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１ 位置付け 

安全管理措置編は、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）を一体的に分かりやすく示すものである。 

これは、次のいずれにも該当するものである。 

① 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に係る新規の認定の基準

（法第８条第３項第３号及び第４号並びに第 29条） 

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号並びに第 29

条） 

③ 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遵守事項（法

第 20条及び第 29条） 

 

２ 認定匿名加工医療情報作成事業者に係る安全管理措置（法第８条第３項第３号及び第

４号、第９条第４項並びに第 20 条） 

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。 

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。 

 

法第 20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

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

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を講じな

ければならない。 

 
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は、次のとおりである。 

① 組織的安全管理措置 

② 人的安全管理措置 

③ 物理的安全管理措置 

④ 技術的安全管理措置 

⑤ その他の措置 
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2-1 組織的安全管理措置 

組織的安全管理措置とは、次に掲げる措置をいう。 

① 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） 

② 安全管理責任者（規則第６条第１号ロ） 

③ 認定事業医療情報等取扱者の権限及び責務並びに業務（規則第６条第１号ハ） 

④ 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） 

⑤ 安全管理措置に関する規程（規則第６条第１号ホ） 

⑥ 安全管理に係る措置の継続的な確保（規則第６条第１号へ） 

 

2-1-1 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） 

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。 

 

認定事業医療情報等の安全管理を全うするためには、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又は認定医療情報等取扱受託事業者の

ために認定事業に従事する者（特定役員及び特定使用人を含む。以下「認定事業従事者」

という。）に対し、認定事業医療情報等の安全管理に関する基本的な考え方について、認

識を共有することが求められる。 

これを踏まえ、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では、認定

事業医療情報等の安全管理に係る基本方針を記載する必要がある。 

その中では、次に掲げる事項を始めとする認定事業医療情報等の安全管理に関する基本

的な考え方を明らかにする必要がある。 

① 自ら恒常的に、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、及び提供する一連の過程で取扱いの対象となる認定事業医療情報等を洗い出し

てリスク分析を実施した結果に応じ、認定事業医療情報等の安全管理のために必要かつ

適切な措置を講ずる方針 

② 認定事業従事者による法、個人情報保護法その他の関係法令及び内部規則等の遵守を

徹底する方針 

③ 認定事業従事者に対する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周知

を徹底する方針 

なお、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。）の公表については、Ⅰの 4-2-8-1を参照するこ
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と。 

 

【講じなければならない措置】 

  認定事業医療情報等の安全管理に係る基本方針の策定 

 

2-1-2 安全管理責任者（規則第６条第１号ロ） 

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 

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。 

 

2-1-2-1 安全管理責任者の配置 

認定事業医療情報等の安全管理の重要性を踏まえ、認定事業医療情報等の安全管理に関

する組織体制を整備する一環として、安全管理責任者を配置する必要がある。 

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

定する必要がある。 

 

2-1-2-2 安全管理責任者の権限及び責任 

安全管理責任者の配置に関する書類では、安全管理責任者について、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。 

 

2-1-2-3 安全管理責任者の業務 

安全管理責任者の配置に関する書類では、安全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 認定匿名加工医療情報作成事業者における安全管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 認定匿名加工医療情報作成事業者における安全管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 認定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 安全管理責任者が認定匿名加工医療情報作成事業者における安全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 
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ⅰ 安全管理責任者の業務以外の業務の内容（認定事業かその他の事業かの区分を含む。） 

ⅱ 安全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 安全管理責任者が認定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 認定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 認定匿名加工医療情報作成事業者における安全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、安全管理責任者に係る契約関係を明らかにする書類では、安全管理責任者が認定匿

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）。 

 

2-1-2-4 安全管理責任者の実務経験及び専門性 

「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」（規則第６条

第１号ロ）とは、情報セキュリティを含む医療情報管理業務の実務経験を５年以上有する

など、高い専門性を有することをいう。 

これを踏まえ、安全管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、

「情報セキュリティを含む医療情報管理業務の実務経験」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の時点で何年となるかを明ら

かにする必要がある。 

また、「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。 

 

2-1-2-5 安全管理責任者の代位者 

認定事業の継続性が担保されるよう、あらかじめ、安全管理責任者がその業務に従事し得

ない際に安全管理責任者に代位する者を指定する必要がある。 

このような安全管理責任者の代位者については、安全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、安全管理責任者の配置、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、2-1-2-1から 2-1-2-4までを参照すること。 
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【講じなければならない措置】 

① 安全管理責任者の配置 

② 安全管理責任者の権限及び責任の明確化 

③ 安全管理責任者の業務の明確化 

④ 安全管理責任者の実務経験及び専門性の明確化 

⑤ 安全管理責任者の代位者の指定 

 

2-1-3 認定事業医療情報等取扱者の権限及び責務並びに業務（規則第６条第１号

ハ） 

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 

ハ 認定事業医療情報等を取り扱う者の権限及び責任並びに業務を明確にしている

こと。 

 

2-1-3-1 認定事業医療情報等取扱者の範囲 

認定事業医療情報等の安全管理の重要性を踏まえ、認定事業医療情報等の安全管理に関

する組織体制を整備する一環として、認定事業医療情報等取扱者の範囲を明らかにする必

要がある（規則第６条第１号ハ）。 

これを踏まえ、認定事業医療情報等取扱者の権限及び責務並びに業務に関する書類で

は、認定事業医療情報等取扱者を名簿等で指定する必要がある。 

この場合においては、医療情報の取得又は整理、匿名加工医療情報の作成又は提供な

ど、認定事業を実施するため必要な業務に従事するに当たり、認定事業医療情報等を閲覧

する可能性がある者（例えば、認定事業医療情報等取扱者がその業務に従事し得ない際に

認定事業医療情報等取扱者に代位する者等）について、認定事業医療情報等取扱者の範囲

に含める必要がある。 

また、認定事業の継続性を担保しながら、認定事業医療情報等の取扱いに伴うリスクを

低減するため、認定事業医療情報等取扱者の範囲を限定する必要がある。 

 

2-1-3-2 認定事業医療情報等取扱者の権限及び責務 

認定事業医療情報等取扱者の権限及び責務並びに業務に関する書類では、認定事業医療

情報等取扱者について、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

業者を通じた組織体制における権限及び責務を明らかにする必要がある。 

この場合において、認定事業医療情報等取扱者が２以上の部門又は者にわたるときは、
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認定事業医療情報等の取扱いに関する責任の所在が曖昧とならないよう、いずれの部門又

は者がいずれの業務に関する権限及び責務を有するかを区分する必要がある。 

 

2-1-3-3 認定事業医療情報等取扱者の業務 

認定事業医療情報等取扱者の権限及び責任並びに業務に関する書類では、認定事業医療

情報等取扱者について、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 認定匿名加工医療情報作成事業者における認定事業医療情報等取扱者の就業形態（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 認定匿名加工医療情報作成事業者における認定事業医療情報等取扱者の就業形態が出

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 認定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 認定事業医療情報等取扱者が認定匿名加工医療情報作成事業者における認定事業医療

情報等取扱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 認定事業医療情報等取扱者の業務以外の業務の内容（認定事業かその他の事業かの

