
医療情報ネットワークの課題と求められる
基本的な要件と対策

2022年3⽉に医療機関向けのガイドラインである「医療情報システムの安全管理におけるガイドラ
イン（厚⽣労働省）第5.2版」として改定されました。従来の第5.0/5.1版から⼤きく変更はなかった
ものの、ログの分析と継続的なモニタリングが重要と記載されております。これらを実現するため
には、「院内」および「インターネット」へのトラフィックの可視化、トラフィックや脅威を把握
し、これを検査できる仕組み作りが必要になります。

パロアルトネットワークスの次世代ファイアウォールでは、ネットワーク可視化機能により、「誰が」
「いつ」「どんなアプリケーション」を使ったのかを⾃動的に可視化します。⾼価な専⽤機器は不要で、
病院ネットワークの利⽤状況をひと⽬で把握できるようになります。また、脅威クラウドインテリジェン
スと連携することにより、効率的、効果的な脅威検知、防御システムをご提供します。
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（電⼦カルテ、オーダリング、
医事会計システムなど）

VM版

外部組織との連携

・VPN機能も次世代ファイアウォール
で収容
・VPN接続含む、外部との通信をすべ
て可視化と検査

・院内のトラフィックもすべて可視化と
検査。DICOM・HL7対応
・不審な通信の検知やウィルス感染/侵
⼊を防御

メンテナンス⽤VPN

パロアルトネットワークスの次世代ファイアウォールで提供する IoTセキュリティサービスは、５つのプ
ロセスのセキュリティ・ライフサイクルを実現することで、 IoTデバイスが接続される院内ネットワーク
環境の安全性を確保するソリューションです。
パロアルトネットワークスでは、エージェントレスでこれら医療⽤デバイスを、ネットワークトラフィッ
クを利⽤して可視化を⾏い、デバイスの属性や挙動をベースにリスクを評価して、リスクレベルに基づ
いたセキュリティポリシーをリアルタイムで適⽤する仕組みをご提供します。

保険資格資格
ネットワーク

機械学習によりすべてのIT/IoMT
デバイスを正確に識別・分類

異常・脆弱性・重⼤度などのリ
スクを継続的に分析

次世代ファイアウォールにより
ポリシーを⾃動適⽤

豊富な検知・対応機能により、ファ
イル/Webベースの攻撃から標的型
攻撃、ゼロデイ攻撃までを防御



AI/機械学習による振る舞い分析と
プロアクティブなセキュリティ対策

未知のサイバー攻撃に対する最新のセキュリティ対策 Cortex XDR

パロアルトネットワークスのCortex XDRの特徴

ネットワークログによる
振る舞い分析

情報系/HIS系端末の
セキュリティ強化

マルウェア防御 脆弱性防御 ふるまい検知

隔離 遠隔操作 影響調査

Cortex XDR
エージェント

エンドポイント

ログの機械学習および相関分析により脅威を検出

アクティビティログ

Cortex XDR

次世代ファイア
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ネットワークログ
脅威ログアプリ識別/制御

ユーザ識別/認証/制御

IPS（脆弱性防御）

アンチウィルス

アンチスパイウェア

URLフィルタリング

DNSセキュリティ

サンドボックス解析ファイル識別/制御

DLP/情報漏洩対策

SSL復号

シャドウIT対策

VPN機能

SaaS Security

PAN-OS 10.xより、マシンラーニング/ディープラーニング技術を採⽤した
インライン脅威検知のサポートにより、未知なサイバー攻撃にも防御可能に！

Hot
Topic

Cortex XDRの振る舞い検知機能により、多くのランサムウェアや感染⼒
の強いEmotetなどのサイバー攻撃に対しても有効な防御機能を提供

Hot
Topic

Hot Topic

IaaS/PaaSクラウドログ分析にも対
応！

3rd パーティ
ネットワークログ

認証ログ

PAN-OS 10.xより、マシンラーニング/ディープラーニング技術を採⽤した
インライン脅威検知のサポートにより、未知なサイバー攻撃にも防御可能に！

内部ネットワークセキュリティの必要性
• 境界⾯セキュリティである「侵⼊対策」の限界を理解し、マルウェアが侵⼊

することを想定したセキュリティ対策が必要。早期に侵⼊検知し、内部での
感染拡⼤や情報漏洩やシステム障害などの重⼤インシデントになる前に侵⼊
に「気づく」ことが重要です

• インターネットや外部ネットワークの境界⾯のみならず、内部ネットワーク
のL3コアスイッチとして次世代ファイアウォールを活⽤することで「ゼロ
トラスト」なネットワーク環境を構築

• 次世代ファイアウォールの各種脅威検知機能によるリアルタイムな検知/防
御だけではなく、Cortex XDRによるネットワークや様々なログから機械学
習と挙動分析によって不振な端末を検知可能

