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1 はじめに 

高齢化や生活習慣病の増加に伴い，健康管理を自

主的に行ない予防に努めることが求められている．

そのための医療・健康情報共有システムとしてPHR

（Personal Health Record）が提唱され，日本にお

いては「どこでもMY病院構想」を通してガイドライ

ンの制定など標準化が進められている． 

医療・健康情報を中央のサーバに預け，適宜医療

機関に開示する場合，従来のサーバ管理者が各医療

従事者の閲覧権限を制御する方式では，保管サーバ

自身が医療・健康情報を閲覧できるため，そこから

漏洩の危険性がある．また，その情報を他機関に開

示する場合には，医療消費者が開示先を自由に変更

できるようにするべきである[1]． 

そこで，本論文では，保管サーバ自身には情報を

閲覧できない状態のまま情報を保管し，適宜必要な

医療従事者に対して情報を開示できる手法（図1）を

提案し，実装を行うことで実用的な速度での動作が

行えるかどうかを検討する．最後に，各ガイドライ

ンを参考に，PHRにおける個人情報保管方法に関する

要件を定めることで，提案手法がそれらを満たせて

いるか，あるいは，満たすためにはシステムや運用

体制側でどのような機能が必要かという点について

示す． 
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図 1：開示先制御の概要 

2 提案手法 

提案手法は，医療消費者毎に公開鍵暗号の鍵であ

るグループ公開鍵・秘密鍵ペアを持つ．健康情報は

健康情報共通鍵暗号の鍵である健康情報復号鍵によ

って暗号化され，健康情報復号鍵はグループ公開鍵

によって暗号化され，保管サーバに保管される．そ

して，グループ秘密鍵を，(2,2)閾値秘密分散を保管 

サーバと医療従事者間で繰り返すことで二分木状の

公開先グループを構成する．復号の際には，閾値復

号を用いるため，グループ秘密鍵を秘匿したまま健

康情報を復号することが可能である．
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図2：提案手法の概要 

提案方式は，6つのプロトコルから構成され，それ

ぞれの安全性の根拠は，表1の通りである． 

表1：提案手法のプロトコル一覧 

プロトコル 用いられる暗号技術 

グループ公開鍵生成 分散情報生成プロトコル[2] 

健康情報の暗号化 KEM/DEM[3] 

健康情報の逐次復号 閾値復号[2]，KEM/DEM 

メンバ追加 (k,n)閾値秘密分散[2]， 

シェア・コントロール[3] 

メンバ無効化 (k,n)閾値秘密分散，シェア・コントロール 

鍵の更新 プロアクティブ秘密分散[5]， 

(k,n)閾値秘密分散 

また，それぞれのプロトコルには，検証可能秘密

分散[6]を用いることで，メンバが正しいプロトコル

によって処理を行なっていることが保証されている． 

4 実装 

提案手法が，実システムに適用できることを示す

ため，実装を行った．ここでは，PHRの医療従事者の

運用コストを抑えるためにも，暗号化と復号の2つの

プロトコルをブラウザで行えるようにシステム構成
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は図3のようにした． 

結果，AMD A6-3400M 1.4～2.3GHz，DDR3-1333 4GB，

Firefox 18.0を用いて，ElGamal暗号の鍵長1024bit，

10番目の医療従事者，という条件で復号処理時間を

計測したところ，毎秒6個の復号が可能であった．  
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図 3：実装のシステム構成 

4 評価・考察 

提案手法が，PHRの実現に必要とされる技術面での

要件と各ガイドライン要件から抽出されたサービス

面での要件と適合しているか確認を行った（表2）． 

表2：要件と適合 

 要件 評価 

開示先制

御に関す

る要件 

保管サーバに健康情報を閲覧されない ◎ 

医療消費者の意図しない医療従事者に健康情

報を閲覧されない 

◎ 

医療従事者の意図しない健康情報の二次利用

が行われない 

◎ 

開示先の変更時に，健康情報の再暗号化や鍵

の再配布を行うコストが発生しない 

◎ 

医療・健

康情報の

取り扱い

に関する

要件 

真正性が満たされている ○ 

見読性が満たされている △ 

保存性が満たされている ○ 

災害や本人の意識不明などの緊急時には，強

制的に閲覧することができる 

○ 

利便性に

関する 

要件 

健康情報の閲覧がブラウザから行うことがで

きる 

◎ 

暗号化・復号の処理時間が十分に短い △ 

◎：満たされている，○：システムや運用体制での補完が必要， 

△：○に加え，システム構築の際に従来手法に比較して留意すべき

点がある． 

提案手法では，各プロトコルによって医療消費者

主導型の開示先制御が実現されている．また，暗号

化された状態で医療・健康情報が保管されているた

め，改竄に対する真正性が高い．しかし，緊急時に

おいても開示先制御機能がなければ情報を閲覧でき

ないことに留意する必要がある．最後に，緊急時の

対応に関しては，すべての医療消費者が予め開示先

と指定する緊急時機関を用意することで対応が可能

であるが，これは，保管サーバの管理者とは別に用

意され，運用されるべきである． 

5 まとめ 

 PHRを実現するにあたって，保管サーバに健康

情報を閲覧されることなく保管し，必要に応じて各

医療従事者に公開する手法を提案した．いくつかの

暗号技術によってその安全性を示すことはできたが，

それだけで，医療情報システムとしてのすべての要

件を満たせるわけではない．システム構築を行う際

には，4章で確認した要件を満たすために必要とな

る機能の実装や運用体制の確立が必要である． 
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