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1  本調査の概要 

1.1  本調査の背景・目的 

我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備対象のなかでも、少子高齢化等を

考えると、医療情報は最も重要なものの一つである。  

医療情報については、平成１７年３月に厚生労働省から発出された「医療情報シス

テムの安全管理に関するガイドライン（以下「医療ガイドライン」という。）」が、

平成２０年３月に改訂された際に、原則として医療機関又は行政機関が保有していた

医療情報を外部保存することが認められている。これを受けて、経済産業省では、医

療機関から医療情報を受託管理する事業者が講ずべき措置を具体的に示すため、「パ

ーソナル情報研究会作業部会」を設置し、平成２０年３月、「医療情報を受託管理す

る情報処理事業者向けガイドライン」（以下「本ガイドライン」という。）をとりま

とめた。さらに、平成２０年７月には、本ガイドラインの中から抽出した特に重要な

安全管理の項目を告示した。  

その後、厚生労働省において継続して医療ガイドラインの改訂作業が進められると

ともに、総務省から、医療情報の処理をＡＳＰ・ＳａａＳで提供する事業者向けに

「ＡＳＰ・ＳａａＳ事業者が医療情報を取り扱う際の安全管理に関するガイドライ

ン」及び「ＡＳＰ・ＳａａＳ事業者が医療情報を取り扱う際の安全管理に関するガイ

ドラインに基づくＳＬＡ参考例」が公表された。これらを踏まえ、経済産業省では、

平成２０年７月告示の内容について、他ガイドラインの記述との整合性確保等につい

て検討を行い、平成２４年１０月に改訂・公表した。  

本改訂から５年以上が経過し、近年のサイバー攻撃の手法の多様化・巧妙化、地域

医療連携や医療介護連携等の推進、ＩｏＴやクラウド等の新技術やサービス等の普及

等、医療情報システムを取り巻く環境は大きく変化している。加えて、平成２７年９

月の個人情報保護法改正（平成２９年５月施行）や医療ガイドラインの改訂（直近で

は平成２９年５月）に対応する必要があるほか、医療情報を取り扱う情報サービス産

業の観点では、外部保存だけに特化したサービス提供は少なくなっていることから、

医療機関からの受託により医療情報を扱う事業者向けのガイドラインとして、本ガイ

ドラインと総務省ガイドライン（「ＡＳＰ・ＳａａＳ事業者が医療情報を取り扱う際

の安全管理に関するガイドライン」は、平成３０年７月に「クラウドサービス事業者

が医療情報を取り扱う際の安全管理に関するガイドライン」に改訂）との一本化も視

野に入れた検討が必要である。  

本調査では、これらの状況を踏まえつつ、引き続き本ガイドラインが医療情報の重要性によ

る高度な安全性確保の要求に応えられるよう、所要の調査を行うものである。 
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1.2  本調査の進め方 

本調査では、前記の目的を踏まえて、医療情報を受託管理する情報処理事業者における

安全管理ガイドラインの活用調査、医療情報を受託管理する情報処理事業者における安全管

理ガイドラインの改正に向けた検討及び有識者会合の開催・運営を実施した。 

 

  医療情報を受託管理する情報処理事業者における安全管理ガイドラインの活用実態

調査 

医療情報を受託管理する情報処理事業者における安全管理ガイドラインの活用実態等を

把握するため、①医療情報を受託管理する情報処理事業者の利用状況の調査、②医療情

報を受託管理する情報処理事業者における安全管理ガイドラインの活用実態調査を実施し

た。 

 

  医療情報を受託管理する情報処理事業者における安全管理ガイドラインの改正に向

けた検討 

1.2.2の調査結果を踏まえ、医療ガイドラインをはじめとした関連するガイドラインの改正状

況、環境の動向等を踏まえ医療情報を受託管理する情報処理事業者における安全管理ガイ

ドラインの改正案を作成した。 

 

  有識者会合の開催・運営 

1.2.1及び 1.2.2の実施に当たっては、有識者による検討委員会の助言を得て実施した。 

検討委員会の委員は、本調査について有益な意見や助言を行うことができる知見、学識経

験等を有する医療分野及びセキュリティ分野の有識者により構成し、オブザーバーは、関係

省庁により構成した。 
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2 医療情報を受託管理する情報処理事業者における安全管理ガイドラインの活用実

態調査 

本ガイドラインの改正にあたり、本ガイドラインをより利活用しやすいものとするためには、医療

機関等における医療情報を受託管理する情報処理事業者の利用状況や、医療情報を受託管

理する情報処理事業者における安全管理ガイドラインの活用実態を把握することが重要であ

る。 

そこで、本調査では、医療機関等に対して、医療情報を受託管理する情報処理事業者の利

用状況を調査するとともに、医療情報を受託管理する情報処理事業者に対して、医療情報を受

託管理する情報処理事業者における安全管理ガイドラインの活用実態を調査した。 

 

2.1  医療情報を受託管理する情報処理事業者の利用状況の調査 

  調査目的 

医療機関等における医療情報を取り扱う情報システム･サービスの利用の実状や利用環境

等を把握することを目的として、医療機関等に対して、医療情報を取り扱う情報システム･サー

ビスの利用状況を調査した。 

 

  調査概要 

(1) 調査対象 

本調査では、医療情報連携ネットワーク団体や日本歯科医師会、日本薬剤師会の協力を

得て、図表 1に示す医療機関等に対して調査を行った。 

 

