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内閣官房 ＩＴ総合戦略室 パーソナルデータ関連制度担当室宛 

 

「パーソナルデータの利活用に関する制度改正大綱」に対する意見 

 

氏    名 公益社団法人 日本医師会  

常任理事 石川 広己 

住    所 〒113-8621 東京都文京区本駒込 2-28-16 日本医師会館 

電 話 番 号 03-3946-2121 

ファクシミリ番号 03-3946-6295 

電子メールアドレス  

御意見 

・該当箇所（どの部分についての御意見が、該当箇所がわかるように明記してください。） 

 

Ⅰ 制度改正の趣旨 

  ２ 課題 

（１）「利活用の壁」を取り払うために 

②個人の権利利益の侵害を未然に防止するために（Ｐ６） 

「パーソナルデータの利活用を促進させるためには、本人が意図しない目的でパーソナ

ルデータが利用されるなどの不安を解消し、適切な取扱いによって消費者が安心してデ

ータを提供できる環境を整備することが重要である。」 

 

 

 

・意見内容 

 

○他人には知られたくない情報（例：うつ病の既往歴など）の情報を削除できる「忘れ

られる権利」を文言として加えるべきである。 

 

 

 

・理由（可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記してください。） 

 消却権／忘却権については、EU 個人データ保護規則案 第 17 条を参照。 
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内閣官房 ＩＴ総合戦略室 パーソナルデータ関連制度担当室宛 

 

「パーソナルデータの利活用に関する制度改正大綱」に対する意見 

 

・該当箇所（どの部分についての御意見が、該当箇所がわかるように明記してください。） 

 

 Ⅱ 制度改正内容の基本的な枠組み 

  １ 本人の同意がなくてもデータの利活用を可能とする枠組みの導入等（Ｐ８） 

「医療情報等のように適切な取扱いが求められつつ、本人の利益・公益に資するために一層の

利活用が期待されている情報も多いことから、萎縮効果が発生しないよう、適切な保護と利活

用を推進する。」 

 

 

 

・意見内容 

 

○「医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会（厚労省）」に直結する部分

でもあり、研究会の検討結果を反映させるべき。 

○一層の利活用を期待しているのは、国民なのか、事業者なのか。EU 個人データ保護規

則案では、個人の権利を優先している。 

○生存する個人だけではなく、死者のプライバシーも考慮すべき。 

○本人のみならず、親族、子孫等に影響を及ぼす遺伝情報については別扱いにすべき。 

○医療情報は患者の病状という、極めてセンシティブな情報が含まれ、まさに「一度漏洩すると

取り返しの付かない」機微な情報であることを明記すべき。 

 

 

・理由（可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記してください。） 

厚生労働省「医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会」 

 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000ai9a.html#shingi197584 

 EU 個人データ保護規則案 

European Parliament, European Parliament legislative resolution of 12 March 2014 

on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council 

on the protection of individuals with regard to the processing of personal data 

and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation)(2014)



3 

 

内閣官房 ＩＴ総合戦略室 パーソナルデータ関連制度担当室宛 

 

「パーソナルデータの利活用に関する制度改正大綱」に対する意見 

 

・該当箇所（どの部分についての御意見が、該当箇所がわかるように明記してください。） 

 

 ２ 基本的な制度の枠組みとこれを補完する民間の自主的な取組の活用（Ｐ８） 

・事業者がパーソナルデータの利活用に躊躇しないよう、「個人情報」の範囲を明確化し、

個人の権利利益の侵害が生じることのないよう取扱いに関する規律を定める。 

 

・パーソナルデータの利活用の促進と個人情報及びプライバシーの保護を両立させるた

め、消費者等も参画するマルチステークホルダープロセスの考え方を活かして、民間団体

が業界の特性に応じた具体的な運用ルール（例：個人の特定性を低減したデータへの加

工方法）や、法定されていない事項に関する業界独自のルール（例：情報分析によって生

じる可能性のある被害への対応策）を策定した場合は、その認定等において、第三者機

関が関与して実効性を確保する枠組みを創設する。 

 

 

 

・意見内容 

 

