
個人情報保護法の改正
ー医用画像情報に対する影響ー

(株)システム計画研究所
野津 勤

診療データの取り扱いに関しての
留意事項

目的は何か： 学問研究 ⇒研究に関する倫理指針、
それ以外 ⇒個人情報保護法、行個法、独個法

実施機関は： 研究機関⇒倫理指針
行政機関⇒行個法
独法⇒独個法
それ以外 ⇒個人情報保護法、条例

実施根拠：法に基づく⇒各法
外部に提供・保管されるデータ形式：

個人情報⇒ 本人同意
非個人情報（統計情報等、個人特定不可の保障）⇒ 制約なし
匿名加工情報または非識別加工情報
⇒ 実施内容・手順が規程、特定行為禁止

国外への提供：個情法24条
ＮＷの利用 ⇒安全管理ガイドライン



(1)「個人情報の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令（平成28年政令第324号）」
「個人情報の保護に関する法律施行規則（平成28年個人情報保護委員会規則第３号）」
：2016.10.5

(2)個人情報保護法ガイドライン（全分野共通4件） 2016.11.30
①個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則編）
②個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（外国にある第三者への提供編）
③個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（第三者提供時の確認・記録義務編）
④個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（匿名加工情報編）
ガイドラインに関するＱ＆Ａ 2017.2.16
ＥＵ域内から十分性認定により移転を受けた個人データの取扱い編 2018.5.31

個人情報保護法改正(2015.9)後の経緯

(3)医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス
医療関連は、個人情報保護委員会と厚生労働省により本ガイダンスを発行。2017.4.14

同Ｑ＆Ａ（事例集） 2017.5.30

(4)医療情報システムの安全管理に関するガイドライン
第５版で対応。2017.5.30

(5)医学系研究に関する倫理指針 2017.5.29改訂
「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」
「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」
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１．個人情報の定義の明確化(第２条第１項、第２項)

第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号

のいずれかに該当するものをいう。

一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文書、図画若しくは電磁的記録（電磁的方式（電子的方
式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。）で
作られる記録をいう。第十八条第二項において同じ。）に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他
の方法を用いて表された一切の事項（個人識別符号を除く。）をいう。以下同じ。）により特定の個人を識別する

ことができるもの（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることと
なるものを含む。）

二 個人識別符号が含まれるもの

２ この法律において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、
政令で定めるものをいう。

一 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号で
あって、当該特定の個人を識別することができるもの

二 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行され

るカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号で
あって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載
され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができ
るもの

Ｑ１－１ 「特定の個人を識別すること

ができる」とは、社会通念上、一般人
の判断力や理解力をもって、生存す
る具体的な人物と情報との間に同一
性を認めるに至ることができることを
いいます。

個人識別符号

法律施行令
個人識別符号は、次に掲げるものとする。

（１）次に掲げる身体の特徴のいずれかを電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号で
あって、特定の個人を識別するに足りるものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合するもの

– （イ）細胞から採取されたデオキシリボ核酸（別名ＤＮＡ）を構成する塩基の配列

– （ロ）顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の顔の部位の位置及び形状によって定まる容貌

– （ハ）虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様

– （ニ）発声の際の声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化

– （ホ）歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様

– （へ）手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の静脈の分岐及び端点によって定まるその静脈の形状

– （ト）指紋又は掌紋

生体認証に
用いられる

個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則編）（抜粋）
イ細胞から採取されたデオキシリボ核酸（別名DNA）を構成する塩基の配列
ゲノムデータ（細胞から採取されたデオキシリボ核酸（別名DNA）を構成する塩基の配列
を文字列で表記したもの）のうち、全核ゲノムシークエンスデータ、全エクソームシークエンス
データ、全ゲノム一塩基多型（single nucleotide polymorphism：SNP）データ、
互いに独立な40箇所以上のSNPから構成されるシークエンスデータ、9座位以上の4塩基
単位の繰り返し配列（short tandem repeat：STR）等の遺伝型情報により本人を
認証することができるようにしたもの



要配慮個人情報(第２条第３項)
第二条

３ この法律において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪
により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取
扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう。

（第三者提供の制限）

第二十三条（略）

２ 個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データ（要配慮個人情報を除く。以下この項におい
て同じ。）について、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止する
こととしている場合であって、次に掲げる事項について、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、
あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け
出たときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。

