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１．はじめに 

 

 安価で手軽に利用できる、いわゆるブロードバンドの普及による情報伝達手法の多様化から、我が国

のインターネット利用者数は、ここ数年急速に増加を続けている。平成 13 年末には 5,593 万人（対前

年比 18.8％増）と推計され、１年間で 885 万人の増加を示しており、平成 17 年には 8,720 万人に達す

るものと見込まれている。  

 一方で、国民の医療に対する意識が大きく変化し、患者・国民は、あらかじめ何らかの情報を得て、

それを参考に医療施設を選択するという傾向が強くなってきている。このことは、厚生労働省が全国の

一般病院を利用した患者を対象に実施している「受療行動調査」により明らかである。平成 11 年の調

査では、患者が病院を選ぶに当たって「参考にしたものがある」と回答した者は、外来では 31.5％、入

院では 27.7％となっており、内訳を見ると「家族・友人・知人から聞いた」が最も多く、外来では 74.2％、

入院では 69.9％となっている。平成 14 年の同調査では、「参考にした情報がある」と回答した者が外

来では 75.9％、入院では 81.3％と著明に増加している。その内訳では「家族・友人・知人から聞いた」

が、外来では 58.3％、入院では 42.8％と平成 11 年より減少しているが、これは、回答の選択肢に「医

師の紹介・意見等」という項目が入ったためと考えられる。なお、同調査においてはインターネット上

のホームページ（以下、HP）の利用については、入院・外来ともに、平成 11 年で 0.4％、14 年では 0.9％

と増加はしているが、大きな割合は占めていなかった。 

 しかし、平成 14 年２月に健康保険組合から構成される「保険者機能を推進する会」が健康保険組合

の組合員を対象として行ったアンケート調査によると、「医療機関を選ぶ際に知りたい情報をどこから

入手しますか」という質問に対する回答（複数回答）で最も多かったのは「友人・知人」（70.9％）で

あった。次いで、「家族」（37.0％）、「かかりつけ医」（32.1％）の順に多いが、「医療機関（HP）

など」という回答も 24.3％あり、患者・国民が医療施設を選択する際の情報取得源の一つとして、イン

ターネットを通じて医療情報を入手することも、情報社会といわれる昨今の社会状況を反映し、有力な

手法になりつつあると思われる。 

 このように、患者が自ら医療情報を入手、選択し、主体的に医療に参加することを可能にするための

幅広い情報の提供が望まれている。現在では、社会的なニーズに応えるべく、多くの医療施設などから

自施設情報をはじめ、幅広い医療情報、診療情報が発信されるようになってきた。しかしながら、HPな

どで発信される全ての情報が、国民にとって医療施設を選択するため、あるいは必要な医療情報を得る

ために、適切に提供されているかについては疑問な点もある。一部で、虚偽・誇大な表現を含み、目に

あまる誇大広告とも受け取れる内容のHPや、代替医療の宣伝を兼ねた医療情報提供を行うHPも少なから

ず認められ、国民が必要とする情報や信頼に足るべき情報が公正に提供される環境が整っているとは言

い難い現状である。 

 このような状況から、厚労省においても、平成 13 年 12 月 26 日に「保健医療分野の情報化にむけて

のグランドデザインの策定について」が答申された。また、平成 14 年６月 19 日に設置された「インタ

ーネット等による医療情報に関する検討会」からは、全７回の議論を重ね、12 月 26 日に報告書が提出

されている。 

 厚労省の「平成 14 年医療施設調査」によれば病院約５千（全体の 53.7％）、診療所約１万 2千（同

12.9％）の施設が HP を開設している（平成 14 年 10 月１日現在）。 
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 日本医師会に所属する会員 16 万１千人（平成 16 年 12 月１日現在）のうち、病院・診療所の開設者、

管理者およびそれに準ずる会員は約８万４千人であり、当然、多数の会員医療施設においても HP が開

設されている。この医療施設の HP、取り分け本会会員の HP の掲載内容に関しては、国民の目線に立ち、

医療施設の選択や、医療情報の提供に資するための基準作成について、日本医師会が自主的に判断して

いくべきと考える。 
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２．インターネットによる情報提供の必要性と現状 

 

