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抄 録

医療情報をデジタルデータとして利用することにより，業務効率の改善や情報の有効利用などの有益な成果を

得られるようになった. しかし，同時に装置導入や端末操作などの新たな作業が必要となり業務の負担となって

いる.そこで，医療従事者の労力を最少にし，セキュリティを向上する，安全なアプリケーションシステムを開

発し，実際に使用した.最初に，医療情報をデジタル化したデータとして使用するための法的に必要な要件より，

デジタル化によってどのようなリスクが発生するかを分析した.その結果，なりすまし，不正取得，消去および

システム停止の 4種類の脅威と，端末としてのパーソナルコンビュータの使用および、ネットワークを利用したデ

ータ通信という 2種類の脆弱性が明らかになった.次に，デジタルデータのリスク軽減の為のセキュリティ対策

として，認証，暗号化，多重化そしてSSLなどを開発し，システムに実装した.最後に，セキュリティ対策を実

装したシステムを評価した.小規模システムのセキュリティ必要条件を分析し適正に対策をとれば，安全かつ効

率的なシステム構築が可能になることを確認した.
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はじめに

医療施設へのデジタル機器の導入やHospital

InformatIon System(HIS)/ Radiology Information System 

(RIS)およびPicture Archiving and Communications 

System (PACS)などの情報システムの発展により急速

に医療分野の情報化が普及してきでいる。情報化の普

及により業務効率の改善や情報の有効利用など有益な

成果を得られるようになった。しかし，情報システム

の導入により全ての事柄が改善した訳ではなく，シス

テム導入に伴う業務形態の変更 装置利用法の取得，

および、システムの管理・維持業務の追加などの問題点

が指摘されている1)。また 医療情報をデジタルデー

タとして利用する為に 従来は考慮不要であった新た

なリスクが発生するようになった2)。その為にそれら

に対する対策も必要となる。

医療情報システムの安全対策の中でも，人間がシス

テムに携わる部分の対策が困難であるといわれており3)

