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医療機関向け
サイバーセキュリティ対策とは

人命にかかわるサイバー攻撃の脅威

「過去の通院履歴がなにもわからない……」
　インターネットとは分離していたのに、
　なぜ電子カルテは被害にあったのか？

2021年10月、徳島県の病院がランサムウェアに感染。

この感染により、約85,000人分の患者の電子カルテが

暗号化され、「いつ誰がどんな病気で通院し、何の薬を服用

していたのか」など、診療に必要な全ての情報を見られなく

なるという事態に（図1） 。

復旧には約二か月を要し、その間、実質的な機能停止状態と

なってしまいました。

一般的な病院ネットワークは、メールやインターネットアクセス

を目的とした「インターネット用ネットワーク」と、電子カルテや

検査システムなどの重要情報を扱う「HIS（Hospital 

Information System：医療情報システム）ネットワーク」

とに分離して運用されています。HISネットワークは外部から

の攻撃に備え、インターネットへのアクセスを禁止しています。

そのため、電子カルテなどの重要情報へ被害は及ばない

想定でしたが……。

しかし現実には、徳島県の病院をはじめ、HISネットワーク内

にある電子カルテシステムがランサムウェアに感染した報告

が複数上がっています。いったいなぜなのでしょうか。

本ホワイトペーパーでは、「医療情報システムが抱えるサイバー

攻撃のリスク」、そして「サイバー攻撃から守る方法」について

解説します。

はじめに

図1：医療機関へのランサムウェア攻撃のイメージ

攻撃者

ランサムウェアに感染させる

データを暗号化

電子カルテ

レントゲンやCT
などの画像データ

暗号化の解除や、データ
を公開しないことを引き
換えに身代金を要求

利用 できず

医師ら
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なぜセキュリティのリスク
はゼロにならない？
サイバー攻撃は事業継続を脅かすリスクに

最近のランサムウェアは、重要データを窃取するだけでなく、

システムを広範囲に暗号化することで業務停止に追い込み、

その事業継続と引き換えに身代金を要求するモデルへと

変化しています（図2） 。

例えば、ランサムウェアの代表格である「LockBit 2.0」は、

Active Directory（AD）のグループポリシーを悪用する

ことで、Windowsドメイン全体のPC端末を自動的に暗号化

する機能が搭載されています。ドメインコントローラーに侵入

されたが最後、ドメインコントローラーで管理されるシステム

すべてが一斉に被害にあうことになります。

このように、ランサムウェアは広範囲のデータをスピーディに

暗号化するよう進化しており、病院ネットワークへ侵入を許して

しまうと、医療情報システムが停止し、医療提供できない事態

に陥ります。病院にとってシステムや業務の停止は、人命にも

かかわる大きな脅威。その脅威に対抗するために、どのような

対策を講じるべきか。まずは、その根幹となる「2つの考え方」

について次項で詳しく見ていきましょう。

図2：ランサムウェア攻撃の目的の変化

図3：「LockBit2.0」の攻撃手法

企業 ・ 組織の
ネットワーク

ドメイン
コントローラー
等の管理サーバ

盗まれて困るような情報はない
機会損失はやむを得ない

すべての企業が重大な事業継続
の危機にさらされている

価値の高い
情報を
一本釣り

対象組織の

広範な情報
を破壊

企業・組織を
標的に攻撃

企業・組織の
ネットワークへ
ひそかに侵入

ネットワーク内で
侵害範囲拡大

データの
窃取、暗号化

ネットワーク内
の端末やサーバ
を一斉攻撃
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医療機関のセキュリティ対策に
重要な2つの考え方

