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１ 位置付け 

法令等を遵守した運営編は、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の基準のうちの申請者の能力に関する基準

（法第８条第３項第２号）の一つである法令等を遵守した運営に関する基準（規則第５条第

４号）について、認定匿名加工医療情報作成事業者又は認定医療情報等取扱受託事業者が遵

守しなければならない法、規則等の規定（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（規則第６条及び第 26条）に係るものを除く。)の内容を一覧的に分かりやすく

示すものである。 

 

２ 認定匿名加工医療情報作成事業者に係る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。 

 

2-1 内部規則等 

法令等を遵守した運営が確保されるよう、「匿名加工医療情報作成事業を適正かつ確実に

行うための内部規則等」（規則第５条第４号）を定める必要がある。 

「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」（規則第５条第４

号）とは、次に掲げる事項を内容とする内部規則等をいう。 

① 法令等を遵守した運営の確保のための内部管理（匿名加工医療情報作成事業の運営に

関する検証を含む。） 

② 医療情報取扱事業者による医療情報の提供（他の認定匿名加工医療情報作成事業者と

の間での医療情報の授受を含む。） 

③ 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（統計情報の提供を含

む。） 

 

2-1-1  法令等を遵守した運営の確保のための内部管理 

 法令等を遵守した運営の確保のための内部管理（匿名加工医療情報作成事業の運営に関

する検証を含む。）については、次に掲げる事項を内容とする内部規則等を定める必要があ

る。 

① 業務（会計を含む。）の内容並びに当該業務を実施する体制（責任者を含む。）及び手順

（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あっては、

認定匿名加工医療情報作成事業者と認定医療情報等取扱受託事業者との間又は認定医療

情報等取扱受託事業者相互間で分担される業務に係るものを含む。） 

② 業務（会計を含む。）に関する定期的な監査、定期的な評価及びその結果に基づく必要
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な見直しその他の監督の内容並びに当該監督を実施する体制（責任者を含む。）及び手順

（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あっては、

認定医療情報等取扱受託事業者に対する定期的な監査、定期的な評価及びその結果に基

づく必要な見直しその他の監督に係るものを含む。） 

③ 内部規則等の内容に関する周知 

そのうち、監査は、被監査部門と独立した監査部門によって実施されなければならない。 

この場合においては、必要に応じ、第三者に対して監査を委託することも、想定される。 

また、匿名加工医療情報作成事業に関する監査を実施する監事又は監査役（委員会設置会

社にあっては、監査委員）は、それに足りる能力を有する者でなければならない。 

なお、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-

1-6 を参照すること。 

また、認定事業医療情報等の適切な取扱いの確保（規則第６条第２号ロ）については、Ⅲ

の 2-2-2 を参照すること。 

 

2-1-2 医療情報取扱事業者による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 

医療情報取扱事業者による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に

ついては、Ⅴを参照すること。 

 なお、他の認定匿名加工医療情報作成事業者との間での医療情報の授受（法第 25条）に

ついては、2-2-15を参照すること。 

 

2-1-3 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取扱事業者に対す

る匿名加工医療情報の提供 

 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取扱事業者に対する匿名加工

医療情報の提供については、Ⅳを参照すること。 

 なお、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取扱事業者に対する統

計情報の提供については、2-2-7-2を参照すること。 

 

2-2 法及び規則 

 

2-2-1 承継（法第 10条） 

法第 10条 

１ 認定匿名加工医療情報作成事業者である法人が他の認定匿名加工医療情報作成事業

者である法人に第八条第一項の認定に係る匿名加工医療情報作成事業（以下「認定事

業」という。）の全部の譲渡を行ったときは、譲受人は、譲渡人のこの法律の規定によ

る認定匿名加工医療情報作成事業者としての地位を承継する。 
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２ 認定匿名加工医療情報作成事業者である法人が他の認定匿名加工医療情報作成事業

者である法人と合併をしたときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法

人は、合併により消滅した法人のこの法律の規定による認定匿名加工医療情報作成事

業者としての地位を承継する。 

３ 前二項の規定により認定匿名加工医療情報作成事業者としての地位を承継した法人

は、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければな

らない。 

４ 認定匿名加工医療情報作成事業者である法人が認定匿名加工医療情報作成事業者で

ない法人に認定事業の全部の譲渡を行う場合において、譲渡人及び譲受人があらかじ

め当該譲渡及び譲受けについて主務省令で定めるところにより主務大臣の認可を受け

たときは、譲受人は、譲渡人のこの法律の規定による認定匿名加工医療情報作成事業者

としての地位を承継する。 

５ 認定匿名加工医療情報作成事業者である法人が認定匿名加工医療情報作成事業者で

ない法人との合併により消滅することとなる場合において、あらかじめ当該合併につ

いて主務省令で定めるところにより主務大臣の認可を受けたときは、合併後存続する

法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人のこの法律の規定に

よる認定匿名加工医療情報作成事業者としての地位を承継する。 

６ 認定匿名加工医療情報作成事業者である法人が分割により認定事業の全部を承継さ

せる場合において、あらかじめ当該分割について主務省令で定めるところにより主務

大臣の認可を受けたときは、分割により認定事業の全部を承継した法人は、分割をした

法人のこの法律の規定による認定匿名加工医療情報作成事業者としての地位を承継す

る。 

７ 第八項第三項から第五項までの規定は、前三項の認可について準用する。 

８ 認定匿名加工医療情報作成事業者である法人は、認定匿名加工医療情報作成事業者

でない者に認定事業の全部の譲渡を行い、認定匿名加工医療情報作成事業者でない法

人と合併をし、又は分割により認定事業の全部を承継させる場合において、第四項から

第六項までの認可の申請をしないときは、主務省令で定めるところにより、その認定事

業の全部の譲渡、合併又は分割の日までに、その旨を主務大臣に届け出なければならな

い。 

９ 認定匿名加工医療情報作成事業者である法人が認定匿名加工医療情報作成事業者で

ない者に認定事業の全部の譲渡を行い、認定匿名加工医療情報作成事業者でない法人

との合併により消滅することとなり、又は分割により認定事業の全部を承継させる場

合において、第四項から第六項までの認可をしない旨の処分があったとき（これらの認

可の申請がない場合にあっては、当該認定事業の全部の譲渡、合併又は分割があったと

き）は、第八条第一項の認定は、その効力を失うものとし、その譲受人、合併後存続す

る法人若しくは合併により設立された法人又は分割により認定事業の全部を承継した
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法人は、遅滞なく、当該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を消

去しなければならない。 

10 主務大臣は、第三項若しくは第八項の規定による届出があったとき又は第四項から

第六項までの認可をしない旨の処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければ

ならない。 

 

規則第９条 

１ 法第十条第三項の規定による届出をしようとする者は、様式第五による届出書に、次

に掲げる書類及び被承継者に係る第七条の認定証を添えて、主務大臣に提出しなけれ

ばならない。 

一 法第十条第一項の規定により認定事業の全部を譲り受けて認定匿名加工医療情報

作成事業者の地位を承継した法人にあっては、様式第六による事業譲渡証明書及び

認定事業の全部の譲渡が行われたことを証する書面並びに承継者に係る第七条の認

定証の写し 

二 法第十条第二項の規定による合併後存続する法人であって、認定匿名加工医療情

報作成事業者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書及び第

七条の認定証の写し 

三 法第十条第二項の規定による合併により設立された法人であって、認定匿名加工

医療情報作成事業者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書 

２ 法第十条第四項の認可を受けようとする者は、様式第七による申請書に、次に掲げる

書類及び譲渡人に係る第七条の認定証を添えて、主務大臣に提出しなければならない。 

一 様式第八による事業譲渡証明書及び認定事業の全部の譲渡が行われることを証す

る書面 

二 譲受人が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 

三 譲受人に係る第三条第二項各号に掲げる書類 

３ 法第十条第五項の認可を受けようとする者は、様式第九による申請書に、次に掲げる

書類及び被承継者に係る第七条の認定証を添えて、主務大臣に提出しなければならな

い。 

一 合併が行われることを証する書面 

二 合併後存続する法人又は合併により設立される法人が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 

三 合併後存続する法人又は合併により設立される法人に係る第三条第二項各号に掲

げる書類 

４ 法第十条第六項の認可を受けようとする者は、様式第十による申請書に、次に掲げる

書類及び被承継者に係る第七条の認定証を添えて、主務大臣に提出しなければならな
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い。 