図表 1 医療情報を受託管理する情報処理事業者の利用状況の調査対象（依頼対象） 

区分 調査対象数 

診療所・病院 1０件 

歯科診療所等 383件 

薬局 １０件 t 

 

(2) 調査方法 

本調査は、Webアンケート形式で調査を実施した。 

Webアンケートの実施に当たっては、医療機関等に対して、調査協力の依頼とともに調査

用のWebページの URLを示し、そのページ上で回答するよう求めた。 
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図表 4 利用している情報システム・サービス 

 

図表 5 その他の利用システム･サービス 

・ 透析管理システム、眼科診療システム、産科分娩管理システム、病理管理システム、 

給食栄養管理システム、リハビリ管理システムなど 

・ 医学研究用データベースシステム 

・ 電子薬歴システム 

・ 電子薬歴 

 

医療情報を取り扱う情報システム･サービスを利用していると回答した医療機関に対して、

医療情報を取り扱う情報システム・サービスの運用形態を調査したところ、本調査では、約６割

の医療機関等から、「オンプレミスシステム（自機関等内で管理しているサーバ等で運用して

いるシステム）」という回答が得られた。（図表 6）。 

60.0 

40.0 

33.3 

26.7 

53.3 

0.0 

53.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．電子カルテシステム・サービス

２．医事会計システム・サービス

３．医療用画像管理システム・サービス

４．臨床検査システム・サービス

５．医療情報連携システム・サービス

６．オンライン診療システム・サービス

７．その他のシステム・サービス

「１．医療情報を取り扱う情報システム・サービスを利用している」を選択した方にお聞きしま

す。

貴機関等で利用している医療情報を取り扱う情報システム・サービスとして該当するものを

全て選択してください。（複数回答）

(n=15)
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図表 6 利用している情報システム･サービスの運用形態 

 

医療情報を取り扱う情報システム･サービスを利用していると回答した医療機関に対して、

医療情報を取り扱う情報システム・サービスにアクセスできる端末を調査したところ、本調査で

は、約９割の医療機関等から、「自機関等が所有・管理するデスクトップパソコン」という回答が

得られた。また、約２割の医療機関等からは、「医療従事者が個人で所有・管理する端末（医

療機関の管理者以外によ設定の変更を技術上又は運用上禁止したもの）」という回答が得ら

れた。（図表 7）。 

 

図表 7 情報システム・サービスにアクセスできる端末 

60.0 

20.0 

20.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．オンプレミスシステム（自機関等内で管理している

サーバ等で運用するシステム）

２．クラウドサービス

３．上記のいずれに該当するかわからない

４．その他

「１．医療情報を取り扱う情報システム・サービスを利用している」を選択した方にお聞きし

ます。

貴機関等で利用している医療情報を取り扱う情報システム・サービスに該当するものを全

て選択してください。

(n=15)

86.7 

60.0 

20.0 

6.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．自機関等が所有・管理するデスクトップパソコン

２．自機関等が所有・管理するノートパソコン・スマート

フォン・タブレット端末

３．医療従事者が個人で所有・管理する端末（医療機

関の管理者以外による設定の変更を技術上又は運用

管理上禁止したもの）

４．その他

「１．医療情報を取り扱う情報システム・サービスを利用している」を選択した方にお聞きし

ます。

貴機関等で利用している医療情報を取り扱う情報システム・サービスにアクセスできる端末

として該当するものを全て選択してください。

(n=15)





 

9 

 

 

図表 9 外部から閲覧する場合に使用する端末 

 

医療機関等で電子的に保存されている医療情報をその医療機関等の施設の外部から閲

覧等することができると回答した医療機関等に対して、外部から閲覧等する場合の方法を調

査したところ、約６割の医療機関等から、「医療情報連携ネットワークを通じた閲覧等」という回

答が得られた。（図表 10） 

なお、図表 10の「その他の方法による閲覧等」と回答した医療機関等が、その他の方法と

して挙げたものは図表 11のとおり。 

 

80.0 

40.0 

20.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．自機関等が所有・管理するノートパソコン・スマート

フォン・タブレット端末

２．医療従事者が個人で所有・管理する端末（医療機

関の管理者以外による設定の変更を技術上又は運用

管理上禁止したもの）

３．その他

「１．外部から閲覧等することができる」を選択した方にお聞きします。

外部から閲覧等する場合に使用する端末として該当するものを全て選択してください。

(n=5)



 

10 

 

 

図表 10 外部から閲覧等する場合の方法 

 

図表 11 その他の閲覧方法に関する回答 

・ 組織が用意した VPN とシンクライアントサービス 

・ VPN接続により端末からの閲覧・操作 

 

(4) 外部の機関に対する医療情報の電子的な提供方法 

医療機関等が外部の医療機関等に医療情報を電子的に提供・共有する場合の方法につ

いて調査したところ、約５割の医療機関等から、「電子メールによる提供」という回答が得られ

た。（図表 12） 

60.0 

40.0 

0.0 

0.0 

0.0 

40.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．医療情報連携ネットワークを通じた閲覧等

２．上記１．以外の医療情報を取り扱うためのサービ

スを利用した閲覧等

３．電子メールにより受領した情報の閲覧

４．SNS（上記1．又は２．に該当するものを除く。）によ

る受領した情報の閲覧

５．ファイル転送サービス・オンラインストレージサービ

ス（上記1．又は２．に該当するものを除く。）により…

６．その他の方法による閲覧等

「１．外部から閲覧等することができる」を選択した方にお聞きします。

外部から閲覧等する場合の方法として、該当するものを全て選択してください。

(n=5)
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図表 12 外部の医療機関等に医療情報を電子的に提供・共有する場合の方法 

