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1. 医療情報の有効利用と個人情報保護の必要性
医療において、正確な記録にもとづいた情報は、疾患の診断、治療方針の決定、予後の
予測や、看護・ケアの充実になくてはならないものである。わが国の医療機関では、かつ
てはそのような有用な情報が系統だって収集・整理されておらず、当然のように、医療情
報の利用に関する規定や、情報の保護体制も整備されているとはいえない状況であった。
これは現在日本人の死因の第一位であるがんの情報についても同じことがいえる。
がん登録は、がん克服のための重要な土台となる事業として、40 年以上の歴史がある。
院内がん登録は地域がん登録と歩みを共にし、1960 年代から 70 年代のがん診療施設の整
備における研究の一部として開始された事業である。院内がん登録は、医療情報の有効利
用の最たる例であり、患者の診療支援、医療施設におけるがん治療・看護・ケアサービス
の評価やそれに基づく質の向上のための基礎資料を形成し、根拠に基づく医療を実現する
ための仕組みである。さらに、国のがん施策やがん医療向上に資する地域がん登録の推進
には、院内がん登録の整備が重要であり、対がん事業においても重点が置かれている。現
在では、院内がん登録の実施ががん診療連携拠点病院の指定要件の１つになっている。が
ん登録においては、必然的に個人情報を扱うことから、がん登録と個人情報保護との関連
が議論されてきた。
欧州においては、1980 年に OECD が「プライバシー保護と個人データの国際流通につ
いてのガイドラインに関する理事会勧告」を採択し、個人情報に関する OECD8 原則が提
示された。さらに、1995 年には EU 指令 95/46 号「個人データ処理に係る個人の保護及
び当該データの自由な移動に関する欧州議会及び理事会の指令」が発令され、個人情報、
健康に関する情報の利用規則が定められ、医療の現場においても、取り扱いには細心の注
意が払われることとなった。
個人情報保護の概念は、情報の利用を制限するものではなく、むしろ有効な情報利用を
推進する上での、留意すべき注意事項という意味合いを持つ。わが国においては、情報の
適正利用への国民の懸念を受け、2003 年 5 月 23 日に「個人情報の保護に関する法律（個
人情報保護法）
」が成立した。この個人情報保護法の第一条にも、次のような文章が法律施
行の目的として掲げてある。
「この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用
が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取り扱いに関し、基本理念及び
政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、
国および地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵
守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を
保護することを目的とする。
」
幸い、がん登録事業従事者の情報取扱への充分な配慮により、現時点で漏洩、不正利用

の問題は 1 件も起こっていないが、近年の技術の発達で、大量の情報が容易に収集・処理・
利用されるようになったことから、情報保護に関してより一層の努力を要すると考えられ
る。本稿では、院内がん登録の目的や活動内容に照らし、情報管理や安全保護対策に関す
る当該法律や条例、具体的方法の検討を行う。
 院内がん登録は、がん診療連携拠点病院の指定条件にもあげられており、医療情報を有効
利用して、患者の診療支援、医療施設におけるがん治療・看護・ケアサービスの評価やそれ
に基づく質の向上のための基礎資料を形成し、根拠に基づく医療を実現するための仕組みで
ある。
 医療における情報の有効活用を推進するために、個人情報保護は必要な措置である。