一 様式第十一による事業承継証明書及び分割により認定事業の全部の承継が行われ

ることを証する書面 

二 分割により認定事業の全部を承継する法人が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 

三 分割により認定事業の全部を承継する法人に係る第三条第二項各号に掲げる書類 

５ 法第十条第八項の規定による届出をしようとする者は、様式第十二による届出書に、

被承継者に係る第七条の認定証を添えて、主務大臣に提出しなければならない。 

 

 次に掲げる場合には、認定匿名加工医療情報作成事業者としての地位が承継される（法第

10条第１項及び第２項）ため、遅滞なく、主務大臣に届け出る必要がある（法第 10条第３

項及び規則第９条第１項）。 

① 認定匿名加工医療情報作成事業者である法人が他の認定匿名加工医療情報作成事業者

である法人に対して認定事業の全部の譲渡をした場合 

② 認定匿名加工医療情報作成事業者である法人が他の認定匿名加工医療情報作成事業者

である法人と合併をした場合 

これに対し、次に掲げる場合には、認定匿名加工医療情報作成事業者としての地位が承継

されるためには、あらかじめ主務大臣の認可を受ける必要がある（法第 10条第４項から第

６項まで及び規則第９条第２項から第４項まで）。 

① 認定匿名加工医療情報作成事業者である法人が認定匿名加工医療情報作成事業者でな

い法人に対して認定事業の全部の譲渡をする場合 

② 認定匿名加工医療情報作成事業者である法人が認定匿名加工医療情報作成事業者でな

い法人との合併により消滅する場合 

③ 認定匿名加工医療情報作成事業者である法人が分割により認定事業の全部を承継させ

る場合 

この場合においては、認可の基準等は、新規の認定の基準等と同様な取扱いである（法第

10 条第７項） 

また、認可の申請をしないときは、認定事業の全部の譲渡、合併又は分割の日までに、主

務大臣に届け出る必要がある（法第 10条第８項及び規則第９条第５項）。 

さらに、認可をしない旨の処分があったとき（認可の申請がない場合にあっては、認定事

業の全部の譲渡、合併又は分割があったとき）は、認定が効力を失うため、遅滞なく、認定

事業医療情報等を消去する必要がある（法第 10条第９項）。 

 このような取扱いが担保されるよう、認定匿名加工医療情報作成事業者によって定めら

れる内部規則等で規定する必要がある。 
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2-2-2 廃止の届出等（法第 11条） 

法第 11条 

１ 認定匿名加工医療情報作成事業者は、認定事業を廃止しようとするときは、主務省令

で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 

２ 前項の規定による届出があったときは、第八条第一項の認定は、その効力を失うもの

とし、認定匿名加工医療情報作成事業者であった法人は、遅滞なく、当該認定事業に関

し管理する医療情報等及び匿名加工医療情報を消去しなければならない。 

３ 主務大臣は、第一項の規定による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。 

 

規則第 10条 

認定匿名加工医療情報作成事業者は、法第十一条第一項の規定による届出をしよう

とするときは、様式第十三による届出書に第七条の認定証を添えて主務大臣に提出し

なければならない。 

 

認定事業を廃止しようとするときは、あらかじめ、主務大臣に届け出る必要がある（法第

11条第１項及び規則第 10 条）。 

この場合においては、認定が効力を失うため、遅滞なく、認定事業医療情報等を消去する

必要がある（法第 11 条第２項）。 

このような取扱いが担保されるよう、認定匿名加工医療情報作成事業者によって定めら

れる内部規則等で規定する必要がある。 

 

2-2-3 解散の届出等（法第 12条） 

法第 12条 

１ 認定匿名加工医療情報作成事業者である法人が合併以外の事由により解散したとき

は、その清算人若しくは破産管財人又は外国の法令上これらに相当する者は、主務省令

で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 

２ 認定匿名加工医療情報作成事業者である法人が合併以外の事由により解散したとき

は、第八条第一項の認定は、その効力を失うものとし、その清算中若しくは特別清算中

の法人若しくは破産手続開始後の法人又は外国の法令上これらに相当する法人は、遅

滞なく、当該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を消去しなけ

ればならない。 

３ 主務大臣は、第一項の規定による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。 

 

規則第 11条 
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清算人若しくは破産管財人又は外国の法令上これらに相当する者は、法第十二条第

一項の規定による届出をするときは、様式第十四による届出書に第七条の認定証を添

えて主務大臣に提出しなければならない。 

 

認定匿名加工医療情報作成事業者である法人が合併以外の事由により解散したときは、

遅滞なく、主務大臣に届け出る必要がある（法第 12条第１項及び規則第 11条） 

この場合においては、認定が効力を失うため、遅滞なく、認定事業医療情報等を消去する

必要がある（法第 12 条第２項）。 

このような取扱いが担保されるよう、認定匿名加工医療情報作成事業者によって定めら

れる内部規則等で規定する必要がある。 

 

2-2-4 帳簿（法第 13条） 

法第 13条 

 認定匿名加工医療情報作成事業者は、主務省令で定めるところにより、帳簿（その作

成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下

同じ。）を備え、その業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなけれ

ばならない。 

 

規則第 12条 

１ 法第十三条の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 

一 認定匿名加工医療情報作成事業者が匿名加工医療情報取扱事業者に対する匿名加

工医療情報の提供を行った場合における次に掲げる事項 

イ 当該匿名加工医療情報取扱事業者の名称及び住所その他の当該匿名加工医療情

報取扱事業者を特定するに足りる事項 

ロ 当該匿名加工医療情報の提供を行った年月日 

ハ 当該匿名加工医療情報の項目 

二 匿名加工医療情報取扱事業者が他の匿名加工医療情報取扱事業者に対する匿名加

工医療情報の提供を行った場合における次に掲げる事項 

イ 提供元の匿名加工医療情報取扱事業者の名称及び住所その他の当該匿名加工医

療情報取扱事業者を特定するに足りる事項 

ロ 提供先の匿名加工医療情報取扱事業者の名称及び住所その他の当該匿名加工医

療情報取扱事業者を特定するに足りる事項 

ハ 当該匿名加工医療情報の提供を行った年月日 

ニ 当該匿名加工医療情報の項目 

三 法第十九条の規定により匿名加工医療情報の消去を行った場合における次に掲げ

る事項 
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イ 当該匿名加工医療情報の消去を行った年月日 

ロ 当該匿名加工医療情報の項目 

四 法第二十五条の規定により他の認定匿名加工医療情報作成事業者に対して医療情

報の提供を行った場合における次に掲げる事項 

イ 当該他の認定匿名加工医療情報作成事業者の名称及び住所その他の当該他の認

定匿名加工医療情報作成事業者を特定するに足りる事項 

ロ 当該医療情報の提供を行った年月日 

ハ 当該医療情報の項目 

五 法第二十五条の規定により他の認定匿名加工医療情報作成事業者から医療情報の

提供を受けた場合における次に掲げる事項 

イ 当該他の認定匿名加工医療情報作成事業者の名称及び住所その他の当該他の認

定匿名加工医療情報作成事業者を特定するに足りる事項 

ロ 当該医療情報の提供を受けた年月日 

ハ 当該医療情報の項目 

２ 法第十三条の帳簿は、文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて作成しなけれ

ばならない。 

３ 認定匿名加工医療情報作成事業者は、第一項各号に規定する場合には、その都度、遅

滞なく、同項各号に掲げる事項を帳簿に記載し、その記載の日から三年間保存しなけれ

ばならない。 

 