 

医療機関等が外部の医療機関等に医療情報を電子的に提供・共有する場合の方法とし

て、「医療情報連携ネットワークを通じた提供・共有」と回答した医療機関等に対して、医療情

報連携ネットワークを通じた場合の医療情報の提供・共有形態を調査したところ、約５割の医

療機関等から、「データファイルの共有（閲覧のみ・コピー可能）」という回答が得られた。（図

表 13） 

 

33.3 

8.3 

45.8 

54.2 

8.3 

8.3 

8.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．医療情報連携ネットワークを通じた提供・共有

２．上記１．以外の医療情報を取り扱うためのサービス

を利用した提供

３．USB・CD等の可搬媒体による提供

４．電子メールによる提供

５．SNS（上記1．又は２．に該当するものを除く。）による

提供

６．ファイル転送サービス・オンラインストレージサービス

（上記1．又は２．に該当するものを除く。）による提供

７．その他の方法による提供・共有

貴機関等が外部の医療機関等（病院、診療所、歯科診療所、助産所、薬局、訪問介護ス

テーション、介護事業者、医療情報連携ネットワーク運営事業者等）に医療情報を電子的

に提供・共有する場合の方法として、該当するものを全て選択してください。

(n=24)
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図表 13 医療情報連携ネットワークを通じた場合の医療情報の提供・共有形態 

 

医療機関等が患者その他医療機関等以外の人や機関に電子的に提供・共有する場合の

方法について調査したところ、約６割の医療機関等から、「電子メールによる提供」という回答

が得られた。また、約５割の医療機関とうから、「USB・CD等の可搬媒体による提供」という回

答が得られた。（図表 14） 

37.5 

37.5 

50.0 

12.5 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．データファイルの提供

２．データファイルの共有（閲覧のみ・コピー不可）

３．データファイルの共有（閲覧のみ・コピー可能）

４．データファイルの共同利用（相互編集可能）

５．その他の形態

「１．医療情報連携ネットワークを通じた提供・共有」を選択した方にお聞きします。

医療情報連携ネットワークを通じた場合の医療情報の提供・共有形態として該当するもの

を全て選択してください。

(n=8)
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図表 14 患者その他医療機関等以外の人や機関に電子的に提供・共有する場合の方法 

 

医療機関等が患者に電子的に提供・共有する医療情報の範囲について調査したところ、

約７割の医療機関等から、「診療等の結果を記載した文書」という回答が得られた。（図表 15） 

なお、図表 15図表 10の「その他の方法による閲覧等」と回答した医療機関等が、その他

の方法として挙げたものは 

  

25.0 

4.2 

0.0 

54.2 

58.3 

8.3 

8.3 

16.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．医療情報連携ネットワークを通じた提供・共有

２．オンライン診療システム・サービスを通じた提供・共

有

３．上記１．又は２．以外の医療情報を取り扱うための

サービスを利用した提供・共有

４．USB・CD等の可搬媒体による提供

５．電子メールによる提供

６．SNS（上記1．、２．又は３．に該当するものを除く。）

による提供

７．ファイル転送サービス・オンラインストレージサービ

ス（上記1．、２．又は３．に該当するものを除く。）に…

８．その他の方法による提供・共有

貴機関等が患者その他医療機関等以外の人や機関に医療情報を電子的に提供・共有す

る場合の方法として、該当するものを全て選択してください。

(n=24)
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図表 16のとおり。 

 

 
図表 15 患者に電子的に提供・共有する医療情報の範囲 

 

  

66.7 

45.8 

33.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．診療等の結果を記載した文書

２．医療用画像

３．その他の情報

貴機関等が患者に電子的に提供・共有する医療情報の範囲として、該当するものを全て

選択してください。

(n=24)
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図表 16 患者等に提供するその他の情報の内容 

検体検査結果、内視鏡画像及び報告書、生理検査及び報告書など 

顔面写真、口腔内写真 

電子お薬手帳 

調剤情報 
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2.2  医療情報を受託管理する情報処理事業者における安全管理ガイドラインの活用実態調査 

 調査目的 

医療情報を取り扱う情報システム･サービスを提供する事業者における、医療情報を受託管

理する情報処理事業者における安全管理ガイドラインその他のガイドラインの活用実態を把

握することを目的として、医療情報を取り扱う情報システム･サービスを提供する事業者に対し

て、医療情報を受託管理する情報処理事業者における安全管理ガイドラインその他のガイド

ラインの活用実態を調査した。 

 

 実施概要 

(1) 調査対象 

本調査では、一般社団法人保健医療福祉情報システム工業会、特定非営利法人 ASP･

SaaS･IoT クラウドコンソーシアム、一般社団法人日本医療ベンチャー協会の協力を得て、医

療情報を取り扱う情報システム･サービスを提供する事業者計 51社に対して調査を行った。 

 

(2) 調査方法 

本調査は、Webアンケート形式で調査を実施した。 

Webアンケートの実施に当たっては、医療情報を取り扱う情報システム･サービスを提供す

る事業者に対して、調査協力の依頼とともに調査用のWebページの URL を示し、そのペー

ジ上で回答するよう求めた。 

 

(3) 調査回収件数 

本調査では、医療情報を取り扱う情報システム･サービスを提供する事業者 11社から回答

を得られた。 

 