医療情報システムの系統的な安全性の評価の中でも，

同様に医療従事者などのシステム利用者が医療情報シ

ステムを運用する部分が 最も安全性の低下が顕著に

認められる部分のひとつであるとの結果を得ている4)。

原因としては，システム利用時の安全性を優先すると

安全性確保の為の利用制限，付加作業の追加，および

その為の従事者教育などが煩雑になることである。ま

た，過度の安全対策は，コストの上昇や業務効率の低

下を招くばかりでなく安全対策の省略の原因にも成り

かねない。

これらの問題は，管理・運用の専門家の配置や専用

装置の導入などによりシステム運用時の医療従事者の

付加作業を軽減することにより解決可能であるが，実

際には，導入および運用費用などの点から専用員およ

び専用装置によるセキュリティ対策を施すことは困難

である。そこで今回我々は，利用者の負担が少なく，

安全性を容易に確保でき かっ導入や運用時の費用負

担を最小限に抑える方法として，個々の医療情報シス

テムの操作に適した利用者アプリケーションについて

検討することとした。まず，デジタルデータを医療情

報システムにて利用する際に必要な安全性を検証し，

検証した安全性を確保する為に必要なセキュリティ対

策を利用者が使用するアフリケーションに簡便かつ安

価に実装することの可否について検討することにした。

l 医療情報のデジタル化に要求される安

全性とそれらを脅かすリスク

必要とされる安全性

日本では，医療情報をデジタル情報として利用する

場合にシステムに要求される安全性の指標として，厚

生労働省の勧告5)およびそれをもとに発行されたガイ

ドライン6)があり，それらによると医療情報のデジタ

ル保存・運用をする場合に必要な項目は，①真正性，

②見読性，③保存性，および、④患者プライバシーの保

護となっている。但し，これらの項目の中には，利用

者の不注意による誤情報の防止など情報のデジタル化

とは関係なく，従来から要求されている事項も多く含

んでいる。それらは 医療情報システムを運用する上

で守らなければならない事項であるが，従来型システ

ムでも同様に対策をとる必要があり，従来システムで

も同様に対策が講じられていると考えられる。そこで，

本研究では要求される安全性を医療情報のデジタル化

により新たに発生する可能性のあるリスクのみに限定

して検討した。

a) 真正性:利用する情報が正しいことを保証する

ことが求められている。これらに対するリスクと

しては，不正者が作成または改ざんした偽情報を

利用することがある。

b) 見読性:利用者が必要に応じて情報を可視する

ことが可能であることが求められている。これら

に対するリスクとしては システムの障害による

情報見読が不可能となることがある。

c) 保存性:情報が必要期間保存されていることが

要求される。これらに対するリスクとしては，情

報の消去によるデータ消失がある。

d) 患者プライバシーの保護:患者情報が安全に管

理されていることが要求される。これらに対する

リスクとしては，情報の漏洩がある。

2 安全に対する脅威

1では要求される安全性による分類を実施したが，

具体的な対策を立てる為には， リスクの原因となる脅

威を分析する必要がある。そこで この項目ではリス

クの原因となる脅威を検討した。

a) 正規権限へのなりすまし:不正利用者が正規利

用者・サーバに成りすまして 情報の取得および

作成を実施することである。具体的には，正規利

用者やサーバに成りすますことにより情報の搾取

および偽情報の作成・改ざんを行う。

b) 情報の不正取得:ネットワーク伝送中の情報盗

聴やローカルディスク内情報の取得により不正に

情報を得ることであり 患者フライパシーの漏洩

を行う。

c) 消去:媒体に保存されているデータを削除する。

d) システム停止:装置もしくはネットワークに障

害を与えることにより，システムを利用不能とす

る。
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3 システムの脆弱性

システムのリスクを考えた時に 例え脅威があった

としても影響を受ける脆弱性がなければリスクは発生

しない。そこで，利用者が端末を利用した時に生ずる

脆弱性について検討した。

a) 汎用装置を利用した情報の利用:一台の端末を

複数人にて利用する(もしくは利用可能な環境に

ある)場合には，正規利用者以外が情報に関与す

る可能性がある。その為に 不正利用者による偽

情報の作成や情報の搾取および、削除などの危険が

ある。また，個人専用の装置であったとしても，

端末を他目的との兼用装置として使用する場合に

は，誤送信やコンビュータウイルスによる情報の

外部への漏洩，削除などの危険がある。

b) ネットワークを利用した情報の授受:ネットワ

ークを利用して情報の授受をする場合には，利用

するサーバが不正サーバである可能性やネットワ

ーク途中での情報漏洩 および、ネットワーク途中

での情報改ざんの危険性がある。

H セキュリティ対策とその技術

I章にて示したリスクを防ぐ為のセキュリティ対策

について検討した。

1 本研究に求められているセキュリティ対策

(1) 正規権限へのなりすまし

正規利用者以外が関与できないシステム構成とする

か，あるいは正規の利用者もしくはサーバであるかを

認証することである。正規利用者以外が関与できない

環境とすることは利用者の行動などに著しい制限をか

けることになり実用的ではない。その為に一般には正

規利用者とそれ以外の人間を判断する為の認証により

正規利用者を識別することになる。本研究に必要な識

別の種類として，利用者端末では，クライアントアプ

リケーションの利用者認証および、使用情報の認証が必

要となる。また，ネットワークでは，利用するサーバ

の認証および受信データの認証が必要となる。

(2) 情報の不正取得

情報を不正取得が不可能なシステム構成とするか，

あるいは不正取得されたとしても情報を見読不可能な

状態とするかである。ネットワーク環境を含めたシス

テム全てに対して情報を不正取得されないシステムと

して設計，構築することはシステム構築コストの増加

や利便性の著しい低下を招く，その為，情報の不正取

得対策としては，暗号化による情報の保護が一般的で

ある。ローカル端末では，ローカルディスクに保存さ

れているデータの暗号化による保護，また，ネットワ

ークでは，ネットワーク途中のデータの暗号化による
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保護となる。

