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項目番号

No

3.1 クラウドサービス事業者に対
する要求項の考え方

対応状況

要求事項

仮想層に係る当社の対応状況

クラウドサービス事業者は 、以
下 の要求事項に基づき、安全管
理対策を行うともに、医療機関等
の管理者に対する説明責任を十分
に果たしていくことが必要であ
る。

当社が提供する電子カルテシステム（以下、当社サ
ービス）に係る情報処理の安全管理は、以下の経済
産業省及び総務省によるガイドラインに準拠してお
り、その内容は本リファレンスにて開示する通りで
す。
・経済産業省「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」
・総務省「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」

1

3.2.1 組
織的安全
管理対策

（ア）組
織 ･体制
の整備に
ついての
要求事項

1.組 織 ･
体 制の整
備

2

3

4
5
（イ）ク
ラウドサ
ービスの
提供契約
について
の要求事
項

1.守秘義
務

6

2.運用規
定等の遵
守

7

3.関係ガ
イドライ
ンの遵守
8

9

物理層に係る
Microsoft Az
ure の管理対
象範囲有無

○

① サービスの提供についての管
理責任を有する責任者を設置す
る。

② 情報システムについての管理
責任を負い、これについて十分な
技術的能力及び経験を有する責任
者（システム管理者）を設置す
る。
③ サービスの提供に係る情報シ
ステムの運用に関する事務を統括
する責任者を設置する。
④ ①から③に掲げた責任者の任
命･解任等のルールを策定する。
サービスに係る情報及び受託した
情報に関する守秘義務について、
サービス提供に係る契約に含め
る。契約には、守秘義務に違反し
たクラウドサービス事業者にはペ
ナルティが課されること、及び委
託した情報の取扱いに対する医療
機関等による監督に関する内容を
含める。
サービス提供に係る契約におい
て、次項（ウ）1.に定める運用管
理規程等の内容、その他最新の関
連法令等を遵守し、安全管理措置
を実施する旨を明らかにする。
①サービス提供に係る契約におい
て、本ガイドラインのほか、厚生
労働省ガイドライン及び経済産業
省ガイドラインを遵守する旨を含
める。

② ①に示す各ガイドラインの遵
守状況を医療機関等に提示する際
は、可能な限り具体的に行う（例
えば、総務省が定める「ASP･SaaS
（医療情報取扱いサービス）の安
全･信頼性に係る情報開示指針」
（平成 29 年 3 月 31 日）に定
める事項に準じた情報の提供を行
う等）。

1

当社は医療情報を受託管理するクラウドサービス事
業者として、上記 2 省 2 ガイドラインの要求事項へ
の対応を図っており、その内容は本リファレンスを
含め、いつでも医療機関等の担当者が確認できるよ
うにホームページ上に開示しています。これによ
り、医療機関等の担当者の方々が自院の運用管理規
程を踏まえ、当社サービスをどのように利用・管理
するかという観点より、手順書・管理規程の見直し
を行えるようにしています。
当社サービスの提供について、最終的な責任者であ
る代表取締役、ならびに事業責任者、システム責任
者、個人情報管理責任者、サポート責任者を設置し
ており、それぞれが連携を取りながらサービスの提
供を行っております。
当社サービスのシステム管理者については、技術的
知識をもったうえで、サービス提供における意思決
定やインシデント対応での判断ができるようにして
おります。また、セキュリティ等専門性が問われる
分野は、その専門に長けた管理者を配置しておりま
す。
情報システムの運用に関する事務を統括する責任者
は、事業責任者として、情報システム利用者の対応
やインシデント対応を行っています。
社内の人事ルールに基づいて、任命・変更を行うこ
とができます。
当社サービスに係る守秘義務事項は、当社の契約条
項のなかに、守秘義務違反時のペナルティ項目を含
め、定義しています。また、受託情報の取扱いに対
する医療機関等による監督については、当社ホーム
ページに掲載する本リファレンスにおいて、当社の
取り組み状況を開示することで、医療機関等が適切
に監督・指示を行うための情報提供、及び必要に応
じた対応を図るようにしています。
次項（ウ）1.に定める運用管理規程等の内容、その
他最新の関連法令等の遵守状況は本リファレンスに
定める通りであり、契約に際しても本リファレンス
に定める内容を遵守するものとなります。

○

○

○
○

○

○

当社サービスに係る情報処理の安全管理は、以下の
経済産業及び総務省によるガイドラインに準拠して
おり、その内容は本リファレンスにて開示する通り
です。
・経済産業省「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」
・総務省「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」
当社は医療情報を受託管理するクラウドサービス事
業者として、上記 2 省 2 ガイドラインの要求事項へ
の対応を図っており、その内容は本リファレンスを
含め、いつでも医療機関等の担当者が確認できるよ
うにホームページ上に開示しています。これによ
り、医療機関等の担当者の方々が自院の運用管理規
程を踏まえ、当社サービスをどのように利用・管理
するかという観点より、手順書・管理規程の見直し
を行えるようにしています。

○

『きりんカルテ』ガイドライン対応リファレンス－総務省版－
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）
項目番号
（ウ）運
用管理規
程につい
ての要求
事項

No
1.基本方
針と管理
目的の表
明

10

11

12

13

14

15

2.サービ
ス提供先
の体制

16

17

要求事項

対応状況

仮想層に係る当社の対応状況

① 経営者は、自社における個人 個人情報保護に関する方針は、個人情報保護方針を
情報保護指針、プライバシーポリ 定めています。ホームページ上に「個人情報保護方
シー等について明確にする。
針（https://xirapha.jp/privacy-policy/）」なら
びに「個人情報の取り扱いについて（https://xira
pha.jp/privacy-policy/handling/）」を掲載して
② ①の指針等には個人情報保護 おり個人情報の利用等について明示しています。こ
法及び個人情報保護委員会のガイ れらについては、JIS Q 15001 が規定している個人
ドラインに定める安全管理措置等 情報保護マネジメントシステム（以下、PMS）に則
を実施する旨を含める。
り、個人情報を保護する体制を整備しています。文
書化については、個人情報保護方針、個人情報保護
規則、個人情報安全管理規則を定めており、そのな
かで個人情報管理台帳の整備について明文化してい
ます。
③ ①の指針等には、個人情報保 当社サービスで扱う情報のうち、死者の情報も含め
護法の対象外の情報（死者に関す た個人情報ならびに診療録などの医療情報とひもづ
る情報等）であっても、医療情報 く情報については最高レベルの情報として扱ってい
の特殊性から個人情報保護法にお ます。そのため、本要件にある個人情報保護法の対
ける運用に準じて取り扱う旨を含 象外の情報であっても、当社の個人情報保護方針の
める。
もと、同レベルで取扱しています。
④ 情報セキュリティに関する基 当社における情報セキュリティに関する基本方針、
本方針、運用管理規程等の情報セ 運用管理規程等の情報セキュリティポリシーは本リ
キュリティポリシーを策定する。 ファレンスに開示する通りの内容となります。
⑤ 情報セキュリティポリシーの 当社では、システム責任者ならびに個人情報管理責
遵守を担保する組織体制の構築と 任者監督のもと、各部署と連携をしながら、リスク
その文書化を行う。
分析、ポリシー策定、対策実施、教育、監査をおこ
なう体制を構築しています。
⑥ 情報セキュリティポリシーに 当社では本リファレンスにて当社の情報セキュリテ
ついて、サービス仕様適合開示書 ィポリシーを開示することを通して、医療機関等に
に基づき、医療機関等と合意す
て当該内容が各機関で合意できる内容であるかを確
る。
認するための情報開示を行っています。当社の管理
体制について追加的なご要望がある場合は、個別の
ご相談とさせて頂いています。
① サービスの提供に係る体制
当社では Microsoft Corporation が提供するクラウ
を、緊急時の対応も含めて明確に ド基盤 Microsoft Azure にてサービス提供を行って
する。
いるため、物理層の主管は Microsoft Corporation
となることから、物理的なシステム環境が利用不可
となる事態、あるいは悪意ある外部者によるプラッ
トフォームを標的とするサイバー攻撃を想定した事
業継続計画は独自では策定していません。本内容に
ついては、株式会社三菱総合研究所および日本ビジ
ネスシステムズ株式会社が実施した医療機関向け
『Microsoft Azure』対応セキュリティリファレン
ス（https://www.mri.co.jp/service/201602_02163
0.html、以下『Microsoft Azure』対応セキュリテ
ィリファレンス）をご参照ください。なお、当社所
管の仮想層を対象とした、当社サービスの障害等の
緊急対応プロセスには次の事項を含めて文書化、及
び関係者間の認識共有を図っており、当社の所管範
囲で、サービス提供に影響のないようにしていま
す。
・障害発生時の全体フロー
・障害発生時の障害レベル判断手順
・障害発生時の関係者の共有、対応人員の配置
・一次対応手順
・恒久対応手順
・障害発生時の医療機関への周知フロー
・各所関係者への連絡フロー
② サービスの提供に係る体制等 当社では基本的に全ての業務を内製化しており、再
に関する情報（再委託による体制 委託等は行っておりません。当社サービスの保守点
に関する情報を含む）の開示等に 検作業のうち、ソフトウェアの改修ならびに障害時
ついて、サービス仕様適合開示書 の対応は、外部事業者からの派遣メンバで対応を図
に基づき、医療機関等と合意す
っていますが、これらのメンバは当社常駐型で当社
る。
の監督のもとで業務を行っています。その意味で、
外部事業者へ業務の一部を再委託する方式は当社で
は採用していません。なお、当社では、本リファレ
ンスをサービス仕様適合開示書の位置付けで医療機
関等に開示しています。当社の管理体制について追

2

物理層に係る
Microsoft Az
ure の管理対
象範囲有無

○

○

○

○

○

○

○
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項目番号

No

3.契 約
書 ･マニ
ュアル等
の文書の
管理

18

19

20

21

4.リスク
の発現の
予防、発
生時の対
応の方法

要求事項

仮想層に係る当社の対応状況

① 情報セキュリティに関する基
本方針や運用管理規程等、重要な
文書の作成や管理に関する規程を
策定し、これに基づき文書の管理
を行う。
② サービスの運用や資源管理に
関して、適切に文書化を行い、セ
キュリティ情報として管理する。
③ サービスの運用等に係るマニ
ュアル等の文書管理に関して、開
示可能範囲、開示に必要な条件等
について、サービス仕様適合開示
書に基づき、医療機関等と合意す
る。
④ 医療情報の管理状況に関係す
る資料の提供について、サービス
仕様適合開示書に基づき、医療機
関等と合意する。
① サービスに係るリスクの分析
を行い、必要な対応措置等を講じ
る旨を定める。

22

② サービスに係るリスク分析の
結果、対応措置及び事故等の発生
時の対応等について、サービス仕
様適合開示書に基づき、医療機関
等と合意する。
23

5.機器を
用いる場
合の機器
等の管理

24
25

26

6.個人情
報の記録
媒体の管
理方法

27

28
7.患者等
への説明
と同意を
得る方法
29

対応状況

① 機器等の管理方法について、
文書化を行う。
② 機器等について、台帳管理等
により所在確認等を行う旨を定め
る。
③ 機器等の管理等に関する自社
の運用規程について、サービス仕
様適合開示書に基づき、医療機関
等と合意する。

① 個人情報を記録した媒体の管
理等に関する運用規程を策定す
る。
② 個人情報を記録した媒体の管
理等に関する運用規程について、
サービス仕様適合開示書に基づ
き、医療機関等と合意する。
① 医療機関等で患者等への説明
及び同意を得る際のクラウドサー
ビス事業者の情報提供に関して、
その提供範囲やクラウドサービス
事業者が担う役割等について、サ
ービス仕様適合開示書に基づき、
医療機関等と合意する。

3

加的なご要望がある場合は、個別のご相談とさせて
頂いています。
当社では、個人情報保護規則ならびに 個人情報安
全管理規則を定めており、下記の項目について明文
化するとともに、適宜見直しを行っています。
個人情報保護規則…個人情報保護方針、医療情報含
む個人情報のリスクアセスメント方法、リスク分
析、実施運用の手順等
個人情報安全管理規則…物理的安全管理規則、技術
的安全管理規則
当社サービスにおけるマニュアル等の文書管理は、
資料のバージョン管理をしたうえで、管理者が最終
確認の上、利用者に開示を行っています。また、サ
ービス内容変更などにともない、随時文書は変更す
ることがあります。
当社では本リファレンスにて医療情報の管理状況に
関係する情報を開示することを通して、サービス利
用者またはサービス候補としてご検討頂いている
方々が、当該内容を合意できる内容であるか否かを
確認する体制としています。
サービス提供に際して、個人情報ならびに医療情報
を扱う場合は、個人情報管理台帳に記載するととも
に、リスク分析表を事前に記載し、情報管理の責任
者と PMS を管理する事務局（以下、PMS 事務局）が
承認するというプロセスを取っています。リスク分
析表では、取得入力、移送送信、利用加工、保管バ
ックアップ、削除破棄の観点で起こりうるリスクと
そのリスク低減に対する管理策を事前に取り決めて
います。また、実際の業務開始以降は、作業者はリ
スク分析表に則ってリスク低減に必要な管理策を実
施し、管理者がそのプロセスを点検確認するように
運用しています。加えて、サービスに係る最大のリ
スクであるシステム障害については、No16 の対応
を図る体制としています。なお、当社では、本リフ
ァレンスをサービス仕様適合開示書の位置付けで医
療機関等に開示しています。当社の管理体制につい
て追加的なご要望がある場合は、個別のご相談とさ
せて頂いています。
当社で扱う機器は、管理台帳で所有者と所在地を管
理しています。また、社外に持ち出すときには、持
ち出すまえに組織長の許可と返却時に確認をする運
用を行っています。また、万が一紛失等した場合
は、社内の手順に従って届け出・対応を行うプロセ
スにしています。これらのプロセスは社内規程とし
て文書化しており、従業員への遵守徹底を図ってい
ます。なお、当社では、本リファレンスをサービス
仕様適合開示書の位置付けで医療機関等に開示して
います。当社の管理体制について追加的なご要望が
ある場合は、個別のご相談とさせて頂いています。
業務上、電子媒体の利用は禁止しており、個人情報
を取り扱うに際して、CDR や USB メモリ等は利用し
ていません。そのため本要件は該当しないという認
識です。

物理層に係る
Microsoft Az
ure の管理対
象範囲有無

○

○

○

○

○

○

当社サービスの提供範囲やクラウドサービス事業者
が担う役割は、下記の通りです。
・個人情報の扱いについて
・当社サービスの責任とその範囲
これらについては、ホームページ上に「個人情報保
護方針」ならびに「個人情報の取り扱いについて」
を掲載しており個人情報の利用等について明示して
おり、患者も閲覧することができます。なお、当社
では、本リファレンスをサービス仕様適合開示書の

○

『きりんカルテ』ガイドライン対応リファレンス－総務省版－
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項目番号

No

8.監査
30

31

要求事項

仮想層に係る当社の対応状況

① サービスを提供する情報シス
テム、組織体制、運用等に関する
監査の方針、内容等について明文
化を行う。
② 第三者が提供するクラウドサ
ービスを利用する場合について
は、これに対する監査又は代替す
る対応についての方針、内容を明
確にする。

③ 監査実施について記録し、当
該記録の保存･管理方法を明確に
する。
32

33

34

35

9.苦 情 ･
質問の受
け付け窓
口の設置
（エ）運
用管理規
程に基づ
く文書類
の整備に
ついての
要求事項

36

1.アクセ
ス管理規
程の策定
37

38

2.委託契
約に含め
るべき事
項

39

対応状況

④ 自社において実施する情報シ
ステム監査等について、サービス
仕様適合開示書に基づき、医療機
関等と合意する。
⑤ 医療機関等に開示する監査記
録等の範囲･条件等について、サ
ービス仕様適合開示書に基づき、
医療機関等と合意する。
① 医療機関等の管理者からの問
合せ窓口を設ける。また受付の時
間帯等について、サービス仕様適
合開示書に基づき、医療機関等と
合意する。
② 自社で契約した第三者が提供
するクラウドサービスを利用して
サービスを提供する場合でも、医
療機関等からの問合せ窓口を一元
化する。
① クラウドサービス事業者にお
ける情報システムへのアクセス権
限、アカウント管理、認証及びア
クセス等に対する記録の収集と保
存、並びにアクセス管理の運用状
況に関する定期的なレビューの実
施等を内容とするアクセス管理規
程を策定する。
② サービスの提供に係るアクセ
ス記録（外部からのアクセス、利
用者によるアクセス等を含む）の
保存、記録の定期的なレビューと
改善を実施する旨を内容とするア
クセス管理規程を策定する。
① 医療情報の取扱いに関する委
託契約に、以下の内容を含める。
・個人情報に関して、他の情報と
区別して適切に管理を行う。
・医療情報は、死者に関する情報
についても個人情報に準じて取り
扱う旨を明確にする。

4

位置付けで医療機関等に開示しています。当社の管
理体制について追加的なご要望がある場合は、個別
のご相談とさせて頂いています。
情報システムに係る監査については実施しておりま
せんが、従業員の機器管理、定期的な ID パスワー
ドの変更、アクセス権の定期的な見直し、従業員へ
のセキュリティ教育、情報システムのアクセスログ
等のモニタリング等を行っています。
当社では Microsoft Corporation が提供するクラウ
ド基盤 Microsoft Azure にてサービス提供を行って
います。Microsoft Azure がどのように監査、また
は代替方法を実施しているかは、株式会社三菱総合
研究所および日本ビジネスシステムズ株式会社が実
施した医療機関向け『Microsoft Azure』対応セキ
ュリティリファレンス（https://www.mri.co.jp/se
rvice/201602_021630.html、以下『Microsoft Azur
e』対応セキュリティリファレンス）をご参照くだ
さい。
情報システムに係る監査については実施しておりま
せんが、従業員の機器管理、定期的な ID パスワー
ドの変更、アクセス権の定期的な見直し、従業員へ
のセキュリティ教育、情報システムのアクセスログ
等のモニタリング等を行っています。また、個人情
報保護方針のもと、個人情報の取扱については PMS
監査役のもと、点検確認をおこなっており、監査結
果、指摘事項を記録して改善のプロセスをとってい
ます。
当社では、本リファレンスをサービス仕様適合開示
書の位置付けで医療機関等に開示しています。当社
の管理体制について追加的なご要望がある場合は、
個別のご相談とさせて頂いています。

物理層に係る
Microsoft Az
ure の管理対
象範囲有無

○

○

○

○

当社では Microsoft Corporation が提供するクラウ
ド基盤 Microsoft Azure にてサービス提供を行って
いますが、当社サービスに関する問い合わせは全て
当社にて対応しています。
当社では、従業員による情報システムへのアクセス
権限、アカウント管理、認証/パスワードポリシ
ー、機器管理、定期的な ID パスワードの変更、ア
クセス権の定期的な見直し、従業員へのセキュリテ
ィ教育、情報システムのアクセスログ等のモニタリ
ング等を行っています。また、サービスの提供に係
るアクセスログのモニタリング等も行っており、そ
の具体的な内容は本リファレンスをもって開示させ
て頂いています。

当社サービスにて医療機関等から預かる情報は、患
者の個人情報、医療情報があります。一番メインの
情報は、当社が提供する電子カルテシステム上の患
者の個人情報ならびに医療情報です。その他、医療
機関の情報や、当社のサービス開始時の他社からの
移行データ、アンケート等があります。これらの情
報については、当社内では JIS Q 15001 が規定して
いる PMS に則り、個人情報を保護する体制を整備し

○

○

○

『きりんカルテ』ガイドライン対応リファレンス－総務省版－
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）
項目番号

3.2.2 物
理的安全
管理対策

（ア）サ
ービスに
供する機
器、媒体
等の設置
場所等に
おける物
理的安全
管理対策
としての
要求事項

No

1.施錠管
理

40

41

42

2.アクセ
ス制御

要求事項

仮想層に係る当社の対応状況

①サービスに供する機器、媒体等
の設置場所等のセキュリティ境界
について、施錠管理を行う。
② サービスに供するサーバ等を
格納するラック等について、施錠
管理を行う。
警備会社に執務室のセキュリティ
サービスを委託しており、ログ管
理を含めて警備会社が行っていま
す。

43

① サービスに供する機器や媒体
の設置場所については、許可され
た者のみが入退できるように制限
する。

44

② サービスに供する機器や媒体
の設置場所への入退状況の管理
（入退記録のレビュー含む）は定
期的に行う。

45

③ サービスに供する機器や媒体
の設置場所等のセキュリティ境界
への入退管理については、個人認
証システム等による制御に基づい
て行い、入退者の特定ができるよ
うにする。これによることが難し
い場合には、例えば、入退に必要
な暗証番号等の変更を週単位で行
う等、入退者を特定しうる方策を
講じる。
④ サービスに供する機器や媒体
の設置場所への不明者の入退を発
見するために、入退者に名札等の
着用を義務付ける。

46

47

48

対応状況

⑤ サービスに供する機器や媒体
の設置場所には、業務遂行に関係
のない個人的所有物の持ち込みを
制限する。
⑥ サービスに供する機器や媒体
の保存場所（ラック、保管庫含
む）の外部から、取り扱う情報の
種類、システムの機能等が識別で
きるような情報が見えないように
する。

5

ています。文書化については、個人情報保護方針、
個人情報保護規則、個人情報安全管理規則を定めて
おり、そのなかで個人情報管理台帳の整備について
明文化しています。本取り組みの対象には死者の個
人情報を含みます。
当社サービスは、Microsoft Corporation が提供す
るクラウド基盤 Microsoft Azure に構築しているた
め、当該システムのサーバ/媒体等は外部事業者で
ある Microsoft Corporation が運営するデータセン
ターで管理されています。詳細は『Microsoft Azur
e』対応セキュリティリファレンスをご参照くださ
い。なお、医療情報システムへリモートでアクセス
する端末を設置する自社の執務室は、Felica カー
ドによる認証と暗証番号による認証の 2 重化を行っ
ており、防犯カメラによる 24 時間の監視ログ取得
を行っており、自社環境においても確実な入退室管
理を徹底しています。
医療情報システムへリモートでアクセスする端末を
設置する当社の執務室については、従業員へ付与す
る Felica カードによる認証、及び暗証番号による
認証の２重化を行っており、許可された者のみが入
室可能としています。物理層に係る取り組みは『Mi
crosoft Azure』対応セキュリティリファレンスを
ご参照ください。
医療情報システムへリモートでアクセスする端末を
設置する当社の執務室は、警備会社に執務室のセキ
ュリティサービスを委託しており、ログ管理を含め
て警備会社が行っています。
物理層に係る取り組みは『Microsoft Azure』対応
セキュリティリファレンスをご参照ください。
No43 に記載の通り、従業員に付与した Felica カー
ドによる個人認証システムにより、入退者の特定が
可能な体制としています。物理層に係る取り組みは
『Microsoft Azure』対応セキュリティリファレン
スをご参照ください。

