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その他、安全管理ガイドライン準拠の要求
・電⼦処⽅せんの運⽤ガイドライン
・オンライン診療の適切な実施に関する指針
・次世代医療基盤法(通称)についてのガイドライン
・検査・画像情報提供加算及び電⼦的診療情報評価料の算定要件
・他

１．はじめに
２．本指針の読み方
３．本ガイドラインの対象システムおよび対象情報
４．電子的な医療情報を扱う際の責任のあり方
５．情報の相互利用性と標準化について
６．情報システムの基本的な安全管理

６．１ 方針の制定と公表
６．２ ISMSの実践
６．３ 組織的安全管理対策（体制、運用管理規定）
６．４ 物理的安全対策
６．５ 技術的安全対策
６．６ 人的安全対策
６．７ 情報の破棄
６．８ 情報システムの改造と保守
６．９ 情報および情報機器の持ち出しについて
６．10 災害、サイバー攻撃等の非常時の対応
６．11 外部と個人情報を含む診療情報を交換する場合
の安全管理
６．12 法令で定められた記名・押印を電子署名で行う
ことについて

７．電子保存の要求事項について
７．１ 真正性の確保について
７．２ 見読性の確保について
７．３ 保存性の確保について

８．診療録および診療諸記録を外部に保存する際の基準
８．１ 電子媒体による外部保存をネットワークを通じ
て行う場合

８．２ 電子媒体による外部保存を可搬型媒体を用いて
行う場合

８．３ 紙媒体のままで外部保存を行う場合
８．４ 外部保存全般の留意事項について

９．診療記録をスキャナ等により電子化して保存する場合につ
いて

９．１ 共通の要件
９．２ 診療等の都度スキャナ等で電子化して保存する場合
９．３ 過去に蓄積された紙媒体等をスキャナ等で電子保存

する場合
９．４ 紙の調剤済み処方箋をスキャナで電子化し保存する

場合について
９．5（補足） 運用の利便性のためにスキャナ等で電子化
をおこなうが、紙等の媒体もそのまま保存をおこなう場合。

１０．運用管理について
附則１、附則2、付表１、２、３、付録
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２章 各章の構成
 A:制度上の要求事項

法律・通知・他の指針など
 B:考え方

要求事項の解説および原則的な対策
 C:最低限のガイドライン

Aの要求事項を満たすための必須実施事項
 D:推奨されるガイドライン

説明責任の観点から実施したほうが理解が
得やすい対策



# 改定テーマ

1 電子カルテの代行入力を時間経過で自動確定することへの言及

2 「製造業者による情報セキュリティ開示書」ガイドへの言及

3 モバイルデバイスへの対応

4 標的型攻撃への対応

5 個人情報保護法への対応

6 TLS1.2によるオープンネットワーク接続への言及

7 小規模医療機関が順守すべき項目の明確化

8 医療情報システムの対象範囲の検討

9 IoTセキュリティへの対応

10 2要素認証の採用

11 電子署名の採用

12 わかりやすさへの対応

13 規格変更への対応

第5版の改訂テーマ

ガイドラインの要請には技術と運用の組み合わせで 対応

最小技術 最大技術

最低運用

最大運用

最大の技術的
対策でも、運用を
ゼロには出来ない

技術的対策がゼロ
の運用もありえない

運用

技術



「e文書法」（２00４年11月）、「e-文書法省令」(2005年3月)によって原則として法令等
で作成または保存が義務付けられている医療情報は電子的に取り扱うことが可能と
なった。
２０0４年12月には「医療・介護関連機関における個人情報保護に関するガイドライ
ン」が公表され、２０0５年4月の個人情報保護法の全面実施に際しての指針が示さ
れた。
「医療情報ネットワーク基盤検討会」において、本ガイドライン初版が2005年3月に
作成された。

２０１７年5月に、個情法改正に合わせて厚労省・個情委から
「医療・介護関連機関における個人情報保護に関するガイダンス」が改訂・発行。

上記ガイダンスにおいて、「医療情報システムの導入及びそれに伴う外
部保存を行う場合の取扱いにおいては本ガイドラインによること」
とされている。

本ガイドラインは、医療情報システムの安全管理やe-文書法への適切な対応を行う
ため、技術的及び運用管理上の観点から所要の対策を示したものである。

第1章 はじめに

ソフトローとしての安全管理GL

Q&A
Ｑ－９
① このガイドラインに違反した場合の罰則等はあるのか。
② ガイドラインを遵守しなかった場合、e-文書法以外に抵触する法令はあるのか。
③ ガイドラインの「Ｃ.最低限のガイドライン」を実施しなかった場合、具体的に罰則

規定があるのか。

Ａ
本ガイドラインは、e-文書法が医療分野において執行される際の指針となります。
ガイドライン自体に罰則はありませんが、ガイドラインに違背した状態は、法令を
遵守していないとみなされる可能性は十分にあります。
ガイドラインの「C.最低限のガイドライン」には、法令により要求されている事項が
列挙されています。したがって、これに違背することにより、e-文書法に求められ
る要件を満たすことができていないと認められる場合、医療に関係する多くの法
令等に違反したとされ、その罰則が適用される恐れがあります。