区分を含む。） 

ⅱ 認定事業医療情報等取扱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 認定事業医療情報等取扱者が認定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 認定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 認定匿名加工医療情報作成事業者における認定事業医療情報等取扱者の就業期間が申

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 

 

【講じなければならない措置】 

① 認定事業医療情報等取扱者の範囲の明確化 

② 認定事業医療情報等取扱者の権限及び責務の明確化 

③ 認定事業医療情報等取扱者の業務の明確化 
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2-1-4 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） 

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 

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。 

 

漏えい等事態に際しては、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

事業者を通じて組織的に、直ちに漏えい等事態を把握した上で、速やかに漏えい等事態に関

して原因を究明して影響範囲を特定するための事実関係の調査を実施し、漏えい等事態に

伴う被害を最小化するとともに、漏えい等事態と類似する事態の再発を防止するなど、適切

かつ迅速に事務を処理することが可能となるよう、体制を整備する必要がある。 

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

医療情報の提供を受けてから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

供又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をするまでの一連の

過程での認定事業医療情報等の授受について、ログの収集、監視及び分析を定期的に実施す

るなど、認定事業医療情報等の安全管理に関する危機管理のための体制（例えば、CSIRT

（Computer Security Incident Response Team）、SOC（Security Operation Center）等）

を整備する必要がある。 

また、漏えい等事態について、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

受託事業者で自ら事実関係の調査を実施することが困難である場合（例えば、情報セキュリ

ティに関する高度に技術的な専門性を必要とする場合、内部不正が疑われる場合等）には、

第三者による事実関係の調査を実施する必要がある。 

さらに、認定匿名加工医療情報作成事業者が認定医療情報等取扱受託事業者を通じて事

務を処理する通常の体制で対応することが困難であるなど、緊急に必要な場合に限り、認定

匿名加工医療情報作成事業者の安全管理責任者又はそれに代わる者で自ら、オープンなネ

ットワーク環境から切り離した環境で、認定事業医療情報等を取り扱う情報システム（以下

「基幹系システム」という。）にアクセスすること（例えば、現場に急行する方式、遠隔で

接続する方式等）により、基幹系システムを遮断することが可能となるよう、体制を整備す

る必要がある。 

あわせて、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、法第 24条の２及び第 29条並びに規則第 22条の２、第 22条の３、第

25 条の２及び第 26 条に従って、主務大臣に報告しなければならない（法第 24 条の２及び

第 29条並びに規則第 22条の２、第 22条の３、第 25条の２及び第 26条）。加えて、個人情
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報保護法施行規則第７条の規定する事態においては、個人情報保護法第 26条及び個人情報

保護法施行規則第７条から第 10条までに従って、個人情報保護委員会に報告するとともに、

本人に通知する必要がある（個人情報保護法第 26条及び個人情報保護法施行規則第７条か

ら第 10条まで）。これらの場合においては、主務府省及び個人情報保護委員会に対する窓口

を一元化する必要がある。 

また、認定事業医療情報等の安全管理に対する国民の信頼が確保されるよう、漏えい等事

態について、その影響範囲等に応じ、速やかに影響を受ける本人等に対する連絡又は公表を

実施する必要がある。 

これを踏まえ、漏えい等事態に際しての事務処理体制に関する書類では、障害の発生の

防止並びに検知及び対策に関する書類と整合的に、漏えい等事態に際しての事務処理体制

を記載する必要がある。 

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 漏えい等事態に対応するための組織体制（例えば、責任者及び担当者、責任者又は担

当者がその業務に従事し得ない際に代位する者等） 

② 組織的に漏えい等事態を把握するための体制（例えば、担当者から責任者への連絡、

認定医療情報等取扱受託事業者から認定匿名加工医療情報作成事業者への連絡等） 

③ 漏えい等事態に関して原因を究明して影響範囲を特定するための事実関係の調査を実

施する方針（どのような場合に第三者による事実関係の調査を実施するかを含む。） 

④ 漏えい等事態に関する事実関係の調査を実施した結果に基づき、漏えい等事態に伴う

被害を最小化するための対策を実施する方針（緊急に必要な場合にどのように基幹系シ

ステムを遮断するかを含む。） 

⑤ 漏えい等事態に関する事実関係の調査を実施した結果に基づき、漏えい等事態と類似

する事態の再発を防止するための対策を実施する方針 

⑥ 漏えい等事態に関する主務府省及び個人情報保護委員会に対する報告を実施する方針

（体制を含む。） 

⑦ 漏えい等事態の影響範囲等に応じて影響を受ける本人等に対する連絡又は公表を実施

する方針（体制を含む。） 

なお、障害の発生の防止並びに検知及び対策（規則第６条第５号ロ）については、2-5-2

を参照すること。 

 また、漏えい等報告（法第 24 条の２及び第 29条）については、Ⅱの 2-2-14及び 3-2-

2-3 を参照すること。 

 

【講じなければならない措置】 

① 漏えい等事態に対応するための組織体制の整備 

② 組織的に漏えい等事態を把握するための体制の整備 

③ 漏えい等事態に関する事実関係の調査 
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④ 漏えい等事態に伴う被害を最小化するための対策 

⑤ 漏えい等事態と類似する事態の再発を防止するための対策 

⑥ 漏えい等事態に関する主務府省及び個人情報保護委員会に対する報告 

⑦ 漏えい等事態の影響範囲等に応じた影響を受ける本人等に対する連絡又は公表 

 

2-1-5 安全管理措置に関する規程（規則第６条第１号ホ） 

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 

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。 

 

認定事業医療情報等の安全管理について、実効性を担保するためには、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）に則り、自ら恒常的に、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、及び提供する一連の

過程で取扱いの対象となる認定事業医療情報等を洗い出してリスク分析を実施した結果に

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を講ずる中で、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について、PDCAサイク

ルを実現することが求められる。 

これを踏まえ、安全管理措置に関する規程に係る書類では、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に関する方針を記載する必要がある。 

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 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

供する一連の過程で取扱いの対象となる認定事業医療情報等を洗い出してリスク分析を

実施した結果 

② 当該結果に応じ、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を講ず

るため、自ら策定して実施する組織的安全管理措置、人的安全管理措置、物理的安全管

理措置、技術的安全管理措置等に関する規程の内容 

③ 当該規程の運用を把握して分析するため、被監査部門より独立した監査部門による内

部監査を定期的に実施する方針（例えば、目的、対象、内容、頻度、体制等） 

④ 当該規程の運用を評価した結果に基づき、必要に応じ、当該規程の運用を改善する方

針（例えば、手順、頻度、体制等） 

 なお、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）について

は、2-1-1を参照すること。 
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【講じなければならない措置】 

① 組織的安全管理措置、人的安全管理措置、物理的安全管理措置、技術的安全管理措置

等に関する規程の策定及び実施 

② 組織的安全管理措置、人的安全管理措置、物理的安全管理措置、技術的安全管理措置

等に関する規程の運用に関する評価及び改善 

 

2-1-6 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） 

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 

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。 

 