まず抑えておきたいポイントは、どれだけサイバー攻撃対策

をしても「リスク発生の可能性はゼロにはならない」という

こと。サイバー攻撃の脅威と対策はイタチごっこの状況で、

最新の脆弱性を解消しても、攻撃者は次 と々新規の脆弱性

を発見し、都度新しい攻撃方法が開発されます。多額のコスト

をかけたとしても、全てのサイバー攻撃に対応することは

事実上不可能と言えるでしょう。

②「選択と集中」で効果的なセキュリティ対策 

①「狙いやすいターゲット」にならないための対策

次に重要な考え方は、「守るべき資産を明確にし、その資産が

持つリスクに対してリソース（人材、費用）を集中する」ということ。

セキュリティ対策費用が潤沢にあり、さまざまな対策を講じ

られる病院は限られています。限られたセキュリティ対策予算

の中で、サイバー攻撃のリスクを最小化するためには、より

効果的・効率的な対策を実施していく必要があります。

そのためにはまず、守るべき資産を明確にすることが重要

です。

さりとて、攻撃者はセキュリティ対策が不十分な、簡単に攻撃

できるターゲットを狙います（図4）。

その方が手間なく目的（ランサムウェアなら重要データの

暗号化と金銭要求）を達成できるからです。裏を返せばそれは、

セキュリティ対策によってリスクを低減することで、サイバー

攻撃のターゲットになる可能性も低くなるということを意味

します。

一般的な病院であれば、最優先で守るべき資産にあたるのは

「電子カルテなどの医療情報システム、及びそのデータ」では

ないでしょうか。特に電子カルテシステムが持つリスクは、

システムの停止、データの損失、個人情報の漏洩など、甚大な

影響をもたらすものと考えられます。限られたリソースの中で

効果的なセキュリティ対策を実現するためには、こうした

「より重要度の高いリスクに、優先的にリソースを集中する」と

言った考え方が必要です。

図4：狙いやすいターゲット

セキュリティの強固な大病院は
後回し…
穴のありそうな病院をサクッと
優先的に攻撃だ。
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医療情報システムの
セキュリティ対策 3つのポイント
ここからは具体的な対策として、今あるHISネットワークをベースに、必要最小限の投資コストで実現可能なセキュリティ対策を解

説します。ポイントは3つ、「①インターネット分離」、「②バックアップ」、「③アクセスログ」です。一つずつ詳しく見ていきましょう。

病院におけるセキュリティ対策で、コストパフォーマンスに

優れる最も強固な対策と言えるのが「医療情報システムを

インターネットと分離すること」（図5）です。

ほとんどのサイバー攻撃はインターネットがなければ成立

しません。ランサムウェアの代表格である「LockBit 2.0」も、

攻撃対象のネットワークにインターネットを経由して侵入する

①インターネット分離 ～不正侵入防御 編～

ところからすべてが始まるため、インターネットから分離して

おけば、”ほとんど”のサイバー攻撃を防ぐことができるでしょう。

しかし残念なことに、前述した通りゼロにはならないのが

セキュリティリスク。実際に徳島県の病院では、インターネット

と分離していたにも関わらず、ランサムウェアの被害に遭って

しまいました。

なぜか？　答えは明快、「インターネットと完全に分離されて

いなかったから」です。

医療情報システムの「リモート保守用VPN」や「地域医療連携

ゲートウェイ」、「遠隔地バックアップシステム」など、完全に

インターネットと分離できない環境というのが存在します。

またクラウドサービスの普及により、インターネットの利用は

この先さらに広がるでしょう。攻撃者はこの「インターネットと

完全なインターネット分離は至難の業

接続せざるを得ないシステム」を経由してサイバー攻撃を

仕掛けます。サイバー攻撃の被害に遭う確率を下げるために

は、インターネットアクセス可能なシステムのセキュリティを適切

に管理することが重要です。

図5：一般的な病院ネットワークの構成

インターネット
接続ネットワーク

HIS
ネットワーク

用途

個人情報
の利用

インターネット
接続の有無

・メール
・インターネット

利用なし

あり

・電子カルテ
・予約受付システム
・検査システム

利用あり

なし
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では、運用上インターネットアクセスを許可しなければならない

