『きりんカルテ』ガイドライン対応リファレンス
経済産業省版

2019 年 7 月 26 日
2019 年 8 月 26 日改正
きりんカルテシステム株式会社

『きりんカルテ』ガイドライン対応リファレンス－経済産業省版－
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（平成２４年１０月）
項目番号

No

対応状況

要求事項

仮想層に係る当社の対応状況

物理層に係る Mic
rosoft Azure の
管理対象範囲有
無

2.1 医療情報に係
医療情報に係る情報処理事業を受託する機 当社は、第三者認定としてプライバシーマークを取得
る情報処理事業を
関においては、医療情報の安全確保を目的 しています。登録番号は、第 10824469（02）号です。
受託する上で推奨
1
として、合理的・客観的な基準による公正 ホームページ上（https://xirapha.jp/privacy-policy
〇
される認証及び認
な第三者認証を取得すること。
/）にも掲載しています。
定
2.2 情 2.2.1
医療情報が完全な状態にあることを保証するために、資産台帳等を適切に維持管理することを目的として、以下の管理策を
報資産 資産台 適用すること。なお、資産台帳等の媒体は、紙文書、電子ファイルのいずれでも良いが、媒体特有の脅威について把握し、
管理
帳
適切な管理策を追加すること。
（１）医療機関等から預かる情報を管理す 当社が提供する電子カルテシステム（以下、「当社サ
るための管理台帳の整備について文書化し ービス」という。）にて医療機関等から預かる情報
て管理すること。
は、患者の個人情報、医療情報があります。メインの
情報は、患者の個人情報ならびに医療情報です。その
他、医療機関の情報や、当社のサービス開始時の他社
からの移行データ、アンケート等があります。これら
2
の情報については、JIS Q 15001 が規定している個人
〇
情報保護マネジメントシステム（以下、「PMS」とい
う。）に則り、個人情報を保護する体制を整備してい
ます。文書化については、個人情報保護方針、個人情
報保護規則、個人情報安全管理規則を定めており、そ
のなかで個人情報管理台帳の整備について明文化して
います。
（２）預託された情報の全てを資産台帳に 医療機関等から預かる情報は、すべて個人情報管理台
記録すること。
帳に取得目的ごとに記入して管理しています。個人情
3
報管理台帳は、原本を紙でファイリングして PMS の管
〇
理事務局（以下、「PMS 事務局」という。）が一元管
理しています。
（３）必要に応じて資産台帳の閲覧が速や 個人情報管理台帳は、紙でファイリングして PMS 事務
かに行うことができる状態で管理しておく 局が一元管理しており、社内の所定の場所で管理し、P
4
〇
こと。
MS 事務局はすぐに閲覧・編集することができるように
しています。
（４）資産台帳等へのアクセスについて
個人情報管理台帳は、社内の所定の場所で PMS 事務局
は、閲覧・編集が必要な作業者に制限する が管理しています。他のメンバーの閲覧が必要なとき
5
こと。
は事務局への申請ならびに承認を必須としており、PMS
〇
事務局が承認しないメンバーが台帳へ自由にアクセス
することができないようにしています。
（５）資産台帳等を電磁的記録として管理 個人情報管理台帳は紙にて管理しています。該当の紙
する場合には、資産台帳等へのアクセス制 資料は PMS 事務局が所定の施錠可能なキャビネットに
6
限を侵害する行為について記録すること。 て管理し、当該キャビネットの鍵は PMS 事務局の権限
〇
者が保管しているため、本来権限のないメンバーがア
クセスすることはありません。
2.2.2
（１）情報を分類するための指針を決定
当社では氏名や一部情報だけであっても、情報のレベ
情報の
し、情報の所有者、管理責任者が指針に従 ルを分類せずに一律重要情報として管理するようにし
分類
って適切な分類を行うことができるように ています。医療機関等から預かる情報は全て重要なも
しておくこと。
のと当社は考えます。個人情報ならびに医療情報は、
7
〇
たとえ氏名や一部情報だけであっても漏洩すれば患者
や医療機関のプライバシー問題、医療機関や会社への
信頼問題に発展する恐れがあります。そのため情報の
レベル分類は一律重要情報として管理しています。
（２）情報の所有者、管理責任者は情報の 社内で扱う個人情報、医療情報はすべて目的ごとに個
分類が正しく行われていることを定期的に 人情報管理台帳で管理しています。定期的な確認とい
確認すること。
う観点では、まず情報を扱う前に、管理者、所有者を
8
管理台帳上で明記し承認するプロセスがあります。ま
〇
た管理台帳を定期的（半期ごと）に見直しクリーニン
グを行っており、その際に各管理台帳の業務ならびに
責任者、所有者を確認しています。
（３）預託される情報に対して分類にもと 個人情報ならびに医療情報を扱う場合は、個人情報管
づいたリスク分析を実施すること。
理台帳に記載するとともに、リスク分析表を事前に記
9
載し、情報管理の責任者と PMS 事務局が承認するとい
うプロセスを取っています。リスク分析表では、取得
入力、移送送信、利用加工、保管バックアップ、削除
（４）リスク分析の結果に応じて、リスク
〇
破棄の観点で起こりうるリスクとそのリスク低減に対
低減に必要な管理策を実施すること。
する管理策を事前に取り決めています。また、実際の
10
業務開始以降は、作業者はリスク分析表に則ってリス
ク低減に必要な管理策を実施し、管理者がそのプロセ
スを点検確認するように運用しています。
（５）分類がわかるように情報にラベルを 当社では氏名や一部情報だけであっても、情報のレベ
11
〇
つけること（電磁的な記録にラベルをつけ ルを分類せずに一律重要情報として管理するようにし
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項目番号

No

12

2.3 組織的安全管
理策（体制、運用
管理規程）

13

14

15

16

17

2.4.医療情報の伝
達経路におけるリ
スク評価

2.5 物
理的安
全対策

2.5.1
医療情
報処理

対応状況

要求事項

仮想層に係る当社の対応状況

る方式には様々なものが考えられるので、 ています。その上で、医療機関から預かる情報のうち
実装する方式の詳細及び安全性について、 電子カルテシステム当社サービスの個人情報、医療情
医療機関等側の確認、承認を得ること）。 報については、すべて Microsoft Corporation が提供
するクラウド基盤 Microsoft Azure で管理しており、
その承諾は当社が定める当社サービスの Service Leve
l Objective（以下、「SLO」という。）にて明記して
います。医療機関には、サービス申し込み前にこの SL
O を確認いただき同意していただくようにしていま
す。
（６） 各ラベルに応じた処理方式（保
ラベルではなく、情報取得の目的ごとに、取得入力、
存、配送、閲覧、廃棄等）を定めること。 移送送信、利用加工、保管バックアップ、削除破棄を
定めています。基本的な方針は、その目的で作業する
作業者のみが情報にアクセスできるようにしており、M
icrosoft Azure 上の情報については、特定のシステム
管理者のみがアクセスできるようにしています。
（１）医療情報の安全管理に関する方針を 安全管理に関する方針は、当社で個人情報保護規則を
策定し、医療機関等の求めに応じて提出で 定めています。医療情報の安全管理に関する方針につ
きる状態にしておくこと。
いては、本リファレンスに記載しており、内部の管理
体制・プロセスの変更に伴い、適宜更新を行い、最新
の方針をいつでも医療機関等が確認できるようにして
います。
（２）個人情報保護に関する方針を策定
個人情報保護に関する方針は、個人情報保護方針を定
し、医療機関等の求めに応じて提出できる めています。ホームページ上に「個人情報保護方針（h
状態にしておくこと。
ttps://xirapha.jp/privacy-policy/）」ならびに「個
人情報の取り扱いについて（https://xirapha.jp/priv
acy-policy/handling/）」を掲載しており個人情報の
利用等について明示しています。
（３）個人情報保護に関しては、医療機関 No14 で記述する通り、当社の個人情報保護に関する方
等の監督の下に行うこと。
針はホームページ上に公開しており、医療機関等の監
督責任担当者が自機関のポリシーに合致するか否かを
いつでも確認可能としています。これにより、医療機
関等にとって、当社が実施する個人情報保護に関する
取り組みを可視化し、管理監督を円滑且つ効果的に行
えるようにしています。
（４）情報処理の安全管理に関わる手順
当社サービスに係る情報処理の安全管理は、以下の経
書、運用管理規程を整備すること。
済産業省及び総務省によるガイドラインに準拠してお
り、その内容は本文書類にて開示する通りです。
（５）運用管理規程には、情報セキュリテ ・経済産業省「医療情報を受託管理する情報処理事業
ィに対する組織的取り組み方針、情報処理 者における安全管理ガイドライン」
事業者内の体制及び施設、医療機関及び清 ・総務省「クラウドサービス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」
掃事業者等の外部事業者との契約書の管
理、情報処理に関わるハードウェア・ソフ
トウェアの管理方法、リスクに対する予
防、リスク発現時の対応、医療情報を格納
する媒体の管理（保管・授受等）、第三者
による情報セキュリティ監査、医療機関等
の管理者からの問い合わせ窓口の設置、対
応等について記載しておくこと。

当社は医療情報を受託管理するクラウドサービス事業
者として、上記の 2 省 2 ガイドラインの要求事項への
対応を図っており、その内容は本文書を含め、いつで
も医療機関等の担当者が確認できるようにホームペー
ジ上に開示しています。これにより、医療機関等の担
当者の方々が自院の運用管理規程を踏まえ、当社サー
ビスをどのように利用・管理するかという観点より、
手順書の策定、または現行の運用管理規程の見直しを
行えるようにしています。
医療情報の取扱に関してのリスク評価は、PMS（JIS Q
15001）を前提に、リスク評価と対策を行っています。
この要求にある項目に関しては、情報の入り口は当社
サービスを利用する医療機関からのみで、ネットワー
クは暗号化しており、漏洩や改ざんなどがおきないよ
うにしています。またデータの保存管理については、M
icrosoft Corporation が提供するクラウド基盤 Micros
oft Azure を利用しており、第三者や不正、災害など
の想定しうるリスクについて機密性、完全性、可用性
が保てるようにシステム構築・運用保守を行っていま
す。

物理層に係る Mic
rosoft Azure の
管理対象範囲有
無

〇

〇

〇

〇

〇

医療情報の取扱いに際しては高い機密性が
求められていることに配慮しなければなら
ない。機密性を確保するためには、医療情
報の移動する範囲を限定することが必要で
ある。情報の入り口から保管場所、電子媒
体であれば適切な保護機能と一定の強度を
18
備えた保管庫、電磁的記録であれば適切な
〇
アクセス管理を施されたデータベース、フ
ァイルサーバ等に保存されるまでの経路、
及び医療機関等に医療情報を提供する経
路、最終的に情報を廃棄する経路を認識
し、その経路上に存在する脅威を列挙して
リスク評価を行うこと。
情報処理事業者の専有する領域に医療情報システムを設置する場合には、以下に示す物理的安全管理策を施すこと。外部事業
者が運用するデータセンター及びサーバ環境（専有サーバ、仮想プライベートサーバ等）を利用する場合においても、同等の
措置がとられていることを確認すること。

