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１ 位置付け 

認定匿名加工医療情報作成事業者編は、次に掲げる事項を一体的に分かりやすく示すも

のである。 

① 匿名加工医療情報作成事業を行う者（法人に限る。以下「匿名加工医療情報作成事業者」

という。）及び認定匿名加工医療情報作成事業者の委託（２以上の段階にわたる委託を含

む。）を受けて医療情報等又は匿名加工医療情報を取り扱う事業（以下「医療情報等取扱

受託事業」という。）を行おうとする者（法人に限る。以下「医療情報等取扱受託事業者」

という。）に係る新規の認定の手続及び基準 

② 認定匿名加工医療情報作成事業者及び認定医療情報等取扱受託事業者に係る変更の認

定の手続及び基準 

③ 認定匿名加工医療情報作成事業者及び認定医療情報等取扱受託事業者に係る変更の届

出の手続 

これは、審査基準（行政手続法（平成５年法律第 88号）第５条）としての性格を有する。 

 

２ 匿名加工医療情報作成事業者に係る新規の認定（法第８条第１項関係） 

法第８条 

１ 匿名加工医療情報作成事業を行う者（法人に限る。）は、申請により、匿名加工医療

情報作成事業を適正かつ確実に行うことができるものと認められる旨の主務大臣の認

定を受けることができる。 

 

法第 14条 

認定匿名加工医療情報作成事業者でない者は、認定匿名加工医療情報作成事業者と

いう名称又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。 

 

匿名加工医療情報作成事業者は、申請により、匿名加工医療情報作成事業を適正かつ確実

に行うことができるものと認められる旨の主務大臣の認定を受けることができる（法第８

条第１項）。 

認定匿名加工医療情報作成事業者でない者は、認定匿名加工医療情報作成事業者という

名称又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない（法第 14条）。 

 

３ 匿名加工医療情報作成事業者に係る新規の認定の手続（法第８条第２項） 

法第８条 

２ 前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項

を記載した申請書に、次項各号に掲げる認定の基準に適合していることを証する書類

その他主務省令で定める書類を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。 

一 名称及び住所 
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二 医療情報の整理の方法 

三 医療情報の加工の方法 

四 医療情報等（医療情報、匿名加工医療情報の作成に用いた医療情報から削除した記

述等及び個人識別符号並びに第十八条第一項（第二十九条において準用する場合を

含む。）の規定により行った加工の方法に関する情報をいう。以下同じ。）及び匿名加

工医療情報の管理の方法 

五 その他主務省令で定める事項 

４ 主務大臣は、第一項の認定をしようとするときは、あらかじめ、個人情報保護委員会

に協議しなければならない。 

５ 主務大臣は、第一項の認定をした場合においては、遅滞なく、その旨を申請者に通知

するとともに、その旨を公示しなければならない。 

 

規則第３条 

１ 法第八条第一項の認定を受けようとする者は、様式第一による申請書を主務大臣に

提出しなければならない。 

２ 法第八条第二項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。 

一 申請者に係る次に掲げる書類 

イ 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 

ロ 法第八条第三項第一号ハの役員（第八条第二項第一号において単に「役員」とい

う。）及び使用人（次条に規定する使用人をいう。）に係る住民票の写し又はこれに

代わる書類 

二 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書 

三 その他主務大臣が必要と認める書類 

 

規則第７条 

主務大臣は、法第八条第一項の認定をしたときは、申請者に対し、その旨を通知する

とともに、様式第二による認定証を交付するものとする。 

 

3-1 新規の認定の申請 

 

3-1-1 認定申請書 

申請者は、次に掲げる事項を記載した認定申請書（様式第１）を主務府省に提出しなけれ

ばならない（法第８条第２項及び規則第３条第１項）。 

① 名称及び住所 

② 医療情報の整理及び加工の方法 

③ 医療情報等及び匿名加工医療情報の管理の方法 
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④ 匿名加工医療情報作成事業を行う役員（以下「特定役員」という。）及び匿名加工医療

情報作成事業に関する権限及び責任を有する使用人（以下「特定使用人」という。）の氏

名及び住所 

 

3-1-1-1 名称及び住所（法第８条第２項第１号関係） 

名称及び住所については、登記事項証明書に記載された名称及び住所を記載する必要が

ある。加えて、連絡先を記載する必要がある。 

 

3-1-1-2 医療情報の整理及び加工の方法（法第８条第２項第２号及び第３号） 

医療情報の整理及び加工の方法については、次に掲げる者の氏名を記載する必要がある。 

① 規則第５条第１号に掲げる者（以下「統括管理責任者」という。） 

② 匿名加工医療情報作成事業を適正かつ確実に行うに足りる経験及び識見を有する者

（規則第５条第２号） 

ⅰ 規則第５条第２号イに掲げる者（以下「医療情報匿名加工責任者」という。） 

ⅱ 規則第５条第２号ロに掲げる者（以下「研究開発推進責任者」という。） 

ⅲ 規則第５条第２号ハに掲げる者（以下「医療情報取得・整理責任者」という。） 

また、別紙として次に掲げる書類を提出する必要がある。 

① 統括管理責任者の配置に関する書類 

② 医療情報匿名加工責任者、研究開発推進責任者及び医療情報取得・整理責任者の配置に

関する書類 

③ 匿名加工医療情報作成事業の実施に必要な設備に関する書類 

④ 法令等を遵守した運営に関する書類 

⑤ 匿名加工医療情報作成事業に関する中期的な計画（以下「中期事業計画」という。）に

関する書類 

⑥ 適切な審査のための体制に関する書類 

⑦ 広報及び啓発並びに相談のための体制に関する書類 

 

3-1-1-3 医療情報等及び匿名加工医療情報の管理の方法（法第８条第２項第４号） 

医療情報等及び匿名加工医療情報の管理の方法については、規則第６条第１号ロに掲げ

る者（以下「安全管理責任者」という。）の氏名を記載する必要がある。 

また、別紙として次に掲げる書類を提出する必要がある。 

① 認定事業医療情報等の安全管理に係る基本方針に関する書類 

② 安全管理責任者の配置に関する書類 

③ 認定事業医療情報等を取り扱う者（以下「認定事業医療情報等取扱者」という。）の権

限及び責務並びに業務に関する書類 

④ 認定事業医療情報等の漏えい等が発生し、又はそのおそれがある事態（以下「漏えい等
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事態」という。）に際しての事務処理体制に関する書類 

⑤ 安全管理措置に関する規程に係る書類 

⑥ 安全管理に係る措置の継続的な確保に関する書類 

⑦ 認定事業医療情報等の適切な取扱いの確保に関する書類 

⑧ 認定事業医療情報等取扱者に対する教育及び訓練に関する書類 

⑨ 認定事業医療情報等の不適切な取扱いの防止に関する書類 

⑩ 施設設備の区分に関する書類 

⑪ 施設設備への立入り及び機器の持込みの制限並びに施設設備の内部の常時監視に関す

る書類 

⑫ 端末装置の機能の限定に関する書類 

⑬ 復元不可能な手段での削除又は廃棄に関する書類 

⑭ 不正アクセス行為の防止に関する書類 

⑮ 電子計算機及び端末装置の動作の記録並びに操作の検知及び制御に関する書類 

⑯ 電子計算機又は端末装置の機能の確認に関する書類 

⑰ 送受信又は移送に関する書類 

⑱ サーバ用の電子計算機の接続に関する書類 

⑲ 被害の補償に関する書類 

⑳ 障害の発生の防止並びに検知及び対策に関する書類 

㉑ 医療情報取扱事業者の安全管理措置の確認に関する書類 

㉒ 匿名加工医療情報取扱事業者の安全管理措置の確保に関する書類 

 

3-1-1-4 特定役員又は特定使用人の氏名及び住所（法第８条第２項第５号及び規則

第３条第１項） 

特定役員又は特定使用人の氏名及び住所については、住民票の写しに記載された氏名及

び住所を記載する必要がある。 

 

3-1-2 添付書類 

申請者は、認定申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない（法第８条第２項本文

及び規則第３条第２項）。 

① 認定の基準に適合していることを証する書類 

② 申請者に係る次に掲げる書類 

ⅰ 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 

ⅱ 特定役員及び特定使用人に係る住民票の写し又はこれに代わる書類 

③ 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書 

④ その他主務大臣が必要と認める書類 
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3-1-2-1 認定の基準に適合していることを証する書類（法第８条第２項本文） 

認定の基準に適合していることを証する書類は、次のとおりである。 

① 申請者が欠格事由（法第８条第３項第１号イ及びロ）に該当しない旨を申請者が誓約す

る書類（申請（申請者が申請書類（申請書（別紙を含む。）及びその添付書類をいう。以

下同じ。）を補正する場合にあっては、申請書類の補正）の日前３月以内に作成されたも

のに限る。） 

② 特定役員又は特定使用人が欠格事由（法第８条第３項第１号ハ⑴から⑷まで）に該当し

ない旨を申請者が誓約する書類（申請（申請者が申請書類を補正する場合にあっては、申

請書類の補正）の日前３月以内に作成されたものに限る。） 

③ 特定役員又は特定使用人が「心身の故障により匿名加工医療情報作成事業を適正に行

うことができない者」（法第８条第３項第１号ハ⑴）に該当しない旨の医師の診断書（申

請又は申請書類の補正の日前３月以内に作成されたものに限る。） 

④ 特定役員又は特定使用人が「破産手続開始の決定を受けた復権を得ない者」（法第８条

第３項第１号ハ⑵）に該当しない旨の官公署の証明書（申請又は申請書類の補正の日前３

月以内に作成されたものに限る。） 

⑤ 統括管理責任者に係る次に掲げる書類 

ⅰ 契約関係を明らかにする書類 

ⅱ 実務経験及び専門性を明らかにする書類 

⑥ 医療情報匿名加工責任者、研究開発推進責任者及び医療情報取得・整理責任者に係る次

に掲げる書類 

ⅰ 契約関係を明らかにする書類 

ⅱ 実務経験及び専門性を明らかにする書類 

⑦ 経理的基礎に関する書類 

⑧ 医療情報の規模及び内容に関する書類 

⑨ 安全管理責任者に係る次に掲げる書類 

ⅰ 契約関係を明らかにする書類 

ⅱ 実務経験及び専門性を明らかにする書類 

⑩ 認定事業医療情報等取扱者が欠格事由（法第８条第３項第１号ハ⑴から⑷まで）に該当

しない旨を申請者が誓約する書類（申請（申請者が申請書類を補正する場合にあっては、

申請書類の補正）の日前３月以内に作成されたものに限る。） 

 

3-1-2-2 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの（規則第３条第２項第１

号イ） 

登記事項証明書又はこれに準ずるものについては、法人の名称及び主たる事務所の所在

地が記載された官公署の証明書とする必要がある。 
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3-1-2-3 特定役員及び特定使用人に係る住民票の写し又はこれに代わる書類（規則

第３条第２項第１号ロ） 

住民票の写し又はこれに代わる書類については、特定役員又は特定使用人のいずれに関

しても、本籍が記載された官公署の証明書（申請又は申請書類の補正の日前３月以内に作成

されたものに限る。）とする必要がある。 

 

3-1-2-4 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支

予算書（規則第３条第２項第２号） 

事業計画書及び収支予算書については、申請（申請者が申請書類を補正する場合にあって

は、申請書類の補正）の日の属する事業年度及び翌事業年度におけるものとする必要がある。 

なお、事業計画書及び収支予算書並びに事業報告書及び収支決算書の提出及び公表（規則

第 13条）については、Ⅱの 2-2-5を参照すること。 

 

3-1-2-5 その他主務大臣が必要と認める書類（規則第３条第２項第３号） 

その他主務大臣が必要と認める書類は、次のとおりである。 

① 認定事業医療情報等の取扱いの全部又は一部の委託又は再委託に関する契約書であっ

て、新規の認定を受けることを停止条件とするもの（認定事業医療情報等の取扱いの全部

又は一部の委託又は再委託をする場合に限る。） 

② 匿名加工医療情報作成事業者の事業運営における医療情報等取扱受託事業者の位置付

け及び医療情報等取扱受託事業者に対する監督を明らかにする書類（認定事業医療情報

等の取扱いの全部又は一部の委託又は再委託をする場合に限る。） 

③ その他主務府省が必要と認める書類 

 

3-2 新規の認定の審査 

主務府省は、新規の認定の申請が認定の基準に適合するかどうかを審査するに当たり、情

報セキュリティ等に関する専門家の参画を得て、申請者に対し、書類確認及び実地確認を実

施する。そのために必要な限度において、主務府省は、申請者に対し、説明又は資料の提出

を求めるほか、関係の機関（例えば、地方検察庁、市区町村等）に対し、情報の提供（例え

ば、法人又は個人に係る関係法令の規定に対する違反に関する刑事訴訟の存否及び内容等）

を求めるとともに、有識者又は実務者に対し、意見を聴取する。 

これを踏まえ、申請者は、新規の認定の申請が認定の基準に適合することを明らかにしよ

うとするときは、申請書類を補正することができる。この場合においては、申請者は、申請

書類の補正の箇所及び内容の一覧に関する書類を添付しなければならない。 

なお、新規の認定をしようとする場合には、あらかじめ、主務大臣から個人情報保護委員

会へ協議する必要がある（法第８条第４項）。 

また、新規の認定をした場合には、遅滞なく、次に掲げる措置を講ずる必要がある（法第
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８条第５項及び規則第７条）。 

① 申請者に対する通知 

② 申請者に対する認定証（様式第２）の交付 

③ 公示 

 

3-3 新規の認定の標準処理期間 

新規の認定の標準処理期間（行政手続法第６条）は、１年である。 

 

４ 匿名加工医療情報作成事業者に係る新規の認定の基準（法第８条第３項） 

法第８条 

３ 主務大臣は、第一項の認定の申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項

の認定をしなければならない。 

 