医療情報システムへリモートでアクセスする端末を
設置する当社の執務室への入退室管理は、Felica
カードによる認証と暗証番号による認証の２重化を
施しており、仮に関係者以外が入室したとしても執
務者による衆人環視のもとで即座に不審者の有無が
判別できるようになっています。このような face
to face の確認のもとで、関係者以外が入室した場
合はすぐに退室を促すようにしています。物理層に
係る取り組みは『Microsoft Azure』対応セキュリ
ティリファレンスをご参照ください。
医療情報システムへリモートでアクセスする端末を
設置する当社の執務室へは業務上不要な私物、また
は USB メモリ等の記憶媒体の持ち込みを禁じていま
す。物理層に係る取り組みは『Microsoft Azure』
対応セキュリティリファレンスをご参照ください。
医療情報ならびに個人情報を扱う業務はすべて執務
室内で行い、執務室外や社外では原則取り扱い禁止
しています。また、医療情報ならびに個人情報を扱
うエリアを定めており、そのエリア内はカメラやス
マートフォンなどの持ち込みを禁止しています。執
務室内は、業務委託や部外者は立ち入りできないよ
うにしています。上記の取り組みにより、本来、医
療情報へアクセスする権限のない者が万が一にも医
療情報へアクセスすることを未然防止しており、外
部者が不要に取り扱う情報の種類やシステムの機能
等を識別できないようにしています。物理層に係る

物理層に係る
Microsoft Az
ure の管理対
象範囲有無

○

○

○

○

○

○

○
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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）
項目番号

No

49

3.サービ
スに供
する機器
や媒体
を保存す
る施設

50

要求事項

対応状況

仮想層に係る当社の対応状況

取り組みは『Microsoft Azure』対応セキュリティ
リファレンスをご参照ください。
⑦ ①～⑥につき、運用管理規程 当社では本リファレンスにてアクセス制御の管理方
等に規定する。
針を開示することを通して、医療機関等にて当該内
容が合意できるものであるか否かを確認する体制と
しています。本リファレンスをご確認頂き、当社の
管理体制についてご意見・ご要望がある場合は、個
別のご相談とさせて頂きます。物理層に係る取り組
みは『Microsoft Azure』対応セキュリティリファ
レンスをご参照ください。
① サービスに供する機器や媒体 本項目は、当社の医療情報システムのクラウド基盤
を物理的に保存するための施設
を提供し、物理的な機器や媒体を保存する施設を運
は、災害（地震、水害、落雷、火 営する Microsoft Corporation の対応事項となるた
災等並びにそれに伴う停電等）に め、当社の対象外項目となります。Microsoft Azur
耐えうる機能･構造を備え、災害 e の取り組み状況は『Microsoft Azure』対応セキ
による障害（結露等）について対 ュリティリファレンスをご参照ください。
策が講じられている建築物に設置
する。
② ①の施設を設置する建築物
は、サービス仕様適合開示書に基
づき、医療機関等と合意する。

物理層に係る
Microsoft Az
ure の管理対
象範囲有無

○

○

51

4.カメラ
による
監視

52

53

54

（イ）個人情報が参
照可能な運用端末等
に対する物理的安全
管理対策としての要
求事項

55

56

（ウ）個人情報が格
納されている機器、
媒体に対する物理的
安全管理対策として
の要求事項

57

58

59

① サービスに供する機器等が保
存されている建物、部屋への不正
な侵入を防ぐため、防犯カメラ、
自動侵入監視装置等を設置する。
② 防犯カメラ等の監視映像は記
録し、期間を定めて管理を行い、
必要に応じて事後参照できる措置
を講じる。
③ サービスに供する機器、媒体
等が物理的に保存されている場所
に、監視カメラ等を設置し、その
記録を保存し、状況を確認するこ
とで、不正な入退者がないことを
確認する。
① 個人情報の表示中の覗き見を
予防するために、運用端末に覗き
見対策のシートを貼る等の対策を
行う。
② 運用中の画面が、運用者以外
の者の視野に入らないような対応
等を行う。

① 個人情報が物理的に保存され
ている機器や媒体は、サービスの
提供及び運用上、必要最低限と
し、定期的に所在確認や棚卸し等
を行う。
② 個人情報が存在する PC 等の
重要な機器には、盗難防止用チェ
ーンを取り付ける。

③ 受託する個人情報を運用や保
守に用いる端末に保存しない旨、
自社の運用管理規程等に定める。

6

医療情報システムへリモートでアクセスする端末を
設置する当社の執務室は、防犯カメラによる 24 時
間の監視ログ取得を行っており、この映像記録は一
定期間保存しており、問題発生時にはいつでも確認
できるようにしています。なお、当社の医療情報シ
ステムのクラウド基盤を提供し、物理的な機器や媒
体を保存する施設を運営する Microsoft Azure の対
応状況は、『Microsoft Azure』対応セキュリティ
リファレンスをご参照ください。

No48 に記載の取り組みに加え、個人情報を取り扱
う当社従業員、外部事業者/派遣メンバについて、
会社間ならびに該当する個人と守秘義務契約を締結
しています。この守秘義務のなかで業務上把握した
個人情報や業務秘密は就業中、及び退職後も一切口
外しないことを求めており、これらの取り組みによ
り、運用端末に個人情報が表示されたとしても、そ
れが外部へ漏洩しないようにする対策を講じていま
す。なお、物理層に係る取り組みは『Microsoft Az
ure』対応セキュリティリファレンスをご参照くだ
さい。
個人情報が物理的に保存される機器・媒体は、当社
サービス提供基盤をクラウド上で提供する Microso
ft Corporation が運営するデータセンターで管理
されています。よって、本項目については、『Micr
osoft Azure』対応セキュリティリファレンスをご
参照ください。
当社サービスはクラウド型で Web ブラウザを利用す
る型式で提供しており、接続する端末に医療情報な
らびに個人情報が保存されないようにしています。
また社内での保守運用では、医療情報が端末で保存
されることがないようサーバ上で業務が完結するよ
うに運用しています。上記の通り、利用者の端末に
加え、当社の保守運用作業においても、サーバのみ
にデータを管理することを可能とすることで、想定
外のデータ保存が発生することのない仕組を整備し
ています。なお、当社サービス提供基盤をクラウド

○

○

○

○

『きりんカルテ』ガイドライン対応リファレンス－総務省版－
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）
項目番号

3.2.3 技
術的安全
管理対策

（ア）利
用者の識
別及び認
証に対す
る要求事
項

No

1.利用者
の識別

要求事項

仮想層に係る当社の対応状況

① 情報システムの利用者を特定
し識別できるように、アカウント
の発行を行う（複数の利用者によ
る ID の共同利用は行わない。た
だし当該情報システムが他の情報
システムを利用するための ID（n
on interactive ID）は除く）。

60

② 利用者のなりすまし等を防止
するための認証を行う。

61

62

63

2.本人識
別のため
にパスワ
ードを設
定する時
のルール

64

対応状況

③ 利用者には、医療機関等にお
いてサービスを利用する者のほ
か、情報システムの運用若しくは
開発に従事する者又は管理者権限
を有する者も含める。
④ 情報システムの運用若しくは
開発に従事する者又は管理者権限
を有する者に対する ID の発行は
必要最小限とし、定期的な棚卸し
を行う。

① 本人の識別･認証に、ユーザ I
D とパスワードを組み合わせて用
いる場合には、それらを、本人し
か知り得ない状態に保つよう対策
を行う。具体的には以下のような
対策を行う。
・利用者に対して初期パスワード
を発行した場合、最初の利用時に
そのパスワードを変更しないと情
報システムにアクセスできないに
ようにする。
・初期パスワード以外のパスワー
ドは、利用者本人に設定させると
ともに、利用者本人しか知りえな
い内容を設定するよう求める。
・パスワードの設定に際しては、
複数の文字種（英数字･大文字･小
文字･記号等）を用い、また、8
文字以上等、十分に安全な長さの

7

として提供する Microsoft Corporation による対応
状況は、『Microsoft Azure』対応セキュリティリ
ファレンスをご参照ください。
【当社サービスの仮想層に係る運用管理体制につい
て】
当社が管理する仮想層の本番環境に係るアカウント
は、担当ごとにすべてユニークなアカウントを利用
しており、開発環境については Microsoft Active
Directory でアカウントをユニークに付与していま
す。また、当社が管理する仮想層の本番環境の ID
の使い回しや、グループ ID は使用しておらず、す
べてユニークな ID で作業をしています。加えて、
医療情報システムの本番環境での作業はすべてログ
を取得しており、どのアカウントでどういう操作を
したのかが把握できるようにしています。物理層に
おける本取り組みは『Microsoft Azure』対応セキ
ュリティリファレンスをご参照ください。
【医療機関等におけるサービス利用者への提供機
能】
当社サービスは、ユーザ毎に個別のアカウントを発
行して利用する機能を提供しています。
【当社サービスの仮想層に係る運用管理体制につい
て】
仮想層（当社管理）における ID 利用者のなりすま
し等を防止するため、パスワードによる本人認証を
行っています。物理層における取り組み状況は『Mi
crosoft Azure』対応セキュリティリファレンスを
ご参照ください。

物理層に係る
Microsoft Az
ure の管理対
象範囲有無

○

○

【医療機関等におけるサービス利用者への提供機
能】
当社サービスでは、ID 利用者のなりすまし等を防
止するために、パスワードによる本人認証機能を提
供しています。
本項目は利用者である医療機関の運用管理規程に係
る内容のため、対応状況は略筆します。
－

当社が管理する仮想層の本番環境の ID の変更削除
については、毎月月末にアカウントのクリーニング
作業をしています。その時点で各 ID 保有者の利用
状況や業務内容の変更有無、離職の有無を確認し
て、変更がある ID は変更削除を行っています。物
理層における本取り組み状況は『Microsoft Azur
e』対応セキュリティリファレンスをご参照くださ
い。
【当社サービスの仮想層に係る運用管理体制につい
て】
仮想層の本番環境 ID におけるパスワードルールは
以下の通りです。
（1）初期パスワード発行時の変更については、ID
の初期パスワードは、ランダムのパスワードを発行
しており、そのあとパスワードを利用者に変更して
もらうようにアナウンスしています。特権 ID につ
いては、限られた管理者が、5 世代前以外のパスワ
ードを、変更時に設定する運用となっています。
（2）パスワードの本人管理については、当社で
は、業務アサイン時にセキュリティ教育ならびにセ
キュリティテストを実施しており、パスワードの機
密性についての啓発を行う説明会を定期的に開催し
ています。
（3）パスワードポリシーについては、技術的な対
応として、「半角英数字の混在したパスワードを求
める」「パスワードの文字列数は最低 8 文字以上」
を行っています。運用面の対応として、「定期的な

○

○

『きりんカルテ』ガイドライン対応リファレンス－総務省版－
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）
項目番号

No

要求事項

対応状況

仮想層に係る当社の対応状況

物理層に係る
Microsoft Az
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文字列等から構成されるルールと パスワードの変更のアナウンス」「パスワード使い
する。
回し禁止のアナウンス」「パスワードの複雑さのア
ナウンス」を行っています。
物理層における本取り組みは『Microsoft Azure』
対応セキュリティリファレンスをご参照ください。

② パスワード認証に係る以下の
ルールを実現する措置を講じる。
・パスワード入力が不成功に終わ
った場合の再入力に対して一定の
不応時間を設定する。
・パスワード再入力の失敗が一定
回数を超えた場合は再入力を一定
期間受け付けない仕組みとする。

65

66

67

3.パスワ
ードの管
理

68

③ パスワードには十分な安全性
を満たす有効期間を設定する。た
だし、利用者が患者等である場合
には、他のサービスで利用してい
るパスワードを使わないよう特に
促すだけでなく、サービス提供側
から患者等に対して定期的なパス
ワードの変更を要求しないように
する。

【医療機関等が当社サービス上で利用できる機能】
医療機関等が当社サービス上で ID を新規発行・登
録する際は、パスワードを強制変更することを求め
る機能を実装しており、管理者であっても該当 ID
のパスワードを把握することができないようにして
います。また、パスワードは半角英数字混在、及び
8 文字以上の文字列での指定を求める機能も提供し
ています。加えて、ユーザの皆様には、定期的なパ
スワードの変更、パスワード使い回し禁止、パスワ
ードの複雑さの設定等の必要性について適宜周知を
行っております。
【当社サービスの仮想層に係る運用管理体制につい
て】
仮想層の本番環境 ID において、パスワード誤入力
時の一定の時間経過を必要とする設定（パスワード
総当たり攻撃や辞書攻撃等の不正アクセス対策）は
行っていませんが、本番環境へのアクセス経路自体
に多重的な制限を施しており、且つ、本番環境を常
にモニタリング・監視することにより、仮に不正ア
クセス攻撃が発生した場合も適時に検知が可能な体
制としています。なお、物理層における本取り組み
状況は『Microsoft Azure』対応セキュリティリフ
ァレンスをご参照ください。
【医療機関等が当社サービス上で利用できる機能】
当社サービスでは、医療機関等が利用可能な機能と
して、パスワード誤入力時の一定の時間経過を必要
とする設定機能（パスワード総当たり攻撃や辞書攻
撃等の不正アクセス対策）の提供は行っていません
が、医療機関等が利用する端末にはクライアント証
明書の設定が必須となっています。仮に悪意ある関
係者や攻撃者が不正アクセスを試みようとも、クラ
イアント証明書がないため、サービスへのログイン
は行えません。
【当社サービスの仮想層に係る運用管理体制につい
て】
仮想層の本番環境へログインできる ID は、特権 I
D、及び作業用途に応じて限定された作業者 ID のみ
となります。作業者 ID については定期的にパスワ
ードを変更する運用としています。なお、物理層に
おける本取り組み状況は『Microsoft Azure』対応
セキュリティリファレンスをご参照ください。

【医療機関等が当社サービス上で利用できる機能】
当社サービスでは、医療機関等が利用可能な機能と
して、パスワードの有効期限に係る機能は提供して
いませんが、医療機関等には定期的にパスワード変
更を行うことの重要性を周知させていただいていま
す。また、当社サービスは医療機関従事者が利用す
るものであるため、患者による利用は対象外となり
ます。
④ 認証に際して ID 及びパスワ 当社では運用管理面、及び医療機関等へのサービス
ードによらない場合でも、上記と 提供面双方において、ID・パスワードによる認証を
同等以上の安全性を確保する。
採用するため、対象外となります。なお、物理層に
おける本取り組み状況は『Microsoft Azure』対応
セキュリティリファレンスをご参照ください。
① 利用者のパスワードは、ハッ 【当社サービスの仮想層に係る運用管理体制につい
シュ値での保存を行う等、暗号化 て】
して管理する。
当社が管理する仮想層の本番環境にて、当社サービ
スで用いる OS や DBMS、その他 Microsoft Azure の
サービスは、それぞれが提供する認証機構を利用し

8

○

○

○

○
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Microsoft Az
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ており、標準機能としてパスワードは復元できない
形で保存されています。なお、物理層における本取
り組み状況は『Microsoft Azure』対応セキュリテ
ィリファレンスをご参照ください。

69

70

71

72

73

【医療機関等が当社サービス上で利用できる機能】
医療機関等が当社サービスの利用にあたって保存し
たパスワードは、サーバ内部で CRYPTREC「電子政
府における調達のために参照すべき暗号のリスト」
が推奨するハッシュ関数を用いて保存しており、パ
スワードを第三者が容易に解読することは困難な設
計となっています。
② サービスを提供する製品等の 【当社サービスの仮想層に係る運用管理体制につい
導入に際しては、初期パスワード て】
を変更するだけでなく、アカウン 当社が管理する仮想層の本番環境にて、当社作業員
トの棚卸しを行い、不要なものに が担当する当社サービスで利用しているシステムは
ついては削除を行う。
すべて Microsoft Azure のクラウド上にあるサービ
スを利用しており、それ以外の機器・装置は利用し
ていません。クラウド上で利用しているサーバやソ
フトウェアについては、アカウントは最小限にして
運用しており、初期時のアカウントや必要ないアカ
ウントは削除しています。毎月アカウントはクリー
ニング作業を行っており、そこで不必要なアカウン
トが発生していた場合は削除するようにしていま
す。なお、物理層における本取り組み状況は『Micr
osoft Azure』対応セキュリティリファレンスをご
参照ください。
【医療機関等が当社サービス上で利用できる機能】
当社サービスの初期パスワードは、ランダムな文字
列を発行しており、サービス利用者がログイン時に
変更することになっています。また、医療機関が利
用する場合は、医療機関の管理者権限をもった利用
者がその医療機関内でのアカウント管理を行うこと
ができ、いつでもアカウントの追加・削除ができる
機能を提供しています。
③ 利用者が ID やパスワードを 【当社サービスの仮想層に係る運用管理体制につい
失念した場合には、予め策定した て】
手順（本人確認を含む）に則り、 当社が管理する仮想層の本番環境におけるパスワー
本人への通知又は再発行を行う。 ド再発行のフローは、管理者に連絡のうえ、パスワ
ードをリセットののち担当者が再度パスワードを再
設定するフローを取っています。なお、物理層にお
ける本取り組み状況は『Microsoft Azure』対応セ
キュリティリファレンスをご参照ください。

④ パスワード等の情報の漏洩が
生じた場合（不正な第三者からの
攻撃による場合を含む）には、直
ちに当該 ID を無効化し、予め策
定した手順に基づき、新規のログ
イン情報の再発行を行い、利用者
に速やかに通知する。
⑤ パスワード等の情報の漏洩の
おそれがある場合、利用者本人に
その事実を通知した上で、当該パ
スワードを無効化し、変更できる
ような対応を講じる。
⑥ 利用者が設定するパスワード
については、第三者から容易に推
定されにくい内容を含む品質基準

9

【医療機関等が当社サービス上で利用できる機能】
当社サービスのパスワード再発行は、医療機関の管
理者権限をもった利用者が、該当利用者のパスワー
ドをリセットすることができます。そのため、利用
者は管理者に問い合わせたうえ、パスワードをリセ
ットしてもらったのち再度パスワードを再設定する
手続きとなります。
【当社サービスの仮想層に係る運用管理体制につい
て】
仮想層の本番環境システムへのアクセスログ等、各
種ログで不正や疑いがあったとき、またはパスワー
ドが第三者に漏れた可能性がある場合は、該当する
アカウントを停止し、その経由の原因調査ならびに
再発防止策を行うプロセスをとっています。物理層
における本取り組み状況は『Microsoft Azure』対
応セキュリティリファレンスをご参照ください。
【医療機関等が当社サービス上で利用できる機能】
本事項は医療機関等でご対応頂く事項となります。
【当社サービスの仮想層に係る運用管理体制につい
て】
パスワードルールは以下の通りです。

○

○

○

○
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No

要求事項

対応状況

仮想層に係る当社の対応状況

物理層に係る
Microsoft Az
ure の管理対
象範囲有無

を策定し、これに基づく運用を行 ＜技術的な対応＞
う。
・半角英数字の混在したパスワードを求める
・パスワードの文字列数は最低 8 文字以上
＜運用面の対応＞
・定期的なパスワードの変更のアナウンス
・パスワード使い回し禁止のアナウンス
・パスワードの複雑さのアナウンス
物理層における本取り組み状況は『Microsoft Azur
e』対応セキュリティリファレンスをご参照くださ
い。
【医療機関等が当社サービス上で利用できる機能】
医療機関等が当社サービスの利用にあたって、設定
可能なパスワードルールは下記のとおりです。
＜技術的な対応＞
・半角英数字の混在したパスワードを求める
・パスワードの文字列数は最低 8 文字以上

⑦ 利用者のパスワードの世代管
理を行い、パスワード変更に際し
て、安全性を確保するために必要
な範囲で、過去に設定したパスワ
ードを設定できないような運用を
行う。
74

75

4.複数要
素認証へ
の対応

76

77

78

79

⑧ 利用者のパスワードポリシー
について、サービス仕様適合開示
書に基づき、医療機関等と合意す
る。
① 情報システムの運用若しくは
開発に従事する者又は管理者権限
を有する者の情報システム利用に
係る認証は、2 要素認証以上の認
証強度のある方法による。
② 利用者の認証で採用する認証
方式について、サービス仕様適合
開示書に基づき、医療機関等と合
意する。
③ 利用者の認証において、固定
式の ID･パスワードによる認証方
式を採用している場合には、固定
式の ID･パスワードのみに頼らな
い認証方式の採用に対応しうる機
能を備えるよう努める。なお、厚
生労働省ガイドラインにおいて
は、厚生労働省ガイドライン 第
5 版の公表（平成 29 年 5 月）
から約 10 年後を目途に 2 要素
認証について厚生労働省ガイドラ
イン 6.5 章「C.最低限のガイド
ライン」とすることを想定する旨
が記載されていることから、これ
に随時対応できるようにする。
④ 利用者の認証に際して、何ら

10

上記に加え、定期的なパスワード変更、パスワード
使いまわしの禁止、パスワードの複雑さ（容易に知
られないようにする工夫）の重要性について、医療
機関等に周知させて頂いています。
【当社サービスの仮想層に係る運用管理体制につい
て】
仮想層の本番環境へログインできる ID は、特権 I
D、及び作業用途に応じて限定された作業者 ID とも
に、パスワード変更時には、5 世代前までと同様の
パスワードは利用しない運用としています。物理層
における本取り組み状況は『Microsoft Azure』対
応セキュリティリファレンスをご参照ください。
【医療機関等が当社サービス上で利用できる機能】
医療機関等向けにはパスワードの世代管理機能は提
供していませんが、パスワードを容易に知られない
ように、複雑にすることの必要性について、医療機
関等に周知させて頂いています。
上述した内容も含め、当社では、本リファレンスを
サービス仕様適合開示書の位置付けで医療機関等に
開示しています。当社の管理体制について追加的な
ご要望がある場合は、個別のご相談とさせて頂いて
います。
【当社サービスの仮想層に係る運用管理体制につい
て】
当社サービスの運用・開発業務におけるシステムへ
のログイン認証、及び医療機関等のユーザによるシ
ステム利用時の認証方式は、パスワードによる認証
のみのため、2 要素認証方式は特に採用していませ
ん。しかしながら当社サービスの運用・開発業務に
おいては、医療情報システムへリモートでアクセス
する端末を設置する当社の執務室は、Felica カー
ドによる認証と暗証番号による認証の２重化、及び
防犯カメラによる 24 時間の監視ログ取得を行って
おり、物理的な入退室管理に加えて、システムへの
論理的なログイン認証に際しても一定の管理ルール
に基づくパスワードの運用を図っています。この意
味で、物理面/論理面における二重の制御を行って
います。なお、物理層における本取り組み状況は
『Microsoft Azure』対応セキュリティリファレン
スをご参照ください。
【医療機関等が当社サービス上で利用できる機能】
現時点で当社サービスでは 2 要素認証の機能は実装
しておらず、当社サービスはクライアント認証書を
インストールした端末からの、ID・パスワードによ
る認証を前提とした設計となっています。
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80