• 一 第三者への提供を利用目的とすること。

• 二 第三者に提供される個人データの項目

• 三 第三者への提供の方法

• 四 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。

• 五 本人の求めを受け付ける方法

オプトアウトの厳格化：要配慮情報は対象外

６．その他改正事項

単なるオプトアウトではダメ



要配慮個人情報に関する規定を設けた理由・背景
○改正前の個人情報保護法では、「個人情報」に当たる情報の取扱いは一律に同じルールを定め、そ
の内容や性質によってルールを分けることはしていなかった。しかしながら、国内の多くの条例や各省
の定めるガイドラインにおいては、一定の個人情報について特別の取扱いが定められている。
○慎重な取扱いを要する個人情報を類型化した上、本人同意を得ない取得を原則として禁止し、本人
の意図しないところでの第三者に提供されることがないようにするため、特別の規律を設けた。
○日本において、要配慮個人情報に関する特別の規律が法律上設けられていないことは、ＥＵから日
本の個人情報に係る制度が十分な水準であるとの認定（十分性認定）を得るに当たって、障壁の一つ
になるものと考えられる。また、ＥＵ以外の国でも、特別の規律を設けている例が多く、国際的にも整合
性のとれた規律とすることにより、諸外国から日本への個人情報
の円滑な移転が可能となる。

要配慮個人情報になると・・・
○取得にあたっては、原則として本人の同意を得ることが必要。これは本人の意図しないところで、本
人に関する情報が取得され、それにより本人が差別的な取扱いを受けることを防止するため。
○本人が明確に認識できないうちに個人情報が第三者へ提供されるおそれがあるため、特に慎重な取
扱いが求められる要配慮個人情報はオプトアウト手続きによる第三者提供を認めていない。
○これ以外は他の個人情報と同じ取扱いとなるため、関連性を有する範囲内で利用目的を変更したり、
匿名加工情報へ加工し第三者へ提供したりすることが可能。

遺伝情報の諸外国での取扱い状況
○ＥＵデータ保護規則案（2015年欧州理事会版）、オーストラリア、韓国においてセンシティブデータとし
て規定。

要配慮情報の扱い



要配慮個人情報 （法律施行令）

（１）要配慮個人情報に加えるものは、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等を
含む個人情報とする。
（ア）身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の個人情報保護委員会
規則で定める心身の機能の障害があること。
（イ）本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者により行われた疾病の
予防及び早期発見のための健康診断その他の検査の結果

（ウ）健康診断等その他の検査の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を
理由として、本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者により心身の
状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。
（エ）本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の
刑事事件に関する手続が行われたこと。
（オ）本人を非行少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分
その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。

（２）要配慮個人情報を本人の同意なく取得することができる場合に加えるものは、
次に掲げる場合とする。
（ア）本人を目視し、又は撮影することにより、その外形上明らかな要配慮個人情報を
取得する場合
（イ）委託、事業承継又は共同利用に伴って個人データの提供を受ける場合において、
要配慮個人情報の提供を受けるとき。

Ｑ１－25 診療又は調剤に関する情報は、全て要配慮個人情報に該当しますか。
Ａ１－25 具体的には、病院、診療所、その他の医療を提供する施設における診療や調剤の

過程において、患者の身体の状況、病状、治療状況等について、医師、歯科医師、薬剤師、
看護師その他の医療従事者が知り得た情報全てを指し、診療記録や調剤録、薬剤服用歴、お
薬手帳に記載された情報等が該当します。
また、病院等を受診したという事実及び薬局等で調剤を受けたという事実も該当します。

Ｑ１－56 本人に対して、一定期間内に回答がない場合には同意したものとみなす旨の
電子メールを送り、当該期間を経過した場合に、本人の同意を得たこととすることは
できますか。
Ａ１－56 一定期間回答がなかったことのみをもって、一律に本人の同意を得たものとす
ることはできません。

医療・介護関係事業者における個人情報の
適切な取扱いのためのガイダンス Ｑ＆Ａ



２．適切な規律の下で個人情報等の有用性を確保

匿名加工情報(第２条第９項、第10項、第36条〜第39条)

第二条

９ この法律において「匿名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に
定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個
人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう。

一 第一項第一号に該当する個人情報当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること（当該
一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えること
を含む。）。

二 第一項第二号に該当する個人情報当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除するこ
と（当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換
えることを含む。）。

