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特集：次世代医療基盤法 

~「医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律」 説明会～ 

 

千年カルテプロジェクトでは、内閣官房健康・医療戦略室 岡本利久氏をお招きして、今年 5 月に

公布された「医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律」（通称：次世代医

療基盤法）の説明会を実施しました。説明会では、ネットワークを介して視聴可能となるよう Web

会議方式を採用しました。本法は皆様方の関心も高く、最終的に 170 箇所を超える会場で 220 名超

の方々に視聴いただきました。当日は、岡本氏に丁寧なご説明と事前にお受けした質問に対する回答

をいただき、大変有意義な会となりました。 

 

 

法成立の背景 

医療情報の現状と課題の整理 

① 現在、レセプト等で実施情報は収集できるが、診療行為の結果情報(アウトカム)に関するデ

ータの利活用が十分ではない。 

② 質の高い大規模な医療等情報の収集は国際競争力を持つ上で重要だが、現状はデータの標準

化が遅れており、かつ、必要なデータが分散保有されていて収集利活用が困難な状況である。 

③ 個人情報保護法の改正により、同意取得や匿名化を含むデータ処理、システム構築・運用の

コスト負担が大きくなっている。 
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次世代医療基盤法とは 

 

正式な名称は「医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律」であるが、次

の世代の医療を支える基盤を作るという思いから「次世代医療基盤法」と呼んでいる。本法律は、国

会での審議を経て本年 5 月 12 日に公布され、平成 30 年 5 月までに施行予定である。 

法律の目的は「医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関し、匿名加工医療情報作

成事業を行う者の認定、医療情報及び匿名加工医療情報等の取扱いに関する規制等を定めることによ

り、健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出を促進し、もって健康長寿社会の形成に資す

る。」とあるが、具体的には、医療情報について特定の個人を識別できないよう匿名加工する事業者

に対する規制を整備し、匿名加工情報の安心・適正な利活用を通じて、健康寿命の延伸、健康長寿社

会の実現を目指すものである。これにより、治療効果等に関する大規模な研究を通じた最適な医療の

提供や医薬品副作用等の早期把握による安全性の向上等を患者・国民へ還元する効果が期待できる。 

 

法律の内容は以下の 4 つの柱からなっている。 

1．基本方針の策定 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

政府は、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する施策の推進を図るための基

本方針を定める。 

2．認定匿名加工医療情報作成事業者（認定事業者と呼ぶ）の認定 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

主務大臣は、匿名加工医療情報作事業の適正かつ確実な実施に関する基準に適合する者を認定する。 

① 認定事業者の責務 

・医療情報の取扱いを認定事業の目的の達成に必要な範囲に制限する。 

・医療情報等の漏えい等の防止のための安全管理措置を講じる。 

・従業者に守秘義務（罰則付き）を課す。 

・医療情報等の取扱いの委託は、主務大臣の認定を受けた者に対してのみ可能とする。 

② 認定事業者の監督 

・主務大臣は、認定事業者に対して必要な報告徴収、是正命令、認定の取消し等を行う。 

3．認定事業者に対する医療情報の提供 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

平成 29 年 5 月の改正個人情報保護法より医療情報は「要配慮個人情報」とされ、第三者提供は原

則本人の同意が必要（オプトイン）とされるが、次世代医療基盤法では医療機関等があらかじめ本人

に通知し、本人が提供を拒否しない場合、認定事業者に対し医療情報をそのまま提供することができ

る（オプトアウトの適用）。ただし、医療機関等から認定事業者への医療情報の提供は任意である。 
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4．その他 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

主務大臣は、内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣とする（認定事業者の

認定等については、個人情報保護委員会に協議する）。 

【注】生存する個人に関する情報に加え、死亡した個人に関する情報も保護の対象となる。 

 