(3) 消去

情報を削除不可能な状態として保存しておくか，ある

いは複数保存によりデータの消去の確率を減少させる

ことである。しかし 一つの媒体において絶対に消去

されない方法は不可能である。その為，複数媒体への

保存によるリスク軽減対策がとられる。

(4) システム停止

システム停止がおこりえないシステム構成とするか，

システム停止した場合でも 迅速な復旧もしくは代替

設備による運用を可能とするかである。システムが停

止しないシステム構成は不可能であるが，システムを

多重化することによりリスクを軽減することが可能で

ある。システムのリアルタイム処理が重要な場合には，

装置故障などによる停止確率が減少可能な多重化が最

も適切と考えられるが，多重化する分のコストが必要

となる。また，システムの復旧もしくは代替設備によ

る運用の場合には，復旧もしくは代替設備による再稼

動までの時間および労力が重要になる。

2 汎用性のあるセキュリティ対策

アプリケーションに実装するセキュリティ対策は，

対策技術の信頼性および共用性を確保する為に，医療

情報分野 (Digital Imaging and Communications in 

Medicine :DICOM)7)の標準規格などにて規定されてい

るセキュリティ技術を使用する。それらのセキュリテ

ィ対策の利点・欠点を検討することにより，目的に応

じた最適な対策を行う。

(1) データの暗号化

暗号は，情報をアルゴリズムにより変換することに

より，正規利用者(暗号鍵所持者)以外には，情報を

見読不可能とすることであり，暗号化は，暗号アルゴ

リズムに依存し，その方式は無数に存在している。し

かし，多くの暗号アルゴリズムは，標準化および、公開

することにより，汎用'性および、信頼性の向上を図って

いる。また，現在の暗号方式の大きな分類は公開鍵暗

号方式と共通鍵暗号とに分類される。

公開鍵暗号は，暗号鍵が秘密鍵と公開鍵の 2つにな

り，一方の鍵(公開鍵)を公開しても秘匿性が保証さ

れるので，ネットワークなどを利用した暗号鍵の配布

が容易である。しかし 暗号アルゴリズムが複雑とな

り，暗号化・復号化時間が長い。また，公開鍵の信頼

性を保証する認証局が必要となる。一方，共通鍵暗号

は，暗号化・復号化の処理時間が短いが，共通の暗号

鍵を使用する必要がある為に 暗号鍵の配布が課題と

なる。

(2) 認証

認証は，登録された識別情報と利用予定者，サーバ

あるいはデータの情報とが一致することにより確認を
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行うのが普通であり 認証を行う対象により下記に分