 国民の医療に対する意識の変化などを踏まえて、患者・国民に対する幅広い情報の提供を推進し、患

者・国民の選択を尊重した医療の提供を行っていくことが、我が国の医療の質の向上と効率化を図る上

での重要な課題の一つとなっている。厚労省は、平成 14 年８月 29 日に公表した「医療提供体制の改革

の基本的方向（中間まとめ）」においても「患者の視点を尊重した医療の提供を推進するため、国民が

容易に医療に関する情報にアクセスでき、医療施設、治療方法等を自ら選択できる環境整備を進める」

こととしている。これからの医療を展望したとき、患者の視点を尊重した医療の提供を推進することが

最も重要な課題の一つであり、そのためには、患者・国民に対する医療情報の提供を積極的に推進し、

患者・国民が自ら医療施設等を選択することができるような環境を整備することも不可欠である。 

 患者・国民に医療情報を提供する場合、パンフレットの配布、HP の開設など様々な手段が挙げられる。

しかし、これらの手段の中でも、インターネットは、患者・国民にとっては、必要とする情報を家庭で

容易に、迅速かつ確実に入手することができるといった利点がある。また、医療施設等にとっては、HP

を開設することによって、他の手段と比べて簡便に多様な情報を患者・国民に提供することができると

いった利点がある。このようなインターネットの機能に注目すると、患者・国民が医療情報を入手して

医療施設等を自ら選択することができる環境を整備していくためには、インターネットを活用した医療

情報の提供を推進することが重要である。 

 ただ、インターネットにおける利便性は、一方で使い方によっては、例えば、情報の提供者を秘匿し

たまま情報を発信することが可能であることや、提供者側が一方的に偏った情報を発信することができ

るなどの負の側面もある。このため、インターネットによって提供される情報の信頼性を将来的に確保

していくための方策は、喫緊の課題であり、実際、インターネットの活用が進んでいる業種においては、

こうした情報の内容の信頼性を確保するために様々な取り組みが行われている。 

 しかしながら、医療施設に関する広告については、利用者保護という観点から、医療法第69条に基づ

き認められた事項以外は禁止という「広告規制」の対象となっている。周知の通り、広告が認められて

いるのは、病院又は診療所の名称、所在地や標榜している診療科名など客観的な事実に基づく事項のみ

であり、その場合にあっても、広告する際の留意事項が厚労省通知において示されている。また、「虚

偽広告の禁止」、「比較広告の禁止」、「誇大広告の禁止」等の禁止規定も医療法及び医療法施行規則

において定められている。医療法で言う「広告」とは、「不特定多数の者に知らせるもの」とされ、一

般的に考えられる広告媒体を利用するものは原則禁止となっている。 

一方、同じ情報を掲載していても、パンフレットや年報といった院内で配布される印刷物等は、広告

規制の対象外である。HPについても、通常は患者自らが情報を得るためにアクセスするものと解釈され、

一般に医療法の広告規制の対象として取り扱われていない。 

なお、医療法は、平成13年に改正され、広告できる事項が拡大されたが、医療に関する情報提供を求

める国民のニーズの高まりに応えるとして、現在、経済財政諮問会議が、広告の規制緩和と称して、従

来からのポジティブリストをネガティブリストに変更しようとしている。日医は「有害事象が起きてか

ら対応する」ネガティブリストは、医療においては好ましくないとしている。今後も議論があるだろう

が、提供者側と利用者側とのいわゆる「情報の非対称性」などを考慮すると、事実上規制のないインタ

ーネットのHPについて、ネガティブリストでは対応が困難であると思われるので、現状では、医療法に

準じた内容でのHPのガイドラインについて検討すべきである。 
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３．インターネットによる情報提供母体について 

 

 インターネットによる医療情報の提供については、国や都道府県などの公的機関によるものと医療施

設、民間団体などによるものとがある。 

 国における情報提供は、一般的には総括的なものであり、代表的なものは厚労省 HP や福祉医療機構

の WAMNET がある。一方で、各都道府県によって提供される医療情報の内容は、域内の医療施設や救急

情報、感染症情報などの一般的な情報が多い。それらの基本部分は概ね似通っているが、その他に地域

ごとの特色ある情報も多く見受けられるとともに、医師会の HP に対する取り組み姿勢が大いに反映さ

れているのが現状である。 

 全般的に、都道府県や都道府県医師会の HP については、その内容に問題があるという指摘は認めら

れないが、一部医療施設や民間企業の医療情報提供サイトにおいては若干問題があることも指摘されて

いる。 
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４．HP による情報の認証の必要性 

 