医療情報システムの対象範囲
第５版において、
介護事業者及び医療情報連携ネットワーク運営事業者を読者対象に。
「病院、一般診療所、歯科診療所、助産所、薬局、訪問看護ステーション、介護事
業者、医療情報連携ネットワーク運営事業者等（「医療機関等」）における電子的
な医療情報の取扱いに係る責任者」

介護事業者のシステムが対象範囲に。
介護事業者が作成、保存する文書について、e -文書法の対象範囲でかつ当該文
書の内容に医療情報が含まれる場合には、7章、9章の対象になる旨が追記され
た。

参照⇒Q&A4 介護事業者がガイドラインの対象となる事例

本GLの対象外⽂書であっても
個情法上の義務はある。

第4章 医療情報の取扱いと責任分界

「責任分界」の考え方により、安全管理GLの記載に沿って、
契約・合意文書、管理・監督により、責任分界の設定。

責任の空白地帯を生じさせない事

１．医療機関等の管理者の情報保護責任について（4.1章）
「通常運用における責任」と「事後責任」に分けて整理。
（１）「通常運用における責任」
・患者等に対し、医療情報が適切に管理されていることを説明する責任
・システムを適切に運用管理する責任
・システムの運用管理の状況を定期的に見直し、必要に応じて改善を行う責任

（２） （漏洩等の不都合な事態が起こった場合の） 「事後責任」
・事態発生を公表し、その原因と対処法について説明する責任
・原因を追究し、損害填補や再発防止策を実施する等の善後策を講じる責任

２．医療情報を院外に提供する際の責任分界について（4.2章）
・委託の場合：事業者との説明責任、管理責任、改善責任に関する契約
・第三者提供の場合：

３．例示（4.3章) ：
オンライン外部保存、地域連携、外部から業務アクセス、一時的外部保存



4.3 (1) 地域医療連携で「患者情報を交換」する場合
(c) 外部保存機関が介在する場合に対する考え方

保存する情報は外部保存機関に委託することになるため、 通常運用における
責任、事後責任は医療機関等にある。
これを他の医療機関等と共用しようとする場合は、双方の医療機関等における
管理責任の分担を明確にし、共用に対する患者の同意も得ておく必要がある。
外部保存機関とは、サービスに何らかの障害が起こった際の対処について契約
で明らかにしておく。

(3) 医療機関等の業務の一部を委託することに伴い情報が「一時的に外部に
保存」される場合
ここでいう委託とは遠隔画像診断、臨床検査等、診療等を目的とした業務の
第三者委託であり、これに伴い一時的にせよ情報を第三者が保管することと
なる。
業務委託先に対して、受託する事業者の選定に関する責任やセキュリティ
等の改善指示を含めた管理責任があるとともに、
情報の保存期間の規定等の管理監督を行う必要がある。

外部組織との責任分界に関する記載（抜粋）

委託、第三者提供、共同利用

医療機関から外部に診療データを提供する場合は、委託か第三者提供かの厳密
な定義があり、責任の在り方が違ってくる。
委託とは、委託契約に基づき業務の一部(例えば臨床検査)を外部機関に託すもので、
その情報の管理責任は一義的には委託元にある。
委託元は委託先の情報管理を監督しなければならない。

第三者提供とは、患者等の同意で他事業者に渡す(例えば紹介状による治療情報提供)
こと、あるいは法的な要求で提供することで、第三者に確実に情報提供が行われた
時点で情報の管理責任は提供先に移動する。

また、診療目的での共同利用ならば第三者提供に当たらないので、本人同意は不要。
共同で医療サービスを提供している場合など、個人データを特定のものとの間で共同
して利用することを明らかにし、
（ア）利用する個人データ項目、（イ）利用者の範囲（個別列挙か明確な特定）、
（ウ） 利用目的、（エ）個人データの管理責任者の氏名又は名称
を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おいておく必要がある。
＊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

Ⅲ５ 第三者提供（４）第三者に非該当ケース、共同利用における留意事項

地域連携における外部組織への情報「提供」



第５章 情報の相互運用性と標準化について

標準化⇒相互運用性、事業継続性、データの継続性

・厚生労働省標準規格（HELICS協議会）

・基本データセット

・用語集・コードセット

・データ交換のための国際的な標準規格への準拠

標準規格(DICOM、HL7、IHE)の採用 あるいは 容易な変換

利用者は、医療療情報システムの導入時や、現に保有する医療情報システム
の運用にあたって、ベンダに対して、
・標準化に対する基本スタンス
・標準化に対応していないならばその理由
・将来のシステム更新、他社システムとの接続における相互運用性に対する
対応案
等の説明を受ける等して一定の理解を等しくしておく必要がある。

第６章 情報システムの基本的な安全管理

6.1 方針の制定と公表
6.2 ISMSの実践

ISMSの考え方を導入し、取扱い情報の把握とリスク分析
6.3 組織的安全管理対策

システム運用責任者の設置および担当者の限定
情報システムへのアクセス制限、記録、点検等を定めたアクセス管理規定の作成
記録媒体の管理方法、リスクに対する予防、発生時の対応方法（運用管理規定）
業務委託の契約書、等々