81

82
（イ）情
報の区分
管理とア
クセス権
限の管理
に対する
要求事項

1.情報管
理区分

83

84

85

要求事項

対応状況

仮想層に係る当社の対応状況

かの物理的な媒体･身体情報等を
必要とする場合に、例外的にそれ
らの媒体等がなくても一時的に認
証するための代替的手段･手順を
事前に定める。
⑤ 代替的手段･手順を用いるケー
スにおいては、本来の利用者の認
証方法による場合とのリスクの差
が最小となるようにする。
⑥ 代替的手段･手順により、情報
システム利用を行った場合でも、
事後の追跡を可能とする記録を行
い、これを管理する。
⑦ その他、一時的な利用者の認
証方法について、サービス仕様適
合開示書に基づき、医療機関等と
合意する。
① 医療情報とそれ以外の情報を 【医療機関等が当社サービス上で利用できる機能】
区分できる措置を講じる。
医療機関等から受託した個人情報、医療情報はすべ
て目的ごとに個人情報管理台帳で管理しています。
当社では、医療機関等から預かる情報は全て重要な
ものと考えます。個人情報ならびに医療情報は、た
とえ氏名や一部情報だけであっても漏洩すれば患者
や医療機関のプライバシー問題、医療機関や会社へ
の信頼問題に発展する恐れがあります。そのため情
報のレベル分類は一律重要情報として管理していま
す。なお、医療機関等から受託した情報が物理的に
格納されるサーバ・機器における対応状況は、『Mi
crosoft Azure』対応セキュリティリファレンスを
ご参照ください。
② 医療情報については、情報区 【医療機関等が当社サービス上で利用できる機能】
分に従ってアクセス制御を行える 医療情報へのアクセスについては、閲覧する範囲
ようにする。
と、その範囲において閲覧のみか編集もするかとい
うマトリックスで権限をグルーピングしており、権
限を付与しています。なお、医療機関等から受託し
た情報が物理的に格納されるサーバ・機器における
対応状況は、『Microsoft Azure』対応セキュリテ
ィリファレンスをご参照ください。

③ 仮想化技術を用いた資源をサ
ービスに供する場合には、論理的
に区分管理を行えることを保証で
きる措置を講じる。
④ 医療機関等による情報資産の
区分の設定や、これに対するアク
セス制御の設定の対応について、
サービス仕様適合開示書に基づ
き、医療機関等と合意する。

クラウド環境における仮想化技術を用いた資源管理
は Microsoft Corporation の管轄範囲のため、本事
項への対応状況は『Microsoft Azure』対応セキュ
リティリファレンスをご参照ください。
当社では、本リファレンスをサービス仕様適合開示
書の位置付けで医療機関等に開示しています。当社
の管理体制について追加的なご要望がある場合は、
個別のご相談とさせて頂いています。

① サービスには、医療従事者、
関係職種ごとにアクセス権限･範
囲等のアクセス制御が可能な機能
を含める。
② 医療機関等の利用者の職種等
に応じたアクセス制御の設定につ
いて医療機関等に示し、医療機関
等と必要な協議を行い、実際に設
定する作業に関する役割分担も含
めて合意する。なお、アクセス制

【医療機関等が当社サービス上で利用できる機能】
当社サービスの利用者の職種権限は、職位ならび
に、管理者かどうか、カルテ確定ができるかどうか
という権限設定をするアクセス権限機能を提供して
います。また、この設定については、利用者の管理
画面から設定でき、医療機関は必要に応じて、医療
機関内での運用に応じて設定をすることができま
す。システム利用者によるアクセス権限の定義につ
いては、本システムの操作マニュアルにて定義して
おり、本内容は利用者全てが確認可能となっていま

86

2.権限設
定

87

88

11

物理層に係る
Microsoft Az
ure の管理対
象範囲有無

－
（医療機関
等に当社が
提供するサ
ービス内容
に関する事
項のため、
Microsoft
Azure によ
る取り組み
対象外）
－
（医療機関
等に当社が
提供するサ
ービス内容
に関する事
項のため、
Microsoft
Azure によ
る取り組み
対象外）
○
－
（医療機関
等に当社が
提供するサ
ービス内
容・機能に
関する事項
のため、Mi
crosoft Az
ure による
取り組み対
象外）
－
（医療機関
等に当社が
提供するサ
ービス内
容・機能に
関する事項
のため、Mi
crosoft Az
ure による

『きりんカルテ』ガイドライン対応リファレンス－総務省版－
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）
項目番号

対応状況

要求事項

仮想層に係る当社の対応状況
す。なお、当社では、本リファレンスをサービス仕
様適合開示書の位置付けで医療機関等に開示してい
ます。当社の管理体制について追加的なご要望があ
る場合は、個別のご相談とさせて頂いています。

取り組み対
象外）

89

御に係る情報の提供について、サ
ービス仕様適合開示書に基づき、
医療機関等と合意する。
③ 運用管理規程に従い、アクセ
ス管理に関する運用を行い、医療
機関等の求めに応じて資料を提出
できるようにする。資料の提供に
係る条件等については、サービス
仕様適合開示書に基づき、医療機
関等と合意する。
①サービスには、受託する医療情
報を患者等ごとに管理できる機能
を含める。

【医療機関等が当社サービス上で利用できる機能】
受託する医療情報については、本システムの操作マ
ニュアルに定義する通り、患者別の情報管理を行う
ことが可能です。

① ｅ-文書法の対象となる医療情
報を含む文書等の作成に PC 等の
汎用入力端末を利用する場合、以
下の事項について、サービス仕様
適合開示書に基づき、医療機関等
と合意する。
・医療機関等の職務権限等に応じ
たアクセス制御の可否を含め、入
力者及び確定者の識別及び認証に
関する仕様

【医療機関等が当社サービス上で利用できる機能】
当社サービスで、e-文書法の対象となるのは、カル
テの診療録ならびにオーダーのいわゆる 2 号用紙に
該当する情報になります。当該情報を編集する場合
は、アカウントの職位と氏名が記録され、確定は医
師かつ確定権限をもっているアカウントのみで行う
ことができます。確定した情報については、確定者
の職位ならびに氏名も記録されます。この確定の操
作については、本システムの操作マニュアルにて定
義しており、本内容は利用者全てが確認可能となっ
ています。

－
（医療機関
等に当社が
提供するサ
ービス内
容・機能に
関する事項
のため、Mi
crosoft Az
ure による
取り組み対
象外）
－
（医療機関
等に当社が
提供するサ
ービス内
容・機能に
関する事項
のため、Mi
crosoft Az
ure による
取り組み対
象外）

① ｅ-文書法の対象となる医療情
報を含む文書等の作成に臨床検査
システム、医用画像ファイリング
システム等、特定の装置若しくは
システムを利用する場合、以下の
事項について、サービス仕様適合
開示書に基づき、医療機関等と合
意する。
・サービスとの連携におけるイン
タフェースの構築に関する役割分
担

【医療機関等が当社サービス上で利用できる機能】
当社サービスで臨床検査システム、医用画像ファイ
リングシステム等と連携する場合は、当社サービス
は当該システムの起動または患者の属性情報の連携
のみにとどまり、情報の所有ならびに記録・保管は
そのシステムに委ねています。そのため、e-文書法
対象となる情報の扱いについては、それぞれのシス
テムによって担保する役割分担になっています。

① ｅ-文書法の対象となる医療情
報を含む文書等の作成に PC 等の
汎用入力端末を利用する場合、以
下の事項について、サービス仕様
適合開示書に基づき、医療機関等
と合意する。
・確定された登録情報（入力者及
び確定者の氏名等の識別情報、信
頼できる時刻源を用いた作成日
時）に関する仕様
・入力された内容についての記録
確定前における確認の可否等につ
いての仕様
・記録の確定権限に関する仕様
・確定した記録の追記･削除の機
能等に関する仕様
・確定した記録の原状回復の機能
等に関する仕様
・記録の自動確定機能等に関する
仕様

【医療機関等が当社サービス上で利用できる機能】
本項目の各対応内容は下記の通りです。
・確定された登録情報（入力者及び確定者の氏名等
の識別情報、信頼できる時刻源を用いた作成日時）
に関する仕様は、確定されたときには、確定者の氏
名、職位、その日時を記録します。また印刷時にも
その情報は印字されます。日時はサーバの日時を使
用しており、信頼された NTP と同期をしています。
・入力された内容についての記録確定前における確
認の可否等についての仕様は、記録の確定は、確定
をする権限をするアカウントのみで行うことがで
き、画面上で記録情報を一覧できるため、その内容
を確認したうえで確定を行います。
・記録の確定権限に関する仕様は、確定権限は、医
師権限のみで、かつ、確定権限を保有しているアカ
ウントのみで行うことができます。
・確定した記録の追記･削除の機能等に関する仕様
は、確定した記録を追記削除する際は、その編集差
分をすべて保存して、誰が何を編集したのかを確認
することができるようになっています。また、その

3.アクセ
ス
対象の設
定
90

（ウ）ｅ文書法の
対象とな
る医療情
報を含む
文書等の
作成にお
ける真正
性の確保
に対する
要求事項/
(a)入力者
及び確定
者の識別
及び認証
に関する
安全管理
対策

1.PC 等の
汎用入力
端末によ
り記録が
作成され
る場合

2.臨床検
査システ
ム、医用
画像ファ
イリング
システム
等、特定
の装置若
しくはシ
ステムに
より記録
が作成さ
れる場合
（ウ）ｅ- 1.PC 等の
文書法の 汎用入力
対象とな 端末によ
る医療情 り記録が
報を含む 作成され
文書等の る場合
作成にお
ける真正
性の確保
に対する
要求事項/
(b) 記録
の確定手
順の確立
と、作成
責任者の
識別情報
の記録に
関する安

物理層に係る
Microsoft Az
ure の管理対
象範囲有無

No

91

92

93

12

－
（医療機関
等に当社が
提供するサ
ービス内
容・機能に
関する事項
のため、Mi
crosoft Az
ure による
取り組み対
象外）

－
（医療機関
等に当社が
提供するサ
ービス内
容・機能に
関する事項
のため、Mi
crosoft Az
ure による
取り組み対
象外）

『きりんカルテ』ガイドライン対応リファレンス－総務省版－
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）
項目番号

No

全管理対
策

（ウ）ｅ- 1.更新履
文書法の 歴比較機
対象とな 能
る医療情
報を含む
文書等の
作成にお
ける真正
性の確保
に対する
要求事項/
(c) 更新
履歴の保
存に関す
る安全管
理対策

94

2.更新順
序識別機
能

要求事項

対応状況

仮想層に係る当社の対応状況

・代替的な確定権限の機能等に関 編集の日時も保存されます。
する仕様
・確定した記録の原状回復の機能等に関する仕様
は、原状回復する際は利用者が自ら記録を以前のか
たちに修正をおこないます。
・記録の自動確定機能等に関する仕様は、毎日定刻
で自動確定する機能を提供しています。また、手動
で確定する機能も有しており、カルテ記載完了時ま
たは患者を選択して確定することができます。
・代替的な確定権限の機能等に関する仕様は、代替
的な確定権限は存在しません。
① 真正性が求められる医療情報 【医療機関等が当社サービス上で利用できる機能】
を取り扱うサービスには、一旦確 確定した情報を更新する場合は、更新前と更新後の
定した診療録等を更新する時に更 情報をどちらもログとして保存しており、すべての
新前と更新後のデータが保存され 更新履歴を保存しています。また、更新内容はシス
る、又は更新履歴等が保存される テムからも確認でき、印刷時もその履歴がすべて印
等、更新前後の内容を照らし合せ 字されます。
ることができる機能を含める。

① 真正性が求められる医療情報
を取り扱うサービスには、一旦確
定した診療録等を更新する時に更
新履歴が保存され、更新の順序性
が識別できる機能を含める。

【医療機関等が当社サービス上で利用できる機能】
確定した情報は、更新時に毎回更新日時とともに、
更新前更新後の情報を保存しており、サービス内か
ら時系列でその修正履歴を確認できます。

① 真正性が求められる医療情報
を取り扱うサービスにおける代行
入力を実施するアカウント及び権
限設定に関する機能や運用方法に
ついて、サービス仕様適合開示書
に基づき、医療機関等と合意す
る。
② 真正性が求められる医療情報
を取り扱うサービスには、代行入
力の内容（代行者及び被代行者、
代行対象となった記録、代行の日
時等）を記録する機能を含める。
③ 真正性が求められる医療情報
を取り扱うサービスには、代行入
力後の確定操作(承認）に関する
機能を含める。
① 情報システムへのアクセスを
記録し、一定期間保存する。

【医療機関等が当社サービス上で利用できる機能】
当社サービスで医師に替わりほかの医療従事者が代
行入力を行う際は、その代行入力を行う利用者のア
カウントを代行権限で利用します。カルテの確定
は、その後確定権限がある医師が自身のアカウント
で内容を確認した後確定を行います。代行入力時
も、医師の記入時と同様に、編集したアカウントの
氏名、記録内容、日時を保存するため、代行入力で
行われた内容が記録されます。この代行入力の操作
については、本システムの操作マニュアルにて定義
しており、本内容は利用者全てが確認可能となって
います。

95

（ウ）ｅ-文書法の対
象となる医療情報を
含む文書等の作成に
おける真正性の確保
に対する要求事項/

96

(d) 代行入力の承認
機能に関する安全管
理対策
97

98
(エ）アク 1.アクセ
セス記録 ス記録の
（アクセ 取得
スログ）
に対する
要求事項

99

【当社サービスの仮想層に係る運用管理体制につい
て】
医療情報システムの本番環境（仮想層）で取得して
いるログは下記であり、保存期間は最低半年として
います。
・Web サーバのアクセスログ
・アプリケーションのエラーログ
・データベースサーバの実行ログ
・各種パフォーマンスログ
なお、物理層における対応状況は『Microsoft Azur
e』対応セキュリティリファレンスをご参照くださ
い。
【医療機関等が当社サービス上で利用できる機能】
当社サービス上で、アカウントの操作ログを保存し
ています。その操作ログは当社サービスから管理者

13

物理層に係る
Microsoft Az
ure の管理対
象範囲有無

－
（医療機関
等に当社が
提供するサ
ービス内
容・機能に
関する事項
のため、Mi
crosoft Az
ure による
取り組み対
象外）
−
(医療機関
等に当社が
提供するサ
ービス内
容・機能に
関する事項
のため、Mi
crosoft Az
ure による
取り組み対
象外)

−
(医療機関
等に当社が
提供するサ
ービス内
容・機能に
関する事項
のため、Mi
crosoft Az
ure による
取り組み対
象外)

○

『きりんカルテ』ガイドライン対応リファレンス－総務省版－
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）
項目番号

No

要求事項

対応状況

仮想層に係る当社の対応状況

物理層に係る
Microsoft Az
ure の管理対
象範囲有無

アカウントで検索・確認することができます。ログ
の保存期間は、最低 5 年間としています。
② アクセス記録には、アクセス 【当社サービスの仮想層に係る運用管理体制につい
した ID、アクセス時刻、アクセ て】
ス時間、アクセス対象（情報主体 No99 のログには、アクセスした ID、時間等を記録
単位）等を含める。
し、仮想層のアクセスログ、エラーログ、パフォー
マンスログは常に監視しており、異常時には通知を
トリガーに調査するような運用をしています。な
お、物理層における対応状況は『Microsoft Azur
e』対応セキュリティリファレンスをご参照くださ
い。
100

101

102

103

104

105

2.アクセ
ス記録の
保全のた
めの要件
106

○

③ アクセス記録の機能を有しな
い場合には、サービス仕様適合開
示書に基づき、医療機関等と合意
する。

④ 取り扱う医療情報に法定保存
年限が設けられている場合、診療
録等に関するアクセス記録又はこ
れに代わる記録について、当該法
定年限以上の保存期間を設ける。
⑤ ④で定める法定保存年限が経
過した医療情報及び法定保存年限
が設けられていない医療情報の保
存期間について、サービス仕様適
合開示書に基づき、医療機関等と
合意する。なお、本項におけるア
クセス記録の管理方法について
は、サービス仕様適合開示書で保
存期間を設けた場合には、原則と
して法定保存年限がある医療情報
に準じて取り扱う。
⑥ 情報システムの運用若しくは
開発に従事する者又は管理者権限
を有する者によるアクセスの記録
については、定期的なレビューを
行い、不正なアクセス等がないこ
とを確認する。
⑦ ⑥に関する情報の医療機関等
への提供について、サービス仕様
適合開示書に基づき、医療機関等
と合意する。

【医療機関等が当社サービス上で利用できる機能】
当社サービスの操作ログで記録する情報は下記の通
りです。
・操作日時
・IP アドレス
・職位、操作者
・操作内容
・操作した患者の診察券番号、氏名、性別、生年月
日
アクセス記録の機能は、No99、No100 の通りとなり
ます。No99、No100 の内容を含め、当社では、本リ
ファレンスをサービス仕様適合開示書の位置付けで
医療機関等に開示しています。上述の当社の管理体
制について追加的なご要望がある場合は、個別のご
相談とさせて頂いています。
【当社サービスの仮想層に係る運用管理体制につい
て】
本番環境でのログのうち、当社サービスで利用する
操作ログに係るログの保存期間は、電子カルテの保
存義務である 5 年間としています。なお、物理層に
おける対応状況は『Microsoft Azure』対応セキュ
リティリファレンスをご参照ください。
【医療機関等が当社サービス上で利用できる機能】
当社サービス上で、アカウントの操作ログを保存し
ています。その操作ログは当社サービスから管理者
アカウントで検索・確認することができます。ログ
の保存期間は、電子カルテの保存義務である 5 年間
としています。

【当社サービスの仮想層に係る運用管理体制につい
て】
本項目はサービス提供企業に求められる管理要件と
なりますが、No100 に記載の通り、当社サービスの
運用管理業務において、仮想層のアクセスログ、エ
ラーログ、パフォーマンスログは常に監視してお
り、異常時には通知をトリガーに調査するような運
用をしています。当社では、本リファレンスをサー
ビス仕様適合開示書の位置付けで医療機関等に開示
しています。当社の管理体制について追加的なご要
望がある場合は、個別のご相談とさせて頂いていま
す。物理層における本取り組み状況は『Microsoft
Azure』対応セキュリティリファレンスをご参照く
ださい。
① アクセス記録が保存されてい 【当社サービスの仮想層に係る運用管理体制につい
る資源に対して、アクセス制限を て】
行い、不正なアクセスを防止す
当社間の仮想層では下記の対策をしています。
る。
・ログ自体が改ざんされるリスクについては、ログ
データは、限られたシステム管理者しかアクセスで
きないようにしており、さらに特権管理者以外は閲
覧のみできる状態です。特権管理者のみが編集削除
できるようにしており、担当者によるログ改ざんリ
スクを最小限にしています。

14
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No

107

要求事項

仮想層に係る当社の対応状況

108

① アクセス記録の時刻の信頼性
を確保するために、情報システム
の時刻と、信頼できる機関が提供
する標準時刻あるいは同等の時刻
情報との同期を日次又はそれより
も多い頻度で行う。
109

（オ）端
末等に表
示される
医療情報
の漏洩に
対する要
求事項

1.端末表
示からの
漏洩対策

① サービスの運用･保守端末等
に、クリアスクリーン等の防止策
を講じることを運用管理規程等に
定める。

110

② サービスの運用･保守端末等を
設置している区域は監視カメラ等
により適切に監視を行う。
111

112

物理層に係る
Microsoft Az
ure の管理対
象範囲有無

② アクセス記録の保存に必要な ・データ増加によりログが保存できなくなるリスク
容量を十分確保し、可用性、完全 については、ディスクの空き容量を監視しており、
性の確保を図る。
定期メンテナンス時に必要に応じて容量を追加する
運用をしています。
なお、物理層における対応状況は『Microsoft Azur
e』対応セキュリティリファレンスをご参照くださ
い。
③ アクセス記録を暗号化する、
あるいは定期的に追記不能な媒体
への記録を行う等、改ざん防止の
措置を講じる。

3.時刻の
設定

対応状況

③ 医療機関等に設置されている
医療情報の参照等が可能な利用者
端末等に対するクリアスクリーン
等の情報漏洩防止策について、サ
ービス仕様適合開示書に基づき、
医療機関等と合意する。

15

【医療機関等におけるサービス利用者への提供機能
について】
当社サービスで提供している操作ログに関しては、
利用者はその閲覧のみが許されており、編集等の改
ざんはできないようになっています。また、直接ロ
グを修正するにはログを保存しているデータベース
を編集する必要がありますが、それは上記の運用管
理態勢に記載ある対策を行うことで、改ざんが行わ
れないよう対策をしています。
【当社サービスの仮想層に係る運用管理体制につい
て】 /【医療機関等が当社サービス上で利用できる
機能】
仮想層で稼働しているすべてのサーバは、大手機関
（Google Public NTP）が提供している NTP サーバ
と同期して運用しています。そのときのセキュリテ
ィ対策として、各サーバのゲートウェイとなる入り
口にファイアウォールを設置しており、外部からの
通信は遮断するようにすることで、当社サービスの
開発運用上のアクセス記録、及び医療機関等の利用
者によるアクセス記録の時刻の信頼性を担保するよ
うにしています。よって、サービス利用者である医
療機関等は当社サービス利用に際した時刻設定への
懸念は当社にて対応させて頂いています。物理層に
おける本取り組み状況は『Microsoft Azure』対応
セキュリティリファレンスをご参照ください。
医療情報ならびに個人情報を扱う業務はすべて執務
室内で行い、執務室外や社外では行えないようにし
ています。また、医療情報ならびに個人情報を扱う
エリアを定めており、そのエリア内はカメラやスマ
ートフォンなどの持ち込みを禁止しています。ま
た、執務室内は、業務委託や部外者は立ち入りでき
ないようにしています。加えて、個人情報を取り扱
う当社従業員、外部事業者/派遣メンバについて、
会社間ならびに該当する個人と守秘義務契約を締結
しています。この守秘義務のなかで業務上把握した
個人情報や業務秘密は就業中、及び退職後も一切口
外しないことを求めており、これらの取り組みによ
り、運用端末に個人情報が表示されたとしても、そ
れが外部へ漏洩しないようにする対策を講じていま
す。上記の取り組みにより、本来、医療情報へアク
セスする権限のない者が万が一にも医療情報へアク
セスすることを未然防止するとともに、仮に覗き見
等でアクセスした場合においても外部への漏洩がな
い仕組みとしています。なお、物理層における本取
り組み状況は『Microsoft Azure』対応セキュリテ
ィリファレンスをご参照ください。
当社の執務室は、Felica カードによる認証と暗証
番号による認証の２重化を行っており、防犯カメラ
による 24 時間の監視ログ取得を行っており、当社
環境においても確実な入退室管理を徹底していま
す。なお、物理層における本取り組み状況は『Micr
osoft Azure』対応セキュリティリファレンスをご
参照ください。
No110、No111 の内容も含め、当社では、本リファ
レンスをサービス仕様適合開示書の位置付けで医療
機関等に開示しています。当社の管理体制について
追加的なご要望がある場合は、個別のご相談とさせ
て頂いています。なお、物理層における本取り組み
状況は『Microsoft Azure』対応セキュリティリフ