主務大臣は、新規の認定の申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、新規の認定

をしなければならない（法第８条第３項）。 

① 申請者に係る欠格事由に関する基準 

② 申請者の能力に関する基準 

③ 安全管理措置に関する基準 

 

4-1 申請者に係る欠格事由に関する基準（法第８条第３項第１号） 

 

4-1-1  法人の欠格事由（法第８条第３項第１号イ及びロ） 

法第８条 

３ 主務大臣は、第一項の認定の申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項

の認定をしなければならない。 

一 申請者が次のいずれにも該当しないこと。 

イ この法律その他個人情報の適正な取扱いに関する法律で政令で定めるもの又は

これらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わ

り、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 

ロ 第十五条第一項又は第十六条第一項（これらの規定を第二十九条において準用

する場合を含む。）の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経

過しない者 

 

令第４条 

法第八条第三項第一号イ及びハ(3)（これらの規定を法第十条第七項（法第二十九条

において準用する場合を含む。）及び法第二十九条において準用する場合を含む。）の政
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令で定める法律は、次のとおりとする。 

一 個人情報の保護に関する法律（平成十五年法律第五十七号） 

二 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成

二十五年法律第二十七号） 

 

申請者が欠格事由（法第８条第３項第１号イ及びロ）に該当しない旨を申請者が誓約する

書類では、申請者が欠格事由（法第８条第３項第１号イ及びロ）のいずれにも該当しないこ

とを申請者として確認した旨を明らかにする必要がある。 

 

4-1-2 役員及び使用人の欠格事由（法第８条第３項第１号ハ） 

法第８条 

３ 主務大臣は、第一項の認定の申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項

の認定をしなければならない。 

一 申請者が次のいずれにも該当しないこと。 

ハ 匿名加工医療情報作成事業を行う役員又は主務省令で定める使用人のうちに次

のいずれかに該当する者があるもの 

(1) 心身の故障により匿名加工医療情報作成事業を適正に行うことができない

者として主務省令で定めるもの 

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当

する者 

(3) この法律その他個人情報の適正な取扱いに関する法律で政令で定めるもの

又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その

執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 

(4) 第一項又は第二十八条の認定を受けた者が第十五条第一項又は第十六条第

一項（これらの規定を第二十九条において準用する場合を含む。）の規定により

認定を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内に当該認

定に係る事業を行う役員又は主務省令で定める使用人であった者で、その処分

のあった日から二年を経過しないもの 

 

令第４条 

法第八条第三項第一号イ及びハ(3)（これらの規定を法第十条第七項（法第二十九条

において準用する場合を含む。）及び法第二十九条において準用する場合を含む。）の政

令で定める法律は、次のとおりとする。 

一 個人情報の保護に関する法律（平成十五年法律第五十七号） 

二 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成

二十五年法律第二十七号） 
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規則第４条 

法第八条第三項第一号ハの主務省令で定める使用人（第八条第二項第一号において

単に「使用人」という。）は、申請者の使用人であって、当該申請者の匿名加工医療情

報作成事業に関する権限及び責任を有する者とする。 

 

規則第４条の２ 

法第八条第三項第一号ハ⑴の主務省令で定めるものは、精神の機能の障害により匿

名加工医療情報作成事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適

切に行うことができない者とする。 

 

4-1-2-1 特定役員及び特定使用人の範囲 

 

4-1-2-1-1 特定役員の範囲 

特定役員の範囲は、次のとおりである。 

① 匿名加工医療情報作成事業に関する代表権又は業務執行権を有する役員（例えば、一般

社団法人又は一般財団法人における代表理事又は担当理事、株式会社における代表取締

役又は担当取締役（委員会設置会社にあっては、代表執行役又は担当執行役）等） 

② 統括管理責任者（その代位者を含む。）である役員 

③ 医療情報匿名加工責任者、研究開発推進責任者又は医療情報取得・整理責任者（その代

位者を含む。）である役員 

④ 安全管理責任者（その代位者を含む。）である役員 

 

4-1-2-1-2 特定使用人の範囲 

特定使用人の範囲は、次のとおりである。 

① 役員による直接の指揮命令又は監督を受ける使用人であって、匿名加工医療情報作成

事業を担当するもの（例えば、株式会社における担当執行役員等） 

② 統括管理責任者（その代位者を含む。）である使用人 

③ 医療情報匿名加工責任者、研究開発推進責任者又は医療情報取得・整理責任者（その代

位者を含む。）である使用人 

④ 安全管理責任者（その代位者を含む。）である使用人 

なお、「使用人」（法第８条第３項第１号ハ）とは、匿名加工医療情報作成事業者のために

その指揮命令又は監督を受けてその業務に従事する契約関係（例えば、雇用、出向、派遣等）

にある者（「役員」（法第８条第３項第１号ハ）を除く。）をいう。 
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4-1-2-2 添付書類 

特定役員又は特定使用人が欠格事由（法第８条第３項第１号ハ⑴から⑷まで）に該当しな

い旨を申請者が誓約する書類では、特定役員か特定使用人かの区分を明らかにした上で、特

定役員又は特定使用人のいずれもが欠格事由（法第８条第３項第１号ハ⑴から⑷まで）のい

ずれにも該当しないことを申請者として確認した旨を明らかにする必要がある。 

また、特定役員又は特定使用人が「心身の故障により匿名加工医療情報作成事業を適正に

行うことができない者」（法第８条第３項第１号ハ⑴）に該当しない旨の医師の診断書では、

特定役員又は特定使用人のいずれもが「精神の機能の障害により匿名加工医療情報作成事

業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」

（規則第４条の２）に該当しない旨を明らかにする必要がある。 

さらに、特定役員又は特定使用人が「破産手続開始の決定を受けた復権を得ない者」（法

第８条第３項第１号ハ⑵）に該当しない旨の官公署の証明書については、特定役員又は特定

使用人のいずれに関しても、本籍地の市区町村によって発行される身分証明書等とする必

要がある。 

 

4-2 申請者の能力に関する基準（法第８条第３項第２号） 

法第８条 

３ 主務大臣は、第一項の認定の申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項

の認定をしなければならない。 

二 申請者が、医療分野の研究開発に資するよう、医療情報を取得し、並びに整理し、

及び加工して匿名加工医療情報を適確に作成し、及び提供するに足りる能力を有す

るものとして主務省令で定める基準に適合していること。 

 

次に掲げる書類では、申請者が日本の医療分野の研究開発に資するように医療情報を取

得し、並びに整理し、及び加工して匿名加工医療情報を作成し、及び提供するに足りる能力

を有することを明らかにする必要がある。 

① 統括管理責任者の配置に関する書類 

② 統括管理責任者に係る次に掲げる書類 

ⅰ 契約関係を明らかにする書類 

ⅱ 実務経験及び専門性を明らかにする書類 

③ 医療情報匿名加工責任者、研究開発推進責任者及び医療情報取得・整理責任者の配置に

関する書類 

④ 医療情報匿名加工責任者、研究開発推進責任者及び医療情報取得・整理責任者に係る次

に掲げる書類 

ⅰ 契約関係を明らかにする書類 

ⅱ 実務経験及び専門性を明らかにする書類 
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⑤ 匿名加工医療情報作成事業の実施に必要な設備に関する書類 

⑥ 法令等を遵守した運営に関する書類 

⑦ 経理的基礎に関する書類 

⑧ 匿名加工医療情報作成事業に関する中期的な計画（以下「中期事業計画」という。）に

関する書類 

⑨ 適切な審査のための体制に関する書類 

⑩ 広報及び啓発並びに相談のための体制に関する書類 

⑪ 医療情報の規模及び内容に関する書類 

 

4-2-1 統括管理責任者（規則第５条第１号） 

規則第５条 

法第八条第三項第二号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 

一 日本の医療分野の研究開発に資する匿名加工医療情報の作成に関する相当の経

験及び識見を有する者であって、匿名加工医療情報作成事業を統括管理し、責任を

有するものがいること。 

 

4-2-1-1 統括管理責任者の配置 

「匿名加工医療情報作成事業を統括管理し、責任を有する」（規則第５条第１号）者を配

置する必要がある。 

これを踏まえ、統括管理責任者の配置に関する書類では、統括管理責任者を名簿等で指定

する必要がある。 

 

4-2-1-2 統括管理責任者の権限及び責任 

統括管理責任者の配置に関する書類では、統括管理責任者について、匿名加工医療情報作

成事業者及び医療情報等取扱受託事業者を通じた組織体制における権限及び責任を明らか

にする必要がある。 

 

4-2-1-3 統括管理責任者の業務 

統括管理責任者の配置に関する書類では、統括管理責任者について、次に掲げる事項を記

載した上で、認定事業医療情報等の安全管理等に支障を来す事態を生じることなく、業務を

全うすることが可能であることを明らかにする必要がある。 

① 匿名加工医療情報作成事業者における統括管理責任者の勤務形態（例えば、雇用、出向、

派遣その他の契約形態、就業時間、役職等） 

② 匿名加工医療情報作成事業者における統括管理責任者の勤務形態が出向又は派遣であ

る場合にあっては、次に掲げる事項 

ⅰ 出向元又は派遣元 
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ⅱ 匿名加工医療情報作成事業者と出向元又は派遣元との間での報酬の負担及び情報の

管理に関する取扱い 

③ 統括管理責任者が匿名加工医療情報作成事業者における統括管理責任者の業務以外の

業務に従事する場合にあっては、次に掲げる事項 

ⅰ 統括管理責任者の業務以外の業務の内容（匿名加工医療情報作成事業かその他の事

業かの区分を含む。） 

ⅱ 統括管理責任者の業務とそれ以外の業務との間での就業時間の配分割 

 合 

④ 統括管理責任者が匿名加工医療情報作成事業者以外の法人又は個人で兼業する場合に

あっては、次に掲げる事項 

ⅰ 兼業の内容及び手続 

ⅱ 匿名加工医療情報作成事業者とそれ以外の法人又は個人との間での就業時間の配分

割合並びに報酬の負担及び情報の管理に関する取扱い 

⑤ 匿名加工医療情報作成事業者における統括管理責任者の就業期間が申請（申請者が申

請書類を補正する場合にあっては、申請書類の補正）の時点で３年未満である場合にあっ

ては、申請（申請者が申請書類を補正する場合にあっては、申請書類の補正）の時点まで

の３年間における就業先 

また、統括管理責任者に係る契約関係を明らかにする書類では、統括管理責任者が匿名加

工医療情報作成事業者のためにその指揮命令又は監督を受けてその業務に従事する契約関

係（例えば、雇用、出向、派遣等）にあることを明らかにする必要がある。 

なお、同一の法人で代表権又は業務執行権を有する役員が使用人を兼務することはでき

ないことに留意する必要がある（法人税法（昭和 40年法律第 34号）第 34条第６項及び法

人税法施行令（昭和 40年政令第 97号）第 71条第１項参照）。 

 

4-2-1-4 統括管理責任者の実務経験及び専門性 

「日本の医療分野の研究開発に資する匿名加工医療情報の作成に関する相当の経験及び

識見を有する者」（規則第５条第１号）とは、規則第５条第２号イからハまでに掲げる者に

求められる実務経験及び日本の医療情報取扱事業者における診療行為の実施結果（アウト

カム）を含む医療情報を取得し、並びに整理し、加工して匿名加工医療情報を作成し、及び

提供する一連の過程を統括管理する実務経験をそれぞれ一定程度有し、それらに相応する

知見を有するなど、高い専門性を有する者をいう。 

これを踏まえ、統括管理責任者に係る実務経験及び専門性に関する書類では、 

① 「日本の医療情報取扱事業者における診療行為の実施結果（アウトカム）を含む大規模

な医療情報について、利用用途等に応じた個人識別性のリスク評価で匿名加工の程度を

調整する等の安全性と有用性との両立を確保した匿名加工を実施することに関する一定

の実務経験」（4-2-2-4-1参照） 
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② 「大学、研究機関、企業等で一定の総括的な権限を有する者として、日本の医療情報取

扱事業者における診療行為の実施結果（アウトカム）を含む大規模な匿名加工医療情報を

用いた日本の医療分野の研究開発を一貫して実施する等の実務経験」（4-2-2-4-2参照） 

③ 「日本の医療情報取扱事業者における医療情報管理部門（例えば、医療機関の医療情報

部等）で一定の権限を有する者として、診療行為の実施結果（アウトカム）を含む大規模

な医療情報を管理する等の実務経験」（4-2-2-4-3参照） 

④ 「日本の医療情報取扱事業者における診療行為の実施結果（アウトカム）を含む医療情

報を取得し、並びに整理し、加工して匿名加工医療情報を作成し、及び提供する一連の過

程を統括管理する実務経験」 

のそれぞれに該当することを基礎付けるに足りる具体的な経歴等を記載した上で、それぞ

れの実務経験が申請（申請者が申請書類を補正する場合にあっては、申請書類の補正）の時

点で何年となるかを明らかにする必要がある。 

また、「それらに相応する知見を有するなど、高い専門性を有する」に該当することを基

礎付けるに足りる具体的な業績等を記載する必要がある。 

 

4-2-1-5 統括管理責任者の代位者 

匿名加工医療情報作成事業の継続性が担保されるよう、あらかじめ、統括管理責任者がそ

の業務に従事し得ない際に統括管理責任者に代位する者を指定する必要がある。 

このような統括管理責任者の代位者については、統括管理責任者と同様に、配置、権限及

び責任、業務並びに実務経験及び専門性を明らかにする必要がある。 

なお、統括管理責任者の配置、権限及び責任、業務並びに実務経験及び専門性について

は、4-2-1-1から 4-2-1-4までを参照すること。 

 