○事業者が自ら個人情報の範囲を決める点に問題があるのではないか。 

 

○被害への対応も民間任せか。救済は誰が行うのか、責任の所在はどうなるのか、警察と

の関連はどうか不明瞭な点が多い。 

○認定されるまで業界独自のルールは実行できないと考えてよいか。 

○「業界」の範囲はどのように決めるのか。 

 

 

 

・理由（可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記してください。） 
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内閣官房 ＩＴ総合戦略室 パーソナルデータ関連制度担当室宛 

 

「パーソナルデータの利活用に関する制度改正大綱」に対する意見 

 

・該当箇所（どの部分についての御意見が、該当箇所がわかるように明記してください。） 

 

 Ⅲ 今後のスケジュール（Ｐ９） 

（１）平成 27 年（2015 年）1 月以降、可能な限り早期に関係法案を国会に提出する。 

（２）改正法の成立後、周知及び準備が必要な部分を除き早期に施行するとともに、可能な限り

早期に第三者機関を設置し、業務を開始する。 

（３）その後、可及的速やかに残りの部分についても施行する。 

 

 

 

・意見内容 

 

○今後のスケジュールは、拙速である。必要となる政省令、規則、ガイドラインの整備にも国

民的合意が必要である。 

○第三者機関には医療の現場が解る専門家を配備すべきである。 

 

 

 

・理由（可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記してください。） 
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内閣官房 ＩＴ総合戦略室 パーソナルデータ関連制度担当室宛 

 

「パーソナルデータの利活用に関する制度改正大綱」に対する意見 

 

・該当箇所（どの部分についての御意見が、該当箇所がわかるように明記してください。） 

 

  Ⅱ パーソナルデータの利活用を促進するための枠組みの導入等 

  １ 個人が特定される可能性を低減したデータの取扱い（Ｐ１０） 

また、個人が特定される可能性を低減したデータへの加工方法については、データの有用

性や多様性に配慮し一律には定めず、事業等の特性に応じた適切な処理を行うことができるこ

ととする。さらに、当該加工方法等について、民間団体が自主規制ルールを策定し、第三者機

関（後掲Ⅳ参照）は当該ルール又は民間団体の認定等を行うことができることとする。加えて、

適切な加工方法については、ベストプラクティスの共有等を図ることとする。 

 

 

 

・意見内容 

 

○第三者機関は認定等を「行うことができる」ではなく、事業者は第三者機関の認定を

「受けなくてはならない」とすべき。 

○すべての事業者は自主規制を行う専門分野の民間団体に属するべき。 

○悪意のある事業者に対して抑止力が必要である。 

○加工時に多くの人の目に個人情報が触れる点について考慮すべき。 

○加工のミスがあった場合、漏洩・拡散した被害者の救済を考慮すべき。また加工ミス

の責任について示すべき。 

○加工の結果の検証が行なえるようにすべき。もしくは加工の履歴などを電子署名つきで残

すべき。 

 

 

 

・理由（可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記してください。） 
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内閣官房 ＩＴ総合戦略室 パーソナルデータ関連制度担当室宛 

 

「パーソナルデータの利活用に関する制度改正大綱」に対する意見 

 

・該当箇所（どの部分についての御意見が、該当箇所がわかるように明記してください。） 

 

Ⅲ 基本的な制度の枠組みとこれを補完する民間の自主的な取組の活用 

   １ 基本的な制度の枠組みに関する規律 

（１）保護対象の明確化及びその取扱い（Ｐ１１） 

このため、個人の権利利益の保護と事業活動の実態に配慮しつつ、指紋認識データ、顔認

識データなど個人の身体的特性に関するもの等のうち、保護の対象となるものを明確化し、必

要に応じて規律を定めることとする。 

 

   （２）機微情報（Ｐ１１） 

社会的差別の原因となるおそれがある人種、信条、社会的身分及び前科・前歴等に関する

情報を機微情報として定め、個人情報にこれらの情報が含まれる場合には原則として取扱い

を禁止するなどの慎重な取扱いとすることについて検討することとする。 

 

