内の医療機器セキュリティに関連する業界団体等の組織

(2)医療機器に関連する組織・団体
JIRA、JEITA、JAHIS の 3 業界団体はセキュリティに関する WG や委員会を設置しており、
医療機器セキュリティに関連する取り組みを実施している。JIRA は診断用 X 線装置、X 線
CT 装置、MR 装置、X 線フイルム等の画像医療システム、JEITA は生体現象測定記録装置、
映像検査装置、医療システム、超音波画像診断装置等の医療関連機器・システム、JAHIS
は医事会計システム、オーダー電子カルテ、保険者システム等を取り扱っている。主な業
界団体と取扱製品を表 5-6 に示す。
表 5-6 業界団体一覧と各取扱製品
組織名
（一社）日本医療機器産業
連合会（医機連）
（一社）日本画像医療シス
テム工業会（JIRA）
（一社）電子情報技術産業
協会（JEITA）

主要取扱製品
医療機器全般
診断用 X 線装置、X 線 CT 装置、MR
装置、X 線フイルム、他
生体現象測定記録装置、映像検査
装置、医療システム、超音波画像
診断装置、他
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備考
医療機器団体、器材などの
事業者団体の連合協議体。
セキュリティ委員会あり。
医用電子システム事業委
員会が医療関連機器・シス
テムを担当。

（一社）保健医療福祉情報
システム工業会（JAHIS）
（一社）日本医療機器工業
会（日医工）
（一社）日本医療機器テク
ノロジー協会

(一社)日本ホームヘルス
機器協会
(一社)日本在宅医療福祉
協会

医事会計システム、オーダー電子
カルテ、保険者システム、他
麻酔器、人工呼吸器、ペースメー
カー、手術用メス等処置用機器、
手術台等施設用機器、他
ディスポーザブル製品（注射器・
カテーテル等）、人工関節、人工
骨・材料、人工腎臓装置、透析器、
人工心肺、人工膵臓、人工血管、
人工心臓弁、他
家庭用低周波治療器 家庭用電位
治療器、家庭用吸入器、家庭用マ
ッサージ器、他
在宅医療用具、介護機器、福祉機
器、他

セキュリティ委員会あり。
―

―

―

―

その他の関連する団体としては、医療情報システム開発センター（MEDIS-DC）、医療機器
センター（JAAME）
、医薬品医療機器総合機構（PMDA）が医療機器に関連する活動を行って
いる。MEDIS-DC では、医療情報システム安全管理評価制度や医療情報システム監査人試験
などが運用されている。主な関連団体を表 5-7 に示す。
表 5-7 医療機器に関連する財団法人等の組織
分類
財団法人

組織名
一般財団法人 医療情報シ
ス テ ム 開 発 セ ン タ ー
（MEDIS-DC）

一般財団法人 医療情報シ
ス テ ム 開 発 セ ン タ ー
（MEDIS-DC）
公益財団法人 日本医療機
能評価機構（JCQHC）
公益財団法人 医療機器セ
ンター（JAAME）

独立行政法人

独立行政法人 医薬品医療
機器総合機構(PMDA)
独立行政法人国立病院機構
(NHO)
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概要
医療情報システムに関する基本的かつ総
合的な調査、研究、開発、実験を行うとと
もに、これらの成果の普及及び要員の教育
研修等を実施。医療情報システム安全管理
評価制度や医療情報システム監査人試験
を運用。
医療機器における品質保証規格 ISO13485
の認証を実施しているなど、医療機器の認
証や規格の標準化活動に携わっている。
医療事故情報・ヒヤリハット情報等の収集
を行う医療事故情報収集等事業や病院機
能評価事業を実施。
医療機器の研究開発等に関する調査研究
や、指定管理医療機器及び指定体外診断用
医薬品の認証業務、臨床工学技士国家試験
の運用などを実施。
薬事法に基づく医薬品・医療機器などの審
査関連業務、医薬品や医療機器などの品質
を確保する安全対策業務を実施。
144 の医療施設の統括し、医療に関する調
査及び研究、医療に関する技術者の研修等
も実施している。

その他

国立医薬品食品衛生研究所
（NIHS）
コンティニュア・ヘルス・
アライアンス
日本医師会総合政策研究機
構（JMARI）

厚生労働省の 1 機関。医薬品、医療機器、
食品、化学物質についての品質、安全性、
有効性についての調査・研究を実施。
健康機器や医療機器のデジタル化促進と
通信規格の統一を目標に設立された標準
化団体。
日本医師会傘下の医療政策研究のための
組織。医療政策の企画・立案や関連する調
査研究を実施。

5.4.2.取組み事例
本節では各団体の取り組みについて説明する。

(1)日本画像医療システム工業会（JIRA）
JIRA は画像医療システムに関する規格の作成及び標準化の推進、品質及び安全性並びに
技術の向上に関する研究調査、展示会及び技術指導等に関する講習会等を実施している。
製品のセキュリティに関する説明の標準書式である「製造業者による医療情報セキュリテ
ィ開示説明書」や、医療機関内の情報機器・システムを遠隔保守するケースを対象とした
「リモートサービスセキュリティガイドライン」を発行している。また、米国の MDS2
（Manufactures Disclosure Statement for Medical Device Security）の日本語版の公開
なども実施している。
組織名
会員企業数
主な会員企業
主要取扱製品
情報セキュリティに
関する主な取り組み

一般社団法人 日本画像医療システム工業会 （JIRA）
172 社(2013 年 11 月 07 日現在)
キヤノン、コニカミノルタ、島津製作所、東芝、東芝メディカルシ
ステムズ、日立製作所、日立メディコ、等
診断用 X 線装置、X 線 CT 装置、MR 装置、X 線フイルム、他

製造業者による医療情報セキュリティ開示説明書
(Manufactures Disclosure Statement for Medical Device
Security、JESRA TR-0039-2011)
医用画像システム部会セキュリティ委員会により、製造業者によ
る製品のセキュリティに関する説明を、日本での標準書式とするこ
とを想定して作成。厚労省「医療情報システムの安全管理に関する
ガイドライン」に対応しており、本ガイドラインへの適合性を示す、
もしくは評価できるものとなっている。医療情報システムのセキュ
リティ関連機能が対象。安全管理ガイドライン 4.1 版(2010.2 発行)
に基づく開示説明書と、この書式の記入方法の解説から構成されて
いる。
2011 年 9 月に発行され、後に JAHIS 標準としても発行された。


リモートサービスセキュリティガイドライン Ver.2.0
TR-0034-2010)
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(JESRA

医療機関の管理者、および遠隔保守を行うベンダを対象に、医療
機関内の情報機器・システムを遠隔保守するケースのモデル化を行
い、そのモデルに対して ISMS（Information Security Management
System）の手法に従ったリスクマネジメントの実施例を示してい
る。
JAHIS セキュリティ委員会と合同でリモートサービスセキュリテ
ィ WG を発足させ、2003 年度には JESRA「リモートサービスセキュ
リティガイド」
（C0012-2004）を、2005 年度にはより踏み込んだ内
容 の JESRA 「 リ モ ー ト サ ー ビ ス セ キ ュ リ テ ィ ガ イ ド ラ イ ン 」
（C0013-2006）を制定しており、2010 年 1 月、その 2 つの文書を統
合しガイドライン Ver.2.0 として発行している。
MDS2(Manufactures Disclosure Statement for Medical Device
Security) 日本語版
米国において、HIPAA 法におけるセキュリティ規則対応のため、
HIMSS が 2004 年 12 月に作成、公表したテンプレート文書を和訳し
て提供。