 実施結果 

(1) 提供するシステム・サービスの利用者 

提供するシステム・サービスの利用者について調査したところ、全ての事業者から、「医療

機関（病院、診療所、歯科診療所、助産所、薬局、訪問介護ステーション等）」という回答が得

られた。また、約４割の事業者から、「患者」という回答が得られた。（図表 17） 
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図表 17 提供するシステム・サービスの利用者 

 

情報処理事業者等に対して、システム･サービス利用者に契約締結時に行っている対応につ

いてたずねた。SLAの合意とする回答が、約 80％であった。また、「医療情報の取扱いに係る責

任分界の合意」、医療譲歩安全管理ガイドラインへの適合状況の説明とする回答が、約 60%、情

報処理事業者ガイドライン、クラウドサービス医療ガイドラインの適合状況の説明とする回答は、

それぞれ約 50％であった（図表 18）。 

 

100.0 

18.2 

27.3 

36.4 

18.2 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．医療機関（病院、診療所、歯科診療所、助産所、

薬局、訪問看護ステーション等）

２．介護事業者

３．医療情報連携ネットワーク運営事業者

４．患者

５．上記１．～４．向けのサービスを提供する事業者

６．その他

貴社が提供するシステム・サービスの利用者として該当するものを全て選択して

ください。（複数回答）

(n=11)
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図表 18契約時の対応事項 

 

(2) 情報処理事業者等による外部サービスの利用状況 

情報処理事業者等に対して、外部サービスの利用状況についてたずねた。外部サービス

を利用しているとする回答は、約 60％であり、利用していないとする回答は約 40％であった

（図表 19）。 

すべてのクラウドサービス事業者が、医療機関への提供を行っているとの回答であった（図

表 18）。そのほか、介護事業者、医療情報連携ネットワーク、患者などへの提供や、２次プロ

バイダーとしての提供を行っている事業者もあった。 

外部サービスを利用していると回答した事業者に対して、利用しているサービスの種別をた

ずねたところ、ASP・SaaSを利用しているとの回答が約 90％であった。また IaaSを利用してい

るとする回答は、約 40５であった（図表 20）。 

 

54.5 

54.5 

63.6 

63.6 

81.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1．「医療情報を受託する情報処理事業者向けガイドラ

イン第2版」（平成24年10月経済産業省）への適合状況

の説明

２．「クラウドサービス事業者が医療情報を取り扱う際

の安全管理に関するガイドライン第1版」（平成30年7月

総務省）への適合状況の説明

３．「医療情報システムの安全管理に関するガイドライ

ン第5版」（平成29年5月厚生労働省）への適合状況の

説明

４．医療情報の取扱いに係る責任分界の合意

５．サービスレベルの合意

上記の質問で「１．医療機関（病院、診療所、歯科診療所、助産所、薬局、訪問看護ステー

ション等）」、「２．介護事業者」、「３．医療情報連携ネットワーク運営事業者」を選択した方

にお聞きします。

これら医療機関等と契約する際に行うこととして該当するものを全てお選びください。

(n=11)
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図表 21 情報処理事業者ガイドラインへの遵守状況 

 

 

 
図表 22 情報処理事業者ガイドラインへの遵守に関する確認方法 

 

また遵守していると回答した事業者に対して、ガイドラインへの適合状況の開示状況をたず

ねたところ、利用者に限定して開示しているとする回答だけであった（図表 23）。 

また適合状況を開示している事業者に対してその開示のレベルをたずねたところ、要求事

項への適合方法も含めて開示しているとの回答であった（図表 24）。 

１．ガイドラインの要

求事項を全て遵守し

ている

50.0%

２．ガイドラインの要

求事項の一部を遵

守している

0.0%

３．ガイドライン

の要求事項をほ

とんど遵守して

いない

0.0%

４．ガイドラインの要

求事項を遵守してい

るかわからない

50.0%

「１．情報処理事業者」を選択した方にお聞きします。

「医療情報を受託管理する情報処理事業者向けガイドライン第2版（平成24年10月経済産

業省）」の要求事項の遵守状況として該当するものをお選びください。

(n=2)

100.0 

0.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．内部確認

２．外部監査

３．その他

上記質問で「１．ガイドラインの要求事項を全て遵守している」を選択した方にお聞きしま

す。

「医療情報を受託管理する情報処理事業者向けガイドライン第2版」の遵守状況の確認方

法として該当するものを全てお選びください。

(n=1)
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図表 23 情報処理事業者ガイドラインの遵守状況の開示状況 

 

 
図表 24 情報処理事業者ガイドラインへの適合状況の開示レベル 

 

 

 

１．広く一般に開示

している

0.0%

２．利用者に限定

して開示している

100.0%

３．開示していない

0.0%

「１．ガイドラインの要求事項を全て遵守している」を選択した方にお聞きします。

ガイドラインへの適合性の開示状況として該当するものをお選びください。

(n=1)

１．適合しているこ

とを開示している

0.0%

２．上記１．に加

え、それぞれの要

求事項への適合

状況を開示してい

る

0.0%

３．上記２．に加え、

それぞれの要求事項

への対応方法も開示

している

100.0%

４．その他

0.0%

[Q14]上記の質問で「１．広く一般に開示している」又は「２．利用者から求めがあった場合

に開示している」を選択した方にお聞きします。

ガイドラインの適合性の開示方法として該当するものを一つお選びください。

(n=1)
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図表 26 クラウドサービス医療ガイドラインの遵守状況の確認方法 

 

また遵守していると回答した事業者に対して、ガイドラインへの適合性の開示状況をたずね

たところ、広く一般に開示しているとする回答が 50％、開示していないとする回答が 50％であ

った（図表 27）。 

また適合状況を開示している事業者に対してその開示のレベルをたずねたところ、要求事

項への適合している旨を開示しているとの回答であった（図表 28）。 

 