4-2-2 匿名加工医療情報作成事業を適正かつ確実に行うに足りる経験及び識見を有

する者（規則第５条第２号） 

規則第５条 

法第八条第三項第二号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 

二 匿名加工医療情報作成事業を適正かつ確実に行うに足りる経験及び識見を有す

る者として次に掲げるものをいずれも確保していること。 

イ 日本の医療分野の研究開発に資する匿名加工医療情報を作成するための大規

模な医療情報の加工に関する相当の経験及び識見を有する者 

ロ 匿名加工医療情報を用いた日本の医療分野の研究開発の推進に関する相当の

経験及び識見を有する者 

ハ 日本の医療分野の研究開発に資する匿名加工医療情報の作成に用いる医療情

報の取得及び整理に関する相当の経験及び識見を有する者 
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4-2-2-1 匿名加工医療情報作成事業を適正かつ確実に行うに足りる経験及び識見

を有する者の配置 

「匿名加工医療情報作成事業を適正かつ確実に行うに足りる経験及び識見を有する者」

（規則第５条第２号）を配置する必要がある。 

これを踏まえ、医療情報匿名加工責任者、研究開発推進責任者及び医療情報取得・整理責

任者の配置に関する書類では、医療情報匿名加工責任者、研究開発推進責任者及び医療情報

取得・整理責任者を名簿等で指定する必要がある。 

 

4-2-2-2 匿名加工医療情報作成事業を適正かつ確実に行うに足りる経験及び識見

を有する者の権限及び責任 

医療情報匿名加工責任者、研究開発推進責任者及び医療情報取得・整理責任者に関する書

類では、医療情報匿名加工責任者、研究開発推進責任者及び医療情報取得・整理責任者につ

いて、匿名加工医療情報作成事業者及び医療情報等取扱受託事業者を通じた組織体制にお

ける権限及び責任を明らかにする必要がある。 

 

4-2-2-3 匿名加工医療情報作成事業を適正かつ確実に行うに足りる経験及び識見

を有する者の業務 

医療情報匿名加工責任者、研究開発推進責任者及び医療情報取得・整理責任者の配置に関

する書類では、医療情報匿名加工責任者、研究開発推進責任者及び医療情報取得・整理責任

者について、次に掲げる事項を記載した上で、認定事業医療情報等の安全管理等に支障を来

す事態を生じることなく、業務を全うすることが可能であることを明らかにする必要があ

る。 

① 匿名加工医療情報作成事業者における医療情報匿名加工責任者、研究開発推進責任者

及び医療情報取得・整理責任者の就業形態（例えば、雇用、出向、派遣その他の契約形態、

就業時間、役職等） 

② 匿名加工医療情報作成事業者における医療情報匿名加工責任者、研究開発推進責任者

又は医療情報取得・整理責任者の就業形態が出向又は派遣である場合にあっては、次に掲

げる事項 

ⅰ 出向元又は派遣元 

ⅱ 匿名加工医療情報作成事業者と出向元又は派遣元との間での報酬の負担及び情報の

管理に関する取扱い 

③ 医療情報匿名加工責任者、研究開発推進責任者又は医療情報取得・整理責任者が匿名加

工医療情報作成事業者における医療情報匿名加工責任者、研究開発推進責任者又は医療

情報取得・整理責任者の業務以外の業務に従事する場合にあっては、次に掲げる事項 

ⅰ 医療情報匿名加工責任者、研究開発推進責任者又は医療情報取得・整理責任者の業務
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以外の業務の内容（匿名加工医療情報作成事業かその他の事業かの区分を含む。） 

ⅱ 医療情報匿名加工責任者、研究開発推進責任者又は医療情報取得・整理責任者の業務

とそれ以外の業務との間での就業時間の配分割合 

④ 医療情報匿名加工責任者、研究開発推進責任者又は医療情報取得・整理責任者が匿名加

工医療情報作成事業者以外の法人又は個人で兼業する場合にあっては、次に掲げる事項 

ⅰ 兼業の内容及び手続 

ⅱ 匿名加工医療情報作成事業者とそれ以外の法人又は個人との間での就業時間の配分

割合並びに報酬の負担及び情報の管理に関する取扱い 

⑤ 匿名加工医療情報作成事業者における医療情報匿名加工責任者、研究開発推進責任者

又は医療情報取得・整理責任者の就業期間が申請（申請者が申請書類を補正する場合にあ

っては、申請書類の補正）の時点で３年未満である場合にあっては、申請（申請者が申請

書類を補正する場合にあっては、申請書類の補正）の時点までの３年間における就業先 

また、医療情報匿名加工責任者、研究開発推進責任者及び医療情報取得・整理責任者に係

る契約関係を明らかにする書類では、医療情報匿名加工責任者、研究開発推進責任者及び医

療情報取得・整理責任者が匿名加工医療情報作成事業者のためにその指揮命令又は監督を

受けてその業務に従事する契約関係（例えば、雇用、出向、派遣等）にあることを明らかに

する必要がある。 

なお、同一の法人で代表権又は業務執行権を有する役員が使用人を兼務することはでき

ないことに留意する必要がある（法人税法（昭和 40年法律第 34号）第 34条第６項及び法

人税法施行令（昭和 40年政令第 97号）第 71条第１項参照）。 

 

4-2-2-4 匿名加工医療情報作成事業を適正かつ確実に行うに足りる経験及び識見

を有する者の実務経験及び専門性 

 

4-2-2-4-1 医療情報匿名加工責任者の実務経験及び専門性 

「日本の医療分野の研究開発に資する匿名加工医療情報を作成するための大規模な医療

情報の加工に関する相当の経験及び識見を有する者」（規則第５条第２号イ）とは、日本の

医療情報取扱事業者における診療行為の実施結果（アウトカム）を含む大規模な医療情報に

ついて、利用用途等に応じた個人識別性のリスク評価で匿名加工の程度を調整する等の安

全性と有用性との両立を確保した匿名加工を実施することに関する一定の実務経験を有し、

それに相応する知見を有するなど、高い専門性を有する者をいう。 

これを踏まえ、医療情報匿名加工責任者に係る実務経験及び専門性を明らかにする書類

では、「日本の医療情報取扱事業者における診療行為の実施結果（アウトカム）を含む大規

模な医療情報について、利用用途等に応じた個人識別性のリスク評価で匿名加工の程度を

調整する等の安全性と有用性との両立を確保した匿名加工を実施することに関する一定の

実務経験」に該当することを基礎付けるに足りる具体的な経歴等を記載した上で、当該実務
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経験が申請（申請者が申請書類を補正する場合にあっては、申請書類の補正）の時点で何年

となるかを明らかにする必要がある。 

また、「それに相応する知見を有するなど、高い専門性を有する」に該当することを基礎

付けるに足りる具体的な業績等を記載する必要がある。 

 

4-2-2-4-2 研究開発推進責任者の実務経験及び専門性 

「匿名加工医療情報を用いた日本の医療分野の研究開発の推進に関する相当の経験及び

識見を有する者」（規則第５条第２号ロ）とは、大学、研究機関、企業等で一定の総括的な

権限を有する者として、日本の医療情報取扱事業者における診療行為の実施結果（アウトカ

ム）を含む大規模な匿名加工医療情報を用いた日本の医療分野の研究開発を一貫して実施

する等の実務経験を５年以上有し、それに相応する知見を有するなど、匿名加工医療情報取

扱事業者における日本の医療分野の研究開発に関するニーズを把握し、かつ、開発すること

について、高い専門性を有する者をいう。 

これを踏まえ、研究開発推進責任者に係る実務経験及び専門性を明らかにする書類では、

「大学、研究機関、企業等で一定の総括的な権限を有する者として、日本の医療情報取扱事

業者における診療行為の実施結果（アウトカム）を含む大規模な匿名加工医療情報を用いた

日本の医療分野の研究開発を一貫して実施する等の実務経験」に該当することを基礎付け

るに足りる具体的な経歴等を記載した上で、当該実務経験が申請（申請者が申請書類を補正

する場合にあっては、申請書類の補正）の時点で何年となるかを明らかにする必要がある。 

また、「それに相応する知見を有するなど、匿名加工医療情報取扱事業者における日本の

医療分野の研究開発に関するニーズを把握し、かつ、開発することについて、高い専門性を

有する」に該当することを基礎付けるに足りる具体的な業績等を記載する必要がある。 

 

4-2-2-4-3 医療情報取得・整理責任者の実務経験及び専門性 

「日本の医療分野の研究開発に資する匿名加工医療情報の作成に用いる医療情報の取得

及び整理に関する相当の経験及び識見を有する者」とは、日本の医療情報取扱事業者におけ

る医療情報管理部門（例えば、医療機関の医療情報部等）で一定の権限を有する者として、

診療行為の実施結果（アウトカム）を含む大規模な医療情報を管理する等の実務経験を５年

以上有し、日本の医療情報取扱事業者における医療情報の種類、形式等の実態を踏まえ、適

切な方法で医療情報を取得するとともに、匿名加工医療情報取扱事業者における日本の医

療分野の研究開発に関するニーズに応じ、必要な医療情報を選定して抽出することについ

て、高い専門性を有する者をいう。 

この場合においては、例えば、医療機関の委託を受けて医療情報システムの運用を管理す

る実務経験も、認められる。 

これを踏まえ、医療情報取得・整理責任者に係る実務経験及び専門性を明らかにする書類

では、「日本の医療情報取扱事業者における医療情報管理部門（例えば、医療機関の医療情
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報部等）で一定の権限を有する者として、診療行為の実施結果（アウトカム）を含む大規模

な医療情報を管理する等の実務経験」に該当することを基礎付けるに足りる具体的な経歴

等を記載した上で、当該実務経験が申請（申請者が申請書類を補正する場合にあっては、申

請書類の補正）の時点で何年となるかを明らかにする必要がある。 

また、「日本の医療情報取扱事業者における医療情報の種類、形式等の実態を踏まえ、適

切な方法で医療情報を取得するとともに、匿名加工医療情報取扱事業者における日本の医

療分野の研究開発に関するニーズに応じ、必要な医療情報を選定して抽出することについ

て、高い専門性を有する」に該当することを基礎付けるに足りる具体的な業績等を記載する

必要がある。 

 

4-2-2-5 匿名加工医療情報作成事業を適正かつ確実に行うに足りる経験及び識見

を有する者の代位者 

匿名加工医療情報作成事業の継続性が担保されるよう、あらかじめ、医療情報匿名加工責

任者、研究開発推進責任者又は医療情報取得・整理責任者がその業務に従事し得ない際に医

療情報匿名加工責任者、研究開発推進責任者又は医療情報取得・整理責任者に代位する者を

指定する必要がある。 

このような医療情報匿名加工責任者、研究開発推進責任者又は医療情報取得・整理責任者

の代位者については、医療情報匿名加工責任者、研究開発推進責任者又は医療情報取得・整

理責任者と同様に、配置、権限及び責任、業務並びに実務経験及び専門性を明らかにする必

要がある。 

なお、匿名加工医療情報作成事業を適正かつ確実に行うに足りる経験及び識見を有する

者の配置、権限及び責任、業務並びに実務経験及び専門性については、4-2-2-1から 4-2-

2-4 までを参照すること。 

 

4-2-3 匿名加工医療情報作成事業の実施に必要な設備（規則第５条第３号） 

規則第５条 

法第八条第三項第二号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 

三 医療情報検索システムその他の匿名加工医療情報作成事業の実施に必要な設備

を備えていること。 

 

「医療情報検索システムその他の匿名加工医療情報作成事業の実施に必要な設備」とは、

次に掲げる設備をいう。 

① 大規模な医療情報を適切に格納し、検索し、及び保管することができる設備（以下「医

療情報検索システム」という。） 

② 大規模な医療情報を円滑かつ適正に取得することができる設備 

③ 匿名加工医療情報を円滑かつ適正に提供することができる設備 
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これを踏まえ、匿名加工医療情報作成事業の実施に必要な設備に関する書類では、医療情

報を取得し、並びに整理し、及び加工して匿名加工医療情報を作成し、及び提供する一連の

過程が明らかとなるよう、すべての設備の配置を図示するともに、それぞれの設備の機能を

記載する必要がある。 

この場合において、匿名加工医療情報作成事業以外の事業を兼業するときは、匿名加工医

療情報作成事業に係る設備かその他の事業に係る設備かの区分を明らかにする必要がある。 

また、認定事業医療情報等の全部又は一部の委託又は再委託をするときは、匿名加工医療

情報作成事業者に係る設備か医療情報等取扱受託事業者に係る設備かの区分を明らかにす

る必要がある。 

なお、送受信又は移送（規則第６条第４号ニ）及びサーバ用の電子計算機の接続（規則第

６条第４号ホ）については、Ⅲの 2-4-4及び 2-4-5を参照すること。 

 

4-2-3-1 医療情報検索システム 

匿名加工医療情報作成事業の実施に必要な設備に関する書類では、中期事業計画に記載

された自ら取得する医療情報の規模及び内容（4-2-6-3）に対応することが可能である設備

を備えていることが明らかとなるよう、医療情報検索システムについて、構成を図示すると

ともに、仕様を明らかにする必要がある。 

 

4-2-3-2 大規模な医療情報を円滑かつ適正に取得することができる設備 

匿名加工医療情報作成事業の実施に必要な設備に関する書類では、医療情報取扱事業者

による医療情報の提供を受ける方法が明らかとなるよう、医療情報取扱事業者による医療

情報の提供を受ける経路（例えば、個々の医療情報取扱事業者より直接に医療情報の提供を

受けるか、保健医療情報ネットワークを通じて間接に医療情報の提供を受けるか等）を含め、

大規模な医療情報を円滑かつ適正に取得することができる設備について、構成を図示する

とともに、仕様を明らかにする必要がある。 

この場合において、匿名加工医療情報作成事業以外の事業を兼業するときは、匿名加工医

療情報作成事業に係る医療情報とその他の事業に係る医療情報とを分別する仕組みを明ら

かにする必要がある。 

 

4-2-3-3 匿名加工医療情報を円滑かつ適正に提供することができる設備 

匿名加工医療情報作成事業の実施に必要な設備に関する書類では、匿名加工医療情報取

扱事業者に対して匿名加工医療情報を提供する方法が明らかとなるよう、オンサイトで匿

名加工医療情報を閲覧する設備を備えているかどうかを含め、匿名加工医療情報を円滑か

つ適正に提供することができる設備について、構成を図示するとともに、仕様を明らかにす

る必要がある。 
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4-2-4 法令等を遵守した運営（規則第５条第４号） 

