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医療機器に高度な情報技術が統合されることで、医療業界は変化し、医療およびその関連サービスの効率や効果は劇的に向上し
ています。しかし、この統合によって、患者や医療機関、機器開発者及び製造業者には、新たな課題が生まれています。今日、医療
業界は、ハッカーやサイバー犯罪者の主要ターゲットであり、患者の個人情報や機密性の高い医療データに不正にアクセスされ、
患者の安全や健康がリスクにさらされる可能性があります。

医療業界は、サイバーセキュリティ対策に毎年数十億ドルを投資して、この脅威に対応しています。1また、規制当局は、潜在的な脆
弱性に対応する要求事項を実装させることで、安全性の高いコネクテッド医療機器の技術の導入を確実にする重要な役割を果たし
ています。しかし、技術革新は急速に進んでおり、新しいリスクや脆弱性を特定したり、これに対する防御策を投じる業界や規制当
局の対策が追い付かない状況となっております。一部の管轄規制当局が、新しい革新的な製品の上市を促進する方法を模索して、
技術規制を緩和へと進んでいる一方、リスクが高まっているという皮肉な状況となっております。

このような状況では、サイバー攻撃に対するコネクテッド医療機器のセキュリティを強化することは、病院管理者、医療提供者、機
器開発者、製造業者など、業界のすべての関係者が責任を負います。機器開発者や製造業者は、患者の機密データを保護して安全
を保証しようとする中で、最低限の規制要求事項に対応する以上の努力を行う必要があります。代わりに、製品開発段階だけでは
なく、予測されるプロダクトライフサイクルを通じて、製品に関連する潜在的なサイバーセキュリティリスクを徹底的に評価して対応
する必要があります。

このULのホワイトペーパーでは、コネクテッド医療機器に対するサイバー脅威への耐性を高めるために医療業界が採用できる戦略
についてご紹介します。本書は、医療機器に関連するサイバーセキュリティリスクの概要を説明してから、そのリスクを軽減するため
に今まで規制当局が実行してきた対応について説明してまいります。そして、機器開発者や製造業者が、自社製品のサイバー攻撃に
対する耐性を高め、脆弱性を軽減するために採用できる具体的な戦略をいくつかご紹介します。最後に、コネクテッド医療機器の
サイバーセキュリティに対応するULの取り組みについてご紹介いたします。
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医療機器の現状
21世紀において、技術は医師や医療従事者と同じように医療において不可欠な要素
であり、治療成果を改善して、患者の生活の質 (QOL) を高める上で大きく貢献してい
ます。遠隔医療技術などの進歩により、十分なサービスを受けられていない人々が利
用できる治療の質や効率は向上を続けています。消費者向けの健康機器は、人々の
行動が健康にどのように影響するかの情報を与えて、生活習慣の向上にも役立ってい
ます。

技術開発が互換性のあるシステムやデバイスとの統合を進めてきたように、今日の医
療機器の接続性はますます高まっています。他のシステムから独立して使用されてい
た過去の医療機器や装置と違って、現在の医療機器は、有線および無線の通信プロト
コルを幅広く利用しており、その運用は他の医療機器や情報技術のネットワークにシ
ームレスに統合されています。医療機器が接続されることで、重要な医療データを収
集しやすくなり、治療のポータビリティが促進され、使い勝手が良くなります。

接続性と共に、ソフトウェア開発の進歩も、医療機器が進化する上で重要な役割を果
たしています。医療機器組み込みソフトウェアは既に長きに渡り普及しておりますが、
医療目的のスタンドアローンのソフトウェアアプリケーションが、現在広く利用されて
います。医療用ソフトウェア (SaMD) アプリケーションは、診断目的で医療機器からの
結果をユーザーが表示できるスマートフォンアプリから、治療計画を開発するために使
用されるプログラムまで幅広く存在しています。

同時に、新世代のウェアラブルデバイスは、バイタルサインや他の健康データを追跡
するために使用することができます。これらのウェアラブルの多くは消費者に対して販
売されており、アクティビティトラッカー、スマートウォッチ、一定のスマートエクササ
イズ機器に実装されている可能性があります。通常は、使用者のフィットネスや健康状
態を監視して改善したり、他の生活習慣や健康上の目標を達成したりできるように設
計されています。しかし、ウェアラブルは、医療関連でも、長期的なケアや監視が必要
な患者が自立して移動できるように、医療施設内外でバイタルサインを監視するために
使用されています。