 

 

 

図表 27 クラウドサービス医療ガイドラインへの適合性の開示状況 

 

100.0 

0.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．内部確認

２．外部監査

３．その他

[Q17]上記の質問で「１．自社のサービス特性上遵守しなければならないガイドラインの要

求事項を全て遵守している」を選択した方にお聞きします。

「クラウドサービス事業者が医療情報を取り扱う際の安全管理に関するガイドライン第1

版」の遵守状況の確認方法として該当するものを全てお選びください。

(n=2)

１．広く一般に開

示している

50.0%

２．利用者に限定し

て開示している

0.0%

３．開示していな

い

50.0%

[Q20]「１．自社のサービス特性上遵守しなければならないガイドラインの要求事項を全て

遵守している」を選択した方にお聞きします。

ガイドラインへの適合性の開示状況として該当するものをお選びください。

(n=2)
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図表 28 クラウドサービス医療ガイドラインへの適合性の開示レベル 

  

１．適合していること

を開示している

100.0%

２．上記１．に加

え、それぞれの

要求事項への

適合状況を開

示している

0.0%
３．上記２．に加え、

それぞれの要求事

項への対応方法も

開示している

0.0%

４．その他

0.0%

上記の質問で「１．広く一般に開示している」又は「２．利用者から求めがあった場合に開

示している」を選択した方にお聞きします。

ガイドラインの適合性の開示方法として該当するものを一つお選びください。

(n=1)
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3 医療情報を受託管理する情報処理事業者における安全管理ガイドラインの改正に

向けた検討 

  

3.1   医療情報を受託管理する情報処理事業者における安全管理ガイドラインの改正に向けた

検討の概要 

  改定において対応すべき事項 

情報処理事業者ガイドラインの改定に当たって、対応すべき周辺事項の変化として、図表 

29に示す内容への対応を想定した。 

 

図表 29情報処理事業者ガイドラインの改定に当たって、対応すべき周辺事項の変化 

 医療情報安全ガイドラインの改定 

医療情報安全ガイドラインは、4.2版、4.3版、第 5版と改定を重ねている。 

 各ガイドラインへの対応 

平成 30年 7月にクラウドサービス医療ガイドラインが策定され、医療情報安全管理ガイ

ドラインの要求事項に対応するほか、新たなサービス等への対応が図られた。 

 改正個人情報保護法等との関係の整理 

平成 29年 5月に改正個人情報保護法が施行されたほか、関連するガイドライン等につ

いても策定されている。 

 新たに検討すべき内容等に関する検討 

PHRや地域医療連携など、情報処理事業者ガイドライン第 2版後に、医療情報の活用

形態が大きく進展している。 

 

上記を踏まえて、本年度検討するガイドラインの検討対象範囲を図表 30に示す 
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改定箇所 改定内容 改定版 

3章 「3.3 調剤済み処方せんと調剤録の電子化・外部保存について」の事項を追加し、現在、処方せ

んの電子的な発行は認められていないことから、調剤済み処方せんの電子化については、必然的

に、紙の処方せんに記名押印又は署名を行い調剤済みとしたものを、9章に示すスキャナ等により

電子化して保存する方法となることを明確化した。 

第 4.2版 

3章 調剤終了後に修正が発生した場合、既に電子化された調剤済み処方せんに対して、過去の電子

署名の検証が可能な状態で、電子的に修正し、薬剤師の電子署名を付すことが必要となることを

明確化した。 

第 4.2版 

3章 3 章では、これまで処方せんの電子的発行は認められていない旨、記述していたが、省令の改正

に合わせて該当部分を削除した。これに伴い、調剤済み処方せんの取扱いを定めた 3.3 章を

「紙」の調剤済み処方せんの扱いとして明確にした。 

第 4.3版 

3章 3 章では、1 章の改定を踏まえ、介護事業者が取り扱う文書が e-文書法の対象範囲でかつ当該

文書の内容に医療情報が含まれる場合には、7 章及び 9 章の対象となる旨を追記し、該当し得る

文書等を列挙した。 

第 5版 

4章 4 章では、改正個人情報保護法で新たに規定された事項について、関係資料を参照する。 第 5版 

5章 最新の技術等へ対応するため「5.1.1 厚生労働省標準規格」の事項を追加し、厚生労働省標準規

格について追記するほか、所要の改定を行った。 

第 4.2版 

5章 5 章では、新たに加わった厚生労働省標準規格や JAHIS 標準規約等を追記した。「5.3 標準規

格の適用に関わるその他の事項」では、日本 IHE 協会の「地域医療連携における情報連携基盤

技術仕様」について記述を設けた。 

第 5版 

6章 「6.9 情報及び情報機器の持ち出しについて」の事項に、スマートフォンやタブレットのようなモバイ

ル端末の普及を鑑み、機器を取り扱う際の要件を明確化する記述を追加 

「6.10 災害等の非常時の対応」の事項に、大規模災害時を想定した事業継続計画（BCP：

Business Continuity Plan）の作成等の考え方について記述した。 

第 4.2版 

6章 6 章では、規格の更新を受け、「6.1 方針の制定と公表」及び「6.2 医療機関等における情報セキ

ュリティマネジメントシステム（ISMS）の実践」において所要の改定を行った。併せて、6.2 章ではリ

スク分析等の参考として「『製造業者による医療情報セキュリティ開示書』ガイド」に関する記述を加

えた。また、「6.5 技術的安全対策」では、攻撃手法の高度化により、ID・パスワードのみの組み合

わせによる認証では十分な安全性を確保できない現状に鑑みて、認証に係る技術の端末への実

装状況等を考慮し、できるだけ早期に 2 要素認証を実装することを求め、かつパスワード要件に

ついて追記したほか、上述の IoT について「（6）医療等分野における IoT 機器の利用」を設け、

情報セキュリティの観点から医療機関等が順守すべき事項を規定した。 

第 5版 
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6章 「6.6 人的安全対策」及び「6.10 災害、サイバー攻撃等の非常時の対応」では、医療機関等を対