10 この法律において「匿名加工情報取扱事業者」とは、匿名加工情報を含む情報の集合物であっ
て、特定の匿名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したも
のその他特定の匿名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして
政令で定めるもの（第三十六条第一項において「匿名加工情報データベース等」という。）を事業
の用に供している者をいう。ただし、第五項各号に掲げる者を除く。

識別可能性、容易照合性

２．適切な規律の下で個人情報等の有用性を確保
匿名加工情報(第２条第９項、第10項、第36条〜第39条)

（匿名加工情報の作成等）

第三十六条 個人情報取扱事業者は、匿名加工情報（匿名加工情報データベース等を構成する
ものに限る。以下同じ。）を作成するときは、特定の個人を識別すること及びその作成に用い
る個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員
会規則で定める基準に従い、当該個人情報を加工しなければならない。

２ 個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成したときは、その作成に用いた個人情報から
削除した記述等及び個人識別符号並びに前項の規定により行った加工の方法に関する情
報の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従
い、これらの情報の安全管理のための措置を講じなければならない。

３ 個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成したときは、個人情報保護委員会規則で定め
るところにより、当該匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目を公表しなければな
らない。

４ 個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成して当該匿名加工情報を第三者に提供すると
きは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、第三者に提供される匿
名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとと
もに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示しなけれ
ばならない。

５ 個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成して自ら当該匿名加工情報を取り扱うに当
たっては、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、
当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。



２．適切な規律の下で個人情報等の有用性を確保
匿名加工情報(第２条第９項、第10項、第36条〜第39条)

（つづき）

６ 個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成したときは、当該匿名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な
措置、当該匿名加工情報の作成その他の取扱いに関する苦情の処理その他の当該匿名加工情報の適正な取扱い
を確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。

（匿名加工情報の提供）

第三十七条 匿名加工情報取扱事業者は、匿名加工情報（自ら個人情報を加工して作成したものを除く。以下この節に
おいて同じ。）を第三者に提供するときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、第三者に提
供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該
第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならない。

（識別行為の禁止） ⇒「容易性」の低下
第三十八条 匿名加工情報取扱事業者は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、当該匿名加工情報の作成に用いら

れた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは第
三十六条第一項の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照
合してはならない。

（安全管理措置等）

第三十九条 匿名加工情報取扱事業者は、匿名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置、匿名加工情報の
取扱いに関する苦情の処理その他の匿名加工情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、
当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。

２．適切な規律の下で個人情報等の有用性を確保
匿名加工情報(第２条第９項、第10項、第36条〜第39条)



改正個人情報保護法における匿名加工情報
(第２条第９項、第10項、第36条〜第39条)

法律施行規則 第19条 匿名加工情報
（１）匿名加工情報の作成の方法に関する基準は、次のとおりとする。

（ア）個人情報に含まれる特定の個人を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること
（当該全部又は一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き
換えることを含む。）。

（イ）個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること（当該個人識別符号を復元することの
できる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。）。

（ウ）個人情報と当該個人情報に措置を講じて得られる情報とを連結する符号（現に個人情報取扱事
業者において取り扱う情報を相互に連結する符号に限る。）を削除すること（当該符号を復元すること
のできる規則性を有しない方法により当該個人情報と当該個人情報に措置を講じて得られる情報を
連結することができない符号に置き換えることを含む。）。

（エ）特異な記述等を削除すること（当該特異な記述等を復元することのできる規則性を有しない方法
により他の記述等に置き換えることを含む。）。

（オ）上記（ア）～（エ）の措置のほか、個人情報に含まれる記述等と当該個人情報を含む個人情報
データベース等を構成する他の個人情報に含まれる記述等との差異その他の当該個人情報データ
ベース等の性質を勘案し、その結果を踏まえて適切な措置を講ずること。

所謂
k-匿名性

識別可能性、容易照合性
（識別行為の禁止） ⇒「容易性」の低下

個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン

「匿名加工情報編」
【識別行為に当たらない事例】
・複数の匿名加工情報を組み合わせて統計情報を作成すること。
・匿名加工情報を個人と関係のない情報（例：気象情報、交通情報、金融商品等の取引高）と
ともに傾向を統計的に分析すること。
・個人情報の安全管理措置の一環として一部の情報を削除等する場合

「匿名加⼯⼿法の漏えい防⽌に関する安全管理措置」法36条2項
委員会規則7(2)、委員会GL 3-3-1、委員会GL3-4
⇒要注意︓匿名加⼯処理機能の開発委託、匿名加⼯作業の委託