規則第５条 

法第八条第三項第二号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 

四 匿名加工医療情報作成事業を適正かつ確実に行うための内部規則等を定め、こ

れに基づく事業の運営の検証がされる等、法令等を遵守した運営を確保している

こと。 

 

法令等を遵守した運営に関する書類では、法令等を遵守した運営を確保していることを

明らかにする必要がある。 

その一環として、匿名加工医療情報作成事業者が自ら遵守しなければならない法、規則等

の規定について、匿名加工医療情報作成事業者によって定められる内部規則等の規定に盛

り込んだ上で、その内容を明らかにする必要がある。 

また、医療情報等取扱受託事業者に遵守させなければならない法、規則等の規定について、

匿名加工医療情報作成事業者と医療情報等取扱受託事業者との間又は医療情報等取扱受託

事業者相互間で締結される契約等の規定に基づき、医療情報等取扱受託事業者によって定

められる内部規則等の規定に盛り込んだ上で、その内容を明らかにする必要がある。 

さらに、医療情報取扱事業者又は匿名加工医療情報取扱事業者に遵守させなければなら

ない法、規則等の規定について、匿名加工医療情報作成事業者によって定められる内部規則

等の規定に基づき、医療情報取扱事業者と匿名加工医療情報作成事業者との間又は匿名加

工医療情報作成事業者と匿名加工医療情報取扱事業者との間で締結される契約等の規定に

盛り込んだ上で、その内容を明らかにする必要がある。 

また、申請者が特定の個人を識別すること及びその作成に用いる医療情報を復元するこ

とができないようにするために必要な基準に従って匿名加工医療情報を作成する（法第 18

条第１項及び規則第 18条）能力を有することを明らかにする必要がある。 

なお、法令等を遵守した運営については、Ⅱを参照すること。 

 

4-2-5 経理的基礎（規則第５条第５号） 

規則第５条 

法第八条第三項第二号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 

五 匿名加工医療情報作成事業を適正かつ確実に、かつ継続して行うに足りる経理

的基礎を有すること。 

 

「匿名加工医療情報作成事業を適正かつ確実に、かつ継続して行うに足りる経理的基礎

を有する」（規則第５条第５号）とは、匿名加工医療情報作成事業の開始及び継続に必要な

資金等を調達することが可能であることをいう。 

これを踏まえ、経理的基礎に関する書類では、匿名加工医療情報作成事業者及び医療情報
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等取扱受託事業者のそれぞれについて、匿名加工医療情報作成事業の開始及び継続に必要

な資金等の総額及び当該資金等の調達方法（調達先ごとの調達額を含む。）を記載する必要

がある。 

なお、匿名加工医療情報作成事業者及び医療情報等取扱受託事業者のそれぞれについて、

認定を受けた後、資金等を調達しようとする場合には、あらかじめ、当該資金等の調達方法

（調達先ごとの調達額を含む。）を主務府省に報告する必要がある。 

 

4-2-5-1 申請者と拠出者又は議決権者との権利義務関係 

 経理的基礎に関する書類で法人の種別に応じて申請者と拠出者又は議決権者との権利義

務関係を記載する取扱いは、匿名加工医療情報作成事業を適正かつ確実に、かつ継続して行

うに足りる経理的基礎の確保、認定事業医療情報等の安全管理等に支障を来す事態を生じ

る懸念が認められるかどうかを確認する趣旨である。 

 なお、認定の申請に際しては、経理的基礎に関する書類では、法人の種別に応じ、申請（申

請者が申請書類を補正する場合にあっては、申請書類の補正）の時点における拠出者及び議

決権者（それを把握することが困難である場合にあっては、拠出者及び議決権者を把握する

ことが可能である直近の時点における拠出者及び議決権者）を記載する必要がある。 

 

4-2-5-1-1 一般社団法人 

経理的基礎に関する書類では、匿名加工医療情報作成事業者及び医療情報等取扱受託事

業者のそれぞれについて、申請者が一般社団法人である場合には、次に掲げる事項を記載す

る必要がある。 

① 社員名簿（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成 18 年法律第 48 号）第

31条） 

② 申請者と社員との権利義務関係（例えば、申請者と社員との合意等） 

③ 申請者と社員との権利義務関係に照らし、匿名加工医療情報作成事業を適正かつ確実

に、かつ継続して行うに足りる経理的基礎の確保、認定事業医療情報等の安全管理等に支

障を来す事態を生じる懸念が認められる場合にあっては、当該懸念を払拭するために講

ずべき措置の内容 

加えて、申請者が基金を引き受ける者の募集をするときは、次に掲げる事項を記載する必

要がある。 

① 基金の拠出者の氏名又は名称及びその拠出の履行をした基金の額 

② 申請者と基金の拠出者との権利義務関係（例えば、申請者と基金の拠出者との合意等） 

③ 申請者と基金の拠出者との権利義務関係に照らし、匿名加工医療情報作成事業を適正

かつ確実に、かつ継続して行うに足りる経理的基礎の確保、認定事業医療情報等の安全管

理等に支障を来す事態を生じる懸念が認められる場合には、当該懸念を払拭するために

講ずべき措置の内容 
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4-2-5-1-2 一般財団法人 

経理的基礎に関する書類では、匿名加工医療情報作成事業者及び医療情報等取扱受託事

業者のそれぞれについて、申請者が一般財団法人である場合には、次に掲げる事項を記載す

る必要がある。 

① 設立者の氏名又は名称及びその財産の拠出の額 

② 評議員の氏名 

③ 申請者と設立者又は評議員との権利義務関係（例えば、申請者と設立者又は評議員との

合意等） 

④ 申請者と設立者又は評議員との権利義務関係に照らし、匿名加工医療情報作成事業を

適正かつ確実に、かつ継続して行うに足りる経理的基礎の確保、認定事業医療情報等の安

全管理等に支障を来す事態を生じる懸念が認められる場合には、当該懸念を払拭するた

めに講ずべき措置の内容 

 

4-2-5-1-3 株式会社 

経理的基礎に関する書類では、匿名加工医療情報作成事業者及び医療情報等取扱受託事

業者のそれぞれについて、申請者が株式会社であるときは、次に掲げる事項を記載する必要

がある。 

① 発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対するその有する株式の数の割合が高いこと

において上位となる 10名程度の株主の氏名又は名称、当該株主の有する株式の数及び当

該株主の有する株式に係る当該割合 

② 議決権の総数に対するその有する議決権の数の割合が高いことにおいて上位となる 10

名程度の株主の氏名又は名称、当該株主の有する議決権の数及び当該株主の有する議決

権に係る当該割合（当該法人が種類株式発行会社である場合に限る。） 

③ 申請者と当該株主との権利義務関係（例えば、投資契約、株主間契約、役職員出向契約

等） 

④ 申請者と当該株主との権利義務関係に照らし、匿名加工医療情報作成事業を適正かつ

確実に、かつ継続して行うに足りる経理的基礎の確保、認定事業医療情報等の安全管理等

に支障を来す事態を生じる懸念が認められる場合には、当該懸念を払拭するために講ず

べき措置の内容 

加えて、医療情報等取扱受託事業者について、申請者が株式会社であるときは、認定事業

医療情報等の取扱いの全部又は一部の委託又は再委託に関する契約において、医療情報等

取扱受託事業者について、10％以上の株式保有割合を有する株主が新たに生じた場合にお

いて、匿名加工医療情報作成事業を適正かつ確実に、かつ継続して行うに足りる経理的基礎

の確保、認定事業医療情報等の安全管理等を図るために必要があるときは、匿名加工医療情

報作成事業者又は医療情報等取扱受託事業者は、医療情報等取扱受託事業者に対し、当該契
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約を解除することができる旨を規定する必要がある。 

 

4-2-5-1-4 その他の法人 

経理的基礎に関する書類では、匿名加工医療情報作成事業者及び医療情報等取扱受託事

業者のそれぞれについて、申請者が一般社団法人、一般財団法人又は株式会社以外の法人で

ある場合にも、申請者が一般社団法人、一般財団法人又は株式会社である場合に準じて記載

する必要がある。 

 

4-2-5-2 匿名加工医療情報作成事業の継続を困難とするような事態の想定 

経理的基礎に関する書類では、匿名加工医療情報作成事業の継続を困難とするような事

態を具体的に想定し、それに応じた対策を記載する必要がある。 

その上で、想定外の事態が生じた場合における匿名加工医療情報作成事業者及び医療情

報等取扱受託事業者を通じた組織的な意思決定の体制を記載する必要がある。 

 

4-2-6 中期事業計画（規則第５条第６号） 

規則第５条 

法第八条第三項第二号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 

六 法第四条第一項に規定する基本方針（次号において「基本方針」という。）に照

らし適切なものであると認められる匿名加工医療情報作成事業に関する中期的な

計画を有すること。 

 

中期事業計画は、基本方針に照らし適切なものでなければならない。 

 

4-2-6-1 基本理念及びそれに基づく事業運営方針 

中期事業計画に関する書類では、日本の医療分野の研究開発に資するよう、匿名加工医療

情報作成事業を適正かつ確実に行うことができることについて、本人又はその遺族、医療情

報取扱事業者及び匿名加工医療情報取扱事業者を始めとする国民の信頼が確保されるよう、

基本理念及びそれに基づく事業運営方針（申請（申請者が申請書類を補正する場合にあって

は、申請書類の補正）の日の属する事業年度を初年度とする５年間を基本とする計画期間を

含む。）を記載する必要がある。 

その一環として、法の意義を踏まえ、次に掲げる方針を明らかにする必要がある。 

① 医療機関、介護事業所、地方公共団体、医療保険者、学校設置者等の多様な医療情報取

扱事業者より、診療行為の実施結果（アウトカム）を含む多様な医療情報を取得するとと

もに、２以上の医療情報取扱事業者によって提供される同一の本人に係る生涯にわたる

医療情報を連結する方針 

② 他の認定匿名加工医療情報作成事業者に対する医療情報の提供も含め、認定匿名加工
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医療情報作成事業者相互間で連携して協力しつつ、先端的な医療に限らず、地域の医療・

介護・予防・日常生活支援・住まいも含め、幅広く、日本の医療分野の研究開発に資する

よう、産学官を問わず、多様な匿名加工医療情報取扱事業者の多様なニーズに応える方針 

③ 匿名加工医療情報取扱事業者によって負担される利用料で自律的に匿名加工医療情報

作成事業を運営する方針 

加えて、認定事業医療情報等の取扱いの全部又は一部の委託又は再委託をする場合には、

匿名加工医療情報作成事業者と医療情報等取扱受託事業者との間又は医療情報等取扱受託

事業者相互間で分担される業務の内容を明らかにする必要がある。 

なお、認定事業医療情報等の取扱いの委託又は再委託（法第 23条）については、Ⅱの 2-

2-12及び 3-2-2-2を参照すること。 

 

4-2-6-2 医療情報を提供する医療情報取扱事業者の数及び属性 

中期事業計画に関する書類では、医療情報を提供する医療情報取扱事業者の属性（例えば、

医療機関、介護事業所、地方公共団体、医療保険者、学校設置者等）ごとの数について、計

画期間中の各事業年度における目標及び具体的な達成計画を含め、記載する必要がある。 

その一環として、医療情報取扱事業者に対する費用の負担、サービスの提供その他の措置

に関する取扱い（匿名加工医療情報作成事業かその他の事業かの区分を含む。）を明らかに

する必要がある。 

そのうち、医療情報取扱事業者に対する費用の負担については、匿名加工医療情報作成事

業者は、医療情報取扱事業者に対し、医療情報の提供に必要な費用を超えるような医療情報

の提供の対価を支払わないことが基本である。 

もっとも、匿名加工医療情報作成事業者が医療情報取扱事業者に対して医療情報の提供

に必要な費用を負担することは、妨げられない。 

 

4-2-6-3 自ら取得する医療情報の規模及び内容 

中期事業計画に関する書類では、医療情報を提供する医療情報取扱事業者の属性（例えば、

医療機関、介護事業所、地方公共団体、医療保険者、学校設置者等）ごとの数に応じた、自

ら取得する医療情報の内容（例えば、カルテ、画像、レセプト、ＤＰＣ、健康診断、遺伝子

検査等）ごとの規模について、医療情報の規模及び内容に関する書類と整合的に、計画期間

中の各事業年度における目標及び具体的な達成計画を含め、記載する必要がある。 

その一環として、本人に通知するに先立って作成された医療情報の遡及的な取得に関す

る取扱いを明らかにする必要がある。 

なお、医療情報の規模及び内容（規則第５条第９号）については、4-2-9を参照すること。 

 

4-2-6-4 自ら提供する匿名加工医療情報の内容 

中期事業計画に関する書類では、匿名加工医療情報取扱事業者の属性（例えば、産学官等）
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ごとのニーズを踏まえ、自ら取得する医療情報の内容に応じた、自ら提供する匿名加工医療

情報の内容について、計画期間中における変化を含め、記載する必要がある。 

この場合において、匿名加工医療情報作成事業の目的の達成に必要な範囲内で、自ら取得

した医療情報を利用して統計情報を提供するときは、その内容に関しても、同様に記載する

必要がある。 

 