6.4 物理的安全対策
個人情報が保管されている機器の設置場所およぶ記録媒体の保存場所の施錠
個人情報を物理的に保存を行っている区画への入退管理・記録
離席時の覗き見防止対策 、等々

6.5 技術的安全対策
利用者の識別および認証－－－２要素認証を推奨、10年後にはC項に記載。
情報区分とアクセス権限の管理
アクセスの記録（アクセスログ、時刻同期）と監査
不正ソフトウェア対策
NW上からの不正アクセス
IoT機器の利用
無線LANの利用



６．６ 人的安全対策
従業員に対する人的安全管理措置：医療従事者以外の従業員の守秘義務、教育訓練、
退職後の守秘義務
業務取扱委託業者の監督及び守秘義務契約

６．７ 情報の破棄
廃棄の手順（廃棄の条件、廃棄を行うことのできる従業員の特定、破棄の方法）な

どの明確化

６．８ 情報システムの改造と保守
医療機関の適切な管理の下による保守作業の実施

保守作業者個人の特定
保守作業中の患者単位のアクセスログ
再委託先の監督義務(保守業者）
リモート保守サービス

6.9 情報および情報機器の持ち出しについて

6.10 災害、サイバー攻撃等の非常時の対応
BCPでの整合性
非定常時のワークフロー・・・・・部門毎での単独運用性、縮退動作の定義
ブレークグラス・・・・・・・・・アクセス権限の開放
サイバー攻撃（標的型メール攻撃）

６．11 外部と個人情報を含む診療情報を交換する場合の安全管理
６．12 法令で定められた記名・押印を電子署名で行うことについて

6.2 ISMSの実践

「製造業者による情報セキュリティ開示書」ガイド（通称MDS）
の利用推奨(第5版)
医療情報システムの調達にあたり、
「『製造業者による医療情報セキュリティ開示書』ガイド」
日本画像医療システム工業会（JIRA）規格および
保健医療福祉情報システム工業会（JAHIS）標準

MDSとは製造業者が提供する医療情報システムのセキュリティ機能に関して
の、統一的書式による安全管理ガイドラインへの技術的適合性を提示

■目的

（1）医療機関側における必要な運用的対策の理解
（2）医療機関においてセキュリティマネジメントを実施するにあたっての、

リスクアセスメントの材料
（3）各製造業者にとって、安全管理ガイドラインへの適合性の自己評価手段
（4）医療機関が製造業者にセキュリティ機能の説明を求める際の、要求の

ベース



６．５ 技術的安全対策
IoTセキュリティへの対応(第5版)

ガイドラインにおけるIoTの対象範囲は、
“IoT機器「センサ等で自動的に情報を取得し、ネットワークを通じて他の
医療情報システムに送信する機器（他の機器が自動的に取得した情報を中継
する物も含む）」によって医療に関する個人の情報を取得し、ネットワーク
を介して収集する仕組み”である。
IoTの実用例として、以下がある。
a.医療機関等の内外で用いられる医療機器やバイタルを測定するウェアラブ
ル端末等から患者のデータを収集し、医師の診療支援や経過観察等に活用す
ること
b.医療機関等内における職員の位置情報や動線を分析し、病床や人員の配置
等を改善すること

18

「薬機法」において定める医療機器のサイバーセキュリティの保全につい
ては、厚生労働省発出通知「医療機器におけるサイバーセキュリティの確
保について」等を踏まえ、医療機器の製造販売業者と必要な連携を図る。
①IoT機器を在宅設置等貸し出し時の患者のリスク受容について規定
② IoTセキュリティガイドラインを踏まえた追記

「IoTセキュリティガイドライン」とは
総務省、経済産業省、IoT推進コンソーシアムが策定した

・IoT機器を含むシステムの接続状況や異常発生を把握するため、IoT機
器・システムがそれぞれの状態や他の機器との通信状態を収集・把握し、
ログとして適切に記録する。
・IoT機器を含むシステムが単独でログ管理や、暗号化等の対策を行うこと
が難しい場合、他にログ管理のための機器を用意する等、上位のシステム
やサービス全体で対策を行う。

６．５ 技術的安全対策
IoTセキュリティへの対応(第5版)



IoT 機器を利⽤する場合
• IoT 機器により患者情報を取り扱う場合は、製造販売業者から提供を

受けた当該医療機器のサイバーセキュリティに関する情報を基にリス
ク分析を行い、その取扱いに係る運用管理規程を定めること。

• セキュリティ対策を十分に行うことが難しいウェアラブル端末や在宅
設置のIoT 機器を患者等に貸し出す際は、事前に、情報セキュリティ
上のリスクについて患者等へ説明し、同意を得ること。また、機器に
異常や不都合が発生した場合の問い合わせ先や医療機関等への連絡方
法について、患者等に情報提供すること。

• IoT 機器には、製品出荷後にファームウェア等に関する脆弱性が発見
されることがある。システムやサービスの特徴を踏まえ、IoT 機器の
セキュリティ上重要なアップデートを必要なタイミングで適切に実施
する方法を検討し、適用すること。