2. 個人情報とは何か？
個人情報保護を考察するに当たり、保護すべき「個人情報」とは何かに関して明確にし
ておく必要がある。個人情報保護法の第二条において個人情報とは、
「生存する個人に関す
る情報であって、氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができ
るもの」と定義している。また、地方公共団体により制定された個人情報保護条例におい
ても、軒並み「個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、または識別され得る
ものをいう。
」と定義されている。
個人識別情報という意味での個人情報（基本情報）に加え、センシティブ情報の保護に
言及されることがある。思想信条および宗教に関する事項、人種、民族、門地、本籍地、
身体・精神障害、犯罪歴等がこれにあたり、保護すべきである、という考え方である。院
内がん登録として取得する情報において、法規に准じて注意すべきは、氏名、生年月日、
住所、といった前者の個人識別情報を扱うことに加えて、がんという重大な疾患の情報（セ
ンシティブ情報）を収集・登録していることであり、情報の安全確保に最大限の注意を払
う必要がある。
院内がん登録の患者データは、生存している患者に関しては「個人情報」となり、死亡
患者データは個人情報保護法に定義されるところの「個人情報」ではないと考えられる。
院内がん登録は生者の情報を扱う以上は、個人情報保護法を初めとした法規に拠るところ
となるが、登録した生者を予後調査するにあたって死者の情報を扱うことも考えられる。
この場合には、個人情報保護法においては対象外となり、法的な問題は生じないが、地方
公共団体での条例では、明示的に「生者の情報」としているところはそれほどなく、逆に
死者の情報を含むとしているところもあるので留意しなければならない。
 院内がん登録に関わる個人情報は、「生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日
その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの。」である。
 しかしながら、がんの社会における重大さを考えれば、疾患に関する情報そのものの扱いに
も注意しなければならない。
 死者の情報は関連法規の対象外であるが、地方公共団体の条例によっては、死者の個人情
報を対象として含む場合がある。

3. 院内がん登録における個人情報保護
院内がん登録の作業の流れが、同一施設内で完結していれば、登録作業を診療の一環と
して位置づけることにより、個人情報の保護という課題は医師法等に基づいた診療録管理
の範囲内に収まる事項と考えられる。この場合の個人情報の保護は、登録業務あるいはデ
ータ管理業務を指していると思われるが、実際には多くの登録では、登録・管理業務の他
に患者の予後情報の収集や、地域がん登録などの第三者への資料提供にも関与しているこ
とから、外部からの情報収集および外部への情報提供という観点からも、院内がん登録は
「個人情報の保護に関する法律」を初めとする関連法規と深く関係している。
院内がん登録が準拠すべき法規には、国レベルでの法律とは別に、下位レベルでのいく
つもの規定がある（表 1）
。都道府県あるいは市町村の病院であれば、地方公共団体によっ
ては「個人情報保護条例」を設置しているところがあるので、この条例に即した判断が必
要となる。同様に民間病院であれば、個人情報保護法、独立行政法人（国立病院機構）で
あれば、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律、が準拠法規となる。
同一施設内に限定された院内がん登録の場合は、診療の一環として位置付けることが可
能であるが、この場合にも「院内がん登録委員会（仮称）」を設置し、要綱、要領等の作成
によって業務内容の具体的な確認を行い、個人情報の保護が十分に図られていることを示
す必要があろう。
表 1 院内がん登録に関わる個人情報保護法規
民間部門

公的部門
行政機関の保有する
独立行政法人等の
個人情報の
保有する個人情報の
個人情報の保護に関する
保護に関する法律
保護に関する法律
地方公共団体の条例
法律
情報公開・個人情報保護審査会設置法
整備法
基本法部分
 基本理念
 国及び地方公共団体の責務等
 個人情報保護に関する施策等
広義の個人情報保護
 派遣事業法（第 24 条の 3）
 刑法（第 134 条）
 割賦販売法（39 条）
 国家公務員法（第 34 条）
 職業安定法（第 5 条の 4）
 地方公務員法（第 100 条）
 不正競争防止法（2 条 1 項）
 その他の法令の秘密保持義務規程
 賃金業規制法（30 条 2 項）
※H17 年度院内がん登録実務者研修資料を再構成