SPC(The Joint NEMA/COCIR/JIRA Security and Privacy
Committee)白書 日本語版作成
JIRA、米国、欧州の医療機器工業会と合同で設立している情報セ
キュリティとプライバシー保護に関する委員会(SPC)で作成・公表
している文書を和訳して提供。以下のような文書が提供されてい
る。
 Patching Off-the-Shelf Software Used in Medical







主な部会活動

Information Systems：医療情報システムへの市販ソフトウェ
アのパッチ（2004 年）
Information Security Risk Management for Healthcare
Systems：医療機器の情報セキュリティリスクマネジメント
（2007 年）
Remote Services in Healthcare-Use Cases and Obligations
for Customer and Service Organizations：保健医療におけ
る遠隔サービス – 使用事例並びに顧客及びサービス機関の
責務（2008 年）
、等

医用画像システム部会
医療情報標準化に関わる国内外の活動に参画し、この分野におけ
る JIRA のプレゼンスの向上をはかる。本部会の下にセキュリティ
委員会等、下記の 5 委員会が設置されている。


セキュリティ委員会
セキュリティおよびプライバシーに関する国内外の関連規格、技
術動向の情報交換と討議を行うとともに、必要に応じてワーキング
グループを組織し、ガイドラインの検討等を行う。



DICOM 委員会
会員企業を代表して DICOM Standards Committee
（事務局米国 NEMA
MITA）に参加し、関連団体とともに DICOM 規格の普及及び我が国の
臨床現場で必要となる画像情報関連規格の企画検討を行う。
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モニタ診断システム委員会
専門ワーキンググループ(WG)を組織し、モニタ診断の普及に必要
な QA ガイドラインの普及活動やモニタに関する DICOM 規格の作成
を行う。




システム広報委員会
医用画像システム部会の広報担当。

画像診断レポート委員会
読影レポートの標準化を目標に、IHE のレポート関連プロファイ
ルを中心にして技術的検討を行う。


図 5-5 日本画像医療システム工業会 医用画像システム部会の構成（出典：JIRA Web サ
イト 42）

(2)電子情報技術産業協会（JEITA）
JEITA の医用電子システム事業委員会は、医療システム・制度の向上、国民の健康と安
全・安心への貢献を目的として、医療関連機器・システムの研究開発、普及促進政策など
に関する行政施策への提言、技術課題への対応等の活動を行っている。その中でも、医療
用ソフトウェア専門委員会において、医療機器のセキュリティについて検討が行われてい
る。
組織名
会員企業数
42

一般社団法人 電子情報技術産業協会
テム事業委員会
35 社（委員選出企業）

http://www.jira-net.or.jp/commission/system/index.html
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（JEITA）

医用電子シス

主な会員企業
主要取扱製品
情報セキュリティに
関する主な取り組み

日立アロカメディカル、日本光電、フクダ電子、オムロンヘルスケ
ア、オリンパスメディカル、等
生体現象測定記録装置、映像検査装置、医療システム、超音波画像
診断装置、他

医療機器ソフトウェアの品質管理と手法に関する調査・検討報
告書
患者の安全を担保することが出来る医療機器ソフトウェアの品質
と扱う情報のセキュリティの保証についての医療機器ソフトウェ
ア WG での検討結果。品質、セキュリティを保証できる方法が確立
のための報告書。
医療機器ソフトウェア品質保証の実践ガイダンス
（IS-11-ME-01）
2011 年 4 月 25 日に開催された「医療機器ソフトウェア品質保証の
実践ガイダンスセミナー」においてテキスト（IS-11-ME-02）と共
に配付。
IEC 62304「医療機器 ソフトウェアライフサイクルプロセス」の運
用について疑問点をまとめ、解釈などについて検討。IEC 62304 に
は含まれていないソフトウェア製品の検証、妥当性確認を含めガイ
ダンスとしてまとめられている。



主な部会活動

医療用ソフトウェア専門委員会
医療機器の組み込みソフトウェアおよび医療用に使用されるソフ
トウェアについて検討。
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図 5-6 電子情報技術産業協会 医用システム事業委員会の組織図（出典：医用システム
事業委員会 Web サイト 43）

(3)保健医療福祉情報システム工業会（JAHIS）
JAHIS は医事コンピュータ、医療システム、保健福祉システムを対象とした業界団体で
ある。技術規準策定の推進、安全性・信頼性技術の開発推進、制度及び環境改善への働き
かけ、国際協調の推進、ユーザや行政への提言を行っている。
JIRA と合同で「リモートサービスセキュリティガイドライン」や「製造業者による医療
情報 セキュリティ開示説明書」を作成している。
組織名
会員企業数
主な会員企業

43

一般社団法人 保健医療福祉情報システム工業会 （JAHIS）
355 社（2013/10/28 現在）
日本電気、NTT データ、東芝メディカルシステムズ、日本 IBM、パ
ナソニックヘルスケア、日立製作所、富士通、等

http://home.jeita.or.jp/is/committee/medi-elec/
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主要取扱製品
情報セキュリティに
関する主な取り組み

保健、医療、福祉の各分野における情報システム（医事会計システ
ム、オーダー電子カルテ、保険者システム等）

製造業者による医療情報 セキュリティ開示説明書（JAHIS 標準
13-003）
2013 年 4 月、JIRA で 2011 年 12 月に発行された第 1 版の文書を
JAHIS 標準として採用したものであり、採用にあたっては、JAHIS
と JIRA にて医療情報セキュリティ開示説明書に関する合同ワーキ
ングが立ち上げられた。
（詳細は JIRA の取り組み参照）
JAHIS リモートサービスセキュリティガイドライン Ver.2.0
（JAHIS 標準 09-002）
JIRA と合同で WG を立ち上げて作成。（詳細は JIRA の取り組み参
照）



ISO/TC215WG4（Health Informatics Security）における活動
ヘルスケア情報領域におけるセキュリティとプライバシー保護
に関する標準が対象であり、セキュリティ委員会において各規格の
対応を検討、投票コメントの検討などを実施。


JAHIS ヘルスケア PKI を利用した医療文書に対する電子署名規
格 Ver.1.1（JAHIS 標準 12-007）
「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等で示さ
れた電子署名、タイムスタンプに関連する要求事項を、実装レベル
で解説した規格。



JAHIS 標準・技術文書解説セミナー（H25 年はセキュリティを
テーマに実施）

標準化推進部会
医療情報の効果的な利用基盤構築に欠かせない医療情報の標準
化、整合性確保、品質の維持に関する対応を行い、その普及を促進
する。


主な部会活動

医事コンピュータ部会
医療制度改革と診療報酬改定/介護報酬改定等へのスムーズな対
応、レセプトオンライン請求の推進・会員のサービス拡大について
調査・検討・協議等の対応を行う。