   （３） 個人情報の取扱いに関する見直し（Ｐ１１） 

例えば、利用目的を変更する際、本人が十分に認知できる手続を工夫しつつ、新たな利用

目的による利活用を望まない場合に本人が申し出ることができる仕組みを設けて本人に知ら

せることで、利用目的の変更を拒まない者のパーソナルデータに限って変更後の利用目的を

適用すること等が考えられるが、具体的な措置については、情報の性質等に留意しつつ、引き

続き検討することとする。 

 

 

・意見内容 

（１）への意見： 「身体的特性に関するもの等」には、個人に属する病歴や検査結果

なども含まれるよう明記すべき。 

（２）への意見：・・・前歴「等」には、医療情報も含まれると明記すべき。 

（３）への意見： 本人が申し出ないとプライバシーが守られない仕組みでは、国民は

安心できない。 

 

 

・理由（可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記してください。） 
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内閣官房 ＩＴ総合戦略室 パーソナルデータ関連制度担当室宛 

 

「パーソナルデータの利活用に関する制度改正大綱」に対する意見 

 

・該当箇所（どの部分についての御意見が、該当箇所がわかるように明記してください。） 

 

Ⅳ 第三者機関の体制整備等による実効性ある制度執行の確保 

  １ 第三者機関の体制整備 

（１）設置等（Ｐ１３） 

専門的知見の集中化、分野横断的かつ迅速・適切な法執行の確保により、パーソナルデー

タの保護と利活用をバランスよく推進するため、独立した第三者機関を設置し、その体制整備

を図ることとする。 

 

   （２）権限・機能等（Ｐ１３） 

また、第三者機関は、民間主導による個人情報及びプライバシーの保護の枠組みの創設に

当たり、自主規制ルールの認定等を行う。さらに、国境を越えた情報流通を行うことを可能とす

る枠組みの創設に当たり、認証業務を行う民間団体の認定、監督等を行うこととする。 

 

   （３）各府省大臣との関係（Ｐ１４） 

第三者機関の設置に伴い、前述の権限等を第三者機関に付与するに当たっては、第三者

機関を中心とする実効性ある執行・監督等が可能となるよう各府省大臣との関係を整理する。

整理に当たっては、独立した第三者機関を設置する趣旨に鑑み、第三者機関と各府省大臣と

の役割の明確化を図るとともに、重畳的な執行を回避し効率的な運用を行うために、緊密な連

携のもと業務を行うこととする。 

 

（５）罰則等（Ｐ１５） 

罰則については、第三者機関の権限行使の実効性を担保し、新たに設けられる義務等の履

行を遵守させるため必要かつ適切なものとなるよう、義務の内容や性質に応じて規律を定める

こととする。 

課徴金制度の導入については、その必要性や制度趣旨等について引き続き検討する。 

 

 

 

・意見内容 

（１）への意見：  現場とプライバシーを理解している医療関係者を第三者機関に配備

すべき。 

（２）への意見： 第三者機関は国境を越えない場合でも、認定を行うのみならず監督



8 

 

も行うべき（事務局案から削除され、監督は国境を越えた情報流通の

みになった）。 

第三者機関は民間団体の監督等を行うにあたり、事業者が業務委

託をした委託先についても、不適切な情報の取扱いをしないよう監督

も行うべき。（例えば、保険者から医療費通知作成や分析を委託され

た民間業者が、委託費用を比較的安価で請け負い、代わりにレセプト

を自由に分析してビジネスに活用するなどのケース。ルールも法律も

ない、いわゆるグレーゾーンの問題がある。） 

（３）への意見：  第三者機関の独立性が担保されるべき。役割分担の明確化の作業も

可視化すべき。 

（５）への意見：   いわゆる守秘義務（医師に関しては、刑法 134 条 1 項（秘密漏示罪））

との関係を考慮すべき。医療提供者側は刑法の秘密漏示罪等が既にあ

る。 

医療情報のように機微性の高い情報は、漏えい時の罰則規定を他の

個人情報より厳しくすべきである。拡散すれば回収不可能であり、抑止

力となる罰則が必要である。 

「医療情報」という客体に対して、身分を問わず、①漏洩した者、②仲介し

た者、③取得した者を規律する法制度が必要である。また、医療情報保持

者、善意・悪意、過失の有無にかかわらず、データを削除させる権限を法定

化すべき。 

 