2
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項目番号

No

対応状況

要求事項

仮想層に係る当社の対応状況

施設の
建物に
関する
要求事
項

物理層に係る Mic
rosoft Azure の
管理対象範囲有
無

（１）医療情報が保存されるサーバ機器等 医療情報の保存は当社の環境では一切行っておらず、M
への不正アクセスを防止するため、サーバ icrosoft Corporation が提供するクラウド基盤 Micros
19
ラックの施錠管理、鍵管理が行われている oft Azure に限定しています。本項目に関する Microso
こと。
ft Corporation（外部事業者）が運用するデータセン
（２）傍受、盗撮等の不正な行為を防止す ター及びサーバ環境に係る物理的な安全対策状況につ
るため、部屋を区切る壁面、天井、床部分 いては、株式会社三菱総合研究所および日本ビジネス
においては、十分な厚みを持たせ、監視カ システムズ株式会社が実施した医療機関向け『Microso
20
メラでの常時監視及び画像記録の保存、不 ft Azure』対応セキュリティリファレンス（https://w
〇
正に取り付けられた装置の定期的な検出等 ww.mri.co.jp/service/201602_021630.html、以下『Mi
crosoft Azure』対応セキュリティリファレンス）をご
の対策を施すこと。
（３）建物、部屋に対する不正な物理的な 参照ください。
21
侵入を抑止するため、侵入検知装置を導入
すること。
（４）自然災害、人的災害による損傷を避
22
けるため、建物自体の防災対策を適切に実
施すること。
2.5.2 . （１） 情報処理事業者の管理外にある者の立ち入りを抑制することのできる、情報処理事業者が専有する建造物あるいは領
医療情 域（自社専有のデータセンター、外部データセンター事業者のコロケーション領域のうち独立した領域等）を利用する場合
報処理
・医療情報システムを設置、医療情報を保 当社サービスは、Microsoft Corporation が提供する
施設へ
管する部屋の出入りを制限するため、有人 クラウド基盤 Microsoft Azure に構築しているため、
の入退
23
の受付、機械式の認証装置のいずれか、あ 実質的に当該システムの設置先は外部事業者である Mi
館、入
るいは双方を設置して、入退館及び入退室 crosoft Corporation が運営するデータセンターとな
退室等
者の確実な認証を行うこと。
り、当社の直接的な主管範囲外となります。よって、
に関す
・有人受付を置かずに機械式の認証装置に 医療情報処理施設への入退館、入退室等に関する事項
る要求
より入退室者を管理する場合には、生体認 への対応状況は、【（３） 外部事業者の運営するサー
24
事項
証を一つ以上含む複数要素を利用した認証 バ環境（専有サーバ、仮想プライベートサーバ等）を
利用する場合】に係る項目をご参照ください。
装置を利用すること。
・有人受付、機械式入退管理のいずれの場
合も認証履歴を取得し、定期的に履歴を検
25
証して、不審な活動が無いことを確認する
こと（履歴の保全については「2.6.12.ロ
グの取得及び監査」を参照）。
・情報処理事業者の専有する領域での職務
中においては、職員の顔写真を券面に記録
した情報処理事業者の職員証を外部から目
26
視で確認できる状態で携帯することを義務
〇
付け、情報処理事業者の職員で無い者が領
域内に立ち入っていた場合に識別できるよ
うにしておくこと。
・情報処理事業者の職員は、情報処理事業
者の専有する領域にて、情報処理事業者の
27
職員で無い者を識別した際には声掛け等を
行い、身分を確認すること。
・職員証を紛失あるいは不正利用された疑
いを持った際には、ただちに管理者に連絡
28
する、情報処理事業者の職員の退職時には
確実に職員証を回収・廃棄する等、職員証
の厳密な発行及び失効管理を行うこと。
・情報処理事業者の職員の業務に応じて執
29
務室内に滞在できる時間を指定すること。
・医療情報処理施設内への業務遂行に関係
30
のない個人的所有物の持ち込みを認めない
こと。
（２） 外部事業者の運営するデータセンター内にサーバラック等の設置場所を借りて利用する場合
・データセンターを運営する外部事業者
当社サービスは、Microsoft Corporation が提供する
が、（１）と同等な安全管理策を実施する クラウド基盤 Microsoft Azure に構築しているため、
31
等、情報処理事業者の管理外にある者の物 実質的に当該システムの設置先は外部事業者である Mi
理的な不正操作に対する十分な安全性が確 crosoft Corporation が運営するデータセンターとな
保されていることを確認すること。
り、当社の直接的な主管範囲外となります。よって、
・医療情報システムの設置されるサーバラ 医療情報処理施設への入退館、入退室等に関する事項
〇
ックには施錠を行い、定められた情報処理 への対応状況は、【（３） 外部事業者の運営するサ
32
事業者の職員以外が鍵を扱わないよう、確 ーバ環境（専有サーバ、仮想プライベートサーバ等）
を利用する場合】に係る項目をご参照ください。
実な鍵管理を行うこと。
・情報処理事業者が医療情報システムの設
33
置されるサーバラックを解錠して行う作業
については、作業者、作業開始時刻、作業
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項目番号

2.5.3
情報処
理装置
のセキ
ュリテ
ィ

No

対応状況

要求事項

仮想層に係る当社の対応状況

終了時刻、作業内容等について記録するこ
と。
・データセンターを運営する外部事業者が
サーバラックを解錠して作業を行う場合に
34
は、事前連絡を原則とし、医療情報システ
ム、医療情報に影響を与えないことを確認
すること。
・医療情報システムであることが、同じデ
ータセンター内に立ち入る他事業者にわか
35
らないよう、扱う情報の種類、システムの
機能等が識別できるような情報を外部から
見える状態にしないこと。
（３） 外部事業者の運営するサーバ環境（専有サーバ、仮想プライベートサーバ等）を利用する場合
サーバ環境を運営する外部事業者が、
当社サービスは、Microsoft Corporation が提供する
（１）及び（２）と同等な安全管理策を実 クラウド基盤 Microsoft Azure に構築しているため、
施する等、情報処理事業者の管理外にある 実質的には当該システムの設置先は外部事業者である
者の不正なアクセスに対する十分な安全性 Microsoft Corporation が運営するデータセンターと
が確保されていることを確認すること。
なり、当社の直接的な主管範囲外となります。本項目
については、Microsoft Corporation による『Microso
36
ft Azure』対応セキュリティリファレンスをご参照く
ださい。なお、当社サービスへリモートでアクセスす
る端末を設置する自社の執務室は、Felica カードによ
る認証と暗証番号による認証の２重化を行っており、
防犯カメラによる 24 時間の監視ログ取得を行ってお
り、自社環境においても確実な入退室管理を徹底して
います。
（１）不正な装置を識別するため、医療情 当社サービスは、Microsoft Corporation が提供する
報システム内で利用する情報処理装置を登 クラウド基盤 Microsoft Azure を利用しています。当
録したリストを作成・維持すること。
社サービスにて利用している情報処理上のリソースの
37
リストは Microsoft Azure の管理画面（Azure ポータ
ル）で一覧化されており、不正なリソース利用の発生
があれば適時に対応可能な体制としています。
（２）医療情報システムに用いる装置に
システム構築は運用保守担当者の中でも、一部の特権
は、必要のないアプリケーション等をイン を持っている管理者のみが行うことができます。また
ストールしないこと。
実際にシステム構築する際は、クラウドインフラスト
38
ラクチャオーケストレーションツールやプロビジョニ
ングツールでシステム構築を自動化しており、意図し
ないアプリケーションがインストールされた場合でも
適時に検知可能にしています。
（３）医療情報等が表示される端末画面等 医療情報ならびに個人情報を扱う業務はすべて執務室
をアクセス権限の無いものが閲覧すること 内で行い、執務室外や社外では行えないようにしてい
が無い様に室内の機器レイアウトを行うこ ます。また、医療情報ならびに個人情報を扱うエリア
と。このようなレイアウトが難しい場合に を定めており、そのエリア内はカメラやスマートフォ
39
は、端末画面に覗き見防止用フィルターを ンなどの持ち込みを禁止しています。執務室内は、業
設置する等の対策を行うこと。
務委託や部外者は立ち入りできないようにしていま
す。上記の取り組みにより、本来、医療情報へアクセ
スする権限のない者が万が一にも医療情報へアクセス
することを未然防止しています。
（４）医療情報はサーバ機器のみに保存
当社サービスはクラウド型で Web ブラウザを利用する
し、表示のための一時的な保存等を除き、 型式で提供しており、接続する端末に医療情報ならび
端末上に保存されることがないようにする に個人情報が保存されないようにしています。また社
こと。
内での保守運用では、医療情報が端末で保存されるこ
40
とがないようサーバ上で業務が完結するように運用し
ています。上記の通り、利用者の端末に加え、当社の
保守運用作業においても、サーバのみでデータ管理す
ることを可能とすることで、想定外のデータ保存が発
生することのない仕組みを整備しています。
（５）火災発生時の消火設備が機器に損傷 本項目は、当社サービスのクラウド基盤を提供してい
41
を与えないよう配慮すること。
る Microsoft Corporation の対応事項となるため、『M
（６）医療情報システムを配置する室内で icrosoft Azure』対応セキュリティリファレンスにお
42
ける本項目をご参照ください。
の喫煙、飲食を禁止すること。
（７）医療情報システムを配置する室内に
可燃物及び液体を置く場合には、装置との
43
間に十分な距離を保ち、専用の収納設備を
設ける等、装置に悪影響を及ぼさないよう
配慮すること。

4

物理層に係る Mic
rosoft Azure の
管理対象範囲有
無

〇

〇

〇

〇

〇

〇

『きりんカルテ』ガイドライン対応リファレンス－経済産業省版－
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（平成２４年１０月）
項目番号

No

44

45

46

47

48

49

2.5.4
情報処
理装置
の廃棄
及び再
利用に
関する
要求事
項

50

51

52

対応状況

要求事項

仮想層に係る当社の対応状況

物理層に係る Mic
rosoft Azure の
管理対象範囲有
無

（８）それぞれの装置は製造元又は供給元
が指定する間隔及び仕様に従って保守点検
を行い、必要であれば交換を行うこと。
（９）保守点検で障害不良等が発見された
際の対応作業等を行う際には情報処理事業
者の管理する領域にて行うこととし、外部
に持ち出すことが無いようにすること。必
要により外部に持ち出しての作業が必要な
場合には、装置内の電磁的記録を確実に消
去してから持ち出すこと。記憶装置等、障
害により情報の消去が不可能となっている
装置については、補修ではなく物理的な破
壊を行ってから廃棄を選択すること。
（１０）医療情報システムを設置するサー
バラックについては、以下の安全管理策を
実施すること。
・震災時に転倒することが無いよう確実に
設置すること。
・熱による障害を防ぐため十分な空調設備
を保有し、サーバラック内が十分に換気さ
れていること。
・扉には十分な安全強度を持つ物理的施錠
装置を設け、鍵管理について十分に配慮す
ること。
（１１）起動パスワードを設定しても合理
的に運用が可能な情報処理装置に対しては
起動パスワードを設定すること。設定され
るパスワードの品質、管理については「2.
6.14.作業者アクセス及び作業者ＩＤの管
理」に従うこと。
（１２）情報処理装置の障害発生時におい
ても業務を継続できるよう、代替機器の準
備、冗長化、バックアップ施設の設置等の
対策を実施すること。

本項目は、当社サービスのクラウド基盤を提供してい
る Microsoft Corporation の対応事項となるため、『M
icrosoft Azure』対応セキュリティリファレンスにお
ける本項目をご参照ください。なお、当社において
も、ミドルウェアやアプリケーションにおける対策と
して、データの冗長化と定期的なバックアップを行っ
ています。Microsoft Corporation のデータセンター
災害時にも、医療機関等のデータを復元したうえで迅
速に当社サービスを復旧できる対策をしています。
（１３）不正な情報処理装置がネットワー 本項目は、当社サービスのクラウド基盤を提供してい
クに接続されることの悪影響を避けるた
る Microsoft Corporation の対応事項となるため、『M
め、登録されたネットワークアドレスとの icrosoft Azure』対応セキュリティリファレンスにお
整合性、悪意のあるプログラムに未感染で ける本項目をご参照ください。
あること、脆弱性パッチが適用されている
こと等を接続前に検査を行う仕組みを整備
運用すること。
（１）ハードディスク等を医療情報システ 本項目は、当社サービスのクラウド基盤を提供してい
ム内の別の機器で再利用する場合には、再 る Microsoft Corporation の対応事項となるため、『M
利用前に、複数回のデータ書き込みによる icrosoft Azure』対応セキュリティリファレンスにお
元データの消去等の確実な方法でデータを ける本項目をご参照ください。なお、社内での保守運
消去し、再利用前に情報が消去されている 用では、医療情報が端末で保存されることがないよう
ことを確認すること。
サーバ上で業務が完結するように運用しています。よ
（２）サーバ等のＢＩＯＳパスワード、ハ って、当社執務室内の、当社サービスへアクセスする
ードディスクパスワード等のハードウェア ための端末に医療情報が残存することはありません。
に対するパスワードを設定している場合に
は、それらを消去すること。
（３）ハードディスクを機器に接続する際
には、再利用であるかどうかに関わらず、
検証用の機器で不正なプログラム等が記録
されていないことを検証すること。

5

〇

〇

〇

『きりんカルテ』ガイドライン対応リファレンス－経済産業省版－
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（平成２４年１０月）
項目番号