 インターネットを通じて患者・国民に医療情報を提供するに当たっては、公的機関、個別の医療施設、

医師会や歯科医師会、NPO 等の民間団体等によってそれぞれの特色を生かして様々な情報が積極的に提

供されていくことが、患者・国民による医療施設の選択に資するものと考えられている。 

 この場合、公的機関は、その性格上、各種の医療情報の中でも客観性があり、検証可能な情報を提供

することがふさわしいと考えられる。 

 しかしながら、先述の報告書においては、「医療機関、民間団体等については、患者・国民が医療機

関、治療方法等を選択するのに役立つことができるよう、特色ある多様な情報も提供していくことが望

まれる。」とされているが、情報を受け取る側からすれば、提供されている医療情報の内容が正しいの

か誤っているのか、広告媒体として使用されているものなのか、現実的には判断することが不可能であ

る。また、医療情報を提供する母体によって（病院、診療所、その他の施設）、情報の内容が自ずと異

なるため、それぞれの提供元に対する国民の要望にも差異があると考えられる。従って、社会的に信頼

に耐えうる医療情報が提供されているかどうかの判断となる基準や、非常識な HP からの医療情報提供

による医師会会員の被害を防御するためにも、適切な HP や医療情報であるという評価が必要であるこ

とには疑いがないが、それぞれの医療施設基盤ごとにガイドラインの設定が可能かどうかということも

併せて検討する必要がある。一方で、インターネット上で患者・国民に提供される医療情報の信頼性を

確保するための民間団体等による自主的な取組の具体的な方法については、関係団体又は第三者機関に

よって、 

 

(1)コンテンツ等において配慮すべきポイントや HP の運用基準等を示したガイドラインの作成 

(2)医療情報の内容がガイドライン等を遵守していることを認証する仕組み 

(3)医療情報に関する患者や医療施設からの問い合わせに対する回答、患者からの苦情相談 

 

などが要望されている。また、医療健康情報認証機構（JACHI）などが、第三者機関として、医療施設

などの医療情報提供についての第三者評価を行おうとしていることについてどのように対応してゆく

のかということも課題となってきている。 

 そこで、日医 IT 問題検討委員会では、「医療施設 HP のあり方」についての検討を行ったが、本会は

会員の医療施設 HP に関する適正なガイドラインを作成すべきと判断し、ここに提案するものである。

以下に、会員医療施設 HP および医療情報提供のガイドライン（案）を提示する。 
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５．会員医療施設 HP および医療情報提供のガイドライン（案） 

  

Ⅰ．対象 

 日本医師会員とする。 

 ただし、日医会員以外においても、国民の信頼に足るべき医療に関する情報を提供しようとする医

師であれば、信頼でき、かつ分かりやすい医療情報を提供するために本ガイドラインを指針として取

り組まれることを強く要望するものである。 

 

Ⅱ．目的 

 本ガイドラインでは、日医会員が、自らの開設する医療施設の患者および地域住民を対象に、HP を

媒体として様々な医療施設情報、医療情報を提供する際に、その情報が適切な内容であり、医療界全

体の信頼を損なわないものとなるよう、基本要件および不適格事項を提示するものである。 

 

Ⅲ．基本姿勢 

１．関連法規･規則の遵守 

・「医師の職業倫理指針」を遵守すること  

 （ http://www.med.or.jp/nichikara/syokurin.html 参照） 

・「医療機関が広告することができる事項」を遵守すること 

 （ http://www.mhlw.go.jp/shingi/2002/12/s1206-6b.html 参照） 

・「個人情報保護法」を遵守すること 

 

２．患者・地域住民本位 

・最新の情報提供に努める 

・広報内容についての質問や苦情に適切に対応する 

 

３．正確な情報の提供 

・誤解を与えないような表現を用いる 

・公正かつ公平な広報に努める 

 

４．著作権と知的所有権の尊重 

・資料などの提供に際しては、出典、引用先を明示する 

・資料の活用に際して、著者の真意を曲解するようなことのないように努める 

 

５．リンクについて 

 リンク先がリンクの承認やリンクに関する連絡などを求めている場合には、リンク先の承認を得

るなど、適切な対応をとるべきである。また、HP の信頼性の確保の面から、医療施設の HP の運用

のあり方などを一般国民にアピールするためにも、都道府県医師会や日本医師会へのリンクがなさ

れることが望ましい（必須ではない）。各医療施設の HP 上のリンクについては、何ら制限や規制が

あるものではないが、利益誘導型のリンク先への誘導は慎むべきである。 
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 さらに、リンク先のサイト変更などが頻回にあるため、リンク先のアドレスの確認やリンク切れ

がないように定期的なチェックを行う。なお、営利誘導型のリンクは望ましくないと考えるが、や

むを得ず、営利サイト・スポンサーなどにリンクする際には、最低限、利用者が事前に外部ページ

に移動することを確認でき、容易に外部ページに移動したことがわかるようにすべきである。 

 

