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１．個人情報保護法の改訂に伴う変更 

 

“個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）”の一部が改正されました（平成 29年 5 月

30 日に施行；下表に関連するおもな改訂内容を示す）．これに伴い本書の“SBO12 個人情報の

取扱いについて概説できる”（p.67～p.69）は，本補遺の 3ページ以降のように変更します． 

 

 

２．“個人情報保護法”のおもな改正点 

   下線部：改正前，赤字：改正後 

ポイント 変 更 前 変 更 後 

個人情報保護法の目的 

第一条 

第一条 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，国及び地方公共団体

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． 

第一条 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

ることに鑑み，個人情報の適正な取扱いに関

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，国及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，個人情報の適正かつ効果的な活用

が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会

及び豊かな国民生活の実現に資するものであ

ることその他の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． 

 

個人情報の定義の明確化 

第二条 

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

述などによって，特定の個人を識別できるも

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． 

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， 次

の各号のいずれかに該当するものをいう． 

一 当該情報に含まれる氏名，生年月日その

他の記述等（文書，図画若しくは電 磁的記録

（電磁的方式（電子的方式，磁気的方式その

他人の知覚によっては認識することができな

い方式をいう． 次項第二号において同じ．）

で作られる記録をいう．第十八条第二項にお

いて同じ．）に記載され，若しくは記録 さ

れ，又は音声，動作その他の方法を用いて表

された一切の事項（個人識別符号を除く．）を

いう．以下同じ．）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．）  

二 個人識別符号が含まれるもの 

 



「要配慮個人情報」の規

定の新設 

第二条 第 3項 

 

 

 

 

な し 

「要配慮個人情報」とは，本人の人種，信

条，社会的身分，病歴，犯罪の経歴，犯罪に

より害を被った事実その他本人に対する不当

な差別，偏見その他の不利益が生じないよう

にその取扱いに特に配慮を要するものとして

政令で定める記述等が含まれる個人情報をい

う． 

「要配慮個人情報」の適

正な取得 

第 17条 第 2項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

な し 

２ 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，要配慮個人情報を取得してはならない． 

一 法令に基づく場合  

二 人の生命，身体又は財産の保護のために

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．  

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． 

 四 国の機関若しくは地方公共団体又はその

委託を受けた者が法令の定める事務を遂行す

ることに対して協力する必要がある場合であ

って，本人の同意を得ることにより当該事務

の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき．  

五 当該要配慮個人情報が，本人，国の機

関，地方公共団体，第 76条第１項各号に掲げ

る者その他個人情報保護委員会規則で定める

者により公開されている場合 

 六 その他前各号に掲げる場合に準ずるもの

として政令で定める場合 

 

「匿名加工情報」の規定

の新設 

第二条 第 9項 第 10

項 

 

匿名加工情報取扱事業者

等の義務 

第三十六条～第三十九条 

 

 

 

 

 

な し 

匿名加工情報（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た情報）の

利活用の規定を新設． 

匿名加工情報の作成，提供，管理等に関し

て，事業者の義務内容が規定された． 

 

適用される事業者の変更 取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて

個人の権利利益を害するおそれが少ないもの

として政令で定める者（過去 6か月以内のい

ずれの日においても 5000を超えない者） 

 

取り扱う個人情報の数が 5000以下である事業

者を規制対象外とする制度が廃止され，個人

情報を 1件でも扱う事業者であれば適用対象

となる． 
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12・1　薬剤師の守秘義務
　薬剤師には，刑法 第 134条により守秘義務が課されており，業務上取扱ったこ
とについて知りえた秘密を漏らした場合，6カ月以下の懲役または 10万円以下の
罰金に処せられる＊．
　この“秘密”とは，“一般に知られていない事実であって，他人に知られないこ
とにつき本人が相当の利益を有すると客観的に認められる事実”と解されており，
患者の病歴や服用歴などはこれにあたる．したがって，薬剤師が故意にこのよう
な“秘密”を漏らしてしまえば秘密漏示罪に該当する．なお，この秘密漏示罪は
親告罪であり，被害者からの告訴があった場合に罪に問われることになる．
　守秘義務違反の例外となる“正当な理由”とは，以下に示した場合などが例に
あげられる．
　① 本人の承諾がある場合
　② 法令上届出義務がある場合
　③ 患者の不利益にならない前提で，配偶者や肉親等への告知や説明を行う場合
　④ 証言拒絶権に該当する場合以外の法廷証言
　このような守秘義務が薬剤師などの医療従事者に課せられている理由は，職業
上人の秘密に接する機会が多いこと，患者が個人的な秘密を告知しなければ適切
な医療を行うことが困難であることなどと解されている．医療従事者が守秘義務
を遵守しておくことは，適正な医療を提供するために必要不可欠である．