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

（法第 19条）及び他の認定匿名加工医療情報作成事業者との間での医療情報の授受（法第

25 条）に関する状況を追跡する可能性（トレーサビリティ）が確保されるよう、文書、電磁

的記録又はマイクロフィルムを用いて作成された帳簿を備え、次に掲げる事項を実施した

場合には、その都度、遅滞なく、年月日、項目等を記載し、その記載の日から３年間保存す

る必要がある（法第 13条及び規則 12条）。 

① 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取扱事業者に対する匿名加

工医療情報の提供 

② 匿名加工医療情報取扱事業者による他の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 

③ 匿名加工医療情報の消去（法第 19条） 

④ 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） 

⑤ 他の認定匿名加工医療情報作成事業者による医療情報の提供（法第 25条） 

この場合においては、ログをもって帳簿とする取扱いとしても、差し支えないが、ログに

よる帳簿について、完全性及び可用性を確保する必要がある。 

また、認定医療情報等取扱受託事業者が認定匿名加工医療情報作成事業者の委託を受け
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て帳簿を作成し、かつ、保存する取扱いとしても、差し支えないが、帳簿の内容について、

認定匿名加工医療情報作成事業者で自ら確認する必要がある。 

このような取扱いが担保されるよう、認定匿名加工医療情報作成事業者によって定めら

れる内部規則等で規定する必要がある。 

なお、帳簿は、主務府省による立入検査等（法第 35条）の対象となる。 

 また、消去（法第 19条）については、2-2-9を参照すること。 

 

2-2-5 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） 

規則第 13条 

１ 認定匿名加工医療情報作成事業者は、毎事業年度開始前に、認定事業に関し事業計画

書及び収支予算書を作成し、主務大臣に提出するとともに、公表しなければならない。

これを変更しようとするときも、同様とする。 

２ 認定匿名加工医療情報作成事業者は、毎事業年度終了後三月以内に、認定事業に関し

事業報告書及び収支決算書を作成し、主務大臣に提出するとともに、公表しなければな

らない。 

 

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、事業運営の透明性に対する国民の信頼が確保されるよう、内容の充実を図

ることが求められる。 

これを踏まえ、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では、中期事

業計画の記載事項（Ⅰの 4-2-6-1から 4-2-6-7まで）であって、事業計画書若しくは収支予

算書又は事業報告書若しくは収支決算書の対象となる事業年度に係るもの（公にすること

によって事業運営に重大な支障を生じるようなものを除く。）を記載する必要がある。 

なお、事業計画書及び収支予算書を変更しようとするときも、主務大臣に提出するととも

に、公表する必要がある（規則第 13条第１項）。 

この場合においては、変更の箇所及び内容の一覧に関する書類を添付する必要がある。 

 

2-2-6 認定の取消し等（法第 15条及び第 16条） 

法第 15条 

１ 主務大臣は、認定匿名加工医療情報作成事業者（国内に主たる事務所を有しない法人

であって、外国において医療情報等又は匿名加工医療情報を取り扱う者（以下「外国取

扱者」という。）を除く。次項において同じ。）が次の各号のいずれかに該当するときは、

第八条第一項の認定を取り消すことができる。 

一 偽りその他不正の手段により第八条第一項若しくは第九条第一項の認定又は第十

条第四項から第六項までの認可を受けたとき。 
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二 第八条第三項各号のいずれかに掲げる基準に適合しなくなったとき。 

三 第九条第一項の規定により認定を受けなければならない事項を同項の認定を受け

ないで変更したとき。 

四 第二十六条第一項の規定に違反して医療情報を提供したとき。 

五 第三十七条第一項の規定による命令に違反したとき。 

２ 認定匿名加工医療情報作成事業者が前項の規定により第八条第一項の認定を取り消

されたときは、遅滞なく、当該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

報を消去しなければならない。 

３ 主務大臣は、第一項の規定により第八条第一項の認定を取り消そうとするときは、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。 

４ 主務大臣は、第一項の規定により第八条第一項の認定を取り消したときは、遅滞な

く、その旨を公示しなければならない。 

 

法第 16条 

１ 主務大臣は、認定匿名加工医療情報作成事業者（外国取扱者に限る。第三号及び第三

項において同じ。）が次の各号のいずれかに該当するときは、第八条第一項の認定を取

り消すことができる。 

一 前条第一項第一号から第四号までのいずれかに該当するとき。 

二 第三十七条第三項において読み替えて準用する同条第一項の規定による請求に応

じなかったとき。 

三 主務大臣が、この法律の施行に必要な限度において、認定匿名加工医療情報作成事

業者に対し必要な報告を求め、又はその職員に、その者の事務所その他の事業所に

立ち入り、その者の帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問さ

せようとした場合において、その報告がされず、若しくは虚偽の報告がされ、又は

その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、若しくはその質問に対して答弁

がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。 

四 第三項の規定による費用の負担をしないとき。 

２ 前条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による認定の取消しについて準用

する。 

 

規則第 14条 

  主務大臣は、法第十五条第一項又は第十六条第一項の規定に基づき、法第八条第一項

の認定を受けた者の認定を取り消したときは、その旨を書面により当該認定を受けてい

た者に通知するものとする。 

 

主務大臣による認定の取消しを受けたときは、遅滞なく、認定事業医療情報等を消去する
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必要がある（法第 15 条第２項及び第 16条第２項）。 

このような取扱いが担保されるよう、認定匿名加工医療情報作成事業者によって定めら

れる内部規則等で規定する必要がある。 

 

2-2-7 利用目的による制限（法第 17条） 

法第 17条 

１ 認定匿名加工医療情報作成事業者は、第二十五条又は第三十条第一項の規定により

医療情報の提供を受けた場合は、当該医療情報が医療分野の研究開発に資するために

提供されたものであるという趣旨に反することのないよう、認定事業の目的の達成に

必要な範囲を超えて当該医療情報を取り扱ってはならない。 

２ 前項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 

一 法令に基づく場合 

二 人命の救助、災害の救援その他非常の事態への対応のため緊急の必要がある場合 

 

医療情報取扱事業者若しくは他の認定匿名加工医療情報作成事業者による提供を受けた

医療情報については、日本の医療分野の研究開発に資するという趣旨に反しないよう、認定

事業の目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱わない必要がある（法第 17条第１項）。 

なお、例えば、日本の医療分野の研究開発に資する人材の育成のための匿名加工医療情報

の提供は、認定事業の目的の達成に必要な範囲を超える医療情報の取扱いに該当しない。 

 

2-2-7-1 認定匿名加工医療情報作成事業者による医療情報等の連結 

 ２以上の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よる医療情報

の提供を受けた上で、同一の本人に係る生涯にわたる医療情報を連結する取扱いは、認定事

業の目的の達成に必要な範囲を超えないものとして許容される。 

この場合においては、次に掲げる医療情報等を相互に連結する取扱いも、妨げられない。 

① 法第 30 条第１項の規定に基づき、本人に通知した上で、提供の停止に関する本人又は

その遺族の求めを受けない場合において、医療情報取扱事業者による提供を受けた医療

情報 

② 法第 25 条第１項の規定に基づき、他の認定匿名加工医療情報作成事業者による提供を

受けた医療情報 

③ 個人情報保護法第 27条第１項の規定に基づき、「医療情報」(法第２条第１項）に該当

するかどうかを問わず、本人に対する通知の内容（法第 30条第１項第１号から第８号ま

で）に相当する事項について、あらかじめ本人の同意を得た場合において、個人情報取扱

事業者から第三者である認定匿名加工医療情報作成事業者へ提供された個人データ 

④ 個人情報保護法第 27 条第２項の規定に基づき、本人に対する通知の内容（法第 30 条

第１項第１号から第８号まで）に相当する事項について、あらかじめ、本人に通知し、又
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は本人が容易に知り得る状態に置いた上で、提供の停止に関する本人の求めを受けない