日進月歩の情報技術に対応し、認定事業医療情報等の安全管理に係る措置を継続的に確

保するためには、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）

に則り、自ら恒常的に、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、及び提供する一連の過程で取扱いの対象となる認定事業医療情報等を洗い出

してリスク分析を実施した結果に応じ、認定事業医療情報等の安全管理のために必要かつ

適切な措置を講ずる中で、認定事業医療情報等の取扱いについて、第三者による評価を定

期的に受けることにより、PDCA サイクルを実現することが求められる。 

このため、認定事業医療情報等の取扱いについて、外部の専門家（例えば、監査法人

等）による情報セキュリティ監査を定期的に受検する必要がある。とりわけ、毎事業年

度、前事業年度と異なる第三者によるペネトレーションテスト（情報システムについて、

様々な技術を駆使して侵入その他のアクセスを試行することにより、情報セキュリティに

関する脆弱性の存否を判定するテストをいう。以下同じ。）を受検する必要がある。あわ

せて、自ら取得する医療情報の規模及び内容の変化に応じ、前回と異なる第三者による匿

名加工情報再識別テスト（匿名加工情報について、様々な技術を駆使して個人の再識別を

試行することにより、個人情報の匿名加工の適否を判定するテストをいう。以下同じ。）

を受検する必要がある。 

また、認定事業医療情報等の取扱いについて、ISMS（ISO/IEC27001 及び JIS Q 27001）

等の第三者認証を継続的に取得する必要がある。 

これを踏まえ、安全管理に係る措置の継続的な確保に関する書類では、認定事業医療情

報等の取扱いに関する次に掲げる事項を記載する必要がある。 

① 外部の専門家による情報セキュリティ監査（第三者によるペネトレーションテスト及

び匿名加工情報再識別テストを含む。）を受検した結果（例えば、主体、内容、時期
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等）及びそれに基づく改善の状況 

② 外部の専門家による情報セキュリティ監査（第三者によるペネトレーションテスト及

び匿名加工情報再識別テストを含む。）を定期的に受検する方針（例えば、主体、内

容、頻度等） 

③ ISMS（ISO/IEC27001及び JIS Q 27001）等の第三者認証を取得した結果（例えば、主

体、内容、時期等） 

④ ISMS（ISO/IEC27001及び JIS Q 27001）等の第三者認証を継続的に取得する方針（例

えば、主体、内容、頻度等） 

 そのほか、主務府省は、情報セキュリティ等に関する専門家の参画を得て、認定事業医

療情報等の安全管理に関する実地確認を定期的に実施する。 

なお、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）について

は、2-1-1を参照すること。 

 また、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。）の公表については、Ⅰの 4-2-8-1

を参照すること。 

 さらに、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。 

 

【講じなければならない措置】 

① 外部の専門家による情報セキュリティ監査（第三者によるペネトレーションテスト及

び匿名加工情報再識別テストを含む。）の定期的な受検 

② ISMS（ISO/IEC27001及び JIS Q 27001）等の第三者認証の継続的な取得 

 

2-2 人的安全管理措置 

人的安全管理措置とは、次に掲げる措置をいう。 

① 認定事業医療情報等取扱者が欠格事由に該当しないことの確認（規則第６条第２号

イ） 

② 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） 

③ 認定事業医療情報等取扱者に対する教育及び訓練（規則第６条第２号ハ） 

④ 認定事業医療情報等の不適切な取扱いの防止（規則第６条第２号ニ） 

 

2-2-1 認定事業医療情報等取扱者が欠格事由に該当しないことの確認（規則第６条

第２号イ） 

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。 
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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。 

 

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

しないことを確認する必要がある。 

これを踏まえ、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では、認定事業医療情報等取扱者のいず

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。 

 

【講じなければならない措置】 

  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

当しないことの確認 

 

2-2-2 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） 

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。 

二 人的安全管理措置 

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。 

 

認定事業については、個人の病歴その他の個人の心身の状態に関する情報であって、そ

の取扱いに特に配慮を要するものが含まれる認定事業医療情報等を取り扱うため、高度な

信頼性（クレディビリティ）が求められる。 

したがって、認定匿名加工医療情報作成事業者において、認定事業医療情報等取扱者を

始めとする認定事業従事者に対し、内部規則等の遵守を徹底する必要がある。 

 

2-2-2-1 認定事業従事者の採用又は選任 

認定事業従事者については、欠格事由（法第８条第３項第１号）の趣旨に則り、責務を

自覚して誠実かつ公正に職務を遂行する者を採用し、又は選任することが求められる。 

これを踏まえ、内部規則等の遵守の徹底に関する書類では、認定匿名加工医療情報作成

事業者における認定事業医療情報等取扱者を始めとする認定事業従事者の採用又は選任に

関する方針を記載する必要がある。 
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2-2-2-2 内部規則等に違反する行為をした認定事業従事者に対する懲戒 

認定匿名加工医療情報作成事業者において、認定事業医療情報等取扱者を始めとする認

定事業従事者に対し、内部規則等の遵守を徹底するためには、内部規則等に違反する行為

が懲戒の事由となるよう、内部規則等を定めることが求められる。 

このため、内部規則等の遵守の徹底に関する書類では、認定匿名加工医療情報作成事業

者における認定事業医療情報等取扱者を始めとする認定事業従事者について、懲戒の根拠

となる内部規則等、すなわち、就業規則等で規定される懲戒の事由となる違反の対象とな

る内部規則等を一覧的に記載する必要がある。 

この場合においては、例えば、次に掲げる事項を明らかにする必要がある。 

① それぞれの内部規則等がどのような機関決定を経たか。 

② それぞれの内部規則等がいずれの申請書類と対応するか。 

③ それぞれの内部規則等に違反する行為がいずれの懲戒の事由に該当するか。 

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雇用されない者に

ついても、認定事業医療情報等取扱者を始めとする認定事業従事者とすることは、必ずし

も妨げられない。 

もっとも、認定匿名加工医療情報作成事業者に雇用されない認定事業医療情報等取扱者

を始めとする認定事業従事者については、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、出向、派遣等）にある

ことを明らかにするとともに、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、内部規則等に違反する行為が認定匿名加工医療情報作成事業者に雇用される

認定事業医療情報等取扱者を始めとする認定事業従事者に対する懲戒と同等以上の制裁

（例えば、報酬の減額、契約の解除、氏名の公表等）の事由となるよう、担保した上で、

その内容を明らかにする必要がある。 

 

2-2-2-3 認定事業従事者に対する内部規則等の内容に関する周知 

認定匿名加工医療情報作成事業者において、内部規則等に違反する行為をした認定事業

医療情報等取扱者を始めとする認定事業従事者に対し、懲戒を実施する前提として、懲戒

の根拠となる内部規則等の内容に関する周知を徹底することが求められる。 

このため、内部規則等の遵守の徹底に関する書類では、認定匿名加工医療情報作成事業

者における認定事業医療情報等取扱者を始めとする認定事業従事者に対する懲戒の根拠と

なる内部規則等の内容（内部規則等の変更に際しての内部規則等の変更の内容を含む。）

に関する周知の方法を記載する必要がある。 

とりわけ、認定事業医療情報等取扱者に対しては、着任時、内部規則等変更時、離任時

等において、例えば、次に掲げる事項を内容とする誓約書等の提出を求める方針を明らか

にする必要がある。 
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① 内部規則等を遵守する旨 

② 責務を自覚して誠実かつ公正に職務を遂行する旨 

③ 欠格事由（法第８条第３項第１号ハ）に該当しない旨 

④ 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は、医療情報の

提供又は医療情報の取扱いの全部若しくは一部の委託若しくは再委託を受けた場合は、

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（法第 17条第１項及び第 29条）旨 

⑤ 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役員若しく従

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

条及び第 29 条）旨 

 