提供元基準に整理



Ｑ11－4法第36 条第１項に定める基準に従わずに個人情報を加工したものを匿名加
工情報として取り扱うことは認められますか。
Ａ11－４匿名加工情報を作成するためには、法第36 条第１項に基づき、施行規則第19 条
各号で定める基準に従い加工する必要があります。具体的には個別に判断されることと
なりますが、これらの基準に従い加工が行われていない場合については、匿名加工情報に
該当しないものと考えられます。

Ｑ11－17 匿名加工情報の作成時の公表において、当該匿名加工情報の利用目的につい
ても公表する必要がありますか。
Ａ11－17 法第36 条第３項においては、匿名加工情報を作成したときは、個人に関する情
報の項目を公表しなければならないとされていますが、利用目的の公表は求められてい
ません。

Ｑ11－18 匿名加工情報の第三者提供時の公表において、当該匿名加工情報の提供先名
や利用目的についても公表する必要がありますか。
Ａ11－18 法第36 条第４項及び第37 条における第三者提供時の公表に関しては、提供先
名及び利用目的の公表は求められていません。

個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン Ｑ＆Ａ

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのため
のガイダンス」に関するＱ＆Ａ（事例集）

Ｑ２－１１ 「匿名化」された情報は、個人情報に該当しますか。
Ａ２－１１ 「個人情報の匿名化」は法律上の用語ではなく、従来から医療・介護の実務にお

いてそのような取扱いがされてきたところであり、本ガイダンスにおいては、医療・介護関
係事業者の個人情報の取扱いにおける「個人情報の匿名化」の考え方について示してい
ます。

ただし、個人情報から氏名等の特定の個人を識別することができる情報を削除したとして
も、医療・介護関係事業者内で得られる他の情報と照合することにより、特定の患者・利
用者等を識別することができる場合には、その情報は個人情報に該当する場合がありま
す。このため、個人情報に該当するか否かについては、情報を保有する医療・介護関係
事業者において個別の事例に応じて判断することとなりますが、判断に迷う場合には、個
人情報保護法上、同法第７６条の適用を受ける場合（大学病院等における学術研究目的
での利用について通知・公表している場合等）を除き、個人情報に該当するものとして取り
扱うことが望ましいと考えられます。
Ｑ２－１２ 「匿名化」された情報と「匿名加工情報」との違いは何でしょうか。
Ａ２－１２ 「匿名化」は、個人情報から、氏名、生年月日、住所、個人識別符号等、個人を

識別することができる情報を取り除くことですが、症例や事例により、匿名化を行ってもな
お特定の個人が識別できる場合には個人情報に該当することもあり得ます。他方、「匿名
加工情報」については、個人情報を個人情報の区分に応じて定められた措置を講じて特
定の個人を識別することができないように加工して得られる個人に関する情報であって、
当該個人情報を復元して特定の個人を再識別することができないようにしたものであり、
個人情報保護委員会規則で定める基準に従って加工する必要があります。



個人情報保護法等の改正に伴う研究倫理指針の改正について ２０１７年５月

○個人識別符号
○要配慮個人情報
○匿名加工情報
○「連結不可能匿名化」及び
「連結可能匿名化」用語の廃止



研究倫理指針改正について Ｑ＆Ａ抜粋

「同意を受けることが困難」とは、
個別具体的に判断されることになるが、例えば、以下のような場合をいう。
・本人の同意を得ることが物理的にできない場合
・過去に取得した試料を用いる場合であって、匿名化されている（特定の個人を識別でき
ないものに限る）場合は、同意取得が困難。
・取得から相当の時間が経過している等により本人の連絡先が不明

・本人の連絡先の特定等の同意を得るために必要な手続きにかかる費用・時間が極めて
膨大である場合
・既存試料・情報であって、研究対象者が極めて多い場合（コホート研究等）等

研究倫理指針改正について Ｑ＆Ａ抜粋

○他の行政機関等へ提供する場合の「相当な理由」
・・・行政機関の恣意的な判断を許容するものではなく、少なくとも、社会通念上、客観的に
見て合理的な理由があることが求められる。相当な理由があるかどうかは、保有個人情
報の内容や当該保有個人情報の利用目的等を勘案して、行政機関の長が個別に判断す
ることとなる。例外的に利用目的以外の利用・提供が許容されるという規定の趣旨から、
例外としてふさわしい理由であることが求められる。