場合において、個人情報取扱事業者から第三者である認定匿名加工医療情報作成事業者

へ提供された個人データ（「医療情報」(法第２条第１項）又は「要配慮個人情報」（個人

情報保護法第２条第３項）に該当するものを除く。）（例えば、個人の運動、食事、睡眠等

の日常生活に関するデータ等） 

⑤ 個人情報保護法第 69条の規定に基づき、「医療情報」(法第２条第１項）に該当するか

どうかを問わず、行政機関の長等（個人情報保護法第 63条に規定する行政機関の長等を

いう。以下同じ。）から第三者である認定匿名加工医療情報作成事業者へ提供された保有

個人情報 

このような取扱いが担保されるよう、認定匿名加工医療情報作成事業者によって定めら

れる内部規則等で規定する必要がある。 

 

2-2-7-2 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取扱事業者に

対する統計情報の提供 

「匿名加工医療情報」（法第２条第３項）については、そのリスクに応じ、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（規則第６条及び第 26 条）が適用される。 

 これに対し、統計情報については、特定の個人との対応関係が排斥される限度で、「個人

に関する情報」（法第２条第３項）に該当しないために「匿名加工医療情報」（法第２条第３

項）に該当しないため、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（規則

第６条及び第 26 条）が適用されない。 

もっとも、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よる提供を

受けた医療情報を利用することにより、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」（法第２条第３項）に該当しない統計情報を提供する取扱いについては、日本の医

療分野の研究開発に資するという趣旨に反しないよう、認定事業の目的の達成に必要な範

囲を超えないことが求められる。 

その一環として、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よる

提供を受けた医療情報を利用することにより、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」（法第２条第３項）に該当しない統計情報を提供するに当たっては、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と同様な取扱い（例えば、審査委員

会の審査を経る、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しな

い等）とする必要がある。 

それを前提として、例えば、匿名加工医療情報取扱事業者が想定する日本の医療分野の研

究開発の目的及び内容に応じ、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の

提供に代えて統計情報の提供をする取扱いは、認定事業の目的の達成に必要な範囲を超え

ないものとして許容される。 

このような取扱いが担保されるよう、認定匿名加工医療情報作成事業者によって定めら
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れる内部規則等で規定する必要がある。 

 なお、適切な審査のための体制（規則第５条第７号）及び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、Ⅰの 4-2-7及び 4-2-11を参照すること。 

また、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（規則第６条及び第 26

条）については、Ⅲを参照すること。 

 さらに、「匿名加工医療情報」（法第２条第３項）については、Ⅳの 2-2を参照すること。 

 

2-2-7-3 認定匿名加工医療情報作成事業者による医療情報又は匿名加工医療情報

の利用 

認定匿名加工医療情報作成事業者において、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よる提供を受けた医療情報を自らの医療分野の研究開発のために利

用する取扱いは、認定事業の目的の達成に必要な範囲を超えるものとして許容されない。 

これに対し、認定匿名加工医療情報作成事業者において、匿名加工医療情報の提供を受け

る匿名加工医療情報取事業者と同様な取扱い（例えば、審査委員会の審査、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）等）を受けた上で、匿名加工医

療情報取扱事業者として提供を受けた匿名加工医療情報を自らの医療分野の研究開発のた

めに利用する取扱いは、認定事業の目的の達成に必要な範囲を超えないものとして許容さ

れる。 

このような取扱いが担保されるよう、認定匿名加工医療情報作成事業者によって定めら

れる内部規則等で規定する必要がある。 

なお、適切な審査のための体制（規則第５条第７号）については、Ⅰの 4-2-7を参照する

こと。 

また、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。 

 

2-2-8 匿名加工医療情報の作成等（法第 18条） 

法第 18条 

１ 認定匿名加工医療情報作成事業者は、匿名加工医療情報を作成するときは、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

るために必要なものとして主務省令で定める基準に従い、当該医療情報を加工しなけ

ればならない。 

２ 認定匿名加工医療情報作成事業者は、匿名加工医療情報を作成して自ら当該匿名加

工医療情報を取り扱うに当たっては、当該匿名加工医療情報の作成に用いられた医療情

報に係る本人を識別するために、当該匿名加工医療情報を他の情報と照合してはならな

い。 

３ 匿名加工医療情報取扱事業者（匿名加工医療情報データベース等を事業の用に供し
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ている者をいう。以下同じ。）は、第一項（第二十九条において準用する場合を含む。）

の規定により作成された匿名加工医療情報（自ら医療情報を加工して作成したものを除

く。）を取り扱うに当たっては、当該匿名加工医療情報の作成に用いられた医療情報に

係る本人を識別するために、当該医療情報から削除された記述等若しくは個人識別符号

若しくは同項（同条において準用する場合を含む。）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、又は当該匿名加工医療情報を他の情報と照合してはならない。 

 

規則第 18条 

法第十八条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 

一 医療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。）。 

二 医療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。）。 

三 医療情報と当該医療情報に措置を講じて得られる情報とを連結する符号（現に認

定匿名加工医療情報作成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

り当該医療情報と当該医療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。）。 

四 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。）。 

五 前各号に掲げる措置のほか、医療情報に含まれる記述等と当該医療情報を含む医

療情報データベース等を構成する他の医療情報に含まれる記述等との差異その他の

当該医療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。 

 

匿名加工医療情報の作成（法第 18条第１項）については、Ⅳの３を参照すること。 

また、本人を識別する行為の禁止（法第 18条第２項及び第３項）については、Ⅳの４を

参照すること。 

 

2-2-9 消去（法第 19条） 

法第 19条 

 認定匿名加工医療情報作成事業者は、認定事業に関し管理する医療情報等又は匿名加

工医療情報を利用する必要がなくなったときは、遅滞なく、当該医療情報等又は匿名加

工医療情報を消去しなければならない。 
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規則第 19条 

１ 認定匿名加工医療情報作成事業者は、法第十九条の規定による医療情報等の消去を

行ったときは、次に掲げる事項の記録を作成し、その作成の日から三年間保存しなけれ

ばならない。 

一 当該医療情報等の消去を行った年月日 

二 当該医療情報等の項目 

２ 前項の記録を作成する方法は、文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて作成

する方法とする。 

 

認定事業医療情報等を利用する必要がなくなったときは、遅滞なく、認定事業医療情報等

を消去する必要がある（法第 19 条）。 

この場合においては、認定医療情報等取扱受託事業者が認定匿名加工医療情報作成事業

者の委託を受けて認定事業医療情報等の消去を実施する取扱いとしても、差し支えないが、

認定事業医療情報等の消去の是非について、認定匿名加工医療情報作成事業者で自ら判断

する必要がある。 

また、医療情報等の消去を実施したときは、文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用

いる方法で次に掲げる事項の記録を作成し、その作成の日から３年間保存する必要がある

（規則第 19 条）。 

① 医療情報等の消去を実施した年月日 

② 医療情報等の項目 

 この場合においては、ログをもって記録とする取扱いとしても、差し支えないが、ログに

よる記録について、完全性及び可用性を確保する必要がある。 

このような取扱いが担保されるよう、認定匿名加工医療情報作成事業者によって定めら

れる内部規則等で規定する必要がある。 

なお、全部を消し去る「消去」（法第 10条第９項、第 11条第２項、第 12条第２項、第 15

条第２項、第 19条等及び規則第 12条第３号、第 19条第１項等）は、一部を削って除く「削

除」（法第２条第３項第１号及び第２号、第８条第２項第４号、第 18条第３項等並びに規則

第６条第３号ニ、第 18条第１号から第４号まで等）と異なる概念である。 

 また、匿名加工医療情報の消去は、帳簿（法第 13条）の記載事項（規則第 12条第１項）

の一つである（2-2-4参照）。 

 

2-2-10 従業者の監督（法第 21条） 

法第 21条 

 認定匿名加工医療情報作成事業者は、その従業者に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を取り扱わせるに当たっては、当該医療情報等又は匿名加工医
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療情報の安全管理が図られるよう、主務省令で定めるところにより、当該従業者に対す

る必要かつ適切な監督を行わなければならない。 

 

規則第 20条 

 法第二十一条の規定により認定匿名加工医療情報作成事業者が行わなければならな

い従業者に対する監督は、第六条で定める安全管理措置に従って業務を行っていること

の確認その他の措置を講ずることにより行うものとする。 

 