システムのセキュリティ対策はどうするべきか？まず第一に、

「脆弱性への迅速な対応」です。近年増加しているVPN機器

を狙ったサイバー攻撃は、VPN機器の脆弱性を突いてきます。

増加している要因は主に、「世界中から攻撃ができること

（VPN機器がグローバルIPアドレスを持つため）」、「VPN

機器の脆弱性が放置された機器がたくさん残っていること」

の2つ。この脆弱性に対するセキュリティパッチはメーカーから

提供されているため、適用すれば攻撃を防ぐことができる

のですが、未適用のまま放置されている機器は今も多く

残っています（図6）。

グローバルIPアドレスを持ち、世界中どこからでもその機器

へアクセスできるシステムは、より一層、脆弱性を適切に管理

する必要があります。

図6：放置される既知の脆弱性

インターネットアクセス可能なシステムの脆弱性に注意

脆弱性を適切に管理するためには、「脆弱性がある」

ことを知るところから始まります。

その方法は二つです。

一つは、「グローバルIPを持つ機器をリスト化し、定期

的に公開されている脆弱性について確認する」という

方法。これは適切に運用できれば、その機器が持つ

脆弱性をゼロにすることができるのですが、機器が

増えるほど管理の手間がかかるのが難点です。

もう一つは、グローバルIPをもつ機器に対して「定期

的に脆弱性スキャン」をすることです。

半自動的にできるため、機器が増えても手間が増え

ないことがポイントです。注意点としては「全ての脆弱

性を検知できるわけではない」ということ。どうしても

漏れは生じてしまいます。とはいえ、攻撃者自身もこの

方法で脆弱性のある機器を探していることから、攻撃者

と同じ視点で脆弱性をなくしておけば、かなりの確率

でサイバー攻撃を防ぐことができるでしょう。

VPN機器

未適用

修正パッチは
メーカーから

提供されていたが…

攻撃

「脆弱性診断サービス」 脆弱性対策に

脆弱性
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図7：定期的なアップデートの重要性

不正侵入されることを想定に。被害を最小限にする対策とは？

これまでは、HISネットワークに外部から不正侵入されない

対策として、インターネット分離とその注意点について解説

しました。インターネット分離により不正侵入しづらい環境に

はなりましたが、その可能性をゼロにすることはできません。

インターネット分離 ～侵入後の被害拡大防止 編～

そこで、不正侵入されたとしても、被害を最小限に（事業継続

に影響しない程度に）する対策についても解説します。

定期的なアップデート

サイバー攻撃の常套手段として、不正侵入後、HISネットワーク

内のシステムに対してさらに不正アクセスを試み、電子カルテ

システムやその他の重要システムへの侵入を企てます。ここで

利用されるのが、PCやサーバ、アプリケーションが保有して

いる脆弱性です。その脆弱性をつき、システムの管理者権限

を奪取した後、ランサムウェアを実行させます。つまり、HIS

ネットワーク内のシステムに脆弱性がなければ、攻撃者はその

先の攻撃をすることはできません（図7）。

HISネットワーク内のシステムも積極的にアップグレードして、

脆弱性をなくしていくことがオススメです。

HISネットワーク

電子カルテ

レントゲンや
CT等の画像電子カルテ系端末 電子カルテシステム

HISネットワーク

電子カルテ

レントゲンや
CT等の画像電子カルテ系端末 電子カルテシステム

PCやアプリケーションの脆弱性を放置していると��

定期的にアップデートしていれば
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図8：Webプロキシがアクセスできるサイトを制御

HISネットワークはインターネット分離が基本原則

です。

アップデートさせるためには、安全なインターネット

アクセスが必要となりますが、ではインターネット分離

しているHISネットワーク内のシステムはどのように

アップデートすればいいのでしょうか。

そこでオススメなのが、Webプロキシの導入です。

Webプロキシは、そのシステムの代わりにWebアク

セスをしてくれるシステム。アクセスするサイトを制御

できるため、各システムのアップデートパッチのダウン

ロードサイトのみにアクセスを限定することで、危険な

インターネットにアクセスすることなく、定期的なアップ

デートが可能となります（図8）。

このように、インターネット分離環境におけるインター

ネットアクセスポリシーはホワイトリスト運用がベース

になります。例えば、Windowsのアップデートだけ

したいので、インターネットアクセスはWindows 

Updateサイトに限定するというイメージです。

前述したサイバー攻撃の常套手段にある通り、ほとんど

のサイバー攻撃は管理者権限の奪取が不可欠です。

サイバー攻撃を完遂するためには、ランサムウェアなど

のアプリケーションの実行や設定変更をする必要が

あり、これらの実行には権限が限定されている標準

ユーザーでは不十分だからです。

もちろん標準ユーザーから脆弱性を攻撃して権限昇格

するケースも想定されますが、その際にはさまざまな

痕跡が残るため、サイバー攻撃を検知することが可能

です。ユーザーに不必要なアプリケーションをインス

トールさせないためにも、標準ユーザーで運用するこ

とをオススメします。

「管理者権限の剥奪」 被害拡大防止に

有害サイト

ニュースサイト

SNS

Windows Update
ウェブサイト

プロキシサーバ

HISネットワーク

電子カルテ レントゲンや
CT等の画像

電子カルテ系端末 電子カルテシステム

「Webプロキシ」 アップデート対策に
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図9：ディスクアクセスの経路を悪用するランサムウェア