医療システム部会
電子カルテをはじめとした医療機関で運用される医療情報シス
テムの標準化やモデル化を中心とした活動を行い、それら各システ
ムの共通のセキュリティ、相互運用性についても取り扱う。セキュ
リティ委員会がある。
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保健福祉システム部会
地域医療、在宅医療、特定健診・特定保健指導制度、福祉介護分
野等の制度変更や新成長戦略等に対応し、会員相互の情報交換、情
報収集に基づき関係機関への提言等を行う。


図 5-7 保健医療福祉情報システム工業会 医療システム部会の構成（出典：JAHIS Web
サイト 44）

(4)日本医療機器産業連合会（医機連）
医療機器業界全般を対象とした業界団体であり、業界に関わる各種共通課題の調査・研
究や、行政への政策提言、医療機器の国際整合化に関すること及び海外関係機関との連絡･
調整、情報収集・提供等の活動を行っている。

44

http://www.jahis.jp/sections/iryosystem-2/bukaijyoho/
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組織名
会員企業数
主な会員企業
主要取扱製品
情報セキュリティに
関する主な取り組み

日本医療機器産業連合会（JFMDA）
19 団体（傘下企業約 4,900 社）
、特別会員（3 団体）
、当連合会の目
的に賛同された賛助会員（約 130 社を越える企業）
大塚製薬、カネカ、島津製作所、ジョンソンエンドジョンソン、テ
ルモ、ニプロ、モリタ製作所、等
医療機器全般

医療機器取扱い企業における個人情報の適正な取扱いのため
のガイドライン
「個人情報の保護に関する法律」
（平成 15 年法律第 57 号）に基
づき、医機連として、加盟団体の会員企業たる事業者が行う個人情
報の適正な取扱いの確保に関する活動を支援するための指針を策
定したもの。
平成 17 年に策定され、現在までに制定または改正された関係省
庁ガイドライン等の内容を踏まえ、内容を見直し平成 23 年 3 月改
定。

主な部会活動

2 会議及び 17 委員会、そして ISO/TC210 に関係する委員会が設置
されている





産業政策会議、連絡調整会議
企業倫理委員会、救済制度委員会、環境委員会、国際政策戦略
委員会、産業戦略委員会、講習・研修委員会、材料保険委員会、
機器保険委員会、法制委員会、QMS 委員会、臨床評価委員会、
PMS 委員会、技術委員会、販売・保守委員会、UDI 委員会、広
報委員会
ISO/TC 210 国内対策委員会、 ISO/TC 210 活動推進委員会

(5)医療情報システム開発センター（MEDIS-DC）
医療情報システムに関する基本的かつ総合的な調査、研究、開発、実験を行うとともに、
これらの成果の普及及び要員の教育研修等を実施している。厚生労働省「医療情報システ
ムの安全管理に関するガイドライン」への準拠性を第三者が客観的に評価する制度である
「医療情報システム安全管理評価制度」や医療情報システム監査人試験を運用している。
組織名
賛助会員
職員数

情報セキュリティに
関する主な取り組み

一般財団法人 医療情報システム開発センター（MEDIS-DC）
企業会員 36 社、団体会員 4 団体、医療会員 7 機関、個人会員 8 名
（平成 25 年 3 月 31 日現在）
理事 10 名、評議員 10 名
事務局：職員 15 名、嘱託職員 14 名
（平成 25 年 3 月 31 日現在）

保健医療分野のプライバシーマーク（P マーク）
JIS Q 15001「個人情報保護マネジメントシステム－要求事項」 に
準じて策定した「保健医療福祉分野のプライバシーマーク認定指
針」の適用範囲である保健・医療に関する事業を主に営む者を対象
としたもの。JIS Q 15001「個人情報保護マネジメントシステム－
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要求事項」に則り審査認定するものであり、基本的に一般事業者の
プライバシーマーク制度と同様である。
保健医療福祉分野の事業者に対する審査は、MEDIS-DC のみが実施
している。
医療情報システム安全管理評価制度（PREMISs）
厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライ
ン」への準拠性を第三者が客観的に評価する制度。


医療情報システム監査人試験
医療情報システムの監査に必要な、医療情報システム、監査技術
及び法令等に関する知識、倫理／モラルにつき、その習得・到達度
を評価する試験。これにより安全管理に関するガイドラインの普及
を促進し、医療情報システム関連技術者の地位向上に寄与する狙い
で創設された。



電子証明書発行サービス(Medicertified 電子証明書)
厚生労働省副作用等情報管理システムに利用することができる
電子証明書の発行サービス。



HPKI 署名用電子証明書
厚生労働省が発行している「保健医療福祉分野 PKI 認証局証明書
ポリシー」に準拠していることを厚生労働省ヘルスケア PKI 専門家
委員会が確認した「MEDIS-DC HPKI 署名用認証局」が発行している
電子証明書。医師・薬剤師・看護師などの保健医療福祉分野の国家
資格と院長などの医療機関等の管理者の資格を認証することので
きる電子証明書。



主な部会活動

4 事業部により構成されている
標準化事業：ISO/TC215（保健医療情報）の国内審議団体。

医療情報システム事業：電子カルテ導入に関するコンサルティ
ングや、SaaS 型 ME 機器管理システム（MEDICSON）を提供

情報提供事業：各種資料販売をはじめ、医療系ニュースサイト
（Medical IT Link）や、病名検索ソフト（病名くん）の管理、
運営をしている。

セキュリティ事業：上記取組参照


(6) 医療機器センター（JAAME）
医療機器の研究開発等に関する調査研究や、指定管理医療機器及び指定体外診断用医薬
品の認証業務、臨床工学技士国家試験の運用などを実施している。
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組織名
職員数
情報セキュリティに
関する主な取り組み

公益財団法人 医療機器センター（JAAME）
理事 21 名 、監事 2 名、評議員 26 名
医療機器産業研究所：研究員 7 名、客員研究員 8 名

医療機器安全基礎講習会
医療現場における安全性をより高めるための知識の習得や普及
を図ることを目的としており、臨床医療機器の安全使用についての
講習会。
医療機器修理業責任技術者基礎講習会
薬事法施行規則第 188 条第一号イ及び第二号イに基づく医療機器
修理業責任技術者の資格取得を目的とする講習会。


医療機器修理業責任技術者専門講習会
薬事法施行規則第 188 条第一号イに基づく下記修理区分（特定保
守管理医療機器）の医療機器修理業責任技術者の資格取得を目的と
する講習会。


医療機器産業研究所での研究活動
医療機器産業を取り巻く環境及び中長期的な課題について恒常
的に分析検討し、提言を行っている。医療機器産業研究会の開催を
実施。


主な部会活動

医療事業部、薬事業部、情報サービス部、試験事業部、
認証事業部から構成される。

図 5-8 公益財団法人 医療機器センターの組織図（出典：JAAME Web サイト 45）

(7)コンティニュア・ヘルス・アライアンス
パーソナル・ヘルスケアの質的向上のために、健康機器や医療機器のデジタル化促進と
通信規格の統一を目標に設立された標準化団体であり、医療機器のデータ通信方法に関す
45

http://www.jaame.or.jp/annai/annai.html
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るガイドライン「コンティニュア設計ガイドライン」を発表している。
組織名
会員企業数