4-2-6-5 匿名加工医療情報の提供を受ける匿名加工医療情報取扱事業者の数及び

属性 

中期事業計画に関する書類では、匿名加工医療情報の提供（匿名加工医療情報作成事業の

目的の達成に必要な範囲内で、自ら取得した医療情報を利用して統計情報を提供する場合

にあっては、統計情報の提供を含む。）を受ける匿名加工医療情報取扱事業者の属性（例え

ば、産学官等）ごとの数について、計画期間中の各事業年度における目標及び具体的な達成

計画を含め、記載する必要がある。 

その一環として、匿名加工医療情報取扱事業者に対する利用料の設定、サービスの提供そ

の他の措置に関する取扱い（匿名加工医療情報作成事業かその他の事業かの区分を含む。）

を明らかにする必要がある。 

そのうち、匿名加工医療情報取扱事業者に対する利用料の設定については、匿名加工医療

情報作成事業の安定的かつ継続的な運営を確保しつつ、産学官の多様な匿名加工医療情報

取扱事業者による匿名加工医療情報作成事業の利用を可能とするため、匿名加工医療情報

作成事業の効果的かつ能率的な運営に努めつつ、匿名加工医療情報作成事業の運営に必要

な費用（質の高い医療情報の収集のためのシステムを始めとする医療情報基盤の拡充に資

する費用を含む。）を転嫁することが基本である。 

これは、匿名加工医療情報作成事業者が医療情報取扱事業者に対して医療情報の提供に

必要な費用を負担する場合には、それを匿名加工医療情報取扱事業者によって負担される

利用料に転嫁することも、妨げられないことを意味する。 

また、不当な差別的取扱いの禁止（規則第５条第 11号）については、4-2-11を参照する

こと。 

 

4-2-6-6 匿名加工医療情報作成事業に係る収支 

中期事業計画に関する書類では、計画期間中の各事業年度における収支（財務諸表に匹敵

する程度の内訳を含む。）の見込み及びその根拠（匿名加工医療情報作成事業の目的の達成

に必要な範囲内で、自ら取得した医療情報を利用して統計情報を提供する場合にあっては、

それに係るものを含む。）を記載する必要がある。 

また、収支が赤字となるときは、匿名加工医療情報作成事業の継続が可能となるよう、損

失を補填する方法を記載する必要がある。これに対し、収支が黒字となるときは、匿名加工

医療情報作成事業に還元されるよう、利益を処分する方法を記載する必要がある。 
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この場合において、匿名加工医療情報作成事業以外の事業を兼業するときは、匿名加工医

療情報作成事業に係る部門における経理区分を明らかにする必要がある。 

なお、認定事業医療情報等の取扱いの全部又は一部の委託又は再委託をする場合には、匿

名加工医療情報作成事業者及び医療情報等取扱受託事業者のそれぞれについて、経理区分

を明らかにする必要がある。 

 

4-2-6-7 その他 

その他参考となる事項を記載する必要がある。 

 

4-2-7 適切な審査のための体制（規則第５条第７号） 

規則第５条 

法第八条第三項第二号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 

七 匿名加工医療情報の提供の是非の判断に際して、基本方針に照らし、匿名加工医

療情報が医療分野の研究開発に資するために適切に取り扱われることについて適

切に審査するための体制を整備していること。 

 

「匿名加工医療情報の提供の是非の判断に際して、基本方針に照らし、匿名加工医療情報

が医療分野の研究開発に資するために適切に取り扱われることについて適切に審査するた

めの体制を整備していること」（規則第５条第７号）とは、匿名加工医療情報作成事業者に

おいて、次に掲げる要件を満たす委員会（以下「審査委員会」という。）の組織及び運営が

確保されるよう、4-2-7-1から 4-2-7-5までに掲げる要件を満たす審査委員会の組織及び運

営に関する規程（以下「審査委員会規程」という。）を定めるとともに、審査委員会の委員

及び審査に関する事務に従事する者に対して審査委員会規程の遵守を徹底していることを

いう。 

① 審査を適切に実施する能力があること。 

② 審査委員会を中立かつ公正に運営する能力があること。 

これを踏まえ、適切な審査のための体制に関する書類では、適切な審査のための体制の整

備に関する方針を明らかにする必要がある。 

なお、医療情報取扱事業者において、認定匿名加工医療情報作成事業者に対して医療情報

を提供するに当たっては、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針（令和３

年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第１号）及び遺伝子治療等臨床研究に関する指

針（平成 27 年厚生労働省告示第 344号）（以下「倫理指針」という。）の適用対象とならな

いため、倫理指針で定める倫理審査委員会の承認を得る必要はない。 

また、匿名加工医療情報取扱事業者において、認定匿名加工医療情報作成事業者による匿

名加工医療情報の提供（認定事業の目的の達成に必要な範囲内で、自ら取得した医療情報を

利用して統計情報を提供する場合にあっては、統計情報の提供を含む。）を受けるに当たっ
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ては、倫理指針の適用対象とならないため、倫理指針で定める倫理審査委員会の承認を得る

必要はない。 

 

4-2-7-1 審査の対象 

審査の対象は、次に掲げる事項を含まなければならない。 

① 匿名加工医療情報取扱事業者に対する匿名加工医療情報の提供（匿名加工医療情報作

成事業の目的の達成に必要な範囲内で、自ら取得した医療情報を利用して統計情報を提

供する場合にあっては、統計情報の提供を含む。） 

② 他の認定匿名加工医療情報作成事業者に対する医療情報の提供（法第 25条） 

 

4-2-7-2 審査の内容 

審査の内容は、次に掲げる事項を含まなければならない。 

① 利用の目的が基本方針に照らして適切な日本の医療分野の研究開発に資するものであ

るか。 

② 利用の内容が科学的に妥当であるか。 

③ 研究開発の結果が一般市民に提供される場合にあっては、その公表等の方法が一定の

地域又は団体に属する者等の特定の個人又はその子孫以外の者にも不利益を生じないよ

うに配慮されたものであるか。 

④ 研究開発に係る金銭その他の利益の収受及びその管理の方法が妥当であるか。 

⑤ 提供の内容及び方法が法、規則等に照らして妥当であるか。 

 

4-2-7-3 審査の位置付け 

匿名加工医療情報作成事業者は、匿名加工医療情報若しくは統計情報又は医療情報を提

供しようとするときは、あらかじめ、審査委員会の審査を経た上で、その結果に従わなけれ

ばならない。 

また、匿名加工医療情報作成事業者は、匿名加工医療情報取扱事業者又は他の認定匿名加

工医療情報作成事業者に対し、審査委員会の審査の結果に従った匿名加工医療情報若しく

は統計情報又は医療情報の取扱いを確保するため、匿名加工医療情報作成事業者と匿名加

工医療情報取扱事業者又は他の認定匿名加工医療情報作成事業者との間で締結される契約

等に基づき、利用条件及び安全管理措置並びにそれらに違反する行為に対する制裁の措置

を設定しなければならない。 

なお、匿名加工医療情報取扱事業者の安全管理措置の確保（規則第６条第５号ニ）につい

ては、Ⅳの５を参照すること。 
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4-2-7-4 審査委員会の組織 

4-2-7-4-1 審査委員会の委員の構成 

審査委員会の多様性及び独立性に対する国民の信頼が確保されるよう、審査委員会の委

員の構成は、次のいずれにも該当するものでなければならない。 

① ５人以上の委員を含むこと。 

② 男女両性の委員を含むこと。 

③ 次に掲げる者である委員をいずれも含むこと。この場合においては、次に掲げる者であ

る委員は、それぞれ、他を同時に兼ねることができない。 

ⅰ 自然科学（例えば、医学、医療等）の有識者 

ⅱ 人文・社会科学（例えば、倫理学、法律学等）の有識者 

ⅲ 本人又はその遺族の観点を含めて一般の立場で意見を述べることができる者（ⅰ又

はⅱに該当するものを除く。） 

④ 審査委員会の設置及び運営の主体である匿名加工医療情報作成事業者又はその医療情

報等取扱受託事業者の役員又は従業者のいずれでもない委員を２以上含むこと。 

⑤ 認定事業医療情報等を取り扱うかどうかを問わず、審査委員会の設置及び運営の主体

である匿名加工医療情報作成事業者又はその医療情報等取扱受託事業者のために匿名加

工医療情報作成事業（審査委員会の委員として審査を実施する業務を除く。）に従事する

者（特定役員及び特定使用人を含む。）である委員を含まないこと。 

加えて、審査委員会の委員の構成については、医療情報の匿名加工（統計処理を含む。）

に関する有識者である委員を含むことが望ましい。 

なお、審査委員会の設置及び運営の主体である匿名加工医療情報作成事業者又はその医

療情報等取扱受託事業者のために審査に関する事務に従事する者が審査委員会に出席して

意見を述べることは、妨げられない。 

 

4-2-7-4-2 審査委員会の委員の選任 

審査委員会の委員の選任が審査委員会の委員の構成に関する要件に適合するよう、審査

委員会の委員の選任の要件及び手続を定める必要がある。 

なお、審査委員会の委員の構成については、4-2-7-4-1を参照すること。 

 

4-2-7-4-3 審査委員会の委員の解任 

審査の適切な実施及び審査委員会の中立かつ公正な運営に対する国民の信頼が確保され

るよう、審査委員会の委員の解任の要件及び手続を定める必要がある。 

 

4-2-7-5 審査委員会の運営 

4-2-7-5-1 審査委員会の定足数 

審査委員会に出席する委員の構成が審査委員会の委員の構成に関する要件に適合するよ
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う、審査委員会の定足数を定める必要がある。 

なお、審査委員会の委員の構成については、4-2-7-4-1を参照すること。 

 

4-2-7-5-2 審査委員会の議決 

審査の適切な実施及び審査委員会の中立かつ公正な運営に対する国民の信頼が確保され

るよう、審査委員会の議決の要件及び手続を定める必要がある。 

その一環として、審査の対象となる案件について、利害関係を有する委員は、議決権を行

使しないよう、定める必要がある。 

 

4-2-7-5-3 審査委員会の迅速審査 

「迅速審査」とは、審査委員会が指名する委員による審査の結果を合議体としての審査委

員会の審査の結果として取り扱う審査をいう。 

迅速審査を実施するに当たっては、あらかじめ、迅速審査の要件（例えば、適用範囲等）

及び手続（例えば、実施方法等）を定める必要がある。 

その一環として、審査委員会が指名する委員による審査の結果を審査委員会のすべての

委員に報告する取扱いを定める必要がある。 

 

4-2-7-5-4 審査委員会に関する記録の作成及び保存 

匿名加工医療情報作成事業者は、審査委員会の審査に関する記録を作成するとともに、当

該記録を審査の対象となる案件の結了までの間保存しなければならない。 

 

4-2-7-5-5 審査委員会に関する情報公開 

審査の適切な実施及び審査委員会の中立かつ公正な運営に対する国民の信頼が確保され

るよう、あらかじめ、審査委員会規程及び審査委員会の委員の名簿を公表するとともに、年

１回以上、審査委員会の開催の状況及び審査の概要（公にすることによって事業運営に重大

な支障を来すなど、公にしない必要がある事項であって、審査委員会が認めたものを除く。）

を公表する必要がある。 

なお、匿名加工医療情報取扱事業者に対する匿名加工医療情報の提供（匿名加工医療情報

作成事業の目的の達成に必要な範囲内で、自ら取得した医療情報を利用して統計情報を提

供する場合にあっては、統計情報の提供を含む。）に係る標準処理期間を公表することが望

ましい。 

 

4-2-8 広報及び啓発並びに相談のための体制（規則第５条第８号） 

規則第５条 

法第八条第三項第二号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 

八 広報及び啓発並びに本人、医療情報取扱事業者又は匿名加工医療情報取扱事業
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者からの相談に応ずるための体制を整備していること。 

 

「広報及び啓発並びに本人、医療情報取扱事業者又は匿名加工医療情報取扱事業者から

の相談に応じるための体制」（規則第５条第８号）とは、匿名加工医療情報作成事業に関す

る広報及び啓発（匿名加工医療情報作成事業の実施状況の公表を含む。）を実施するととも

に、匿名加工医療情報作成事業に関する本人若しくはその遺族、医療情報取扱事業者又は匿

名加工医療情報取扱事業者からの相談（苦情を含む。）に応ずるための体制をいう。 

なお、匿名加工医療情報作成事業者又は医療情報等取扱受託事業者において、匿名加工医

療情報作成事業以外の事業を兼業するときは、広報若しくは啓発を実施し、又は相談（苦情

を含む。）に応ずるに当たり、匿名加工医療情報作成事業とその他の事業との間で国民の誤

認を生じないよう、匿名加工医療情報作成事業かその他の事業かの区分を明らかにする必

要がある。 

 

4-2-8-1 広報及び啓発のための体制 

広報及び啓発並びに相談のための体制に関する書類では、匿名加工医療情報作成事業者

及び医療情報等取扱受託事業者のそれぞれによる本人又はその遺族、医療情報取扱事業者

及び匿名加工医療情報取扱事業者のそれぞれに対する広報及び啓発について、実施時期、実

施媒体、実施内容、実施体制（責任者を含む。）等を記載する必要がある。 

その一環として、現場から提供されるデータの利活用の成果が現場へ還元される社会全

体の好循環に資するよう、次に掲げる事項に関する方針を明らかにする必要がある。 

① 統括管理責任者、医療情報匿名加工責任者、研究開発推進責任者及び医療情報取得・整

理責任者並びに安全管理責任者の氏名の公表 

② 毎事業年度前又は変更前における事業計画書及び収支予算書の提出及び公表 

③ 毎事業年度終了後３月以内における事業報告書及び収支決算書の提出及び公表 

④ 認定事業医療情報等の安全管理に係る基本方針（公にすることによって事業運営に重

大な支障を来すような事項を除く。）の公表 

⑤ 漏えい等事態に際しては、影響を受ける本人等に対する連絡又は公表を含め、適切かつ

迅速に対応する方針の公表 

⑥ 認定事業医療情報等の取扱いに関する第三者による評価の結果（公にすることによっ

て事業運営に重大な支障を来すような事項を除く。）の公表 

⑦ 匿名加工の前後の医療情報に係る複数のサンプルであって、リアルデータによらない

でダミーデータによるものの公表 

⑧ どのような匿名加工医療情報の提供（匿名加工医療情報作成事業の目的の達成に必要

な範囲内で、自ら取得した医療情報を利用して統計情報を提供する場合にあっては、統計

情報の提供を含む。）がどのような日本の医療分野の研究開発を通じてどのような成果の

実現に至るかに関する実績及び見込み（匿名加工医療情報取扱事業者の権利、競争上の地
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位その他正当な利益を害するなど、公にすることによって事業運営に重大な支障を来す