12・2・1　個人情報保護法
　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か
ら，2003年に個人情報の保護に関する法律（以下，個人情報保護法とする）が成
立し，2017年 5月には改正がされた．
　個人情報保護法の目的は，① 個人情報の適正な取扱いに関し，国および地方公
共団体の責務等を明らかにすること，② 個人情報を取扱う事業者の遵守すべき義
務等を定めることにより，個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出な
らびに活力ある経済社会および豊かな国民生活の実現に資するものであることそ

関連するSBO
A（2）③ 4
F（1）② 7

守秘義務

＊ 刑法（秘密漏示）第 134
条 　医師，薬剤師，医薬品
販売業者，助産師，弁護士，
弁護人，公証人又はこれら
の職にあった者が，正当な
理由がないのに，その業務
上取り扱ったことについて
知り得た人の秘密を漏らし
たときは，六月以下の懲役
又は十万円以下の罰金に処
する．

SBO 12  個人情報の取扱いについて概説できる．
B（2）① 7

学生へのアドバイス
　個人情報保護法が施行されたこともあり，国民
の個人情報への関心は高まっており，事業者など
は慎重に取扱う必要がある．特に医療機関や薬局
で扱う個人情報には，病歴等の要配慮個人情報が
含まれ，より慎重な取扱いが求められる．薬剤師
などの医療従事者が個人情報の管理を徹底してお
くことは，適正な医療を提供するために必要不可
欠であることを理解しておくことが重要である．

このSBOの学習に必要な予備知識
1．医療機関・薬局・医療従事者等には，情報を適切に管理するこ
とが求められている．

2．患者が，医療従事者等に提供する情報は，プライバシー性の高
い情報が含まれている．

3．近年，医療従事者等に限らず，個人情報への配慮が要求される．
このSBOの学習成果
　薬剤師の守秘義務について説明できる．薬剤師業務における個
人情報の取扱いについて説明できる．
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の他の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である＊1．＊1 個人情報保護法（目的）
第 1条　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
大していることに鑑み，個
人情報の適正な取扱いに関
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，国及び地方公共団体の
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
情報の適正かつ効果的な活
用が新たな産業の創出並び
に活力ある経済社会及び豊
かな国民生活の実現に資す
るものであることその他の
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．

12・2・2　ガイダンス
　個人情報保護法が適用される個人情報取扱事業者には，通常医療機関や薬局等
も含まれる．もっとも，医療機関等においては，医療の提供のために個人情報を
取扱うため，通常の事業者と異なる取扱いを要する場合も多い．そのため，“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ダンス＊2”（以
下，ガイダンスとする）を定め，このガイダンスに従って運用されている．

＊2 2017年 4月 14日　個人
情報保護委員　厚生労働省

12・2・6　匿名加工情報
　匿名加工情報とは，個人情報保護委員会が定める基準を遵守して加工（匿名化）
し，個人情報の本人を識別するための行為等を禁止する，提供する方法等を公表
すること等一定の手続をとることによって，利用目的の特定や第三者提供時の本
人の同意なくして，自由に利用ができるという情報である（個人情報保護法 第 2

条 第 9項）．

12・2・5　要配慮個人情報
　要配慮個人情報とは，人種，信条，社会的身分，病歴，犯罪の経歴，犯罪によ
り害を被った事実その他本人に対する不当な差別，偏見その他の不利益が生じな
いようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれ
る個人情報をいう（個人情報保護法 第 2条 第 3項）．調剤録，薬剤服用歴等も要
配慮個人情報に含まれる．

12・2・4　個人データ
　個人データベース等とは，“個人情報を含む情報の集合物”であって，“特定の
個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したも
の”または“特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成
したものとして政令で定めるもの”をいう（個人情報保護法 第 2条 第 2項）．具
体的には，コンピューターで検索できる，または，紙媒体であっても五十音順や
年齢順など一定の規則によって管理され容易に検索することができる，体系的に
構成した個人情報を含む情報の集合物である．個人データとは，個人情報データ
ベース等の構成要素になっている個人情報である．