2.5.5.
情報処
理装置
の外部
への持
ち出し
に関す
る要求
事項

2.6.技
術的安
全対策

2.6.1.
情報処
理装置
及びソ
フトウ
ェアの
保守

No

対応状況

要求事項

仮想層に係る当社の対応状況

物理層に係る Mic
rosoft Azure の
管理対象範囲有
無

（４）ハードディスクの廃棄については、
再利用及びデータの読み出しが不可能とな
るよう、複数回のデータ書き込みによる元
データの消去、強磁気によるデータ消去措
置、物理的な破壊措置（高温による融解、
53
裁断等）等を適用し、当該装置に実施した
措置の概要の記録（対象機器の形式、管理
番号、作業担当者、作業実施日時、作業内
容等）について、医療機関等の求めに応
じ、速やかに提出できるよう整備するこ
と。
利用中の情報処理装置を外部に持ち出す行為は原則として禁止するが、製造元でのみ可能な補修が必要な場合など、止むを得
ない事情により外部への持ち出しを行う場合には、以下の管理策を適用すること。
（１）情報処理装置が設置されている室内 医療情報はサーバのみに保存しており、端末には保存
及び情報処理事業者の管理する領域から持 されないようにしています。また、社内の医療情報の
ち出す場合に備え、適切な持ち出し手順を 有無を問わずすべての端末に対して、執務室から持ち
54
〇
策定すること。
出す時は管理台帳への記入と管理者が承認するフロー
を運用しており、不適切な持ち出しが起こらないよう
にしています。
（２）持ち出した機器を再度設置するため 社内で業務に利用する端末には、セキュリティソフト
の適切な検証手順を策定すること。
を導入しており、常にセキュリティソフトで端末内を
監視するようにしています。また、USB メモリなどの
55
外部記憶媒体は使用を禁止しています。また万が一接
〇
続した場合も、セキュリティソフトでスキャンされる
ため、不正プログラムなどの検知ができるようにして
います。
（１）保守に伴う情報処理装置及びソフト 当社サービスのソフトウェアを更新（リリース）する
ウェアの変更がもたらす影響の評価を行う 際は、事前に社内でテスト（結合テストならびに総合
こと。
テスト）を行っており、更新時の思わぬ影響がでない
56
ように確認評価しています。また、更新するに当たり
〇
医療機関であるユーザに悪影響を及ぼす可能性がある
事象があった際は、更新の中止・延期を行い、対応し
た上での更新を行っています。
（２）変更が既存の業務及び設備に悪影響 No56 と同様に、ソフトウェアを更新（リリース）する
を及ぼす可能性がある場合には、安全なデ 際は、事前に社内でテスト（結合テストならびに総合
ータの保存を保証するため、影響を最小限 テスト）を行っており、更新時の思わぬ影響がでない
57
に抑える方策を検討すること。
ように確認評価しています。また、更新するに当たり
〇
医療機関であるユーザに悪影響を及ぼす可能性がある
事象があった際は、更新の中止・延期を行い、対応し
た上での更新を行っています。
（３）医療情報を保存・交換するためのデ 当社サービスはクラウド型で Web ブラウザを通じて利
ータ形式、プロトコルが変更される場合、 用するサービスのため、データ形式やプロトコルが変
変更前のデータ形式、プロトコルを使用す 更するようなときは、事前にサーバ側でデータを変換
る医療機関等が存在する間、以前のデータ ないし対応をした上でリリースをおこなっています。
58
〇
形式、プロトコルの利用をサポートするこ そのため、利用している医療機関はデータ形式やプロ
と。
トコルの変更があった際も、そのことを意識すること
なくソフトウェアをシームレスに利用することができ
ます。
（４）情報処理装置及びソフトウェアの保 当社サービスのリリースや保守作業が発生する場合
守作業については、情報処理業務の停止時 は、深夜 0:00〜6:00 の間に行っており、医療機関が業
59
〇
間を最小限に留めるように計画を立てて実 務をする時間を避けた上で保守を行っています。
施すること。
（５）情報処理装置及びソフトウェアの適 当社サービスをリリースする際は、リリース手順書を
切な変更手順を策定すること。保守作業に 事前に作成しており、実施の際はその手順書に基づい
ついては十分な余裕を持って事前に医療機 て担当者と管理者が手順の検証を都度行っています。
60
〇
関等に通知し承認を受けること。
また、システム停止を伴うメンテナンスを行う際は、
実施の 7 日前までに事前に利用者にアナウンスし、業
務影響がないように行っています。
（６）不正な改ざんを受けていないことを 当社サービスの不正な改ざんを防止する方法として下
検証するため、定期的にソフトウェアの整 記の２つを実施しています。１つ目は、本番環境を更
合性検査（改ざん検知）を実施すること。 新するときは、事前にテスト環境で動作テストならび
にソースコードのレビューを行っています。そこで、
61
〇
意図しないプログラムがはいっていないかを確認して
います。２つ目は、本番環境のリリース時は、継続的
インテグレーションツールで本番環境のリリースを自
動化しており、手作業による操作ミスや特定の管理者

6

『きりんカルテ』ガイドライン対応リファレンス－経済産業省版－
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（平成２４年１０月）
項目番号

No

62

63

64

65

2.6.2.
開発施
設、試
験施設
と運用
施設の
分離

66

67

68

69

70

71

2.6.3.
悪意の
あるコ
ードに
対する
管理策

72

対応状況

要求事項

仮想層に係る当社の対応状況
以外が不適切なプログラムを入れることができないよ
うにしています。
当社サービスの脆弱性については、脆弱性スキャナー
ツールでの巡回と、定期的に第三者のセキュリティレ
ビューを受けています。そこで発見された脆弱性につ
いては、脆弱性の重要度／危険度に応じてレベル分け
を行い、対応時期を決めた上で対応実施するように管
理しています。

（７）医療情報システムに関連する技術的
脆弱性については台帳等を利用して管理す
ること。
（８）潜在的な技術的脆弱性が特定された
場合には、リスク分析を行った上で必要な
処置（パッチ適用、設定変更等）を決定す
ること。
（９）修正パッチの適用前にパッチが改ざ 修正パッチ含めてソフトウェアを本番環境にリリース
んされていないこと及び有効性を検証する するときは、事前にテスト環境で動作テストならびに
こと。
ソースコードのレビューを行っています。そこで、意
図しないプログラムがはいっていないかを確認してい
ます。
（１０）保守作業を外部事業者に再委託す 保守ならびに開発を外部事業者に一部再委託をしてい
る場合には、上記要件を満たしていること ます。ただし、再委託先においても、上記 No56 から 6
を確認して選定し、「2.6.5.第三者が提供 4 の要件を満たすよう契約を求めており、それに基づ
するサービスの管理」の管理策を実施する く運用を行っています。また、利用者に関しては利用
こと。選定した外部事業者について医療機 規約にて委託の条項を設けており、当社サービスの利
関等に報告し、合意を得ること。
用開始時に同意をいただいています。上記の取り組み
を通して、再委託に伴う管理品質の低下を防止すると
ともに、利用者（医療機関等）にとって、どのような
体制のもとで当社サービスを提供しているかについて
説明責任を果たすプロセスとしています。なお、再委
託先との契約にかかわらず、医療機関等へのサービス
提供における責任はすべて当社が担っています。
（１）情報処理に供するアプリケーション 当社サービスは、カルテは自社開発、レセプトコンピ
については、情報処理事業者自身で開発し ュータは日本医師会 ORCA 管理機構が提供する ORCA を
たアプリケーションを用いること。外部開 利用しています。自社開発ならびに ORCA も含めて、当
発事業者が開発したアプリケーションを用 社サービスの本番環境のリリース時は、事前に結合テ
いる場合には、事前に安全性を十分に検証 スト、総合テストを行っており、安全性や問題がない
した上で用いること。
ことを確認した上でリリースをしています。
（２）ソフトウェア開発を行う際には、ソ 当社サービスの開発は、本番環境とは物理的に別の開
フトウェア障害の影響を避けるため、運用 発環境を用いており、運用施設（医療機関）に影響が
施設とは直接に接続されていない開発用の ないように行っています。
情報処理施設（以下、「開発施設」とい
う。）を用いて行うこと。
（３）開発施設では、悪意のあるコードが 開発施設（社内）で用いる端末はインターネットに接
混入することを避けるため、不特定多数が 続をしていますが、セキュリティソフトを導入してお
利用するネットワーク（インターネット
り、悪意あるコードやプログラムが入ることがないよ
等）と接続を持つ場合には「2.6.3.悪意の うにしています。
あるコードに対する管理策」に従うこと。
（４）不正なソフトウェアの書き換えリス 当社サービスは、クラウド上の本番環境を更新するこ
クを避けるため、開発したソフトウェアを とで、医療機関が利用する本番環境（サービス）も更
運用施設に導入する際、ソフトウェアに対 新されます。本番環境にリリースする際は、継続的イ
する改ざん防止、検知策を実施すること。 ンテグレーションツールで本番環境のリリースを自動
化しており、手作業による操作ミスや特定の管理者以
外が不適切なプログラムを入れることができず、仮に
混入していたとしても適時に検知できるプロセスとし
ています。
（５）運用施設に保存されている医療情報 本番環境と開発環境は物理的にデータも含めて別れて
を開発施設及び試験施設にコピーしないこ おり、開発環境ならびにテスト環境では、ダミーのデ
と｡
ータを利用して開発・テストを行っており、医療デー
（６）医療情報を開発及び試験用データと タをそのまま開発・テスト環境で使うことは禁止され
して直接、利用しないこと。利用する場合 ています。
には、個人情報の消去及び元のデータを復
元できないように一部データのランダムデ
ータとの入れ替え等のデータ操作を定め、
十分な安全性が保証されていることを医療
機関に示し、了解を得た上で利用するこ
と。
（１）最新の脅威についての情報収集に努 開発環境に用いる端末にはセキュリティソフトを導入
め、導入している悪意のあるコード対策ソ しており、コンピュータウイルス（ワーム）、バック
フトウェアの対応範囲を確認し、対策漏れ ドア（トロイの木馬）、スパイウェア（キーロガ
が無いことを確認すること。対応すべき脅 ー）、ボットプログラム（ダウンローダー）等の検知
威の例としては、コンピュータウイルス
ができるようにしています。本番環境の仮想層は、開
（ワーム）、バックドア（トロイの木
発したプログラムと特定のライブラリ・サーバソフト

7

物理層に係る Mic
rosoft Azure の
管理対象範囲有
無

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

『きりんカルテ』ガイドライン対応リファレンス－経済産業省版－
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（平成２４年１０月）
項目番号