【講じなければならない措置】 

① 責務を自覚して誠実かつ公正に職務を遂行する認定事業従事者の採用又は選任 

② 内部規則等に違反する行為をした認定事業従事者に対する懲戒 

③ 認定事業従事者に対する内部規則等の内容に関する周知（認定事業医療情報等取扱者

による誓約書等の提出を含む。） 

 

2-2-3 認定事業医療情報等取扱者に対する教育及び訓練（規則第６条第２号ハ） 

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。 

二 人的安全管理措置 

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。 

 

認定匿名加工医療情報作成事業者において、認定事業医療情報等取扱者を始めとする認

定事業従事者に対し、内部規則等の遵守を徹底するためには、例えば、次に掲げる事項に

関する認識を共有することが求められる。 

① 法令等の趣旨及び認定事業の目的 

② 委託又は再委託の対象となる認定事業医療情報等の取扱いに関する業務の範囲 

③ 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は、医療情報の

提供又は医療情報の取扱いの全部若しくは一部の委託若しくは再委託を受けた場合は、

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
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り扱ってはならない（法第 17条第１項及び第 29条）旨 

④ 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役員若しく従

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

条及び第 29条）旨 

⑤ 内部規則等の内容 

これを踏まえ、内部規則等の遵守の徹底に関する書類では、認定匿名加工医療情報作成

事業者における認定事業医療情報等取扱者を始めとする認定事業従事者に対する定期的な

研修を始めとする教育及び訓練について、対象者、目的、内容、方法、頻度等に関する計

画を記載する必要がある。 

この場合においては、教育及び訓練の対象者に対し、理解度を把握した上で、それに基

づき、必要な対策を実施する方針を明らかにする必要がある。 

また、教育及び訓練に係る年月日、対象者、目的、内容、方法、理解度及びそれに基づ

く対策等に関する記録を作成するとともに、当該記録をその作成日から３年間保存する方

針を明らかにする必要がある。 

 

【講じなければならない措置】 

① 認定事業従事者に対する定期的な研修を始めとする教育及び訓練 

② 教育及び訓練の対象者に対する理解度の把握及びそれに基づく必要な対策 

③ 教育及び訓練に関する記録の作成及び保存 

 

2-2-4 認定事業医療情報等の不適切な取扱いの防止（規則第６条第２号ニ） 

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。 

二 人的安全管理措置 

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。 

 

認定事業医療情報等の取扱いに伴うリスクを低減するためには、認定事業医療情報等を

取り扱う権限を有する従業者しか認定事業医療情報等を取り扱うことができない旨の規程

を定めた上で、認定事業医療情報等を取り扱う権限を有しない従業者又は部外者（例え

ば、警備員、清掃員等）による認定事業医療情報等の取扱い（閲覧を含む。）を防止する

措置（例えば、次に掲げる措置）を講ずることが求められる。 

① 認定事業医療情報等を取り扱う区域に対する立入りを制限する措置 

② 認定事業医療情報等に対するアクセスを制限する措置 
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③ 認定事業医療情報等の送信等に際して２以上の認定事業医療情報等取扱者で相互に内

容を確認する措置 

これを踏まえ、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では、次に掲

げる事項を記載する必要がある。 

① 認定事業医療情報等を取り扱う権限を有する従業者しか認定事業医療情報等を取り扱

うことができない旨の規程 

② 認定事業医療情報等を取り扱う権限を有しない従業者又は部外者による認定事業医療

情報等の取扱い（閲覧を含む。）を防止する措置 

なお、施設設備の区分（規則第６条第３号イ）、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（規則第６条第３号ロ）並びに不正アクセス行為

の防止（規則第６条第４号イ）については、2-3-1、2-3-2及び 2-4-1を参照すること。 

 

【講じなければならない措置】 

① 認定事業医療情報等を取り扱う権限を有する従業者しか認定事業医療情報等を取り扱

うことができない旨の規程 

② 認定事業医療情報等を取り扱う権限を有しない従業者又は部外者による認定事業医療

情報等の取扱い（閲覧を含む。）を防止する措置 

 

2-3 物理的安全管理措置 

 物理的安全管理措置とは、次に掲げる措置をいう。 

① 施設設備の区分（規則第６条第３号イ） 

② 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（規則

第６条第３号ロ） 

③ 端末装置の機能の限定（規則第６条第３号ハ） 

④ 復元不可能な手段での削除又は廃棄（規則第６条第３号ニ） 

このような物理的安全管理措置については、全体を通じ、人的過誤を防止するような設

計とする必要がある。 

 

2-3-1 施設設備の区分（規則第６条第３号イ） 

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。 

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。 

 

漏えい等事態に際しては、認定事業医療情報等が第三者によって悪用され、ひいては、
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医療情報の提供に協力した本人若しくはその遺族又は医療情報取扱事業者に損害を与える

おそれがある。 

したがって、次に掲げる区域（以下「認定事業医療情報等管理・取扱区域」という。）

を図面等で指定してその他の区域と区分した上で、それに応じ、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を講ずることが求められる。 

① 認定事業医療情報等を取り扱う機器を管理する区域（以下「認定事業医療情報等管理

区域」という。） 

② 認定事業医療情報等を取り扱う業務（例えば、医療情報の取得又は整理、匿名加工医

療情報の作成又は提供等）を実施する区域（以下「認定事業医療情報等取扱区域」とい

う。） 

 その一環として、認定事業医療情報等管理・取扱区域に対する侵入や認定事業医療情報

等管理・取扱区域内の機器（例えば、端末装置等）に対する窃視を防止する措置（例え

ば、壁、施錠可能な扉、覗き込みを防止する座席配置、プライバシーフィルター等）を講

ずる必要がある。 

また、認定事業医療情報等管理・取扱区域内の機器（例えば、基幹系システム、端末装

置等）については、他の情報システム等から分離するとともに、オープンなネットワーク

環境から切り離す必要がある。 

さらに、認定事業医療情報等管理区域と認定事業医療情報等取扱区域とが物理的に離れ

ている等の場合において、認定事業医療情報等管理区域と認定事業医療情報等取扱区域と

の間で機器を接続するときは、電気通信回線として専用線を用いる必要がある。 

そのほか、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、

電気通信による方法や可搬記録媒体を用いる方法のほか、オンサイトで閲覧する方法も、

想定される。 

この場合においては、匿名加工医療情報を閲覧に供する区域を認定事業医療情報等管

理・取扱区域として指定した上で、匿名加工医療情報を閲覧に供するに際しては、認定事

業医療情報等取扱者の立会い等の措置を講ずる必要がある。 

 これを踏まえ、施設設備の区分に関する書類では、次に掲げる事項を記載する必要があ

る。 

① 認定事業医療情報等管理・取扱区域とその他の区域との区分 

② 当該区分に応じ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 

なお、「法令で定められた医療機関等に対する義務や行政手続の履行を確保するため

に、医療情報及び当該情報に係る医療情報システム等が国内法の執行の及ぶ範囲にあるこ

とを確実とする」必要がある（「医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業

者における安全管理ガイドライン」（総務省・経済産業省）参照）。 

 