従業者に認定事業医療情報等を取り扱わせるに当たっては、認定事業医療情報等の安全

管理が図られるよう、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（規則第

６条）に従って業務を実施していることの確認その他の措置を講ずることにより、従業者に

対する必要かつ適切な監督を実施しなければならない（法第 21条及び規則第 20条）。 

このような取扱いが担保されるよう、認定匿名加工医療情報作成事業者によって定めら

れる内部規則等で規定する必要がある。 

なお、「従業者」（法第 21条）とは、認定事業に従事するかどうかや認定事業医療情報等

を取り扱うかどうかを問わず、認定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 22条）を除く。）をいう。 

 

2-2-11 従業者の義務（法第 22条） 

法第 22条 

 認定匿名加工医療情報作成事業者の役員若しくは従業者又はこれらであった者は、認

定事業に関して知り得た医療情報等又は匿名加工医療情報の内容をみだりに他人に知

らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 

 

 認定匿名加工医療情報作成事業者の役員若しくは従業者又はこれらであった者は、認定

事業に関して知り得た医療情報等又は匿名加工医療情報の内容をみだりに他人に知らせ、

又は不当な目的に利用してはならない（法第 22条）。 

このように、現に認定匿名加工医療情報作成事業者の役員又は従業者である者のほか、か

つて認定匿名加工医療情報作成事業者の役員又は従業者であった者も、永久にわたり、認定

事業医療情報等に関する秘密を保持する義務を負う。 

このような取扱いが担保されるよう、認定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、認定匿名加工医療情報作成事者と役員又は従業者との間

で締結される契約等で規定する必要がある。 

なお、「従業者」（法第 22条）とは、認定事業に従事するかどうかや認定事業医療情報等

を取り扱うかどうかを問わず、認定匿名加工医療情報作成事業者のためにその指揮命令又
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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 22条）を除く。）をいう。 

 

2-2-12 認定事業医療情報等の取扱いの委託（法第 23条第１項） 

法第 23条 

１ 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。 

 

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 

 

「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」とは、認定事業医

療情報等を整理して保存する業務など、直接に認定事業医療情報等を取り扱う業務をいう。 

このような認定事業医療情報等の取扱いについては、認定匿名加工医療情報作成事業者

から認定医療情報等取扱受託事業者へ委託することが可能である（法第 23条第１項）。 

これに対し、例えば、次に掲げる業務については、認定医療情報等取扱受託事業者に委託

することなく、認定匿名加工医療情報作成事業者で自ら実施する必要がある。 

① 医療情報取扱事業者との間での医療情報の提供に関する契約の締結（そのための事務

の代行を除く。） 

② 匿名加工医療情報の作成の前後における匿名加工医療情報の作成のための医療情報の

加工の方法の適否の判断 

③ 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（統計情報の提供を含

む。）の是非の判断 
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④ 匿名加工医療情報取扱事業者との間での匿名加工医療情報の提供（統計情報の提供を

含む。）に関する契約の締結（そのための事務の代行を除く。） 

⑤ 他の認定匿名加工医療情報作成事業者との間での医療情報の授受に関する契約の締結

（そのための事務の代行を除く。） 

⑥ 「法令に基づく場合」（法第 26条第１項第１号）又は「人命の救助、災害の救援その他

非常の事態への対応のため緊急の必要がある場合」（法第 26条第１項第２号）における第

三者に対する医療情報の提供の是非の判断 

このような取扱いが担保されるよう、認定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、認定匿名加工医療情報作成事者と認定医療情報等取扱受

託事業者との間で締結される契約等で規定する必要がある。 

また、認定事業医療情報等の取扱いの全部又は一部の委託をする場合には、次に掲げる事

項を記載した文書により、委託契約を締結する必要がある（規則第 21条第１項）。 

① 委託に係る業務の範囲 

② 委託に係る業務の手順に関する事項 

③ 委託に係る業務が適正かつ円滑に実施されているかどうかを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 

④ 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 

⑤ 指示に基づく措置が講じられたかどうかを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 

⑥ 認定医療情報等取扱受託事業者が認定匿名加工医療情報作成事業者に対してする報告

に関する事項 

⑦ その他委託に係る業務について必要な事項 

 その一環として、次に掲げる事項を明らかにする必要がある。 

① 認定匿名加工医療情報作成事業者と認定医療情報等取扱受託事業者との間又は認定医

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（それに応じた請負か準委任か

の区分を含む。）並びに当該業務を実施する体制（責任者を含む。）及び手順 

② 認定医療情報等取扱受託事業者に対する業務に関する定期的な監査、定期的な評価及

びその結果に基づく必要な見直しその他の監督の内容並びに当該監督を実施する体制

（責任者を含む。）及び手順 

③ 認定医療情報等取扱受託事業者による認定匿名加工医療情報作成事業者又は認定医療

情報等取扱受託事業者のための業務に関する秘密の保持 

このような取扱いが担保されるよう、認定匿名加工医療情報作成事業者によって定めら

れる内部規則等で規定する必要がある。 

 

2-2-13 委託先の監督（法第 24条） 

法第 24条 
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 認定匿名加工医療情報作成事業者は、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場合は、その取扱いを委託した医療情報

等又は匿名加工医療情報の安全管理が図られるよう、主務省令で定めるところにより、

委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。 

 

規則第 22条 

法第二十四条の規定により認定匿名加工医療情報作成事業者が行わなければならな

い委託を受けた者に対する監督は、医療情報等又は匿名加工医療情報の安全管理が適正

に図られるよう、安全管理の業務に関する監査その他必要な措置を講ずることにより行

うものとする。 

 

認定医療情報等取扱受託事業者については、次に掲げる措置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基準に従い、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を講ずることが求められる（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号並びに第 20 条並びに規則第 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 

これを踏まえ、認定医療情報等取扱受託事業者における認定事業医療情報等の安全管理

が認定匿名加工医療情報作成事業者と同様に適正に図られるよう、認定医療情報等取扱受

託事業者に対する安全管理の業務に関する監査その他の必要かつ適切な監督を実施する必

要がある（法第 24条及び第 29条並びに規則第 22条及び第 26条）。 

このような取扱いが担保されるよう、認定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、認定匿名加工医療情報作成事業者と認定医療情報等取扱

受託事業者との間又は認定医療情報等取扱受託事業者相互間で締結される契約等で規定す

る必要がある。 

なお、認定事業医療情報等の取扱いの委託（法第 23条第１項）については、2-2-12を参

照すること。 

 

2-2-14 漏えい等報告（法第 24条２） 

法第 24条の２ 

認定匿名加工医療情報作成事業者は、認定事業に関し管理する医療情報等又は匿名加

工医療情報の漏えい、滅失、毀損その他の医療情報等又は匿名加工医療情報の安全の確

保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして主務省令で

定めるものが生じたときは、主務省令で定めるところにより、当該事態が生じた旨を主

務大臣に報告しなければならない。 
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規則第 22条の２ 

法第二十四条の二の個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして主務省令で

定めるものは、医療情報等又は匿名加工医療情報の漏えい等が発生し、又は発生したお

それがある事態とする。 

 

規則第 22条の３ 

認定匿名加工医療情報作成事業者は、法第二十四条の二の規定による報告をする場

合には、前条に定める事態を知った後、速やかに、当該事態に関する次に掲げる事項

（報告をしようとする時点において把握しているものに限る。第二十五条の二におい

て同じ。）を報告しなければならない。 

一 概要 

二 漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある医療情報等又は匿名加工医療情報

の項目 

三 漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある医療情報等又は匿名加工医療情報

に係る本人の数 

四 原因 

五 二次被害又はそのおそれの有無及びその内容 

六 本人への対応の実施状況 

七 公表の実施状況 

八 再発防止のための措置 

九 その他参考となる事項 

２ 前項の場合において、認定匿名加工医療情報作成事業者は、当該事態を知った日から

三十日以内（不正の目的をもって行われたおそれがある医療情報等又は匿名加工医療

情報の漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態においては、当該事態を知っ

た日から六十日以内）に、当該事態に関する前項各号に定める事項を報告しなければな

らない。 

３ 法第二十四条の二の規定による報告は、電子情報処理組織（主務大臣の使用に係る電

子計算機と報告をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情

報処理組織をいう。以下この項において同じ。）を使用する方法（電気通信回線の故障、

災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる

場合にあっては、報告書を提出する方法）により行うものとする。 

 