ようなものを除く。）の公表 

 加えて、医療情報取扱事業者における本人に対する通知（法第 30 条第１項及び第２項）

の件数に占める医療情報の提供の停止又は既に提供された医療情報の削除の求めの件数の

比率を定期的に公表することが望ましい。 

なお、事業計画書及び収支予算書並びに事業報告書及び収支予算書の提出及び公表（規則

第 13条）については、Ⅱの 2-2-5を参照すること。 

また、認定事業医療情報等の安全管理に係る基本方針（規則第６条第１号イ）、漏えい等

事態に際しての事務処理体制（規則第６条第１号ニ）及び安全管理に係る措置の継続的な確

保（規則第６条第１号ヘ）については、Ⅲの 2-1-1、2-1-4及び 2-1-6を参照すること。 

さらに、本人に対する通知（法第 30条第１項及び第２項）及び医療情報の提供の停止又は

既に提供された医療情報の削除の求めについては、Ⅴの 4-2及び 4-3を参照すること。 

 

4-2-8-2 相談のための体制 

広報及び啓発並びに相談のための体制に関する書類では、本人又はその遺族、医療情報取

扱事業者及び匿名加工医療情報取扱事業者のそれぞれから匿名加工医療情報作成事業者及

び医療情報等取扱受託事業者のそれぞれへの相談（苦情を含む。）について、受付日時（そ

の周知方法を含む。）、受付窓口（その周知方法を含む。）、対応手順（記録の作成及び保存を

含む。）、対応体制（責任者を含む。）等を記載する必要がある。 

その一環として、本人又はその遺族、医療情報取扱事業者及び匿名加工医療情報取扱事業

者のそれぞれから匿名加工医療情報作成事業者及び医療情報等取扱受託事業者のそれぞれ

への相談（苦情を含む。）を受け付ける日時及び窓口を公表する方針を明らかにする必要が

ある。 

加えて、相談（苦情を含む。）及びその対応の概要（公にすることによって事業運営に重

大な支障を来すような事項を除く。）を定期的に公表することが望ましい。 

なお、苦情の処理（法第 27条）については、Ⅱの 2-2-17を参照すること。 

 

4-2-9 医療情報の規模及び内容（規則第５条第９号） 

規則第５条 

法第八条第三項第二号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 

九 その取り扱う医療情報の規模及び内容が、匿名加工医療情報作成事業を適正か

つ確実に行うに足りるものであること。 

 

「その取り扱う医療情報の規模及び内容が、匿名加工医療情報作成事業を適正かつ確実

に行うに足りるものであること」（規則第５条第９号）は、匿名レセプト情報・匿名特定健

診等情報データベース、匿名診療等関連情報データベース等で取り扱われていないような
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診療行為の実施結果（アウトカム）を含む医療情報を自ら取得することが可能である規模に

ついて、匿名加工医療情報作成事業開始後１年間で年間 100万人以上に達し、かつ、匿名加

工医療情報作成事業開始後３年間で年間 200万人以上に達することを基本とする。 

そのうち、「匿名レセプト情報・匿名特定健診等情報データベース、匿名診療等関連情報

データベース等で取り扱われていないような診療行為の実施結果（アウトカム）を含む医療

情報を自ら取得することが可能である規模」については、「医療情報」（法第２条第１項）に

該当するデータのうち、カルテデータ、画像データ等を勘案するが、レセプトデータ、ＤＰ

Ｃデータ、健康診断データ、遺伝子検査データ等を勘案しない。 

また、「匿名加工医療情報作成事業開始後１年間で年間 100万人以上であり、かつ、匿名

加工医療情報作成事業開始後３年間で年間 200万人以上に達すること」については、医療情

報取扱事業者単位の実人数を合算した人数で判断する。 

このような医療情報の規模及び内容に関する基準は、申請者において、日本の医療分野の

研究開発に資するよう、匿名加工医療情報作成事業を適正かつ確実に行うことができるも

のと認められる旨の認定を受けるに足りる程度に、本人又はその遺族、医療情報取扱事業者

及び匿名加工医療情報取扱事業者を始めとする国民の信頼が得られるかどうかを確認する

趣旨である。 

このため、医療情報の規模及び内容に関する書類では、仮に申請者が匿名加工医療情報作

成事業を行う者の認定を受けるに至った場合には、法に基づく当該申請者に対する医療情

報の提供に協力する意向を有する旨及び法に基づいて当該申請者に提供される見込みの医

療情報の規模を記載した医療情報取扱事業者の代表者又はそれに代わる者の名義の文書を

添付することにより、医療情報の規模及び内容に関する基準に適合することを明らかにす

る必要がある。 

 

4-2-10 医療分野の標準的な規格に対応した医療情報の円滑な取扱い（規則第５条第

10号） 

規則第５条 

法第八条第三項第二号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 

十 医療分野の標準的な規格に対応した医療情報を円滑に取り扱うことができるこ

と。 

 

「医療分野の標準的な規格に対応した医療情報を円滑に取り扱うことができること」（規

則第５条第 10 号）とは、「保健医療情報分野の標準規格として認めるべき規格について」

（平成 22 年 3 月 31 日医政発 0331 第 1 号厚生労働省医政局長通知）で定める保健医療情

報分野の標準規格で医療情報取扱事業者による医療情報の提供を受けることができること

をいう。 

これを踏まえ、匿名加工医療情報作成事業の実施に必要な設備に関する書類では、保健医
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療情報分野の標準規格で医療情報取扱事業者による医療情報の提供を受ける体制が整備さ

れていることを明らかにする必要がある。 

 

4-2-11 不当な差別的取扱いの禁止（規則第５条第 11号） 

規則第５条 

法第八条第三項第二号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 

十一 申請者が行う匿名加工医療情報作成事業において、特定の匿名加工医療情報

取扱事業者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。 

 

法令等を遵守した運営に関する書類では、匿名加工医療情報の提供（匿名加工医療情報作

成事業の目的の達成に必要な範囲内で、自ら取得した医療情報を利用して統計情報を提供

する場合にあっては、統計情報の提供を含む。）を受ける匿名加工医療情報取扱事業者（医

療情報の提供を受ける他の認定匿名加工医療情報作成事業者を含む。）の相互間において、

利用料等の利用条件について、不当な差別的取扱いをしない旨の内部規則等の規定を明ら

かにする必要がある。 

この場合において、特定の匿名加工医療情報取扱事業者による特定の匿名加工医療情報

又は統計情報の独占的な利用を一定の期間に限定して許諾する取扱いを想定するときは、

産学官の多様な匿名加工医療情報取扱事業者の多様なニーズに応えることに重大な支障を

来さないよう、どのような条件を設定する方針かを明らかにする必要がある。 

なお、産学官の多様な匿名加工医療情報取扱事業者による匿名加工医療情報作成事業の

利用を可能とするため、匿名加工医療情報取扱事業者の属性（例えば、産学官等）も勘案し

て応能的に利用料を設定する取扱いは、必ずしも「不当な差別的取扱い」（規則第５条第 11

号）に該当しない。 

また、匿名加工医療情報作成事業者に対する医療情報の提供に協力する医療情報取扱事

業者が匿名加工医療情報取扱事業者として匿名加工医療情報の提供（匿名加工医療情報作

成事業の目的の達成に必要な範囲内で、自ら取得した医療情報を利用して統計情報を提供

する場合にあっては、統計情報の提供を含む。）を受ける際の利用料を減免する取扱いは、

必ずしも「不当な差別的取扱い」（規則第５条第 11号）に該当しない。 

 

4-3 安全管理措置に関する基準（法第８条第３項第３号及び第４号） 

法第８条 

３ 主務大臣は、第一項の認定の申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項

の認定をしなければならない。 

三 医療情報等及び匿名加工医療情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該医

療情報等及び匿名加工医療情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして主務

省令で定める措置が講じられていること。 
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四 申請者が、前号に規定する医療情報等及び匿名加工医療情報の安全管理のための

措置を適確に実施するに足りる能力を有すること。 

 

規則第６条 

法第八条第三項第三号及び法第二十条の主務省令で定める措置は、次のとおりとす

る。 

一 組織的安全管理措置 

  イ 認定事業に関し管理する医療情報等及び匿名加工医療情報（この条において「認

定事業医療情報等」という。）の安全管理に係る基本方針を定めていること。 

  ロ 認定事業医療情報等の安全管理に関する相当の経験及び識見を有する責任者を

配置していること。 

  ハ 認定事業医療情報等を取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にしている

こと。 

  ニ 認定事業医療情報等の漏えい、滅失又は毀損（以下「漏えい等」という。）が発

生し、又は発生したおそれがある事態が生じた場合における事務処理体制が整備

されていること。 

  ホ 安全管理措置に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行

っていること。 

  ヘ 外部の専門家による情報セキュリティ監査の受検又は第三者認証の取得によ

り、安全管理に係る措置の継続的な確保を図っていること。 

二 人的安全管理措置 

  イ 認定事業医療情報等を取り扱う者が、法第八条第三項第一号ハ(1)から(4)まで

のいずれにも該当しない者であることを確認していること。 

  ロ 認定事業医療情報等を取り扱う者が、認定事業の目的の達成に必要な範囲を超

えて、認定事業医療情報等を取り扱うことがないことを確保するための措置を講

じていること。 

  ハ 認定事業医療情報等を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行っているこ

と。 

  ニ 認定事業医療情報等を取り扱う権限を有しない者による認定事業医療情報等の

取扱いを防止する措置を講じていること。 

  三 物理的安全管理措置 

  イ 認定事業医療情報等を取り扱う施設設備を他の施設設備と区分していること。 

  ロ 認定事業医療情報等を取り扱う施設設備への立入り及び機器の持込みを制限す

る措置を講じているとともに、監視カメラの設置その他の当該施設設備の内部を

常時監視するための装置を備えていること。 

  ハ 認定事業に関し管理する医療情報等の取扱いに係る端末装置は、原則として、補
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助記憶装置及び可搬記録媒体（電子計算機又はその周辺機器に挿入し、又は接続し

て情報を保存することができる媒体又は機器のうち、可搬型のものをいう。）への

記録機能を有しないものとすること。 

  ニ 認定事業医療情報等を削除し、又は認定事業医療情報等が記録された機器、電子

媒体等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。 

  四 技術的安全管理措置 

   イ 認定事業医療情報等を取り扱う施設設備に、不正アクセス行為（不正アクセス行

為の禁止等に関する法律（平成十一年法律第百二十八号）第二条第四項に規定する

不正アクセス行為をいう。）を防止するため、適切な措置を講じていること。 

   ロ 認定事業医療情報等の取扱いに係る電子計算機及び端末装置の動作を記録する

とともに、通常想定されない当該電子計算機及び端末装置の操作を検知し、当該

操作が行われた電子計算機及び端末装置を制御する措置を講じていること。 

   ハ 認定事業医療情報等の取扱いに係る電子計算機又は端末装置において、第三者

が当該電子計算機又は端末装置に使用目的に反する動作をさせる機能が具備され

ていないことを確認していること。 

  ニ 認定事業医療情報等を電気通信により送受信するとき、又は移送し、若しくは移

送を受けるときは、次に掲げる措置を講じていること。 

    (1) 外部の者との送受信の用に供する電気通信回線として、専用線等（ＩＰーＶ

ＰＮサービス（電気通信事業報告規則（昭和六十三年郵政省令第四十六号）第一

条第二項第十五号に掲げるＩＰーＶＰＮサービスをいう。）に用いられる仮想専

用線その他のこれと同等の安全性が確保されると認められる仮想専用線を含

む。）を用いること。 

    (2) (1)に規定する電気通信回線に接続されるサーバ用の電子計算機のうち、医

療情報取扱事業者からの医療情報の受信に用いるものについては、外部への送

信機能を具備させないこと。 

    (3) (1)に規定する電気通信回線に接続されるサーバ用の電子計算機のうち、匿

名加工医療情報取扱事業者への匿名加工医療情報の送信に用いるものについて

は、外部からの受信機能を具備させないこと。また、(2)又はホに規定する電子

計算機以外のサーバ用の電子計算機を用いること。 

    (4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、認定事業医療情報等を適切に移送し、

又は移送を受けるために、暗号化等必要な措置を講ずること。 

  ホ 匿名加工医療情報の作成の用に供する医療情報の管理は、ニ(2)及び(3)の電子

計算機以外のサーバ用の電子計算機を用いることとし、ニ(2)及び(3)に規定する

電子計算機を経由する以外の方法による外部へのネットワーク接続を行わないこ

と。また、ニ(2)及び(3)に規定する電子計算機との接続においては、専用線を用い

ること。 
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五 その他の措置 

  イ 認定事業医療情報等の漏えいその他の事故が生じた場合における被害の補償の

ための措置を講じていること。 

  ロ 認定事業医療情報等を取り扱う施設設備の障害の発生の防止に努めるととも

に、これらの障害の発生を検知し、及びこれらの障害が発生した場合の対策を行う

ため、事業継続計画の策定、その機能を代替することができる予備の機器の設置そ

の他の適切な措置を講じていること。 

  ハ 医療情報の提供を受ける際に、医療情報取扱事業者による当該医療情報の提供

の方法及びこれに係る安全管理のための措置が適正である旨を確認しているこ

と。 

  ニ 匿名加工医療情報の提供の契約において、匿名加工医療情報取扱事業者による

当該匿名加工医療情報の利用の態様及びこれに係る安全管理のための措置が匿名

加工の程度に応じて適正であることを確保していること。 

 