4. 院内がん登録の個人情報の収集、提供および開示について
1960 年代ごろから、医療従事者は患者や研究対象者に対して、病状や治療内容の詳細と
予後、治療が患者に及ぼす影響に関する情報を十分に伝え、患者はその情報をもとに、自
分の考え方や社会的環境に照らして意思決定する、という価値観が重要視されるようにな
った。医療に関わる自己の情報は自分でコントロールするべきだという考え方が一般に流
布することとなったのもこうした流れによる。
前述のとおり、ほとんどの院内がん登録では、来院状況を調べ、住民票照会、本籍地照
会などを実施して、新たな追跡情報を収集し、登録した情報を、第三者（地域がん登録、
利用申請に基づき承認された研究者など）へ提供していると思われる。この場合には、同
一施設内で完結しているという表現にはあてはまらず、院内がん登録の業務が、個人情報
の保護に関する法律の「利用目的による制限」と「第三者提供の制限」に抵触する可能性
があることになるが、この第十六条と第二十三条には、例外規定が示してあり、各条を適
用する必要がない場合が記載されている。
厚生労働省健康局長通知（2004 年 1 月 8 日）に基づけば、がん登録業務は、この第十
六条第三項第三号「公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある
場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。」に当たると解される。第二十三
条（第三者提供の制限）で規定されている「あらかじめ本人の同意を得ないで、個人デー
タを第三者に提供してはならない」に関しても、提出先が学術研究機関ではないものの、
地域がん登録のような公衆衛生において強い公共性を持つ事業に対しては、同様の考え方
をすることができ、行政機関等個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法において
も同様に適用除外されると考えられる。さらに「医療・介護関係事業者における個人情報
の適切な取扱いのためのガイドライン」
では第十六条第三項第三号の適用除外例として「健
康増進法に基づく地域がん登録事業による国または地方公共団体への情報提供」と明示さ
れている。
登録した情報の本人への開示については、個人情報保護法や条例の非開示事由に当たら
ない限り開示されるものと考える。ただし条例によっては、開示決定にあたって実施機関
が開示について第三者の意見聴取に関する規定を設けている場合もあり、その結果開示が
なされないこともある。
また、この個人情報保護法が成立する前の 2002 年 7 月 1 日から施行されている「疫学
研究に関する倫理指針」では、通知の別添３として、「『疫学研究に関する倫理指針』とが
ん登録事業の取り扱いについて」が示されており、その中で、がん登録事業は地方公共団
体が設けている個人情報保護条例等に基づいて、その計画を審査する審議会等の承認を経
て実施するよう勧告されている。これは、地域がん登録事業にとっては適切な対応と考え
られるが、院内がん登録の場合には、業務の本質が診療の一環としてとらえられることか
ら、個別に承認を得る必要性は認識されていない。
 院内がん登録において、登録データを地域がん登録に提供することは、個人情報保護法の
「利用目的による制限」と「第三者提供の制限」の除外規定（「公衆衛生の向上又は児童の健
全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であ

るとき。」）にあたり、制限を受けない。
 登録した情報の本人への開示は非開示事由に当たらない限り実施されるべきである。

5. 院内がん登録と研究活動
院内がん登録には、前章のような「事業」として業務を遂行し、有用な情報を整備する
面と、収集・登録した情報を利用して「研究」を実施する面の二つの側面がある。疫学研
究に関する倫理指針の第 5 条の「用語の定義」に「疫学研究」という語が定義されており、
「明確に特定された人間集団の中で出現する健康に関する様々な事象の頻度及び分布並び
にそれらに影響を与える要因を明らかにする科学研究をいう。」との記述があるが、その直
後の「疫学研究の定義に関する細則」において、
「１ 医師等が、主に、自らの又はその属
する病院若しくは診療所の今後の診療に反映させるため、所属する機関が保有する、診療
記録など人の健康に関する情報を縦覧し知見を得る行為は、この指針でいう疫学研究には
該当しない。２ 市町村、都道府県、保健所等が地域において行う保健事業や、産業保健又
は学校保健の分野において産業医又は学校医が法令に基づくその業務の範囲内で行う調査、
脳卒中情報システム事業やいわゆるがん登録事業等は、この指針でいう疫学研究には該当
しない。
」とされ、院内がん登録事業も、地域がん登録に情報を提供した上での作業も、倫
理指針を遵守する必要のある研究活動には当たらないと明記されている。
また、
「個人情報の保護に関する法律」の第五十条には（適用除外）の項目が設定されて
おり、第一項第三号に「大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれら
に属する者 学術研究の用に供する目的」
の場合はこの法律を適用しないことが述べてある。
しかし、分析して仮説を立て、
検証する疫学研究にも院内がん登録データは活用される。
連結不可能匿名化されていないデータを用いて、疫学的・臨床的研究を実施する研究者に
は前述の「疫学研究に関する倫理指針」に従い、所属する施設の研究委員会や倫理委員会
等（Institutional Review Board: IRB）の承認を得て、倫理的に研究を行う必要があるこ
とは自明の理である。特に、遺伝子が関係する研究の場合には対象者からインフォームド
コンセントを得ることが義務付けられている。連結不可能匿名化データを扱う場合につい
ても、実施主体の判断で「疫学研究に関する倫理指針」の全部又は一部を準用することが
望ましい。
 院内がん登録事業は、データを収集して整理する事業であり、院内がん登録データを収集し
て整理し、また地域がん登録にデータを提供した上で、がん罹患率、診断時の病巣の拡がり
(臨床進行度)、受療状況、がん患者の生存率などの指標を定例的に計測し、公表するだけで
あれば研究に該当しない。
 院内がん登録事業で得られたデータを、分析して仮説を立て、検証する疫学研究を実施する
場合には、連結不可能匿名化されていないがん登録データを用いて行う個々の疫学研究に
対して、「疫学研究に関する倫理指針」が適用される。
 連結不可能匿名化データを扱う場合についても、実施主体の判断で「疫学研究に関する倫理
指針」の全部又は一部を準用することが望ましい。