 

 

・理由（可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記してください。） 

罰則に関しては、EU 個人データ保護規則案 第 79 条参照。 
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内閣官房 ＩＴ総合戦略室 パーソナルデータ関連制度担当室宛 

 

「パーソナルデータの利活用に関する制度改正大綱」に対する意見 

 

・該当箇所（どの部分についての御意見が、該当箇所がわかるように明記してください。） 

 

２ 行政機関、独立行政法人等、地方公共団体及び事業者間のルールの整合性（Ｐ１５）

行政機関及び独立行政法人等が保有するパーソナルデータについては、その特質を踏ま

え、当該データの所管府省等との協議や関係方面からの意見聴取を幅広く行うなど、保護対

象の明確化及び取扱いの在り方に関し調査・検討を行う。 

また、今回の制度改正に合わせ、国から地方公共団体に対し、必要な情報提供を行うことを

検討する。 

 

３ 開示等の在り方（Ｐ１５） 

現行法の開示、訂正等及び利用停止等（以下「開示等」という。）の本人からの求めについ

て、裁判上の行使が可能であることを明らかにするよう開示等の請求権に関する規律を定める

こととする。その際、開示等の請求が認められるための要件については、本人の権利利益の

保護と事業者の負担とのバランスに配慮し、現行法の規律を基にしつつ、濫訴防止の要請も

踏まえ、規律を整理する。 

 

 

 

・意見内容 

２への意見： 制度差（行政機関・独立行政法人・自治体）の解消を図るだけではな

く運用の複雑さも解消を図るべき。 

医療情報の一部であるレセプト情報、特定健診情報を管理する行政機

関、独立行政法人、自治体については、医療機関（事業者）と同様の取

り扱いを求めるなどルールの整合性を図るべきである。現状は、条例・

ガイドライン等対応がまちまちである。 

３への意見： 濫訴防止を前提にするなど、事業者に有利なスタンスは安心できない。

 

 

・理由（可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記してください。） 
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内閣官房 ＩＴ総合戦略室 パーソナルデータ関連制度担当室宛 

 

「パーソナルデータの利活用に関する制度改正大綱」に対する意見 

 

・該当箇所（どの部分についての御意見が、該当箇所がわかるように明記してください。） 

 

Ⅵ その他の制度改正事項 

  ２ 学術研究目的の個人情報等の取扱い（Ｐ１６） 

学術研究の目的において、提供元事業者が第三者提供により、本人又は第三者の権利利

益を侵害するおそれがあると考え、提供することに躊躇するという状況が見られないよう、学問

の自由に配慮しつつ、講じるべき措置を検討する。 

 

 Ⅶ 継続的な検討課題 

４ いわゆる名簿屋（Ｐ１７） 

個人情報を販売することを業としている事業者（いわゆる名簿屋）等により販売された個人

情報が、詐欺等の犯罪行為に利用されていること、不適切な勧誘等による消費者被害を助長

するなどしていること及びプライバシー侵害につながり得ることが、社会問題として指摘されて

いる。 

このような犯罪行為や消費者被害の発生と被害の拡大を防止するためにとり得る措置等に

ついて、継続して検討すべき課題とする。 

 

 

 

・意見内容 

２への意見： 各学会や研究機関の倫理指針のあり方について言及すべき。 

遺伝情報について別法を作るなど検討すべき。（例；米国 GINA） 

４への意見： 名簿と同じことが、医療情報や遺伝情報で行われることを懸念する。

早急に検討すべき。すでに処方やレセプトで患者や医療機関のプライバシ

ーが侵害されている恐れがある。 

今回のベネッセ事件で明らかになったとおり、中間業者（ベネッセ事件では

名簿屋）を介して情報を取得した、いわゆる善意の第三者に情報を消去させ

るのは現行法の体系では極めて困難である。 

 

・理由（可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記してください。） 

遺伝子情報差別禁止法については、米国の Genetic Information Nondiscrimination 

Act of 2008 を参照。 

 