個人データ
個人データベース等

12・2・3　個 人 情 報
　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”（個
人情報保護法 第 2 条）と定義され，特定個人の識別性で判断される．例として
は，カルテ，薬歴，処方箋などがある．亡くなった患者の情報は，個人情報保護
法においては個人情報ではないが，ガイダンスでは，“当該患者・利用者が死亡し
た後においても，医療・介護関係事業者が当該患者・利用者の情報を保存してい
る場合には，漏えい，滅失又はき損等の防止のため，個人情報と同等の安全管理
措置を講ずるものとする．”として，同様の取扱いを求めている．

個人情報
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12・2・7　個人データの第三者提供
　個人データを第三者に提供する場合には，原則本人の同意が必要になる（個人
情報保護法 第 23条）＊ 1．ただし，医療機関においては，ガイダンスにおいて，医
療の提供に必要であり，かつ，個人情報の利用目的として院内掲示などにより明
示されている場合は，原則として黙示による同意が得られているとされているた
め，多くの医療機関では，他の医療機関の連携や家族への説明等については，院
内掲示などによって包括的な同意を得ている．
　その他，警察からの捜査や，意識不明の患者などについて家族らからの安否確
認の問合わせがあった場合などは例外にあたり，同意を得ずに，個人データを提
供しても個人情報保護法には反しないことになる．

＊1 個人情報保護法（第三
者提供の制限）第 23 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．
一　法令に基づく場合
二　人の生命，身体又は財
産の保護のために必要があ
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．
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．
四　国の機関若しくは地方
公共団体又はその委託を受
けた者が法令の定める事務
を遂行することに対して協
力する必要がある場合で
あって，本人の同意を得る
ことにより当該事務の遂行
に支障を及ぼすおそれがあ
るとき．

12・2・8　個人データの開示
　本人から，個人データの開示を求められた場合には，原則遅滞なく開示しなけ
ればならない（個人情報保護法 第 28条 第 2項）．また，その他情報の訂正，追
加，削除，利用停止などについても個人情報保護法は定めており，カルテや薬歴
について，患者からこのような請求があった場合には，法に従った対応が必要と
なる＊ 2．

＊2 個人情報保護法（開示）
第 28 条 第 2 項　個人情報
取扱事業者は，本人から，
当該本人が識別される保有
個人データの開示（当該本
人が識別される保有個人
データが存在しないときに
その旨を知らせることを含
む．以下同じ．）を請求され
たときは，本人に対し，政
令で定める方法により，遅
滞なく，当該保有個人デー
タを開示しなければならな
い．ただし，開示すること
により次の各号のいずれか
に該当する場合は，その全
部又は一部を開示しないこ
とができる．
一　本人又は第三者の生
命，身体，財産その他の権
利利益を害するおそれがあ
る場合
二　当該個人情報取扱事業
者の業務の適正な実施に著
しい支障を及ぼすおそれが
ある場合
三　他の法令に違反するこ
ととなる場合

12・2・9　そ の 他
　個人情報保護法は，その他情報の訂正，追加，削除，利用停止などについても
定めており，カルテや薬歴について，患者からのこのような請求があった場合に
は，法に従った対応が必要となる．

例題 12・1　秘 密　秘密漏示罪の“秘密”とは何かを述べなさい．
解 答　一般に知られていない事実であって，他人に知られないことにつき本人が相当
の利益を有すると客観的に認められる事実．

例題 12・2　個人情報　個人情報保護法が定められた理由を述べなさい．
解 答　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たため，個人情
報の有用性を考慮しながらも，個人の権利利益を保護する必要性があったために制定
された．

演習 12・1　医療従事者が，守秘義務や個人情報保護の徹底ができていなかった場合，
医療にどのような影響を与えるか述べなさい．

演習 12・2　院内掲示などによって，包括的な同意を得ていた個人情報の第三者提供
の事項について，患者から個別にその事項については第三者提供しないでほしいとの
申出を受けた．この場合，この事項の第三者提供についてどのように考えるべきか？

応用・発展 12・1
刑法には定められていないが，別の法律で守秘義務が課せられている医療にかかる専
門職を検討しなさい．

応用・発展 12・2
警察から，薬局に対し，捜査のためとして，患者の情報について問合わせがあり，警
察に情報提供するとした場合，気をつける点は何か検討せよ．