• 使用が終了した又は不具合のために使用を停止した IoT 機器をネット
ワークに接続したまま放置すると不正に接続されるリスクがあるため、
対策を講じること。

6.5 技術的安全対策
2要素認証の採⽤

• 2要素認証の今後の取扱いについて、医療現場への影響を考慮し、猶予期
間を設けて段階的に移行を進めること等を記載

• 現状において、医療情報システムにアクセスする端末ごとに2要素認証を
追加実装することは、医療機関等の負担が増加すると考えられる。このよ
うな技術は、本来システムにあらかじめ実装されているべきであり、今後、
認証に係る技術の端末への実装状況等を考慮し、できるだけ早期に対応す
ることが求められる。※

• ※ 認証技術の端末等への実装状況等を鑑み、本ガイドライン第5版 の公
表から約10年後を目途に「C．最低限のガイドライン」とすることを想定
する。

• ICカード等を破損等で使用できない状況における対応について規定

• 管理区域内のモダリティや薬局における取扱いについて考え方を提示

• 情報システムを利用する端末に2要素認証が実装されていないとしても、
端末操作区画への入場に当たって利用者の認証を行う等して、全体で2要
素以上の認証がなされていれば、2要素認証と同等と考えられる。

（例）・放射線管理区域のモダリティの取扱い

・薬局における薬歴の参照・入力等



6.9 情報および情報機器の持ちだし
モバイルデバイスへの対応

在宅医療や訪問看護や、医療機関等の往診時や緊急時等職員が業務に用いる
モバイル端末は、不可欠の存在として利用機会が増加している。
利用する通信網の種別も様々あることから、通信経路の安全性に関する説明
を、ネットワーク事業者に求めるなどの、運用や技術的対策について記載。

・モバイル端末の使用時における順守事項
利用するソフトウェアを限定することや、他のアプリの影響を受けないこ

とへの配慮を求める。
・個人所有又は個人の管理下にある端末 (BYOD)のの業務利用取扱い

個人所有といえども、管理者の管理の元での利用機能
参照⇒Q&A30 BYOD（BringYour Own Device）を⾏う場合への対応につ
いて
・公衆無線LAN

安全性の確認できない環境で利用しない

• 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（Bring 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。

モバイルデバイスへの対応



6.10 災害・サイバー攻撃等の⾮常時の対応
標的型攻撃への対応(5版)

医療機関等を対象とするサイバー攻撃のリスクが顕在化していること
への対応として、有事の際を考慮した技術的対策や所管機関への連絡
体制や情報共有体制、教育等について追記。
①サイバー攻撃に対する準備について規定
医療システムが被害を被る具体例にサイバー攻撃を追加し、
・サイバー攻撃を受けた際の対処項目を追加。
・関係機関の連絡先として、厚生労働省医療技術情報推進室、マル
ウェア及び不正アクセスに関する情報処理推進機構（IPA）の相談窓
口を追記。
②ランサムウェア等への対応について規定
マルウェア等の感染に備え、数世代分のデータをバックアップするこ
とが望ましい旨を追記。
③医療機関等の職員への教育・啓発について規定
日本医療情報学会の「標的型メールへの対処について」及びIPAの
「対策のしおり」シリーズ等の内容を参考に、サイバー攻撃への対応
に関する教育を行うことを求められた。

標的型メールへの対応1(医療情報学会)
• 100%事前に防止することは困難

• 予防措置１：インターネットでやりとりされるメールを読むことができる
PCと、そのPCから直接アクセスできる共有フォルダには患者情報を置か
ない。

• 予防措置２：OSのセキュリティパッチは確実に適用する。
OSには常に最新のセキュリティパッチを適用しておくことが必要。
JavaやAdobe flash playerをインストールしている場合は、これらの最新
のパッチの適用。なお、Adobe flash playerは多くの場合、業務では不要。

• 予防措置３：メール送信する際に添付文書の使用やURLの埋め込みはでき
るだけしない。

• 予防措置４：メールソフトで感染を予防するための設定をする。
受信したメールのプレビュー機能で感染する場合がある。プレビュー表示
機能を使用しないようにし、HTMLメールを受信した際にテキストモード
で表示されるよう設定することも有効。

• 予防措置５：（システム管理者向け）外部とのネットワークコネクション
を監視する。

• 予防措置６：（システム管理者向け）ホワイトリストの活用。

• 予防措置７：（システム管理者向け）セキュリティ情報を収集する。



標的型メールへの対応2 (医療情報学会)

• 事後措置１：怪しいと気づいた時
メールを見ただけでは標的型攻撃メールによる攻撃かどうかわからなくても、

URLをクリックする、あるいは添付文書を開いた際に何かおかしいと気がつくこ
とがあります。もし何かおかしいと思ったら、すぐにPCをネットワークから切り
離します。そして管理者あるいは担当者に直ちに連絡。管理者（担当者）は連絡
を受けたら、ネットワークの監視を直ちに開始すると同時に、これまでのログが
あれば保存します。異常を感じたPCと同じセグメントにあるPCやサーバはできる
だけ早くLANから切り離します。そして、LANから隔離した状態で、それぞれの
PCやサーバの状態を調査します。安全と確信できない間は絶対LANにつないでは
いけません。自分たちで十分な調査ができない場合は外部の専門家に依頼します。

