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I. 基本情報 

電子計算機を結合するにあたり、結合するシステムとそのシステムで使用している個人情報ファイルの内容を記載する。 

1. 電子計算機を結合する事務の概要 

① 結合により実施する事務の

概要 

徳島県全域を対象に展開する医療連携ネットワークの ICT 基盤である医療・在宅介

護情報連携基盤（Electronic Health Record：EHR）「徳島県全域 EHR（愛称：阿

波あいネット）」を用いて、地域医療連携及び多職種連携における施設間の医療・在

宅介護情報の共有を行う。 

阿波あいネットでは、徳島県内で集約される医療情報を、収集した施設の別なく、

個人単位で一連の記録としてシームレスに統合し、地域医療及び地域包括ケアシステ

ムに携わる関係者間での共有を可能とし、医療における診断や治療の提供に活用する

ことで、医療の質・効率向上に貢献することを目的としている。当院においても、高

度なセキュリティを確保した上で阿波あいネットに参加することで、地域連携を円滑

にし、より良い医療の提供やサービスの質向上の実現を図るもの。研究では、医療や

介護データを阿波あいネットで共有することで、より良い医療・ケア・介護を提供す

る方法を研究するとともに、「阿波あいネット利用状況を分析」することを目的とし

ている。 

阿波あいネット参加同意者は、阿波あいネットが医療等データを収集・共有・利用

することを同意するとともに、当該研究においても「医療等データを参加施設が阿波

あいネットを用いて、阿波あいネットの利用状況を分析すること」に同意頂く。 

阿波あいネットは、平成 30 年 4 月に開始され、徳島県医師会と徳島県の協力を得

て３５病院・４４診療所・３薬局・２３施設が参加（２０２２年４月現在）しており、

今後も参加施設数は順次増える見込みである。 

阿波あいネット全体で 60,000 名の参加を目指している。 

 

 

 

② 結合するシステム 徳島県全域 EHR（愛称：阿波あいネット）  

③ 結合する個人情報の範囲 阿波あいネットのサービスの利用を希望する個人に対し、参加の同意を個別に取得

し、同意を得た個人のみの医療・介護データを収集する。 

④ 結合する情報 阿波あいネットに接続する施設全てにおいて、同意を得て収集された医療データの

授受を可能とする。通常診療において、各参加施設の責任者が必要と判断する場合、

情報の参照を行う。共有されるデータの内容は、以下の内容とする。 

・氏名、性別、生年月日、医療保険者情報、医療被保険者情報、介護保険者情報、介

護被保険者情報、郵便番号、住所、電話番号、各施設における個人を識別する符号

（カルテ番号等） 

・病名、処方、処置、注射、検体検査結果、検査画像、入退院情報、患者基本情報、
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アレルギー情報 

・退院時要約、検査所見、読影所見、診療情報提供書、返書、地域連携パス 

・訪問診療記録、訪問看護記録、サービス提供計画、サービス提供記録 

・フェイスシート（身長、体重や既往歴など）、バイタル（血圧や体温）、ＡＤＬ（日

常生活の動作評価や介護の必要度） 

 

⑤ 結合するシステムへの参

加・脱退 

・阿波あいネットへの参加に際しては、個別に同意を取得する。説明文書を用いて内

容等を説明し、同意を得る。 

・参加に同意した後でも、理由によらずいつでも参加をやめることができる。 

・各医療機関は、阿波あいネットの概要を説明し、同意書の記入を促す。個人から同

意書を受け取り保管し、定期的に阿波あいネット事務局宛に郵送する。 

・同意取得にあたっての説明では、同一の説明文書パンフレットを用い、同意内容を

統一している。また、説明にあたってのビラ、リーフレット、参加施設一覧、動画、

スライド等を準備しているが、これらも事務局が提供する統一されたコンテンツを

用いている。 

・同意取得時の説明内容の要点は以下の通りとしている。 

 ・阿波あいネットの目的、利用シーン、効果 

・情報共有される内容（データの項目） 

・情報共有される範囲（全参加施設で共有される、データを参照する職種等） 

・セキュリティと守秘義務 

・個人情報の取扱いについて本人同意の必要性、及び同意撤回 

・参加にあたっての自由意志の尊重 

・参加しなくとも診療において不利益がないこと 

 