エンドポイントセキュリティの必要性
• インターネットアクセス可能な端末はマルウェア感染リスクが⼀番⾼く、感

染して潜伏したマルウェアが内部ネットワーク内で他の端末やサーバーへ感
染拡⼤（ラテラルムーブメント）に重⼤インシデントを引き起こします

• アンチウィルス製品に置き換わる次世代型エンドポイント
セキュリティ製品（パターンファイルレス⽅式）

• マルウェア感染を防ぐEPP機能と不審なふるまいをあぶりだすEDR機能
• USBメモリなどのデバイス制御や端末管理機能も提供
• 感染もしくは感染疑いのある端末のネットワーク隔離や遠隔からの操作機能
• 導⼊が⾮常に容易なクラウド型管理コンソール
• 閉域のHIS系ネットワークからでも Broker VMを中継してCortex XDRに送信

（情報系でもHIS系の端末でも利⽤可能）

次世代エンドポイントセキュリティの特徴

アンチウィルス
ソフトウェア

No More AV！

関連するアラートはインシデントとして統合

関連するアラートを統合し、インシデント化

影響範囲
（ユーザ）

影響範囲
（端末）

攻撃ステージ

関連アラート

複数のアラートを1つのインシデントに紐づけるインシデント化により、対応するべきアラート数を⼤幅に低減、
運⽤負荷を軽減するとともに根本原因分析によって調査を加速

IPアドレス調査

根本原因分析

Cortex XDRエージェントが提供する
⾼度な感染保護で攻撃を未然に阻⽌

XDR Pro per EndpointCortex XDR Pro per TB

本資料・製品機能に関するお問合せ先
パロアルトネットワークス株式会社
公共・社会インフラ営業本部
E-Mail asp@paloaltonetworks.com
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パロアルトネットワークスのネットワークの可視化と⾼度
なセキュリティを実現するPA-3400/PA-400シリーズ

ファイアウォール機能 IPS/IDS機能

SSL復号化機能

トラフィック可視化

レポート・通知機能

セキュリティGW分野売上 世界No.1のパロアルトネットワークス

● ゼロトラストの考え⽅：完全なネットワークの可視性「誰が」「どの端末で」「いつ」「どこから
どこへ」「何を」「どれくらい」の把握と事後の監査を簡単に実現します。また、職員の不適切な
利⽤への「予防」「抑⽌」効果もあり。

● セキュリティ機能を全てONにしてもファイアウォールの通信速度の低下はなく、病院業務の⽣産性
を落とさずに防御が可能です。

アンチウイルス機能

次世代ファイアウォール製品ラインナップ

アプリ識別・ユーザー識別を⽇本
語GUIで直感的に可視化、簡単に
制御が可能です。

3,000種以上のアプリを識別。
不正アプリを検知・遮断します。

私⽤アプリ

業務アプリ

シングルパスアーキテクチャー(特許取
得)によりセキュリティ機能を全てON
にしても安定したスループットを提供。

IPS・DNS対策・アンチウィルス・アン
チスパイウェア・ファイルブロッキン
グ機能による全⾃動⼊⼝出⼝対策。

● 24 Gbps App-ID
● 12.7 Gbps Threat
● 3,000,000 sessions
● PAN-OS10.2以降

● 19.6 Gbps App-ID
● 10.2 Gbps Threat
● 2,500,000 sessions
● PAN-OS10.2以降

● 11.3 Gbps App-ID
● 5.9 Gbps Threat
● 1,400,000 session
● PAN-OS10.2以降

● 16.5 Gbps App-ID
● 8.8 Gbps Threat
● 2,000,000 sessions
● PAN-OS10.2以降

PA-3440 PA-3430 PA-3410PA-3420

PA- 460 PA- 450PA- 440
● 2.4 Gbps App-ID
● 1.0 Gbps Threat
● 200K Sessions 

● 3.2 Gbps App-ID
● 1.7 Gbps Threat
● 300K Sessions 

PA- 410
● 4.7 Gbps App-ID
● 2.6 Gbps Threat
● 400K Sessions 

● 3.2 Gbps App-ID
● 1.7 Gbps Threat
● 300K Sessions 

10Gまでの統合ファイアウォール⽤（仮想ファイアウォール機能付き）

数Gまでの分散ファイアウォール⽤（仮想ファイアウォール機能無し）

パロアルトネットワークスの次世代ファイアウォール「PAシリーズ」は全て同じPAN-OSで動作します。
このためサイジングを検討するだけで業界最⾼のセキュリティ機能をそなえた次世代ファイアウォール
の導⼊とゼロトラストの実現が可能です。最新の製品スペック情報をこちらのウェブサイトからご確認
ください。https://www.paloaltonetworks.com/products/product-selection

M-700 M-300
● 最⼤ 1,000 デバイスを管理
● 32,000 Logs/Second
● 16TB のストレージ

● 最⼤ 5,000 デバイスを管理
● 75,000 Logs/Second
● 最大48T のストレージ

（標準16TB ）

⼀筐体ですべての次世代ファイアウォールを管理する
統合管理システム

Panorama バーチャル アプライアンスのシステム要件
管理

専⽤モード Panorama モード ログ コレクタ
モード

サポートされる
コア数 (最⼩) 16 CPU 16 CPU 16 CPU

メモリ (最⼩) 32GB 32GB 32GB

システム
ディスク

デフォルト : 81GB
アップグレード :