情報セキュリティに
関する主な取り組み

主な部会活動

コンティニュア・ヘルス・アライアンス 46
Promoters：21 社
Contributors：139 社
Supporting Participants：4 団体
Liaisons：21 団体

コンティニュア設計ガイドライン
コンティニュア対応の機器、ソフトウェア、サービスなどを開発
するための、医療機器のデータ通信方法に関するガイドライン。適
切な業界標準規格を選定し、標準規格の実装方法を規定。
日本では日本地域委員会(JWG)が活動を行っている。

5.4.3.政策及び市場動向
国内の医療機器市場に関する政策及び市場動向によって、医療機器は主に以下 3 つの方
向性について進展が予想される。


ネットワーク接続機器や院内の無線利用の増加



生活空間で利用される高度な医療機器の増加



医療情報の電子化とクラウドサービス利用の増加
以下に関連する政策動向と市場動向についてまとめる。

(1)政策動向
医療機器に関する国内の政策としては、安倍内閣が 2013 年 6 月に閣議決定した、戦略市
場創造プランにおけるテーマの一つである「国民の『健康寿命』の延伸」が大きい。また、
厚生労働省による地域包括ケアシステムや、経済産業省による医療イノベーション 5 ヶ年
戦略、薬事法の改正がある。これらの政策では医療情報のビッグデータ解析や院外との共
有、高度な医療機器の増加と院外での利用が進むと考えられる。政策の概要を表 5-8 に示
す。

表 5-8 医療 ICT に関わる主な政策
政策
【戦略市場創造プラン】環境
整備による健康寿命延伸産業
育成 47
46
47

概要
次世代ヘルスケア産業協議会の設置、デ
ータヘルス計画の実施、民間サービスの
品質確保のためのルール策定等を行う。

http://www.continua.jp/
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/rm_jpn.pdf
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指標・予定
2030 年までに健
康寿命延伸産業
の育成

レセプトデータ分析、ICT 健康モデル（予 2017 年に開始予
防）の確立等を行う。
定

【戦略市場創造プラン】医
2030 年までに医
療・介護情報の電子化促進 47 医療情報連携ネットワークの全国展開
療情報の番号制
等を行う。
度導入
2020 年までに革
創薬支援ネットワークの構築等を行う。 新的医薬品の開
発
【戦略市場創造プラン】最先
端の医薬品、医療機器、再生 難病患者等の全国規模のデータベース
医療製品産業の活性化 47
構築、認知症研究機関のネットワーク 2030 年までに構
化、スーパーコンピュータを活用した創 築
薬プロセスの高度化等を行う。
2030 年のロボッ
自立促進・介護負担軽減のためのロボッ
ト介護機器国内
【戦略市場創造プラン】介護
ト介護機器の開発促進や、生活支援ロボ
市場規模を約
ロボットの開発 47
ットの安全基準策定等を行う。
2600 億円
住まい・医療・介護・予防・生活支援を
地域包括ケアシステムの推 一体的に提供するために、医療・介護連 2025 年までに構
携及び情報共有のためのデータベース 築
進 48
を構築と「見える化」の推進を行う。
（ロボット技
医工連携の推進、海外展開の推進、医療
術）
医療イノベーション 5 ヶ年戦
周辺サービスの進行、再生医療及び関連
49
2017 年度から製
略
産業の育成を行う。
品の普及
医薬品と医療機器を別章立てにし、機器
2013 年 11 月成
薬事法の改正 50
に用いるソフトウェアの扱いを明確化
立
する。

(2)市場動向
国内の医療機器市場では ICT を活用したサービスが既に多く存在しており、政策や社会、
技術の進歩等の影響も受け、今後さらに医療に ICT 活用が促進される環境が整うと予想さ
れる。ICT 活用を促進する主な動向を表 5-9 に示す。

48

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/

49

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/iryou/dai5/siryou7.pdf
http://www.pmda.go.jp/guide/hyougikai/25/h250610kyusai/file/shiryo4-1.pdf
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表 5-9 医療 ICT に関わる主な市場動向
動向

概要

市場規模予測

院 内 ネッ ト ワー 加速する医療技術・機器の進歩に合わせて、よ
ク 環 境 の 整 り効率よく接続できるネットワークが必要にな ―
る。外部との情報共有機会も増加する。
備 51,52
タブレット端末を利用し、個人が健康情報の管
理・健康状態のモニタリング等のためのデータ
モバイルヘルスケア
モ バ イル ヘ ルス
ベースやアプリケーションの普及が進む。また
市 場 規 ： 2016 年 に
ケ ア 産業 の 拡大
医療現場でも、画像データの表示や医療文献・
51,52
800 億円（予測） 53
薬剤情報等の閲覧、統計ソフトとしてタブレッ
ト端末の導入が進む。
1999 年に厚労省が電子カルテを承認、2006 年に
診療報酬等のオンライン請求が可能になった。
医 療 情報 の 電子 また、医療用画像管理システム（PACS）は大部
分の医療機関に普及している。今後の情報共有
化 51,52, 54
ニーズやデータヘルス計画により、医療情報の
電子化が促進される。
2010 年以降、関連省庁のガイドラインの順守を
医 療 クラ ウ ドサ 前提に、
「民間事業者による診療録などの外部保
ー ビ ス の 増 加 存」が認められた。在宅医療・介護、遠隔医療
51,52
等による、医療情報共有ニーズの増加に合わせ
て、様々な医療クラウドサービスが増加する。

電子カルテ市場：
2017 年に 1,488 億円
（予測） 55
PACS 市場：2009 年が
ピーク、減少中
2016 年に 460 億円
（予測）55
医療クラウドサービ
ス 市 場 ： 2015 年 に
1,164 億円、2020 年
に 1,982 億 円 （ 予
測） 56

テ ー ラー メ ード 個人の病歴や遺伝子情報を活用し、最適な医療
医療 57（オーダー を提供するために、ビッグデータの管理とデー ―
タマイニング技術が求められる。
メード医療）

51
52
53
54
55
56
57

online http://techon.nikkeibp.co.jp/ndh/
http://techtarget.itmedia.co.jp/tt/healthcare/
http://www.seedplanning.co.jp/press/2012/2012031301.html
http://www.ssk.or.jp/zdyhbs/rezept/online/index.html
http://www.seedplanning.co.jp/press/2013/2013042601.html
http://www.seedplanning.co.jp/press/2011/2011021001.html
http://www.jpma.or.jp/medicine/genome/specialist/int/int004_7.html
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6. ヒアリング結果の分析
6.1.ヒアリング結果の分類について
本章では病院、大学等有識者、医療機器ベンダ及び関連団体へのヒアリングで得られた
結果について整理を行う。整理にあたっては、各機器の特徴から機器群の分類を行い、ど
の分類に対する意見か明確になるように整理した。分類の観点は、主に院内で医療従事者
により利用される機器を A 群、医療情報システムにあたる機器を D 群とし、院外で一般利
用者により利用される機器のうち高度管理医療機器にあたる機器を B 群、それ以外の主に
ヘルスケア機器にあたる機器を C 群とした。この内、医療機器（薬事法の対象）に定義さ
れているのは、A 群、B 群と、C 群の一部である。分類の全体像を図 6-1 に示す。
医療従事者による利用