2.6.4.
ウェブ
ブラウ
ザを使
用する
際の要
求事項

2.6.5.
第三者
が提供
するサ
ービス
の管理

No

対応状況

要求事項

仮想層に係る当社の対応状況

物理層に係る Mic
rosoft Azure の
管理対象範囲有
無

馬）、スパイウェア（キーロガー）、ボッ しか導入しておらず、悪意のあるソフトウェア等の混
トプログラム（ダウンローダー）等があ
入は開発環境で未然防止する体制のため、特にセキュ
る。
リティソフト等の対策は行っておりませんが、常時本
番環境上のログモニタリングを行うことで、悪意のあ
るコードやソフトウェアの挙動有無を監視する取り組
みを補完的に実施しています。なお、物理サーバ層の
セキュリティ対策は Microsoft Corporation の主管範
囲となります。そのため、『Microsoft Azure』対応セ
キュリティリファレンスをご参照ください。
（２）悪意のあるコード対策ソフトウェア 開発環境の端末でのセキュリティソフトは、当社の特
において次の設定が行われていること。
定の管理者のみが管理できるようにしており、管理者
・リアルタイムスキャン（ディスク書き出 以外は設定変更やアンインストールできないようにし
し・読み込み、ネットワーク通信）
ています。その上でセキュリティソフトの設定でリア
・リスク評価の結果として必要であれば定 ルタイムスキャン、定期的なファイルスキャン、外部
期的にスキャンを実施
記憶装置のスキャン、自動アップデートを行っており
73
・電子媒体へのデータ書き出し・読み込み ます。本番環境における物理サーバ層に係る本項目の
〇
時におけるオンデマンドスキャン
対応状況は、Microsoft Corporation の主管範囲とな
・定義ファイル、スキャンエンジンの自動 るため、『Microsoft Azure』対応セキュリティリファ
アップデート又は十分な頻度による手動で レンスの本項目をご参照ください。
の更新
・管理者以外による設定変更やアンインス
トールの禁止
（３）一定期間、悪意のあるコードのチェ 開発環境におけるセキュリティソフトは、当社管理者
ックが行われていない場合や定義ファイ
のみが設定を変更できるようにしており、インターネ
ル、スキャンエンジンが更新されていない ットに接続された時点で定義ファイル等は更新される
機器については、利用者への警告を表示す ようになっています。そのうえで、施設内のネットワ
る、管理者への通知を行う、施設内ネット ークに接続した段階で該当端末はインターネット経由
ワーク接続の禁止又は隔離措置をとるとい で定義ファイルなどがアップデートされるようになっ
74
〇
った対策が行われていること。
ています。また OS のアップデートやパッチも、ネット
ワーク接続時にアップデートを行うようにしていま
す。本番環境における物理サーバ層に係る本項目の対
応状況は、Microsoft Corporation の主管範囲となる
ため、『Microsoft Azure』対応セキュリティリファレ
ンスの本項目をご参照ください。
医療情報システム内で必要とする、ネットワーク監視ソフトウェア、サーバ制御ソフトウェア等でユーザインタフェースとし
てウェブブラウザを使用する場合は、以下の要求事項を満足する体制を確立すること。
（１）ウェブブラウザの接続するサーバを 当社執務室からアクセスする本番環境の仮想サーバ OS
75
業務上必要なサーバに限定すること。
にはウェブブラウザはインストールしていません。ま
（２）ウェブブラウザの設定で、認可して た、No37 に記載の通り、当社サービスにて利用してい
いないサイトから、ActiveX、Java アプレ る情報処理上のリソースのリストは Microsoft Azure
ット、Flash 等のコードをダウンロード及 の管理画面（Azure ポータル）で一覧化されており、
76
び実行することができない設定になってい ウェブブラウザのインストール等、不正なリソース利
〇
ること（管理ソフトウェアが実行されるサ 用の発生があれば適時に検知可能です。本番環境にお
ける物理サーバ層に係る本項目の対応状況は、Microso
ーバのみを認可する。）。
（３）認可したサイトからダウンロードさ ft Corporation の主管範囲となるため、『Microsoft
れるコードについても「2.6.3.悪意のある Azure』対応セキュリティリファレンスの本項目をご参
77
コードに対する管理策」に即して検査され 照ください。
ること。
医療情報システムが設置される領域において、有人監視、機械監視、保守点検作業、清掃作業等については、外部の事業者に
作業依頼をすることが考えられる。このような第三者が提供するサービスの利用に関して、以下の管理策を実施すること。
（１）第三者により提供されるサービスの 当社サービスを提供するうえで、サービス提供に大き
安全管理策及びサービスレベルが十分であ く影響を受ける第三者サービスは下記です。
ることを確認すること。
（１）Microsoft Azure（クラウド基盤）
（２）ORCA（日本医師会 ORCA 管理機構が提供する日医
標準レセプトソフト）
78

79

（１）の Microsoft Azure とは、サブスクリプション
契約、各サービスに対して SLA を確認した上で契約し
ており、サービスレベル、品質の担保について取り決
めをした上で、利用しています。（２）の ORCA に関し
ては、使用許諾契約に同意の上利用していますが、ORC
A がオープンソース・ソフトウェアのため、利用前に
動作や品質などの検証をおこなったうえで、利用をし
ています。
（２）サービスの実施、運用、維持につい いずれの第三者サービスの場合も、問題や不具合など
て定期的に検証すること。
の発覚時には、その原因調査と改善策を依頼し、問題
解決や再発防止に向けて取り組んでいます。

8

〇

〇

『きりんカルテ』ガイドライン対応リファレンス－経済産業省版－
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項目番号

No

80

81

82

83

84

85

2.6.6.
ネット
ワーク
セキュ
リティ
管理

86

87

88
89

90

対応状況

要求事項

仮想層に係る当社の対応状況

（３）サービス実施について事前、事後報 Microsoft Azure に関しては、メンテナンスなどサー
告を義務づけ、報告内容を点検確認するこ ビスに影響のある変更がある場合は、事前に通知をも
と｡
らい影響を最小限にするようにしています。ORCA に関
しては、ソフトウェアの更新など変更があった場合
は、その変更内容を社内で検証しています。
（４）サービスを実施する人員は予め届け 当社サービスの提供に際して、サービス提供システム
出を行い、サービス実施時に不正な人員を 等に再委託先の要員が直接アクセスする可能性のある
受入れないこと。
業務範囲は、Microsoft Corporation によるデータセ
（５）サービス実施中に第三者が管理区域 ンターの管理・運営業務のみとなります。Microsoft C
に立ち入る場合は顔写真を券面に入れた身 orporation による本事項への対応状況は、『Microsof
t Azure』対応セキュリティリファレンスをご参照くだ
分証明を携帯すること。
（６）サービス実施にともなう処理施設内 さい。
への立ち入り手順に関しては、情報処理事
業者の職員の入室、退室手順に準ずるこ
と。
（７）サービスの変更時には、引き続き安 Microsoft Azure に関しては、メンテナンス等、当社
全性が維持されていることについて適切な サービスに影響がある変更が行われる場合は、事前に
検証を行うこと。
通知を行わせた上で、サービスへの影響を最小限化す
るための取り組みを行っています。ORCA に関しては、
ソフトウェアの更新等の変更があった場合は、変更に
伴う当社サービスへの影響有無について必ず社内で検
証する体制としています。
（８）医療情報システムの保守点検作業を 当社サービスの保守点検作業のうち、ソフトウェアの
外部事業者に委託する場合には、「医療情 改修ならびに障害時の対応は、外部事業者からの派遣
報システムの安全管理に関するガイドライ メンバーで対応を図っていますが、これらのメンバー
ン第４．１版（厚生労働省、平成 22 年２ は当社常駐型で当社の監督のもとで業務を行っていま
月）」６．８章Ｃ項の管理策を実施するこ す。その意味で、外部事業者へ業務の一部を外部委託
と。
する方式は当社では採用していません。なお、外部事
業者/派遣メンバーについても、当社社員同様、会社間
ならびに該当する個人と守秘義務契約を締結していま
す。また、これらのメンバーには、担当範囲以外のシ
ステムの操作が出来ないようにしており、且つ、作業
内容の点検、ならびにログの取得もあわせておこなっ
ています。
（１）セキュリティゲートウェイ（ネット 本番環境に関するセキュリティゲートウェイは、当社
ワーク境界に設置したファイアウォール、 サービスを構築・運用するクラウド基盤を提供する Mi
ルータ等）を設置して、接続先の限定、接 crosoft Corporation の主管となります。Microsoft C
続時間の限定等、確立されたポリシーに基 orporation による本事項への対応状況は、『Microsof
づいて各ネットワークインタフェースのア t Azure』対応セキュリティリファレンスをご参照くだ
クセス制御を行うこと。ホスティング利用 さい。なお、Microsoft Corporation によるセキュリ
時等、ネットワーク境界にセキュリティゲ ティ対策に加え、クラウド基盤上での当社サービス固
ートウェイを設置できない場合は、個々の 有の取り組みとして、ファイアウォールによるポート
情報処理装置（サーバ）にて、同様のアク や接続制限を行っています。また、医療機関等が当社
セス制御を行うこと。
サービスにアクセスする際は、TLS1.2 での接続及びク
（２）セキュリティゲートウェイでは、不 ライアント証明書を必須にしており、クライアント証
正なＩＰアドレスを持つトラフィックが通 明書が認証された端末からのみアクセス可能としてい
過できないように設定すること（接続機器 ます。
類のＩＰアドレスをプライベートアドレス
として設定して、ファイアウォール、ＶＰ
Ｎ装置等のセキュリティゲートウェイを通
過しようとするトラフィックをＩＰアドレ
スベースで制御する等。）。
（３）ルータ等のネットワーク機器は、安 当社の本番環境（物理サーバ層）におけるネットワー
全性が確認できる機器を利用すること。
クセキュリティ対策は、ファイアウォールの設置以外
（４）ネットワーク機器及びサーバ、端末 は、No86、No87 の理由により Microsoft Corporation
の利用していないネットワークポートへの が主管しています。Microsoft Corporation による本
事項への対応状況は、『Microsoft Azure』対応セキュ
物理的な接続を制限すること。
（５）医療機関等との接続ネットワーク境 リティリファレンスをご参照ください。なお、Microso
ft Corporation による物理サーバ層のセキュリティ対
界には侵入検知システム（以下、「ＩＤ
Ｓ」という。）及び侵入防止システム（以 策に加え、クラウド基盤上での当社サービス固有の取
下、「ＩＰＳ」という。）を導入してネッ り組みとして、仮想層にて以下を実施することで、利
トワーク上の不正なイベントの検出、ある 用者が安全安心してサービスを利用できるようにして
います。
いは不正なトラフィックの遮断を行うこ
と。ホスティング利用時等、ネットワーク ・ログ監視を通して、異常検出をした際は、管理者に
境界に装置を設置できない場合は、個々の メールで通知が行われる仕組みの採用
・異常検出した際は、原因分析、再発防止を検討した
情報処理装置にて、同様の制御を行うこ
上で、システム上の対応を行うフローの整備
と。
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物理層に係る Mic
rosoft Azure の
管理対象範囲有
無

〇

〇

〇

〇

〇

〇

『きりんカルテ』ガイドライン対応リファレンス－経済産業省版－
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（平成２４年１０月）
項目番号

No

91

92

93

94

95

96

要求事項
（６）侵入検知システム等が、常に最新の
攻撃・不正アクセスに対応可能なように、
シグネチャ・検知ルール等の更新、ソフト
ウェアのセキュリティパッチの適用等を行
うこと。
（７）侵入検知システム等が、緊急度の高
い攻撃・不正アクセス行為を検知した際
は、監視端末への出力や電子メール等を用
いて直ちに管理者に通知する設定にしてい
ること。
（８）侵入検知の記録には不正アクセス等
の事後処理に必要な項目が含まれているこ
と。
（９）医療情報システムにおいて、インタ
ーネット等のオープンネットワーク上のサ
ービスとの接続について、以下にあげるサ
ービスとの接続に限定すること。他に必要
なサービスがある場合には、医療機関等の
合意を得てから利用すること。
・外部からの医療情報システムの稼働監
視・遠隔保守
・セキュリティ対策ソフトウェアの最新パ
ターンファイル等のダウンロード
・オペレーティングシステム及び利用アプ
リケーションのセキュリティパッチファイ
ル等のダウンロード
・電子署名時の時刻認証局へのアクセス、
電子署名検証における失効リスト等認証局
へのアクセス
・ファイアウォール、ＩＤＳ・ＩＰＳなど
のセキュリティ機器に対する不正アクセス
監視
・時刻同期のための時刻配信サーバへのア
クセス
・これらのサービスを利用するために必要
なインターネットサービス（ドメインネー
ムサーバへのアクセス等）
・その他の医療情報システムの稼動に必要
なサービス（外部認証サーバ、外部医療情
報データベース等）
（１０）医療情報システムのサーバ機器等
への同時ログオンユーザ数（ＯＳアカウン
ト等）に適切な上限を設けること。

（１１）ネットワーク接続のログ（認証ロ
グ及び接続ログ）を記録すること。

（１２）ネットワーク接続ログを定期的に
検証し不審な活動が行われていないことを
検証すること。

97

98

対応状況

（１３）医療情報を保存する医療情報シス
テムにおいて無線ネットワーク（Bluetoot
h 等の近距離無線通信を含む）LAN を利用
しないこと。

仮想層に係る当社の対応状況

物理層に係る Mic
rosoft Azure の
管理対象範囲有
無

当社サービス（仮想層）において、インターネット等
のオープンネットワーク上のサービスとの接続はサー
ビス提供に必要不可欠のものに限定した上で接続管理
を行っています。また、No37 に記載の通り、当社サー
ビスで利用している情報処理上のリソースのリスト
は、Microsoft Corporation が機能提供する Microsoft
Azure の管理画面（Azure ポータル）で一覧化されて
おり、オープンネットワークとの未許可の接続等が発
生した場合は、適時に検知可能です。