○行政機関等以外の者（民間企業等）へ提供する場合の「専ら学術研究」
・・・学術研究という公益性の高い目的のために利用する場合（特定個人の
識別性を低減するための措置を講じることが通常であり、個人の権利利益が
侵害されるおそれが少なく、公共性も高いと考えられる。）

「特別の理由」
・・・「相当な理由」よりも更に厳格な理由が必要である。具体的には、
①行政機関に提供する場合と同程度の公益性があること

②提供を受ける側が自ら情報を収集することが著しく困難、又は提供を受ける側の事務
が緊急を要すること、

③情報の提供を受けなければ提供を受ける側の事務を達成することが困難であること、
等の理由が必要とされる。



Ｑ４－８当該事業者の職員を対象とした研修での利用
Ａ４－８医療・介護関係事業者内部の利用であり、利用目的が既に公表されて

いれば、あらためて本人の同意を得る必要はありません。ただし、公表された
利用目的の範囲内であっても、できる限り氏名等を消去するなど、必要最小限
の利用とすることが望ましいです。

Ｑ４－９症例研究会を実施する際、当該医療機関以外の施設の職員から参加
Ａ４－９医療・介護関係事業者の職員以外の者が症例研究会に参加する場合

には、当該研究会で利用する患者の個人情報を「第三者提供」することになる
ため、あらかじめ患者本人から同意を得る必要があります。

なお、患者に係る識別可能な情報を消去し、個人を識別できない状態で利用
するのであれば「個人情報」に該当しないことから、本人の同意を得ることなく
症例研究に利用することができます。

医療・介護関係事業者における個人情報の
適切な取扱いのためのガイダンス Ｑ＆Ａ

医療・介護関係事業者における個人情報の
適切な取扱いのためのガイダンス Ｑ＆Ａ

Ｑ８－4大学等の学術研究機関と民間企業や私立病院等が、学術研究目的の研

究を共同で行う場合における個人情報の取扱いに関して留意すべき点を教えてく
ださい。
Ａ８－4 ーーー

したがって、民間企業や私立病院等であっても、上記の１つの主体とみなすこと
ができる共同研究に属する者と認められる場合には、学術研究の目的に個人情
報等を利用する限りにおいて、法第４章の規定は適用されません。

ただし、当該共同研究の目的が営利事業への転用に置かれているなど、必ずし
も学術研究の用に供する目的で取り扱っているとはみなされない場合には、法第
76 条第１項第３号の適用除外には当たらず、法第４章の規定が適用されることに
留意が必要です。



モバイルデバイスの利用

○機器自体の管理を、運用管理規定を定めて実施すること。盗難・紛失を早期に発見。不
要なアプリの存在の検出。

○端末自体の起動認証は必須で、パスワードを用いる場合は容易に推定されることなく、ま
た定期的な変更を行わなければならない。

○端末内に患者等の情報が存在する場合、あるいは、アクセス先に存在する患者等の情報
を表示や改編出来る場合は、その機能を持つアプリ自体にも利用者認証を設定。

○業務に用いる機能に影響を与えないために、必要最小限のアプリ以外はインストールしな
いこと。
○ネットワークは6.11章の基準を満たしたもの以外は使用しないこと。特に公衆無線LANに
は注意が必要。
○個人管理の端末を業務に用いること（Brign Your Own Device: BYOD）は原則として行うべき
ではない。技術的あるいは運用管理上、設定の変更を禁止できない限り、BYODは利用でき
ない。
○覗き見防止対策が望ましい。

医療情報システムの安全管理に関するガイドライン
第５版

ネットワークセキュリティの見直し

○SSL利用の条件の明確化 （IPsec+IKEを用いない場合)
○TLS1.2に限定
○CRYPTREC 「SSL/TLS暗号設定ガイドライン」の“高セキュリティ型暗号セット”を用いること。
○クライアント認証は必須。
○いわゆるSSL‐VPNはサーバ詐称への対策が不十分な場合が多く、原則使用禁止。





外国に在る第三者への提供
法第24条 (抜粋)
個人情報取扱事業者は、外国にある第三者に個人データを提供する場合には、前条第1項各
号に掲げる場合を除くほか、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意
を得なければならない。

①当該第三者が、我が国と同等の水準にあると認められる個人情報保護制度を有している国
として個人情報の保護に関する法律施行規則で定める国にある場合
②当該第三者が、個人情報取扱事業者が講ずべき措置に相当する措置を継続的に講ずるた
めに必要な体制として規則で定める基準に適合する体制を整備している場合
③法第23条第1項各号に該当する場合 ⇔ 本人同意不要の場合