これまで、インターネット分離をテーマに「HISネットワークに

侵入させないための方法」、「HISネットワークに侵入された

あと被害を最小限にする方法」をそれぞれ解説しました。

ここからは、事業継続に影響を与えないためのさらなる対策

として、「重要データのバックアップ」にテーマを移してお話し

します。

② バックアップ
というのも、ランサムウェアの被害を受けた際には、重要データ

が暗号化され、診察ができなくなったりと事業継続に多大

な影響を及ぼすことが想定されます。万が一被害にあった

場合でも、バックアップから重要データを復旧できる体制に

しておくことが重要です。

バックアップも暗号化してしまうランサムウェア。その対策は？

そうはいっても、ただバックアップを取得しているだけでは、

ランサムウェア対策としては安全と言えません。徳島の病院

では取得しているバックアップも含めて、ランサムウェアの

被害にあっています。

バックアップの仕組み上、バックアップデータを保存するため

にはその端末からバックアップサーバへのディスクアクセス

をする必要があります。ランサムウェアはこの経路を悪用し、

バックアップもすべて暗号化してしまうのです（図9）。

この状態では、せっかくバックアップを取っていたとしても、

感染端末からディスクアクセスできる領域（内蔵ディスク、

外付けディスク、ファイルサーバ共有、ネットワークドライブなど）

はまとめて被害にあってしまうでしょう。また、ランサムウェア

「LockBit2.0」には、ローカルドライブにマッピングされて

いない隠しパーティションを含むコンピュータ上の全ての

ボリュームをスキャンし、マウントした上で暗号化する仕組みが

搭載されています。

USBメモリ

ファイルサーバ電子カルテシステム

コンピューター上すべての
ボリュームをスキャン。
バックアップをするための
経路を使って侵入し、すべて
を暗号化。
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図10：「3-2-1」ルール