⑥ 結合するシステムの参加施

設 

病院 （３５施設） 

・天満病院 ・川島病院 ・協立病院 ・田岡病院 ・寺沢病院 ・東洋病院 

・徳島健生病院 ・徳島県立中央病院 ・徳島市民病院 ・徳島大学病院 

・中洲八木病院 ・虹の橋病院 ・博愛記念病院 ・水の都記念病院 

・上那賀病院 ・JA 徳島厚生連 阿南医療センター ・徳島赤十字病院 

・徳島県立海部病院 ・海南病院 ・美波病院 ・徳島県立三好病院  

・市立三野病院 ・三加茂田中病院 ・三野田中病院 ・つるぎ町立半田病院 

・ホウエツ病院 ・JA 徳島厚生連 吉野川医療センター ・鴨島病院 ・藍里病院 

・稲次病院 ・吉野川病院 ・東徳島医療センター ・徳島県鳴門病院 

・岩朝病院 ・たまき青空病院 

 

医療診療所 （４２施設） 

・おかがわ内科・小児科 ・川島透析クリニック ・名東天満クリニック 

・日野谷診療所 ・木頭診療所 ・木沢診療所 ・阿南川島クリニック 
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・阿南天満クリニック ・藤野医院 ・ライフクリニック ・南徳島クリニック 

・大里医院 ・海陽町宍喰診療所 ・イワキ医院 ・小柴医院牟岐駅前クリニック 

・折野胃腸科内科 ・日和佐診療所 ・西祖谷山村診療所 ・東祖谷診療所 

・大歩危診療所 ・大野診療所 ・くはらクリニック ・林クリニック 

・木下医院 ・脇町川島クリニック ・鴨島川島クリニック ・安芸内科 

・井関クリニック ・春藤内科胃腸科 ・新野医院 ・藍住たまき青空クリニック 

・藍住川島クリニック ・橋本医院 ・鳴尾川島クリニック ・愛育小児科 

・芦田内科 ・国府クリニック ・徳島さくらクリニック 

・石井虹の橋クリニック ・上田医院 ・宇高耳鼻咽喉科 ・田中医院 

 

歯科診療所 （２施設） 

・こもだ歯科医院 ・笠原歯科クリニック 

 

薬局 （３施設） 

・ありす調剤薬局蔵本１丁目店 ・ありす調剤薬局 ・厚仁会薬局 

 

介護施設 （２３施設） 

 ・サービス付き高齢者向け住宅イツモスマイル ・特別養護老人ホーム恵光苑 

 ・サービス付き高齢者向け住宅イツモ南小松島 ・わきの里小規模多機能ホーム 

 ・訪問看護ステーションみやの ・若宮の里グループホーム  

・若宮の里小規模多機能ホーム ・清流の里グループホーム 

・サービス付高齢者向け住宅若宮の里 ・デイサービス若宮 

・若宮の里ヘルパーステーション ・住宅型有料老人ホームイツモ藍住 

・国府リハビリテーションフェニックス ・まごころ居宅介護支援事業所 

・まごころ訪問看護ステーション ・国府フェニックス在宅介護支援センター 

・ショートステイ阿波っ子 ・サービス付き高齢者向け住宅阿波っ子 

・ヘルパーステーション阿波っ子 ・デイサービス阿波っ子 

・グループホームフェニックス ・グループホームふれあい 

・まごころヘルパーステーション 

 

※令和４年４月１日現在 

 

2. 結合する理由 

①事務実施上の必要性 徳島市民病院は、阿波あいネットと電子計算機の結合をすべきと考えている。 

総務省で、健康寿命の延伸、医療費の適正化、医療分野の新産業、新たなサービス

の創出に向け、ICT による医療分野関係機関のネットワーク化を推進している。 

徳島県では徳島大学が中心となり、徳島県の医療機関が標準に準拠した双方向の情

報連携を進めることにより、EHR の利用価値が向上し、参加施設や患者の増加につ
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ながり、効果的な地域包括ケアや地域を越えた広域の医療情報連携の普及展開へ寄与