• 事後措置２：データの流出を外部から指摘された時
すでに情報が流出してしまっている場合、この時点では被害の拡大を食い止め

ることしかできません。まずマルウェアの感染状況が完全に把握できるまで、組
織全体をインターネットから切り離します。管理者は必要に応じて関係先（地域
医療連携の接続先や所管省庁、JPCERTなど）への連絡を行います。その後、イ
ンターネットへの接続は安全性が確かめられたセグメントから再開しますが、安
全性は確実に確かめる必要があります。不安がある場合は専門家に依頼してくだ
さい。

6.11 外部と医療情報を交換する場合の安全管理
情報内容の脅威への対応
１．盗聴：情報そのものの暗号化（オブジェクトセキュリティ）

２．改ざん：電子署名（証明用HPKI)
３．なりすまし：認証（認証用HPKI等）

通信系路上での脅威への対応

１．クローズドネットワーク（通信キャリアが経路上のセキュリティを担保する）

①専用線

②公衆回線（ISDN、ダイアルアップ）

③閉域IP通信網（IP-VPN）閉域網でも危険はある

２．オープンネットワーク（通信キャリアは経路上のセキュリティを担保しない）

①インターネットＶＰＮ（IPSec-VPN）

②SSL/TLSを利用する上での適切な設定方法

■ 送り手・受け手・通信を形成するプレーヤの責任分界点

― NWサービス提供者の管理責任範囲は、どこまで何を担保するか
― 通信の起点・終点識別の認証
■ リモートログイン機能の制限

リモートメンテナンスも対象

通信事業者に確認
する。
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HEASNET報告書

送信側の責任範囲

技術的対策
・チャネルセキュリティの確保

：VPN接続経路の分離、異なるVPN間の経路制御、VPN間の不正中継禁止、ゾーンの分離

・オブジェクトセキュリティの確保：暗号化(電子政府推奨暗号)、電子署名＋タイムス
タンプ
・相互認証
運用的対策

送・受信側、通信事業者の責任分界点の明確化・契約上の取り決め、遠隔保守の品質

ch セキュリティ

6.11 外部と医療情報を交換する場合の安全管理

専用線で接続されている場合

公衆網で接続されている場合

単一の通信事業者が提供する閉域ネットワークで接続されている場合

中間で複数の閉域ネットワークが相互接続して接続されている場合

オープンネットワークで接続されている場合

各々の形態に
対し解説と取
るべき対策の
記載

オープンな
ネットワー
ク



外部からの接続形態

1）公衆網（電話網）を経由して直接ダイアルアップする場合（①、②）
2）インターネットを経由して接続する場合（③、④、⑤）
3）閉域ネットワーク（IP‐VPN網）を経由して接続する場合（⑥、⑦、⑧、⑨）

ネットワークセキュリティの見直し(第5版)
SSL利用の条件の明確化
・TLS1.2に限定
「SSL/TLS暗号設定ガイドライン～安全なウェブサイトのために
（暗号設定対策編）～ Ver.1.1」（CRYPTREC作成 IPA発行)
「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。

セッション間の回り込みリスクへの対策について規定

6.11 TLS1.2によるオープンネットワーク接続



(情報処理推進機構
「SSL/TLS暗号設定
ガイドライン)」)

Ondemandインストール型(Java、ActiveXでブラウザ以外も利⽤可能)

クライアント型(専⽤ソフトベース)

クライアントレス型(ブラウザベース)

ソフトウェア型のIPsec若しくはTLS1.2により接続する場合、セッション間の回り
込み（正規のルートではないクローズドセッションへのアクセス）等による攻撃の
リスクがあるため、適切な対策を実施すべき旨が追記された。
（一社）保健医療福祉情報安全管理適合性評価協会（HISPRO）の「支払基金等へ
のレセプトオンライン請求用IPsec＋IKEサービス」チェック項目が参考先に示され
た。



SNS （Social Networking Service）利用時の留意点について記載
参照⇒Q&A5 SNSの取扱いについて
SNSにおいて患者の医療情報を取り扱う場合、当該サービスは医療情報システムに
該当し、ガイドラインの基準を満たす必要がある。
SNSには、セキュリティが十分に確保されていないサービスもあることから、（一
社）保健医療福祉情報安全管理適合性評価協会（HISPRO）が公表している「医療
情報連携において、SNSを利用する際に気を付けるべき事項」を参考に。

(HISPRO)

6.12 電⼦署名
電子署名を付与する際は、電子証明書の有効期間や失効、また暗号アルゴリズムの脆
弱化の有無によらず、法定保存期間等の一定の期間、電子署名の検証が継続できる必
要がある。

医療情報の保存期間は５年以上の長期にわたるものも有るため、標準技術を用い、必
要な期間、電子署名の検証を継続して行うことが出来るようにすることが重要である。

＜最低限のガイドライン＞

①保健医療福祉分野PKI認証局の発行する電子証明書を用いている

2016年度の診療報酬改定において、電子的診療情報提供書の算定要件に保健医療福祉
分野の公開鍵基盤(HPKI)による電子署名の採用が盛り込まれたことに合わせ、ガイド
ラインの記載がより強調。