医療機器（薬事法の対象）
高度管理医療機器（クラスⅢ、Ⅳ）
不具合が生じた場合、人体への影
響が大きい機器

人工呼吸器、除細動電
極、輸液ポンプ、麻酔
システム、透析器

医療情報システム

一般医療機器（クラスⅠ）
/管理医療機器（クラスⅡ）

医療事務や診療を支援するシステムや、
患者情報を扱うも端末やネットワーク

不具合が生じた場合でも、人体への
影響が軽微な機器

MRI、電子内視鏡、
超音波診断装置、
X線フィルム、聴診器

D群

オーダリングシステム、
医事会計システム、
電子カルテ

A群
ヘルスケア機器

一般利用者による利用

使用することにより健康の増進
や体型の維持向上が期待できる
とされている器具

ペースメーカー、
人工心臓弁、
インスリンポンプ

携帯型電子式血圧計
携帯型心電計、
電気治療器、

B群

エアロバイク等、
活動量計、睡眠計
体組成計

C群
図 6-1 医療機器の分類

A 群は主に院内で利用される機器であり、厳しい水準が定められている医療機関のセキ
ュアゾーンの内側にあることが特徴である。B 群はペースメーカー、インスリンポンプ等
一般利用者により院外の空間で利用される高度な医療機器である。無線通信等を利用して
いる機器も増えていることから、その脆弱性についてセキュリティ研究者から発表も行わ
れている（本書 4 章参照）
。C 群はヘルスケア機器として今後ネットワークへの接続が進む
機器である。
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6.2.医療機器セキュリティの現状
病院、大学等有識者、医療機器ベンダ及び関連団体へのヒアリングにて挙げられた海外・
国内でのセキュリティに関する取り組みとセキュリティインシデントを以下に示す。なお、
【A】の表記はその意見が図 6-1 の A 群を主に対象とした意見であることを示す。

6.2.1.セキュリティに関する取組み
海外では医療機器のセキュリティ対策は日本より厳しく規制が行われており、そのなか
でも特に厳しい規制を実施している米国の動向に注目する意見が多く挙げられた。その中
でも、FDA ガイダンスや MDS2（Manufactures Disclosure Statement for Medical Device
Security）
、IEC80001 への対応などが挙げられた。

●海外の取組み
・ アメリカではアメリカ国立標準技術研究所（NIST）の SP800 シリーズからの DoD 要件、
FDA ガイダンス案が重要な要件である。また、
医療機関への情報提供という意味で MDS2
も重要である。
（医療機器ベンダ）【A～D】
・ 米国では莫大なファンドがある。AAMI（米国医療機器振興協会）などが、実証実験を
始めている。米国保険業者安全試験所（UL：Underwriters Laboratories）を使った実
証実験も開始されている。
（有識者）
【A～D】
・ IEC80001 を適用し、米国では医療機関にリスクマネジメントを担当する部署（RO：
Responsible Organization）を置くように規定している。米国では、病院もセキュリ
ティポリシーをしっかり持っている。（有識者）【A・D】
・ 自己認証による CE マーキングを基礎とする規制体系の中で、安全性の確保に懸念が出
てきたため、規制強化している。認証だけでなく、承認プロセスを入れようとしてい
る。国際的には、医療機器認証を取得する際の順序は、(1)CE マーキング取得→(2)東
欧臨床→(3)FDA 認証→(4)日本認証の流れが多い。
（有識者）
【A・B】
・ 複数の国で製品を売る場合、最も要件の厳しいアメリカでも販売可能なセキュリティ
レベルを確保している。
（医療機器ベンダ）【A・B】

国内では厚生労働省の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」がよく参
照されている。

●国内の取組み
・ 厚生労働省の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」がセキュリティ
面ではバイブルである。厚生労働省政策統括官情報連携基盤推進室の医療情報ネット
ワーク基盤検討会が検討の中心である。
（業界団体）【D】
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・ 医療機器は厚労省による「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」とい
う厳しい水準で守られている医療機関のセキュアゾーンの内側にあり、内側は安全と
いう前提のため、機器単体のセキュリティレベルは高くない。（業界団体）
【A】
・ 既知の脆弱性の検査は現在していない。米国では MDS2 というチェック項目があり、ベ
ンダ側から MDS2 に則って製品のセキュリティ情報を開示している。日本では厚生労働
省の安全管理ガイドラインへの準拠性を示すテンプレート（製造業者開示説明書）が
JAHIS ならびに JIRA により策定されている。
（医療機器ベンダ）【A～D】

6.2.2.セキュリティインシデント事例
セキュリティインシデント事例としては、マルウェア感染事例が多数を占めた。そのう
ち大半が USB メモリ経由で医療情報システムへ感染したケースであるが、医療機器にまで
影響が及んだ事例も挙げられた。ただしマルウェア感染事例数について、組織により様々
であったため、ヒアリングで得られた事例として以下に示す。

●マルウェア感染事例
【院内で利用される医療機器（A）
】
・ 心臓カテーテル検査機が、
ウイルス感染で検査できなくなった例がある。
（医療関係者）
・ 実際に機器のコンソールへマルウェアが感染する事例はある。ネットワーク感染では
なく、USB 端末を介しての感染である。医療機器の動作不良連絡が入り、様子を見に
行って発覚することが多い。
（医療機器ベンダ）
・ 医療機器ベンダ 1 社で年間 60 回ぐらい感染事故が起こっている。
（有識者）
【院内で利用される医療情報システム（D）
】
・ ウイルス対策ソフト導入以前は、院内でマルウェア感染が多発していた。医局に設置
されているスタンドアロンの医療機器に感染していることもあった。
（医療関係者）

マルウェア感染事例以外のインシデント報告を以下に示す。

●その他のセキュリティインシデント事例
・ ネットワークにウイルス対策ソフトを導入した際、CT オーダーがストップした事例が
ある。情報系がとまる（オーダーが止まる）と医療機器（CT）がとまる可能性がある。
情報系での不具合が医療機器へ影響を及ぼす可能性がある。
（有識者）
【A】
・ オープンソフトの医療システム等では、一般的な脆弱性ツールでチェックするだけで、
SQL injection 等の脆弱性が多数見つかるものもある。
（有識者）
【D】
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6.3.将来見通し
病院・大学等有識者・医療機器ベンダ及び関連団体へのヒアリングでは、医療機器の将
来動向として、ネットワーク接続機器の増加、医療機器市場の構造変化、ヘルスケア機器
との連携が挙げられた。
院内で使用される機器のうち医療情報システム（D 群）は既にネットワーク化されてお
り、以前はクローズなネットワークであったが、外部のネットワークに接続されているも
のも増えつつある。A 群のうち高度管理医療機器についても、リモートメンテナンスサー
ビスの普及によって今後ネットワークに接続される機器が増えると考えられている。
一方、ヘルスケア機器である C 群は既にクラウドサービスと連携しているものも多い。
B・C 群の機器は今後センサーデータの取得やメンテナンスのために、ネットワークへ接続
する機器がより増えていくと考えられている。
ネットワーク接続機器の増加について得られた意見を以下に示す。
●ネットワーク接続機器の増加
【院内で利用される医療機器（A・D）
】
・ 病院では、今までは閉じたネットワークをつかっていた。そこに、無線 LAN やインタ
ーネットがでてきてリスクが高まっている。
（業界団体）
・ 医療機器の多くの機器がネットワークに接続している。ただし放射線機器や遠隔手術
ロボットなどは外部と直接接続はしていない。（有識者）
・ 今はネットワークに接続していない機器も今後はリモートメンテナンス用ネットワー
ク等に接続する機器が増えるだろう。（有識者）
・ 医療現場においても、クラウド化、仮想化、スマートデバイス、BYOD（Bring Your Own
Device）が増えるだろう。
（医療関係者）
・ 今後、医療データの共有は進む。（医療関係者）
【院外で利用される医療機器（B・C）
】
・ 今後、在宅療養の仕組みが進むと、一般家庭に比較的高度な医療機器が導入されるこ
とになる。各種センサーデータをネットワーク経由で医療従事者がチェックする仕組
みになる。
（有識者）
・ 生活習慣病系の管理サービスとして、モニタリングが有効であり、ネットワークに接
続したサービスが進むだろう。
（有識者）