認定匿名加工医療情報作成事業者は、漏えい等事態が生じたときは、その旨を主務大臣に

報告しなければならない（法第 24条の２及び規則第 22条の２）。 

 この場合においては、漏えい等事態を知った後、速やかに、漏えい等事態に関する次に掲
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げる事項（その時点で把握しているものに限る。）を報告するとともに、漏えい等事態を知

った日から 30日以内（不正の目的によるおそれがある漏えい等事態にあっては、60日以内）

に、漏えい等事態に関する次に掲げる事項を報告しなければならない（規則第 22条の３第

１項及び第２項）。 

① 概要 

② 漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある医療情報等又は匿名加工医療情報の項       

 目 

③ 漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある医療情報等又は匿名加工医療情報に係

る本人の数 

④ 原因 

⑤ 二次被害又はそのおそれの有無及びその内容 

⑥ 本人への対応の実施状況 

⑦ 公表の実施状況 

⑧ 再発防止のための措置 

⑨ その他参考となる事項 

 また、当該報告は、電子情報処理組織を使用する方法（電気通信回線の故障、災害その他

の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合にあっては、

報告書を提出する方法）によるものとする（規則第 22条の３第３項）。 

 なお、漏えい等事態に際しての事務処理体制については、Ⅲの 2-1-4を参照すること。 

 

2-2-15 他の認定匿名加工医療情報作成事業者との間での医療情報の授受（法第 25条） 

法第 25条 

１ 第三十条第一項の規定により医療情報の提供を受けた認定匿名加工医療情報作成事

業者は、主務省令で定めるところにより、他の認定匿名加工医療情報作成事業者からの

求めに応じ、匿名加工医療情報の作成のために必要な限度において、当該他の認定匿名

加工医療情報作成事業者に対し、同項の規定により提供された医療情報を提供するこ

とができる。 

２ 前項の規定により医療情報の提供を受けた認定匿名加工医療情報作成事業者は、第

三十条第一項の規定により医療情報の提供を受けた認定匿名加工医療情報作成事業者

とみなして、前項の規定を適用する。 

 

規則第 23条 

認定匿名加工医療情報作成事業者は、法第二十五条第一項の規定による医療情報の授

受においては、次に掲げる事項を記載した文書により授受に係る他の認定匿名加工医療

情報作成事業者との契約を締結し、その契約書を保存しなければならない。 

一 法第二十五条第一項の規定により医療情報の提供を行う認定匿名加工医療情報作
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成事業者の名称、住所及び代表者の氏名 

二 前号の提供を受ける認定匿名加工医療情報作成事業者の名称、住所及び代表者の

氏名 

三 第一号の医療情報の項目 

四 第一号の医療情報の提供の方法 

 

他の認定匿名加工医療情報作成事業者の求めに応じ、匿名加工医療情報の作成のために

必要な限度において、他の認定匿名加工医療情報作成事業者に対し、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よる提供を受けた医療情報を提供することが可

能である（法第 25条）。 

このような他の認定匿名加工医療情報作成事業者との間での医療情報の授受については、

次に掲げる事項を記載した文書により、契約を締結するとともに、契約書を保存する必要が

ある（規則第 23 条）。 

① 医療情報の提供をする認定匿名加工医療情報作成事業者の名称、住所及び代表者の氏

名 

② 医療情報の提供を受ける認定匿名加工医療情報作成事業者の名称、住所及び代表者の

氏名 

③ 医療情報の項目 

④ 医療情報の提供の方法（医療情報の安全管理のために必要かつ適切な措置及び医療情

報の提供を受ける認定匿名加工医療情報作成事業者による医療情報の提供をする認定匿

名加工医療情報作成事業者に対する医療情報の提供に必要な費用の負担を含む。） 

その際には、医療情報の提供を受ける認定匿名加工医療情報作成事業者において、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（統計情報の提供を含む。）の是非

について、審査委員会の審査を経る必要があるほか、その前提として、医療情報の提供をす

る認定匿名加工医療情報作成事業者において、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の是非について、審査委員会の審査を経る必要がある。 

また、医療情報の提供を受ける認定匿名加工医療情報作成事業者による医療情報の提供

をする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に必要な費用の負担は、

認定匿名加工医療情報作成事業者による医療情報取扱事業者に対する医療情報の提供に必

要な費用の負担と同様な取扱いである（Ⅰの 4-2-6-2参照）。 

このような取扱いが担保されるよう、認定匿名加工医療情報作成事業者によって定めら

れる内部規則等で規定する必要がある。 

この場合においては、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、認定匿名加工医療情報作成事業者相互間で連携して協力しつつ、幅広く、日本の医療

分野の研究開発に資するよう、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

ることが求められる（Ⅰの 4-2-6-1参照）。 
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なお、適切な審査のための体制（規則第５条第７号）については、Ⅰの 4-2-7を参照する

こと。 

また、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。 

 

2-2-16 第三者提供の制限（法第 26条） 

法第 26条 

１ 認定匿名加工医療情報作成事業者は、前条の規定により提供する場合及び次に掲げ

る場合を除くほか、同条又は第三十条第一項の規定により提供された医療情報を第三

者に提供してはならない。 

一 法令に基づく場合 

二 人命の救助、災害の救援その他非常の事態への対応のため緊急の必要がある場合 

２ 次に掲げる場合において、当該医療情報の提供を受ける者は、前項の規定の適用につ

いては、第三者に該当しないものとする。 

一 第十条第一項、第二項又は第四項から第六項までの規定による事業譲渡その他の

事由による事業の承継に伴って医療情報が提供される場合 

二 認定匿名加工医療情報作成事業者が第二十三条第一項の規定により医療情報の取

扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該医療情報が提供される場合 

 

 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よる提供を受けた医療

情報については、原則として、第三者に提供することが禁止される（法第 26条第１項）。 

 ただし、次のいずれかに該当する場合には、例外的に、第三者に提供することが許容され

る（法第 26 条第１項）。 

① 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）の場合 

② 法令に基づく場合（例えば、児童虐待に係る通告（児童虐待の防止等に関する法律（平

成 12年法律第 82号）第６条第１項）等） 

③ 人命の救助、災害の救援その他非常の事態への対応のため緊急の必要がある場合（例え

ば、災害に伴う診療記録の滅失又は毀損に際しての救命救急等） 

この場合においては、第三者に対する医療情報の提供の是非について、審査委員会の審査

を経ることが望ましい。 

このような取扱いが担保されるよう、認定匿名加工医療情報作成事業者によって定めら

れる内部規則等で規定する必要がある。 

なお、他の認定匿名加工医療情報作成事業者との間での医療情報の授受（法第 25条）に

ついては、2-2-15を参照すること。 

また、適切な審査のための体制（規則第５条第７号）については、Ⅰの 4-2-7を参照する

こと。 
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2-2-17 苦情の処理（法第 27条） 

法第 27条 

１ 認定匿名加工医療情報作成事業者は、主務省令で定めるところにより、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に関する苦情を適切かつ迅速に

処理しなければならない。 

２ 認定匿名加工医療情報作成事業者は、主務省令で定めるところにより、前項の目的を

達成するために必要な体制を整備しなければならない。 

 

規則第 24条 

  認定匿名加工医療情報作成事業者は、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に関する苦情については、次の各号に定めるところにより、これ

を処理しなければならない。 

一 苦情を受け付けたときは、遅滞なく、当該苦情に係る事項の原因を究明すること。 

二 前号の規定による原因究明の結果に基づき、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に関し改善が必要な場合には、所要の措置を講ずる

こと。 

三 苦情の内容、原因究明の結果及び改善措置を記載した苦情処理記録を作成し、その

作成の日から三年間保存すること。 

 