6. 医療事業者としての院内がん登録への関わり方
「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」では
対象となる医療事業者から「国、地方公共団体、独立行政法人等が設置するものを除く」
とあり、また個人情報保護法上、
「個人情報取扱事業者」としての義務等を負うのは医療・
介護関係事業者のうち、識別される特定の個人の数の合計が過去 6 ヶ月以内のいずれの日
においても 5,000 を超えない事業者（小規模事業者）を除くとされているが、医療に関わ
る情報の重要性を考えれば、どのような医療機関に所属するものでも対象事業者同様に対
応する努力が求められる。OECD8 原則においては、情報の目的外利用、第三者提供の際
には、本人同意が必要であるとされるが、特段明確な反対・留保の意思表示がない場合に
は同意が得られたものと考える。
このガイドラインに従い、個人情報保護に努めると共に、
下記の点に関して留意しなくてはならない。
1. 個人情報保護に関する考え方や方針を示す


各医療施設における個人情報保護に関する方針を明確に示す。

2. 個人情報の利用目的を明確にし、公表する


患者に対し、医療・介護サービスや業務の維持･改善のための基礎資料とするため
に、院内がん登録を実施している旨を公表する。

3. 第 3 者への提供についての公表


院内がん登録の内容が、施設外に提供されることがあることにも言及する。主な
提供先としては、地域がん登録事業があげられる。

4. 情報利用に関する理解を得る必要について


個人情報を利用する院内がん登録が、院内での治療方針の決定や医療サービスの
質の向上に貢献していることを説明し、患者の理解を得るよう努力する。

5.

院内がん登録の研究への利用について


院内がん登録の情報を研究利用する場合、疫学研究に関する倫理指針を遵守し、
倫理審査委員会における審査等の、定められた手続を踏む必要がある。登録・集
計業務としての院内がん登録と研究活動との区別を明確にする。

国立がんセンター中央病院では、
「国立がんセンター中央病院が扱う個人情報に関するガ
イドライン」を作成し、院内における掲示をするとともに、ホームページに掲載、また問
い合わせに対する対応体制を整えている。
 どのような医療機関に所属する医療従事者であっても、ガイドラインに従い、個人情報保護に
努め、患者への広報を通じて理解を得る必要がある。