次に掲げる書類では、それぞれ、認定事業医療情報等の安全管理のために必要かつ適切な

措置が講じられ、かつ、申請者が当該措置を適確に実施するに足りる能力を有すること（法

第８条第３項第３号及び第４号）を明らかにする必要がある。 

① 認定事業医療情報等の安全管理に係る基本方針に関する書類 

② 安全管理責任者の配置に関する書類 

③ 安全管理責任者に係る次に掲げる書類 

ⅰ 契約関係を明らかにする書類 

ⅱ 実務経験及び専門性を明らかにする書類 

④ 認定事業医療情報等を取り扱う者（以下「認定事業医療情報等取扱者」という。）の権

限及び責務並びに業務に関する書類 

⑤ 漏えい等事態に際しての事務処理体制に関する書類 

⑥ 安全管理措置に関する規程に係る書類 

⑦ 安全管理に係る措置の継続的な確保に関する書類 

⑧ 認定事業医療情報等取扱者が欠格事由（法第８条第３項第１号ハ⑴から⑷まで）に該当

しない旨を申請者が誓約する書類 

⑨ 認定事業医療情報等の適切な取扱いの確保に関する書類 

⑩ 認定事業医療情報等取扱者に対する教育及び訓練に関する書類 

⑪ 認定事業医療情報等の不適切な取扱いの防止に関する書類 

⑫ 施設設備の区分に関する書類 

⑬ 施設設備への立入り及び機器の持込みの制限並びに施設設備の内部の常時監視に関す

る書類 

⑭ 端末装置の機能の限定に関する書類 
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⑮ 復元不可能な手段での削除又は廃棄に関する書類 

⑯ 不正アクセス行為の防止に関する書類 

⑰ 電子計算機及び端末装置の動作の記録並びに操作の検知及び制御に関する書類 

⑱ 電子計算機又は端末装置の機能の確認に関する書類 

⑲ 送受信又は移送に関する書類 

⑳ サーバ用の電子計算機の接続に関する書類 

㉑ 被害の補償に関する書類 

㉒ 障害の発生の防止並びに検知及び対策に関する書類 

㉓ 医療情報取扱事業者の安全管理措置の確認に関する書類 

㉔ 匿名加工医療情報取扱事業者の安全管理措置の確保に関する書類 

なお、安全管理措置に関する基準については、Ⅲを参照すること。 

 

５ 認定匿名加工医療情報作成事業者に係る変更（法第９条） 

法第９条 

１ 前条第一項の認定を受けた者（以下「認定匿名加工医療情報作成事業者」という。）

は、同条第二項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省

令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令

で定める軽微な変更については、この限りでない。 

 

２ 認定匿名加工医療情報作成事業者は、前条第二項第一号に掲げる事項に変更があっ

たとき又は前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その

旨を主務大臣に届け出なければならない。 

３ 主務大臣は、前項の規定による届出（前条第二項第一号に掲げる事項の変更に係るも

のに限る。）があったときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。 

４ 前条第三項（第一号を除く。）及び第四項の規定は、第一項の変更の認定について準

用する。 

 

規則第８条 

１ 認定匿名加工医療情報作成事業者は、法第八条第二項第二号から第五号までに掲げ

る事項を変更しようとするときは、様式第三による申請書に次に掲げる書類を添えて、

主務大臣に提出し、変更の認定を受けなければならない。 

一 法第八条第三項各号に掲げる認定の基準に適合していることを証する書類及び第

三条第二項各号に掲げる書類のうち、当該変更事項に係る書類 

二 前条の認定証の写し 

２ 法第九条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次のいずれかに該当す

る場合とする。 
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  一 匿名加工医療情報作成事業を行う役員又は使用人の氏名の変更であって、役員又

は使用人の変更を伴わないもの 

  二 前号に掲げるもののほか、法第八条第二項第二号から第五号までに掲げる事項の

実質的な変更を伴わないもの 

３ 認定匿名加工医療情報作成事業者は、法第九条第二項の規定による届出をしようと

するときは、様式第四による届出書に、変更事項に係る書類及び前条の認定証の写しを

添えて、主務大臣に提出しなければならない。 

 

5-1 変更の認定と変更の届出との関係 

認定匿名加工医療情報作成事業者は、認定申請書（別紙及び添付書類を含む。）の記載事

項に変更を生じるときは、変更の認定を受け、又は変更の届出をしなければならない。 

そのうち、次に掲げる変更を生じる場合には、あらかじめ、変更の認定を受ける必要があ

る（法第９条第１項及び規則第８条第２項）。 

① 医療情報の整理及び加工の方法（法第８条第２項第２号及び第３号）の変更（実質的な

変更を伴わないものとして軽微な変更に該当するものを除く。） 

② 医療情報等及び匿名加工医療情報の管理の方法（法第８条第２項第４号）の変更（実質

的な変更を伴わないものとして軽微な変更に該当するものを除く。） 

③ 特定役員又は特定使用人の氏名及び住所（法第８条第２項第５号及び規則第３条第１

項）の変更（特定役員又は特定使用人の変更を伴わないものを除く。） 

これに対し、次に掲げる変更を生じる場合には、遅滞なく、変更の届出をする必要がある

（法第９条第２項及び規則第８条第２項）。 

① 名称及び住所（法第８条第２項第１号）の変更 

② 医療情報の整理及び加工の方法（法第８条第２項第２号及び第３号）の変更（実質的な

変更を伴わないものとして軽微な変更に該当するものに限る。） 

③ 医療情報等及び匿名加工医療情報の管理の方法（法第８条第２項第４号）の変更（実質

的な変更を伴わないものとして軽微な変更に該当するものに限る。） 

④ 特定役員又は特定使用人の氏名及び住所（法第８条第２項第５号及び規則第３条第１

項）の変更（特定役員又は特定使用人の変更を伴わないものに限る。） 

これを踏まえ、認定申請書（別紙及び添付書類を含む。）の記載事項に変更を生じる場合

には、認定の対象となる変更か届出の対象となる変更かについて、あらかじめ、主務府省と

協議する必要がある。 

なお、認定申請書（別紙及び添付書類を含む。）の記載事項に認定の対象となる変更と届

出の対象となる変更とを併せて生じる場合には、認定の対象となる変更のみならず届出の

対象となる変更も含めて変更の認定を受ける取扱いとして差し支えない。 

 

5-2 変更の認定 
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5-2-1 変更の認定の申請 

 

5-2-1-1 変更認定申請書 

認定匿名加工医療情報作成事業者は、変更の認定を受けようとするときは、次に掲げる事

項を記載した変更認定申請書（様式第３）を主務府省に提出しなければならない（規則第８

条第１項）。 

① 名称及び住所 

② 医療情報の整理及び加工の方法 

③ 医療情報等及び匿名加工医療情報の管理の方法 

④ 特定役員又は特定使用人の氏名及び住所 

 

5-2-1-1-1 名称及び住所 

変更の認定の申請も、新規の認定の申請と同様な取扱いである。 

 

5-2-1-1-2 医療情報の整理及び加工の方法 

変更の認定の申請も、変更事項に係る内容及び理由しか記載する必要がない点並びに別

紙として変更事項に係る書類しか提出する必要がない点を除いては、新規の認定の申請と

同様な取扱いである。 

 

5-2-1-1-3 医療情報等及び匿名加工医療情報の管理の方法 

変更の認定の申請も、変更事項に係る内容及び理由しか記載する必要がない点並びに別

紙として変更事項に係る書類しか提出する必要がない点を除いては、新規の認定の申請と

同様な取扱いである。 

 

5-2-1-1-4 特定役員又は特定使用人の氏名及び住所 

変更の認定の申請も、新規の認定の申請と同様な取扱いである。 

 

5-2-1-2 添付書類 

認定匿名加工医療情報作成事業者は、変更の認定を受けようとするときは、変更認定申請

書に次に掲げる書類を添付しなければならない（規則第８条第１項）。 

① 認定の基準に適合していることを証する書類 

② 申請者に係る次に掲げる書類 

ⅰ 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 

ⅱ 特定役員及び特定使用人に係る住民票の写し又はこれに代わる書類 

③ 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書 
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④ その他主務大臣が必要と認める書類 

⑤ 認定証の写し 

 

5-2-1-2-1 認定の基準に適合していることを証する書類（規則第８条第１項第１

号） 

変更の認定の申請も、変更事項に係る書類しか添付する必要がない点を除いては、新規の

認定の申請と同様な取扱いである。 

 

5-2-1-2-2 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの（規則第８条第１項

第１号） 

変更の認定の申請も、変更事項に係る書類しか添付する必要がない点を除いては、新規の

認定の申請と同様な取扱いである。 

 

5-2-1-2-3 特定役員及び特定使用人に係る住民票の写し又はこれに代わる書類

（規則第８条第１項第１号） 

変更の認定の申請も、変更事項に係る書類しか添付する必要がない点を除いては、新規の

認定の申請と同様な取扱いである。 

 

5-2-1-2-4 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び

収支予算書（規則第８条第１項第１号） 

変更の認定の申請も、変更事項に係る書類しか添付する必要がない点を除いては、新規の

認定の申請と同様な取扱いである。 

 

5-2-1-2-5 その他主務大臣が必要と認める書類（規則第８条第１項第１号） 

変更の認定の申請も、変更事項に係る書類（変更の箇所及び内容の一覧に関する書類を含

む。）しか添付する必要がない点を除いては、新規の認定の申請と同様な取扱いである。 

 

5-2-1-2-6 認定証の写し（規則第８条第１項第２号） 

新規の認定に際して交付された認定証の写しを添付する必要がある。 

 

5-2-2 変更の認定の審査 

変更の認定の申請も、変更事項に係る内容及び理由並びに変更事項に係る書類により、実

地確認を実施しない場合がある点を除いては、新規の認定の申請と同様な取扱いである。 

なお、変更の認定をしようとする場合には、新規の認定をしようとする場合と同様に、あ

らかじめ、主務大臣から個人情報保護委員会へ協議する必要がある（法第９条第４項におい

て準用する第８条第４項）。 
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これに対し、変更の認定をした場合には、新規の認定をした場合と異なり、次に掲げる措

置を講ずる必要がない。 

① 主務大臣による申請者に対する通知 

② 主務大臣による申請者に対する認定証の交付 

③ 主務大臣による公示 

 

5-2-3 変更の認定の標準処理期間 

変更の認定の標準処理期間は、６月である。 

 

5-2-4 変更の認定の基準 

主務大臣は、変更の認定の申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、変更の認定

をしなければならない（法第９条第４項において準用する第８条第３項（第１号を除く。））。 

① 申請者の能力に関する基準 

② 安全管理措置に関する基準 

 

5-2-4-1 申請者に係る欠格事由に関する基準 

申請者に係る欠格事由に関する基準（法第８条第３項第１号）は、変更の認定の基準でな

いが、これは、申請者に係る欠格事由に関する基準に適合しないような変更の認定の申請が

認定の取消しの事由（法第 15条第１項第２号）に該当するためである。 

したがって、変更の認定の申請が認定の基準に該当するかどうかを審査するに当たって

は、変更の認定の申請が申請者に係る欠格事由に該当して認定の取消しの事由に該当する

どうかも確認する必要がある。 

 この場合においては、同一人についても、特定役員又は特定使用人としての位置付け（例

えば、役員か使用人か、統括管理責任者か医療情報匿名加工責任者か研究開発推進責任者か

医療情報取得・整理責任者か安全管理責任者か等）が変更される場合には、役員及び使用人

の欠格事由（法第８条第３項第１号ハ）に該当するかどうかを確認する必要がある。 

 

5-2-4-2 申請者の能力に関する基準（法第９条第４項において準用する第８条第３

項第２号） 

変更の認定の申請も、新規の申請の認定と同様な取扱いである。 

 

5-2-4-3 安全管理措置に関する基準（法第９条第４項において準用する第８条第３

項第３号及び第４号） 

変更の認定の申請も、新規の申請の認定と同様な取扱いである。 

 

5-3 変更の届出 
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5-3-1 変更届出書 

認定匿名加工医療情報作成事業者は、変更の届出をしようとするときは、変更届出書（様

式第４）を主務大臣に提出しなければならない（規則第８条第３項）。 

 

5-3-2 添付書類 

認定匿名加工医療情報作成事業者は、変更の届出をしようとするときは、変更届出書に次

に掲げる書類を添付しなければならない（規則第８条第３項）。 

① 変更事項に係る書類（変更の箇所及び内容の一覧に関する書類を含む。） 

② 認定証の写し 

 

5-3-3 公示 

主務大臣は、名称及び住所（法第８条第２項第１号）に係る変更の届出があったときは、

遅滞なく、その旨を公示しなければならない（法第９条第３項）。 

これに対し、名称及び住所以外の事項（法第８条第２項第２号から第５号まで）に係る変更

の届出は、主務大臣による公示の対象とならない。 

 

６ 委託 

法第 23条 

 認定匿名加工医療情報作成事業者は、認定医療情報等取扱受託事業者に対してする

場合に限り、認定事業に関し管理する医療情報等又は匿名加工医療情報の取扱いの全

部又は一部を委託することができる。 

２ 前項の規定により医療情報等又は匿名加工医療情報の取扱いの全部又は一部の委託

を受けた認定医療情報等取扱受託事業者は、当該医療情報等又は匿名加工医療情報の

取扱いの委託をした認定匿名加工医療情報作成事業者の許諾を得た場合であって、か

つ、認定医療情報等取扱受託事業者に対してするときに限り、その全部又は一部の再委

託をすることができる。 

３ 前項の規定により医療情報等又は匿名加工医療情報の取扱いの全部又は一部の再委

託を受けた認定医療情報等取扱受託事業者は、当該医療情報等又は匿名加工医療情報

の取扱いの全部又は一部の委託を受けた認定医療情報等取扱受託事業者とみなして、

同項の規定を適用する。 

 

法第 28条 

認定匿名加工医療情報作成事業者の委託（二以上の段階にわたる委託を含む。）を受

けて医療情報等又は匿名加工医療情報を取り扱う事業を行おうとする者（法人に限

る。）は、申請により、当該事業を適正かつ確実に行うことができるものと認められる

旨の主務大臣の認定を受けることができる。 
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法第 29条 