類される。

a) 利用者認証は，表 1に示すような，パスワード

方式，チャレンジーレスポンス方式，生体情報方

式がある8)。この中で，導入の簡便性はパスワー

ド方式，チャレンジーレスポンス方式， 生体情

報方式の順に低下し，信頼性は反対に，生体情報

方式，チャレンジ-レスポンス方式，パスワード

方式の順に低下する。

b) データの認証は，データをハッシュコード9)と

することにより，データ改ざんの有無を確認する。

データの暗号化を必要としない為，処理は早いが，

情報の漏洩を防ぐことはできない。

(3) ネットワークに対するセキュリティ対策

ネットワークでの安全対策もローカル装置の場合と

同じであり，必要な対策としては，送受信を行うサー

バあるいはクライアントの認証および、伝送データの保

護であるので，利用サーバの認証を実施し，暗号化さ

れたデータを送受信することが一般的である。ネット

ワークの場合には認証および暗号処理を自動的に実施

する標準技術 (SecureSockets Layer : ssUがあり，

その技術をサーバおよびクライアントにて実装すれば

一連の処理は利用者の作業なしにアプリケーションに

おいて自動的に実施することが可能である。

(4) 利用者権限

データへのアクセス権を設定することにより，アク

セス権のある利用者のみがデータ ディレクトリにア

クセスすることが可能となり，認証と組み合わせるこ

とにより不権限者がデータにアクセスすることを防止

する。

(5) システムの多重化による故障の予防

2つ以上の装置，媒体などを並列に運用することに

より，一つの装置，媒体が故障した場合でも，他装置，

媒体により機能を保全することが可能となる。

川 利用者アプリケーションの作成とセキ

ュリティ対策の実装

E章で検討したセキュリティ対策を実際のシステム

に導入し，運用した結果について述べる。

システムの要件

セキュリティ対策は，利用環境により，必要条件が

異なり，高信頼性かつ即時性が要求されるシステムか

ら，即時性を必要としないシステムまで多岐にわたる。

そこで，本研究では，アプリケーションの作成および

セキュリティ対策の実装に際し 多くの施設にて使用

可能となるアプリケーションとするため，①アプリケ

ーションの導入・運用費用を安価とする，②アプリケ

ーションの利用に特別な機器を必要としない，③即時

性を要求しない，以上の要件をもとにセキュリティ対

策を実装することとした。

2 システムの概要

検証システムの概要を図 lに示す。本システムは，

W or1d Wide Web (WWW) + Database (D B)の組み合わせ

による，医療情報の閲覧・保存用サーバとその情報を

閲覧・利用する利用者アプリケーションによるサーバ・

クライアント方式を想定した。また，利用者アプリケ

ーションには，医療情報の閲覧のみでなく電子カルテ

の作成を見込み利用者が情報作成することが可能な機

能を組み込んだ。

表 1 一般的な認証方式の比較

認証方式 原理 利点 欠点

事前登録した識別情報
-利用方式の習得が不要 -推測容易なパスワード

パスワード -利用に対する抵抗感が を設定する傾向大
(パスワード)を認証

少ない -パスワードの変更頻度方式
時に入力して実施

-付属装置が不要 が少ない

トークン，スマート力 -識別情報の管理が不要 -トークンなどの管理が
チャレンジ ードなどを所持し，毎 -ネットワークでの盗聴

必要

ーレスポンス 回異なる識別情報を作 lこ強L¥
-読みとり装置など付属
装置が必要

方式 成・使用し，認証を実 -カード所持者の信頼性

施 は保証されない

-認証のための付属装置

生体情報計測 識別情報として人体な -識別情報の管理が不要 が高価
どの個人差(顔，指紋， -利用者に対する信頼性 -利用情報によっては心

による各種
網膜など)を利用して が高い 理的抵抗あり

方式 実施 -識別情報の変更が不可

育E

内
ノ
白

内
〈
U



広島県立保健福祉大学誌 人間と科学 4 (1) 29-37 2004 

図 1 検証システムの概要

医療情報閲覧・保管用サーバ

ネットワーク

Operating System 
• FreeBSD 4.3 

Hyper Text Transfer Protocol 
Server 

• Apache-1. 3. 27 

データベース作成言語
JPerl-5.00503 

Secure Sockets Layer Toolkit 
• Openss 1-0.9. 6j 

サーバは， FreeBSD4.3をOperatingsystem (OS)とし

www十 DBサーバ用アフリケーションは， Apache-

1.3.27 +JPerl-5 .00503を使用した。また，サーバに

Openssl-O. 9 .6jを組み込むことにより暗号通信環境を導

入した。利用者アプリケーションはJava言語(J2SDK)

を使用してオリジナルアプリケーションを作成し，複

数のファイルを一つのファイルとして利用可能なJava

Archive (JAR)ファイルとした。配布は， CD-R~ご利用

者アプリケーションのJARファイルおよび利用者アプ

リケーションを動作させるために必要なJava2 Runtime 

Environment (J2RE)を収録して配布する形式とした。

また，利用者アプリケーションにて実装するセキュリ

ティ対策は全てJava言語に含まれているセキュリティ

用クラス(JavaCryptography Extension: JCE， Java Secure 

Socket Extension: JSSE)を利用して作成することにより

利用者アプリケーションの暗号利用における権利問題

を解消した。

なお今回は，利用端末には， OSとしてWindows98， 

Windows 2000， Windows XP， Vine Linux2.1を使用し利

用者アプリケーションの動作確認を実施したが，

J2REの動作OSならば同様に利用可能と考えられる。

3 実装したセキュリティ対策

E章にて検討したセキュリティ対策のうち利用者ア

プリケーションに実装したセキュリティ対策を表 2に

示す。

(1) 認証

a) 利用者認証:サーバを利用せず利用者アプリケ
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利用者アプリケーション作成言語
• Java 2 SDK 

アプリケーション作動用アプリケー
ション

• Java 2 Runt ime Env i ronment 

ーション単体でのパスワードによる利用者認証と

した。これにより ネットワーク非接続時の利用

端末単独での利用においても安全性の確保が可能

となる。また，認証時に照合する識別情報は一方

向関数 (SecureHash Function: SHA) による変換

済データとして記述してあり，万一，アプリケー

ションを解読されたとしても識別情報が知られな

いようにした。

b) データ認証:データのハッシュコードをデータ

に添付および、WWWサーバに表示させることによ

り改ざんの有無を検知可能にした。また，データ

を，全て暗号データ(Data Encryption Standard: 