〇

当社サービスでは、医療機関等のユーザによるインタ
ーネット経由のアクセスを管理するシステム ID を介し
て、当社サービスへアクセスする仕組みを採用してい
ます。これにより、複数のユーザ（ID)が同時にシステ
ムへアクセスすることによるパフォーマンス劣化を未
然防止しています。
当社の本番環境（物理サーバ層）におけるネットワー
クセキュリティ対策は No86、No87 の通り、Microsoft
Corporation の主管範囲となるため、『Microsoft Azu
re』対応セキュリティリファレンスをご参照くださ
い。なお、Microsoft Corporation のセキュリティ対
策に加え、当社のシステム環境において設置するファ
イアウォールにおいても、以下の取り組みを実施する
ことで、よりセキュアなネットワーク管理に向けた対
策を実施しています。
・ネットワーク接続のログに関しては、ファイアウォ
ールで取得しており、また各サーバもアクセスログを
取得して、ログを管理しているストレージに保存して
いる
・ログに関しては、通常とは異なるアクセスパターン
の有無を確認しており、不正なアクセスがあった際は
検証を行う
本項目は、当社サービスを提供するクラウド基盤（物
理サーバ）を主管する Microsoft Corporation の対応
事項となります。『Microsoft Azure』対応セキュリテ
ィリファレンスをご参照ください。
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〇

〇

〇

『きりんカルテ』ガイドライン対応リファレンス－経済産業省版－
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（平成２４年１０月）
項目番号

No

99

2.6.7.
電子媒
体の取
扱

100

101

102

103

104

105

106

107

108
2.6.8.
情報交
換に関
するセ
キュリ
ティ

109

対応状況

要求事項

仮想層に係る当社の対応状況

（１４）ＶＰＮ接続を行う場合には以下の
事項に従うこと。
・接続時にＶＰＮ装置間で相互に認証を行
うこと。
・傍受、リプレイ等のリスクを最小限に抑
えるために、「2.6.11.暗号による管理
策」に従い、適切な暗号技術を利用するこ
と。
・インターネット上のトラフィックがＶＰ
Ｎチャンネルに混入しないように、プライ
ベートネットワークインタフェースとイン
ターネットインタフェースの間に直接の経
路を設定しないこと。
・複数の医療機関等から情報処理業務を受
託している場合には、医療機関等の間で情
報が混同するリスクを避けるためＶＰＮチ
ャンネルを医療機関等別に構築する等の対
策を実施すること。
（１）電子媒体について情報処理事業者施
設外への不要な持ち出しを行わないこと。
ＣＤ、ＤＶＤ、ＭＯ等の電子媒体について
は、追記のできない光学メディア（ＣＤ－
Ｒ、ＤＶＤＲ等）を用い、情報交換作業終
了後、電子媒体を（９）に示す方式にて確
実に廃棄処分すること。
（２）情報交換目的やバックアップ目的で
ＭＴ、ＤＡＴ、半導体記憶装置、ハードデ
ィスク等の大容量の電子媒体を用いる場合
には、その管理を厳重に行うこと。これら
の電子媒体に複数回の情報記録を行う場合
には、単に上書きするのではなく、確実な
情報消去等の情報漏洩対策を行うこと。
（３）電子媒体は台帳を作成して管理する
こと。台帳と電子媒体を定期的に検証し、
盗難、紛失の発生を検証すること。台帳に
おいては利用に関する記録を行い、電子媒
体の廃棄後も一定期間にわたり記録を維持
すること。
（４）電子媒体を保存するキャビネット等
には十分な安全強度を持つ物理的施錠装置
を設け、鍵管理について十分に配慮するこ
と。
（５）電子媒体の損傷等による情報喪失の
リスクを最小限にするため媒体の製造者に
より指定される保管環境にて保管するこ
と。
（６）製造者の定める有効利用限度期間を
超過することがないよう、電子媒体の有効
利用限度期間が近づいた場合は、他媒体に
複写すること。
（７）情報を保管するためにハードディス
ク装置を用いる場合には、ＲＡＩＤ－１も
しくはＲＡＩＤ－６相当以上のディスク障
害に対する対策を取ること。
（８）全ての電子媒体には格納される情報
の機密レベルを示すラベル付けを行うこ
と。
（９）電子媒体を廃棄する場合には、物理
的な破壊措置（高温による融解、裁断等）
を適用し、情報の読み出しが不可能である
ことを確認すること。
（１）医療機関等と情報処理事業者間の情
報交換に関して、次の事項を予め合意して
おくこと。
・情報を電子媒体に記録して交換する際の
手順
・情報をネットワーク経由で文書ファイル

当社では TLS1.2 による接続方式を採用しており、VPN
による接続方式は採用していないため、本項目は該当
しません。

物理層に係る Mic
rosoft Azure の
管理対象範囲有
無

－
（当社提供サ
ービスに含ま
れない事項の
ため、Microso
ft Azure によ
る対応状況の
対象外）

当社では CD、DVD、USB メモリ等の可搬型電子媒体の利
用は運用上、一切禁止しており、その旨を社員/派遣社
員へ周知徹底しています。なお、プログラム・データ
のやり取りは、Microsoft Corporation が提供する Off
ice 365 等、全てインターネット上のクラウドツール
を介して行っており、業務端末のローカルに個人情報
を保管しない業務運用としています。

〇

本項目は、本サービスをクラウド上で提供するに際し
たシステムの物理 OS 層を主管する Microsoft Corpora
tion の主管範囲となります。『Microsoft Azure』対
応セキュリティリファレンスをご参照ください。
※No100～No105 をご参照ください。

〇

〇

個人情報ないし医療情報を交換するケースは、サービ
ス利用時のレセプトコンピュータの移行データを受け
取る場合があります。このような機密情報を交換する
場合には、当社サービス上もしくはセキュアファイル
交換サービス（NRI セキュアテクノロジーズ株式会社
が提供する「クリプト便」）の利用をする運用をして
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〇

『きりんカルテ』ガイドライン対応リファレンス－経済産業省版－
医療情報を受託管理する情報処理事業者における
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項目番号

No

110

111

112

2.6.9.
医療情
報シス
テムに
対する
セキュ
リティ

113

114

対応状況

要求事項

仮想層に係る当社の対応状況

形式にて交換する際の手順
・情報をネットワーク経由でアプリケーシ
ョン入力にて交換する際の手順
・情報に電子署名、タイムスタンプを付与
する場合、その方式及び検証手順

います。セキュアファイル交換サービスを利用する場
合は、ファイルにパスワードをかけたうえで、セキュ
アファイル交換サービスを介して、ファイルの授受を
行っています。緊急時も同様に運用しています。セキ
ュアファイル交換サービスを使うことで、通信を暗号
化した上で安全にファイルをやりとりすることができ
るため、データの完全性、機密性を担保しています。
機密情報の授受時は、セキュアファイル交換サービス
を利用しています。そのサービス上で、
・発送者受領者のログ取得
・発送者の認証
を行っています。また、このサービスを介してやりと
りすることで、受領側の機密レベルも高い基準を担保
するようにしています。受け取ったデータは、セキュ
リティソフトがある端末でリアルタイムスキャンをし
ているため、悪意のあるコードやプログラムが入って
いないことを確保しています。

（２）情報交換手順では搬送の形態によら
ず次の事項を確実にすること。
・発送者、受領者を識別し記録すること。
・発送者の行為を後に否定できないよう
に、発送伝票の保存、文書ファイルへの電
子署名付与、アプリケーションログオン時
の確実な認証等、否認防止策を行うこと。
・交換する情報の機密レベルに関して合意
すること（受領側で機密レベルが低くなら
ないこと。）。
・交換された情報に悪意のあるコードが含
まれていないことを確実とすること。
（３）物理的に情報を搬送する際には以下 当社は物理的な情報搬送には対応していないため、本
の対策を実施すること。
項目は該当しません。
・医療機関等が合意する基準にもとづいて
信頼できる配送業者を選択すること。
・配送時の作業者については、発送元、受
領先の双方で身分確認を行い第三者による
なりすましを防ぐこと。
・配送業者等による電子媒体の抜き取り等
を防ぐため、交換する電子媒体の数と種類
について、予め情報交換して受領時に欠損
が無いことを確認すること。
・配送業者等による電子媒体からの情報の
抜き取りを防ぐため、不正な開封を検出す
ることのできるコンテナ等を利用するこ
と。
・電子媒体を発送、受領する際は、配送業
者と直接行い、第三者を介さないこと。
・電子媒体により情報を交換する場合、移
送中の安全管理上のリスクがある場合には
電子媒体内のデータに暗号化を施すこと。

（４）電子的に情報を転送する際には以下
の対策を実施すること。
・送信者、受信者は相互に電子的に認証を
行って相手の正当性を検証すること。認証
方式は接続形態、転送に利用するアプリケ
ーションによって異なるが、利用する機器
同士及び利用者同士を認証することが望ま
しい。
・送受信する経路は適切な方法で傍受のリ
スクから保護されていること。
・受信した情報について経路途中での損
傷、改ざんが無いことを検証する対策を講
じること。
・送受信に失敗する時には、予め規定され
た回数を上限として再送受信を試み、上限
に達した際には送受信者間の全ての通信を
停止し、障害の特定等の作業を実施するこ
と。
（１）運用システムの混乱を避けるため、
開発用コード又はコンパイラ等の開発ツー
ル類を運用システム上に置かないこと。
（２）情報処理に不必要なファイル等を運
用システム上におかないこと。

機密情報を交換する際は、NRI セキュアテクノロジー
ズ株式会社が提供する「クリプト便」というセキュア
ファイル交換サービスを利用しています。そのサービ
スでは、送信者は当社が指定したメールアドレス経由
のみでファイル送信可能にすることでの身元確認をお
こなっています。サービス利用時にユーザ認証するこ
とで、関係者以外がファイルにアクセスできないよう
にしています。本サービスでは、通信経路を暗号化し
たうえで利用するため、改ざんや傍受されることはな
い旨が NRI セキュアテクノロジーズ株式会社により保
証されています。また本サービスでは、利用・操作の
ログも取得できるため、当社においても問題発生時に
は原因追求できる体制としています。

当社サービスの本番環境では、プログラム実行に最小
限のソフトウェアのみで運用しています。そのため、
不必要なファイルやコンパイラ等の開発ツールは本番
環境にはありません。また、本番環境を更新する際
は、継続的インテグレーションツールで自動化してい
るため、本番環境のサーバで人が作業することがな
く、運用ミスも起きないようにしており、仮に障害等
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物理層に係る Mic
rosoft Azure の
管理対象範囲有
無

〇

－
（当社提供サ
ービスに含ま
れない事項の
ため、Microso
ft Azure によ
る対応状況の
対象外）

〇

〇

『きりんカルテ』ガイドライン対応リファレンス－経済産業省版－
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（平成２４年１０月）
項目番号

No

要求事項

要求事
項

115

116

117

2.6.10.
アプリ
ケーシ
ョンに
対する
セキュ
リティ
要求事
項

118

119

120

121

122

2.6.11.
暗号に
よる管
理策

123

（３）業務に供するソフトウェア及びオペ
レーティングシステムソフトウェアについ
て､十分な試験を行った上で導入するこ
と。

（４）運用システムに関わるライブラリプ
ログラムの更新については監査に必要なロ
グを取得すること。
（５）システム運用情報（システム及びサ
ービス設定ファイル等）の複製及び利用に
ついては監査証跡とするためにログを取得
すること。
（１）提供するアプリケーションについて
は、アプリケーションの種別による特定の
脆弱性検出を含む安全性診断を定期的に行
い、その結果に基づいて対策を行うこと。
医療機関等とのデータ送受信の際にはデー
タの完全性を検証する機構を導入するこ
と。

（２）アプリケーション及びアプリケーシ
ョン稼動に利用する第三者のソフトウェア
（ライブラリ、サーバプロセス等）につい
ては、公開される最新の脆弱性情報を参照
し、迅速に対応策をとること。
（３）アプリケーションにて情報の登録、
編集、削除等を行う際には、ユーザを特定
し、権限を確認するため、ログオンを行う
よう設計及び実装を行うこと。

（４）アプリケーションにて医療事業者側
の作業者を認証する情報（ＩＤ／パスワー
ド認証の際のパスワード）は、十分な強度
を持ったハッシュ関数の出力値として保存
する、あるいは暗号化して保存すること。
（５）アプリケーションによる情報操作に
ついては、医療機関等の職務権限に応じた
アクセス管理を可能とし、正当なアクセス
権限を持たないものによる情報の生成、編
集、削除等を防止すること。