薬事法の改正により、新しい医療機器・サービスが増加すると考えられる。特に医療用
ソフトウェア単体も薬事法の対象内となることが想定されているため、今まで対象ではな
かったヘルスケアソフトウェア提供者は薬事法対応を考える必要に迫られるが、一方では
機器に縛られない医療用ソフトウェアを提供することが可能となるため、医療機器開発者
にとっては新しいサービス提供機会が増すと考えられる。得られた意見を以下に示す。
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●医療機器市場の構造変化（薬事法等の制度変化の影響）
・ 薬事法の改正で、一般医療機器（クラスⅠ）は届出だけで審査が不要になる可能性が
あり、より参入が広がると考えられる。
（医療機器ベンダ）【A～C】
・ 改正薬事法にて単体ソフトウェアが規制範囲になるため、医療機器ベンダからみると、
今後ソフトウェアの新しいビジネスモデルを考えられる。単体ソフトウェアを提供し
ていたベンダからみると、新たに薬事認証をとらねばならず、手間が増えるだろう。
（医療機器ベンダ）
【A～C】
・ メディカルソフトウェアやヘルスケアソフトウェア業界は今後、WEB 系ベンダの新規
参入が増えるだろう。
（有識者）
【A～C】
・ 医療情報システム系では、医療制度の違いもあり 90％以上が国内ベンダである。しか
し TPP 等の影響によって変わりうるだろう。
（業界団体）
【D】

今後、医療機器とヘルスケア機器の連携サービスも増える可能性があり、また、IEC/TC62
において used in medical （医療機器）から「medical」を包含する used in healthcare
（ヘルスケア）へと国際標準化活動のスコープが拡大したことも考慮すると、ヘルスケア
機器を含む広い範囲の機器の取り扱いについて考慮が必要となると考えられる。得られた
意見を以下に示す。
●医療機器とヘルスケア機器の連携【A・C】
・ 以前は、医療機器は単体で使うことが多かった。現在、電子カルテなどの関係でシス
テムとしてデータを集約することが多くなり、他機器やシステムに接続することが増
えている。
（医療機器ベンダ）
・ IEC/TC62 のスコープが used in medical practice（医療機器）
から used in healthcare
（ヘルスケア）へ変わった。ヘルスケアを考えるにはネットワークを考える必要があ
る。
（有識者）

医療機器のネットワーク化、汎用 OS 等の導入が進むことにより、医療機器に対するセキ
ュリティリスクは増加すると考えられている。得られた意見を以下に示す。
●リスクの高まり
・ 攻撃者はセキュリティレベルの弱い産業を狙う。政府や金融は対策を強化しているた
め、最近は、自動車、航空機、医療分野がテロ等のターゲットとなるリスクが高まっ
ている。
（有識者）
【A・B・D】
・ 以前は専用ハード、専用 OS を使っていた。最近は汎用の PC を利用している。
（業界団
体）
【A】
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6.4.医療機器セキュリティに関する課題
医療機器に関係する病院、大学等有識者、医療機器ベンダ、及び関連団体へのヒアリン
グでは、医療機器のセキュリティ確保に関して、主に制度面の課題、組織面の課題、そし
て技術面の課題が挙げられた。
制度面の課題については、薬事法に関する影響と、現状の診療報酬等の仕組みでは情報
セキュリティ対策に病院側のインセンティブがないことが挙げられた。薬事法に関しては、
薬事承認後には改造が認められておらず、ソフトの追加インストールが改造にあたると考
えられていることにより、ソフトの追加インストールやセキュリティパッチの適用などが
できていないことが課題とされている。制度面の課題について得た意見を以下に示す。
●制度面の課題
・ ソフトウェアのインストールなどは、薬事法で認められていない改造にあたると考え
られており、薬事承認時に記載がなかったソフトの追加インストール、セキュリティ
パッチの適用、OS のアップデート等は行えない。
（医療関係者）【A・B】
・ マルウェアの侵入・感染が起こると、現行の薬事法では対処が難しい。ただし、感染
可能性のあるソフトウェアの部分を薬事法認定外とするなどの対策もされつつある。
（有識者）
【A・B】
・ 様々な医療機器をネットワークに繋げている現在、リスクマネジメントできるのは病
院のみである。病院が専門部署を置くなどの対策を促進するには、診療報酬等、病院
側の対策を促進させるようなインセンティブが必要。（業界団体）
【A・D】
・ 医療セキリュティの向上を病院組織として行うためには、その費用負担を保険報酬に
反映させることなどが、病院側のセキュリティ意識の向上には重要となる。
（有識者）
【A・D】
・ 医療情報技師の資格は、専門資格と認められていないため、診療報酬に反映しないこ
とが問題である。国家資格となれば、病院として取組みが可能となる。（医療関係者）
【A・D】

組織面の課題については、ベンダや医療関係者のセキュリティ意識の低さや、医療関係
者とベンダ間の関係などが挙げられた。組織面の課題について得た意見を以下に示す。

●組織面の課題
【医療機器ベンダ（A・B）
】
・ 医療機器分野では、セキュリティ等に関する知識が少ない事業者も多い。
（医療機器ベ
ンダ）
・ 医療機器製品の知識とセキュリティの知識を兼ね揃えた人材がいないことが課題であ
る。
（医療機器ベンダ）
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【医療従事者（A・D）
】
・ 医療現場のセキュリティへの意識も低く、マルウェア等への危機感はない。
（医療関係
者）
・ 日本の医療従事者はベンダ依存であり、病院側に医療機器を管理する感覚や能力、責
任意識がないことが問題。
（有識者、医療機器ベンダ）
【ヘルスケア機器ベンダ及びサービスプロバイダー（C）
】
・ 国民および医療機器産業全体へのセキュリティ意識の教育は重要だろう。今後ホーム
ヘルスケア、在宅医療などの実用化においては利用者である国民、供給者である医療
機器産業のセキュリティ意識のさらなる向上が不可欠である。（有識者）