DES)として保存することにより暗号鍵の所持者

からのデータであることを保証している。

(2) データ保護

1) ローカルディスク内のデータ保護

共通鍵暗号方式 (DES)を利用したデータ暗号化

a) アプリケーションの配布をCD-Rによる配布

としている為，配布時に鍵を知らせることによ

り，鍵配布問題を回避した。

b) 暗号方式を共通鍵暗号とすることにより，利

用端末の処理を軽減可能とした。データを暗号

化・復号化処理した時の各処理時間を表 3に示

したが， 49.9 KBのデータを暗号化する時に，

公開鍵暗号を使用した時の暗号化/復号化時間

が0.95/11.52秒であったのに対し，共通鍵暗

号を使用した時の暗号時間は0.05/0.05秒とな

った。
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c) ローカルディスクによる暗号化・復号化処理

の実施

本アプリケーションにてデータを保存・使用

する場合には，自動的に暗号化・復号化処理さ

れるようにした。

2) サーバ・クライアント(端末)問のデータ保護

a) サーバ認証:インターネットでの伝送情報保

護技術であるSSLを利用し 利用者アプリケー

ションに正規サーバの認証情報 (Message

Digest: MD) を組み込むことにより，サーバと

の接続時に利用者の作業なしに認識可能とした。

また，接続可能サーバを事前に限定することに

より不特定サーバへの誤接続を防止した。

b) データ保護 :WWWサーバとの情報授受には

SSLを利用し， wwwサーバとクライアントと

の経路間データの暗号化によるデータ保護とし

た。また，利用者アプリケーションにて出力す

るデータは，出力する際に全て暗号化されるた

め，安全に保管することが可能となる。データ

の認証は，データのハッシュコード化により対

処した。

(3) 保存

ローカルディスク内での保存は 保存場所を専用デ

ィレクトリとし，他データとの混同による消去などの

人為的ミスの発生を軽減している。また，複数媒体へ

の同時保存を可能とすることにより消去のリスクを軽

減するようにした。本研究での実装では同時保存媒体

として，多くのコンビュータに標準装備されているフ

ロッピーディスクを利用した。

(4) アクセス制限

端末に保存するデータは，全て暗号化することによ

り，作成者以外の利用を制限した。また，サーバに対

しては，利用者毎にアクセス権を設定することにより，

アクセス権のある利用者のみがデ、ィレクトリおよび、保

存データにアクセスすることを可能とした。

(5) システム回復

利用端末が利用不可能になった場合に，配布用CD-

Rと保存用FDを利用し，クライアントアプリケーショ

ンの再インストールによるシステム復旧とした。復旧

までの時間は代替端末の手配に大幅に依存することに

なるが，利用可能OSが多い為，代替装置は，事前に

準備してない場合でも容易に手配可能であると考えら

れる。また，利用者アプリケーションの再インストー

ルは，配布したCD-Rのみにて可能であり，インスト

ールに要する時間は 5分以内で可能である。

表 2 利用者アプリケーションに

実装したセキュリティ対策

標準的な 実装した
セキュリティ対策 セキュリティ対策

暗号 V DES 
共通鐸方式

公fJF11営方式

認証
利用者認証
パスヲ-F方式 v チャレンジレスポンス方式
生体情報認証方式

データ認証

デジタル著名 V SHA，MD 

経路保護
SSL 

アクセス制御
任意アクセス請す卸 ¥/ 
必須アクセス講ず御

並列化

装置 ¥/ 見事体 v 
¥/印は，利用者アプリケーションに実装した

セキュリティ対策を示す。

表 3 暗号方式の違いによる処理時間の比較

暗号

アルゴリズム

処理時間(秒)

暗号化 復号化

共通鍵方式

(DES: 

data encryption 

standard) 

0.05 0.05 

公開鍵方式

(RSA) 0.95 11.52 

パーソナルコンビュータ (Pentium3，RAM256MB，Windows2000) 
にインストールした利用者アプリケーションにてCT画像ファイル

(49.9KB)の処理の測定時間を示す。

測定時間は，対象データを暗号化/復号化処理し，ディスク保

管/アプリケーション表示するまでの総合的な時間とした。
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IV 利用者アプリケーションの検証