【講じなければならない措置】 
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① 認定事業医療情報等管理・取扱区域とその他の区域との区分 

② 当該区分に応じ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 

 

2-3-2 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（規則第６条第３号ロ） 

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。 

三 物理的安全管理措置 

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。 

 

認定事業医療情報等を取り扱う機器（例えば、基幹系システム、端末装置、補助記憶装

置、可搬記録媒体等）については、不特定多数人がアクセスする環境では、物理的な破壊

のほか、データの閲覧又は持出しなど、漏えい等事態を生じるおそれがある。 

したがって、認定事業医療情報等の安全管理を全うするためには、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ずるとともに、認定

事業医療情報等を取り扱う施設設備の内部を常時監視するためのカメラその他の装置を備

え付けることが求められる。 

これを踏まえ、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では、次に掲げる事項を記載する必要がある。 

① 認定事業医療情報等管理・取扱区域に対する立入りを制限する措置（例えば、次に掲

げる事項） 

ⅰ 生体を含む２要素以上の手法（例えば、指紋、静脈、ＩＣカード等）による認証を

組み込んだ入退室の管理 

ⅱ 監視カメラによる入退室に関する常時の監視 

ⅲ 認定事業医療情報等を取り扱う機器を収納したラックに対する不正なアクセス（不

要なアクセスを含む。）の防止（例えば、施錠、固定等） 

② 認定事業医療情報等管理・取扱区域内の機器（例えば、基幹系システム、端末装置、

補助記憶装置、可搬記録媒体等）の持出しを制限する措置（例えば、手荷物の検査、入

退室管理簿の整備等） 

③ 認定事業医療情報等管理・取扱区域外の機器（例えば、補助記憶装置、可搬記録媒

体、カメラ、スマートフォン・携帯電話等）の持込みを制限する措置（例えば、手荷物

の検査、入退室管理簿の整備等） 

④ 認定事業医療情報等を取り扱う施設設備の内部を常時監視するためのカメラその他の
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装置を備え付ける措置（例えば、次に掲げる事項） 

ⅰ 認定事業医療情報等管理・取扱区域を監視するためのカメラを設置する箇所 

ⅱ 端末装置を操作する認定事業医療情報等取扱者の手元を鮮明に記録しないような監

視カメラの映像に関するフレームレート 

ⅲ ログに準じて監視カメラの映像を保存する方法及び期間 

ⅳ 主務府省による監督のための監視カメラの映像の閲覧に関する手続 

 

【講じなければならない措置】 

① 認定事業医療情報等管理・取扱区域に対する立入りを制限する措置 

② 認定事業医療情報等管理・取扱区域内の機器の持出しを制限する措置 

③ 認定事業医療情報等管理・取扱区域外の機器の持込みを制限する措置 

④ 認定事業医療情報等を取り扱う施設設備の内部を常時監視するためのカメラその他の

装置を備え付ける措置 

 

2-3-3 端末装置の機能の限定（規則第６条第３号ハ） 

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。 

三 物理的安全管理措置 

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

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。 

 

認定事業医療情報等のうち、医療情報等については、個人の病歴その他の個人の心身の

状態に関する情報であって、その取扱いに特に配慮を要するものが含まれるため、特に厳

重に取り扱うことが求められる。 

したがって、医療情報等を取り扱う端末装置については、次に掲げる措置を講ずる必要

がある。 

① 端末装置が持ち出されるリスクを低減するための措置（例えば、ワイヤによる端末装

置の固定等） 

② 医療情報等が盗み見られるリスクを低減するための措置（例えば、起動中における操

作の中断に際してのパスワードスクリーンセイバーの設定等） 

また、医療情報等が抜き取られないよう、データを保存しない端末装置であって、補助

記憶装置（例えば、HDD、SSD等）及び可搬記録媒体（例えば、USB、CD-R等）への記録機

能を有しないものとする取扱いが基本である。 
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このような取扱いが困難である場合には、その理由を明らかにした上で、医療情報等が

抜き取られるリスクを低減するための代替的な措置（例えば、補助記憶装置及び可搬記録

媒体の接続の制限等）を講ずる必要がある。 

 これを踏まえ、端末装置の機能の限定に関する書類では、医療情報等を取り扱う端末装

置の機能を限定する措置を記載する必要がある。 

 

【講じなければならない措置】 

① 医療情報等を取り扱う端末装置が持ち出されるリスクを低減するための措置 

② 端末装置によって取り扱われる医療情報等が盗み見られるリスクを低減するための措

置 

③ 端末装置によって取り扱われる医療情報等が抜き取られるリスクを低減するための措

置 

 

2-3-4 復元不可能な手段での削除又は廃棄（規則第６条第３号ニ） 

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。 

三 物理的安全管理措置 

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。 

 

漏えい等事態に際しては、認定事業医療情報等が第三者によって悪用され、ひいては、

医療情報の提供に協力した本人若しくはその遺族又は医療情報取扱事業者に損害を与える

おそれがある。 

したがって、認定事業医療情報等の保有については、認定事業を実施するために必要な

最小限度とすることが求められる。 

その一環として、基幹系システム又は端末装置において、認定事業医療情報等を取り扱

うために一時的に保存する領域が設定される場合には、当該領域で取り扱われるために一

時的に保存される認定事業医療情報等が定期的に自動で削除されるような設計とすること

が望ましい。 

その上で、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（例

えば、基幹系システム、端末装置、補助記憶装置、可搬記録媒体等）を廃棄する場合には、

認定事業医療情報等を復元することが不可能である手段（例えば、専用のツール又はコマン

ドの実行、物理的な破壊等）による必要がある。 

また、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（例えば、

基幹系システム、端末装置、補助記憶装置、可搬記録媒体等）を廃棄する場合には、削除又
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は廃棄に係る年月日、対象、手段、指示者、実施者、確認者等に関する記録を作成するとと

もに、当該記録をその作成日から３年間保存する必要がある。 

これを踏まえ、復元不可能な手段での削除又は廃棄に関する書類では、次に掲げる事項を

記載する必要がある。 

① 認定事業を実施するために必要な最小限度での認定事業医療情報等の保存 

② 復元不可能な手段による認定事業医療情報等の削除又は認定事業医療情報等が記録さ

れた機器の廃棄 

③ 認定事業医療情報等の削除又は認定事業医療情報等が記録された機器の廃棄に関する

記録の作成及び保存 

 