3

残念ながら、これらの重要な医療機器技術が進歩することで、患者の健康と安全に対するリスクが増大しています。
本書の執筆時点 (2018年春) において、医療機器がハッキングされて患者が負傷したり死亡したりした事例は報告されていません。
しかし、懸念事項は多く存在しています。

インシデントの例を次に示します。

• 2016年後半、インスリンポンプの主要メーカーが、インスリン注入システムの一つに潜在的なセキュリティ上の脆弱性が存在するこ
とを、10万人を超えるユーザーに通知しました。この脆弱性はシステムの無線通信機能に関連しており、権限のない第三者が患者
のインスリン注入量を変更することができました。その企業は、脆弱性を確認すると、すぐに機器のユーザーに対して、潜在的な危
険性を警告し、その脆弱性に対応する特定の手順を推奨しました。2

• 別の事例では、2017年5月に起きたWannaCryランサムウェアインシデントでは、世界中の医療施設で20万台のWindows
ベースのコンピューターシステムに影響を与えたと想定されています。一方で、あるレポートによると、このハッキングによ
って、患者に造影剤を注入して画質を改善することを意図した放射線機器である「パワーインジェクター」という少なく
とも一つのWindowsベースの医療機器ブランドが影響を受けたとされています。影響を受けた機器は24時間以内に運用
状態に復旧され、機器製造業者は、その後、脆弱性に対応するソフトウェアパッチをリリースしたと伝えられています。3 

• 2017年8月、米国食品医薬品局 (FDA) は、米国で46万5,000人に埋め込まれたと推定される心臓ペースメーカーに関連して製品
リコール (具体的には是正措置) を発表しました。同機器のサイバーセキュリティ上の潜在的な脆弱性評価によって、許可のない
ユーザーがペースメーカーのプログラミングコマンドを修正できる可能性があると判定されました。FDAのリコール条件の下で、
機器製造業者は、機器を取り外さずに問題を修正するため、医療提供者による患者への訪問が必要なファームウェアアップデー
トを開発しました。この事例のFDAリコールは、サイバーセキュリティ上の脆弱性が特定されたことによる初のデバイス4リコール
だったそうです。5

これらのインシデントは、研究者による類似の脆弱性の発見によって裏付けられています。例えば、イギリスとベルギーのチーム
は、10種類以上のインターネット接続型心臓ペースメーカー/除細動器を評価する中で、機器をオフにしたり、致命的な衝撃を生み
出したり、患者個人の健康データにアクセスしたりすることができました。これによって、チームは、患者の情報を窃取できただけで
なく、機器のバッテリーを消耗させたり、操作を変更するように機器にメッセージを送信したりすることができました。研究者は、影
響を受ける機器の比較的近距離で傍受を実行しましたが、より優れた傍受機器は、数百メートル離れた場所から機器に干渉し、攻
撃元の追跡を困難にできることが確認されています。6

コネクテッド医療機器
に関連するサイバー 
セキュリティリスク
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具体的なサイバー上の脆弱性領域
米国の病院のベッドには平均して1台あたり10～15のコネクテッド医療機器が配備されており7、コネクテッドデバイスのサイバーセキュ
リティ上の脆弱性による潜在的な危険性は、すぐに明らかにされるべきです。しかし、多くのアナリストは、「医療管理者 は、患者データ
の安全な保存に対する脅威は継続的に強調されているが、コネクテッド医療機器に関連するサイバーセキュリティ上の課題や対応方法
への意識は低い」と語っています。8

最も明白な脆弱性の一つは、接続環境で使用される従来型の医療機器によるものです。多くの場合、これらの機器は、元々サイバー攻
撃の脅威に対して保護されるように設計されておらず、インターネットや他のネットワークに接続された時の攻撃に対する防御が実装
されていません。このようなデバイスは、古いオペレーティングシステムや、すでにサポートされていないその他のソフトウェアに依存し
ていたり、医療機関のITポリシーによるコントロールの範疇に入らない古いコンピューターに接続されていたりする場合もあります。9

他にも、コネクテッド医療機器で想定される脆弱性領域は、製造や生産業務等の産業制御システムでも起きているように、その他産業
のコネクテッドテクノロジーで一般的に特定されているものと同様です。あるセキュリティソリューションのプロバイダーは、2018年に
公開された調査の中で、米国全体の50か所の病院や診療所に配備されている何万台ものコネクテッド医療機器の潜在的な脆弱性を
評価しました。10この調査は、輸液ポンプ、画像診断システム、心電図検査機、患者監視装置、調剤システムなどの医療機器を幅広く対
象にしていました。