処方せんの様に、署名の正当性の外、医師等の国家資格が確認が必要な文書について
は、保健医療福祉分野における国家資格の確認も必要である旨も追記された。

②認定特定認証事業者等の発行する電子証明書を用いている

③電子署名を含む文書全体にタイムスタンプを付与している

④タイムスタンプは、時刻認証事業者のものを使用している

⑤法定保存期間中のタイムスタンプの有効性を継続できるよう、対策を講じている

⑥タイムスタンプを付与する時点で有効な電子証明書を用いてる

⑦電子署名・タイムスタンプに関する規程を整備している



第７章 電子保存

e文書法 厚生労働省令による3原則
(1)電磁的記録による保存について【e－文書法第3条関係】
(1)対象

厚生労働省の所管している法令により保存を義務づけている書類等
(3)要件
【見読性】＝可用性

必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整
然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、書面を作成できるよう
にすること。
【真正性】＝完全性
(1)電磁的記録に記録された事項について、保存すべき期間中における当該事項の改変

又は消去の事実の有無及びその内容を確認することができる措置を講じ、かつ、当
該電磁的記録の作成に係る責任の所在を明らかにしていること。
【保存性】＝可用性
(2)電磁的記録に記録された事項について、保存すべき期間中において復元可能な
状態で保存することのできる措置を講じていること。

＊守秘義務対象記録なので機密性は言わずもがな

7.1 真正性

電子カルテの代行入力を時間経過で自動確定することへの言及
診療録等の代行入力を行う際に、
時間経過で自動的に記録確定する運用は不可。
確定の実施権限を持った確定者による確認を実施。
実施は運用管理規程に準拠して監査すること。

何らかの理由で確定操作ができない場合の規程
⇒Q&A42 確定者が何らかの理由で確定操作ができない場合

虚偽入力、書き換え、消去及び混同を防止すること
①入力者等の故意又は過失に起因するもの
②使用する機器、ソフトウェアに起因するもの

作成の責任の所在を明確にすること

①入力者及び確定者の識別及び認証
②記録の確定
③識別情報の記録
④更新履歴の保存

法的な作成資格者



第8章 診療録および診療緒記録の外部保存
ネットワークを通じての外部保存には、システム堅牢性の高い安全な保存場所の確

保によるセキュリティ対策の向上、災害時の危機管理の推進、保存コストの削減等、
医療機関等におけるメリットが期待できる。しかし、外部保存には保存機関の不適切
な情報の取扱いにより患者等の情報が瞬時に大量に漏えいする危険性も存在し、その
場合、漏えいした場所や責任者の特定が困難になる可能性がある。

さらには、情報の保存を受託する機関等若しくは従業者による、利益を目的とした不
当利用の危惧がある。

一般に実績あるデータセンター等の保存・管理を受託する事業者は慎重で十分な安全
対策を講じており、医療機関等が自ら管理することに比べても厳重に管理されている
ことが多い。

診療録等の外部保存については、通常求められる安全管理上の体制と同等以上の体制
を確保した上で、患者に対する保健医療サービス等の提供に当該情報を利活用するた
めの責任を果たせることが原則である。

下記(1)、(2)の要件を満たす場合に限り、医療機関等以外でのオンライン外部保存可能。

（１）国の機関、独立行政法人、国立大学法人、地方公共団体等が開設したデータセンター

・従事者への罰則規定

・公正・中立的な仕組みによる能力の認定

・保存情報を独自に分析・解析しないことの契約

・保存機関が独自に他に提供しないことの契約

・トラブル対応等の緊急時を除き、保存主体のみが内容を閲覧できる技術的担保

（２）民間機関での保管
事業者の選定と契約に関する規程
(4) オンライン外部保存を委託する場合
「8.1.2 外部保存を受託する機関の選定基準及び情報の取り扱いに関する基準」で、委託先の選定
と適切な契約を結ぶ必要がある。
C項(ア) 外部保存を受託事業者と、守秘に関連した事項や違反した場合のペナルティも含めた委
託契約を取り交わし、保存した情報の取り扱いに対して監督を行えること。
(イ) 外部保存の受託事業者を結ぶネットワーク回線の安全性に関しては「6.11 外部と個人情報
を含む医療情報を交換する場合の安全管理」を遵守していること。
(ウ) 受託事業者が経済産業省「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」や総
務省「ASP・SaaS における情報セキュリティ対策ガイドライン」及び「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」等を遵守することを契約等で明確に定め、
少なくとも定期的に報告を受ける等で確認をすること。
(エ)保存された情報を、外部保存の受託事業者が契約で取り交わした範囲での保守作業に必要な範
囲での閲覧を超えて閲覧してはならないこと。
(オ)外部保存の受託事業者が保存した情報を分析、解析等を実施してはならないこと。匿名化さ
れた情報であっても同様であること。
これらの事項を契約に明記し、厳守させること。
(カ)保存された情報を、外部保存の受託事業者が独自に提供しないように、契約書等で情報提供に
ついて規定すること。
(キ)医療機関等において（ア）から（カ）を満たした上で、外部保存の受託事業者の選定基準を定
めること。少なくとも以下の4点について確認すること。

医療情報等の安全管理に係る基本方針・取扱規程等の整備
医療情報等の安全管理に係る実施体制の整備
実績等に基づく個人データ安全管理に関する信用度
財務諸表等に基づく経営の健全性