【講じなければならない措置】 

① 認定事業を実施するために必要な最小限度での認定事業医療情報等の保有 

② 復元不可能な手段による認定事業医療情報等の削除又は認定事業医療情報等が記録さ

れた機器の廃棄 

③ 認定事業医療情報等の削除又は認定事業医療情報等が記録された機器の廃棄に関する

記録の作成及び保存 

 

2-4 技術的安全管理措置 

 技術的安全管理措置とは、次に掲げる措置をいう。 

① 不正アクセス行為の防止（規則第６条第４号イ） 

② 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（規則第６条第４号

ロ） 

③ 電子計算機又は端末装置の機能の確認（規則第６条第４号ハ） 

④ 送受信又は移送（規則第６条第４号ニ） 

⑤ サーバ用の電子計算機の接続（規則第６条第４号ホ） 

このような技術的安全管理措置については、全体を通じ、人的過誤を防止するような設

計とする必要がある。 

 

2-4-1 不正アクセス行為の防止（規則第６条第４号イ） 

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。 

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。 
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 認定事業医療情報等を取り扱う施設設備については、不特定多数人がアクセスする環境

や、脆弱性を抱える環境では、サイバー攻撃を通じ、漏えい等事態を生じるおそれがあ

る。 

したがって、認定事業医療情報等を取り扱う施設設備について、不正アクセス行為を防

止するためには、次に掲げる措置を講ずることが求められる。 

① 認定事業医療情報等を取り扱う機器（例えば、基幹系システム、端末装置等）のネッ

トワークにおける不正なアクセス（不要なアクセスを含む。）を制御する措置（例え

ば、必要最小限の通信を許可するファイアウォールの設定等） 

② 認定事業医療情報等を取り扱う機器（例えば、基幹系システム、端末装置等）におい

て、必要最小限のアクセス権限を付与するとともに、アクセス権限の付与を受けた認定

事業医療情報等取扱者を識別し、かつ、認証した上で、必要最小限の操作を認可するよ

う、設定し、かつ、管理する措置（例えば、次に掲げる事項） 

ⅰ アクセス権限の付与を受ける認定事業医療情報等取扱者の限定 

 ⅱ アクセス権限の見直しに関するポリシーの設定 

 ⅲ 個々の認定事業医療情報等取扱者の識別のためのユーザＩＤの付与 

 ⅳ 生体を含む２要素以上の手法（例えば、指紋、静脈、ＩＣカード、パスワード等）

による個々の認定事業医療情報等取扱者の認証 

ⅴ パスワードの利用に関するポリシーの設定 

ⅵ 個々の認定事業医療情報等取扱者に係る一定の回数を超える認証の失敗に際しての

ユーザＩＤの効力の停止 

ⅶ 個々の認定事業医療情報等取扱者に認可される操作の限定 

③ ①及び②に掲げる措置が有効に機能するよう、認定事業医療情報等を取り扱う機器

（例えば、基幹系システム、端末装置等）における脆弱性に対応する措置（例えば、次

に掲げる事項） 

 ⅰ オペレーティングシステム（OS）、ミドルウェア（DBMS）、アプリケーション等のソ

フトウェア及びファームウェアについて、サポート期限等を定期的に把握した上で、

その影響を評価した結果に基づき、必要かつ適切なバージョンアップを実施する等の

対策 

ⅱ オペレーティングシステム（OS）、ミドルウェア（DBMS）、アプリケーション等のソ

フトウェア及びファームウェアについて、脆弱性の有無を定期的に確認した上で、そ

の影響を評価した結果に基づき、必要かつ適切なセキュリティパッチを適用する等の

対策 

ⅲ ウイルス対策ソフトウェアの導入及びそのパターンファイルの定期的な更新 

ⅳ 不要なソフトウェアの動作（起動を含む。）の停止 

ⅴ 組織として許可されないソフトウェアの導入の防止 
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これを踏まえ、不正アクセス行為の防止に関する書類では、認定事業医療情報等を取り

扱う施設設備に対する不正アクセス行為を防止するための措置を記載する必要がある。 

 

【講じなければならない措置】 

① 認定事業医療情報等を取り扱う機器のネットワークにおける不正なアクセス（不要な

アクセスを含む。）を制御する措置 

② 認定事業医療情報等を取り扱う機器において、必要最小限のアクセス権限を付与する

とともに、アクセス権限の付与を受けた認定事業医療情報等取扱者を識別し、かつ、認

証した上で、必要最小限の操作を認可するよう、設定し、かつ、管理する措置 

③ 認定事業医療情報等を取り扱う機器における脆弱性に対応する措置 

 

2-4-2 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（規則第６

条第４号ロ） 

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。 

四 技術的安全管理措置 

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。 

 

「動作を記録する」とは、いつ何がどのように動作したか（いつ誰が何にアクセスした

かを含む。）を把握するため、動作（アクセスを含む。）の履歴を記録することをいう。こ

のようなログは、不正なアクセス（不要なアクセスを含む。）の検知、漏えい等事態に関

する原因の究明等に資する重要な情報となる。 

 したがって、認定事業医療情報等を取り扱う電子計算機及び端末装置を始めとする機器

（例えば、補助記憶装置等）の動作（認定事業医療情報等に対するアクセスを含む。）の

履歴については、ログを２年以上保存するとともに、ログの改ざん又は不正な消去を防止

した上で、基幹系システム及び端末装置の動作（認定事業医療情報等に対するアクセスを

含む。）の履歴に関するログの収集、監視及び分析を定期的に実施することが求められ

る。 

 また、認定事業医療情報等を取り扱う電子計算機及び端末装置を始めとする機器（例え

ば、補助記憶装置等）について、通常想定されない操作を検知し、それに応じて操作を制

御することが求められる。例えば、不正な攻撃を検知するシステム（IDS）、不正な攻撃を

遮断するシステム（IPS）等を採用することにより、認定事業医療情報等管理・取扱区域

における通信の状況を常時監視する等の方法が想定される。 
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 これを踏まえ、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

る書類では、次に掲げる事項を記載する必要がある。 

① ログを保存する措置 

② ログの改ざん又は不正な消去を防止する措置 

③ ログの収集、監視及び分析を定期的に実施する措置 

④ 通常想定されない操作を検知し、それに応じて操作を制御する措置 

 

【講じなければならない措置】 

① ログを保存する措置 

② ログの改ざん又は不正な消去を防止する措置 

③ ログの収集、監視及び分析を定期的に実施する措置 

④ 通常想定されない操作を検知し、それに応じて操作を制御する措置 

 

2-4-3 電子計算機又は端末装置の機能の確認（規則第６条第４号ハ） 

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。 

四 技術的安全管理措置 

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。 

 

認定事業医療情報等を取り扱う電子計算機及び端末装置を始めとする機器（例えば、補助

記憶装置等）については、漏えい等事態を生じないよう、第三者が使用目的に反する動作（例

えば、データの不正な送受信等）をさせる機能が具備されないことを確認することが求めら

れる。 

したがって、認定事業医療情報等を取り扱う電子計算機及び端末装置を始めとする機器

（例えば、補助記憶装置等）については、調達の履歴（例えば、年月日、目的物、相手方等）

を管理する必要があるほか、サプライチェーンを通じて組み合わされる部品等に意図され

ない変更を加えないことが製造業者等によって担保される製品等を用いることが望ましい。 

これを踏まえ、電子計算機又は端末装置の機能の確認に関する書類では、認定事業医療情

報等を取り扱う電子計算機及び端末装置を始めとする機器（例えば、補助記憶装置等）にお

いて、第三者が使用目的に反する動作をさせる機能が具備されないことを確認する措置を

記載する必要がある。 

 