（１）暗号アルゴリズムは十分な安全性を
有するものを使用すること。選択基準とし
ては電子政府推奨暗号リスト等を用いるこ
と。

（２）暗号鍵が漏洩した場合に備えた対応
策を策定しておくこと。
124

対応状況

仮想層に係る当社の対応状況
が発生した場合も常時の監視体制のもとで適時の復旧
を可能にしています。
当社サービスのソフトウェアを更新（リリース）する
際は、事前に社内でテスト（結合テストならびに総合
テスト）を行っており、更新時の思わぬ影響がでない
ように確認評価しています。このテスト環境は、本番
環境とオペレーティングシステムやミドルウェアの環
境を同じにしており、その環境でテストを行うこと
で、OS やミドルウェアレイヤーの検証もおこなってい
ます。
システムに必要なライブラリの更新や変更などの管理
は、ライブラリ管理ツールを用いており、管理ツール
の変更履歴などはログで取得保存しています。
当社サービスの本番環境での設定やファイルは、すべ
て定期的なバックアップとログの取得をしています。
また、本番環境に影響がある作業を行うときは事前に
作業内容をログとして保管するプロセスとしていま
す。
仮想層における当社サービスの脆弱性については、脆
弱性スキャナーツールでの巡回と、定期的に第三者の
セキュリティレビューを受けています。そこで発見さ
れた脆弱性については、脆弱性の重要度／危険度に応
じてレベル分けを行い、対応時期を決めた上で対応実
施するように管理しています。データ送受信の際の完
全性については、通信を TLS1.2 でクライアント証明書
を入れることで暗号化しており、改ざんや傍受防止を
しています。なお、物理 OS 層におけるセキュリティ対
策は、『Microsoft Azure』対応セキュリティリファレ
ンスをご参照ください。
仮想層における第三者のソフトウェアについては、各
ソフトウェアの脆弱性の重要度に応じて、ライブラリ
管理ツールないしは、ソースコードを更新して対応し
ています。なお、物理 OS 層におけるセキュリティ対策
は、『Microsoft Azure』対応セキュリティリファレン
スをご参照ください。
当社サービスの本番環境に影響がある作業は、一部の
特権がある担当者のみが行うことができるようにして
います。またそのような作業をするときは、事前の承
認プロセスで何をするのかを把握したうえで、操作ロ
グを取得しており、問題発生時に分析できるようにし
ています。
当社サービスを医療機関が利用する際の認証情報（パ
スワード）は、プログラム上で、CRYPTREC による「電
子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト
(CRYPTREC 暗号リスト)」が推奨するハッシュ関数を用
いてデータベースに保存しています。
当社サービスを利用するためには、医療機関内で利用
するアカウントが必要で、そのアカウントがないと情
報にアクセスができません。またそのアカウントは、
医療機関の職務ごとに権限をわけており、操作できる
対象を変えています。現状設定できる権限は、医師、
看護師、クラーク、その他であり、カルテ確定は権限
を設定したアカウントでしかできないようにしていま
す。
データを保存しているデータベースの暗号化は、デー
タベースソフトウェアが提供する AES 暗号化方式を採
用しており、鍵長も十分長いものを使用しています。
ネットワークの暗号化は、IPA の「SSL/TLS 暗号設定ガ
イドライン」での高セキュリティ型に準拠しており、T
LS1.2 の暗号化は、RSA・AES 暗号で鍵長も長いものを
使用しています。
ネットワークの暗号鍵が漏洩した場合は、漏洩した鍵
での認証を無効化して新たに鍵の再発行をするプロセ
スとしています。またデータの暗号鍵が漏洩した場合
は、暗号鍵を変更してデータの移行を行うプロセスと
しています。ただし、データの暗号鍵につては漏洩し
ても直接的に利用者や第三者にデータが開示される状
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物理層に係る Mic
rosoft Azure の
管理対象範囲有
無

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

『きりんカルテ』ガイドライン対応リファレンス－経済産業省版－
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（平成２４年１０月）
項目番号

No

125

126

127

2.6.12.
ログの
取得及
び監査

要求事項

仮想層に係る当社の対応状況

（３）電子署名、ネットワーク接続等に電
子証明書を利用する場合、電子証明書は信
頼できる組織によって発行されたものとす
ること。
（４）暗号アルゴリズム及び暗号鍵の危殆
化に備え、暗号アルゴリズムを切り替える
ことができるように配慮すること。
（５）医療機関等から受け付けるデータを
検証するためのルート認証機関の公開鍵証
明書は安全な経路で入手し、別の経路で入
手したフィンガープリントと比較して、真
正性を検証すること。
（１）作業者の活動、機器で発生したイベ
ント、システム障害、システム使用状況等
を記録した監査ログを作成し管理するこ
と。

態にはないため、ネットワークの暗号鍵が漏洩した場
合よりもリスクが低く、漏洩範囲やそのときのリスク
分析の評価に応じた適切な対応を行います。
サーバ証明書は、WebTrust 規準を満たした認証局が発
行する証明書を利用しています。クライアント証明書
は、ユーザの存在を当社で確認するため、当社が発行
した証明書を利用しています。
IPA が発信するセキュリティ情報を基準に暗号化レベ
ルを見直し、必要に応じて、切り替えるプロセスとし
ています。
当社サービスと医療機関がデータをやりとりする際
は、ネットワークで通信を暗号化しておこなっていま
す。その暗号化はサーバ証明書とクライアント証明書
の双方で認証しているため、データの改ざんや漏洩の
リスクは最小限化されています。
当社サービスの本番環境（仮想層）で取得しているロ
グは下記です。
・Web サーバのアクセスログ
・アプリケーションのエラーログ
・医療機関の操作ログ
・データベースサーバの実行ログ
・各種パフォーマンスログ

128

（２）監査ログを定期的に検証して不正な
行為、システムの異常等を検出すること。
129

130

131

132

対応状況

（３）ログを利用して正確に事故原因等を
検証するため、医療情報システムのすべて
のサーバ機器等の時刻を時刻サーバ等の提
供する標準時刻に同期しておくこと。

（４）標準時刻に同期するための時刻提供
元は信頼できる機関を利用すること。

（５）ログ情報を不正なアクセスから適切
に保護するため以下の管理策を適用するこ
と。
・ログデータにアクセスする作業者及び操
作を制限すること。
・容量超過によりログが取得できない事態
を避けるため、ログサーバの記憶容量を常
時監視し、電子媒体への書き出し、容量の
増強等の対策をとること。
・ログデータに対する不正な改ざん及び削
除行為に対する検出・防止策を施すこと。

このうち、アクセスログ、エラーログ、パフォーマン
スログは常に監視しており、異常時には通知をトリガ
ーに調査するような運用をしています。なお、物理層
における本取り組みは、『Microsoft Azure』対応セキ
ュリティリファレンスをご参照ください。
仮想層のアクセスログ、エラーログ、パフォーマンス
ログは常に監視しており、異常時には通知をトリガー
に調査するような運用をしています。なお、物理層に
おける本取り組みは、『Microsoft Azure』対応セキュ
リティリファレンスをご参照ください。
仮想層で稼働しているすべてのサーバは NTP サーバと
同期して運用しています。そのときのセキュリティ対
策として、各サーバのゲートウェイとなる入り口にフ
ァイアウォールを設置しており、外部からの通信は遮
断するようにしています。物理層における本取り組み
は、『Microsoft Azure』対応セキュリティリファレン
スをご参照ください。
仮想層では大手機関（Google Public NTP）が提供して
いる NTP サーバを利用しています。物理 OS 層における
本取り組みは、『Microsoft Azure』対応セキュリティ
リファレンスをご参照ください。
仮想層では下記の対策をしています。
（１）ログ自体が改ざんされるリスクについては、ロ
グデータは、限られたシステム管理者しかアクセスで
きないようにしており、さらに特権管理者以外は閲覧
のみできる状態です。特権管理者のみが編集削除でき
るようにしており、担当者によるログ改ざんリスクを
最小限にしています。
（２）データ増加によりログが保存できなくなるリス
クについては、ディスクの空き容量を監視しており、
定期メンテナンス時に必要に応じて容量を追加する運
用をしています。
物理層における本取り組みは、『Microsoft Azure』対
応セキュリティリファレンスをご参照ください。
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『きりんカルテ』ガイドライン対応リファレンス－経済産業省版－
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（平成２４年１０月）
項目番号

No

2.6.13.
アクセ
ス制御
方針
133

134

135

136

137
2.6.14.
作業者
アクセ
ス及び
作業者
ＩＤの
管理

138

139

140

141

対応状況

要求事項

仮想層に係る当社の対応状況

（１）情報処理に用いる情報処理装置それ 当社サービスにおける仮想層で用いているソフトウェ
ぞれのセキュリティ要求事項を整理するこ アのセキュリティ要件は、下記の通りです。
と｡
（１）OS については、最新の OS のセキュリティ情報
を確認しながら必要に応じてセキュリティパッチやア
ップデートを行っています。また、よりクラウドのマ
ネージドされた環境を利用するために、PaaS への移行
を進めています。
（２）DBMS については、Microsoft Azure の PaaS サー
ビスを利用しているため、ミドルウェアレイヤーのセ
キュリティは Microsoft Azure が対応しています。デ
（２）情報処理に用いるソフトウェアそれ ータベースのデータは個人情報が含まれる箇所は暗号
ぞれのセキュリティ要求事項を整理するこ 化して保存しています。
と｡
（３） アプリケーションについては、利用するライブ
ラリはセキュリティ情報を確認しながら必要に応じて
セキュリティパッチやアップデートを行っています。
また、定期的に脆弱性スキャナー、第三者の脆弱性検
査を受けることで、セキュリティリスクの低減を行っ
ています。
物理層における本取り組みは、『Microsoft Azure』対
応セキュリティリファレンスをご参照ください。
（３）アクセス権限の登録申請、変更申
仮想層（当社管理）のアカウントの登録変更破棄のプ
請、廃棄申請、及びそれらの承認、定期的 ロセスは下記の通り運用しています。
な検証プロセスを規定すること。
（１）アカウントの発行は、特権を持っている管理者
のみが発行できます。アカウントを発行する際は、そ
の担当者が行う業務を確認したうえで操作できる権限
を限定した形で発行しています。
（２）アカウントの変更削除については、毎月月末に
アカウントのクリーニング作業をしています。その時
点で各アカウント保有者の利用状況や業務内容の変更
有無、離職の有無を確認して、変更があるアカウント
は変更削除を行っています。

（４）それぞれの情報にアクセスする権限
を持つ作業者を最小限に抑えるよう、適切
に情報のグルーピングを行い、情報のグル
ープに対するアクセス制御を行うこと。
（５）業務内容を考慮した必要最小限のア
クセス権限を設け、アプリケーションやオ
ペレーションシステムでの権限を設定する
こと。
（１） 作業者は情報処理装置上において
ユニークな作業者ＩＤにより識別されるこ
と。

（２）作業者ＩＤを発行する際に、既存の
ＩＤとの重複を排除する仕組みを導入する
こと。

（３）複数作業者で共用するためのグルー
プＩＤの利用は原則として行わず、業務上
必要であれば、ログ上で操作の実施者が特
定できるように、作業者ＩＤでログオンし
てからグループＩＤに変更する仕組みを利
用すること。

（４）作業者ＩＤの発行は医療情報システ
ムの管理に必要な最小限の人数に留めるこ
と。

物理層における本取り組みは、『Microsoft Azure』対
応セキュリティリファレンスをご参照ください。
仮想層（当社管理）のアカウントを発行する際は、そ
のアカウントを利用する担当の業務に応じて最小限の
権限を付与しています。データアクセスについては、
閲覧する範囲と、その範囲において閲覧のみか編集も
するかというマトリックスで権限をグルーピングして
おり、権限を付与しています。物理層における本取り
組みは、『Microsoft Azure』対応セキュリティリファ
レンスをご参照ください。
当社が管理する仮想層の本番環境に係るアカウント
は、担当ごとにすべてユニークなアカウントを利用し
ており、開発環境については Microsoft Active Direc
tory でアカウントをユニークに付与しています。物理
層における本取り組みは、『Microsoft Azure』対応セ
キュリティリファレンスをご参照ください。
本番環境で利用しているシステムの設定により、当社
が管理する仮想層で、重複する ID は発行できません。
また、ID 発行申請に際して重複有無の検証を必ず行う
プロセスとしています。物理層における本取り組み
は、『Microsoft Azure』対応セキュリティリファレン
スをご参照ください。
当社が管理する仮想層の本番環境の ID の使い回しや、
グループ ID は使用しておらず、すべてユニークな ID
で作業をしています。また、当社サービスの本番環境
での作業はすべてログを取得しており、どのアカウン
トでどういう操作をしたのかが把握できるようにして
います。物理層における本取り組みは、『Microsoft A
zure』対応セキュリティリファレンスをご参照くださ
い。
当社が管理する仮想層の本番環境では当社サービスの
開発保守をする最低限にしか付与していません。ま
た、その運用に際しては、アカウント発行時に特権を
持っている管理者と責任者の承認確認ののちアカウン
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『きりんカルテ』ガイドライン対応リファレンス－経済産業省版－
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（平成２４年１０月）
項目番号