個人情報保護委員会ガイドライン（外国にある第三者提供編）

委託、事業承継、共同利用による提供 ⇒①②であれば本人同意不要
要配慮情報のオプトアウト不可（国内と同様） 。

外国にある第三者
例＝外資系企業の日本法人の外国にある親会社、

日本企業の、外国法人格を取得している現地子会社

Ｑ４－３１診療情報等の個人データの保存を外国の事業者に委託することはできますか。
Ａ４－３１診療情報の外部保存を行う場合には、「医療情報システムの安全管理に関する
ガイドライン」（平成１７年３月３１日医政発第０３３１００９号・薬食発第０３３１０２０号・
保発０３３１００５号）によることとされています。
当該ガイドラインにおいては、経済産業省が定めた「医療情報を受託管理する情報処理
事業者向けガイドライン」及び総務省が定めた「ASP・SaaS事業者が医療情報を取り扱う際
の安全管理に関するガイドライン」に準拠することが定められており、それぞれ「扱う情報
として、法令により作成や保存が定められている文書を含む場合には、医療情報システム
及び医療情報が国内法の執行が及ぶ範囲にあることを確実とすることが必要である」、
「ASP・SaaSサービスの提供に用いるアプリケーション、プラットフォーム、サーバ・ストレージ
などは国内法の適用が及ぶ場所に設置すること」とされています。

医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのための

ガイダンス Ｑ＆Ａ（事例集）



データセンタが国内法のおよぶ範囲に制限されている理由は、

データセキュリティの問題ではない。国内外でデータセキュリティ対策に優劣があるとは考
えられず、むしろ事業者の努力に依存している。

この制限は、行政的な可用性の問題で、他国の事情で日本の行政行為が制限されないた
めにある。データセンタが米国の法制下にあった場合、Patriotでアクセスが制限される可
能性があるが、その事によって、医療・介護が法に基づいて行われている以上は、行政は
医療・介護の健全性に責任があり、行政行為がPatriot法によって阻害される可能性は容
認するわけにはいかない。これはどの国も同じで、例えば米国連邦政府内の電子メールシ
ステムの調達ではサーバは、国外はもとより、ハワイ州やアラスカ州も除外されている。こ
の制限は技術的には対応不可能で、条約等の国際交渉による解決を待たなければならな
い。

第35回医療情報学連合大会 35th JCMI(Nov.,2015)
「外部保存に関する諸規制とその解決策」山本隆一

（東京大学大学院医学系研究科医療経営政策学講座）

行政権の行使の要請からする域外移転禁止
一定の行政庁の監督が望ましい分野については、データ自体の域外移転禁止を求めるこ
とも合理的なものと思慮される。この代表的な例として、医療情報が、－－－、データ自体
が国内に保存されていることが求められていることを挙げることができる。

クラウドセキュリティガイダンス Ⅱ法律問題編 3.4
(NPO)ASP・SaaSインダストリ・コンソーシアム

参考：データセンター所在地リスク

３．個人情報保護を強化
データベース提供罪(第83条)

第八十三条 個人情報取扱事業者（その者が法人（法人でない団体
で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。第八十七条第一
項において同じ。）である場合にあっては、その役員、代表者又は
管理人）若しくはその従業者又はこれらであった者が、その業務
に関して取り扱った個人情報データベース等（その全部又は一部
を複製し、又は加工したものを含む。）を自己若しくは第三者の不
正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の
懲役又は五十万円以下の罰金に処する。



医療分野の研究開発に資するための

匿名加工医療情報に関する法律の概要
（次世代医療基盤法）

趣旨

特定の個人を識別できないように医療情報を匿名加工する事業者に対する規制を整備し、
匿名加工された医療情報の安心・適正な利活用を通じて、健康・医療に関する先端的研究
開発及び新産業創出を促進し、もって健康長寿社会の形成に資する。

認定匿名加工医療情報作成事業者（以下「認定事業者」という。）
（１）認定事業者の認定
高い情報セキュリティを確保し、十分な匿名加工技術を有するなどの一定の基準を満たし、

医療情報等の管理や利活用のための匿名化を適正かつ確実に行うことができる者を認定す
る仕組みを設ける。
（２）医療情報等の取扱いに関する規制等
医療機関等は、あらかじめ本人に通知し、本人が提供を拒否しない場合、認定事業者に
対し、医療情報を提供できることとする。