象とするサイバー攻撃のリスクが顕在化していることへの対応として、サイバー攻撃等への事前及

び事後の対応や連絡先等について規定を設けた。このことに併せて、6.10 章の章題も改定してい

る。 

第 5版 

6章 在宅医療や訪問看護等、医療機関等の職員が業務にモバイル端末を用いる機会が増加している

ことを踏まえ、「6.9 情報及び情報機器の持ち出しについて」において、公衆無線 LAN、個人所有

又は個人の管理下にある端末の業務利用（BYOD）の取扱い等、モバイル端末の使用時における

順守事項を明確化した。 

第 5版 

6章 「6.11 外部と個人情報を含む医療情報を交換する場合の安全管理」では、オープンなネットワーク

を介した SSL/TLS 接続における順守事項や留意点を示た。 

第 5版 

6章 「6.12 法令で定められた記名・押印を電子署名で行うことについて」では、国家資格の証明が求め

られる文書に対する考え方や取扱いについて追記を行った。 

第 5版 

7章 7 章では、「7.1 真正性の確保について」において、電子カルテ等の入力における関係者の役割

や責任をより明確にするとともに、代行入力を行う場合の記録確定に当たって順守すべき事項を追

記した。また、「7.3 保存性の確保について」において、医療機関等が文書を保存する際の将来の

互換性の確保について、規定を設けた。 

第 5版 

9章 9 章では、「9.4 調剤済み処方せんをスキャナ等で電子化し保存する場合について」の事項を追

加し、3 章の改定に合わせて所要の記述を追記した。 

第 4.2版 

9章 電子化された調剤済み処方せんの外部保存は 8 章で、紙媒体をスキャンして保存する場合は

9.4 章での取扱いとなるため、一部記載を改定の上、その旨を追記している。 

第 4.3版 

10章 10 章は、これらの改定に合わせて所要の改定を行った。 第 5版 
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3.2  情報処理事業者ガイドラインの改定方針 

本調査における目的のひとつとして、情報処理事業者ガイドラインとクラウドサービス医療

情報ガイドラインとの統合を行う観点から、統合のための方針を検討し、その上で統合作業を

行う方針とした。 

そこで、検討会における委員の意見などを踏まえて、全体の方針を整理し、その上で詳細

の項目の記載に関しては、本調査では扱わず、その検討・記述方針のみ整理することとした。 

 

 ガイドライン改定方針に関する委員からの意見等 

検討会でのガイドライン改定方針に関する意見を整理したものが図表 33である。主に策

定の基本方針、各要求事項に関する基本方針、医療情報特有のリスクに関する基本方針な

どの観点からの意見を受けた。 

 

図表 33 ガイドライン改定方針に関する委員からの意見の整理結果 

各方針項目 意見概要 

ガイドライン策定の

基本方針 

 事業者向けのガイドラインであることを踏まえて、厚生労働省ガイ

ドラインの構成にあわせるのではなく、事業者が利用しやすい構

成とする 

 サービス提供上のリスクへの対策を事業者が講じることを想定し

て整理する 

 リスクへの対応策について事業者が医療機関等に説明（情報提

供）し、リスクの低減だけでなく受容・移転の観点を踏まえて、医

療機関等が対応策と事業者を選択できるようにする 

要求事項の整理の

基本方針 

 ガイドラインの要求事項はリスクと紐付けることで整理・統合する 

 システム・サービス提供上のリスクは、システム・サービスにおける

情報流とシステム・サービスのライフサイクル（運用、開発・保守

及び提供終了）に着目して整理する 

 システム・サービス提供上のリスクに対して、契約締結の際のリス

クコミュニケーション（情報提供・合意形成）に関する論点を整理

する 

 ガイドラインの中で安全管理のための具体的な方法・技術を詳

細に定めるのではなく、事業者側で適切な方法・技術を選択で

きるようにする 
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医療情報特有のリス

クに対する要求事項

の記述方針 

 要求事項について、対応としての具体的な方法・技術を記載す

るのではなく、事業者側で適切な方法・技術を選択できるように

記載する 

 情報セキュリティに関するリスクへの要求事項は、原則として、情

報セキュリティに関する既存の規格・ガイドラインを参照することと

し、本ガイドラインで個別に定める要求事項は、医療情報の特殊

性等から求められるもので、異なる対策や上乗せ対策を実施す

る必要があるものとする 

 事業者がガイドラインへの準拠（対応）状況を示すことが必要で

ある旨を明記する 

 

 

  ガイドライン改定方針 

検討会でのガイドライン改定方針に関する意見を踏まえて、ガイドラインの改定に際して

は、以下に示す方針で進めることとした。 

 

（１） リスクコミュニケーションを意識したガイドライン 

事業者が講じるセキュリティ対策としての要求事項は、サービス提供上、想定される脅威・リ

スクを踏まえた内容とする。 

これにより、事業者は医療機関等に対して、サービスに関するリスクに関する説明を行うとと

もに、ひいては医療機関等と患者との間でのリスクコミュニケーションに貢献（情報提供）できる

ことにもつながることが期待される。 

 