【講じなければならない措置】 
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認定事業医療情報等を取り扱う電子計算機及び端末装置を始めとする機器に関する調達

の履歴を管理する措置 

 

2-4-4 送受信又は移送（規則第６条第４号ニ） 

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。 

四 技術的安全管理措置 

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-VPN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-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。 

 

 認定事業医療情報等について、医療情報取扱事業者、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、電気通信による方法で送受信し、又は電

気通信によらない方法で移送し、若しくは移送を受けるときは、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。 

 これを踏まえ、送受信又は移送に関する書類では、次に掲げる事項を記載する必要があ

る。 

① 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

を受けてから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又は他の認

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をするまでの一連の過程で認定

事業医療情報等を授受する仕組み（図面を含む。） 

② 電気通信による方法で認定事業医療情報等を送受信する場合にあっては、当該方法及
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びそれに伴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の内容 

③ 電気通信によらない方法で認定事業医療情報等を移送し、又は移送を受ける場合にあ

っては、当該方法及びそれに伴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

な措置の内容 

 なお、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、2-4-5を参照

すること。 

 

2-4-4-1 外部の者との送受信の用に供する電気通信回線 

認定事業医療情報等について、医療情報取扱事業者、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、電気通信による方法で送受信するときは、専

用線等を用いる必要がある。 

この場合において、専用線を用いないときは、暗号化を併用した IP-VPNサービス若しく

は広域イーサネットに用いられる仮想専用線又は政府推奨暗号を用いた暗号化を併用した

高度なインターネット VPN に用いられる仮想専用線であって、専用線と同等の安全性が確

保されると認められるものを用いる必要がある。 

 

2-4-4-2 一次受信サーバ 

外部の者との送受信の用に供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又は他の認定匿名加工医療情報作成事業者からの医療情報の受信

に用いるもの（以下「一次受信サーバ」という。）については、外部への送信機能を具備せ

ず、かつ、外部へのセッションを要求しない受信専用のものとするとともに、一次受信サー

バ以外の認定事業医療情報等を取り扱う機器と電気通信回線で接続するときは、専用線を

用いる必要がある。 

 

2-4-4-3 出口サーバ 

外部の者との送受信の用に供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（以下「出口サ

ーバ」という。）については、外部からの受信機能を具備せず、かつ、外部からのセッショ

ンを受け付けない送信専用のものとし、又は出口サーバ以外の基幹系システムとの間で不

正なアクセス（不要なアクセスを含む。）を制御するように適切に隔離されたものとすると

ともに、出口サーバ以外の認定事業医療情報等を取り扱う機器と電気通信回線で接続する

ときは、専用線を用いる必要がある。 

 

2-4-4-4 データの暗号化等 

認定事業医療情報等について、医療情報取扱事業者、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、電気通信による方法で送受信し、又は電気通
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信によらない方法で移送し、若しくは移送を受けるときは、データの機密性、完全性及び真

正性を確保する必要がある。 

とりわけ、データの機密性を確保するため、送受信又は移送に先立ち、データの暗号化を

実施するとともに、データの暗号化の用に供する鍵を暗号化の対象となるデータと別な手

段で相手方に提供する必要がある。 

そのうち、認定事業医療情報等について、電気通信による方法で送受信するときは、なり

すましや盗聴を防止するため、相手方との間で相互に識別及び認証を実施した上で、暗号通

信（第三者がその内容を復元し得ないようにするための措置が講じられた通信をいう。）を

用いる必要がある。 

これに対し、認定事業医療情報等について、電気通信によらない方法で移送し、又は移送

を受けるときは、セキュリティサービス等を用いることにより、配達の記録を保存するとと

もに、配達の状況を追跡する可能性（トレーサビリティ）を確保する必要がある。 

 

【講じなければならない措置】 

① 電気通信による方法で認定事業医療情報等を送受信するに際しての認定事業医療情報

等の安全管理のために必要かつ適切な措置 

② 電気通信によらない方法で認定事業医療情報等を移送し、又は移送を受けるに際して

の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 

 

2-4-5 サーバ用の電子計算機の接続（規則第６条第４号ホ） 

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。 

四 技術的安全管理措置 

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。 

 

 認定事業医療情報等のうち、医療情報については、個人の病歴その他の個人の心身の状態

に関する情報であって、その取扱いに特に配慮を要するものが含まれるため、特に厳重に管

理することが求められる。 

したがって、医療情報を始めとする認定事業医療情報等の安全管理を全うするためには、

認定事業医療情報等を管理するサーバ（以下「認定事業医療情報等管理サーバ」という。）

について、オープンなネットワーク環境から切り離した環境で、不正なアクセス（不要なア
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クセスを含む。）を制御することが求められる。 

これを踏まえ、サーバ用の電子計算機の接続に関する書類では、次に掲げる事項を記載

する必要がある。 

① 認定事業医療情報等管理サーバを一次受信サーバ又は出口サーバと別に設置する措置

（ファイルシステム等の暗号化等を含む。） 

② 一次受信サーバ又は出口サーバを経由する以外の方法で認定事業医療情報等管理サー

バを外部のネットワークに接続しない措置（認定事業医療情報等を取り扱う機器の安全

性の確保を含む。） 

③ 漏えい等事態を生じないように認定事業医療情報等管理サーバを一次受信サーバ又は

出口サーバと接続する措置 

 なお、送受信又は移送（規則第６条第４号ニ）については、2-4-4を参照すること。 

 

2-4-5-1 一次受信サーバと認定事業医療情報等管理サーバとの接続 

一次受信サーバは、外部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

者とのインターフェイスとなる。 

したがって、認定事業医療情報等管理サーバについては、一次受信サーバと別に設置する

必要がある。 

また、漏えい等事態を生じないよう、一次受信サーバを経由する以外の外部のネットワー

クと接続する方法で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ることができない設計とする必要がある。 

この場合においては、漏えい等事態を生じないよう、一次受信サーバと認定事業医療情報

等管理サーバとの間での認定事業医療情報等の授受に関しては、双方向としないで一次受

信サーバから認定事業医療情報等管理サーバへの一方向とする必要がある。 

また、一次受信サーバと認定事業医療情報等管理サーバとを電気通信回線で接続すると

きは、専用線を用いる必要がある。 

 

2-4-5-2 認定事業医療情報等管理サーバと出口サーバとの接続 

出口サーバは、外部の匿名加工医療情報取扱事業者とのインターフェイスとなる。 

したがって、認定事業医療情報等管理サーバについては、出口サーバと別に設置する必要

がある。 

また、漏えい等事態を生じないよう、出口サーバを経由する以外の外部のネットワークと

接続する方法で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すること

ができない設計とする必要がある。 

この場合においては、漏えい等事態を生じないよう、認定事業医療情報等管理サーバと出

口サーバとの間での認定事業医療情報等の授受に関しては、双方向としないで認定事業医

療情報等管理サーバから出口サーバへの一方向とする必要がある。 
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また、匿名加工医療情報等管理サーバと出口サーバとを電気通信回線で接続するときは、