224GB

デフォルト : 81GB 
アップグレード : 

224GB
デフォルト : 81GB

ログ
ストレージ容量

サポート対象でな
いローカル ログ

ストレージ
2 ～ 24TB 2 ～ 24TB



検知が困難な未知の攻撃に対して
ML/DL技術を活⽤してインラインで防御

AI/機械学習によりゼロデイ脅威をリアルタイム阻⽌
● ここ数年でマルウェアが進化してきており、検知が困難になってきております。それらに対応する

ためPAN-OSの脅威防御の各機能も⾶躍的に機能強化されており、セキュリティ製品をすり抜ける
マルウェア、Webサイト、C2通信も、パロアルトの業界初の新技術によって、リアルタイムに初回
から⾃動的に、検出・遮断が可能です。

業界最⾼レベルの多層防御を⼀つの製品で実現可能

マルウェアのハッシュが無限に変化し続
け、未知なファイルと判定

マルウェアの配布元やC2のWebサイト
は安全なサイトに偽装

情報漏えい時やマルウェアインストール
時のC2通信も回避型で検出しにくい

昨今の⾼度な攻撃が使うすり抜け技術

次世代ファイアウォールが
⾼度な攻撃による感染を多層防御

PA−3400シリーズ

業界初、未知のC2をインラインで阻⽌する機能を搭載クラウド上
のディープラーニングエンジンが
パケットの特徴や振る舞いからリアルタイムに遮断
Cobalt Strikeなどのハッキングツールによる変異的、回避的なC2
を即時検出し、停⽌可能
従来のエクスプロイトやWebの脅威、アンチスパウェアやアンチ
ウイルス検査も業界最⾼レベルの脅威防御機能を提供

URLデータベースやクローラーに依存せずリアルタイムに
Webページの解析と遮断を実⾏
業界初、クラウドスケールの機械学習エンジンが0コンマ秒の速度で
インラインで判定
クローラーや解析エンジンも複数の偽装＆脅威の解析⼿法を搭載

クラウド上の脅威解析基盤が複数の解析を最速実施
シグネチャを数秒で⽣成(ハッシュではありません)
学習済みMLモデルをNGFWに配信
未知の脅威の最⼤95%を詳細な解析結果を待たず業界初、インラ
インで防⽌

インテリジェンスを世界中に共有し、保護の最速配布を実現

アドバンスドURLフィルタリング

WildFire

アドバンスド脅威防御TP

App-ID
（アプリ可視化）

URLフィルタ

DNSセキュリティ

脆弱性防御

アンチスパイウェア

アンチウィルス

ファイルブロッキング

WildFire連携
（サンドボックス）

Botnet検知レポート
⾃動相関分析エンジン

端末

マルウェア添付メール
メール本⽂に危険なリンク

バックグラウンドで
マルウェアのダウンロード

コマンド&
コントロール
（Ｃ&C）通信

ファイルや情報持ち出し
情報漏洩

既知エクスプロイト
をブロック

既知マルウェア
をブロック

指定したファイルタイプの
ファイルをブロック

未知ファイルを検査
ゼロディマルウェア検知

Malware/C&Cサイトへの
通信をブロック

既知のマルウェアを
ブロック

Drive-by-downloadを
ブロック

未知マルウェアを検査
ゼロディマルウェア検知

不信なDNS通信をブロック

既知のスパイウェア
C2通信をブロック

既知のスパイウェア
C2通信をブロック

外部向けに通信可能な
アプリを制限

指定したファイルタイプの
ファイルをブロック

不信なDNS通信をブロック

Malware/C&Cカテゴリへの
通信をブロック

通信振る舞いから
潜伏端末を発⾒

既知のスパイウェア
C2通信をブロック

Malware/C&Cカテゴリへの
通信をブロック

未知プロトコルや
⾮標準ポートをブロック

不信なDNS通信をブロック

他の端末への攻撃や
感染を検知/ブロック

Malware/C&Cサイトへの
通信をブロック

Malware/C&Cサイトへの
通信をブロック

Malware/C&Cサイトへの
通信をブロック

アドバンスド
URLフィルタリング

既知/未知のスパイウェア
C2通信をブロック

既知/未知のスパイウェア
C2通信をブロック

既知/未知のスパイウェア
C2通信をブロック

アドバンスド
Threat Prevention

既知および未知の
マルウェアをブロック

既知および未知の
マルウェアをブロック

WFインラインML

実⾏し感染 マルウェアの
ダウンロード

マルウェア
活動

マルウェア
活動
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本資料・製品機能に関するお問合せ先
パロアルトネットワークス株式会社
公共・社会インフラ営業本部
E-Mail asp@paloaltonetworks.com

サイバー攻撃
開始

※通信の向きはすべて内部からインターネット⽅向

mailto:asp@paloaltonetworks.com