（2） 事業者が利用しやすいガイドライン 

ガイドラインにおいて、事業者が対応すべき要求事項は、わかりやすいものであることが求

められる。 

また事業者が提供するサービスは多様であり、また、用いる技術の進展も早いことから、ガ

イドラインの記述においても、一定の抽象度をもつようにすることで、事業者が提供する各サ

ービスに応じて、最適なセキュリティ対応を講じることが可能となる。 

医療分野に限らないセキュリティ対応と医療情報に特に求められるものを峻別し、特に後者

を中心にガイドラインを記述することで、事業者の負担低減にもつながることが期待される。 

（3） 要求事項等への準拠性を可視化させるためのガイドライン 
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事業者のセキュリティ対応が、ガイドラインに示す要求事項等を遵守していることを可視化

することは、医療機関等における事業者選択において重要である。この観点から、要求事項

等に対する準拠性の可視化が必須となることをガイドラインにおいて示すことが求められる 

医療機関等は、事業者のシステム･サービスにおけるリスクとその対応状況が客観的に確認

できるようになることで、適切なシステムやサービスを選択することが可能となる。 

 

 ガイドラインの改定作業に際しての検討項目とその方針 

ガイドラインの要求事項等を今後具体化する改定作業に際しては、大きく 5つの項目に関

する検討を行いながら、進めることが求められる。これらについて、その内容と検討方針につ

いて整理したものがである。 

 

図表 34 ガイドライン改定作業における検討項目とその内容･方針 

検討項目 検討すべき内容 方針 

医療機関等と事業

者が合意すべき内

容の整理 

・医療機関等に対する契約締

結場面での説明責任の内

容。 

・医療機関等と事業者は契約

場面で何を合意すべきか。 

・事業者が医療機関等の選択に資

する、システム･サービス情報の適

切な説明を行う。 

・医療機関等がリスクの軽減、受容、

移転を選択できるようにする。 

要求事項への準

拠性を担保するた

めの方策 

要求事項が抽象度を上げる

中で、事業者が要求事項

に準拠していることをどのよ

うに担保すべきか。 

・監査等に関する要求を充実させる 

・要求事項のガイダンスを提示する

（現行の総務省ガイドラインの要

求事項等を活用） 。 

参照すべき規格・

ガイドラインの特

定 

・情報セキュリティについての

リスクに対する要求事項とし

て、参照する規格・ガイドラ

インは何にすべきか。 

例： 

JIS Q 27002、JIS Q 27017 

ISO/IEC 27018  

別途定めるべき要

求事項の整理 

・情報セキュリティについての

リスクに対する要求事項とし

て、規格・ガイドラインの参

照に加えて別途定めるべき

要求事項は何か。 

・3.3にしめす。  
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検討項目 検討すべき内容 方針 

厚生労働省ガイド

ラインとの対応の

示し方 

・厚生労働省ガイドラインの要

求事項との対応関係やそ

の遵守状況をどのように示

すべきか。 

・対応整理表を作成する（対応関係

のレベルは別途検討が必要）。 

・新たなガイドラインを利用をするた

めの手引き（のようなもの）（※総

務・経産の現行 GLに相当するよ

うなものを想定））の策定について

も、別途検討する。 

 

 

3.3 情報処理事業者ガイドラインの要求事項整理における考え方 

 要求事項の整理の考え方 

ガイドラインの改定方針については、3.2.2に示すところであるが、そのひとつとして事業者

にとってわかりやすいものにするということが挙げられている。要求事項の整理に際しても、こ

の観点から、事業者にとって判りやすいものとなるよう、以下の形で整理することが求められ

る。 

 「契約前」・「契約中の運用」・「契約中の開発･保守」・「契約終了後」に場面を分けて検

討する。 

 「契約前」の場面では、リスク低減だけでなくリスク受容・リスク移転を含めて、情報処理

事業者等による情報提供や、医療機関等と情報処理事業者等との合意形成について

整理する。 

 「契約中の運用」・「契約中の開発･保守」・「契約終了後」の場面では、それぞれの情

報流の中に存在する一般的なリスクを整理した上で、セキュリティ対策一般に加えて求

められる要求事項を整理する。 

 まずは委託者(医療機関等）と受託者(情報処理事業者等）の２者だけが関与する場合

をモデルケースとして進める。その後、他の外部機関等の関与がある場合を検討す

る。 

 

具体的には、図表 35に示すように医療機関等と情報処理事業者等との二者間でのモデ

ルで検討を行い、これを二者間以外でのモデルとの対比の検討を行い、差分となるものを特

に留意すべき点等として示すこととする。また二者間モデルでの検討に際しては、各場面で想
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・ 医療連携ネットワーク団体は、医療機関等と情報処理事業者等の締結するサービス内

容について、統一した内容を取りまとめを行う。 

・ 医療機関等と情報処理事業者等との基本モデルとの比較で見ると、合意形成部分を医

療機関ネットワーク団体が内容の取りまとめを行う以外は、基本モデルと同様の関係とな

る。 

 

【医療連携ネットワークサービス提供型】 

・ 医療連携ネットワークが医療機関等と、委託関係となるモデル。 

・ 医療連携ネットワーク団体は、情報処理事業者等に対して、医療機関等に提供するサ

ービス内容と同内容の再委託契約を締結し、医療機関等に対しては、直接サービスプロ

バイダーとしての責任を有する。 

・ 医療機関等と情報処理事業者等との基本モデルとの比較で見ると、医療連携ネットワー

クが情報処理事業者の立場になり、医療機関等に対しては、再委託事業者の管理監督

責任が生じる。 

 