No

要求事項

（５）作業者が変更あるいは退職した際に
は、ただちに当該作業者ＩＤを利用停止と
すること。
142

（６）監視ログの監査時に作業者を確実に
特定するため、作業者ＩＤは過去に使われ
たものを再利用しないこと。
143

（７）不要な作業者ＩＤが残っていないこ
とを定期的に確認すること。
144

（８）特権ＩＤの発行は必要な最小限のも
のに留めること。
145

（９）特権使用者に昇格可能な作業者ＩＤ
を制限すること。
146

147

（１０）特権の使用時には作業実施内容を
記録すること。

（１１）管理端末以外からの特権ＩＤによ
る直接ログオンを禁止すること。
148

149

150

対応状況

（１２）情報処理装置及びソフトウェアを
使用する前に、製造ベンダが設定したデフ
ォルトのアカウント及びメンテナンス用の
アカウント等、必要のないアカウントにつ
いては削除あるいはパスワード変更を行う
こと。

（１３）医療情報システムへのログオン用
パスワードはハッシュ値での保存、暗号化
等、パスワードを容易に復元できない形で
情報を保管すること。

仮想層に係る当社の対応状況
ト付与を行っています。物理層における本取り組み
は、『Microsoft Azure』対応セキュリティリファレン
スをご参照ください。
当社が管理する仮想層の本番環境では、作業者 ID は、
担当が変更になった離職した時点で、ID の利用停止を
おこなっています。ID の変更削除については、毎月月
末にアカウントのクリーニング作業をしています。そ
の時点で各 ID 保有者の利用状況や業務内容の変更有
無、離職の有無を確認して、変更がある ID は変更削除
を行っています。物理層における本取り組みは、『Mic
rosoft Azure』対応セキュリティリファレンスをご参
照ください。
当社が管理する仮想層の本番環境における作業者 ID を
特定できるようにするため、作業者 ID の使い回し（共
有）は禁止しています。また、当社サービスの本番環
境に影響ある作業を行うときは、事前に作業者が作業
内容を申請して承認の後実施するため、誰が何をした
かを適時にトレースできるようにしています。物理層
における本取り組みは、『Microsoft Azure』対応セキ
ュリティリファレンスをご参照ください。
当社が管理する仮想層の本番環境の作業者 ID の変更削
除については、毎月月末にアカウントのクリーニング
作業をしています。その時点で各 ID 保有者の利用状況
や業務内容の変更有無、離職の有無を確認して、変更
がある ID は変更削除を行っています。物理層における
本取り組みは、『Microsoft Azure』対応セキュリティ
リファレンスをご参照ください。
当社が管理する仮想層の本番環境にて、全ての操作を
行うことが可能な特権 ID は原則利用禁止としており、
パスワードも当社の限られた管理者のみが把握してい
る状況です。本番環境へのアクセスは基本的に、権限
を制限した ID により行うこととしており、通常時に特
権 ID を利用するシステム運用は一切ありません。な
お、緊急時において特権 ID を利用する必要が生じた場
合は、管理者が担当者にパスワードを通知した上で、
作業終了後に、作業内容を検証し、本来行うべきでな
い作業を行っていないかを点検しています。また、作
業終了後には、管理者がパスワードを適時に変更する
ことで、不適切な特権 ID の利用が発生しないようにし
ています。当社作業員が、権限制限された ID により、
当社サービスの本番環境（サーバや DBMS 含む）で作業
するときは、特定のクラウド上の踏み台サーバを経由
してログインするようにしており、この踏み台サーバ
以外からはアクセスできないようにしています。ま
た、この踏み台サーバも社内のネットワークからのみ
アクセスできるようにしており、本番環境へのアクセ
ス方法自体も多重に制限を行っています。物理層にお
ける本取り組みは、『Microsoft Azure』対応セキュリ
ティリファレンスをご参照ください。
当社が管理する仮想層の本番環境にて、当社作業員が
担当する当社サービスで利用しているシステムはすべ
て Microsoft Azure のクラウド基盤上にあるサービス
を利用しており、それ以外の機器・装置は利用してい
ません。クラウド上で利用しているサーバやソフトウ
ェアについては、アカウントは最小限にして運用して
おり、初期時のアカウントや必要ないアカウントは削
除しています。毎月アカウントはクリーニング作業を
行っており、そこで不必要なアカウントが発生してい
た場合は削除するようにしています。物理層における
本取り組みは、『Microsoft Azure』対応セキュリティ
リファレンスをご参照ください。
当社が管理する仮想層の本番環境にて、当社サービス
で用いる OS や DBMS、その他 Microsoft Azure のサー
ビスは、それぞれが提供する認証機構を利用してお
り、標準機能としてパスワードは復元できない形で保
存されています。物理層における本取り組みは、『Mic
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安全管理ガイドライン（平成２４年１０月）
項目番号

No

要求事項

（１４）医療情報システムへのログオン用
パスワードには有効期限の設定を行い、定
期的な変更を作業者に強制すること。
151

152

153

154

（１５）医療情報システムへのログオン用
パスワードの履歴管理を導入し、変更時に
は一定数世代のパスワードと同じパスワー
ドを再設定することができないようにする
こと。
（１６）パスワード変更時には変更前のパ
スワードの入力を要求し、変更前のパスワ
ード入力を一定回数以上失敗した場合に
は、パスワード変更を一定期間受けつけな
い機構とすること。
（１７）パスワード発行時には、乱数から
生成した仮の医療情報システムへのログオ
ン用パスワードを発行し、最初のログオン
時点で強制的に変更させる等パスワード盗
難リスクに対する対策を実施すること。

（１８）パスワードの満たすべき品質の基
準を策定し、すべてのパスワードが品質基
準を満たしていることを確実とすること。

155

156

158

159

仮想層に係る当社の対応状況
rosoft Azure』対応セキュリティリファレンスをご参
照ください。
仮想層の本番環境へログインできる ID は、特権 ID、
及び作業用途に応じて限定された作業者 ID のみとなり
ます。作業者 ID については定期的にパスワードを変更
する運用としています。特権 ID については No145～No
148 の内容をご参照ください。物理層における本取り
組みは、『Microsoft Azure』対応セキュリティリファ
レンスをご参照ください。
仮想層の本番環境へログインできる ID は、特権 ID、
及び作業用途に応じて限定された作業者 ID ともに、パ
スワード変更時には、5 世代前までと同様のパスワー
ドは利用しない運用としています。物理層における本
取り組みは、『Microsoft Azure』対応セキュリティリ
ファレンスをご参照ください。
仮想層の本番環境における ID について、パスワードを
変更する際は、変更前のパスワードの確認を必須にし
ており、そのアカウントの所有者しかパスワードを変
更できない運用としています。物理層における本取り
組みは、『Microsoft Azure』対応セキュリティリファ
レンスをご参照ください。
仮想層の本番環境において作業者 ID の初期パスワード
は、ランダムのパスワードを発行しており、そのあと
パスワードを利用者に変更してもらうようにアナウン
スしています。特権 ID については、限られた管理者
が、5 世代前以外のパスワードを、変更時に設定する
運用となっています。物理層における本取り組みは、
『Microsoft Azure』対応セキュリティリファレンスを
ご参照ください。
仮想層の本番環境における特権 ID、及び作業者 ID の
パスワードルールは以下の通りです。
＜技術的な対応＞
・半角英数字の混在したパスワードを求める
・パスワードの文字列数は最低 8 文字以上
＜運用面の対応＞
・定期的なパスワードの変更のアナウンス
・パスワード使い回し禁止のアナウンス
・パスワードの複雑さのアナウンス

（１９）パスワードをシステムに記憶させ
る自動ログオン機能を利用しないよう作業
者に徹底すること。

157

対応状況

（２０）パスワードに関連するデータを保
存するファイルの真正性及び完全性を保つ
ために、ファイルのハッシュ値の取得及び
検証、ファイルに対するデジタル署名の付
与及び検証、ファイルを暗号化して保存す
る等の保護策を採用すること。また、一般
の作業者による閲覧を制限すること。
（２１）端末又はセッションの乗っ取りの
リスクを低減するため、作業者のログオン
後に一定の使用中断時間が経過したセッシ
ョンを遮断、あるいは強制ログオフを行う
こと。
（２２）パスワード入力が不成功に終わっ
た場合の再入力に対して一定の不応時間を
設定すること。連続してログオンが失敗し
た場合は再入力を一定期間受付けない機構
とすること。この場合には、警告メッセー

物理層における本取り組みは、『Microsoft Azure』対
応セキュリティリファレンスをご参照ください。
仮想層の本番環境ならびに開発テスト環境では、個々
人の端末を利用しているため、第三者が利用するケー
スは一切ありません。よって、パスワードの自動記憶
による、権限のない第三者によるシステムへのアクセ
スのリスクは極小化されていると考えています。物理
層における本取り組みは、『Microsoft Azure』対応セ
キュリティリファレンスをご参照ください。
仮想層の本番環境の ID のパスワードは、サーバ内部で
CRYPTREC「電子政府における調達のために参照すべき
暗号のリスト 」が推奨するハッシュ関数を用いて保存
しており、パスワードを第三者が容易に解読すること
は困難な設計となっています。物理層における本取り
組みは、『Microsoft Azure』対応セキュリティリファ
レンスをご参照ください。
仮想層の本番環境のログイン ID（作業者 ID）は、一定
時間の未使用時には強制的にセッション遮断またはロ
グオフする設定となっています。物理層における本取
り組みは、『Microsoft Azure』対応セキュリティリフ
ァレンスをご参照ください。
仮想層の本番環境の ID にはパスワード誤入力時の一定
の時間経過を必要とする設定（パスワード総当たり攻
撃や辞書攻撃等の不正アクセス対策）は行っていませ
んが、本番環境へのアクセス経路自体に多重的な制限
を施しており、且つ、本番環境を常にモニタリング・
監視することにより、仮に不正アクセス攻撃が発生し
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物理層に係る Mic
rosoft Azure の
管理対象範囲有
無

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

『きりんカルテ』ガイドライン対応リファレンス－経済産業省版－
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（平成２４年１０月）
項目番号