規則第 25条 

  認定匿名加工医療情報作成事業者は、苦情を受け付けるための窓口の設置、苦情の対

応の手順の策定その他の措置を講ずることにより、法第二十七条第一項の目的を達成

するために必要な体制を整備しなければならない。 

 

2-2-17-1 苦情を処理する手順（法第 27条第１項） 

次のとおり、認定事業医療情報等の取扱いに関する苦情を適切かつ確実に処理する必要

がある（法第 27 条第１項及び規則第 24条）。 

① 苦情を受け付けたときは、遅滞なく、苦情に係る事項の原因を究明すること。 

② 原因究明の結果に基づき、認定事業医療情報等の取扱いに関し改善が必要な場合には、

所要の措置を講ずること。 

③ 苦情の内容、原因究明の結果及び改善措置を記載した苦情処理記録を作成し、その作成

の日から３年間保存すること。 

この場合においては、苦情処理記録について、完全性及び可用性を確保する必要がある。 

このような取扱いが担保されるよう、認定匿名加工医療情報作成事業者によって定めら

れる内部規則等で規定する必要がある。 
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2-2-17-2 苦情を処理する体制（法第 27条第２項） 

次に掲げる措置を講ずることにより、認定事業医療情報等の取扱いに関する苦情を適切

かつ迅速に処理するために必要な体制を整備する必要がある（法第 27条第２項及び規則第

25条）。 

① 苦情を受け付けるための窓口の設置（苦情を受け付けるための窓口の連絡先を本人又

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が容易に知り得る状

態に置くことを含む。） 

② 苦情の対応（苦情の内容に応じた他の認定匿名加工医療情報作成事業者若しくは認定

医療情報等取扱受託事業者又は主務府省に対する苦情の共有を含む。）の手順の策定 

③ その他の措置 

この場合においては、認定医療情報等取扱受託事業者が認定匿名加工医療情報作成事業

者の委託を受けて苦情を受け付けるための窓口を運営する取扱いとしても、差し支えない。 

このような取扱いが担保されるよう、認定匿名加工医療情報作成事業者によって定めら

れる内部規則等で規定する必要がある。 

なお、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）については、Ⅰの 4-2-8

を参照すること。 

 

2-2-18 医療情報の提供を受ける際の確認（法第 33条第１項及び第２項）、医療情報の

提供に係る記録の作成及び保存（法第 33条第３項及び第４項）並びに医療情報

取扱事業者による医療情報の提供を受けてはならない場合（法第 34条） 

法第 33条 

１ 認定匿名加工医療情報作成事業者は、第三十条第一項の規定により医療情報取扱事

業者から医療情報の提供を受けるに際しては、主務省令で定めるところにより、次に掲

げる事項の確認を行わなければならない。 

一 当該医療情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表

者の氏名 

二 当該医療情報取扱事業者による当該医療情報の取得の経緯 

２ 前項の医療情報取扱事業者は、認定匿名加工医療情報作成事業者が同項の規定によ

る確認を行う場合において、当該認定匿名加工医療情報作成事業者に対して、当該確認

に係る事項を偽ってはならない。 

３ 認定匿名加工医療情報作成事業者は、第一項の規定による確認を行ったときは、主務

省令で定めるところにより、当該医療情報の提供を受けた年月日、当該確認に係る事項

その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。 

４ 認定匿名加工医療情報作成事業者は、前項の記録を、当該記録を作成した日から主務

省令で定める期間保存しなければならない。 
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法第 34条 

 認定匿名加工医療情報作成事業者は、次に掲げる医療情報について、法令に基づく場

合を除き、医療情報取扱事業者から提供を受けてはならない。 

一 第三十条第一項又は第二項の規定による通知又は届出が行われていない医療情報 

二 第三十一条第一項に規定する求めがあった医療情報 

 

規則第 36条 

１ 法第三十三条第一項の規定による確認は、次の各号に掲げる事項の区分に応じて、当

該各号に定めるところによるものとする。 

一 法第三十三条第一項第一号の事項 医療情報を提供する医療情報取扱事業者から

申告を受ける方法その他の適切な方法 

二 法第三十三条第一項第二号の事項 法第三十条第三項の規定により主務大臣の公

表が行われた旨及び医療情報取扱事業者からの医療情報の取得の経緯を示す記録の

提示を受ける方法その他の適切な方法 

２ 前項の規定にかかわらず、医療情報取扱事業者から他の医療情報の提供を受けるに

際して既に前項に規定する方法による確認（当該確認について次条に規定する方法に

よる記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。）をした事項について

は、当該事項の内容と当該提供に係る法第三十三条第一項各号に掲げる事項の内容が

同一であることの確認を行う方法とする。 

 

規則第 37条 

１ 法第三十三条第三項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

一 法第三十条第一項の規定により医療情報の提供を受けた年月日 

二 法第三十三条第一項各号に掲げる事項 

三 第一号の医療情報によって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに

足りる事項 

四 第一号の当該医療情報の項目 

五 法第三十条第三項の規定により公表されている旨 

２ 前項に掲げる事項のうち、既に前条に規定する方法により作成した法第三十三条第

三項の記録（当該記録を保存している場合におけるものに限る。）に記録されている事

項と内容が同一であるものについては、当該事項の記録の作成を省略することができ

る。 

 

規則第 38条 

第三十三条及び第三十五条の規定は、認定匿名加工医療情報作成事業者について準



82 
 

用する。（以下略） 

 

医療情報取扱事業者による医療情報の提供（法第 30条）、書面の交付又は電磁的記録の提

供（法第 31 条）、医療情報の提供を受ける際の確認（法第 33条第１項及び第２項）、医療情

報取扱事業者による医療情報の提供を受けてはならない場合（法第 34条）並びに医療情報

の提供に係る記録の作成及び保存（法第 32 条並びに第 33 条第３項及び第４項）について

は、Ⅴの４から８までを参照すること。 

 

2-3 個人情報保護法 

法第 18条 

４ 個人情報の保護に関する法律第四十三条の規定は認定匿名加工医療情報作成事業者

又は第二十八条の認定を受けた者（以下「認定医療情報等取扱受託事業者」という。）

が第一項（第二十九条において準用する場合を含む。）の規定により匿名加工医療情報

を作成する場合について、同法第四十四条から第四十六条までの規定は匿名加工医療

情報取扱事業者が前項に規定する匿名加工医療情報を取り扱う場合については、適用

しない。 

 

【参考１】個人情報保護法第 43 条 

１ 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。以下この章及び第六章において同じ。）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
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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。 

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。 

 

【参考２】個人情報保護法第 44 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。 

 

【参考３】個人情報保護法第 45 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四十三条第一項若しくは第百十六条第

一項（同条第二項において準用する場合を含む。）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。 

 

【参考４】個人情報保護法第 46 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。 

 

認定匿名加工医療情報作成事業者若しくは認定医療情報等取扱受託事業者による匿名加

工医療情報の作成又は匿名加工医療情報取扱事業者による匿名加工医療情報の取扱いにつ

いては、次に掲げる個人情報保護法の規定が適用されない（法第 18条第４項）。 

① 個人情報取扱事業者による匿名加工情報の作成等（個人情報保護法第 43条） 

② 匿名加工情報取扱事業者による匿名加工情報の提供（個人情報保護法第 44条） 

③ 匿名加工情報取扱事業者の識別行為の禁止（個人情報保護法第 45条） 

④ 匿名加工情報取扱事業者の安全管理措置等（個人情報保護法第 46条） 

それ以外の個人情報取扱事業者による個人データの取扱いに関する個人情報保護法の規

定は、認定匿名加工医療情報作成事業者による個人データの取扱いに適用される。 
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なぜなら、認定匿名加工医療情報作成事業者は、認定事業医療情報等に該当しない「個人