7. 院内がん登録における個人情報保護対策の実際
医療における個人情報の取扱いには、環境を整備し、細心の注意を払う必要があること
は既に述べたとおりである。個人情報保護法制定の動きを受け、2000 年にはがん克服戦略
研究事業「院内がん登録の整備拡充とがん予防面での活用に関する研究」班が、
「院内がん
登録における個人情報保護ガイドライン」を作成した。ここではガイドラインに記載され
ている個人情報保護対策の具体的事項の概要を示す。各医療施設では、このガイドライン
を入手した上で参照し、各施設の状況に即した院内がん登録情報保護対策マニュアル作成
するべきである。下記のような情報保護体制は、定期的に見直しをし、技術の進歩や施設
の構成の変化に対応していかなければならない。
医師をはじめとする医療従事者には、刑法第一三四条により、秘密漏洩罪が規定されて
おり、また、国家公務員、地方公務員においても、それぞれの法律によって機密保持の原
則が課されている。しかしながら、院内がん登録に関わる職員の全てがこうした身分のも
のであることは、常ではなく、医療機関に属さない派遣職員や非常勤職員が保護すべき個
人情報に接する可能性も考えられる。こうした場合には、研修等により職員の専門化に努
め、雇用契約または服務条件として、院内がん登録に関わる情報を、許可されているもの
以外には提供・開示しないことの宣誓をさせる必要がある。また、この責務は、離職後も
継続する。
医療施設の長は、院内がん登録管理者を任命し、情報保護対策が院内がん登録従事者に
周知され、
実施されるように環境の整備をしなければならない。
従事者のリストを作成し、
登録資料へのアクセスを管理する方法が推奨される。
登録室に関しては、独立した部屋を準備することが望ましく、入室者は制限する。登録
室の施錠、入室コード管理は徹底して行い、無人の登録室が開錠されたまま放置されるこ
とがないようにする。
登録に利用するコンピュータの利用に関しても、同様に厳格な規則を設定し、ネットワ
ークによる不正侵入、または登録室内においての利用権限がないものが不正にアクセスす
ることがないようにしなければならない。
登録資料は、より厳重に保護する必要があり、紙媒体、電子媒体、それぞれに適した保
管対策を講じる必要がある。こうした資料の複写は原則として認めず、また廃棄にも最大
の注意を払う。情報の送受信は各通信手段においての留意事項を充分に認識した上で実施
する。
予後調査も、施設内情報の入手、地域がん登録からの情報の入手、患者・家族への接触、
紹介先医療施設への接触、役場照会（本籍地照会、住民票照会）の各手順にあたっての情
報保護対策を実施しなければならない。
 医師や公務員といった機密保持における法規制下にあるもの以外にも、機密保持に関する
研修を行い、守秘義務を課し、細心の注意を払う努力をさせる。
 「院内がん登録における個人情報保護ガイドライン」に従って、院内がん登録情報保護対策
マニュアルを作成し、具体的な情報保護対策を講じる。対策の実施状況は定期的に監査し、
必要に応じて見直しをする。

8. がん対策基本法と院内がん登録
がん対策基本法は、2006 年の第 164 回通常国会において成立した議員立法で、現時点
での日本の死因で最も多いがんへの対策のため、国と地方公共団体の責務を明確にし、基
本的施策、対策の推進計画と内閣総理大臣を長とするがん対策推進本部の設置を定めたも
のである。
民主党案には記述のあったがん登録制度に関しては具体的な記述が省かれたが、
附帯決議の十六においては、
「がん登録については、がん罹患者数・罹患率などの疫学的研
究、がん検診の評価、がん医療の評価に不可欠の制度であり、院内がん登録制度、地域が
ん登録制度の更なる推進と登録精度の向上並びに個人情報の保護を徹底するための措置に
ついて、本法成立後、検討を行い、所要の措置を講ずること。
」と、がん登録の推進に伴い
個人情報保護を徹底するための措置が講じられなければならない旨が盛り込まれた。
 がん対策基本法の附帯決議においても、院内がん登録を推進し、個人情報保護を徹底する
必要性が明記されている。
9. まとめ
がん登録事業においては、即時性のある利益は目に見えないことが多いが、収集された
情報から導き出される集計や解析結果は、当該医療施設のみならず、現在・未来の患者に
とって計り知れない貴重な財産である。医療情報の収集や利用が制限を受けることは、わ
が国の公衆衛生にとって大きな損失となりうる。
院内がん登録業務や研究を推進するにあたり、国レベル、地方公共団体レベルでの複雑
な法体系のもと、実務者には混乱が生じることもあるが、本稿および参考文献におけるい
くつかのガイドラインを参照し、適切に対応していただきたい。
今後、がん対策基本法の理念が普及し、
「個人情報の保護に関する法律」、
「健康増進法」、
「疫学研究に関する倫理指針」
、
「がん診療連携拠点病院の指定」への認識が高まり、がん
登録の必要性が国民全体にひろく理解されれば、がん対策基本法附帯決議十六において促
されている「所要の措置」の最たるものである「がん登録事業法（仮称）」の法制化は現実
のものとなり、院内がん登録にまつわる法規が一元化されることとなるだろう。 それに備
え、現状の法体系の中で個人情報保護を十二分に実施し、院内がん登録における情報取扱
の安全性を示し、精度の高い情報を活用することの有用性を証明する努力を続ける必要が
あろう。