技術面の課題については、リモートメンテナンスのためのネットワーク、院外の生活空
間で使われるようになりつつある医療機器などが懸念事項として挙げられた。技術面の課
題について得た意見を以下に示す。
●技術面の課題
・ リモートサービスの口がある。管理は各ベンダに任せっきりになっているケースも多
い。
（業界団体）
【A・D】
・ ベンダ・医療機関間でリモートメンテナンス用に専用線が引かれている。複数ベンダ
が同じ部門ネットワーク上で相乗りしており、セキュリティ上の課題となっている。
（医療関係者）
【A・D】
・ 現状、技術的なセキュリティ対策はほぼわかってきている。ホワイトリストなどの技
術を採用し始めたところも出てきた。（有識者）【A・B】
・ やらない・できない原因は費用であり、対策費が莫大すぎること。過去の製品のパッ
チ費用やこれからの製品の費用両方がかかる。普及機から高級機まで、ソースコード
はかなり共通したものを利用している。
（有識者）
【A・B】
・ クラスⅠ、Ⅱの機器は、生活でも使われるようになってきており、外部ネットワーク
へも比較的容易に接続可能であり、リスクとなりうる。
（有識者）
【A・C】

6.5.医療機器分野の関係者からの要望
ヒアリングでは、
現在必要とされている、もしくは有益と考えられる取り組みについて、
多くの意見をいただいた。特に普及啓発及び情報提供については多くの意見をいただき、
セキュリティ意識の向上への施策に関心が高いことが明らかになった。
普及啓発及び情報提供については、医療機器ベンダ向けには、海外の動向も含めた最新
のセキュリティ動向の情報提供やエンジニア教育向けコンテンツなどが要望として挙げら
れた。一方、医療関係者向けには、事例を紹介するコンテンツなどにより医療従事者の意
識を向上させることが主に求められていた。普及啓発及び情報提供について得た意見を以
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下に示す。

●普及啓発・情報提供（医療機器ベンダ向け（A～D）
）
・ 情報を提供してほしい。実際のインシデント、アクシデントがグローバルでどのよう
に起こっており、いつ日本に来うるのか。汎用的な最新情報を提供してほしい。
（業界
団体）
・ ベンダに対しては、最新の規格やセキュリティ対策の提示が有益。ブレークダウンし
た形で使えるように紹介してもらえればありがたい。（業界団体）
・ FDA 等の出しているレポートや規格、ガイドライン、他分野である制御システム関係
の国際規格、それに対応した様々なノウハウなど情報提供があれば有用。取り組みや
規格間の関係を俯瞰できるマップもあればありがたい。医療機器分野は、規模的にも
小さいため、
そのような情報収集にリソースをあてることが難しい。
（医療機器ベンダ）
・ エンジニア向け教育資料を充実していただきたい。例えば半年に一度・１日の研修で
学べるようなコンテンツを提供してもらえないか。
（医療機器ベンダ）
・ 特にヘルスケア分野は、医療機器としてのリスクマネジメントに基づくセキュリティ
という立場での考え方が十分普及していない可能性があり、啓発活動が必要であろう。
（有識者）
●普及啓発・情報提供（医療関係者向け（A・D）
）
・ 医療関係者が集団でまとまった時間をとることは難しいため、現実的な対策としては
e-learning やテキストを配布し、医療従事者各人が隙間時間に対応してもらうことだ
ろう。
（医療関係者）
・ 現状では、既知の問題も共有されておらず、事例も共有されていない。最初に自分事
にする必要があり、そのためには、事例紹介が必要。（医療機器ベンダ）
・ 期待しているのは、意思決定者層を説得するだけのセキュリティ脅威に関する根拠情
報。それらがなければ、十分な体制や予算が確保できず、現場に無理な負担が生じる。
政府レベルでそのような文書を出して欲しい。（医療関係者）

家庭で使う医療機器を対象としたガイドの作成・提供や、検査ツールの提供なども要望
として挙げられた。医療機関向けの簡易な検査ツールについては、医療関係者と有識者の
異なる立場から同様の要望があり、啓発目的も兼ねたものとして有用ではないかという意
見をいただいた。
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●ガイド等の提供
・ セキュリティを作りこみ、がちがちのシステムにすると可用性が失われる。無線 LAN
も拡大している。ベースラインをつくっていただきたい。（業界団体）
【A・D】
・ 家庭で使う医療機器についての機器の使用者（医療従事者）向けの手引きが考えられ
る。在宅医療機器は急速に広がっており、将来的に重要度の増す分野である。開発者
向けも考えられる。
（有識者）
【B・C】
●検査ツール等の提供（医療従事者向け（A・D）
）
・ パケットを検査するソフトウェア等、現状を調べることができるソフトウェアを医療
機関向けに配布してもらえないか。完成度は高くなくても、サジェスチョンしてもら
えるだけでいい。
（医療関係者）
・ 病院の内部に入り、セキュリティに関する状態を調べて教えるというのは、現状意識
が低い中で、啓発のためにも有効。検査ツールの簡易版の提供でもよい。
（有識者）
●検査ツール等の提供（医療機器ベンダ向け（A・D）
）
・ 医療機器固有の通信について、攻撃・対策分析のためのファジングツールがほしい。
データ形式やプロトコルに関する知識は持っているが、どのように攻撃されうるのか、
等の知識がない。
（医療機器ベンダ）
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7. 医療機器に関わる情報セキュリティの現状及び提言
7.1.考慮すべき環境変化
以下のような環境変化により、今後、医療機器セキュリティに関するリスクへの対策がよ
り一層求められるようになる。


汎用技術の導入とオープン化
医療機器分野では、汎用 OS などの汎用技術の導入やオープン化の動きが進展し、そ
れに伴いこれまで情報系において発生していたセキュリティリスクが高まっている。



院外での利用など利用環境の変化
健康志向、高齢化社会によるヘルスケア機器利用の増加や医療機器の小型化・携帯
機器化により、医療機器は院外の様々な環境で利用され、機器動作に影響を与えるリ
スクの可能性が高まると考えられる。



ヘルスケア機器群をクラウド等で連携統合する新たな領域の出現
生活習慣病等の診断治療においては、活動量計、携帯型血圧計、携帯型心電計、睡
眠計など様々な機器を用いて日常的に体調や健康状態を計測するパーソナルヘルスレ
コードを統合的に活用することが重要である。これらのデータをクラウドサービスな
どにより連携・統合化することにより健康増進などに役立てる新しい応用領域が生ま
れている 58, 59, 60。

7.2.調査におけるまとめ
本節では、調査によって得られた内容について、以下の 5 つのテーマでまとめる。
【A】
の表記はその意見が図 6-1 の A 群を主に対象とした意見であることを示す。
(1)医療機器におけるセキュリティ上の脅威（4 章，6.2.2 項）
医療機器及び医療情報システムにおいて、数年前からマルウェアによる被害は発生し
ている【A・D】
。また、近年ではセキュリティ技術者による医療機器の検証結果として、
医療機器の脆弱性をついた攻撃に関する報告もあり、インシュリンポンプやペースメー
カーなどの医療機器におけるセキュリティ上の脆弱性は現実の問題となってきている状
況にある【B】
。海外の事例では、FDA の告知にもあった、パスワードのハードコーティ
ングのような、他の組込み機器同様の脅威も報告されている。
ただし、脆弱性を利用した意図的な攻撃による実際の被害については報告されていな
い。
58