この調査から明らかになったのは、コネクテッド医療機器のセキュリティ問題の大半は、 
次のようないくつかの主要領域に関連しているということでした。

古いオペレーティングシステムやソフトウェア—コネクテッド医療機器で特定されるセキュリティ上の問題の33%は、
古くなったオペレーティングシステムやソフトウェアに直接関連していました。具体的な脆弱性としては、Windowsオ
ペレーティングシステムソフトウェアの更新の失敗や陳腐化したアプリケーションの使用などが挙げられます。古くな
ったファームウェアやパッチを適用されていないファームウェアから生じる潜在的な問題もあります。

水平感染—セキュリティ上の問題の約12%は、指定されたネットワーク内のデバイス間の水平方向の感染の削減や防
止の失敗に関連していました。 

保護されていない通信や脆弱なパスワード—問題の11%は、保護されていない通信プロトコルや脆弱で不十分なユ
ーザーパスワードに関連していると想定されています。

ネットワークの分離 — セキュリティ上の問題の約3%は、さまざまな目的のための使用を意図されたネットワークセグ
メントが十分に分離されていないことに関連していました。分離が不十分な場合、不正なユーザーがネットワークにア
クセスすることができる可能性を拡大させます。

ユーザーの行動による問題―目立っていたことは、ユーザー自身の行動の問題により発生したケースが実に40%にも
上っていたことです。例えば、インターネット上での危険性の高いウェブサイトや問題のあるウェブサイト閲覧などのブ
ラウザの利用、サイバーセキュリティ上の脆弱性を十分に評価されていないアプリケーションの使用などが挙げられ
ます。

明らかに、コネクテッド医療機器に関連するそのような脆弱性やセキュリティ上の問題の潜在的な影響は、患者や医療提供者に直接
影響を与える可能性があります。しかし、そのようなリスクが死亡や負傷につながらない場合も、サイバーセキュリティ上の攻撃の影響
によって、患者機密情報やセキュリティが侵害されたり、重要な操作や手順が妨害されたり、是正に大きな財務的投資が必要になった
りする可能性があります。そして、すでに判明しているリスクに対応しない結果、侵害が発生すると、関与するすべての当事者、医療提
供者および機器開発者や製造業者は、市場に良くない評判が発生してブランドの名声が失われ、法的なリスクが上昇する可能性があ
ります。
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医療機関の管理者と同様に、米国以外の多くの規制当局は、
取り組みの大半を、コネクテッド医療機器に対するサイバー
攻撃の脅威に直接働きかけるのではなく、患者情報のセキ
ュリティに関連する潜在的な脅威への対応に注力してきまし
た。例えば、欧州連合(EU)の一般データ保護規則 (規則 (EU) 
2016/679、GDPRとしても知られる) は、EU全体のデータプラ
イバシー保護法令を統制するものです。特に、GDPRは、EU市
民の個人データを収集する団体に厳しい報告要件を課して
おり、また同じく個人データのプライバシーを侵害するサイバ
ーセキュリティ違反に関しても厳しい通知要件を課していま
す。11同時に、EUで最近施行された医療機器規則(規則 (EU) 
2017/745、MDR) および対外診断用医療機器規則(規則 (EU) 
2017/746、IVDR) は、医療機器の既存の安全性および市販後
の調査要求を強化していますが、明示的にはサイバーセキュリ
ティに関する考慮事項には対応していません。

対して、米国のFDAは、医療機器のサイバーセキュリティ
の予防的なアプロ―チに積極的に取り組んでおり、サイバ
ーセキュリティに関する市販前‐市販後の考慮事項に対応
したガイダンス文書をいくつか公開しています。2014年10 
月に公開されたFDAの初期段階のガイダンス「Content of 
Premarket Submissions for Management of Cybersecurity 
in Medical Devices (医療機器のサイバーセキュリティ管理
のための市販前申請内容)」12は、医療機器開発者や製造業
者が新しい医療機器の初期設計や開発中に検討するべきサ
イバーセキュリティ上の考慮事項を簡単に説明しています。
このガイダンスでは、医療開発者及び製造業者が、米国国 
立標準技術研究所 (NIST) によって開発され2014年に公開
された「Framework for Improving Critical Infrastructure 
Cybersecurity (重要インフラストラクチャのサイバーセキュリ
ティを向上させるためのフレームワーク)」で詳しく説明される
コア機能にサイバーセキュリティに関する取り組みを合わせ
ることを推奨しています。13