No

対応状況

要求事項

仮想層に係る当社の対応状況

物理層に係る Mic
rosoft Azure の
管理対象範囲有
無

ジをシステムの管理者に送出する仕組みを た場合も適時に検知が可能な体制としています。物理
導入すること。
層における本取り組みは、『Microsoft Azure』対応セ
キュリティリファレンスをご参照ください。
2.6.15. 各作業者に対しては、自己の責任範囲を認識し、責任を果たすことを周知することが必要である。以下の管理策について作業
作業者 者に対し周知し、理解したことを確認すること。
の責任
（１）各作業者は自身のパスワードを秘密 当社では、業務アサイン時にセキュリティ教育ならび
及び周
にし、パスワードを記録する必要がある場 にセキュリティテストを実施しており、パスワードの
知
合は、安全な場所に保管して、他者による 機密性についての啓発を行う説明会を定期的に開催し
161
〇
閲覧、修正、廃棄等のリスクから保護する ています。物理層における本取り組みは、『Microsoft
こと。
Azure』対応セキュリティリファレンスをご参照くだ
さい。
（２）システムに許可なくアクセスされた 仮想層の本番環境システムへのアクセスログ等、各種
疑いがあるとき又はパスワードが第三者に ログで不正や疑いがあったとき、またはパスワードが
162 知られた可能性がある場合には、直ちにパ 第三者に漏れた可能性がある場合は、該当するアカウ
〇
スワードを変更あるいはアカウントを無効 ントを停止し、その経緯
化し管理者に通知すること。
（３）離席時及び非利用時には、端末をロ 仮想層の本番環境へアクセスする端末が設置された執
ックする、あるいはログオフして第三者の 務室からの離席時・退社時はログオフないしシャット
利用を未然に防ぐこと。
ダウンを行うよう周知しています。また端末の複数人
163
での利用は原則禁止しており、万が一のために一定時
〇
間でログオフする設定を行っています。物理層におけ
る本取り組みは、『Microsoft Azure』対応セキュリテ
ィリファレンスをご参照ください。
2.7.人的安全対策 医療情報処理を受託する情報処理事業者において医療情報処理に関する管理を的確に行うため、医療情報に触れる機会を持つ
情報処理事業者職員は、原則として情報処理事業者の正規職員に限ることを原則とするが、雇用形態が多様化している実態を
踏まえ、派遣従業員等の非正規職員についても、秘密保持契約や情報セキュリティ教育等の履行に万全を期し、正規職員のみ
による管理と同等レベルの管理が行われることを前提として、認めることとする。
（１）医療情報を操作する可能性のある情 当社サービスの開発保守にかかわる従業員のうち、医
報処理事業者職員の全てについて、雇用契 療情報ならびに個人情報にアクセスする可能性がある
約時あるいは医療情報を扱う職務に着任す 従業員は、派遣社員も業務委託も含めて、秘密保持契
る際の条件として秘密保持契約への署名を 約を結んでいます。
164
〇
求めること。派遣従業員については秘密保
持義務及び継続的な情報セキュリティ教育
を課すことを条件に選定、派遣することを
求めること。
（２）医療情報を操作する可能性のある情 当社サービスの開発保守にかかわる従業員は、医療情
報処理事業者職員の全てに情報セキュリテ 報ならびに個人情報のアクセスの可能性の有無を問わ
ィに関する教育を行い、一定水準の理解を ず、セキュリティ教育、セキュリティテストを実施し
得たものだけを選定すること。派遣従業員 ており、情報セキュリティならびに医療情報の扱いに
に関しては、派遣元に対し、情報セキュリ 一定の知識と理解をもったうえで業務に取り組むよう
165 ティに関する一定水準の知識、理解を持
にしています。また、このテストは年に１回実施して
〇
つ、あるいは持つことができる人員を選
おり、定期的に教育をしています。
定、派遣することを求め、受入れ後に正規
職員同等の教育を行うこと。この教育は新
しい脅威や情報セキュリティ技術の推移に
合わせて定期的に行うこと。
（３）情報処理事業者職員による安全管理 社員、業務委託の関係者による不正と思われる行為を
策違反の疑いが発生した際には、ただちに 検知した場合は、
医療情報へのアクセス権を停止し、改ざん ・各種アカウントを停止
又は破壊等の行為が行われていないことを ・該当するログの詳細を確認
検証すること。
・本人による事情聴取
166
をすることで行為の確認と影響範囲を特定します。デ
〇
ータの信頼性は、DBMS の実行ログならびに当社サービ
スの本番環境にアクセスする踏み台サーバのログを見
ることで発見できます。サービスレベル水準は、ネッ
トワーク構成やサーバなどのログから変更履歴を確認
できるので、そこから状況を把握できます。
（４）医療情報を操作する情報処理事業者 社員ならびに業務委託の退職・離職の場合は、返却物
職員が退職する際には、貸与された情報資 などのチェックリストを用意しており、ヌケモレがな
産の全てについて返却し、返却が完全であ いように行っています。退社後の機密情報の管理は、
ることを確認するための台帳及び返却確認 秘密保持契約が退社後も有効になるようにしていま
手続きを予め規定しておくこと。また、業 す。
167
〇
務上知りえた医療情報について退職後も秘
密として管理することを記した合意書への
署名を求めること。派遣従業員について
は、派遣契約解除時に同等の合意書への署
名を求めること。
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項目番号

No

168

2.8.情報の破棄

169
170

171
2.9.医療情報シス
テムの改造と保守

要求事項

仮想層に係る当社の対応状況

（５）医療機関等との委託契約において、
情報処理事業者職員との秘密保持契約を結
ぶこと、情報セキュリティ教育を受けさせ
ること、及び、規定に反して預託情報を不
正に扱った際の懲罰規定等、預託情報の機
密管理に関する条項を設けること。
（１）ＣＤ－Ｒ等の廃棄については「2.6.
7.電子媒体の取扱」を参照すること。
（２）ハードディスク等の廃棄については
「2.5.4.情報処理装置の廃棄及び再利用に
関する要求事項」を参照すること。
（３）情報処理事業者は「医療情報システ
ムの安全管理に関するガイドライン」に従
って情報の破棄を行った記録を提出するこ
と。
オペレーティングシステムのアップグレー
ド、セキュリティパッチの適用を行う場
合、医療情報システムに対する影響を評価
し、試験結果を確認してから実施するこ
と。

当社サービスを利用する医療機関には、「利用規約」
ならびに「個人情報の取り扱いについて」で、当社の
個人情報の扱いについて明記しており、事前にその同
意の上で利用いただくようにしています。

172

2.10.医
療情報
処理に
関する
事業継
続計画

2.10.1.
要求事
項の識
別

（１）医療情報処理に関わる業務プロセス
（プロセスを実施するための作業員を含
む）、情報処理設備等について識別するこ
と。
173

（２）業務プロセス間の相互関係を評価す
ること。
174

（３）事業を継続するための業務プロセス
の優先順位を明確にすること。
175

（４）医療情報システムに発生するハード
ウェア及びソフトウェアの障害が業務プロ
セスに与える影響について識別すること。
176

177

対応状況

（５）医療情報システムに発生するハード
ウェア及びソフトウェアの障害が他のハー
ドウェア、ソフトウェアに及ぼす影響、相
互作用について認識し、影響度の大きなハ
ードウェア及びソフトウェアを識別するこ
と。

N100～No105 に記載の通り、当社では CD、DVD、USB メ
モリ等の可搬型電子媒体の利用は一切禁止していま
す。なお、物理的なハードディスク等の主管は Micros
oft Corporation の主管範囲となるため、No169～No17
1 の項目については、『Microsoft Azure』対応セキュ
リティリファレンスをご参照ください。

仮想層では、当社サービスの OS やセキュリティパッチ
を更新（リリース）する際は、ソフトウェアの更新時
と同様に、事前に社内でテスト（結合テストならびに
総合テスト）を行っており、更新時の思わぬ影響がで
ないように確認評価しています。また、更新するに当
たり医療機関であるユーザに悪影響を及ぼす可能性が
ある事象あった際は、更新の中止・延期を行い、対応
した上での更新を行っています。なお、物理層におけ
る本取り組みは、『Microsoft Azure』対応セキュリテ
ィリファレンスをご参照ください。
当社が所管する仮想層における当社サービスの開発/保
守・運用に求められるシステム構成環境（端末、ネッ
トワーク、機器・装置等）に係る情報は漏れなく当社
内で台帳等により一元的に管理しています。また、こ
れらの構成環境を用いて医療機関等へ安定的且つ継続
的にサービスを提供するための開発/保守管理・運用管
理プロセスは当社内のマニュアル・手順書として整備
されて、日々の保守・運用をする中で必要に応じた見
直しを行うプロセスとなっています。なお、物理層に
おける本取り組みは、『Microsoft Azure』対応セキュ
リティリファレンスをご参照ください。
当社が所管する仮想層における当社サービスの開発/保
守、及び運用管理業務は、手順書・マニュアルとして
文書化・整備されており、各業務がどのように関連す
るかという相互関係は可視化されています。なお、物
理層における本取り組みは、『Microsoft Azure』対応
セキュリティリファレンスをご参照ください。
事業を継続するための業務の優先順位を決める上で、
大切なことは「医療機関がいかなるときも診療行為を
継続できること」であり、その観点より、No174 に記
す通り、開発/保守・運用管理プロセスの相互関係の整
理に加え、重要度評価を行っています。当社が所管す
る仮想層において特に重要度の高い業務プロセスは、
以下の３つと考えており、重点的な対応を行うように
しています。
（１）システムを停止させず安定的且つ継続的に稼働
させるための管理業務（常にシステムを監視し、問題
発生時には適時に復旧できるようにするための運用管
理業務）
（２）問題発生時に適切に当社サービスのアプリケー
ションを更新するための管理業務（診療報酬改定等に
応じたシステム更新等の、保守管理業務）
（３） 医療機関からの問い合わせやトラブルに迅速に
対応するための管理業務（ユーザサポートに係る運用
管理業務）
特に（１）、つまり障害復旧の観点からは、当社サー
ビスで障害が発生した場合、影響（あるいは障害の予
兆がある場合どのような事象が現れるか）について整
理を行い、当社メンバーが漏れなく共有できる仕組み

19
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項目番号

No

178

179

2.10.2.
事業継
続計画
の立案
及びレ
ビュー

対応状況

要求事項

仮想層に係る当社の対応状況

（６）ハードウェア及びソフトウェアの持
つ影響度の大きさを評価し、影響度が大き
すぎる部分については、該当システム部分
の冗長化や、システムに障害が発生して情
報の閲覧が不可能となった際に備え、汎用
のブラウザ等で閲覧が可能となるよう、見
読性が確保される形式（PDF、JPEG 及び PN
G 等のフォーマット）で外部ファイルに出
力可能とすることなどの方策を検討するこ
と。

を講じています。これにより、特定の担当者のみしか
障害復旧または予兆監視の対応ができなくなるという
属人性のない環境で、迅速かつプロアクティブに医療
機関のユーザを保護できるようにしています。上記に
加えて機能面でもユーザ保護の観点より様々な施策を
講じています。例えば、当社サービスまたはネットワ
ークに障害がおきたときのために、当社サービスには
PDF ダウンロードという機能を提供しています。この
機能を使うことで、その医療機関での医療情報をその
指定した端末に PDF で常にバックアップを取ることが
でき、当社サービスが使えない状況でも、医療機関で
診療行為が継続できるようにしています。なお、物理
層における本取り組みは、『Microsoft Azure』対応セ
キュリティリファレンスをご参照ください。
当社サービスは Microsoft Corporation が提供するク
ラウド基盤 Microsoft Azure のもとで運営を行ってお
り、物理的なシステム環境は Microsoft Corporation
の主管範囲となります。よって、情報処理施設等の代
替・バックアップ施設等、ファシリティ面の物理的な
冗長化対策については、『Microsoft Azure』対応セキ
ュリティリファレンスをご参照ください。

（７）医療機関等に提供する情報処理サー
ビスの継続に必要であれば、受託する医療
情報のバックアップ施設等、情報処理サー
ビスを継続するための代替情報処理施設を
設置し、それらの施設に対しても本ガイド
ラインで提示する物理的安全対策を施すこ
と。

〇

（１）医療情報システムのサービス提供に
おける業務プロセス及び医療情報システム
の優先順位にもとづいて、医療情報処理に
関する事業継続計画として策定すること。

180

181

182

当社では Microsoft Corporation が提供するクラウド
基盤 Microsoft Azure にてサービス提供を行っている
ため、物理層の主管は Microsoft Corporation となる
ことから、物理的なシステム環境が利用不可となる事
態、あるいは悪意ある外部者によるプラットフォーム
を標的とするサイバー攻撃を想定した事業継続計画は
独自では策定していません。本内容については、Micro
soft Corporation による『Microsoft Azure』対応セ
キュリティリファレンスをご参照ください。なお、当
社所管の仮想層を対象とした、当社サービスの事業継
続計画には次の事項を含めて文書化、及び関係者間の
認識共有を図っており、当社の所管範囲で、事業継続
に影響のないようにしています。
・障害発生時の全体フロー
・障害発生時の障害レベル判断手順
・障害発生時の関係者の共有、対応人員の配置
・一次対応手順
・恒久対応手順
・障害発生時の医療機関への周知フロー
・各所関係者への連絡フロー
（２）策定した事業継続計画について模擬 当社所管の仮想層では、No180 で記した障害復旧のプ
試験を含めた適切な方法でレビューするこ ロセスは、障害レベルの大小含めた日々のなかで起き
と｡
るトラブルの中で実務的に検証を重ねており、問題発
（３） 事業継続計画について定期的に見 生の度に、問題箇所の原因追求再発防止策ならびに、
このプロセスの振り返りを行い、常に具体的な業務フ
直しを行うこと。
ローや手順等の見直しを実施しています。よって、特
定の時点で模擬試験を行い、事業継続のプランを見直
すのではなく、日々の業務のなかで継続的な見直しを
行うという方式を採用しています。

物理層に係る Mic
rosoft Azure の
管理対象範囲有
無
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