することを目的としている。 

次に、医療の方向として、「病院完結型」医療から「地域完結型」医療へ転換する

ために医療・介護連携やネットワーク化を図っていく必要があるとされている。 

この事業は地域連携、救急医療、災害時に大変有効な仕組みであり、徳島市民病院

も公立病院として地域医療、急性期医療、災害医療において求められている役割を果

たすべく電子計算機の結合とは別にその目的に賛同し、参加を決定している。 

東日本大震災では、いくつかの病院が津波によって流され、膨大な量の医療データ

が消失した。このことは、被災者の診療を行う上で大きな妨げとなった。徳島県も南

海トラフ地震に備えて対策が必要であり、阿波あいネットは有効な仕組みの１つと考

える。 

 

 

②実現が期待されるメリット ・各医療機関、在宅介護施設で医療・介護情報を連携することにより、施設ごとに保

持していた情報を患者単位で統合し、治療に携わる医療者間で情報を共有すること

ができる。医療情報の共有により、提供する医療の質・効率向上を図り、地域医療

に貢献する。 

・緊急時（災害発生時と救急搬送時）に、搬送先施設に医療と介護データを提供し、

救命救急や診療の継続に活用する。 

・初めて受診する医療機関でも、過去の治療内容が詳細に確認できる。 

・各医療機関、調剤薬局で処方歴を共有することで、重複処方や併用禁忌の防止につ

ながる。 

・各医療機関で検査結果を共有することで、重複検査や検査漏れの防止につながる。 

・中核病院（当院等）へ入院する際に、それまで受診していた、かかりつけ医での診

断や治療が詳細に共有される。 

・転院や退院時に、入院中の治療結果が、紹介先のかかりつけ医と詳細に共有される。 

・介護の記録が医療機関と共有されることで、より良いケアや医療に繋がる。 

  

3. 評価実施における担当部署 

①部署 徳島市民病院 事務部 医事経営課 

②所属長 医事経営課長 大川 勉 
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（別添１）事務の内容 

徳島県内におけるＥＨＲ基盤イメージ図 

 

 