○

○

○

○
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要求事項

113

④ 端末又はセッションの乗っ取
りのリスクを低減するため、利用
者のログオン後に一定の使用中断
時間が経過したセッションを遮断
する、あるいは強制ログオフを行
うことができるようにする。

114

（カ）情
報漏洩対
策等に対
する要求
事項

1.ウイル
スやマル
ウェア等
への対策

仮想層に係る当社の対応状況

⑤ 医療機関等における利用者端
末への④の措置の具体的な適用に
ついて、サービス仕様適合開示書
に基づき、医療機関等と合意す
る。
① 情報システムの構築に際して
は、ウイルスやマルウェア等の混
入が生じないようにするための手
順を策定し、これに則って構築す
る。

115

② ウイルス対策ソフトのパター
ン定義ファイルを常に最新のもの
に更新する。
116

③ 情報システムの構築に際し
て、外部からプログラムを媒体で
持ち込んだりダウンロードしたり
する必要がある場合には、必ず事
前に最新のウイルス対策ソフト等
の導入を行う。また情報システム
への影響度を勘案して、最新のセ
キュリティパッチの適用を行う。
117

118

119

対応状況

④ サービス利用環境がウイルス
等による攻撃を受けた場合に、サ
ービス提供に係る影響について、
速やかに医療機関等に周知し、必
要な対応等を求める。

⑤ 情報システムの脆弱性に関す
る情報は、JPCERT コーディネー

16

ァレンスをご参照ください。
仮想層の本番環境へアクセスする端末が設置された
執務室からの離席時・退社時は画面ロックないしシ
ャットダウンを行うよう周知しています。また端末
の複数人での利用は原則禁止しており、万が一のた
めに一定時間で画面ロックする設定を行っていま
す。本内容の通り、当社では、本リファレンスをサ
ービス仕様適合開示書の位置付けで医療機関等に開
示しています。当社の管理体制について追加的なご
要望がある場合は、個別のご相談とさせて頂いてい
ます。なお、物理層における本取り組み状況は『Mi
crosoft Azure』対応セキュリティリファレンスを
ご参照ください。
開発環境に用いる端末にはセキュリティソフトを導
入しており、コンピュータウイルス（ワーム）、バ
ックドア（トロイの木馬）、スパイウェア（キーロ
ガー）、ボットプログラム（ダウンローダー）等の
検知ができるようにしています。本番環境の仮想層
は、開発したプログラムと特定のライブラリ・サー
バソフトしか導入しておらず、悪意のあるソフトウ
ェア等の混入は開発環境で未然防止する体制のた
め、特にセキュリティソフト等の対策は行っており
ませんが、常時本番環境上のログモニタリングを行
うことで、悪意のあるコードやソフトウェアの挙動
有無を監視する取り組みを補完的に実施していま
す。なお、物理サーバ層のセキュリティ対策は Mic
rosoft Corporation の主管範囲となります。その
ため、『Microsoft Azure』対応セキュリティリフ
ァレンスをご参照ください。
開発環境におけるセキュリティソフトは、当社管理
者のみが設定を変更できるようにしており、インタ
ーネットに接続された時点で定義ファイル等は更新
されるようになっています。なお、本番環境におけ
る物理サーバ層に係る本項目の対応状況は、Micros
oft Corporation の主管範囲となるため、『Micros
oft Azure』対応セキュリティリファレンスをご参
照ください。
開発環境におけるセキュリティソフトは、ネットワ
ークに接続した段階で当社端末はインターネット経
由で定義ファイルなどがアップデートされており、
またセキュリティソフトの設定でリアルタイムスキ
ャン、定期的なファイルスキャン、外部記憶装置の
スキャン、自動アップデートを行っております。ま
た、OS のアップデートやパッチも、ネットワーク
接続時にアップデートを行うようにしています。当
社サービスの脆弱性については、脆弱性スキャナー
ツールでの巡回と、定期的に第三者のセキュリティ
レビューを受けています。そこで発見された脆弱性
については、脆弱性の重要度／危険度に応じてレベ
ル分けを行い、対応時期を決めた上で対応実施する
ように管理しています。本番環境における物理サー
バ層に係る本項目の対応状況は、Microsoft Corpor
ation の主管範囲となるため、『Microsoft Azur
e』対応セキュリティリファレンスをご参照くださ
い。
当社サービスがウィルス等による攻撃で影響がでた
場合は、当社サービス内の通知サービスまたはメー
ルにて医療機関の利用者に連絡を行います。サービ
ス障害発生時（BCP で定義）と同様のプロセスで対
応を行っており、営業時間内での発生から 1 時間以
内に医療機関に通知を行い、24 時間以内に対応を
行います。本番環境における物理サーバ層に係る本
項目の対応状況は、Microsoft Corporation の主管
範囲となるため、『Microsoft Azure』対応セキュ
リティリファレンスをご参照ください。
脆弱性の情報収集は、独立行政法人情報処理推進機
構（IPA）を定期的に確認して、脆弱性があるソフ

物理層に係る
Microsoft Az
ure の管理対
象範囲有無
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No

2.外部か
らの攻撃
等への対
策

120

121

122

123

（キ）応答時間に関
する要求事項

124

（ク）医
療情報等
の保存に
対する要
求事項

1.保存管
理

125

126

対応状況

要求事項

仮想層に係る当社の対応状況

ションセンター（JPCERT/CC）、
内閣サイバーセキュリティセンタ
ー（NISC）、独立行政法人情報処
理推進機構（IPA）等の情報源か
ら、定期的及び必要なタイミング
で取得し、確認する。
① 外部のネットワークと医療情
報を格納する機器との接続に際し
ては、セキュリティゲートウェイ
（ネットワーク境界に設置したフ
ァイアウォール、ルータ等）を設
置して、接続先の限定、接続時間
の限定等、確立されたポリシーに
基づいて各ネットワークインタフ
ェースのアクセス制御を行う。

トウェアの情報が掲載されている場合には、そのリ
スクを分析したうえで、必要な対応策を講じていま
す。本番環境における物理サーバ層に係る本項目の
対応状況は、Microsoft Corporation の主管範囲と
なるため、『Microsoft Azure』対応セキュリティ
リファレンスをご参照ください。
本番環境に関するセキュリティゲートウェイは、当
社サービスを構築・運用するクラウド基盤を提供す
る Microsoft Corporation の主管となります。Micr
osoft Azure の取り組み状況は『Microsoft Azur
e』対応セキュリティリファレンスをご参照くださ
い。なお、Microsoft Corporation によるセキュリ
ティ対策に加え、クラウド基盤上での当社サービス
固有の取り組みとして、ファイアウォールによるポ
ートや接続制限を行っています。また、医療機関等
が当社サービスにアクセスする際は、TLS1.2 での
接続及びクライアント証明書を必須にしており、ク
ライアント証明書が認証された端末からのみアクセ
ス可能としています。本番環境における物理サーバ
層に係る本項目の対応状況は、Microsoft Corporat
ion の主管範囲となるため、『Microsoft Azure』
対応セキュリティリファレンスをご参照ください。
当社の本番環境（仮想サーバ層）におけるネットワ
ークセキュリティ対策は、ファイアウォールの設置
以外は、Microsoft Corporation が主管していま
す。Microsoft Azure の取り組み状況は『Microsof
t Azure』対応セキュリティリファレンスをご参照
ください。なお、Microsoft Corporation による物
理サーバ層のセキュリティ対策に加え、ファイアウ
ォールによるポートや接続制限以外に、クラウド基
盤上での当社サービス固有の取り組みとして、仮想
層にて以下を実施することで、利用者が安全安心し
てサービスを利用できるようにしています。
・ログ監視を通して、異常検出をした際は、管理者
にメールで通知が行われる仕組みの採用
・異常検出した際は、原因分析、再発防止を検討し
た上で、システム上の対応を行うフローの整備

② 医療機関等との接続ネットワ
ーク境界には、侵入検知システム
（IDS）、侵入防止システム（IP
S）等を導入してネットワーク上
の不正なイベントを検出する、あ
るいは不正なトラフィックの遮断
を行う等の措置を講じる。
③ 侵入検知システム等が、常に
最新の攻撃･不正アクセスに対応
可能なように、シグネチャ･検知
ルール等の更新、ソフトウェアの
セキュリティパッチの適用等を行
う。
④ ホスティングの利用時等、ネ
ットワーク境界に装置を設置でき
ない場合は、個々の情報処理装置
本番環境における物理サーバ層に係る本項目の対応
にて、同様の制御を行う。
状況は、Microsoft Corporation の主管範囲となる
ため、『Microsoft Azure』対応セキュリティリフ
ァレンスをご参照ください。
① 医療機関等がサービスを利用 サービスの応答速度は、医療機関等のインターネッ
する際の、応答時間（一般的な表 ト回線や端末のスペックによっても変動をするた
示速度、検索結果の表示時間等） め、SLO には具体的に定めていません。但し、医療
について、サービス仕様適合開示 機関等には事前にお試し環境で当社サービスを利用
書に基づき、医療機関等と合意す いただき、事前に表示速度や操作スピードを確認い
る。
ただいた上で、利用申し込みをしていただくことが
可能です。当社では本リファレンスをサービス仕様
適合開示書の位置付けで医療機関等に開示していま
す。当社の対応内容について追加的なご要望がある
場合は、個別のご相談とさせて頂いています。
① 各医療機関等が利用可能な、 当社においては、Microsoft Corporation から提供
保存可能資源の残量については、 された情報をもとに、医療機関等へのサービス提供
随時提供できる措置を講じる。
に影響が発生しないよう、資源確保等の対応を適宜
行っています。なお、医療機関等が当社サービスで
利用可能なシステム資源の管理は、Microsoft Corp
oration のクラウド環境基盤 Microsoft Azure にて
行われているため、本項目の対応状況は、『Micros
oft Azure』対応セキュリティリファレンスをご参
照ください。
② 医療機関等がサービスを利用 医療機関等が当社サービスで利用可能なシステム資
する際に、利用可能な資源に係る 源に関する情報は、当社のサービスマニュアル、及
情報（保存可能容量、利用可能期 び SLO に詳細に定義しているため、当該資料類をご
間、リスク、バックアップ頻度、 確認ください。
バックアップ方法等）について、
サービス仕様適合開示書に基づ

17

物理層に係る
Microsoft Az
ure の管理対
象範囲有無
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No

要求事項

仮想層に係る当社の対応状況

き、医療機関等と合意する。
③ 情報システムが情報を保存す
る場所（内部、可搬媒体）、その
場所ごとの保存可能容量、保存可
能期間、リスク等を運用管理規程
等に含める。

127

128

129

130

2.バック
アップル
ール

131

132

133

134

対応状況

④ ③において、他の事業者が提
供するクラウドサービスを利用す
る場合においても、同様の情報を
収集して、対応する。仮想化技術
によるクラウドサービスを利用す
る場合には、クラウドサービス事
業者が他の事業者との契約上利用
可能な資源に関する情報を確認す
る。

⑤ ③により運用管理規程に定め
る管理方法に関する教育を従業員
等に対して行う。
⑥ サービスに係る委託先に対し
ても、③の運用管理規程に定める
管理方法への対応等を求める。

① 3.2.1（２）（ウ）4．①にお
いて実施するリスク分析結果に基
づき情報システムのバックアップ
を取得する。バックアップの取得
対象、取得頻度、保存方法･媒
体、管理方法等を定め、その内容
を運用管理規程等に含める。

② ①に従い取得するバックアッ
プについて、その記録媒体の管理
方法に応じて必要な定期的な検査
等をおこない、記録内容の改ざ
ん･破壊等がないことを確認す
る。

③ 記録媒体に格納するバックア
ップについては、その媒体の特性
（テープ／ディスクの別、容量
等）を踏まえたバックアップ内
容、使用開始日、使用終了日を明
らかにして管理する。
④ ③の対象となるバックアップ
の記録媒体につき、使用終了日が
近づいた場合には、終了日以前
に、別の媒体等にその内容を複写

18

当社サービスは、Microsoft Corporation が提供す
るクラウド環境基盤 Microsoft Azure 上で提供して
いるため、受託した医療情報の物理的な保存場所は
Microsoft Corporation が主管するサーバ/機器類
となります。物理層に係る Microsoft Azure の取り
組み状況は『Microsoft Azure』対応セキュリティ
リファレンスをご参照ください。なお、当社サービ
スはクラウド型で Web ブラウザを利用する型式で提
供しており、接続する端末に医療情報ならびに個人
情報が保存されないようにしています。また社内で
の保守運用では、医療情報が端末で保存されること
がないようサーバ上で業務が完結するように運用し
ています。上記の通り、当社が管理する仮想層にお
いては、利用者の端末に加え、当社の保守運用作業
においても、サーバのみにデータを管理すること
で、想定外のデータ保存が発生することのない仕組
を整備しています。
Microsoft Corporation のクラウド環境基盤は仮想
化技術に基づき構成されていますが、Microsoft Az
ure の取り組み状況は『Microsoft Azure』対応セ
キュリティリファレンスをご参照ください。なお、
当社サービスの運用に際して、Microsoft Azure の
仮想化技術により割り当てられるシステム資源の利
用状況は、医療機関等へのサービス提供への影響の
観点より当社にて継続的にモニタリングしており、
課題・問題を検知した場合は適時に Microsoft Cor
poration と協議し、医療機関等への影響を最小限
化するようにしています。
当社サービスの開発・運用に関与する従業員（外部
のパートナ企業からの派遣要員含む）には、Micros
oft Corporation による仮想化技術により割り当て
られるシステム資源を用いてサービスが提供されて
いることについて就業前に教育を行っています。ま
た、システム資源の利用状況のモニタリング担当は
専門的な知識を持つ運用管理の要員をアサインして
おり、問題・課題を看過しないように周知徹底して
います。
本項目は、当社の医療情報システムのクラウド基盤
Microsoft Azure を提供している Microsoft Corpor
ation の対応事項となるため、Microsoft Azure の
取り組み状況は『Microsoft Azure』対応セキュリ
ティリファレンスをご参照ください。なお、当社に
おいても、ミドルウェアやアプリケーションにおけ
る対策として、クラウド基盤上でデータの冗長化と
定期的なバックアップを行っています。Microsoft
Azure のデータセンター災害時にも、医療機関等の
データを復元したうえで迅速に医療情報システムを
復旧できる対策をしています。
ミドルウェア、アプリケーション層におけるデータ
のバックアップは、Microsoft Azure 上に定期的に
バックアップの後保存しており、改ざん等の防止の
ために、本データにはサーバ管理者のうち特権があ
る管理者のみアクセスできるようにしています。物
理層に係る取り組み内容については、『Microsoft
Azure』対応セキュリティリファレンスをご参照く
ださい。
当社サービスに係るバックアップデータはすべて M
icrosoft Corporation が提供するクラウド基盤上
にデータを世代別に複数保管する運用としているた
め、外部の記録媒体への保管は行っておりません。
物理層に係る取り組み内容については、『Microsof
t Azure』対応セキュリティリファレンスをご参照
ください。

物理層に係る
Microsoft Az
ure の管理対
象範囲有無

○

○

○

○

○

○
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項目番号

No

135

136
3 冗長化
措置
137

138

要求事項

仮想層に係る当社の対応状況

する。
⑤ ①～④の手順を運用管理規程 バックアップに関する運用管理手順については、本
等に含め、従業員等及び再委託業 業務を担当する従業員に周知のうえ、確実な運用を
者に対して必要な教育を行う。
図るようにしています。物理層に係る取り組み内容
については、『Microsoft Azure』対応セキュリテ
ィリファレンスをご参照ください。
⑥ バックアップに係る情報の提 当社では、本リファレンスをサービス仕様適合開示
供について、サービス仕様適合開 書の位置付けで医療機関等に開示しています。上述
示書に基づき、医療機関等と合意 の当社の管理体制について追加的なご要望がある場
する。
合は、個別のご相談とさせて頂いています。
① 情報システム、ネットワーク 本項目は、当社の医療情報システムのクラウド基盤
等に関し、通常の診療等に影響が Microsoft Azure を提供している Microsoft Corpor
生じないようサービスの継続に必 ation の対応事項となるため、Microsoft Azure の
要な冗長化対策を講じる。
取り組み状況は『Microsoft Azure』対応セキュリ
ティリファレンスをご参照ください。なお、当社に
② 診療録等の情報をハードディ おいても、ミドルウェアやアプリケーションにおけ
る対策として、クラウド基盤上でデータの冗長化と
スク等の記録機器に保存する場
合、RAID-1 又は RAID-6 相当以 定期的なバックアップを行っています。マイクロソ
上のディスク障害対策を講じる。 フト社のデータセンター災害時にも、医療機関等の
データを復元したうえで迅速に医療情報システムを
復旧できる対策をしています。
③ ①を踏まえて、障害等が生じ 当社が所管する仮想層において特に重要度の高い業
た場合のサービスの継続性を保証 務プロセスは、以下の 3 つと考えており、重点的な
する水準について、サービス仕様 対応を行うようにしています。
適合開示書に基づき、医療機関等 ①システムを停止させず安定的且つ継続的に稼働さ
と合意する。
せるための管理業務（常にシステムを監視し、問題
発生時には適時に復旧できるようにするための運用
管理業務）
②問題発生時に適切に医療情報システムのアプリケ
ーションを更新するための管理業務（診療報酬改定
等に応じたシステム更新等の、保守管理業務）
③医療機関からの問い合わせやトラブルに迅速に対
応するための管理業務（ユーザサポートに係る運用
管理業務）

139

140

4.毀損し
た情報の
取扱い

141
142

対応状況

④ 障害時等でも診療等が継続で
きるようにするための医療機関等
の側の代替措置等について、サー
ビス仕様適合開示書に基づき、医
療機関等と合意する。

① 情報が毀損した場合、速やか
に回復するための措置を講じ、そ
の内容･手順等について、運用管
理規程等に含める。
② ①に示す措置によっても毀損

19

特に①、つまり障害復旧の観点からは、当社内では
障害が発生した場合、影響（あるいは障害の予兆が
ある場合、どのような事象が現れるか）について整
理を行い、当社メンバーが漏れなく共有できる仕組
みを講じています。これにより、特定の担当者のみ
しか障害復旧または予兆監視の対応ができなくなる
という属人性のない環境で、迅速かつプロアクティ
ブに医療機関のユーザを保護できるようにしていま
す。上記に加えて機能面でもユーザ保護の観点より
様々な施策を講じています。例えば、医療情報シス
テムまたはネットワークに障害がおきたときのため
に、当社サービスには PDF ダウンロードという機能
を提供しています。この機能を使うことで、その医
療機関での医療情報をその指定した端末に PDF で常
にバックアップを取ることができ、医療情報システ
ムが使えない状況でも、医療機関で診療行為が継続
できるようにしています。なお、物理層における本
取り組みは『Microsoft Azure』対応セキュリティ
リファレンスをご参照ください。
当社サービスに関する冗長化措置として、カルテ情
報を PDF でダウンロードできる機能を提供していま
す。障害時には、その PDF を見ながら診察をしてい
ただく案内をしています。なお、当社では、本リフ
ァレンスをサービス仕様適合開示書の位置付けで医
療機関等に開示しています。上述の当社の管理体制
について追加的なご要望がある場合は、個別のご相
談とさせて頂いています。
情報が毀損した場合、毀損したことが明らかになっ
た時点で当該情報をバックアップデータから復元す
ることを行う手続きとしています。毀損された情報
の回復が困難となる場合を想定した対応は、当社の
利用規約に詳細に定義しているため、当該資料類を

物理層に係る
Microsoft Az
ure の管理対
象範囲有無

○

○

○

○

○

○
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項目番号

No

143

5.保存デ
ータの見
読性確保

144

145

（ケ）ソ
フトウェ
ア･機器等
の品質管
理に対す
る要求事
項

1.情報シ
ステムに
関するド
キュメン
ト作成

146
147

148

149

150

2.品質管
理に関す
る運用

要求事項

仮想層に係る当社の対応状況

された情報の回復が困難となる場
合を想定した対応について、運用
管理規程等に含める。
③ ②で示す場合の、毀損した情
報に関する責任の範囲、免責条件
等について、サービス仕様適合開
示書に基づき、医療機関等と合意
する。
① 医療情報を格納する機器、媒
体等の見読性が確保されているこ
とを定期的に確認する。
② 受託する医療情報を格納する
機器･媒体等の見読性確保が困難
となる可能性がある場合（媒体の
劣化、読取装置等のサポート切れ
等）、速やかに代替的な措置を講
じ、見読性確保のための対応を行
う。
① 情報システムにおける機器及
びソフトウェアの構成図を作成す
る。
② 情報システムのネットワーク
構成図を作成する。
③ ①、②で作成する各構成図に
含まれる機器等について、システ
ム要件等の説明を付した資料を作
成する。
④ 情報システムを構成する機器
及びソフトウェア等の更新の仕様
等に関する資料並びにその更新履
歴を作成する。
⑤ ①～④で策定した資料等を医
療機関等の求めに応じて提出する
ことについて、サービス仕様適合
開示書に基づき、開示内容、範
囲、条件等を医療機関等と合意す
る。

ご確認ください。なお、当社では、本リファレンス
をサービス仕様適合開示書の位置付けで医療機関等
に開示しています。上述の当社の管理体制について
追加的なご要望がある場合は、個別のご相談とさせ
て頂いています。

151

① サービスに供する機器及びソ
フトウェアの品質管理に関する対
応、手順等を運用管理規程等に含
める。

152

② サービスに供する機器及びソ
フトウェアの品質管理に関する教
育を従業員等に対して行う。

③ サービスに係る委託先に対し
て、自社が本ガイドラインの要求
事項に対応するために行う品質管
理への対応等を求める。
153

154

対応状況

④ システム構成やソフトウェア
の動作状況に関する内部監査の内
容、手順等を運用管理規程等に含
める。

20

本項目については、医療情報を物理的に格納・保存
するクラウド基盤 Microsoft Azure を提供している
Microsoft Corporation による主管事項となるた
め、『Microsoft Azure』対応セキュリティリファ
レンスをご参照ください。