外部保存の対象情報
対象情報 個⼈情報保護 保管の安全性 アクセスの

迅速性
1 法的に保存義務があり、

保存期間内の情報 ◎ ◎ ◎

2 法的に保存義務があるが、
保存期間を過ぎた情報 ◎ ○ ○

3 法的に保存義務がないが、
取扱に注意を要する情報 ◎ ○ ○

4 上記のバックアップデータ ◎ △ △

「個人情報保護関連各法の趣旨を十分理解した上で、各種指針
及び本ガイドライン6 章の安全管理等を参照し、情報管理体制
確保の観点からも、バックアップ情報等を含め、それらを破棄
せず保存している限りは、7 章及び9 章に準じて取扱うこ
と。」(３．４章）

留意事項：外部へのバックアップ
“バックアップ“と呼ばれている機能

① 診療録の消失に備える、いわゆる「診療録バックアップ」

② 災害時における診療の継続を目的とした、いわゆる「災害時バックアップ」

これらは目的が異なるため、データ量、データの構造、バックアップをとるタイミン

グなどが異なるのは当然であるとともに、要求される法的要件も異なる。

診療録バックアップ：医療機関の自らの情報保管責任を果たすために行うもの

バックアップデータそのものには、真正性、見読性、保存性などが要求されるわけで

はないが、保管する診療録の消失・破損があった場合のリストアの際に診療録と同

等の要件が求められることは当然である。なお、リストアする場合には、それがリス

トアである事実を証跡として残すことが重要である。サービス提供事業者と契約する

場合にあっては、契約条件に含めるなどの配慮が必要である。

災害時バックアップ：法的要請はない。

リストアを期待されるものでも無い。災害時に医療提供サービスが損なわれる状態

において、患者への診療を継続するために必要と判断した情報の施設外部への保管

であり、収載されるデータ項目についても、目的に照らして施設、地域ごとに検討し

定めるべきものである。

情報閲覧手段においても、限られた特別な手法では無く汎用的手段であることが望

ましい。



留意事項：地域医療連携での共有

複数医療機関で情報共有し、地域連携や医学研究への活用など情報の二次

的利用に用いる場合には、目的に応じて、患者への通知や患者の同意取得、

あるいは匿名加工処理を必要とする。

本来は相当程度煩雑な手続きが必要である。

参加する医療機関間でのポリシーに関する合意、共有情報の定義やアクセス

権限管理、各医療機関の責任範囲、相互運用性の確保などについての取決め

を定めなければならない。

⇒「安全管理に関するガイドライン 付録」の記載を参考

⇒日本ＩＨＥ協会「地域医療連携組織の為のポリシー作成ガイド」

外部保存/バックアップは医療機関の自らの保管責任を果たすために行うもの

であり、データがそこにあるからといって直ちにこれが共有等に利用できる
とするのは誤りである。

第９章 スキャナによる電子化
紙原本(都度発生)からのスキャナ読み取り

①紙媒体のスキャン精度
②フィルムは------------医学放射線学会のガイドライン参照
③電子署名-------------電子署名法に適合
④タイムスタンプ-------総務省の時刻認証業務基準に準拠
⑤一定期間内のスキャナ読み取り

過去に蓄積された紙媒体からのスキャナ読み取り(9.3章)

運用の利便性のためにスキャナで電子化を行うが、
紙等の媒体もそのまま保存する場合(9.4章)
①、②の条件

＊“過去に蓄積された紙媒体等の電子化・原本化”は厳しい実施条件を付されている。

「どのように精密な技術を用いても、元の紙等の媒体の記録と同等にはならない」

(9.1共通の要件)ため、証拠性の観点から原本化の検討は重要。

実施には、紙等を原本のまま保存することに運用上著しく障害がある場合に限定。

注 スキャン機器のメモリに残存する電子化された診療録等が外部の不特定多数の
目に晒されるリスクへの注意。

実施は推奨しない。



第10章 運用管理について
「運用管理」において運用管理規程は管理責任や説明責任を果たすために極めて重要であり、
運用管理規程は必ず定めなければならない。
（5）運用管理規程の作成に当たって

運用管理規程は、システムの運用を適正に行うためにその医療機関等ごとに策定されるもの
である。すなわち、各々の医療機関等の状況に応じて自主的な判断の下に策定されるもので
ある。ーーー、付表1～付表3に運用管理規程文案を添付する。

「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」

個人データを取り扱う情報システムの安全管理措置に関する規程等についても同様に整備
を行うこと。

診療録等の電子保存を行う場合の留意事項（施行通知 第3）
1 施設の管理者は診療録等の電子保存に係る運用管理規程を定め、これに従い実施するこ
と。
2 運用管理規程には以下の事項を定めること。
運用管理を総括する組織・体制・設備に関する事項
患者のプライバシー保護に関する事項
その他適正な運用管理を行うために必要な事項

電子媒体により外部保存を行う際の留意事項（外部保存改正通知 第3）
1 外部保存を行う病院、診療所等の管理者は運用管理規程を定め、これに従い実施すること。

運用管理規程は必須

作成の参考としての付表

個⼈情報保護法 通則
⺠間

⾏政 独法 ⾃治体
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＃5  個⼈情報保護法への対応



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、23条第1
項各号に掲げる場合(本人同意不要の場合)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。