10. 補遺
① 個人情報の保護に関する法律（平成 15 年 5 月 30 日）
（定義）
第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該
情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができる
もの（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することがで
きることとなるものを含む。
）をいう。
-（利用目的による制限）
第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により
特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
３ 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、
本人の同意を得ることが困難であるとき。
（例）
・ 健康増進法に基づく地域がん登録事業による国又は地方公共団体への情報提供
・ がん検診の精度管理のための地方公共団体又は地方公共団体から委託を受けた
検診機関に対する精密検査結果の情報提供
・ 児童虐待事例についての関係機関との情報交換
・ 医療安全の向上のため、院内で発生した医療事故等に関する国、地方公共団体
又は第三者機関等への情報提供のうち、氏名等の情報が含まれる場合 --（第三者提供の制限）
第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意
を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
(2)
第三者提供の例外
ただし、次に掲げる場合については、本人の同意を得る必要はない。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、
本人の同意を得ることが困難であるとき。
（例）
•
•
•
•

健康増進法に基づく地域がん登録事業による国又は地方公共団体への情報提供
がん検診の精度管理のための地方公共団体又は地方公共団体から委託を受けた
検診機関に対する精密検査結果の情報提供
児童虐待事例についての関係機関との情報交換
医療安全の向上のため、院内で発生した医療事故等に関する国、地方公共団体
又は第三者機関等への情報提供のうち、氏名等の情報が含まれる場合

-（適用除外）
第五十条 個人情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報を取
り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、前章の規定
は、適用しない。

一 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関（報道を業として行う個人を含む。） 報
道の用に供する目的
二 著述を業として行う者 著述の用に供する目的
三 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者 学術
研究の用に供する目的
四 宗教団体 宗教活動（これに付随する活動を含む。）の用に供する目的
五 政治団体 政治活動（これに付随する活動を含む。）の用に供する目的
２ 前項第一号に規定する「報道」とは、不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実
として知らせること（これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。
）をいう。
３ 第一項各号に掲げる個人情報取扱事業者は、個人データの安全管理のために必要かつ
適切な措置、個人情報の取扱いに関する苦情の処理その他の個人情報の適正な取扱い
を確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努め
なければならない。
② 疫学研究に関する倫理指針（平成 14 年 6 月 17 日、平成 16 年 12 月 28 日全部改正、
平成 17 年 6 月 29 日一部改正）
第５ 用語の定義
13 用語の定義
(1) 疫学研究
明確に特定された人間集団の中で出現する健康に関する様々な事象の頻度及び分布並びに
それらに影響を与える要因を明らかにする科学研究をいう。
＜疫学研究の定義に関する細則＞
１ 医師等が、主に、自らの又はその属する病院若しくは診療所の今後の診療に反映させる
ため、所属する機関が保有する、診療記録など人の健康に関する情報を縦覧し知見を
得る行為は、この指針でいう疫学研究には該当しない。
２ 市町村、都道府県、保健所等が地域において行う保健事業や、産業保健又は学校保健の
分野において産業医又は学校医が法令に基づくその業務の範囲内で行う調査、脳卒中
情報システム事業やいわゆるがん登録事業等は、この指針でいう疫学研究には該当し
ない。
③ 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン（平成
16 年 12 月 24 日）
３．本ガイドラインの対象となる「医療・介護関係事業者」の範囲
本ガイドラインが対象としている事業者の範囲は、①病院、診療所、助産所、薬局、訪問
看護ステーション等の患者に対し直接医療を提供する事業者（以下「医療機関等」という。）、
②介護保険法に規定する居宅サービス事業、居宅介護支援事業及び介護保険施設を経営す
る事業、老人福祉法に規定する老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設を経営する事業そ
の他高齢者福祉サービス事業を行う者（以下「介護関係事業者」という。）であり、いずれ
についても、個人情報保護に関する他の法律や条例が適用される、国、地方公共団体、独
立行政法人等が設置するものを除く。ただし、医療・介護分野における個人情報保護の精
神は同一であることから、これらの事業者も本ガイドラインに十分配慮することが望まし
い。なお、検体検査、患者等や介護サービス利用者への食事の提供、施設の清掃、医療事
務の業務など、
医療・介護関係事業者から委託を受けた業務を遂行する事業者においては、
本ガイドラインのⅢ４．
に沿って適切な安全管理措置を講ずることが求められるとともに、
当該委託を行う医療・介護関係事業者は、業務の委託に当たり、本ガイドラインの趣旨を
理解し、本ガイドラインに沿った対応を行う事業者を委託先として選定するとともに委託
先事業者における個人情報の取扱いについて定期的に確認を行い、適切な運用が行われて
いることを確認する等の措置を講ずる必要がある。