当社サービスのソフトウェア構成、ネットワーク構
成は属人的な管理とせず、社内の複数名の担当者で
確認・レビューの上、文書として管理し、また構成
変更に応じて適時に更新を行っています。
当社サービスを構成するシステムの構成について
は、Microsoft Corporation が提供する Microsoft
Azure の管理画面から常に確認可能にしています。
当社サービスを構成する機器やソフトウェア等の仕
様、及び更新履歴は、当社が利用しているプロジェ
クト管理ツールで一元的に管理しています。
No146〜No149 の内容は、基本的に社内限の情報で
あり、一般に開示はしておりません。医療機関や行
政など、利用者がセキュリティ要件等で個別に確認
が必要な場合は、秘密保持契約（NDA）を締結した
上で、必要に応じて提示しています。なお、当社で
は、本リファレンスをサービス仕様適合開示書の位
置付けで医療機関等に開示しています。上述の当社
の管理体制について追加的なご要望がある場合は、
個別のご相談とさせて頂いています。
当社サービス（仮想層）に係る品質管理としては、
ソフトウェアを更新（リリース）する際は、事前に
社内でテスト（結合テストならびに総合テスト）を
行っており、更新時の思わぬ影響がでないように確
認評価しています。また、更新するに当たり医療機
関であるユーザに悪影響が発生し得る事象あった際
は、更新の中止・延期を行い、対応した上での更新
を行っています。上記の手順は適宜文書化した上
で、従業員のスキルに依存しない品質管理を図るよ
うにしています。なお、物理層における本取り組み
は『Microsoft Azure』対応セキュリティリファレ
ンスをご参照ください。
当社サービスは内製体制で開発・運用をしていま
す。保守点検作業のうち、ソフトウェアの改修なら
びに障害時の対応は、外部事業者からの派遣メンバ
で対応を図っていますが、これらのメンバは当社常
駐型で当社の監督のもとで業務を行っています。そ
の意味で、外部事業者へ業務の一部を外部委託する
方式は当社では採用していません。なお、外部事業
者/派遣メンバについても、当社社員同様、業務教
育を徹底しています。物理層における本取り組みは
『Microsoft Azure』対応セキュリティリファレン
スをご参照ください。
不正な改ざんを防止する方法として、本番環境に更
新するときは、事前にテスト環境で動作テストなら
びにソースコードのレビューを行っています。そこ
で、意図しないプログラムがはいっていないか、及

物理層に係る
Microsoft Az
ure の管理対
象範囲有無

○

○

○

○

○

○

○

○
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項目番号

（コ）無
線 LAN･Io
T 機器の
利用に対
する要求
事項

No

1.医療機
関等にお
ける無線
LAN の利
用

2.IoT 機
器を利用
したサー
ビス提供
時

155

156

157

158

3.2.4 人
的安全管
理対策

（ア）従
業者等に
対する守
秘義務等
に関する
対応

1.就業開
始時にお
ける対応
159

2.就業時
における
教育等
160

161
3.退職後
の守秘義
務等

162

163

要求事項

対応状況

仮想層に係る当社の対応状況

び本番環境のリリース時は、継続的インテグレーシ
ョンツールで本番環境のリリースを自動化してお
り、手作業による操作ミスや特定の管理者以外が不
適切なプログラムを入れることができないようにし
ています。また、脆弱性については、脆弱性スキャ
ナーツールでの巡回と、定期的に第三者のセキュリ
ティレビューを受けています。そこで発見された脆
弱性については、脆弱性の重要度／危険度に応じて
レベル分けを行い、対応時期を決めた上で対応実施
するように管理しています。上記の取り組みを通し
て、システム構成、ソフトウェアの動作状況の品質
レビューを図っています。なお、物理層における本
取り組みは『Microsoft Azure』対応セキュリティ
リファレンスをご参照ください。
① 医療情報を取り扱うサービス 当社サービスはインターネット経由でサービスを提
の利用に際して、医療機関等が無 供する構成としており、医療機関等の内部における
線 LAN を利用する場合に必要な ネットワーク構成は医療機関等の管理範囲となって
セキュリティ対策について、クラ います。
ウドサービス事業者の役割分担等
について、サービス仕様適合開示
書に基づき、医療機関等と合意す
る。

① IoT 機器の利用を含むサービ
スを提供する場合、医療機関等と
の責任分界について、サービス仕
様適合開示書に基づき、医療機関
等と合意する。
② IoT 機器の利用を含むサービ
スを提供する場合、IoT 機器によ
る医療情報システムへのアクセス
状況を記録し、不正なアクセスが
ないことを定期的に監視する。
③ IoT 機器の利用を含むサービ
スを提供する場合、利用が想定さ
れる IoT 機器に対する脆弱性に
関する情報を定期的に収集し、必
要な対策を講じる。
① サービスの提供に従事する要
員（被用者、派遣従業者等）につ
いては、守秘義務に関する内容
を、雇用契約又は派遣契約に含め
るか、就業規則等に含める。

① サービスの提供に従事する要
員に対して、個人情報保護ポリシ
ー及び個人情報の安全管理に関す
る教育･訓練を行う。

② この教育･訓練は就業開始時及
び就業後定期的に行う。
① サービスの提供に従事する要
員が退職した場合の、就業中に取
り扱った個人情報に関する守秘義
務等について、雇用契約又は派遣
契約に含めるか、就業規則等に含
める。
② サービスの提供に従事する要
員が業務上管理していた個人情報
については、離職時（内部の異動
含む）に返却を求め、システム管
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当社サービスは、医療機関等で運用される IoT 機器
との接続を前提としないため、本項目は対象外とな
ります。

当社主管の仮想層における医療情報システムの開発
保守にかかわる従業員のうち、医療情報ならびに個
人情報にアクセスする可能性がある従業員は、派遣
社員や外部のパートナ企業の従業員も含めて、秘密
保持契約を結んでいます。なお、物理層を管理する
Microsoft Azure による取り組み状況は『Microsof
t Azure』対応セキュリティリファレンスをご参照
ください。
医療情報システムの開発保守にかかわる従業員は、
医療情報ならびに個人情報のアクセスの可能性の有
無問わず、セキュリティ教育、セキュリティテスト
を実施しており、情報セキュリティならびに医療情
報の扱いに一定の知識と理解をもったうえで業務に
取り組むようにしています。また、このテストは年
に 1 回実施しており、定期的に教育をしています。
なお、物理層を管理する Microsoft Azure による取
り組み状況は『Microsoft Azure』対応セキュリテ
ィリファレンスをご参照ください。
社員ならびに業務委託の退職・離職の場合は、返却
物などのチェックリストを用意しており、ヌケモレ
がないように行っています。退社後の機密情報の管
理は、秘密保持契約が退社後も有効になるようにし
ています。なお、物理層を管理する Microsoft Azu
re による取り組み状況は『Microsoft Azure』対応
セキュリティリファレンスをご参照ください。

物理層に係る
Microsoft Az
ure の管理対
象範囲有無

－
（当社提供
サービスに
含まれない
事項のた
め、Micros
oft Azure
による取り
組み状況対
象外）

－
（当社提供
サービスに
含まれない
事項のた
め、Micros
oft Azure
による取り
組み状況対
象外）

○

○

○

『きりんカルテ』ガイドライン対応リファレンス－総務省版－
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項目番号

4.守秘義
務違反者
への対応
措置

5.従業者
等への教
育状況 ･
守秘義務
等の状況

（イ）再
委託先に
対する人
的安全管
理措置

1.委託契
約に含め
るべき事
項

No

要求事項

164

理者が返却されたことを確認す
る。
③ サービスの提供に従事する要
員の退職時又は契約終了時以降の
守秘義務について、上記 2.にお
ける教育･訓練に含める。

165

166

167

168
169
170

仮想層に係る当社の対応状況

① 上記 1.～3.に違反した被用
者、派遣事業者等に対して、適切
なペナルティを課すことを、雇用
契約又は派遣契約に含めるか、就
業規則等に含める。

① サービスの提供に従事する要
員に対する教育･訓練の実施状況
や、守秘義務等への対応状況等に
関する資料の提供について、サー
ビス仕様適合開示書に基づき、医
療機関等と合意する。

① 情報システム等に関する再委
託を行う場合には、事前に医療機
関等の管理者に対して説明を行
い、当該再委託に係る契約におい
て体制を明確にする。
② 再委託先には、自社と同等の
個人情報保護指針等を遵守させ
る。
③ 再委託に係る契約に、委託業
務に係る守秘義務を含める。
④ 再委託先に対して、委託先要
員に自社と同等の守秘義務がある
ことを確認する。
⑤ 再委託先が、本ガイドライン
に規定する安全管理対策を行って
いることを確認する。

171

3.2.5 情
報の破棄
に関する
安全管理
対策

（ア）情
報の破棄
に関する
安全管理
対策

1.情報の
破
棄の保証

172

173

174
2.情報破
棄手順の
文書化

175

対応状況

① サービスに供する情報を格納
する機器、媒体等を破棄する手順
に、不可逆的な破壊･抹消等によ
り元のデータを復元できなくする
措置を含める。
② 情報の破棄を実施した場合
に、医療機関等の求めに応じて、
実施担当者及び情報の削除方法
（電磁記録媒体の消磁･物理的破
壊等）を含む実施内容を医療機関
等に対して報告し、破棄記録等を
提出する。
③ ①で講じる措置及び②の資料
を提供するのに必要な条件等につ
いて、サービス仕様適合開示書に
基づき、医療機関等と合意する。
① 運用管理規程に以下の内容を
定める。
・管理する個人情報又はこれを格
納する媒体等について、サービス
提供上の要否の確認を定期的に行
うこと。
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医療情報システムの開発保守にかかわる従業員のう
ち、医療情報ならびに個人情報にアクセスする可能
性がある従業員は、派遣社員や外部のパートナ企業
の従業員も含めて、秘密保持契約を結んでいます。
なお、物理層を管理する Microsoft Azure による取
り組み状況は『Microsoft Azure』対応セキュリテ
ィリファレンスをご参照ください。
当社は、従業員ならびに派遣事業者と秘密保持契約
を結んでいます。守秘義務に違反した場合は、発生
した損害を賠償する義務があることを秘密保持契約
内に記載しております。なお、物理層を管理する M
icrosoft Azure による取り組み状況は『Microsoft
Azure』対応セキュリティリファレンスをご参照く
ださい。
当社サービスに関する従業者等に対する守秘義務等
に関する対応への取り組み状況は、本リファレンス
をサービス仕様適合開示書の位置付けで医療機関等
に開示しています。上述の当社の管理体制について
追加的なご要望がある場合は、個別のご相談とさせ
て頂いています。なお、物理層を管理する Microso
ft Azure による取り組み状況は『Microsoft Azur
e』対応セキュリティリファレンスをご参照くださ
い。
当社では、当社サービスの保守ならびに開発を外部
事業者に一部再委託をしています。但し、これらの
メンバは当社常駐型で当社の監督のもとで業務を行
っています。その意味で、外部事業者へ業務の一部
を外部委託（再委託）する方式は当社では採用して
いません。なお、外部事業者/派遣メンバについて
も、当社社員同様、会社間ならびに該当する個人と
守秘義務契約を締結しています。また、これらのメ
ンバには、担当範囲以外のシステムの操作が出来な
いようにしており、且つ、作業内容の点検、ならび
にログの取得もあわせておこなっています。上記の
取り組みを通して、再委託に伴う管理品質の低下を
防止するとともに、利用者（医療機関等）にとっ
て、どのような体制のもとで当社サービスを提供し
ているかについて説明責任を果たすプロセスとして
います。なお、再委託先との契約に係わらず、医療
機関等へのサービス提供における責任はすべて当社
が担っています。物理層を管理する Microsoft Azu
re による取り組み状況は『Microsoft Azure』対応
セキュリティリファレンスをご参照ください。
当社では CD、DVD、USB メモリ等の可搬型電子媒体
の利用は運用上、一切禁止しており、その旨を社員
/派遣社員へ周知徹底しています。なお、個人情報
を含む機密情報は、Microsoft Corporation が提供
する Office 365 等、全てインターネット上のクラ
ウドツールを介して行っており、業務端末のローカ
ルに保管しない業務運用としています。また、開発
環境等の業務を行う PC のデータを破棄するとき
は、不可逆な抹消方式で破棄をしています。上記の
通り、当社サービスに関する従業者等に対する情報
の破棄の保証への取り組み状況は、本リファレンス
をサービス仕様適合開示書の位置付けで医療機関等
に開示しています。上述の当社の管理体制について
追加的なご要望がある場合は、個別のご相談とさせ
て頂いています。物理層を管理する Microsoft Azu
re による取り組み状況は『Microsoft Azure』対応
セキュリティリファレンスをご参照ください。

物理層に係る
Microsoft Az
ure の管理対
象範囲有無

○

○

○

○

○
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項目番号

No

176
3.2.6 情
報システ
ムの改造
と保守に
関する安
全管理対
策

（ア）保
守に用い
るアカウ
ント管理
に関する
安全管理
対策

1.保守用
のアカウ
ント
177

178

2.保守用
のアカウ
ントの管
理

要求事項

仮想層に係る当社の対応状況

・サービス提供上不要とされた個
人情報及びこれを格納する媒体に
ついての破棄手順。
・サービス提供上不要とされた個
人情報及びこれを格納する媒体の
破棄に際して、医療機関等が不測
の損害を被らないようにするため
の措置(事前に破棄の基準等を告
知する等）。
② 情報の破棄手順について、サ
ービス仕様適合開示書に基づき、
医療機関等と合意する。
① 情報システムの保守に従事す
る者及び管理者権限を有する者
が、その業務の目的で当該情報シ
ステムにアクセスする場合には、
当該要員ごとに発行されたアカウ
ントにより、アクセスを行う。

当社が管理する仮想層の本番環境に係るアカウント
は、担当ごとにすべてユニークなアカウントを利用
しており、開発環境については Microsoft Active
Directory でアカウントをユニークに付与していま
す。物理層を管理する Microsoft Azure による取り
組み状況は『Microsoft Azure』対応セキュリティ
リファレンスをご参照ください。
② ①で定めるアカウントで行っ 当社サービスの本番環境（仮想層）で取得している
た作業等は、アクセスした個人情 ログは下記です。
報が特定できる形で、ログ等によ ・Web サーバのアクセスログ
り記録し、保存する。
・アプリケーションのエラーログ
・医療機関の操作ログ
・データベースサーバの実行ログ
・各種パフォーマンスログ

① 情報システムの保守に従事す
る者及び管理者権限を有する者
は、業務上用いるアカウントが漏
洩しないよう厳重に管理する。

179

（イ）保
守実施に
関する安
全管理対
策

1.リモー
トメンテ
ナンス

180

181
182

対応状況

① リモートメンテナンスにより
保守業務を行う場合の手順を策定
するとともに、情報システムへの
不正な侵入が生じないよう安全管
理措置を講じる。
② リモートメンテナンスによる
保守業務の記録を、アクセスログ
等により取得し、システム管理者
はその内容を速やかに確認する。
③ サービス提供に必要な情報シ
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このうち、アクセスログ、エラーログ、パフォーマ
ンスログは常に監視しており、異常時には通知をト
リガーに調査するような運用をしています。なお、
物理層を管理する Microsoft Azure による取り組み
状況は『Microsoft Azure』対応セキュリティリフ
ァレンスをご参照ください。
当社が管理する仮想層の本番環境にて、全ての操作
を行うことが可能な特権 ID は原則利用禁止として
おり、パスワードも当社の限られた管理職のみが把
握している状況です。本番環境へのアクセスは基本
的に、権限を制限した ID により行うこととしてお
り、通常時に特権 ID を利用するシステム運用は一
切ありません。なお、緊急時において特権 ID を利
用する必要が生じた場合は、管理者が担当者にパス
ワードを通知した上で、作業終了後に、作業内容を
検証し、本来行うべきでない作業を行っていないか
を点検しています。また、作業終了後には、管理者
がパスワードを適時に変更することで、不適切な特
権 ID の利用が発生しないようにしています。な
お、当社作業員が、権限制限された ID により、医
療情報システムの本番環境（サーバや DBMS 含む）
で作業するときは、特定のクラウド上の踏み台サー
バを経由してログインするようにしており、この踏
み台サーバ以外からはアクセスできないようにして
います。また、この踏み台サーバも社内のネットワ
ークからのみアクセスできるようにしており、本番
環境へのアクセス方法自体も多重に制限を行ってい
ます。物理層を管理する Microsoft Azure による取
り組み状況は『Microsoft Azure』対応セキュリテ
ィリファレンスをご参照ください。
当社サービスは Microsoft Corporation が提供する
クラウド基盤 Microsoft Azure を用いてサービスを
提供しているため、システムの開発・運用業務は全
てリモートアクセス型となっています。この業務で
は、【（ア）保守に用いるアカウント管理に関する
安全管理対策】に記載の通り、厳格な安全管理措置
を講じています。なお、当社では、本リファレンス
をサービス仕様適合開示書の位置付けで医療機関等
に開示しています。上述の当社の管理体制について
追加的なご要望がある場合は、個別のご相談とさせ

物理層に係る
Microsoft Az
ure の管理対
象範囲有無

○

○

○

○
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項目番号

No

2.ログに
よる保守
結果のレ
ビュー

183

184
3.医療機
関等内に
おける保
守対応
185

4.保守業
務の実施
報告
186

187

188

189

190

191

（ウ）保
守に用い
るデータ
の取扱い
に関する
安全管理
対策

1.保守で
用
いるデー
タ

192

193

対応状況

要求事項

仮想層に係る当社の対応状況

ステムの保守をリモートメンテナ
ンスで行う場合、サービス仕様適
合開示書に基づき、医療機関等と
合意する。
① 情報システムの保守において
実施した操作結果について、操作
ログ等により記録し、管理する。
② 取得した操作ログ等により、
アクセスされた医療情報について
の状況をレビューする。
① 情報システムの保守業務を医
療機関等の施設内で行う際の対応
について、サービス仕様適合開示
書に基づき、医療機関等と合意す
る。

て頂いています。なお、物理層を管理する Microso
ft Azure による取り組み状況は『Microsoft Azur
e』対応セキュリティリファレンスをご参照くださ
い。

① 情報システムの保守業務を行
う際には、原則として業務の事前
及び事後に医療機関等の管理者に
対して書面等による通知を行う。
事前の了解を必要とする業務及び
その業務について事前の了解を得
ることができない場合の対応方法
について、サービス仕様適合開示
書に基づき、医療機関等と合意す
る。
② ①における事前の通知には、
保守業務の影響が及ぶ範囲を明示
し、保守業務が完遂しなかった場
合を想定して原状回復に必要な時
間の予測を含める。
③ 保守業務の実施にあたって
は、医療機関等がサービスを利用
できない状況に陥らないよう十分
な対応策を講じ、その手順を運用
管理規程に含める。
④ ③に定めた手順を医療機関等
に示し、サービス仕様適合開示書
に基づき、医療機関等と合意す
る。なお、本手順に基づき保守を
行う際に必要となる事項等につい
て、サービス仕様適合開示書に基
づき、医療機関等と合意する。
⑤ ④で示された手順について、
医療機関等が対応すべき事項があ
る場合、サービス仕様適合開示書
に基づき、医療機関等と合意す
る。
⑥ 保守業務実施後には、医療機
関等に対し報告等を行い、医療機
関等の管理者の確認を得る。本手
順の対応について、サービス仕様
適合開示書に基づき、医療機関等
と合意する。
① 情報システムの動作確認に際
しては、原則として受託した個人
情報を含むデータを使用せず、テ
スト用のデータを使用する。
② 情報システムの動作確認に際
し、受託した個人情報を含むデー
タをやむを得ず使用する場合に
は、3.2.4 で示す守秘義務が課さ
れた要員･委託先等により動作確

当社サービスは Microsoft Corporation が提供する
クラウド基盤 Microsoft Azure を用いてサービスを
提供しているため、システムの開発・運用業務は全
てリモートアクセス型となっています。保守業務を
当社が行う際の方針は以下の通りです。
・当社サービスのリリースや保守作業が発生する場
合は、深夜 0:00〜5:00 の間に行っており、医療機
関が業務をする時間を避けた上で保守を行っていま
す。
・システム停止を伴うメンテナンスを行う際は、実
施の 7 日前までに事前に利用者にアナウンスし、業
務影響がないように行っています。
・ソフトウェアを更新（リリース）する際は、事前
に社内でテスト（結合テストならびに総合テスト）
を行っており、更新時の思わぬ影響がでないように
確認評価しています。また、更新するに当たり医療
機関であるユーザに悪影響が発生し得る事象あった
際は、更新の中止・延期を行い、対応した上での更
新を行っています。
・当社サービスをリリースする際は、リリース手順
書を事前に作成しており、実施の際はその手順書に
基づいて担当者と管理者が手順の検証を都度おこな
っています。
・想定外の障害が発生した際は、営業時間内での発
生から 1 時間以内に医療機関に通知を行い、24 時
間以内に対応を行います。
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当社では、医療機関等の医療機関等の施設内で作業
を行うことはないため、本項目は対象外となりま
す。

物理層に係る
Microsoft Az
ure の管理対
象範囲有無

－
（当社提供
サービスに
含まれない
事項のた
め、Micros
oft Azure
による取り
組み状況対
象外）

○

上記の通り、当社サービスに関する保守業務の実施
報告への取り組み状況は、本リファレンスの開示を
もって医療機関等への情報提供を行う体制としてい
ます。
当社では、本リファレンスをサービス仕様適合開示
書の位置付けで医療機関等に開示しています。上述
の当社の管理体制について追加的なご要望がある場
合は、個別のご相談とさせて頂いています。物理層
を管理する Microsoft Azure による取り組み状況は
『Microsoft Azure』対応セキュリティリファレン
スをご参照ください。
当社サービスの保守ならびにアプリケーション開発
に用いるデータは、受託医療機関のデータは利用し
ておらず、当社で作成したデータをもとに行ってい
ます。そのため、保守ならびにアプリケーション開
発でもちいる開発環境、テスト環境はそれぞれ当社
で作成したデータを利用しています。当社では、本
リファレンスをサービス仕様適合開示書の位置付け
で医療機関等に開示しています。上述の当社の管理
体制について追加的なご要望がある場合は、個別の

○
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項目番号

No

194

2.保守目
的での医
療情報の
持ち出し

195

196
（エ）保
守におけ
る整合性･
継続性確
保のため
の安全管
理対策

1.データ
項目の標
準形式の
採用
197

要求事項

仮想層に係る当社の対応状況

認を行う旨を含めた手順を定め
る。
③ 情報システムの動作確認に際
し、受託した個人情報をやむを得
ず使用する場合について、サービ
ス仕様適合開示書に基づき、医療
機関等と合意する。
① 医療情報を格納する機器等
を、保守（例えば機器の修理等）
の目的で、医療機関等又はクラウ
ドサービス事業者等（再委託事業
者含む）の組織外に持ち出す必要
がある場合には、その手順を策定
する。
② ①で定める手順及び情報の提
供条件について、サービス仕様適
合開示書に基づき、医療機関等と
合意する。
① 診療録等のデータ項目で、厚
生労働省における保健医療情報分
野の標準規格（以下、「厚生労働
省標準規格」という。）が定めら
れているものについては、それを
採用する。