専用線を用いる必要がある。 

なお、電気通信による方法で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

提供をするに当たっては、認定事業医療情報等管理サーバを他の認定匿名加工医療情報作

成事業者の一次受信サーバと直接に接続しないよう、認定事業医療情報等管理サーバと一

時的に接続して医療情報を受信し、かつ、他の認定匿名加工医療情報作成事業者の一次受信

サーバと一時的に接続して医療情報を送信するための独自のサーバを設置する等の措置を

講ずる必要がある。 

 

2-4-5-3 ファイルシステム等の暗号化等 

認定事業医療情報等管理サーバを始めとする基幹系システムでは、認定事業医療情報等

について、データの機密性を確保するため、ファイルシステム等の暗号化を実施するととも

に、その用に供する鍵を暗号化の対象となるファイルシステム等と別な手段で管理する必

要がある。 

 

2-4-5-4 認定事業医療情報等を取り扱う機器の安全性の確保 

認定事業医療情報等を取り扱う機器（例えば、基幹系システム等）の安全性を確保するた

めには、認定事業医療情報等を取り扱う機器（例えば、基幹系システム等）を外部のネット

ワークと直接に接続することなく、オペレーティングシステム（OS）、ミドルウェア（DBMS）、

アプリケーション等のソフトウェア及びファームウェアについて、必要かつ適切なセキュ

リティパッチを適用するとともに、ウイルス対策ソフトウェアについて、パターンファイル

を定期的に更新することが求められる。 

したがって、ソフトウェア及びファームウェアに係るセキュリティパッチ並びにウイル

ス対策ソフトウェアに係るパターンファイルについて、外部のネットワークと一時的に接

続して取得し、かつ、外部のネットワークと接続しないで認定事業医療情報等を取り扱う機

器（例えば、基幹系システム等）に提供するための独自のサーバを設置する等の措置を講ず

る必要がある。 

 

【講じなければならない措置】 

① 認定事業医療情報等管理サーバを一次受信サーバ又は出口サーバと別に設置する措置

（ファイルシステム等の暗号化等を含む。） 

② 一次受信サーバ又は出口サーバを経由する以外の方法で認定事業医療情報等管理サー

バを外部のネットワークに接続しない措置（認定事業医療情報等を取り扱う機器の安全

性の確保を含む。） 

③ 漏えい等事態を生じないように認定事業医療情報等管理サーバを一次受信サーバ又は

出口サーバと接続する措置 
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2-5 その他の措置 

 

2-5-1 被害の補償（規則第６条第５号イ） 

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。 

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。 

 

認定事業医療情報等の漏えい等を通じて本人若しくはその遺族又は医療情報取扱事業者

に損害を与えるような万一の場合を想定した上で、適切かつ迅速に被害を補償することが

可能となるよう、あらかじめ準備することが求められる。 

具体的には、被害の補償（例えば、公表、本人若しくはその遺族又は医療情報取扱事業

者に対する連絡、被害の特定、補償額の算定等）に関する方針（事務を処理する体制及び

手順を含む。）を定めるとともに、被害の補償を担保するための措置（例えば、準備金の

計上、サイバーセキュリティ保険の加入等）を講ずることが求められる 

これを踏まえ、被害の補償に関する書類では、次に掲げる事項を記載する必要がある。 

① 被害の補償に関する方針 

② 被害の補償を担保するための措置 

 この場合においては、被害の補償を担保するための措置について、例えば、次に掲げる

証跡を明らかにする必要がある。 

① 準備金の計上にあっては、収支予算書 

② サイバーセキュリティ保険の加入にあっては、収支予算書及び保険加入証明書（その

基礎となる保険契約の内容を含む。） 

そのうち、サイバーセキュリティ保険の加入に関しては、認定匿名加工医療情報作成事

業者が損害賠償請求を受けた場合のほか、認定医療情報等取扱受託事業者が損害賠償請求

を受けた場合も、保険給付の対象となるよう、留意する必要がある。 

 

【講じなければならない措置】 

① 被害の補償に関する方針 

② 被害の補償を担保するための措置 

 

2-5-2 障害の発生の防止並びに検知及び対策（規則第６条第５号ロ） 

規則第６条 



122 
 

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。 

五 その他の措置 

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。 

 

認定事業については、個人の病歴その他の個人の心身の状態に関する情報であって、そ

の取扱いに特に配慮を要するものが含まれる認定事業医療情報等を取り扱うため、漏えい

等事態を生じないように継続性を担保することが求められる。 

したがって、サイバー攻撃（例えば、標的型攻撃、ランサムウェア等）を始めとする人

的災害のほか、自然災害（例えば、地震、火災、水災等）も想定した上で、認定事業医療

情報等を取り扱う施設整備について、障害の発生を防止するとともに、障害の発生を検知

してその対策を実施するための適切な措置（例えば、次に掲げる措置）を講ずる必要があ

る。 

① 次に掲げる事項を内容とする事業継続計画の策定（認定事業医療情報等取扱者を始め

とする認定事業従事者に対する周知を含む。） 

ⅰ 危機的な事態及びそれに伴う被害の想定 

ⅱ それぞれの業務に応じた施設設備ごとの優先度を踏まえた復旧等に関する目標及び

その達成のために必要な対策の設定 

ⅲ 平常時の対策を実施する体制及び手順 

ⅳ 非常時の対策を実施する体制及び手順（主務府省に対する報告を含む。） 

② リスクの分散を勘案した予備の機器の設置又はそれに代替する措置 

これを踏まえ、障害の発生の防止並びに検知及び対策に関する書類では、認定事業医療

情報等を取り扱う施設整備について、次に掲げる事項を記載する必要がある。 

① 障害の発生の防止 

② 障害の発生の検知及び対策 

 なお、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）については、2-1-

4を参照すること。 

 

【講じなければならない措置】 

① 障害の発生の防止 

② 障害の発生の検知及び対策 

 

2-5-3 医療情報取扱事業者の安全管理措置の確認（規則第６条第５号ハ） 
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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。 

五 その他の措置 

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。 

 

 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では、医療情報取扱者の安全管

理措置の確保に関する取扱いについて、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によって定められる内部規則等の規定の内容 

② 医療情報取扱事業者と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の

規定の内容 

なお、医療情報取扱事業者の安全管理措置の確認（規則第６条第５号ハ）については、

Ⅴの３を参照すること。 

 

2-5-4 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） 

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。 

五 その他の措置 

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。 

 

 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では、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取扱いについて、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によって定められる内部規則等の規定の内容 

② 認定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

契約等の規定の内容 

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。 

 

３ 認定医療情報等取扱受託事業者に係る安全管理措置（法第 29条において準用する第８
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条第３項第３号及び第４号、第９条第４項並びに第 20条） 

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 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

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） 

 

 認定医療情報等取扱受託事業者も、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取扱いである（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、第９条第４項並びに第 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 
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