E章にて実施したセキュリティ対策が必要な安全性

を満たしているかを I章をもとに確認した。また，そ

の際の運用性やコストなどについても検討した。

1 安全性の要件

(1) 真正性について

a) 利用者認証および、サーバ認証を実施することに

より利用者アプリケーションの不正使用による偽

情報の作成防止および偽情報の送受信を防止する

ことができた。特に 利用者認証を利用者アプリ

ケーションにて実施可能としている為，ネットワ

ーク不通時でも利用者認証が可能である。

b) 情報の保存・伝送時には情報を全て暗号化する

ことにより情報の改ざんを不可能とした。また，

万一情報の改ざんが実行された場合の対策として

元データのハッシュコードの添付および、サーバに

よる表示により改ざんの検知を可能とした。

(2) 見読性について

a) 真正性を確保する為に，データを全て暗号化し

た。これによりデータを見読する場合には，復号

処理を実施する必要がある。しかし， DICOMな

どにて推奨されている標準的な暗号アルゴリズム

を採用したことにより，復号処理は，暗号鍵がわ

かっていれば他アプリケーションを利用しても容

易に可能である。また，暗号方式として，共通鍵

暗号を採用したことにより 暗号データの復号処

理に要する時間を短縮し，見読までの時間を短縮

した。

b) 装置故障やシステム停止時でも配布CD-Rによ

る代替装置へのクライアントアプリケーションの

インストールおよび保存FDからの情報を使用す

ることにより，他端末を利用して容易にローカル

情報を見読することを可能とした。

(3) 保存性について

ローカルディスク内の保存は，専用ディレクトリへ

の保存としているので 他データとの混同による消去

などのリスクを軽減している。また，複数媒体へ同時

保存することによりー媒体の保存データ消去における

リスクを軽減している。

(4) プライパシーの保護

利用者認証をすることにより正規利用者のみが情報

を見読することを可能とした。また，ネットワーク伝

送中の情報および利用者端末に保存される情報を全て

暗号化することにより，盗聴や搾取などにより，万一，

データを取得されたとしても解読困難とすることによ

り情報漏洩の対策を実施した。さらに，利用者認証以

外の暗号処理を全て自動化したことにより，暗号忘れ

広島県立保健福祉大学誌 人間と科学 4 (1) 29 -37 2004 

などの人為的ミスも防止可能としている。

2 利便性について

アプリケーションの操作に伴う労力の影響

専用アプリケーションとすることにより，業務に必

要な最小限の操作のみにでアプリケーションを利用す

ることを可能とした。

また， Java言語により作成したアプリケーションを

使用することにより 一つのアフリケーションにて複

数のOSに対応可能となった。その為，異なったOSを

搭載した装置を使用する場合でも利用者は同じアプリ

ケーションを使用できるので，アフリケーションの使

用方法は lつのみ習得すればよい。また，管理側もア

プリケーションを 1つ管理すればよい。

3 安全対策を実施する為の負担の影響

利用者認証以外のセキュリティ対策は，アプリケー

ションが自動的に行うことにより利用者の負担を軽減

した。

4 システム導入のためのコストについて

利用者アプリケーションの動作環境として，高負荷

の処理を必要とする暗号を使用しなかったことにより

既存の装置を利用端末とすることができる為，システ

ム導入にともなう利用者のコスト負担が軽減可能とな

る。また，利用者アフリケーションの単独使用を可能

としたことによりネットワーク接続を必要最小限に留

めることも可能となる。

さらに， Java言語にてアプリケーションを作成した

ことによりアプリケーションの動作は，利用端末に

JREのみを導入することにより各種認証や暗号化など

も全て可能となり 暗号アルゴリズムを別途用意する

必要がない。その為に 利用者アプリケーションを配

布・利用するときの制約を殆ど受けずに利用すること

が可能となる。

おわりに

本研究では，医療従事者が安全かつ簡便に利用する

ための利用者アプリケーションについて検討した。医

療情報をデジタルデータとして利用するには，厚生労

働省の通知を遵守する必要があるが，汎用装置および

セキュリティ対策に関する標準技術を利用することに

より，利用者の操作性を考慮した利用者アプリケーシ

ョンにて実用上十分な安全対策を実施することが可能

となった。

今後の展開としては 利用者の業務形態や用途を調

査することにより，実システムにて利用可能としたい。
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Development of a Secure Digital Medical Information System 

which Minimizes Staff W orkload and Ensures Safety 
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Department of Radiological Sciences， Hiroshima Prefectural College of Health Sciences 

Abstract 

The use of medical information as digital data leads to improvements in business efficiency and effective use of 

information. But that use also creates more of a burden because it requires the introduction of new equipment and new work 

to operate termina1s and so on. We developed and imp1emented a secure system which minimizes staff work1oad and 

enhances security. First， we col1ected information on 1ega1 requirements and analyzed which risks occurred when using 

digitized medica1 records. Four items of threat， such as masquerade， tampering， 10ss， and denial of services， and two items of 

vulnerability， such as personal computers used as termina1s and data communications on a network， were found. Second， 

security measures to reduce risks by employing digitized data were synthesized. Several security measures， such as 

authentications， cryptography， back-up， and a secure socket layer protocol against those risks in our system， were developed 

and implemented. Finally， we assessed these security measures which were used in our system. In conc1usion， we confirmed 

here that a secured and efficient system construction can be possible if security requirements for a small-sized system are 

analyzed， and methods are suitably employed. 

Key words : medica1 informatics， security， risk， Java， working efficiency 
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