また、法令上、
「個人情報取扱事業者」としての義務等を負うのは医療・介護関係事業者の
うち、識別される特定の個人の数の合計が過去６ヶ月以内のいずれの日においても 5,000
を超えない事業者（小規模事業者）を除くものとされている。
しかし、医療・介護関係事業者は、個人情報を提供して医療・介護関係事業者からサービ
スを受ける患者・利用者等から、その規模等によらず良質かつ適切な医療・介護サービス
の提供が期待されていること、そのため、良質かつ適切な医療・介護サービスの提供のた
めに最善の努力を行う必要があること、また、患者・利用者の立場からは、どの医療・介
護関係事業者が法令上の義務を負う個人情報取扱事業者に該当するかが分かりにくいこと
等から、本ガイドラインにおいては個人情報取扱事業者としての法令上の義務等を負わな
い医療・介護関係事業者にも本ガイドラインを遵守する努力を求めるものである。
-６．医療・介護関係事業者が行う措置の透明性の確保と対外的明確化
法第３条では、個人の人格尊重の理念の下に個人情報を慎重に扱うべきことが指摘されて
いる。
医療・介護関係事業者は、個人情報保護に関する考え方や方針に関する宣言（いわゆる、
プライバシーポリシー、プライバシーステートメント等）及び個人情報の取扱いに関する
明確かつ適正な規則を策定し、それらを対外的に公表することが求められる。また、患者
等から当該本人の個人情報がどのように取り扱われているか等について知りたいという求
めがあった場合は、当該規則に基づき、迅速に情報提供を行う等必要な措置を行うものと
する。
個人情報保護に関する考え方や方針に関する宣言の内容としては、医療・介護関係事業者
が個人の人格尊重の理念の下に個人情報を取り扱うこと及び関係法令及び本ガイドライン
等を遵守すること等、個人情報の取扱いに関する規則においては、個人情報に係る安全管
理措置の概要、本人等からの開示等の手続、第三者提供の取扱い、苦情への対応等につい
て具体的に定めることが考えられる。
なお、利用目的等を広く公表することについては、以下のような趣旨があることに留意す
べきである。
①医療・介護関係事業者で個人情報が利用される意義について患者・利用者等の理解を得
ること。
②医療・介護関係事業者において、法を遵守し、個人情報保護のため積極的に取り組んで
いる姿勢を対外的に明らかにすること
-７．責任体制の明確化と患者・利用者窓口の設置等
医療・介護関係事業者は、個人情報の適正な取扱いを推進し、漏えい等の問題に対処する
体制を整備する必要がある。このため、個人情報の取扱いに関し、専門性と指導性を有し、
事業者の全体を統括する組織体制・責任体制を構築し、規則の策定や安全管理措置の計画
立案等を効果的に実施できる体制を構築するものとする。
また、患者・利用者等に対しては、受付時、利用開始時に個人情報の利用目的を説明する
など、必要に応じて分かりやすい説明を行う必要があるが、加えて、患者・利用者等が疑
問に感じた内容を、いつでも、気軽に問い合わせできる窓口機能等を確保することが重要
である。また、患者・利用者等の相談は、医療・介護サービスの内容とも関連している場
合が多いことから、個人情報の取扱いに関し患者・利用者等からの相談や苦情への対応等
を行う窓口機能等を整備するとともに、その窓口がサービスの提供に関する相談機能とも
有機的に連携した対応が行える体制とするなど、患者・利用者等の立場に立った対応を行