 

また、申請 者がF DAの市販前届出(510 (k))と市販前承 認 
(PMA) プログラムの申請時に含めるべき医療機器のサイバー
セキュリティ関連文書についても詳しく説明されています。 
ガイダンスによると、具体的には次の文書が含まれます。

• 設計プロセスで評価された意図的および非意図的なサイ
バーセキュリティリスクに関連するハザード分析、緩和、
及び、実装されたサイバーセキュリティコントロールリスト

• 特定されたサイバーセキュリティリスクに実装されたコン
トロールをリンクする「トレーサビリティマトリクス」

• 想定される機器のライフサイクルを通じて検証済みのソ
フトウェアの更新とパッチ計画

• 医療機器ソフトウェアの完全性を継続的に維持するため
の管理

• 意図される使用に対して推奨される適切なサイバーセキ
ュリティコントロールが記述された製品の取扱説明書と
仕様書

医療機器のサイバーセキュリティにおける 
規制当局の対応
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ふたつめのFDAのガイダンス「Postmarket Management of Cybersecurity
in Medical Devices (医療機器のサイバーセキュリティの市販後管理)」14は
2016年12月に公開され、販売または流通する医療機器の市販後のサイバー
セキュリティ脆弱性管理に関する問題を対象としています。このガイダンス
では、サイバーセキュリティ上の脆弱性の監視、特定、特定された脆弱性の
解決を含む医療機器の市販後管理プログラムを確立する重要性が強調さ
れています。また、ガイダンスでは、特定されたサイバー上の脆弱性と関連す
る潜在的なリスクの程度を評価し、リスクを軽減するために必要な手順を
決定する時にリスクベースのアプローチを採用するように機器開発者や製
造業者に求めています。15

実際には、FDAによる医療機器のサイバーセキュリティに関するこれらの取
り組み、あるいはその他の対策の影響は、米国市場を超えて広がっていま
す。FDAは、「国際的な医療機器規制の調整と集約を加速する」ために取り
組む、世界の医療機器市場を代表する国家規制当局のコンソーシアム「国
際医療機器規制当局フォーラム (IMDRF)」に参加しています。製造業者の品
質システムを規制当局による監査実行要件で共通に定めるIMDRFの医療機
器単一監査プログラム (MDSAP) は、コンソーシアムが規制フレームワーク
を調整する取り組みの一例に過ぎません。

2018年のはじめ、IMDRFのワーキンググループは、サイバーセキュリティリス
クに明示的に対応する新しいガイダンスの草稿を公開しました。このガイダ
ンス「Essential Principles of Safety and Performance of Medical Devices 
and IVD Medical Devices (医療機器およびIVD医療機器の安全性と性能に
関する重要原則)」には、医療機器の基本設計および製造要件の採用を通
じて、規制当局要件の世界的な集約を支援するIMDRFによるさらなる取り
組みが記載されています。特に、第5.7.8条は、医療機器を次のように定めて
います。

「…(医療機器は、) 安全性に関連する機能、患者関連データ、
通信プロトコルに不正にアクセスしようとする意図的な試みに
対して、十分なレベルの対策や耐性を組み込み、接続システム
の一部として意図された通りに動作できる機能を提供するよう
に、設計、製造、保守されるべきである。」16

IMDRFの文書は個々の管轄区域に法律同様の効力を持つわけではありませ
んが、IMDRFに参加する規制当局は、このガイダンスに詳述される基本要件 
との一貫性を保つため、医療機器に対する自身の現在の要件を評価し、 
医療機器の設計や仕様におけるサイバーセキュリティの重要性への意識は高
まっていくと予想されます。
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リスク最小化戦略の提案
FDAやIMDRFの医療機器のサイバーセキュリティ要件を強化
する活動は、規制当局による監視が増大する前兆である可能
性はありますが、サイバー攻撃の脅威の潜在的な影響を最小
化する主な責任は、依然として病院や医療センターの管理
者、医療提供者、機器開発者と製造業者などの医療業界、そ
して患者や消費者にあります。実際、医療機器のサイバーセキ
ュリティに関するFDAのガイダンス文書は、サイバーセキュリ
ティ上の脅威を特定して対応する中ですべての利害関係者間
の積極的な連携の重要性を強化しています。