データ保護の基本ポリシーとして、アメリカ合衆国

国土安全保障省が公表した「3-2-1ルール」。これは、

「保護したいデータを３箇所に保持する」、「２つの異なる

形態のデバイスに保存する」、「１つをオフサイト（別の

場所）に保存する」というポリシー（図10）です。

例えば、業務システムデータをネットワークドライブに

バックアップ（一次）し、さらにそれをテープ（異なる形態

のデバイス）に書き出すことでオフサイトバックアップ

（二次）にも対応するという構成です。

ランサムウェアは、オフサイトに保管されているテープ

上のデータを暗号化できません。そのため、もし一次

バックアップデータが暗号化されても、テープ上の二次

バックアップはから復旧できます。これはランサム

ウェアなどのサイバー攻撃以外にも、災害やシステム

障害などのBCP対策としても有効です。

3-2-1ルールを適用 バックアップ対策に

オフサイトにバックアップを取る方法して、オススメ

したいのがクラウドストレージへのバックアップです。

クラウドならバックアップサーバの運用や初期投資

が不要で始められる上、データの削除や上書きを防止

できる「オブジェクトロック機能」（図10）が搭載されて

いるものがあります。

クラウドストレージに保管したデータをランサムウェア

によって書き替えられることを想定して、 「オブジェクト

ロック機能」でそもそも書き換えられないようにして

おくことがポイントです。クラウドストレージ選定の際

にはぜひ、この機能が搭載されているかをチェック

してください。

バックアップ対策にオフサイトにはクラウドがおすすめ

クラウド
ストレージ

テープ媒体

ネットワーク
ドライブ

バックアップ

電子カルテシステム

OR

一次バックアップ
オンライン

二次バックアップ
オフサイト

「オブジェクトロック機能」
データ削除や上書きを防止

経路がないので
攻撃できない

テープは暗号化
出来ない

書き出し
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HISネットワーク

図11：一般的なサイバー攻撃の流れ

それでは最後のテーマ「アクセスログ」を見ていきましょう。

アクセスログといえば、個人情報へのアクセスログをシステム

から取得し、不正利用がないかを確認することで内部の

メンバーが不正をしていないかをチェックするといった、内部

不正対策としての側面が有名です。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」においても、『個人

情報を含む資源については、全てのアクセスの記録（アクセス

③ アクセスログ
ログ）を収集し、 定期的にその内容をチェックして不正利用

がないことを確認しなければならない。』と明記されています。

しかしこのアクセスログ、内部不正だけではなく、サイバー攻撃

についても非常に有用です。システムログがあれば、サイバー

攻撃を受けていることにいち早く気づけますし、その予兆を

検知することで、サイバー攻撃の最終目的が達成していない

タイミングで被害を食い止めることができます。

サイバー攻撃の流れに沿ってログを取得

では、サイバー攻撃を検知する上で、どのようなログを取得する

べきでしょうか？もちろん全システムのログを取得しておくこと

が理想的ですが、現実的ではありません。サイバー攻撃の流れ

に沿って、そのシステムのログを取得することが最も効率的

かつ、現実的と言えるでしょう。HISネットワークへのサイバー

攻撃は、「①インターネットとの接点（VPN機器など）から侵入」

し、「②サーバやPCへ不正侵入」、「③ランサムウェアなどの

マルウェア実行」が一般的な流れになります。そこで、その経路

上のシステムからログを取得しておけば、そのポイントごとに

サイバー攻撃を検知することができます（図11）。

VPN機器の認証ログを取得しておけば、メンテナンス業者

から申請のなかった不正な時間帯のアクセスや海外からの

アクセス、大量の認証失敗などが把握できますし、

Windowsサーバの認証ログであれば、いつもと違うIPアド

レスからのログオンや存在しないアカウントでのログオン試行

などがわかります。これらのいつもと違う動きに対してアラート

やレポート設定をし、定期的にチェックすることでサイバー攻撃

を検知することが可能に。何かあった時の原因分析や証拠

のためだけではなく、サイバー攻撃対策としても有効活用

できます。

電子カルテ

レントゲンや
CT等の画像

・不正な時間帯のアクセス
・海外からのアクセス
・大量の認証失敗

VPN機器の認証ログを
取得しておけば�

①組織ネットワーク
　へ侵入

③マルウェア実行 ・いつもと違うIPアドレスからのログオン
・存在しないアカウントでのログオン試行

Windowsサーバの認証ログを
取得しておけば�

②サーバやPC
　に不正侵入
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人命にかかわるサイバー攻撃の脅威

おわりに

「サイバーセキュリティ対策に注力したいけれど、
   人材の確保も予算投資も難しい��」

本資料では主に、医療機関におけるサイバーセキュリティ対策

の重要性と具体策についてお話してきました。繰り返しに

なりますが、サイバー攻撃によって医療システムが停止すると

いうことは、最悪の場合、患者様の健康や生命にも関わる

問題へと発展します。その危機感から「早急な対策が必要」

というのは、誰しも共通の認識としてあるのではないでしょうか。

しかし「そうはいってもね……」という現実があるのも確か

です。サイバー攻撃から身を守るためには、対策のための

リソース確保やポリシー策定といった態勢整備、予算策定、

サービス選定など、課題がたくさん存在します。「そもそも、何

から手をつけてよいかわからない」と出だしからつまずいて

しまう医療機関も多いのではないでしょうか。

医療分野のサイバーセキュリティ強化をワンストップで提供
セキュサポ

サイバーセキュリティの専門チームが検知ツール

の導入・設計から、インシデント対応までを一貫

して実施。

「ポリシー決め」や「リスク分析」といった概念的

なセキュリティ対策だけではなく、企業様ごとの

環境や業務状況に即した、実現性の高いセキュ

リティ対策を提案します。

サイバー攻撃対策
お客様環境に検知システムを

設置し、サイバー攻撃の

常時監視を遠隔で行います。

内部不正対策
内部からの不正を常時監視し、

不穏な行動を

事前にレポートします。

脆弱性対策
お客様の公開サイトを脆弱

性検査し、問題の指摘と

その改善を行います。

強化レポート
セキュリティの対策を証

明する各種レポートを

定期的に提出します。

インシデントレスポンス
攻撃/侵入を検知したら、インシデント

レスポンス（原因や影響範囲の

調査など）を行います。

サイバー保険
インシデント発生時に起こる

過大な調査費用を

サイバー保険でカバーします。

セキュリティ相談窓口
不審なメールの安全確認など、

セキュリティ上の不明点

があれば、相談いただけます。

脆弱性の
発見

不審な挙動の
検知

セキュリティ
相談窓口

調査と
原因の特定

侵入
されないよう
環境を強化
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著作権の侵害になります。

セキュリティ専門チームがお客様の環境全体を監視し、ランサムウェア攻撃

をはじめとした一連のサイバー攻撃への対策を包括代行。コストと手間を
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