データ」（個人情報保護法第 16条第３項）も取り扱う「個人情報取扱事業者」（個人情報保

護法第 16条第２項）に該当するためである。 

とりわけ、次に掲げる個人情報取扱事業者による個人データの取扱いに関する個人情報

保護法の規定については、認定匿名加工医療情報作成事業者による遵守が担保されるよう、

認定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。 

① 個人情報取扱事業者によるデータ内容の正確性の確保等（個人情報保護法第 22条） 

② 個人情報取扱事業者による個人データの安全の確保に係る事態に関する個人情報保護

委員会に対する報告等（個人情報保護法第 26条） 

③ 個人情報取扱事業者による保有個人データに関する事項の公表等（個人情報保護法第

32条） 

④ 個人情報取扱事業者による保有個人データの開示（個人情報保護法第 33条） 

⑤ 個人情報取扱事業者による保有個人データの内容の訂正等（個人情報保護法第 34 条） 

⑥ 個人情報取扱事業者による保有個人データの利用停止等（個人情報保護法第 35条） 

⑦ 個人情報取扱事業者による理由の説明（個人情報保護法第 36条） 

⑧ 個人情報取扱事業者が開示等の請求等に応じる手続（個人情報保護法第 37条） 

⑨ 個人情報取扱事業者による手数料の徴収（個人情報保護法第 38条） 

なお、患者等に対する診療記録の開示又は被保険者等に対する診療報酬明細書等の開示

については、「診療情報の提供等に関する指針の策定について」（平成 15 年９月 12 日医政

発第 0912001号厚生労働省医政局長通知）又は「診療報酬明細書等の被保険者への開示につ

いて」（平成 17 年３月 31 日保発第 0331009号厚生労働省保険局長通知）に則って対応する

必要がある。 

 

３ 認定医療情報等取扱受託事業者に係る法令等を遵守した運営 

法第 18条 

４ 個人情報の保護に関する法律第四十三条の規定は認定匿名加工医療情報作成事業者

又は第二十八条の認定を受けた者（以下「認定医療情報等取扱受託事業者」という。）

が第一項（第二十九条において準用する場合を含む。）の規定により匿名加工医療情報

を作成する場合について、同法第四十四条から第四十六条までの規定は匿名加工医療

情報取扱事業者が前項に規定する匿名加工医療情報を取り扱う場合については、適用

しない。 

 

法第 23条 

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
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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 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、第二十四条の二、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。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字

句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読

替えは、政令で定める。 

  

（略） （略） （略） 

第二十四条の二 ならない ならない。ただし、当該認

定医療情報等取扱受託事

業者が、認定匿名加工医療

情報作成事業者又は他の

認定医療情報等取扱受託

事業者から当該医療情報

等又は匿名加工医療情報

の取扱いの全部又は一部

の委託を受けた場合であ

って、主務省令で定めると

ころにより、当該事態が生

じた旨を当該認定匿名加

工医療情報作成事業者又

は他の認定医療情報等取

扱受託事業者に通知した

ときは、この限りでない 

（略） （略） （略） 
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規則第 21条 

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 25条の２ 

  認定医療情報等取扱受託事業者は、法第二十九条の規定により読み替えて準用する

法第二十四条の二ただし書の規定による通知をする場合には、第二十二条の二に定め

る事態を知った後、速やかに、第二十二条の三第一項各号に定める事項を通知しなけれ

ばならない。 

 

規則第 26条  

  第三条から第四条の二まで、第六条（第五号ハ及びニを除く。）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

項及び第三項、第十三条、第十八条から第二十条まで、第二十二条から第二十二条の三

まで、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。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字

句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

 

（略） （略） （略） 

第二十二条の三第一項及

び第三項 

法第二十四条の二 

 

法第二十九条の規定によ

り読み替えて適用する法

第二十四条の二本文 

  

 

3-1 原則 

「法令等を遵守した運営を確保していること」（規則第５条第４号）は、認定匿名加工医

療情報作成事業者において、自ら法令等を遵守した運営を確保するほか、それと同様に、認
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定医療情報等取扱受託事業者に法令等を遵守した運営を確保させるよう、求める趣旨であ

る。 

このため、法令等を遵守した運営については、原則として、認定医療情報等取扱受託事業

者が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条及び規則第 26条）。 

 このような取扱いが担保されるよう、認定匿名加工医療情報作成事業者又は認定医療情

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基づき、認定匿名加工医療情

報作成事業者と認定医療情報等取扱受託事業者との間又は認定医療情報等取扱受託事業者

相互間で締結される契約等で規定する必要がある。 

 

3-2 例外 

 例外的に、認定医療情報等取扱受託事業者が認定匿名加工医療情報作成事業者と異なる

取扱いである点は、次のとおりである。 

 

3-2-1 内部規則等 

次に掲げる事項は、認定匿名加工医療情報作成事業者に係る「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」の内容となるが、認定医療情報等取扱受託事業者

に係る「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」の内容となら

ない。 

① 医療情報取扱事業者による医療情報の提供（他の認定匿名加工医療情報作成事業者と

の間での医療情報の授受を含む。） 

② 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（統計情報の提供を含

む。） 

 

3-2-2 法及び規則 

  

3-2-2-1 帳簿（法第 29条において準用する第 13条） 

帳簿（法第 13 条）の記載事項（規則第 12 条第１項）のうち、匿名加工医療情報の消去

（法第 19条）以外の次に掲げるものは、認定匿名加工医療情報作成事業者に適用されるが、

認定医療情報等取扱受託事業者に準用されない（規則第 26条）。 

① 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取扱事業者に対する匿名加

工医療情報の提供 

② 匿名加工医療情報取扱事業者による他の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 

③ 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 他の認定匿名加工医療情報作成事業者による医療情報の提供（法第 25条） 
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3-2-2-2 認定事業医療情報等の取扱いの再委託（法第 23条第２項及び第３項） 

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受けた認定医療情報等

取扱受託事業者は、認定事業医療情報等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（法第 23条第２項及び第３項）。 

このような取扱いが担保されるよう、認定匿名加工医療情報作成事業者又は認定医療情

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基づき、認定匿名加工医療情

報作成事業者と認定医療情報等取扱受託事業者との間又は認定医療情報等取扱受託事業者

相互間で締結される契約等で規定する必要がある。 

 

3-2-2-3  漏えい等報告（法第 29条において準用する第 24条の２） 

 認定医療情報等取扱受託事業者は、漏えい等事態が生じたときは、その旨を主務大臣に報

告しなければならない（法第 29 条において準用する第 24条の２）。ただし、認定医療情報

等取扱受託事業者が認定匿名加工医療情報作成事業者又は他の認定医療情報等取扱受託事

業者による認定事業医療情報等の取扱いの全部又は一部の委託を受けた場合において、漏

えい等事態が生じた旨について、認定医療情報等取扱受託事業者が認定匿名加工医療情報

作成事業者又は他の認定医療情報等取扱受託事業者に通知したときは、認定医療情報等取

扱受託事業者が主務大臣に報告する必要はない（法第 29条において準用する第 24条の２）。 

 この場合においては、認定医療情報等取扱受託事業者は、漏えい等事態を知った後、速や

かに、漏えい等事態に関する次に掲げる事項（その時点で把握しているものに限る。）を通

知しなければならない（規則第 25条の２）。 

① 概要 

② 漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある医療情報等又は匿名加工医療情報の項 

 目 

③ 漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある医療情報等又は匿名加工医療情報に係

る本人の数 

④ 原因 

⑤ 二次被害又はそのおそれの有無及びその内容 

⑥ 本人への対応の実施状況 

⑦ 公表の実施状況 

⑧ 再発防止のための措置 

⑨ その他参考となる事項 

 

3-2-2-4 その他 

次に掲げる事項は、認定匿名加工医療情報作成事業者に適用されるが、認定医療情報等取

扱受託事業者に準用されない（法第 29条）。 
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① 他の認定匿名加工医療情報作成事業者との間での医療情報の授受（法第 25条） 

② 医療情報の提供を受ける際の確認（法第 33条第１項及び第２項）、医療情報の提供に係

る記録の作成及び保存（法第 33 条第３項及び第４項）並びに医療情報取扱事業者による

医療情報の提供を受けてはならない場合（法第 34条） 
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