う必要がある。
なお、個人情報の利用目的の説明や窓口機能等の整備、開示の求めを受け付ける方法を定
める場合等に当たっては、障害のある患者・利用者等にも配慮する必要がある。
-４．本人の同意
法は、個人情報の目的外利用や個人データの第三者提供の場合には、原則として本人の同
意を得ることを求めている。これは、法の基本となるＯＥＣＤ８原則のうち、利用制限の
原則の考え方の現れであるが、医療機関等については、患者に適切な医療サービスを提供
する目的のために、当該医療機関等において、通常必要と考えられる個人情報の利用範囲
を施設内への掲示（院内掲示）により明らかにしておき、患者側から特段明確な反対・留
保の意思表示がない場合には、これらの範囲内での個人情報の利用について同意が得られ
ているものと考えられる。
（Ⅲ５．
（３）
（４）参照）
また、患者・利用者が、意識不明ではないものの、本人の意思を明確に確認できない状態
の場合については、意識の回復にあわせて、速やかに本人への説明を行い本人の同意を得
るものとする。
なお、これらの場合において患者・利用者の理解力、判断力などに応じて、可能な限り患
者・利用者本人に通知し、同意を得るよう努めることが重要である。
-９．個人情報が研究に活用される場合の取扱い
近年の科学技術の高度化に伴い、研究において個人の診療情報等や要介護認定情報等を利
用する場合が増加しているほか、患者・利用者への診療や介護と平行して研究が進められ
る場合もある。
法第５０条第１項においては、憲法上の基本的人権である「学問の自由」の保障への配慮
から、大学その他の学術研究を目的とする機関等が、学術研究の用に供する目的をその全
部又は一部として個人情報を取り扱う場合については、法による義務等の規定は適用しな
いこととされている。従って、この場合には法の運用指針としての本ガイドラインは適用
されるものではないが、これらの場合においても、法第５０条第３項により、当該機関等
は、自主的に個人情報の適正な取扱いを確保するための措置を講ずることが求められてお
り、これに当たっては、医学研究分野の関連指針（別表５参照）とともに本ガイドライン
の内容についても留意することが期待される。
なお、治験及び市販後臨床試験における個人情報の取扱いについては、本ガイドラインの
ほか、薬事法及び関係法令（
「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」（平成９年厚
生省令第２８号）等）の規定や、関係団体等が定める指針に従うものとする。また、医療
機関等が企業から研究を受託して又は共同で実施する場合における個人情報の取扱いにつ
いては、本ガイドラインのほか、別表５に掲げる指針や、関係団体等が定める指針に従う
ものとする。
④ がん対策基本法（平成 18 年 6 月 15 日）
第十七条 国及び地方公共団体は、がん医療に関する情報の収集及び提供を行う体制を整
備するために必要な施策を講ずるとともに、がん患者及びその家族に対する相談支援等を
推進するために必要な施策を講ずるものとする。
２ 国及び地方公共団体は、がん患者のがんの罹患、転帰その他の状況を把握し、分析す
るための取組を支援するために必要な施策を講ずるものとする。

⑤ がん対策基本法附帯決議（平成 18 年 6 月 15 日）
十六、がん登録については、がん罹患者数・罹患率などの疫学的研究、がん検診の評価、
がん医療の評価に不可欠の制度であり、院内がん登録制度、地域がん登録制度の更なる推
進と登録精度の向上並びに個人情報の保護を徹底するための措置について、本法成立後、
検討を行い、所要の措置を講ずること。
⑥ 健康増進法（平成 14 年 8 月 2 日）
（国及び地方公共団体の責務）
第三条 国及び地方公共団体は、教育活動及び広報活動を通じた健康の増進に関する正し
い知識の普及、健康の増進に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに研究の推進並
びに健康の増進に係る人材の養成及び資質の向上を図るとともに、健康増進事業実施者そ
の他の関係者に対し、必要な技術的援助を与えることに努めなければならない。
-（生活習慣病の発生の状況の把握）
第十六条 国及び地方公共団体は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資
料として、国民の生活習慣とがん、循環器病その他の政令で定める生活習慣病（以下単に
「生活習慣病」という。
）との相関関係を明らかにするため、生活習慣病の発生の状況の把
握に努めなければならない。
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