第八条第二項（第二号及び第三号を除く。）、第三項（第二号を除く。）、第四項及び第

五項の規定は前条の認定について、第九条から第十四条まで、第十七条、第十八条第一

項及び第二項、第十九条から第二十二条まで、第二十四条、第二十六条並びに第二十七

条の規定は認定医療情報等取扱受託事業者について、第十五条及び第十六条の規定は

認定医療情報等取扱受託事業者に係る認定の取消しについて、それぞれ準用する。（以

下略） 

 

規則第 21条 

１ 認定匿名加工医療情報作成事業者は、法第二十三条第一項の規定による委託を行う

場合には、次に掲げる事項を記載した文書により当該委託を受けた認定医療情報等取

扱受託事業者との契約を締結しなければならない。 

一 当該委託に係る業務の範囲 

二 当該委託に係る業務の手順に関する事項 

三 前号の手順に基づき当該委託に係る業務が適正かつ円滑に行われているかどうか

を当該認定匿名加工医療情報作成事業者が確認することができる旨 

四 当該認定医療情報等取扱受託事業者に対する指示に関する事項 

五 前号の指示を行った場合において当該指示に基づく措置が講じられたかどうかを

当該認定匿名加工医療情報作成事業者が確認することができる旨 

六 当該認定医療情報等取扱受託事業者が当該認定匿名加工医療情報作成事業者に対

して行う報告に関する事項 

七 その他当該委託に係る業務について必要な事項 

２ 前項の規定は、法第二十三条第二項の規定による再委託について準用する。この場合

において、「認定匿名加工医療情報作成事業者」とあるのは、「法第二十三条第一項の規

定により医療情報等又は匿名加工医療情報の取扱いの全部又は一部の委託を受けた認

定医療情報等取扱受託事業者」と読み替えるものとする。 

３ 第一項の規定は、法第二十三条第三項の規定により適用される同条第二項の規定に

よる再委託について準用する。この場合において、「認定匿名加工医療情報作成事業者」

とあるのは、「法第二十三条第二項の規定により医療情報等又は匿名加工医療情報の取

扱いの全部又は一部の再委託を受けた認定医療情報等取扱受託事業者」と読み替える

ものとする。 

 

規則第 26条 

第三条から第四条の二まで、第六条（第五号ハ及び二を除く。）及び第七条の規定は

法第二十八条の認定について、第八条から第十一条まで、第十二条第一項第三号、第二
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項及び第三項、第十三条、第十八条、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十四条並

びに第二十五条の規定は認定医療情報等取扱受託事業者について、第十四条の規定は

認定医療情報等取扱受託事業者に係る認定の取消しについて、それぞれ準用する。（以

下略） 

 

6-1 認定事業医療情報等の取扱いの委託又は再委託（法第 23条） 

認定事業医療情報等の取扱いの委託又は再委託（法第 23条）については、Ⅱの 2-2-12及

び 3-2-2-2を参照すること。 

 

6-2 医療情報等取扱受託事業者に係る新規の認定（法第 28条） 

医療情報等取扱受託事業者は、申請により、医療情報等取扱受託事業を適正かつ確実に行

うことができるものと認められる旨の主務大臣の認定を受けることができる（法第 28条）。 

認定医療情報等取扱受託事業者でない者は、認定医療情報等取扱受託事業者という名称

又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない（法第 29条において準用する第 14条）。 

なお、医療情報等取扱受託事業者の認定は、匿名加工医療情報作成事業者の事業運営にお

ける医療情報等取扱受託事業者の適切な位置付け及び医療情報等取扱受託事業者に対する

適切な監督を前提とするものである。 

したがって、医療情報等取扱受託事業者に係る新規の認定については、匿名加工医療情報

作成事業者に係る新規の認定又は認定匿名加工医療情報作成事業者に係る変更の認定との

間で、相互に認定事業医療情報等の取扱いの委託（２以上の段階にわたる委託を含む。）を

予定した整合的な内容となるよう、一体的に申請する必要がある。 

 

6-2-1 新規の認定の申請 

 

6-2-1-1 認定申請書 

申請者は、次に掲げる事項を記載した認定申請書（様式第 15）を主務府省に提出しなけ

ればならない（法第 29条において準用する第８条第２項（第２号及び第３号を除く。）及び

規則第 26条において準用する第３条第１項）。 

① 名称及び住所 

② 医療情報等及び匿名加工医療情報の管理の方法 

③ 特定役員又は特定使用人の氏名及び住所 

 

6-2-1-1-1 名称及び住所（法第 29条において準用する第８条第２項第１号） 

医療情報等取扱受託事業者も、匿名加工医療情報作成事業者と同様な取扱いである。 

 

6-2-1-1-2 医療情報等及び匿名加工医療情報の管理の方法（法第 29 条において
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準用する第８条第２項第４号） 

医療情報等取扱受託事業者も、別紙として次に掲げる書類を提出する必要がない点を除

いては、匿名加工医療情報作成事業者と同様な取扱いである。 

① 医療情報取扱事業者の安全管理措置の確認に関する書類 

② 匿名加工医療情報取扱事業者の安全管理措置の確保に関する書類 

 

 

6-2-1-1-3 特定役員又は特定使用人の氏名及び住所（法第 29 条において準用す

る第８条第２項第５号及び規則第 26条において準用する第３条第１項） 

医療情報等取扱受託事業者も、匿名加工医療情報作成事業者と同様な取扱いである。 

 

6-2-1-2 添付書類 

申請者は、認定申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない（法第 29条において

準用する第８条第２項本及び規則第 26条において準用する第３条第２項）。 

① 認定の基準に適合していることを証する書類 

② 申請者に係る次に掲げる書類 

ⅰ 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 

ⅱ 特定役員及び特定使用人に係る住民票の写し又はこれに代わる書類 

③ 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書 

④ その他主務大臣が必要と認める書類 

 

6-2-1-2-1 認定の基準に適合していることを証する書類（法第 29 条において準

用する第８条第２項本文） 

医療情報等取扱受託事業者も、次に掲げる書類を添付する必要がない点を除いては、匿名

加工医療情報作成事業者と同様な取扱いである。 

① 統括管理責任者に係る書類 

② 医療情報匿名加工責任者、研究開発推進責任者及び医療情報取得・整理責任者に係る書

類 

③ 経理的基礎に関する書類 

④ 医療情報の規模及び内容に関する書類 

 

6-2-1-2-2 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの（規則第 26 条にお

いて準用する第３条第２項第１号イ） 

医療情報等取扱受託事業者も、匿名加工医療情報作成事業者と同様な取扱いとなる。 

 

6-2-1-2-3 特定役員及び特定使用人に係る住民票の写し又はこれに代わる書類



50 
 

（規則第 26 条において準用する第３条第２項第１号ロ） 

医療情報等取扱受託事業者も、匿名加工医療情報作成事業者と同様な取扱いとなる。 

 

6-2-1-2-4 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び

収支予算書（規則第 26条において準用する第３条第２項第２号） 

医療情報等取扱受託事業者も、匿名加工医療情報作成事業者と同様な取扱いとなる。 

 

6-2-1-2-5 その他主務大臣が必要と認める書類（規則第 26 条において準用する

第３条第２項第３号） 

医療情報等取扱受託事業者も、匿名加工医療情報作成事業者と同様な取扱いとなる。 

 

6-2-2 新規の認定の審査 

医療情報等取扱受託事業者も、匿名加工医療情報作成事業者と同様な取扱いである。 

なお、新規の認定をしようとする場合には、あらかじめ、主務大臣から個人情報保護委員

会へ協議する必要がある（法第 29条において準用する第８条第４項）。 

また、新規の認定をした場合には、遅滞なく、次に掲げる措置を講じる必要がある（法第

29条において準用する第８条第５項及び規則第 26条において準用する第７条）。 

① 申請者に対する通知 

② 申請者に対する認定証（様式第 16）の交付 

③ 公示 

 

6-2-3 新規の認定の標準処理期間 

医療情報等取扱受託事業者も、匿名加工医療情報作成事業者と同様な取扱いである。 

 

6-2-4 新規の認定の基準 

主務大臣は、新規の認定の申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定を

しなければならない（法第 29条において準用する第８条第３項（第２号を除く。））。 

① 申請者に係る欠格事由に関する基準 

② 安全管理措置に関する基準 

 

6-2-4-1 申請者に係る欠格事由に関する基準（法第 29 条において準用する第８条

第３項第１号） 

 

6-2-4-1-1 法人の欠格事由（法第 29 条において準用する第８条第３項第１号イ

及びロ） 

医療情報等取扱受託事業者も、匿名加工医療情報作成事業者と同様な取扱いである。 
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6-2-4-1-2 役員及び使用人の欠格事由（法第 29 条において準用する第８条第３

項第１号ハ） 

医療情報等取扱受託事業者も、次に掲げる者を配置する必要がない点を除いては、匿名加

工医療情報作成事業者と同様な取扱いである（規則第 26条において準用する第４条及び第

４条の２）。 

① 統括管理責任者 

② 医療情報匿名加工責任者、研究開発推進責任者及び医療情報取得・整理責任者 

 

6-2-4-2 安全管理措置に関する基準（法第 29 条において準用する第８条第３項第

３号及び第４号） 

医療情報等取扱受託事業者も、次に掲げる措置に関する基準が適用されない点を除いて

は、匿名加工医療情報作成事業者と同様な取扱いである（規則第 26条において準用する第

６条（第５号ハ及びニを除く。））。 

① 医療情報取扱事業者の安全管理措置の確認 

② 匿名加工医療情報取扱事業者の安全管理措置の確保 

 

6-3 認定医療情報等取扱受託事業者に係る変更（法第 29条において準用する第９条） 

 

6-3-1 変更の認定と変更の届出との関係 

認定医療情報等取扱受託事業者も、認定申請書（別紙及び添付書類を含む。）の記載事項

が医療情報の整理及び加工の方法を含まない点を除いては、認定匿名加工医療情報作成事

業者と同様な取扱いである（法第 29条において準用する第９条第１項及び第２項並びに規

則第 26条において準用する第８条第２項）。 

 

6-3-2 変更の認定 

 

6-3-2-1 変更の認定の申請 

 

6-3-2-1-1 変更認定申請書 

認定医療情報等取扱受託事業者は、変更の認定を受けようとするときは、次に掲げる事項

を記載した変更認定申請書（様式第 17）を主務府省に提出しなければならない（規則第 26

条において準用する第８条第１項）。 

① 名称及び住所 

② 医療情報等及び匿名加工医療情報の管理の方法 

③ 特定役員又は特定使用人の氏名及び住所 
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それぞれ、認定医療情報等取扱受託事業者も、認定匿名加工医療情報作成事業者と同様な

取扱いである。 

 

6-3-2-1-2 添付書類 

認定医療情報等取扱受託事業者は、変更の認定を受けようとするときは、変更認定申請書

に次に掲げる書類を添付しなければならない（規則第 26条において準用する第８条第１項）。 

① 認定の基準に適合していることを証する書類 

② 申請者に係る次に掲げる書類 

ⅰ 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 

ⅱ 特定役員及び特定使用人に係る住民票の写し又はこれに代わる書類 

③ 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書 

④ その他主務大臣が必要と認める書類 

⑤ 認定証の写し 

それぞれ、認定医療情報等取扱受託事業者も、認定匿名加工医療情報作成事業者と同様な

取扱いである。 

 

6-3-2-2 変更の認定の審査 

認定医療情報等取扱受託事業者も、認定匿名加工医療情報作成事業者と同様な取扱いで

ある（法第 29条において準用する第９条第４項において準用する第８条第４項）。 

 

6-3-2-3 変更の認定の標準処理期間 

認定医療情報等取扱受託事業者も、認定匿名加工医療情報作成事業者と同様な取扱いで

ある。 

 

6-3-2-4 変更の認定の基準 

主務大臣は、変更の認定の申請が安全管理措置に関する基準に適合すると認めるときは、

変更の認定をしなければならない（法第 29条において準用する第９条第４項において準用

する第８条第３項（第１号及び第２号を除く。））。 

 

6-3-2-4-1 申請者に係る欠格事由に関する基準 

申請者に係る欠格事由に関する基準（法第 29 条において準用する第８条第３項第１号）

は、変更の認定の基準でないが、これは、申請者に係る欠格事由に関する基準に適合しない

ような変更の認定の申請が認定の取消しの事由（法第 29 条において準用する第 15 条第１

項第２号）に該当するためである。 

したがって、変更の認定の申請が認定の基準に該当するかどうかを審査するに当たって

は、変更の認定の申請が申請者に係る欠格事由に該当して認定の取消しの事由に該当する
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どうかも確認する必要がある。 

 

6-3-2-4-2 安全管理措置に関する基準（法第 29 条において準用する第９条第４

項において準用する第８条第３項第３号及び第４号） 

認定医療情報等取扱受託事業者も、次に掲げる措置に関する基準が適用されない点を除

いては、認定匿名加工医療情報作成事業者と同様な取扱いである（規則第 26条において準

用する第６条（第５号ハ及びニを除く。））。 

① 医療情報取扱事業者の安全管理措置の確認 

② 匿名加工医療情報取扱事業者の安全管理措置の確保 

 

6-3-3 変更の届出 

 

6-3-3-1 変更届出書 

認定医療情報等取扱受託事業者は、変更の届出をしようとするときは、変更届出書（様式

第 18）を主務大臣に提出しなければならない（規則第 26 条において準用する第８条第３

項）。 

 

6-3-3-2 添付書類 

認定医療情報等取扱受託事業者も、認定匿名加工医療情報作成事業者と同様な取扱いで

ある（規則第 26 条において準用する第８条第３項）。 

 

6-3-3-3 公示 

認定医療情報等取扱受託事業者も、認定匿名加工医療情報作成事業者と同様な取扱いで

ある（法第 29条において準用する第９条第３項）。 
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