ご相談とさせて頂いています。

② 厚生労働省標準規格が定めら
れていないデータ項目について
は、変換が容易なデータ形式と
し、サービス仕様適合開示書に基
づき、医療機関等と合意する。

当社サービスにおいては、厚生労働省標準規格が定
められていないデータ項目については、各項目の記
載内容を個別に保存することで、別フォーマットや
交換可能なデータに変換することができるようにし
ています。例えば、診断書や訪問看護指示書等の文
書については、各項目の内容を個別保存すること
で、変換可能性を担保しています。なお、本対応方
法以外のご依頼・ご要望事項がある場合は、別途個
別相談とさせて頂いています。上述の内容も含め、
当社では、本リファレンスをサービス仕様適合開示
書の位置付けで医療機関等に開示しています。上記
以外の対応方法についてご依頼・ご要望事項があれ
ば、別途個別にご相談させて頂くことになります。
当社サービスのマスターデータの変更がある場合
は、事前に変更内容をテスト環境で検証したうえ
で、既存データや機能への影響検証を必ず行ってい
ます。また、診療録等の情報は、確定時点のマスタ
ーデータの名称をテキストで静的に保存しているた
め、マスターデータの内容が変更になった場合で
も、当時の名称を維持する仕組みとなっており、よ
って診療録等の記載変更は基本的に発生しません。
なお、マスターデータの変更によって、過去の診療
録等の情報に変更が発生するケースは、例えば、マ
スターデータの体系そのものが変更される場合等が
考えられます。但し、このような場合は、事前に変
更内容を医療機関等へ事前告知した上で、アップデ
ートを行う等、変更に伴う影響検証を行っていま
す。上述の内容も含め、当社では、本リファレンス
をサービス仕様適合開示書の位置付けで医療機関等
に開示しています。上記以外の対応方法についてご
依頼・ご要望事項があれば、別途個別にご相談させ
て頂くことになります。
当社サービスはクラウド型で Web ブラウザを通じて
利用するサービスのため、データ型式やプロトコル
が変更するようなときは、事前にサーバ側でデータ
を変換ないし対応をした上でリリースをおこなって
います。そのため、利用している医療機関はデータ

198

2.レコー
ド
管理方法
等
199

200

3.データ
形式及び
転送プロ
トコルの
バージョ

201

対応状況

① 医療情報に係るマスターテー
ブルの変更に際して、レコードの
管理方法やとるべき措置等につい
て、診療録等の情報に変更が生じ
ない機能及び検証方法を情報シス
テムに備える。

② ①に示す機能等を備えること
が困難な場合の情報システム更
新･移行の手順について、サービ
ス仕様適合開示書に基づき、医療
機関等と合意する。

① データ形式や転送プロトコル
をバージョンアップ又は変更しよ
うとする場合には、サービスの利
用に与える影響を確認する。
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物理層に係る
Microsoft Az
ure の管理対
象範囲有無

当社では、医療機関等の受託情報を外部に持ち出す
運用は一切行っていません。

○

当社サービスで利用しているデータ項目のうち厚生
労働省標準規格が定められているものは、当該マス
ターまたは当該マスターに変換可能な互換マスター
を採用しています。おもに利用しているデータ項目
は、下記の通りです。
・ICD10 対応標準病名
・医薬品 HOT コードマスター
・臨床検査マスター等

－
（医療機関
等に当社が
提供するサ
ービス内
容・機能に
関する事項
のため、Mi
crosoft Az
ure による
取り組み対
象外）
－
（医療機関
等に当社が
提供するサ
ービス内
容・機能に
関する事項
のため、Mi
crosoft Az
ure による
取り組み対
象外）

－
（医療機関
等に当社が
提供するサ
ービス内
容・機能に
関する事項
のため、Mi
crosoft Az
ure による
取り組み対
象外）

－
（医療機関
等に当社が
提供するサ
ービス内
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項目番号

No

要求事項

仮想層に係る当社の対応状況

ン管理と
継続性の
確保

形式やプロトコルの変更があった際も、そのことを
意識することなくソフトウェアをシームレスに利用
することができます。

202

203

204

4.サービ
スに供す
る機器の
劣化対策

205

206

207

208

5.サービ
スに供す
る情報シ
ステムの
互換性確
保や他の
事業者の
サービス
との関係

対応状況

209

210

② ①の結果、サービスの利用に
影響があると認められる場合に
は、医療機関等が対応を図るため
に十分な期間を想定してバージョ
ンアップ又は変更に係る告知を行
うほか、対応に必要な措置に関す
る具体的な情報提供を行う。

当社サービスは、カルテは自社開発、レセプトコン
ピュータは日本医師会 ORCA 管理機構が提供する OR
CA を利用しています。自社開発ならびに ORCA も含
めて、当社サービスの本番環境のリリース時は、事
前に結合テスト、総合テストを行っており、安全性
や問題がないことを確認した上でリリースをしてい
ます。

③ ②は、他の情報システムとの
データ連携等を考慮して行う。医
療機関等に対する互換性確保に係
る情報提供について、サービス仕
様適合開示書に基づき、医療機関
等と合意する。
④ データ形式･転送プロトコルの
変更等の結果、医療機関等がサー
ビスの利用を終了する場合には、
3.4 に示す対策を講じる。

医療機関が当社サービスとデータ連携など行うシス
テムを利用している場合、連携のインタフェース
は、事前に双方が取り決めをした仕様で連携をおこ
なっています。どの連携方式、システムと連携可能
かは、事前にホームページ等で公開をしています。
また、何かしらインタフェースが変更になる場合
は、双方で仕様をすり合わせた上で、サービスの変
更をするため、医療機関であるユーザに影響がでな
いように配慮して行います。連携しているサービス
が終了する場合は、当社サービス側の連携する機能
を停止等の対応をユーザに行っていただきます。

① サービスに供する情報システ
ムに関する機器については、定期
的に劣化状況に関する検査を行
い、必要な措置を講じる。
② サービスに供する情報システ
ムについて、機器やソフトウェア
等の提供事業者におけるサポート
終了等が生じた場合は、サービス
への影響範囲について分析を行
い、必要な措置を講じる。
③ サービスに供する情報システ
ムについて、機器の劣化や提供事
業者における機器やソフトウェア
等のサポート終了等により、サー
ビスの一部又は全部の提供が困難
となる場合やサービスに変更が生
じる場合には、利用している医療
機関等への影響を最小とするため
の措置を講じるほか、医療機関等
が対応するために十分な期間をも
って告知を行う。
④ ③においてサービスの一部又
は全部の停止、変更等が生じる場
合の医療機関等への対応の内容、
条件等について、サービス仕様適
合開示書に基づき、医療機関等と
合意する。
① 医療情報を取り扱うサービス
に供する情報システムに関する機
器及びソフトウェアについては、
将来的な互換性確保を視野に入れ
て決定するとともに、サービス提
供後に標準仕様等の変更が生じた
場合のリスクについても検討を行
う。
② 他のクラウドサービス事業者

当社では、開発・運用端末は定期的な買い替えを行
うとともに、当該端末で用いるソフトウェアは常に
最新化を図るようにしています。買い替えや最新化
に際しては、サービス品質へ影響が発生しないよう
に検証を行った上で導入を行っています。また、No
172~176 に記載の通り、当社では CD、DVD、USB メ
モリ等の可搬型電子媒体の利用は運用上、一切禁止
しており、その旨を社員/派遣社員へ周知徹底して
います。これらの取り組みを通して、当社サービス
環境上、機器の劣化によるサービス品質への影響を
最小限化しています。この通り、当社サービスに供
する機器の劣化対策への取り組み状況は、本リファ
レンスをサービス仕様適合開示書の位置付けで医療
機関等に開示しています。上述の当社の管理体制に
ついて追加的なご要望がある場合は、個別のご相談
とさせて頂いています。なお、物理層を管理する M
icrosoft Azure による取り組み状況は『Microsoft
Azure』対応セキュリティリファレンスをご参照く
ださい。
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当社サービスを構成する機器、ソフトウェア類につ
いては、当社の現行サービスへの影響を検証した上
で、常に最新化を図ることにより、互換性確保また
は標準仕様の変化への対応を図っています。なお、
物理層を管理する Microsoft Azure による取り組み
状況は『Microsoft Azure』対応セキュリティリフ
ァレンスをご参照ください。
当社サービスは Microsoft Corporation が提供する

物理層に係る
Microsoft Az
ure の管理対
象範囲有無

容・機能に
関する事項
のため、Mi
crosoft Az
ure による
取り組み対
象外）
－
（医療機関
等に当社が
提供するサ
ービス内
容・機能に
関する事項
のため、Mi
crosoft Az
ure による
取り組み対
象外）
－
（医療機関
等に当社が
提供するサ
ービス内
容・機能に
関する事項
のため、Mi
crosoft Az
ure による
取り組み対
象外）

○

○

○
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211

（オ）保 1.保守体
守の体制･ 制の変更
再委託に
関する安
全管理対
策

要求事項

仮想層に係る当社の対応状況

が提供するクラウドサービスを用
いて、サービスを提供する場合に
は、他のクラウドサービス事業者
がサービスを停止した際にも、自
社のサービス提供に支障が生じな
いようにするための対応策を
検討し、対策を講じる。なお、他
のクラウドサービス事業者のクラ
ウドサービスの停止･変更に伴
い、自社が提供するサービスの一
部又は全部の停止、変更（軽微な
バージョンアップは含まない）等
が生じる場合には、「4. サービ
スに供する機器の劣化対策」②～
④に示す対応策を講じる。
③ 医療情報を取り扱うサービス
に供する情報システムに係る機器
若しくはソフトウェア等の更新を
行う場合、又は利用する他のクラ
ウドサービス事業者のクラウドサ
ービスの変更を行う場合には、
①、②を考慮して行う。

クラウド基盤 Microsoft Azure を用いてサービスを
提供しています。Microsoft Azure 自体のサービス
の一部または全部の停止、大規模な変更が生じる場
合を想定し、当社サービスには PDF ダウンロードと
いう機能を提供しています。この機能を使うこと
で、その医療機関での医療情報をその指定した端末
に PDF で常にバックアップを取ることができ、どの
ような状況下においても、医療機関で診療行為が継
続できるようにしています。なお、物理層を管理す
る Microsoft Azure による取り組み状況は『Micros
oft Azure』対応セキュリティリファレンスをご参
照ください。

① 情報システムの保守等の体制
変更が生じた場合に、医療機関等
に行う報告の範囲、内容等及びそ
の情報の提供に関する条件につい
て、サービス仕様適合開示書に基
づき、医療機関等と合意する。
212

2.再委託
先の体制
213

214
3.2.7 情
報及び情
報機器の
持ち出し
について
の安全管
理対策

（ア）運
用管理規
程等に関
する安全
管理対策

1.機 器 ･
媒体の持
ち出しに
関する方
針策定

215

対応状況

① 情報システムの保守に関し
て、外部事業者にその一部又は全
部を委託する場合には、自社にお
いて実施している運用管理規程及
び安全管理措置等への対応を、当
該外部事業者に対して求める。
② ①の実施状況に関して、契約
実施ごとに又は定期的に、外部事
業者に対して報告を求め、確認す
る。
① サービスに関する情報（受託
情報、情報システムに関連する情
報等）を格納する機器･媒体等の
持ち出し（委託元からの持ち出し
を含む）に関する方針及び規則等
を、運用管理規程に定める。
② ①における「持ち出し」に
は、物理的な持ち出しのほか、ネ
ットワークを通じた外部への送信
についても含む。

216
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ソフトウェアの構成を変更する場合、ないしは Mic
rosoft Corporation が提供する Microsoft Azure
以外のクラウドに変更する場合は、事前に別の構
成・環境での移行検証ならびに必要な改修を事前に
行った上で、医療機関であるユーザに影響がでない
ように実施します。なお、物理層を管理する Micro
soft Azure による取り組み状況は『Microsoft Azu
re』対応セキュリティリファレンスをご参照くださ
い。
当社サービスは Microsoft Corporation が提供する
クラウド基盤 Microsoft Azure を用いてサービスを
提供しており、その保守・運用は様々な手順・マニ
ュアル類に文書化することで、特定の担当者へナレ
ッジが依存しないようにしています。これにより、
保守・運用体制の変更が仮に発生しようとも、医療
機関等の医療機関等への影響を極小化する体制とし
ています。上述の内容も含め、当社では、本リファ
レンスをサービス仕様適合開示書の位置付けで医療
機関等に開示しています。上述の当社の管理体制に
ついて追加的なご要望がある場合は、個別のご相談
とさせて頂いています。なお、物理層を管理する M
icrosoft Azure による取り組み状況は『Microsoft
Azure』対応セキュリティリファレンスをご参照く
ださい。
当社では、当社サービスの保守ならびに開発を外部
事業者に一部再委託をしています。但し、これらの
メンバは当社常駐型で当社の監督のもとで業務を行
っています。その意味で、外部事業者へ業務の一部
を外部委託（再委託）する方式は当社では採用して
いません。なお、物理層を管理する Microsoft Azu
re による取り組み状況は『Microsoft Azure』対応
セキュリティリファレンスをご参照ください。

当社では CD、DVD、USB メモリ等の可搬型電子媒体
の利用は運用上、一切禁止しており、その旨を当社
サービスに関与する全ての関係者へ周知徹底してい
ます。なお、物理層を管理する Microsoft Azure に
よる取り組み状況は『Microsoft Azure』対応セキ
ュリティリファレンスをご参照ください。
当社では CD、DVD、USB メモリ等の可搬型電子媒体
の利用、また私的端末の業務利用（Bring Your Own
Device）は原則禁止しており、可搬型電子媒体や
私的端末等に情報を保管し、持ち出しを行おうとす
る不正な行為に対して、執務室の衆人環視環境、あ
るいは監視カメラ等による監視を行っています。ま
た、 仮にインターネットを介して情報の持ち出し
が行われた場合、個人情報を含む機密情報は Micro
soft Corporation が提供する Office365 等のクラ
ウドシステム上で管理しているため、どの情報にい
つだれがアクセスしたかを監視・追跡できる対策を
施しています。なお、物理層を管理する Microsoft

物理層に係る
Microsoft Az
ure の管理対
象範囲有無

○

○

○

○

○

『きりんカルテ』ガイドライン対応リファレンス－総務省版－
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項目番号

No

要求事項

仮想層に係る当社の対応状況

③ ①で定める内容について、サ
ービス仕様適合開示書に基づき、
医療機関等と合意する。
217

2.サービ
スに供す
る記録媒
体 ･記録
機器に関
する対応

218

3.従業員
等及び委
託先に対
する対応

219

220
4.医療機
関等との
合意
221

（イ）機器･媒体の台
帳管理
222

（ウ）情
報機器等
の持ち出

1.起動パ
スワード
の設定

223

対応状況

① サービスに供する記録媒体･記
録機器に関し、以下の内容を運用
管理規程に含める。
・管理体制及び管理方法
・記録媒体･記録機器の取扱い
・サービスに関する情報（受託情
報、情報システムに関連する情報
等）を格納する機器･媒体等の持
ち出し（委託元からの持ち出し含
む）に関する方針及び規則等
（「持ち出し」には、物理的な持
ち出しのほか、ネットワークを通
じた外部への送信についても含
む。）
・サービスに関する情報を持ち出
した場合で、当該情報を格納する
機器･媒体等の盗難･紛失（持ち出
し時の機器･媒体等の物理的な盗
難、紛失のほか、システム管理者
が承認しない外部への送信等（第
三者による悪意の送信、従業者等
における誤送信等を含む。））が
起きた場合の対応
・外部のネットワークに接続する
場合の接続条件、安全管理措置等
（格納された情報の漏洩や改ざん
が生じないようにするための具体
的な措置（マルウェア対策、暗号
化、ファイアウォール導入等））
① 「2.サービスに供する記録媒
体･記録機器に関する対応」に示
した内容に関する教育を従業員等
に対して行う。
② 上記の運用管理規程について
は、再委託先に対しても遵守等を
求める。
① 「2.サービスに供する記録媒
体･記録機器に関する対応」、
「3.従業員等及び委託先に対する
対応」に示す情報の持ち出しに関
する運用管理規程等における対応
について、サービス仕様適合開示
書に基づき、医療機関等と合意す
る。
① サービスに関する情報を格納
する機器･媒体等については、台
帳管理等を行い、定期的に所在確
認を行う。

Azure による取り組み状況は『Microsoft Azure』
対応セキュリティリファレンスをご参照ください。
当社サービスに関する機器 ･ 媒体の持ち出しに関
する方針策定への取り組み状況は、本リファレンス
の開示をもって医療機関等への情報提供を行う体制
としています。当社では、本リファレンスをサービ
ス仕様適合開示書の位置付けで医療機関等に開示し
ています。上述の当社の管理体制について追加的な
ご要望がある場合は、個別のご相談とさせて頂いて
います。なお、物理層を管理する Microsoft Azure
による取り組み状況は『Microsoft Azure』対応セ
キュリティリファレンスをご参照ください。
当社では CD、DVD、USB メモリ等の可搬型電子媒体
の利用は運用上、一切禁止しており、その旨を社員
/派遣社員へ周知徹底しています。なお、個人情報
を含む機密情報は、Microsoft Corporation が提供
する Office 365 等、全てインターネット上のクラ
ウドツールを介して行っており、業務端末に保管し
ない業務運用としています。この運用業務は、医療
機関等への当社サービスを提供する全ての関係者
へ、教育・研修を行うことに加え、手順書等で文書
化することで、従業員へ周知徹底を図っています。

○

○

上記の通り、「サービスに供する記録媒体 ･記録機
器に関する対応」「従業員等及び委託先に対する対
応」「医療機関等との合意」についての取り組み状
況は、本リファレンスをサービス仕様適合開示書の
位置付けで医療機関等に開示しています。上述の当
社の管理体制について追加的なご要望がある場合
は、個別のご相談とさせて頂いています。

当社が医療機関等から預かる情報は、CD、DVD、USB
メモリ等の可搬型電子媒体の利用は一切禁止、及び
業務端末に個人情報を含む機密情報を保管しない業
務運用としています。なお、医療機関等から預かっ
た個人情報については、すべて個人情報管理台帳に
取得目的ごとに記入して管理しています。個人情報
管理台帳は、原本を紙でファイリングして PMS 事務
局が継続的に一元管理しています。
① サービスに供する機器等につ サービス提供に直接的に関係する物理的なサーバ・
いては、起動パスワードの設定を 機器は、Microsoft Corporation の主管範囲となる
行う。
ため『Microsoft Azure』対応セキュリティリファ

28

物理層に係る
Microsoft Az
ure の管理対
象範囲有無

○

○

○
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項目番号

No

しにおけ
る漏洩対
策に関す
る安全管
理対策

224

225

2.機器を
持ち出す
場合の手
順

3.持ち出
し機器等
における
アプリケ
ーション

226

227

228

4.BYOD へ
の対応

229

230

要求事項

対応状況

仮想層に係る当社の対応状況

レンスをご参照ください。なお、当社内部で使用す
る業務端末については、特に起動時のパスワード
（BIOS パスワード）は設定していませんが、HDD で
の暗号化を行っているため、万が一、第三者に業務
端末が渡っても、データへの不正アクセスは行えな
い対策としています。
② 起動パスワードは、推定しに サービス提供に直接的に関係する物理的なサーバ・
くいものを設定する、機器の特性 機器は、Microsoft Corporation の主管範囲となる
に応じて定期的に変更を行う等、 ため、『Microsoft Azure』対応セキュリティリフ
第三者による不正な機器の起動が ァレンスをご参照ください。なお、当社内部で使用
なされないよう対策を講じる。
する業務端末には、起動時のパスワード（BIOS パ
スワード）は設定していませんが、HDD 暗号化に伴
うパスワードは設定しています。当該パスワードの
管理ルールは以下の通りです。
＜技術的な対応＞
・パスワードは半角英数字混在、且つ、8 文字以上
であること
＜運用面の対応＞
業務端末利用者に以下の周知を徹底しています。
・定期的なパスワードの変更
・パスワード使い回し禁止
・類推困難な複雑なパスワードの設定
③ サービスに関する情報を格納 サービス提供に直接的に関係する物理的なサーバ・
する情報機器へのログイン及びア 機器は、Microsoft Corporation の主管範囲となる
クセスについては、複数の認証要 ため、『Microsoft Azure』対応セキュリティリフ
素を組み合わせて行う。
ァレンスをご参照ください。なお、当社内部で使用
する業務端末には、HDD 暗号化のパスワード、及び
ログイン時のパスワードを設定しています。
① サービスに関する情報を格納 No223～No225 に記載の通り、当社内部で使用する
する機器･媒体等を持ち出す場合 業務端末の HDD は暗号化処理を講じ、復号にあたっ
の手順には、機器･媒体自体に暗 てはパスワードが必要となる設定としています。
号化措置を施す、格納されている
情報に暗号化措置を講じる、パス
ワードを設定する等の事項を含め
る。
① サービスに関する情報を格納 持ち出しをする可能性がある業務端末については、
する機器を持ち出す場合には、当 業務に必要なソフトウェアのみを使うことをルール
該持ち出しの目的に必要な最小限 として周知しています。必要なソフトウェアがある
のアプリケーションをインストー 場合は、検証端末を利用するように周知・運用して
ルする。
います。
② サービスに関する情報を格納 業務端末へのアプリケーションの追加インストール
する機器を持ち出す際のアプリケ についての技術的な制限は行っていませんが、不必
ーションのインストールに関する 要なアプリケーションをインストールしないように
手順を定める。
利用者に周知を図っています。また、持ち出しの有
無を問わず業務端末には、セキュリティ対策ソフト
を導入しており、ウイルス等の悪意あるプログラム
に対する対策を講じています。
① サービスの提供に係る目的
当社では、私的端末の業務利用（Bring Your Own D
（開発、保守、運用含む）で従業 evice：BYOD）は原則禁じています。
員等の個人所有の機器を利用する
ことは禁止する。
② 利用者が個人所有する機器に
よるサービス利用に関する対応策
については、サービス仕様適合開
示書に基づき、医療機関等と合意
する。
なお具体的には以下の内容を参考
にする。
・利用者が所有する機器からの情
報漏えい等を防止する観点から、
例えば、仮想デスクトップを用い
て OS レベルで業務利用領域と個
人利用領域を分け、業務利用領域
を医療機関等が管理できるように
するほか、モバイルデバイスマネ
ジメント（MDM）やモバイルアプ

29

物理層に係る
Microsoft Az
ure の管理対
象範囲有無

○

○

○

○

○

○
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項目番号

5.公衆無
線 LAN の
利用禁止
3.2.8 災
害等の非
常時の対
応につい
ての安全
管理対策

（ア）障
害時にお
ける見読
性確保に
関する安
全管理対
策

No

要求事項

231

リケーションマネジメント（MA
M）等を施すことで、医療機関等
が所有し管理する端末と同等のセ
キュリティ対策の徹底を図ること
などが考えられる。
① 業務上、サービスに関する情
報を格納するモバイル端末を持ち
出す場合には、公衆無線 LAN へ
の接続は行わない。
① 障害等が生じた場合の責任分
界を明確にした上で、稼動を保証
するサービスの範囲について、サ
ービス仕様適合開示書に基づき、
医療機関等と合意する。

