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「患者から学び、患者に還元する」という建学以来
の精神を貫き、高度先進的な医療、医学教育を通
じて社会貢献を目指す愛媛大学医学部附属病院。
治療方法の研究だけではなく、診療現場でのIT活
用やそのための仕組みのあり方についても先進的
な取り組みと研究を続けている。

アクセスに必要なトークンを常時持ち歩いてもらうのは困難
有事の際にも必要な情報へのアクセスを確保する認証基盤の構築
個人情報を含むデータへのアクセスの制約が情報活用の足かせに
物理トークンなしでいつでも使えて、ユーザ増加にも1名単位で即時対応可能
災害など万一の事態が発生しても情報へのセキュアなアクセスが可能
情報保護から情報活用に進むための高レベルなセキュリティ基盤を構築

導入の経緯
愛 媛 大学医学部附属病院では、電子カルテの
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再構築が欠かせなかった。

導入決定のポイント
新たなリモートアクセスの仕組みには、IPsec
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「これまで、電子カルテに接続できる端末は限
定されていました。今後は医師の要望に応じて、

めにはSECUREMATRIX® による認証を経て、

必要なときに使いやすい 端末から電子カルテ

セキュリティ確保のため、愛媛大学医学部附属

を参照できるようにすることも視野に入れてい
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端末以外のPCから電子カルテにアクセスするた

現在の運用状況
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だと再確認しているところだと木村氏は言う。
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高度化する医療の現場において、ITの機能性

「リモートアクセスのアカウント不足に悩んで

ト全体にもいい効果を感じているようだ。

と利 便性を実現するための裏付けとなる高い
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期の運用が簡単にできるのも、デバイスレスな

「認証はシステムを利用するための前提になるも

一般にセキュリティは、攻撃から身を守り情報漏洩を防ぐなど、守りの視点で語られることが多い。しかし木村氏は、セキュリティ
に攻めの視点を持たなければならないと強調する。
「医療サービスの提供範囲と可用性を高めるために、ITをこれまでより積極
的に活用していかなければなりません。情報を守るだけではなく、セキュリティを高めることで活用できる範囲を広げていく、そ
んな視点で新たな基盤づくりに取り組んでいます。成熟したセキュリティ技術を投じてまずは安全な基盤を作り、今後は倫理面
や心理面、運用ポリシーの研究など運用面の課題に取り組んでいきます」
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