前記したように、FDAは、機器開発者や製
造業者に、医療機器のサイバーセキュリテ
ィ対策をNISTサイバーセキュリティフレー
ムワークで特定された次の5つの主要機能
に合わせることを推奨しています。

• 特定 — 組織固有の要件と一貫する包括的なリスクアセス
メントから発見された内容に基づいて、システム、資産、
データ、及び機能に対するサイバーセキュリティリスクを
特定して管理するのに必要な組織の理解を生み出す

• 防御 — 重要なサービスを確実に提供して潜在的なサイバ
ー攻撃の影響を限定するか考慮に入れた適切な保護対
策を開発し、実装する

• 検知 — 継続的なセキュリティ監視および検知プロセスな
ど、サイバーセキュリティイベントの発生を特定する適切
な活動を開発して実装する

• 対応 — 確立された対応計画で特定されるものなど、検知
されたサイバーセキュリティイベントに関連する対策を実
行する適切な活動を開発し、実装する

• 復旧 — 回復計画を維持したり、サイバーセキュリティイベ
ントによって損なわれた機能やサービスを復旧したりする
適切な活動を開発し、実装する

さらに、FDAは、次の主な要素を含む効果
的な市販後サイバーセキュリティリスク管
理プログラムの採用を推奨しています。

• サイバーセキュリティ、脆弱性、リスクの特定や検知のた
めにサイバーセキュリティ情報ソースを監視する

• 脆弱性の存在や影響を理解、評価、検出する

• 脆弱性を特定して対応するプロセスを確立して伝達する

• 重要な臨床成績をはっきりと定義して、サイバーセキュリ
ティリスクから保護、対応、復旧する緩和対策を開発する

• 脆弱性開示ポリシーと活動を調整して採用する

• サイバーセキュリティリスクが悪用される前の早い段階で
対応する緩和対策を展開する

医療機器のサイバーセキュリティの市販後管理に関するFDA
のガイダンスでは、製造業者に、サイバーセキュリティの情報
共有分析機関 (ISAO) に参加して、業界からの他の参加者や利
害関係者の間でのサイバーセキュリティ情報や知識のタイム
リーな普及、及び共有を促進することも強く呼び掛けていま
す。国民健康情報共有・分析センター (NH-ISAC) は、FDAと
覚書 (MoU) を交わした組織の一つであり、医療機器のサイバ
ーセキュリティに関連する重要情報の収集とタイムリーな普及
を促進しています。

上記の戦略は、医療機器の開発者や製造業者によるアプリ
ケーションを特に意図したものですが、医療機関や医療提供
者にも同じように該当します。このように、医療機器やシステ
ム、接続された医療ITインフラストラクチャに関連するサイバ
ーセキュリティリスクの制御と管理に対する包括的なアプロ
ーチが示されています。
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現在、コネクテッド医療機器や関連ソフトウェアの安全性や
セキュリティの主な側面に対応するために利用できる規格が
いくつか存在しています。しかし、これらの規格は、遵守する
ことでコネクテッド医療機器のサイバー攻撃の脅威に関連す
るリスクに対応するのに役立つ可能性はありますが、実装さ
れた機能の試験はしておらず、機器がさらされるサイバー攻撃
の脅威の影響度を決定するために、メーカーによって使用さ
れるリスク評価プロセスの効果については検討していません。
さらに、これらの規格は、リスク評価の一部として特定された
脅威を阻止するために設計された製品機能の効果を評価する
はっきりとした客観的な基準を設けていません。

FDAのガイダンス文書で特定されたサイバーセキュリティ関
連の問題を全範囲で対応する上で、この欠落は、潜在的なサ
イバーセキュリティの脆弱性に包括的に向き合わなければな
らない製造業者の善意的な取り組みを損なう可能性がありま
す。さらに、これによって、米国市場での販売や流通を意図す
る医療機器のFDA市販前レビューが複雑になり、レビュープロ
セスで遅延が発生する可能性があります。