1.障害時
の責任分
界

仮想層に係る当社の対応状況

232

2.医療機
関への情
報提供

233

3.外部フ
ァイル等
の出力
234

4.遠隔地
のバック
アップに
関する見
読性
235

5.見読性
の確保の
支援機能

236

対応状況

① 医療情報を医療機関等に保存
する場合に、障害時における見読
性確保のために医療機関等側で講
じうる方策に関する情報提供につ
いて、サービス仕様適合開示書に
基づき、医療機関等と合意する。
① 医療情報を医療機関等に保存
する場合に、障害時の見読性を確
保するために必要な外部ファイル
等の出力に関する機能の提供の有
無、内容について、サービス仕様
適合開示書に基づき、医療機関等
と合意する。
① 医療情報を医療機関等に保存
する場合に、障害時の見読性を確
保するために遠隔地に保存するバ
ックアップデータの利用のための
機能、利用に必要な情報の提供、
条件等について、サービス仕様適
合開示書に基づき、医療機関等と
合意する。

① 緊急時に備えた医療機関等に
おける診療録等の見読性の確保を
支援する機能（例えば画面の印刷
機能、ファイルダウンロードの機
能等)をサービスに含めること及
びこれに必要なセキュリティ等の
情報提供について、サービス仕様
適合開示書に基づき、医療機関等
と合意する。

30

当社では、業務端末を社外で利用する場合は、必ず
暗号化されたネットワークを利用し、オープンネッ
トワークには接続しないルールを策定しており、当
該ルールに基づく社内教育をおこなっています。
障害発生時の責任分界については、下記の通りで
す。物理ネットワーク・物理機器、データベース以
外のミドルウェアについては、Microsoft Corporat
ion が提供する Microsoft Azure が管理主体として
います。仮想層、仮想ネットワーク、データベー
ス、アプリケーションの管理主体は当社の責任にな
ります。当社サービスにアクセスするまでのネット
ワークのうちインターネットサービスプロバイダー
が主管しているものはユーザが管理主体としていま
す。障害発生時の責任分界は、上述の内容も含め本
リファレンスをサービス仕様適合開示書の位置付け
で医療機関等に開示しています。上述の当社の管理
体制について追加的なご要望がある場合は、個別の
ご相談とさせて頂いています。物理層を管理する M
icrosoft Azure による取り組み状況は『Microsoft
Azure』対応セキュリティリファレンスをご参照く
ださい。
当社サービスでは、クラウド型で Web ブラウザを通
じて利用するため、医療情報は医療機関等に保存頂
く運用は行っておらず、全ての情報はクラウド基盤
上で管理されています。医療情報等の保存について
も同様にクラウド基盤上で管理しています。なお、
クラウド基盤上のデータは冗長化と定期的なバック
アップを行っています。クラウド基盤のデータセン
ター災害時にはデータを復元したうえで迅速に医療
情報システムを復旧できる対策をしています。加え
て、当社サービスにシステム障害が発生するリスク
に備えた措置として、当社サービスには PDF ダウン
ロードという機能を提供しています。この機能を使
うことで、その医療機関での医療情報をその指定し
た端末に PDF で常にバックアップを取ることがで
き、医療情報システムが使えない状況でも、医療機
関で診療行為が継続できるようにしています。上述
の内容も含め、当社では、本リファレンスをサービ
ス仕様適合開示書の位置付けで医療機関等に開示し
ています。上述の当社の管理体制について追加的な
ご要望がある場合は、個別のご相談とさせて頂いて
います。物理層を管理する Microsoft Azure による
取り組み状況は『Microsoft Azure』対応セキュリ
ティリファレンスをご参照ください。
当社サービスには PDF ダウンロードという機能を提
供しています。この機能を使うことで、その医療機
関での医療情報をその指定した端末に PDF で常にバ
ックアップを取ることができ、医療情報システムが
使えない状況でも、医療機関で診療行為が継続でき
るようにしています。なお、当社では、本リファレ
ンスをサービス仕様適合開示書の位置付けで医療機
関等に開示しています。上述の当社の管理体制につ
いて追加的なご要望がある場合は、個別のご相談と
させて頂いています。物理層を管理する Microsoft
Azure による取り組み状況は『Microsoft Azure』
対応セキュリティリファレンスをご参照ください。

物理層に係る
Microsoft Az
ure の管理対
象範囲有無

○

○

○

○
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項目番号
（イ）災
害等の非
常時の対
応に関す
る安全管
理対策

No
1.BCP 等
の
策定

237

238

要求事項

仮想層に係る当社の対応状況

① サービスに係る BCP 及びコン 当社では Microsoft Corporation が提供するクラウ
テンジェンシープランの策定を行 ド基盤 Microsoft Azure にてサービス提供を行って
う。
いるため、物理層の主管は Microsoft Corporation
となることから、物理的なシステム環境が利用不可
となる事態、あるいは悪意ある外部者によるプラッ
トフォームを標的とするサイバー攻撃を想定した事
② ①で策定する BCP 及びコンテ 業継続計画は独自では策定していません。本内容に
ンジェンシープランには、非常時 ついては、『Microsoft Azure』対応セキュリティ
における体制及びサービス回復手 リファレンスをご参照ください。なお、当社所管の
仮想層を対象とした、当社サービスの事業継続計画
順等の内容を含める。
には次の事項を含めて文書化、及び関係者間の認識
共有を図っており、当社の所管範囲で、事業継続に
影響のないようにしています。
③ ①で策定した BCP 及びコンテ ・障害発生時の全体フロー
ンジェンシープランに基づくサー ・障害発生時の障害レベル判断手順
ビス内容について、サービス仕様 ・障害発生時の関係者の共有、対応人員の配置
適合開示書に基づき、医療機関等 ・一次対応手順
・恒久対応手順
と合意する。
・障害発生時の医療機関への周知フロー
・各所関係への連絡フロー

239

2.非常時
のサービ
スの運用

240

241

242

243
3.サイバ
ー攻撃等
への対応
244

245

対応状況

① 非常時に用いる利用者アカウ
ント及び非常時用の機能の有効化
のための措置について、サービス
仕様適合開示書に基づき、医療機
関等と合意する。
② 非常時に用いる利用者アカウ
ントの利用状況については定期的
にレビューを行う。
③ 非常時に用いる利用者アカウ
ントが利用された場合、システム
管理者及び運用者がこれを速やか
に確認できるための措置を講じ
る。
④ 非常時に有効化した利用者ア
カウント及び非常時用の機能につ
いては、正常復帰後、速やかに無
効化を図る。
① サイバー攻撃等により、サー
ビスの提供に支障が生じた場合
に、その原因探査に必要なログ等
の記録を保全するための措置を講
じる。

また、当社所管の仮想層における障害復旧のプロセ
スについては、障害レベルの大小含めた日々のなか
で起きるトラブルの中で実務的に検証を重ねてお
り、問題発生の度に、問題箇所の原因追求再発防止
策ならびに、このプロセスの振り返りを行い、常に
具体的な業務フローや手順等の見直しを実施してい
ます。上述の内容も含め、当社では、本リファレン
スをサービス仕様適合開示書の位置付けで医療機関
等に開示しています。上述の当社の管理体制につい
て追加的なご要望がある場合は、個別のご相談とさ
せて頂いています。
当社サービスではシステム障害等の非常時に用いる
利用者アカウントは存在しません。また、全ての操
作を行うことが可能な特権 ID は原則利用禁止とし
ており、パスワードも当社の限られた管理者のみが
把握している状況です。緊急時において特権 ID を
利用する必要が生じた場合は、管理者が担当者にパ
スワードを通知した上で、作業終了後に、作業内容
を検証し、本来行うべきでない作業を行っていない
かを点検しています。作業終了後には、管理者がパ
スワードを適時に変更することで、不適切な特権 I
D の利用が発生しないようにしています。物理層を
管理する Microsoft Azure による取り組み状況は
『Microsoft Azure』対応セキュリティリファレン
スをご参照ください。

当社所管の仮想層のアクセスログ、エラーログ、パ
フォーマンスログは常に監視しており、システム障
害あるいは外部攻撃の発生に伴う異常時には通知を
トリガーに調査するような運用をしています。物理
層を管理する Microsoft Azure による取り組み状況
は『Microsoft Azure』対応セキュリティリファレ
ンスをご参照ください。
② ①の場合において、サービス サイバー攻撃に伴う障害の発生時には、下記の手順
に生じている障害の状況及び復旧 に基づき、医療機関であるユーザへ告知、または報
に関する見通し等について、医療 告を行うこととしています。障害発生時の初期連絡
機関等に速やかに報告を行う。
は、問題発覚時にメールまたは当社サービスの通知
機能を用いて告知を行います。復旧対応に時間を要
する場合は、暫定対応や現状の状況などを同じくメ
ールまたは当社サービスの通知機能を用いて告知を
行います。ユーザへの影響が大きな障害について
は、発生内容、発生原因、対策等を報告書として取
りまとめ、影響があったユーザへメールまたは電話
で報告を行います。物理層を管理する Microsoft A
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物理層に係る
Microsoft Az
ure の管理対
象範囲有無

○

○

○

○
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項目番号

No

246

247

4.サービ
ス回復後
のデータ
整合性の
確保

3.2.9
個人情報
を含む医
療情報を
外部と交
換する場
合の安全
管理対策

（ア）ネ
ットワー
クに関す
る安全管
理対策

248

1.ネット
ワーク経
路におけ
る全般的
な安全管
理対策

要求事項

仮想層に係る当社の対応状況

③ ①の場合において、医療機関
等が行う必要のある所管官庁への
連絡･報告のために提供する資料
の範囲、条件等について、サービ
ス仕様適合開示書に基づき、医療
機関と合意する。

④ ③で定める、医療機関等が所
管官庁に対して法令に基づき提出
する資料を円滑に提出できるよ
う、サービスの提供に用いるアプ
リケーション、プラットフォー
ム、サーバ･ストレージ等は国内
法の執行が及ぶ場所に設置する。
① 非常時に行ったデータ処理の
結果が、サービス回復後に齟齬が
生じないよう、データの整合性を
確保するための対応策（規約の策
定･検証方法の規定等）を講じ
る。
① ネットワークにおいて、情報
の盗聴、改ざん、誤った経路での
通信、破壊等から保護するために
必要な措置（情報交換の実施基
準･手順等の整備、通信の暗号化
等）を行う。

249

250

251

252

253

対応状況

② アクセス先のなりすまし（セ
ッション乗っ取り、フィッシング
等）等を防ぐのに必要な措置(サ
ーバ証明書の導入等）を行う。
③ 経路の安全性確保のため、IPS
ec + IKE への対応や閉域ネット
ワークへの対応等及びその条件等
について、サービス仕様適合開示
書に基づき、医療機関等と合意す
る。
④ ネットワーク経路におけるウ
イルスや不正なメッセージの混入
等の改ざんに対する防護措置に関
するクラウドサービス事業者の役
割の範囲について、サービス仕様
適合開示書に基づき、医療機関等
と合意する。
⑤ 医療機関等がチャネル･セキュ
リティの確保を閉域ネットワーク
の採用に期待する場合、サービス
の閉域性の範囲に関する情報につ
いて、サービス仕様適合開示書に
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zure による取り組み状況は『Microsoft Azure』対
応セキュリティリファレンスをご参照ください。
サイバー攻撃の対象が当社サービスの責任範囲内で
あった場合、所轄官庁への連絡報告に必要な情報と
して、被害・影響範囲（もしくは推定での影響範
囲）、想定されうる攻撃手法に関する情報をメール
または電話で報告・連絡することとしています。上
述の内容も含め、当社では、本リファレンスをサー
ビス仕様適合開示書の位置付けで医療機関等に開示
しています。上述の当社の管理体制について追加的
なご要望がある場合は、個別のご相談とさせて頂い
ています。物理層を管理する Microsoft Azure によ
る取り組み状況は『Microsoft Azure』対応セキュ
リティリファレンスをご参照ください。
当社サービスで利用している Microsoft Corporati
on のクラウド基盤 Microsoft Azure は、東日本と
西日本の 2 拠点に位置しているため、医療機関等か
ら受託した医療情報は全て日本国内に保管されてい
ます。

システム障害またはサイバー攻撃時に、何かしらの
理由で医療機関等から受託する医療情報に欠損や不
整合等が発生した場合は、該当する医療機関に対し
て、直前のバックアップデータに基づく復旧サービ
スを提供することとしています。本件に関する当社
の責任範囲については、当社サービスの利用規約に
記載していますので、ご確認ください。
本番環境に関するセキュリティゲートウェイは、当
社サービスを構築・運用するクラウド基盤を提供す
る Microsoft Corporation の主管となります。Micr
osoft Azure の取り組み状況は『Microsoft Azur
e』対応セキュリティリファレンスをご参照くださ
い。なお、Microsoft Corporation によるセキュリ
ティ対策に加え、クラウド基盤上での当社サービス
固有の取り組みとして、ファイアウォールによるポ
ートや接続制限を行っています。またログ監視を通
して、異常検出をした際は、管理者にメールで通知
が行われる仕組みを採用しています。異常検出した
際は、原因分析、再発防止を検討した上で、システ
ム上の対応を行うフローの整備をしています。な
お、医療機関等が当社サービスにアクセスする際
は、TLS1.2 での接続及びクライアント証明書を必
須にしており、クライアント証明書が認証された端
末からのみアクセス可能としています。
当社サービスは、サーバ側での TLS1.2 のサーバ証
明書、ならびに TLS1.2 のクライアント証明書の両
方式を採用することで、アクセス先のなりすまし等
の対策を講じています。
当社はインターネットを介したサービス提供を行っ
ているため、ネットワーク経路の安全措置は No24
9、No250 で記載する方針に基づき行っており、閉
域ネットワーク等を用いたサービス提供は実施して
いません。なお、ネットワーク経路におけるウイル
スや不正なメッセージの混入等の改ざんに対する防
護措置については、物理層を管理する Microsoft C
orporation によるセキュリティ対応策を前提とし
た観点より、医療機関等への安全かつ継続的なサー
ビス提供を可能とする追加措置として、No249、No2
50 に記載する当社の仮想層の取り組みを行ってい
ます。上述の内容も含め、当社では、本リファレン
スをサービス仕様適合開示書の位置付けで医療機関
等に開示しています。上述の当社の管理体制につい
て追加的なご要望がある場合は、個別のご相談とさ
せて頂いています。当社の取り組みの前提となる M
icrosoft Corporation による対応状況は『Microso
ft Azure』対応セキュリティリファレンスをご参照

物理層に係る
Microsoft Az
ure の管理対
象範囲有無

○

○

○

○

○

○
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項目番号

No

2.医療機
関等から
のネット
ワーク経
路の確認

254

対応状況

要求事項

仮想層に係る当社の対応状況

基づき、医療機関等と合意する。
① 医療機関等からクラウドサー
ビス事業者までのネットワークに
おいて、医療機関等の送受信の拠
点の出入り口･使用機器･使用機器
上の機能単位･利用者等の必要な
単位で経路の確認を行う。

ください。
当社サービスに対して医療機関等がアクセスするま
でに必要となる施設内部の物理的なネットワーク、
及び ISP 事業者が提供するインターネットサービス
は、医療機関等の医療機関等の主管範囲とさせて頂
いています。よって、本事項は当社の管轄範囲外と
なります。

② ①において、医療機関等が外 当社サービスは、他のクラウドサービス事業者との
部接続するサーバ等とクラウドサ サーバ間接続はおこなっていないため、本項目は対
ービス事業者のサーバとの間の相 象外となります。
互認証を行う。
255

256

257

3.ネット
ワーク経
路対応に
用いる機
器

258

259

4.暗号化
対策

260

261

262

③ ①について、事業者が保守業
務を再委託している場合には、事
業者と再委託先との接続では、別
途なりすましを防止する策を講じ
る。
④ 厚生労働省ガイドライン第 5
版 6.11 C 項の 2 に基づいて医
療機関等が採用する通信方式認証
手段が妥当なものであることの確
認について、サービス仕様適合開
示書に基づき、医療機関等と合意
する。
① ルータ等のネットワーク機器
は、ISO15408 で規定されるセキ
ュリティターゲット又はそれに類
する文書が、本ガイドラインに適
合しているものを選定する。
② ネットワークで用いられる医
療機関等の施設内のルータについ
て、これを経由して施設間を結ぶ
VPN の間で送受信ができないよ
うに経路設定すること等に関する
クラウドサービス事業者の役割分
担について、サービス仕様適合開
示書に基づき、医療機関等と合意
する。
① 送信元と送信先の間で、暗号
化等の情報そのものに対するセキ
ュリティ対策を実施する。
② サービスの提供において SSL/
TLS を用いる際には、TLS1.2 に
対応した措置を講じる。
③ ②のほか、医療機関等がメー
ルの暗号化（S/MIME 等）やファ
イルの暗号化への対応を求める場
合には、その対応に必要な措置及
び条件等について、サービス仕様
適合開示書に基づき、医療機関等
と合意する。
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当社サービスに対して医療機関等がアクセスするま
での施設内部の物理的なネットワーク、及び ISP 事
業者が提供するインターネットサービス自体は、医
療機関等の医療機関等に決定・管理頂くもので、医
療機関等の主管範囲とさせて頂いているため、本事
項は当社の管轄範囲外となります。

当社サービスは、Microsoft Corporation が提供す
るクラウド基盤 Microsoft Azure 上で提供されてい
るため、医療機関等から当社サービスにインターネ
ットを経由してネットワーク接続する際に必要とな
る物理的なネットワーク機器類の主管は Microsoft
Corporation となります。よって、本事項は当社
の管轄範囲外となります。Microsoft Azure の対応
状況は『Microsoft Azure』対応セキュリティリフ
ァレンスをご参照ください。

データ送受信の際の安全性については、通信を TLS
1.2 でクライアント証明書を入れることで暗号化し
ており、改ざんや傍受防止をしています。

当社で機密情報を交換する場合、セキュアファイル
交換サービス（NRI セキュアテクノロジーズ株式会
社が提供する「クリプト便」）を利用する方針とし
ています。ファイルにパスワードをかけたうえで、
セキュアファイル交換サービスを介して、ファイル
の授受を行っています。緊急時も同様に運用してい
ます。セキュアファイル交換サービスを使うこと
で、通信を暗号化した上で安全にファイルをやりと
りすることができるため、データの完全性、機密性
を担保しています。上述の内容も含め、当社では、
本リファレンスをサービス仕様適合開示書の位置付
けで医療機関等に開示しています。上述の当社の管
理体制について追加的なご要望がある場合は、個別
のご相談とさせて頂いています。なお、物理層に係

物理層に係る
Microsoft Az
ure の管理対
象範囲有無

－
（当社提供
サービスに
含まれない
もののた
め、Micros
oft Azure
による取り
組み状況対
象外）
－
（当社提供
サービスに
含まれない
もののた
め、Micros
oft Azure
による取り
組み状況対
象外）
－
（当社提供
サービスに
含まれない
もののた
め、Micros
oft Azure
による取り
組み状況対
象外）

○

○

○
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項目番号

No

5.通信経
路の暗号
化対策
263

264

265

266

6.回線の
品質等

要求事項

仮想層に係る当社の対応状況

① オープンなネットワークを介
して HTTPS を利用した接続を行
う際は、TLS の設定はサーバ/ク
ライアントともに「SSL/TLS 暗号
設定ガイドライン」に規定される
最も安全性の高い「高セキュリテ
ィ型」に準じた適切な設定を行
う。
② SSL-VPN は、原則として使用
しない。

③ サービス提供に際して、ソフ
トウェア型の IPsec 又は TLS1.2
により接続する場合、セッショ
ン間の回り込み（正規のルートで
はないクローズドセッションへの
アクセス）等による攻撃につい
て、適切な対策を実施する。
④ 医療機関等における利用者が
ソフトウェア型の IPsec 又は TL
S1.2 により接続する場合、セッ
ション間の回り込み（正規のルー
トではないクローズドセッション
へのアクセス）等による攻撃につ
いての、適切な対策に関する情報
提供を行う。情報提供の範囲、条
件等について、サービス仕様適合
開示書に基づき、医療機関等と合
意する。
① 回線の管理、品質等に対する
クラウドサービス事業者の責任の
範囲、役割等について、サービス
仕様適合開示書に基づき、医療機
関等と合意する。

267

7.医療機
関等の外
部からの
サービス
利用

268

（イ）保守における
通信上の安全管理対
策
269

対応状況

① 医療機関等の利用者が、医療
機関等の外部からサービスを利用
する場合に、医療機関等の利用者
が用いる PC の作業環境に仮想デ
スクトップ等の技術を導入するた
めのクラウドサービス事業者の役
割分担等につき、サービス仕様適
合開示書に基づき、医療機関等と
合意する。

リモートメンテナンスにより保守
を行う場合、必要に応じて適切な
アクセスポイントの設定、プロト
コルの限定、アクセス権限管理等
の安全管理措置を講じる。
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る Microsoft Azure の対応状況は『Microsoft Azur
e』対応セキュリティリファレンスをご参照くださ
い。
当社サービスはオープンネットワークを利用します
が、サーバ証明書、クライアント証明書ともに IPA
が推奨する SSL/TLS 暗号設定ガイドラインの高セキ
ュリティの各項目（TLS1.2、鍵長等）を充足した体
制でサービスを提供しています。なお、物理層に係
る Microsoft Azure の対応状況は『Microsoft Azur
e』対応セキュリティリファレンスをご参照くださ
い。
当社サービスでは SSL-VPN は利用していません。な
お、物理層に係る Microsoft Azure の対応状況は
『Microsoft Azure』対応セキュリティリファレン
スをご参照ください。
当社サービスの提供側のネットワークは、オープン
ネットワークとの接続口にゲートウェイを設定して
おり、不必要な通信やアクセスがないようセキュリ
ティ対策をしています。なお、物理層に係る Micro
soft Azure の対応状況は『Microsoft Azure』対応
セキュリティリファレンスをご参照ください。
医療機関等に当社サービスを利用する端末にセキュ
リティ対策ソフトを導入頂くことで、オープンネッ
トワークに接続している端末がマルウェア等のサイ
バー攻撃を受けることによる、TLS1.2 のセッショ
ン間の回り込みリスクを低減する対策としていま
す。なお、物理層に係る Microsoft Azure の対応状
況は『Microsoft Azure』対応セキュリティリファ
レンスをご参照ください。