このように、千年カルテプロジェクトは、「次世代医療基盤法」で定める国の認定機関「匿名加工

医療情報作成事業者」の設立・認定を目指し研究を加速している。次世代医療基盤法の施行によって

現場がこれまでとどのように変わるかを以下に示す（図 1）。 

 

 

図 1：次世代医療基盤法の施行による現場の変化 

 

※ 現行法でも匿名加工医療情報の提供は可能である 

・匿名加工情報*1については、本人の同意なく第三者に対する提供が可能 

・個別医療機関は、保有する医療情報（個人情報）の匿名加工を自ら又は事業者に委託して行い、 

利活用者に本人の同意なく提供することが可能 

 

※ 現行法では医療機関側に匿名加工情報の作成の負担と責任が課せられるとともに、個別医療機関単位の 

匿名化が必要という課題がある 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

*1) 匿名加工情報とは、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、 

当該個人情報を復元することができないようにしたもの 

匿名加工医療情報
作成事業者

XX社、XX団体 等
患者の個人情報
（カルテ情報 等）

国民 医療施設

診療

利活用者現在

新法施行後

対認定事業者に限り、個人情報のまま提供可能
※ただし、本人に通知し、本人が提供を拒否した場合、
提供できない（オプトアウト）

患者の個人情報
（カルテ情報 等）

企業

研究施設

企業

研究施設

認定事業者が、情報利活用に関わる
各種の対応を行います。
 医療施設は自施設の情報を個人

情報のまま提供可能に
→匿名化の対応が不要

 認定事業者から第三者提供する
情報は匿名加工情報
→患者の個別同意が不要

匿名加工情報

匿名化!!

H29.5の改正個人情報保護法より、
医療情報は「要配慮個人情報」

→本人の同意なく第三者提供は不可（オプトイン）
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次世代医療基盤法の全体像 

 

個人の権利利益の保護に配慮しつつ、匿名加工された医療情報を安心して円滑に利活用することが

可能な仕組みを整備する（図 2）。 

そのために、 

① 高い情報セキュリティを確保し、十分な匿名加工技術を有するなどの一定の基準を満たし、医

療情報の管理や利活用のための匿名化を適正かつ確実に行うことができる者を認定する仕組

み（＝認定事業者）を設ける。 

② 医療機関等は、本人が提供を拒否しない場合、認定事業者に対し、医療情報を提供できること

とする。 

（資料提供：内閣官房健康・医療戦略室） 

図 2：次世代医療基盤法のイメージ図 

 

次世代医療基盤法によって実現できることの例 

治療効果や評価等に関する大規模な研究の実現 

例 1）最適医療の提供 

大量の実診療データにより治療選択肢の評価等に関する大規模な研究の実施が可能になる。 

 

例 2）異なる医療機関や領域の情報を統合した治療成績の評価 

糖尿病と歯周病のように、別々の診療科の関連が明らかになり、糖尿病患者に対する歯周病治療

が行われることで、健康状態が向上する可能性が期待できる。 

受診

情報利用者
（例）

研究機関
（大学等）

製薬会社

本人は提供
拒否可能

×

行政

高い情報セキュリティ等を認定で担保

※次世代医療基盤法で可能となる機能

医療機関等A

医療機関等B

医療機関等C

医療機関等D

：

利活用成果
（例）

質や費用対効
果の分析

未知の副作用
の発見

新薬の
開発

国民や医療機関等への
価値のフィードバック

患者・国民Ｚ

患者・国民Ｙ

患者・国民Ｘ

：

匿名加工情報
：個人を識別できないように

加工した情報

個人情報

氏名 山田太郎
住所 東京都

：

氏名 _ _ _ _
住所 _ _ _

：

認定事業者B認定事業者A 匿名化

認定事業者が匿名加工の責任を負う

多数の医療機関の情報を収集可能

国が適切な匿名加工の能力を有する事業
者を認定

１

２

３

１ ２ ３
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例 3）最先端の診療支援ソフトの開発 

人工知能（AI）も活用して画像データを分析し、医師の診断から治療までを包括的な支援が期待

できる。 

 