Ⅳ．HP 作成上の指針 

１．アクセシビリティ 

障害のあるユーザーや高齢者の利用を考慮したユニバーサル・デザイン 

(1)見やすく 

1) 専門用語は極力避ける 

2) 背景・文字等のコントラストに配慮する 

3) 色の識別に意味を持たせない 

4) 点滅や動きは最小限度にする 

5) 文字は大きめにし、サイズ指定を行なわない 

6) 各ページには基本的に戻るボタンを設定する 

7) 情報は整理して見やすくする 

 

(2)使いやすく 

1) 機種依存文字は使わない 

2) 大きなファイルはサイズを明記する 

3) ファイルはなるべく軽くする 

4) より多くのブラウザで表示できるようにする 

5) ＜TITLE＞タグと内容を一致させる 

 

２．HP の内容 

 原則として、医療法第 69 条に基づいて掲載されることが望ましい。また、施設基準の変更や、担

当医師などの変更については、可及的速やかに変更されるべきである。 

 個人情報を扱っている場合には、プライバシーポリシーを定め、HP の運用において必要な対策を

講じるとともに、従業員の教育や HP のセキュリティーなど個人情報保護に最大限の配慮を行うこと

が望まれる。プライバシーポリシーの策定については、日医のプライバシーポリシーを活用しても

良いし、参考に独自のものを作成しても良いが、必ず、明瞭に記載されるべきである。 

(1)掲載推奨内容 

1) 医療施設情報 

・医療施設名、院長名、スタッフ 

・診療日、診療時間、休診日 

・施設基準、設備内容 

・専門医、学会認定などの掲載：日本専門医認定制度機構で承認された学会 

・駐車設備に関する事項 

・医師の略歴など 
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医療施設の名称などは、開設届けがなされた内容の通りとし、診療時間なども届け通りの内容

としなければならない。また、設備についても、医療法で認められているものでなければなら

ない。 

＜病院の場合＞ 

・日本医療機能評価機構の認定の有無 

・診療科、曜日別担当医師名 

・救急対応の有無：24 時間対応など対応時間帯、対応曜日など具体的に表示すべき 

・学会の認定施設など：日本専門医認定制度機構で承認された学会 

 

2) 診療案内 

・診療科名：原則として医療法で認められている診療科名に限る 

・診療内容：診療内容については具体的に表現することは可能 

・予約の有無：受付時間や予約の電話番号など具体的に表現し混乱を避けること 

・女性専用外来の設置 

・往診、在宅医療、訪問看護などへの対応：対応時間帯の表示が望ましい 

・セカンドオピニオンの実施 

・保健指導、健康診査、健康相談の実施 

・予防接種の実施 

・終末期医療への対応 

・院外処方への対応：院内処方の有無も含む 

・対応出来る言語 

・連携医療施設情報 

＜病院の場合＞ 

・入院患者数、平均在院日数、入院診療計画書の導入、クリニカルパスの導入 

・チーム医療の実施 

・院内感染予防対策の実施状況 

・症例検討会の設置状況 

・医療相談室、患者相談窓口の設置 

・入院設備についての詳細な情報 

・費用の支払い方法など 

・共同利用機器 

 

3) 取扱保険 

・社保、国保、労災、自賠責、結核予防法、生保、公的医療助成制度など 

 

4) アクセス情報 

・地図、住所、電話番号、FAX 番号、e-mail アドレス 

 

5) 個人情報保護や診療情報提供に関する事項 
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など、厚生労働大臣の定める「医療機関が広告することができる事項」に準ずるべきものと考え

る。 

 

6) 更新日 

・内容更新日 

 

(2)掲載不適格内容 

1) 医学的根拠のない民間療法等 

 

2) 不正確あるいは虚偽の情報 

 

3) 患者・地域住民の不安を煽る内容 

 

4) 誹謗中傷になる内容 

 

5) 必要以上に患者勧誘を図る内容 

 

6) 広告について 

 現在でもスポンサーから広告を得て HP の運営に当たっている医療施設があるかも知れない。

現在インターネット上の HP については、一般に医療法の広告規制の対象として取り扱われて

いないため、バナー広告などはいわゆる広告規制の対象外ではある。しかしながら、今や、医

療事故や不正請求などが、マスコミなどにも取り上げられ、社会的に医療の信頼回復が喫緊の

課題であり、今後政府が HP の規制に取り組む可能性もある。そのため現時点では、医療関連

業界の広告はもとより、診療所、病院における地域関連業種であっても広告掲載については慎

重な対応が要求されており、自主規制することが大切であると考える。 

 