ULは、サイバーセキュリティ上の脅威に向き合う中で、医療業
界を支援する取り組みへ積極的に携わり、FDAやその他の規
制機関のサイバーセキュリティ要件への医療機器製造業者の
対応をリードする関連基準を作成してきました。例えば、UL
は、米国保険福祉省 (HHS: U.S. Department of Health and 
Human Services) によって組織された医療業界のサイバーセ
キュリティに関するタスクフォース (HCIC) に参加しています。
ここでは、これらのリスクに対応するための推奨事項などを
含む医療業界が直面するサイバーセキュリティリスクに関し
て、2017年の総会に向けて総合レポートを作成しました。17

さらに、ネットワーク接続型機器のためのソフトウェアサイバ
ーセキュリティ規格であるUL2900シリーズは、悪用を最小化
して、既知のマルウェアに対応し、セキュリティ対策を検証し
て、セキュリティ意識や準備を向上させるサイバーセキュリテ
ィ上の脆弱性を評価する包括的なフレームワークを提供しま
す。2016年に初めて導入されたUL 2900シリーズは、医療機器
に該当する他の既存のサイバーセキュリティ規格を活用、補完
し、FDAの医療機器サイバーセキュリティガイダンス文書に記

医療機器の 
サイバーセキュリ 
ティに対するUL
の取り組み 
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載されているようにサイバー攻撃の脅威評価の重要な側面に対応す
るために開発されました。特に、UL 2900規格は、堅実なサイバーセ
キュリティプロトコルや手順が実装されているという客観的な証拠を
提供することの重要性を強調しています。

現在、UL 2900シリーズは、次のような同規格
シリーズ内で関連する個別規格によって構成さ
れています。

• ANSI/UL 2900-1: ネットワーク接続型機器に対する一般的要
求事項 — あらゆる種類の相互接続される機器に適用できる一
般的な試験要件に対応します。

• UL 2900-2-1: 医療システムに固有の要求事項 — 業界固有の規
格であるUL 2900-2-1には、医療システムや医療機器に該当する
特定の試験要件が記載されています。

• UL 2900-3-1: (現在開発段階の規格) ネットワーク接続可能機
器の製品開発セキュリティライフサイクルプロセスに対する組
織一般的要件 (作成中) — プロセス固有の規格であるUL 2900-
3-1は、該当するサイバー攻撃の脅威を決定するためのリスク評
価実施に関する組織プロセスの一般的試験に対応します。

ANSI/UL 2900-1は、米国規格協会によって国家規格として認定され
ており、FDAにもコンセンサス規格として認められています。このよう
に、規格の要求事項に準拠して認証を受けている医療機器は、FDA
のサイバーセキュリティに関連する市販前要件に準拠していると想定
されます。UL 2900規格シリーズは、ULサイバーセキュリティアシュア
ランスプログラム (UL CAP) の中心的な要求事項でもあります。これ
によって、サイバーセキュリティリスクを緩和することを意図した包括
的なアプローチを通じて、幅広い相互接続デバイスやシステムのセキ 
ュリティリスクを特定しやすくすることを目的としています。UL CAP
は、医療施設が医療機器以外に、電力/ビルディング管理システム、
テレビなどの一般消費者用機器など、幅広い製品を利用していると
認識しており、国家的に重要性の高いインフラストラクチャのセキュ
リティ保護に不可欠となる様々な資産を幅広く対象とすることを意
図しています。
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医療機器のサイバーセキュリティをサポートするULの取り組み、またはUL 2900規格についての詳細は、 
Medical.JP@ul.com までお問い合わせください。

コネクテッド医療機器のサイバー攻撃の脅威に対する潜在的な脆弱性は、十分に実証されてきており、医療業界の大きな懸念事項
となってきています。医療の世界では、医療機器への侵害のリスクに迅速かつ十分に対応できない場合、患者にも医療提供者にも
悲劇的な結果を招く可能性があります。このように、効果的なサイバーセキュリティ対策を実行する責任は、医療機関、医療提供
者、医療機器開発者や製造業者、患者や消費者など、すべての業界関係者や利害関係者によって共有されます。

米国規制当局の医療機器のサイバーセキュリティ強化を意図した厳しい要求事項の導入が加速する中、他の主要市場の規制当局
もこれと整合する規制の確立を進めています。このため、医療機器製造業者は、製品開発の初期段階でサイバー攻撃の脅威を緩和
する対策を設計し、また新たに発生する脅威を特定し、対応する市販後監視プログラムを実行していくことが求められております。

サマリー

mailto:Medical.JP@ul.com
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