医薬品市販後調査等の高度化・効率化 

例 1）医薬品等の安全対策の向上 

副作用の発生頻度の把握や比較が可能になり、医薬品等の使用における更なる安全性の向上が可

能になる。 

 

次世代医療基盤法のポイント 

法律の利活用の基本的な考え方 

匿名加工された医療情報の円滑かつ公正な利活用を、基本方針（閣議決定）と認定基準で確保する。 

（1）利活用の基本方針を閣議決定で明確化。認定事業者は、情報利活用者の目的を個別に確認し、

健康長寿社会の実現に資する公益性の高い研究開発に優先的に対応。不適切な利用は排除し、

意図せざる目的への転用を防止。 

（2）情報の収集加工提供に要するコストの利活用者への転嫁を基本とし、認定事業者に過度な利

潤を生じさせない。 

 

 

 

セキュリティについて 

事前及び万一の場合の事後の対応を徹底する。具体的には、 

① 組織・人的要因によるリスク排除 

② 基幹システムのオープンネットワークからの分離 

③ 多層防御・安全策の導入（個人情報の暗号化や緊急時の対応・監督体制の確保を含む） 

を徹底する。 

 

段階的運用 

認定事業者による匿名加工事業は適正な規模で始め、成果等を確認しつつ徐々に拡大する予定であ

る。但し、セキュリティ要件や匿名加工技術要件の詳細に関しては、今後専門家の意見を踏まえ策定

する。 

患者・国民医療機関認定事業者情報利活用者

金銭の提供は
想定していない

コストを超えた情報の対価と
なるような支払いは行わない

情報収集加工コストを基本に
適度のマージンを上乗せ
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質疑応答（一部紹介） 

 

 Q  次世代医療基盤法では、主務大臣を定め「匿名加工医療情報作成事業者」の認定を行うこと

になっていますが、法律施行後の大まかなスケジュールはどのように考えていますか。 

 

 A  本法律は、国会での審議を経て本年 5 月 12 日に公布されています。法律の施行は、公布日

から１年以内の政令で定める日とされており、来年 5 月までに施行することとなります。その後、事

業者からの認定の申請に基づき行政において審査した上で、認定事業者の認定を行うこととなります。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 Q  認定事業者に直接、あるいは地域医療連携システム（EHR）経由で医療情報を提供する際も

オプトアウトでの対応で問題はないのでしょうか。また、オプトアウトの措置を講じるのはどの機関

になるのでしょうか。 

 

 A  新法によって医療機関等は、本人に通知し本人が提供を拒否しない限り、認定事業者に対し

医療情報を提供することができます。オプトアウトの受付については、医療情報を保有している医療

機関が行い、認定事業者については、情報の提供を受ける際に取得の経緯を確認するとともに、本人

が提供を拒否した情報の提供を受けないことが必要となります。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 Q  通常、臨床研究の場合は病院単位で倫理審査を行いますが、認定事業者にデータを提供する

時点ではどのような研究が行われるか不明なので、これは困難と思われます。そのような場合、倫理

審査という観点ではどう対処すれば良いのでしょうか。 

 

 A  ただ単に認定事業者に対してデータを提供する場合は、倫理審査は不要ではないかと考えて

おり、その方向で関係省と今後調整したいと考えています。なお、施設の研究者が認定事業者の情報

を用いて臨床研究を行う場合は、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」に関するルールに

則り対応いただくことになるかと思います。 

 

今回の説明会ではシスコシステムズのコラボレーションソリュー

ション「Cisco Spark」と WebEX を活用した遠隔説明会を実

施しました。 

千年カルテプロジェクトでは関係者との打ち合わせに同システ

ムを利用しています。今後皆様との打ち合わせにも積極的に活

用し、コミュニケーションの促進を図りたいと考えております。 

【説明会の構成図】 トピック 
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