（医療機関等から認定事業者への医療情報の提供は任意）

匿名加工にあたっての参考に

医療機関から認定事業
者への提供
（本人の拒否は可能）

匿名加工情報

認定事業者

個別利用者：
製薬企業、
研究機関、行政

認定事業者が匿名加工医療情報にかかる義務を負う
多数の医療機関の情報を収集可能
国が適切な匿名加工の能力を有する事業者を認定



認定匿名加工医療情報作成事業者が行う医療分野の研究開発に資する匿名
加工のイメージ（例）

＜人工知能による診療支援システム＞
①人工知能による診療支援のために、大量の画像を機械学習させたい。
→氏名、生年月日、性別等特定の個人を識別することができる記述を削除した
上で、一般人又は一般的な事業者

（一般的な医療従事者）をもって特定の個人の識別が不可能であるような画像は、
匿名加工医療情報として提供することが可能。

（次世代ICT基盤協議会資料）

医療情報の分類と具体的な匿名加工方法

分類 定義 分類例 匿名加工の例

識別子 個人に直接紐づく情報 氏名、被保険者番号
等

削除もしくは他の記述
等への非可逆な置き
換え

準識別子 複数を組み合わせることで個
人の特定が可能な情報

生年月日、住所、所
属組織等

k‐匿名性を満たすよう

に一般化、データ項
目削除等を実施等

静的属性 不変性が高い情報 成人の身長、血液型、
アレルギー、日付等

匿名加工の要否を検討
し、必要な場合は、トッ
プ・ボトムコーディング、
一般化またはミクロアグ
リゲーション等

半静的属性 一定期間、不変性がある情
報

体重、疾病、処置、投
薬等

動的属性 常に変化する情報 検査値、食事、その
他診療に関する情報
等

基本的に匿名加工は
不要であるが、必要
な場合はトップ・ボト
ムコーディング等

ガイドライン(匿名加工医療情報編)



匿名加工医療情報の作成プロセス
ガイドライン (匿名加工医療情報編)

①対象データの選定、事前リスク評価
・目的に対して適切な開示対象データの選定（最小取得原理）
・データ項目の分類（識別子、準識別子、静的属性等）
・データ項目毎、あるいはその組合せによる再識別リスクの評価

・データ内容以外の再識別リスクの評価（匿名加工医療情報取扱事業者の信頼性、用途等）

②事前リスク評価に基づく匿名加工方法の検討
・規則第18 条の基準に基づく匿名加工方法の検討
・データ項目毎に再識別リスクを踏まえた匿名加工の要否や方法の検討
・契約における利用条件の明確化等

③匿名加工の実施
・規則18 条の基準に基づき設定した匿名加工方法により匿名加工の実施
・リスクベースでの評価に基づいて必要に応じ追加的な匿名加工を実施

④リスク評価
・規則第18 条の基準への適合性、再識別リスクの評価（k‐匿名性等、定量的な評価手法を考慮）
・評価の結果、適合している場合、匿名加工医療情報取扱事業者へ提供
・評価の結果、不適切と判断された場合、再度、匿名加工方法の検討（②に戻る）

⑤フォローアップ
・匿名加工医療情報取扱事業者への匿名加工医療情報の提供に際して適切な契約締結
・匿名加工プロセスの記録（①～④の記録）
・匿名加工医療情報取扱事業者における適切な利用の確認
・環境変化（技術革新や流通データ等）等を踏まえた再識別リスクの変動について検討

リスク評価
通常の個人情報とは異なり、

匿名加工医療情報取扱事業者の中には、一般人及び一般的な事業者（一般的な医
療従事者）と比して、医療に関する知識をより多く有する者がいると考えられること

順識別子でのk値
準識別子はk-匿名性を満たすことが必要であるが、k 値は提供データセットの有用
性が許容される範囲で十分大きな値とすることが必要である。

画像情報
画像データは一般に目視できる情報を再現できるような情報を含む場合は、匿名加
工が必要になる場合がある。例えば、頭部のCT 等の断層撮影情報では立体再構
成により顔画像を得ることができる場合は、再構成の精度によっては個人情報となる。
DICOM 画像
プライベートタグについては、削除することが想定される。

匿名加工医療情報の作成に関するガイドライン(抜粋)

参照：ＪＩＲＡ文書「利活用の為の匿名化技術ガイド」