「委託」、「事業承継」、「共同利用」に当たっては、本人同意を得る、あるいは以
下に該当する場合においては認められている。

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

医療情報は要配慮情報であり、国内と同様にオプトアウトによる第三者提供は認めら
れていない。

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）

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

医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのた
めのガイダンス “外国における第三者への提供の制限”

下記の場合を除いて外国にある第三者に個人データを提供する場合は本人
の同意を得なければならない。

1. 個人情報取扱事業者と個人データの提供を受ける者との間で、当該提
供を受ける者における当該個人データの取扱いについて、適切かつ合
理的な方法により、法四章第一節の規程の趣旨に沿った措置の実施が
確保されていること。

2. 個人データの提供を受ける者が、個人情報の取扱いに係わる国際的な
枠組みに基づく認定を受けていること。

以上の記載によると、海外に拠点のあるクラウドサービスも利用
可能に見える。
しかし、ガイダンスの安全管理の項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に準拠することを求めており、当該ガ
イドラインが準拠を求めている総務省と経産省のガイドラインで
は保存義務のある情報は国内法のおよぶ範囲に限定している。
(Q&A 4-31)
参照：“外部保存に関する諸規制とその解決策”山本 隆一
第35回医療情報学連合大会 35th JCMI(Nov.,2015)



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⺠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、⺠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。



5.1.1 厚⽣労働省標準規格
・厚⽣労働省における保健医療情報分野の標準規格（「厚⽣労働省標準規
格」）
・医療情報標準化推進協議会(HELICS)：医療情報標準化指針
5.1.2 基本データセット
・経済産業省：医療情報システムにおける相互運⽤性の実証事業報告書
・JAHIS 基本データセット適⽤ガイドライン
5.1.3 ⽤語集・コードセット
・MEDIS 標準マスター類
5.2 データ交換のための国際的な標準規格への準拠
・保健医療福祉情報システム⼯業会（JAHIS）が定める標準データ交換規約
(HL7、DICOM他)
5.3 標準規格の適⽤
★・⽇本IHE協会：地域医療連携における情報連携基盤技術仕様
6.1 ⽅針の制定と公表
JIS Q 15001:2006（個⼈情報保護マネジメントシステム-要求事項）
6.2 医療機関における情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の実
践
・ISO（ ISO/IEC27001:2013）ならびにJIS（JIS Q 27001:2014）
★・JIRA+JAHIS共同WG：「製造業者による医療情報セキュリティ開⽰
書」ガイド(MDS)

ガイドラインからの参照⽂書
★は新規

6.5 技術的安全対策
・「広帯域電⼒線搬送通信機器による医療機器への影響に関する医療関係

者等からの照会に対する対応について」（平成18 年11 ⽉9 ⽇付薬⾷安発第
1109002 号）
★・総務省・経産省・IoT推進コンソーシアム：IoTセキュリティガイドライ
ン
★・厚⽣労働省：医療機器におけるサイバーセキュリティの確保について
2015.4.28
6.6 ⼈的安全対策
★・⽇本医療情報学会：標的型攻撃メールへの対処について
★・情報処理推進機構(IPA)：対策のしおり
6.9 情報及び情報機器の持ち出しについて
・「スマートフォン・クラウドセキュリティ研究会最終報告〜スマートフォ
ンを安⼼して利⽤するために実施されるべき⽅策〜（総務省；平成24 年6 
⽉）
★・CRYPTREC：SSL/TLS暗号設定ガイドライン
★・HISPRO：「⽀払基⾦等へのレセプトオンライン請求⽤IPsec+IKEサー
ビス」チェックリスト
★・Q&A5 HISPRO：医療情報連携においてSNSを利⽤する際に気を付け
る事項
6.11 外部と個⼈情報を含む医療情報を交換する場合の安全管理
・「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」の実装事例に関す
る報告書（保健・医療・福祉情報セキュアネットワーク基盤普及促進コン
ソーシアム；HEASNET）；平成19 年2 ⽉」



6.12 法令で定められた記名・押印を電⼦署名で⾏うことについて
・2008年4⽉の情報セキュリティ政策会議「政府機関の情報システムにおいて
使⽤されている暗号アルゴリズムSHA1及びRSA1024に関わる移⾏指針」
・JIS X 5092:2008 CMS利⽤電⼦署名(CAdES)の⻑期署名プロファイル、JIS 
X 5093:2008 XML署名利⽤電⼦署名(XAdES)の⻑期署名プロファイル）
・「電⼦署名および認証業務に関する法律」（電⼦署名法）
・「タイムビジネスに係る指針−ネットワークの安⼼な利⽤と電⼦データの
安全な⻑期保存のために−」（総務省、平成16 年11 ⽉）
8.1.2 外部保存を受託する機関の選定基準及び情報の取り扱いに関する基準
・経済産業省「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」
・総務省「ASP・SaaS における情報セキュリティ対策ガイドライン」及び
「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」
9 診療録等をスキャナ等により電⼦化して保存する場合について
・⽇本医学放射線学会電⼦情報委員会「デジタル画像の取り扱いに関するガ
イドライン3.0 版（平成27 年4 ⽉）