（4）契約関係のない外部機関への提供を行うケース 

医療連携ネットワークパターンとそれに応じた利用関係を整理したものが図表 44であ

る。 

契約関係のない外部機関への医療情報の提供(ex.他の医療機関への紹介状等の送信

や電子処方箋へのデータ提供等）においては、医療機関等の指示(操作含む)に基づき、

外部機関に直接、またはその機関が契約する情報処理事業者へ提供するケースが想定さ

れる（患者等の同意の有無は、提供場面による）。 

医療機関等の管理責任の範囲で受託情報事業者は、セキュリティ対応を行うこととなり、

医療機関等と外部機関等の責任範囲の画定が重要となる。 
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2.2. システム･サービス提供上のリスクと責任  

2.2.1. 運用におけるリスクと責任  

2.2.2. 開発・保守におけるリスクと責任  

2.2.3. システム･サービスの提供終了時におけるリスクと責任  

 

3. 契約における要求事項  

3.1. 情報提供における要求事項  

3.2. 合意形成における要求事項  

4. システム･サービス提供上の要求事項  

4.1. 脅威への対策に係る要求事項  

4.1.1. 権限のない者による不正な操作への対策  

4.1.2. 権限のある者による不正な操作への対策  

4.1.3. 内部犯による不正な操作への対策  

4.1.4. マルウェア等による不正な操作への対策  

4.1.5. 盗聴・なりすましへの対策  

4.1.6. 可搬媒体の紛失等への対策 

4.1.7. 物理的な不正侵入への対策  

4.1.8. 災害等への対策  

4.1.9. システムの仕様やプログラム上の欠陥への対策  

4.1.10. 不適切な廃棄への対策  

4.1.11. その他の脅威への対策  

4.2. 被害への対策に係る要求事項  

4.2.1. 情報漏洩への対策  

4.2.2. 情報の改ざん・毀損・滅失への対策  

4.2.3. システム・サービスの停止への対策  

4.2.4. その他の被害への対策  

4.3. 内部統制に係る要求事項  

4.3.1. 組織体制  

4.3.2. 情報セキュリティポリシー  

4.3.3. 内部監査  

4.3.4. 第三者認証  

4.3.5. その他  
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 構成メンバー 

本検討会の構成メンバーを図表 49に示す。構成員は、主査のほか、有識者からなる委

員、業界団体、関係府省からのオブザーバから構成した。 

 

図表 49 医療情報を受託する情報処理事業者の安全管理ガイドライン  

委員・業界団体・オブザーバ名簿（敬称略） 

区分 氏名 所属・役職 

主査 山本 隆一  (一財) 医療情報システム開発センター 理事長 

委員 秋山 祐治 医療ネットワーク岡山協議会 常任理事 

江原 悠介 PwCあらた有限責任監査法人 シニアマネージャー 

黒田 知宏 京都大学医学部附属病院 医療情報企画部 教授 

児島 純司 民間病院を中心とした医療情報連携フォーラム 事務局長 

玉川 裕夫  日本歯科医師会嘱託（情報管理担当） 

松山 征嗣 トレンドマイクロ株式会社 業種営業推進グループ  

矢野 一博 日本医師会総合政策研究機構 主任研究員 

吉峯 耕平 田辺総合法律事務所 弁護士 

業界団体  (特非）ASP･SaaS･IoT クラウド コンソーシアム 

(一社）電子情報技術産業協会 

(一社) 保健医療福祉情報システム工業会 

(一社) メディカル ITセキュリティフォーラム 

オブザーバ

(関係府省) 

内閣官房  情報通信技術（IT）総合戦略室 

健康・医療戦略室 

厚生労働省 医政局 研究開発振興課 

経済産業省 商務情報政策局 ヘルスケア産業課 

事務局 総務省 情報流通行政局 情報流通振興課 情報流通高度化推進室 

経済産業省  商務情報政策局 情報産業課 

株式会社ＮＴＴデータ経営研究所 
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 開催日時および検討項目 

本検討会の実施スケジュールおよび主な検討項目を図表 50に示す。本検討会は平成 30

年 12月から平成 31年 2月まで 4回開催し、主に情報処理事業者ガイドラインの改定方針、

記載方針等の議論を行った。 

 

図表 50 検討会の実施状況(開催日時、主な検討項目) 

回 日時 開催場所 主な検討項目 

第 1回 平成 30年 12月 27

日（木） 10：00～

12：00 

経済産業省本館 

17階 第５共用会議室 

・ 本年度の改定検討の進め方 

第２回 平成 31年 1月 24

日（木） 13：00～

15：00 

総務省（中央合同庁舎

2号館） 

10階 1001会議室 

・ ガイドラインの整理方針 

第３回 平成 31年 2月 18

日（月） 10：30～

12：30 

総務省（中央合同庁舎

2号館）  

8階第 1特別会議室 

ガイドラインの目次構成について 

・ガイドラインにおける要求事項の記載方針について 

・医療機関等と事業者等の関係性による特殊性につ

いて 

第４回 平成 31年 2月 27

日（水） 10：00～

12：00 

TKP虎ノ門駅前カンフ

ァレンスセンター カン

ファレンスルーム 4A 

・ ガイドラインにおける要求事項の記載方針について 

・ 本検討会における議論の結果の取りまとめについ

て 
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