7) その他 

 今後、評価基準・評価方法などを確立していく必要がある内容 

 

３．HP の認証について 

 上記の基準を満たした HP としての認定の要望があれば、一般国民に日医会員としての HP ガイド

ラインの基準に準拠している HP であることがわかるような認証マークの表示を許可すべきと考え

る。可能ならば、その対応については、各医療施設を十分に把握されている都道府県医師会レベル

での対応が望ましく、認定マークについては一年限りとして毎年更新すべきものと考える。 
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６．まとめ 

 

 現在、医療施設が HP 上で提供している情報については、患者が当該医療施設について知ることを欲

して、自らアクセスして取得するものであることから、医療法上の広告には当たらないと考えられてお

り、その内容に対する規制は行われていない。患者・国民に対する医療情報の提供を一層推進していく

必要がある現状を踏まえると、医療法による規制の対象とするのは適当ではない。したがって、インタ

ーネットによって患者・国民に提供される情報の内容については、基本的には、医療法によって規制す

るのではなく、提供者の自主的な判断に委ねるのが適当であると考える。 

 ただ、医療を受ける側と医療を提供する側との間には、「情報の非対称性」があることを十分に認識

しなければならない。医療に関する情報は患者・国民の生命と身体に関わるものであり、その信頼性の

確保は必要不可欠である。今後、インターネットを通じた医療情報の提供が一層進展することが想定さ

れるが、例えば国外から発信された情報について、国内の法律で規制することは現実的に困難であるこ

となどを考慮すると、情報提供側が自主的に信頼性を確保するための方策を講じることが重要である。 

 先のガイドラインは、日医会員の医療施設におけるHPのあり方として推奨されるべきものであるが、

その内容が適切に遵守されているかの評価と確認については、 

 

 １．現実に可能かどうか 

 ２．可能とすれば日医が行うのか、第三者機関が行うのか 

 ３．費用負担はどうするか 

 

という課題が残されている。 

 このことに関しては、HP のあり方として、原則広告ではないが、適切な医療施設のあるべき姿から、

医療情報はできる限り日医、都道府県医師会から提供すべきであり、そのことが、より正確な情報の保

証となると考えられる。また、個別の HP の認証については、今後ますます HP を有する医療施設は増加

するものと考えられ、日医の業務として個々の評価を定期的に行うことは、その費用負担、人員の配置

からも現実には不可能と考えられる。 

 そこで当面は、上記ガイドラインを策定し、各医療施設に遵守してもらうよう働きかけることが適切

と考える。自主的に定めるガイドラインであるために、まず、日医は全ての会員医療施設にガイドライ

ンの周知をすべきである。具体的には、まず各都道府県医師会を通じて、本ガイドラインが策定されて

いること、会員にその遵守を求めていることの周知を徹底すべきである。さらに、日医・都道府県医師

会の HP において、本ガイドラインの存在を広報し、それを遵守することが個々の医療施設の HP の信頼

性を担保することを、広くインターネットの利用者に情報提供すべきと考える。さらに、都道府県や関

係団体に対しても広く普及活動を展開することが必要である。 

また、個々の医療施設の情報については各地域医師会が一番把握していると考えられるので、苦情相

談窓口などへの訴えがある場合に、HP を適切に評価し、その都度、指導を行っていくなど都道府県医師

会、郡市区医師会レベルでの対応が必要と考える。 

 今後の課題として、適切にガイドラインを運用するために、ガイドラインが活用されているか、また、

ガイドラインに準拠していない HP による問題が発生していないかなど、問題の把握や運用状況の確認

作業が必要となる。費用的にも課題が多いが、日医が、ガイドラインの経時的な見直しも含めて、継続
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的に検討を進めて行くべきである。また、各 HP がガイドラインに沿っているかどうかの評価について

は、種々議論があるが、HP に日医のガイドラインへのリンクか、ガイドラインそのものを掲載すること

や、日医と都道府県医師会がこのガイドラインを広く広報することにより、HP 利用者に評価してもらう

ことが可能であると考える。また、都道府県医師会からの申請により、医療施設 HP に日医の認証マー

クを付与することで、その HP がガイドラインに準拠していることを確認できるようにすべきである。

認証マークを発行する場合、基本的に一年ごとの更新制を採るのが望ましい。 

 最後に、本ガイドラインが、医療情報に関する国民の理解促進に向けた一助となるとともに、多くの

日医会員の HP を始めとする各種医療情報提供の一助となることを切に願うものである。 

 