当社サービスに対して医療機関等がインターネット
を経由してアクセスするためのネットワークは、医
療機関等の医療機関等の責任範囲とさせて頂いてい
るため、本事項は当社の管轄範囲外となります。加
えて、当社サービスは、Microsoft Corporation が
提供するクラウド基盤 Microsoft Azure 上で提供さ
れているため、医療機関等から当社サービスへのネ
ットワーク接続に際して用いられる物理的なネット
ワーク機器類の主管は Microsoft Corporation とな
ります。なお、Microsoft Azure の対応状況は『Mi
crosoft Azure』対応セキュリティリファレンスを
ご参照ください。
当社サービスは、医療機関等の端末にクライアント
証明書をインストールの上、TLS1.2 によりインタ
ーネット経由でアクセス可能となっており、医療機
関等の端末利用上の制限は特に設けていません。医
療機関等の外部から当社サービスにアクセスする場
合は、医療機関等側で利用端末のセキュリティを適
宜個別設定していただくことを前提としているた
め、本事項は当社の管轄範囲外となります。上述の
内容も含め、当社では、本リファレンスをサービス
仕様適合開示書の位置付けで医療機関等に開示して
います。上述の当社の管理体制について追加的なご
要望がある場合は、個別のご相談とさせて頂いてい
ますなお、物理層を管理する Microsoft Azure の対
応状況は『Microsoft Azure』対応セキュリティリ
ファレンスをご参照ください。
当社サービスは Microsoft Corporation が提供する
クラウド基盤 Microsoft Azure を用いてサービスを
提供しているため、システムの開発・運用業務は全
てリモートアクセス型となっています。これらの業
務における安全管理措置は、【3.2.6 情報システム
の改造と保守に関する安全管理対策 - （イ）保守
実施に関する安全管理対策】に記載の通りとなりま

物理層に係る
Microsoft Az
ure の管理対
象範囲有無

○

○

○

○

○

○

○

『きりんカルテ』ガイドライン対応リファレンス－総務省版－
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項目番号

（ウ）医
療機関等
との責任
分界に関
する取り
決め

No

要求事項

270

① 通常運用時及び非常時の医療
機関等と事業者との起点から終点
までの通信手順、その他厚生労働
省ガイドライン第 5 版 6.11 C
項の 6 で定めるネットワーク経
路及びこれに関連する機器等に係
る責任の所在を明確にし、事業者
の負う責任の範囲、役割等につい
て、サービス仕様適合開示書に基
づき、医療機関等と合意する。

1.通信経
路に関す
る責任分
界

271

272

2.患者等
が閲覧す
る場合 の
手 続 ･
責任分界

273

274

275

3.2.10 法 （ア）電子証明書に
令で定め よる電子署名
られた記
名･押印を
電子署名
で行うこ
とについ
ての安全
管理対策

276

277

対応状況

仮想層に係る当社の対応状況

② 交換する情報の機密レベルに
ついて、受領側で機密レベルが低
くならないよう、サービス仕様適
合開示書に基づき、医療機関等と
合意する。
③ 医療機関等の管理者の患者等
に対する説明責任、管理責任等に
関し、事業者が負う責任の範囲、
役割等について、サービス仕様適
合開示書に基づき、医療機関等と
合意する。
① サービスにより管理する医療
情報を患者等の閲覧に供する場合
に、クラウドサービス事業者にお
いて対応すべきセキュリティ上の
措置の条件、内容等について、サ
ービス仕様適合開示書に基づき、
医療機関等と合意する。
② 医療情報を患者等の閲覧に供
する場合に、医療機関等及び患者
等の閲覧環境において対応すべき
セキュリティ上の対応に係る情報
の提供条件、内容等について、サ
ービス仕様適合開示書に基づき、
医療機関等と合意する。
③ 患者等が情報を閲覧する情報
システムのセキュリティに関する
説明責任等におけるクラウドサー
ビス事業者の責任の範囲、役割等
について、サービス仕様適合開示
書に基づき、医療機関等と合意す
る。
① 法令で署名又は記名･押印が義
務付けられた文書等において、記
名･押印を電子署名に代える場合
に、保健医療福祉分野 PKI 認証
局の発行する署名用電子証明書へ
対応することの可否を、医療機関
等に対して明らかにする。
② 保健医療福祉分野 PKI 認証局
の発行する電子証明書以外の、電
子署名法における認定認証事業者
が発行する電子証明書を用いて、
法令で定められた記名･押印を電
子署名で行うサービスを提供する
場合には、当該サービスにおける
本人確認方法及び検証方法につい

35

す。
当社がサービス提供に際してネットワーク通信にて
担う役割・責任範囲は、Microsoft Corporation が
管理するクラウド基盤 Microsoft Azure の上に構築
した仮想的なネットワークの範囲のみとなります。
本ネットワーク範囲については、アクセスログ、エ
ラーログ、パフォーマンスログは常に監視してお
り、異常時には通知をトリガーに調査する運用を行
っています。なお、医療機関等がインターネットを
経由して当社サービスへアクセスするまでのネット
ワーク範囲は、医療機関等の医療機関等の責任範囲
とさせて頂いているため、本事項は当社の管轄範囲
外となります。また、医療機関等から当社サービス
へのネットワーク接続に際しては、Microsoft Corp
oration 主管の物理的なネットワーク機器類との接
続が行われていますが、当該機器については Micro
soft Corporation の主管範囲となっています。Mic
rosoft Azure の取り組み状況は『Microsoft Azur
e』対応セキュリティリファレンスをご参照くださ
い。
医療機関等が当社サービスとデータの送受信をイン
ターネットワーク経由で行う場合は、通信経路を全
て TLS1.2 で暗号化しており、医療機関等/当社サー
ビス間で送受信データの機密度が低下しないように
しています。
当社サービスに関する通信経路に関する責任分界に
ついては、本リファレンスの開示をもって医療機関
等へ情報提供を行う体制としています。当社の管理
状況についてご意見・ご要望がある場合は、個別の
ご相談とさせて頂いています。

物理層に係る
Microsoft Az
ure の管理対
象範囲有無

○

○

○

当社サービスは、直接的に医療機関等の患者へのデ
ータアクセスは一切許可していないため、本事項は
対象外となります。

−
(当社提供
サービスに
含まれない
もののた
め、Micros
oft Azure
による取り
組み状況対
象外)

当社サービスは、保健医療福祉分野 PKI、ならびに
これに類する電子署名機能を提供していません。法
令で署名又は記名・押印が義務付けられた文書等
は、当社サービスでは取り扱っておりません。具体
的には、紹介状等は、当社サービスで内容記載した
ものを紙で出力した上で記名・押印したものを原本
とさせて頂いています。また、紙の書類を当社サー
ビスに取り込む際も、元の書類を原本として保管い
ただくようお願いをしており、取り込んだ書類はあ
くまでもコピーという扱いにしています。

−
(当社提供
サービスに
含まれない
もののた
め、Micros
oft Azure
による取り
組み状況対
象外)
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項目番号

No

278

（イ）タイムスタン
プの付与
279

280

281

（ウ）タイムスタン
プを付与する時点で
有効な電子証明書の
使用

3.3.6 外
部保存を
受託する
クラウド
サービス
事業者の
選定基準
及び情報
の取扱い
に関する
基準

282

（ア）医療機関等に
よるサービス選択の
ための事業者情報の
提供

283

要求事項

対応状況

仮想層に係る当社の対応状況

て、サービス仕様適合開示書に基
づき、医療機関等と合意する。な
お、電子署名法の規定に基づく認
定認証事業者の発行する電子証明
書を用いなくても「電子署名及び
認証業務に関する法律（平成 12
年法律第 102 号）」 第 2 条 1
項の要件を満たすことは可能であ
ることから、同等の厳密さで本人
確認を行い、さらに監視等を行う
行政機関等が電子署名を検証可能
であることを担保して、認定認証
事業者以外が発行する電子証書書
を利用する場合には、上記要件を
担保できることを示して、当該サ
ービスにおける本人確認方法及び
検証方法について、サービス仕様
適合開示書に基づき、医療機関等
と合意する。
③ 公的個人認証サービスにおけ
る署名用電子証明書を利用して、
法令で定められた記名･押印を電
子署名で行うサービスを提供する
場合には、当該サービスにおける
公的個人認証サービスに係る電子
証明書の検証方法等について、サ
ービス仕様適合開示書に基づき、
医療機関等と合意する。
① 電子署名を施す情報に対して
は、タイムスタンプを付与する。
この場合には、タイムスタンプの
内容･検証方法について、サービ
ス仕様適合開示書に基づき、医療
機関等と合意する。
② タイムスタンプを付与した情
報を取り扱う場合に、法定保存年
限内における当該タイムスタンプ
の有効性を検証する方法、対応方
法等について、サービス仕様適合
開示書に基づき、医療機関等と合
意する。
③ タイムスタンプを付与した情
報を取り扱う場合に、当該情報を
長期保存する場合に講じる対策等
について、サービス仕様適合開示
書に基づき、医療機関等と合意す
る。
① タイムスタンプを付与した情
報を取り扱う場合に、電子証明書
の失効前の電子署名の有効性を担
保するためのタイムスタンプの付
与方法等について、サービス仕様
適合開示書に基づき、医療機関等
と合意する。
① サービスの提供に係る契約に
際して、医療機関等の求めに応じ
て、以下の情報の提供を行う。
・医療情報等の安全管理に係る基
本方針･取り扱い規程等の整備状
況
・医療情報等の安全管理に係る実
施体制の整備状況
・実績等に基づく個人データ安全
管理に関する信用度
・財務諸表等に基づく経営の健全
性

36

物理層に係る
Microsoft Az
ure の管理対
象範囲有無

当社サービスは、保健医療福祉分野 PKI、ならびに
これに類する電子署名機能を提供していないため、
本項目は対象外となります。

−
(当社提供
サービスに
含まれない
もののた
め、Micros
oft Azure
による取り
組み状況対
象外)

当社では、医療情報等の安全管理に係る基本方針･
取り扱い規程等の整備状況等、医療情報等の安全管
理に係る実施体制の整備状況等は本リファレンスの
開示をもって、医療機関等へ情報提供を行う体制と
しています。また、個人データ安全管理に関する信
用度についても、第三者認定としてプライバシーマ
ークを取得しており、登録番号は、第 10824469（0
2）号である旨をホームページ上に掲載していま
す。当社の財務の信頼性については、財務諸表等は
公開していませんが、資金調達や財務に影響が大き
な事項については当社ホームページのニュースに掲
載をしています。なお、物理層を管理する Microso
ft Azure の対応状況は『Microsoft Azure』対応セ

○
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項目番号

（イ）受
託情報に
対する閲
覧制限

No

1.保 守 ･
運用にお
ける受託
情報の閲
覧制限

284

285

286

287

2.受託情
報の閲覧
制限のた
めの機能

288

289

（ウ）受
託情報の
解析及び
第三者提
供制限

1.受託情
報の解析
等の制限
等

290

291
2.受託情
報の解析
等の第三
者提供制
限

292

293

294

295

296

297

要求事項

対応状況

仮想層に係る当社の対応状況

① 受託した医療情報を保守･運用
を行うために閲覧するのは必要最
小限とする。
② ①の閲覧が必要な場合には、
緊急時を除き、システム管理者の
事前･事後の承認により実施す
る。
③ 受託した医療情報を緊急時に
閲覧した場合には、閲覧した受託
情報の範囲及び緊急で閲覧が必要
な理由等を示して、システム管理
者の承認を得る。
④ ①～③における閲覧に係る範
囲、手順等について、サービス仕
様適合開示書に基づき、医療機関
等と合意する。また②、③により
医療情報を閲覧した場合に、速や
かに医療機関等にその旨の報告を
行う。
① 予定された保守･運用等を行う
際に受託した医療情報を許可なく
閲覧できないようにするために、
権限設定等の対策を講じる。
② システム管理者、運用担当
者、保守担当者等が、意図しない
閲覧を行わないことを担保するた
めの措置（データベースの暗号化
等）を講じる。
① 受託した医療情報の解析･分析
は、サービス提供に係る契約とは
独立した契約に基づいて医療機関
等からの委託を受けた場合を除い
て行わない。
② 受託した医療情報を匿名加工
した情報も、医療情報に準じて取
り扱う。
① 受託した医療情報は、法令に
よる場合又は医療機関等の指示に
基づく場合を除き、患者本人を含
め、第三者への提供は行わない。
② ①の内容を、サービス提供に
係る契約に含める。
③ 医療機関等の指示に基づき、
受託した医療情報の第三者提供
（閲覧）を行う場合には、医療機
関等が許諾した者以外が閲覧･取
得できないように、3.2.3 及び 3.
2.9 に示す対応策を講じる。
④ ③により、第三者提供（閲
覧）を行う場合には、閲覧･取得
が可能な者の ID 及び利用権限に
ついて、医療機関等又はその委託
を受けた者（医療情報連携ネット
ワーク等）の指示に基づき、速や
かに変更･削除できる対応を行
う。
⑤ 医療機関等の指示に基づいて
受託した医療情報の第三者提供を
行った場合には、医療機関等に対
してその内容（提供先（閲覧
者）、閲覧情報、閲覧日時等）の
報告を行う。
⑥ ①～⑤により第三者提供及び
その報告を行うための条件、範囲
等について、サービス仕様適合開
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キュリティリファレンスをご参照ください。
受託した医療情報については、JIS Q 15001 が規定
している PMS に則り、個人情報を保護する体制を整
備しています。この体制のもと、受託した医療情報
へのアクセスに際しては、事前の承認/事後の検証
を徹底しており、緊急時においてもどのような医療
情報へのアクセスが発生したかについてレビューす
るプロセスを運用しています。また、仮想層（当社
管理）のアカウントを発行する際は、そのアカウン
トを利用する担当の業務に応じて最小限の権限を付
与しています。データアクセスについて閲覧する範
囲と、その範囲において閲覧のみか編集もするかと
いうマトリックスで権限をグルーピングしており、
権限を付与しており、想定外のデータアクセスが発
生しないような仕組みを整備しています。なお、物
理層を管理する Microsoft Azure の対応状況は『Mi
crosoft Azure』対応セキュリティリファレンスを
ご参照ください。

物理層に係る
Microsoft Az
ure の管理対
象範囲有無

○

当社では、受託した医療情報の解析・分析サービ
ス、及び第三者提供サービスを提供していないた
め、本事項は対象外となります。

−
(当社提供
サービスに
含まれない
もののた
め、Micros
oft Azure
による取り
組み状況対
象外)

『きりんカルテ』ガイドライン対応リファレンス－総務省版－
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項目番号

3.3.7 個
人情報の
保護につ
いての安
全管理対
策

（ア）診療録等の外
部保存委託先の事業
者内における個人情
報保護
（イ）外部保存実施
に関する患者への説
明

No

298

299

3.4.1 クラウドサービスの利用終
了における対応

300

301

302

303

304

305

要求事項

対応状況

仮想層に係る当社の対応状況

示書に基づき、医療機関等と合意
する。
① 個人情報保護対応策を、サー 当社サービスに関する個人情報の保護についての安
ビス仕様適合開示書に基づき、医 全管理対策については、本リファレンスの開示をも
療機関等と合意する。
って医療機関等へ情報提供を行うこととしていま
す。当社の管理状況についてご意見・ご要望、また
① 医療機関等が患者等に対して は医療機関等にて患者等への説明に際して追加的な
行う個人情報等の外部保存に関す 情報提供が必要となる場合は、個別のご相談とさせ
る説明に必要な資料の提供とその て頂いています。
範囲、役割分担等について、サー
ビス仕様適合開示書に基づき、医
療機関等と合意する。
① サービスの一部又は全部の停 当社サービスの一部または全部の停止、または医療
止やサービス変更の場合（軽微な 機関等へのサービス内容の大幅な見直しが発生した
バージョンアップは含まない）に 場合は、半年以上（一般的な電子カルテの導入が 3
は、サービスを利用している医療 ヶ月から半年のため）前には事前告知のうえ、医療
機関等への影響を最小とするため 機関であるユーザが十分な検討と移行ができるよう
の措置を講じるほか、医療機関等 に行う方針です。なお、物理層を管理する Microso
が対応するために十分な期間をも ft Azure の対応状況は『Microsoft Azure』対応セ
って告知
キュリティリファレンスをご参照ください。
を行う。
② ①の場合、受託した医療情報 当社サービスに医療機関等から受託した情報のう
を、医療機関等に返却する。返却 ち、カルテ情報は全て PDF で出力可能、 レセプト
するデータの範囲（データ種類、 コンピュータ上の情報は、患者氏名病名等の頭書き
期間等）、データ形式(データ項 データを csv で出力可能としており、医療機関等の
目、項目の詳細、ファイル形
スムーズなデータ移行を支援しています。但し、カ
式）、返却方法、条件について
ルテに直接的に反映されない画像データ、患者メモ
は、サービス仕様適合開示書に基 等の情報の出力対応まではサポートしておりませ
づき、医療機関等と合意する。ま ん。なお、物理層を管理する Microsoft Azure の対
た医療機関等のサービス利用開始 応状況は『Microsoft Azure』対応セキュリティリ
後に、サービス仕様適合開示書の ファレンスをご参照ください。
内容を変更する場合には、①に準
じた対応策を講じる。
③ ②におけるデータの返却につ 当社サービスに医療機関等から受託した情報の返却
いては、厚生労働省ガイドライン 手続としては、カルテ情報については PDF によるデ
第 5 版「5 情報の相互運用性と ータ出力、患者氏名病名等の頭書きデータについて
標準化について」に従って行うこ は csv での出力を基本方針としています。SS-MIX2
ととし、その内容について医療機 や HL7 等のデータ出力は今後対応する予定ですが、
関等と合意する。なお、返却する 上記の対応方針に係る追加的なご依頼・ご要望事項
データに、クラウドサービス事業 があれば、別途個別に相談させてください。なお、
者において
物理層を管理する Microsoft Azure の対応状況は
実施した不可逆的な圧縮（画像デ 『Microsoft Azure』対応セキュリティリファレン
ータ等）や変換（パスワード等） スをご参照ください。
によるデータが含まれる場合があ
るので、その旨も合わせて、サー
ビス仕様適合開示書に基づき、医
療機関等と合意する。
④ ①においてサービスの変更を No300 に記載の通り、3 ヶ月から半年のため）前に
含むサービスの一部又は全部の停 は事前告知のうえ、医療機関であるユーザが十分な
止（軽微なバージョンアップは含 検討と移行ができるように行う方針としています。
まない）が生じる場合の医療機関 当該方針に係る追加的なご依頼・ご要望事項がある
等への対応の内容（移行支援等
場合は個別相談とさせていただきます。なお、物理
で、②の対応は除く）、条件等に 層を管理する Microsoft Azure の対応状況は『Micr
ついて、サービス仕様適合開示書 osoft Azure』対応セキュリティリファレンスをご
に基づき、医療機関等と合意す
参照ください。
る。
⑤ 医療機関等の都合により医療 当社サービスの利用を医療機関等が停止する場合に
機関等のサービス利用が終了する おいても、PDF によるカルテ情報の出力、患者の頭
場合も、②、③に示す対応策を講 書きデータの出力対応を行っており、スムーズなデ
じる。
ータ移行が行えるようにしています。なお、物理層
を管理する Microsoft Azure の対応状況は『Micros
oft Azure』対応セキュリティリファレンスをご参
照ください。
⑥ サービス提供の停止又は医療 当社サービスはクラウド型で Web ブラウザを通じて
機関等におけるサービス利用停止 利用する方式で提供しており、接続する端末に医療
が生じた場合は、速やかに、記録 情報ならびに個人情報が保存されないようにしてい
の削除、媒体の廃棄等を行う。記 ます。また社内での保守運用では、医療情報が端末

38

物理層に係る
Microsoft Az
ure の管理対
象範囲有無

○

○

○

○

○

○

○

『きりんカルテ』ガイドライン対応リファレンス－総務省版－
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）
項目番号

No

306

307

3.5 オンライン診療システム提供
事業者における安全管理対策
308

309

310

3.6 PHR サービス事業者における
安全管理対策

要求事項

対応状況

仮想層に係る当社の対応状況

録の削除、媒体の廃棄等を行った で保存されることがないようサーバ上で業務が完結
場合には、これを証明する資料を するように運用しています。上記の通り、仮想層上
医療機関等に対して提出する。
では、利用者の端末に加え、当社の保守運用作業に
おいても、サーバのみにデータを管理しているた
め、受託した医療情報の削除、および廃棄照明の提
示は、仮想層上でのデータ削除の記録証明を提出し
ています。また、物理的な破棄については、サーバ
を物理的に主管する Microsoft Corporation の取り
組みに準拠しています。Microsoft Azure の取り組
み内容は『Microsoft Azure』対応セキュリティリ
ファレンスをご参照ください。
⑦ ⑥に関して、医療機関等への 医療機関等のユーザが、当社サービスの利用終了後
サポート（所管官庁への情報提供 において、一部のデータ等をサービス上に残したい
含む）等に関連して必要最低限の と希望した場合は、データはサーバ上に継続して保
範囲で、記録を保持し続ける場合 管し、データの管理方法、安全管理措置等について
には、その目的、範囲、期間、記 は、利用している医療機関同様の内容でおこないま
録の管理方法、安全管理措置、連 す。サービス終了後もデータを保持する場合の取り
絡先等について、サービス仕様適 組み状況は、本リファレンスをサービス仕様適合開
合開示
示書の位置付けで医療機関等に開示しています。当
書に基づき、医療機関等と合意す 社の運用管理状況についてご意見・ご要望がある場
る。
合は、個別のご相談とさせて頂いています。
⑧ ①～⑦についての手順等を、 当社サービスに関するクラウドサービスの利用終了
運用管理規程等に含める。
における対応方針については、本リファレンスをサ
ービス仕様適合開示所として開示することをもって
医療機関等へ情報提供を行うこととしています。当
社の管理方針についてご意見・ご要望、または医療
機関等にて患者等への説明に際して追加的な情報提
供が必要となる場合は、個別のご相談とさせて頂い
ています。
① オンライン診療システムにお 当社サービスはオンライン診療システムには該当し
いて、医療情報システムとの接続 ないため、本項目は対象外となります。
がある場合には、本ガイドライン
の「3.2」～「3.4」の要求事項
を、オンライン診療システムを提
供するクラウドサービス事業者に
も適用する。
② 患者側端末で利用するオンラ
イン診療システムの機能には、オ
ンライン診療の実施中に医療情報
システムと接続する機能等を含ま
ないこと、及びこれに関する情報
提供について、サービス仕様適合
開示書に基づき、医療機関等と合
意する。
③ 医師が利用するオンライン診
療システムを提供するクラウドサ
ービス事業者と患者との間の責任
分界について、サービス仕様適合
開示書に基づき、医療機関等と合
意する。
※PHR サービスにおける要求事項 当社サービスでは PHR サービスは提供していないた
群
め、本項目は対象外となります。
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物理層に係る
Microsoft Az
ure の管理対
象範囲有無

○

○

－
（当社提供
サービスに
含まれない
もののた
め、Micros
oft Azure
による取り
組み状況対
象外）

－
（当社提供
サービスに
含まれない
もののた
め、Micros
oft Azure
による取り
組み状況対
象外）