オムロン ウェルネスリンク - WellnessLINK http://www.wellnesslink.jp
ドコモ・へルスケア, WM（わたしムーヴ）
http://www.d-healthcare.co.jp/service/watashi-move/index.html
60
タニタヘルスリンク健康管理サービス http://www.tanita-thl.co.jp/business/
59
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(2)医療機器セキュリティの現状と課題（5 章，6.2.1 項）
米国に医療機器を輸出する際には、DoD が規定した STIG 等により厳しいセキュリティ
要件が設定されているため、複数国で販売する医療機器を抱えるメーカーでは、それに
基づいたセキュリティチェック手法や体制を確立しており、機器単体としてのセキュリ
ティ上の安全性を確保している【A】
。医用画像装置や放射線治療装置などの一部の医療
機器分野によっては、リスク分析手法等の国際標準やテスト手法も確立されている。
一方で、医療機器とヘルスケア機器の境界線は国内外において一意に決定されておら
ず、連携時のセキュリティ等が課題として存在する【B・C】
。また、薬事法において医療
機器の改良・更新を行う際には監督官庁への届出が必要であるが、機能拡張とセキュリ
ティパッチ適用やセキュリティアップデートの切り分けについては未整理であり、ネッ
トワークや他機器と繋がる医療機器においては課題となっている。
(3)各業界団体における取り組み（5 章，6.2.1 項，6.3.3 項）
日本においては、薬事法を中心とし、関連団体のまとめた各種ガイドラインにおいて
医療機器セキュリティを含めた、医療機器の安全な開発・管理等について、既に取り組
みが進められている【A・B・D】
。厚生労働省による「医療情報システムの安全管理に関
するガイドライン」が公開されているほか、JIRA と JAHIS からは「製造業者による医療
情報セキュリティ開示説明書」等が作成・公開されるなど、いくつかの業界団体ではセ
キュリティに特化した委員会が組織され、セキュリティに関する活動を行っている。ま
た、コンティニュア・ヘルス・アライアンスによる「コンティニュア設計ガイドライン」
など、それぞれ別々の関連団体がガイドラインを出すなどして取組みを行っている【B・
C】
。
欧米においては、
政府関連組織が中心となって「Content of Premarket Submissions for
Software Contained in Medical Devices （現在はドラフト）
」などのガイドライン策定
やセキュリティに関する情報公開等が行われている。これらの活動は、医療機器を輸出
する日本のメーカーにも影響があるため、日本においても関係者間での情報の共有が行
われている【A・B】
。
(4)医療現場での対応（6.4 項，6.5 項）
医療機器を扱う立場にある病院等の医療現場では、医療機器あるいは院内ネットワー
クについてのセキュリティ意識にばらつきがある【A～D】
。関連団体の努力によって、既
に一万人以上の「医療情報技師」が認定されるなどの人材育成も進んでいる。一方で、
医療現場のセキュリティへの取り組みが、現状では診療報酬制度での連携が取れておら
ず、コスト面等の課題が存在している。また、医療従事者の多くは急病人対応等の突発
的な対応が多いうえ多忙であるため、セキュリティ教育もしくは技術習得に時間を割け
ないとの実情もある【A・B・D】
。
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(5)将来の展望や課題（6.3 項，6.4 項，6.5 項）
在宅医療等の医療サービスの拡充のため、医療機器とインターネットや無線 LAN など
の接続や、スマートデバイスの活用が進むとも考えられる。そのため、医療現場や業界
団体では、将来の医療システムにおけるリスクとセキュリティ対策について、技術革新
や制度改正等が必要であろうとの意見があった。
【A～D】

7.3.提言
これまでの調査結果を踏まえて、今後の医療機器セキュリティの向上に向けた提言をま
とめる。
(1)脅威の把握・認識の向上に向けた取組みの必要性
医療機器のセキュリティを高めるためには、これからもネットワーク化や IT 化が進む
であろう医療機器において、セキュリティ上の脅威やリスク、対策について情報集約や
その整理・分析を行う必要がある。これらの情報に基づいて、医療機器や医療組織の機
能や状況に応じた、適切なセキュリティ対策の実施が可能となる。
しかし、医療機器の脅威についての報告は、セキュリティ専門の会議等で公開・議論
される事もあり、医療機器関係者には収集が困難になることも予測される。そこで、IPA
等の情報セキュリティ技術側の組織が、医療機器メーカーや医療従事者等に対して、医
療機器を含めた組込み機器の脅威の現状や、将来のセキュリティ課題について、調査・
分析を行っていく必要がある。
(2)医療機器の脆弱性低減への取組み
医療機器は他の組込み機器と違い、薬事法を始めとする様々な制度に従って開発・運
用が進められている。一方で、医療機器はネットワークや各種メディアの利用がますま
す進む中で、構成しているソフトウェアの脆弱性の低減およびその対策は今後重要な課
題となってくるものと考える。そのためには、①機器開発時の脆弱性の低減、②機器提
供者による脆弱性対策プログラム（セキュリティパッチ）の提供、そして③医療機器や
システムに対するその速やかな適用、の３段階が必要となる。①②において、組み込ま
れているソフトウェア部品の既知の脆弱性の対応には、IPA で公開している脆弱性対策
データベース（JVN iPedia）の活用を検討頂きたい。また、脆弱性の知識習得、セキュ
アなコーディング手法、脆弱性の検査手法などのガイドを揃えているので、活用を検討
して欲しい 61。この③の実施が、本分野における課題となっている。医療機器やシステ
ムのセキュリティパッチをあてる等のセキュリティ上の修正・更新が、薬事法等の関係

61

http://www.ipa.go.jp/security/index.html
59

制度の下でスムーズに運用されるようになることが必要である。
(3)医療現場へのセキュリティ啓発活動
医療機器におけるセキュリティ被害の発生を抑えるためには、医療機器を扱う医療従
事者及び一般利用者のセキュリティ意識を高める必要がある。特に医療従事者において
は、
医療機器の調達の際のセキュリティ要件やセキュリティに配慮した運用管理手法等、
様々な面でセキュリティへの配慮が求められる。
しかし、医療従事者においては人材不足や医療行為への専念のため、セキュリティの
学習に時間を割くことが困難であるという現状もあるため、簡潔に整理されたセキュリ
ティ啓発コンテンツの整備や、状況に応じた医療機器セキュリティに関する情報交換の
場の確保等が必要となる。また、
（社）日本医療情報学会により資格認定された一万人以
上の「医療情報技師」人材をセキュリティ面でも有効活用していくべきである。
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お問い合わせ先

技術本部 セキュリティセンター
〒１１３－６５９１ 東京都文京区本駒込２丁目２８番地８号
（文京グリーンコートセンターオフィス１６階）
TEL：０３－５９７８－７５２７
E-mail：vuln-inq@ipa.go.jp

FAX:０３－５９７８－７５１８
URL：http://www.ipa.go.jp/security/

本報告書は以下の URL からダウンロード可能です。
URL： http://www.ipa.go.jp/security/fy25/reports/medi_sec/index.html

61