（備考） 

≪システム構成≫ 

１ 患者情報名寄せ情報データベース 

  医療機関ごとに異なる患者番号を持つ同一患者を紐付け（名寄せ）の処理を行い、患者の基本情報や各医療機関の

患者番号を保管しているデータベースである。データベースに登録される内容は以下の内容とする。 

  ・地域連携 ID（阿波あいネットにおいて患者を識別可能な ID） 

  ・EHR 患者 ID（各 EHR において患者を識別可能な ID） 

  ・施設患者 ID（カルテ番号、患者 ID 等の各施設において患者を識別可能な ID） 

患者名寄せ情報 

データベース 

データセンター 

基
本
情
報
・
索
引 

情
報
実
体 

データセンター 

SS-MIX2 

ゲートウェイ 

XCA 

XDS 

患者 

PIX/PDQ 

NEC 電子カルテ 富士通電子カルテ 

各施設で散在する診療情報 

デ
ー
タ
セ
ン
タ
ー 

各
医
療
機
関 

徳島市民病院 

診療所・薬局 

レセプト電算 

HL７ 
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  ・患者氏名（カナ含む） 

  ・性別 

  ・生年月日 

  ・医療保険者番号 

  ・医療被保険者記号・番号 

  ・介護証記載保険者番号 

  ・介護被保険者番号 

  ・住所 

  ・電話番号 

２ ＰＩＸ／ＰＤＱ 

  厚生労働省標準規格によるメーカに依存しないシステム連携であり、患者の識別のための仕組みで、各医療機関で

管理されている患者番号と同時に地域で一意な番号を発行管理する仕組みである。 

  施設間での患者情報の紐づけを行うための仕組みである。 

３ ＸＣＡ／ＸＤＳ 

  厚生労働省標準規格によるメーカに依存しないシステム連携であり、施設間で共有する医療ドキュメントを互いの

施設から参照可能な箇所に格納する。施設間でドキュメントの交換が必要になった際に、該当するドキュメントを

検索することで、格納されている箇所から取り出し参照できる仕組みである。 

  施設間での医療情報の共有を行うための仕組みである。 

３ クラウドＥＨＲ・データセンター 

  各医療機関の医療情報を収集し、保管しているデータベースである。 

４ HumanBridge、ID-Link 

  複数の医療機関の医療情報を連携し、共有・統合するシステムである。 

  HumanBridge は、富士通社製である。ID-Link は、NEC 社製である。 

５ ＳＳ－ＭＩＸ２ ゲートウェイ 

  ＳＳ－ＭＩＸ（厚生労働省電子的診療情報交換推進事業）において策定された、医療機関を対象とした医療情報の

交換・共有のための規約である。①HIS(病院情報システム)情報ゲートウェイの電文仕様、②標準化ストレージの格

納仕様・ディレクトリ構造、③電子診療データ及び診療情報提供書のＣＤ仕様がある。 

  HIS 情報ゲートウェイは、医療情報交換のための標準規約である HL7 を用いて、電子カルテで管理している診療情

報を HIS 情報ゲートウェイへ送信し、標準化ストレージに格納する役割を持っている。 

６ ＨＬ７ 

  施設間・システム間での医療情報を交換するための標準規約で、データ交換の際の電文形式を定めたものである。 

７ レセプト電算 

  レセプトは、医療費の請求明細のことで、保険医療機関・保険薬局が保険者に医療費を請求する際に使用するもの

である。レセプト電算は、厚生労働省が定めた規格・方式に基づき CSV 形式のテキストで電子的に記録されたレ

セプトのことである。 
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  システム間情報連携図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備考） 

≪個人情報の流れ≫ 

１ EA サーバ 

  同意を得た患者リストを照合し、電子カルテと連携し医療データを収集するサーバです。収集した医療データをク

ラウド EHR へ送信する。 

２ クラウド EHR 

  データセンターにデータ本体が集積される。各施設から収集した医療データを患者個人単位で一連の記録として統

合し保存する。 

３ HumanBridge、ID-Link 

  各病院に設置されているゲートウェイサーバにデータ本体が集積される。データセンターには名寄せ情報が保管さ

れる。参照の際には名寄せ情報を基に、各病院のゲートウェイサーバにデータを問い合わせする。 

４ 患者情報名寄せ情報データベース 

  患者同意を得て名寄せされた時点で他病院のデータ本体と連携する。HumanBridge、ID-Link のデータとは、参

照の際に問合せがかかった時点でデータ本体が連携される。 

 

≪セキュリティ設定≫ 

１ 主なセキュリティ対策 

  ・システムセキュリティ対策：「三省ガイドライン」に準拠 

    厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第 5 版」 

    経済産業省「医療情報を受託管理する情報処理事業者向けガイドライン」 

    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」 

  ・「個人情報取扱規約」を設定、患者に明示して同意取得をする。 

  ・利用者、保守事業者、ネットワークシステム事務担当者などが遵守すべき規定を設定し、明示する。 

 

 

 

徳島市民病院 
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２ 関係先の対策 

  (1) 当院 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜医療情報連携＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・阿波あいネットサーバ（クラウドシステム）と EHR ストレージサーバ兼送信サーバ（EA サーバ）間のセキ

ュリティについては、インターネット回線を用いた IP-SecVPN になる。また、ファイアウォール等を用い

たセキュリティ対策を施す。 
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・ 患者同意情報が日々、阿波あいネットサーバ上で更新され、その患者の同意者情報のみを施設側EAサーバ

機で選別し、合意された患者情報のみを阿波あいネットサーバへ転送する。 

・VPN 

公衆網を用いて接続先サイトとの間で通信路の暗号化を行い、安全な通信路を提供するネットワーク技術。 

・FW（ファイアウォール） 

「防火壁」と呼ばれ、コンピュータ・ネットワークにおいて、通過させてはいけないネットワークアクセ

スを阻止する役割を担うネットワーク機能を指す。 

   ・プロキシサーバ 

     代理サーバ：他のコンピュータの「代理」として他のサーバと通信するサーバの事を指す。 

キャッシュ／フィルタリング／通信経路変更／匿名化処理などを行う。 

・ONU 

  光通信ネットワークの終端に設置され、光信号・電気信号間の変換と光信号の多重・分離をするデータ回

線終端装置。  

＜医療情報参照＞ 

 

・電子カルテ端末のブラウザーから https でアクセスを行い、阿波あいネットの医療情報を参照する。院内ネ

ットワークからプロキシサーバを経由して特定サイト：阿波あいネットサイトへのアクセスを許可する。 

・外部ネットワーク（インターネット）と内部ネットワーク（院内電子カルテ領域）との間に DMZ（EHR ネ

ット領域）を敷設する。DMZ 敷設により内部ネットワークをインターネットから隠蔽し、万が一 DMZ に設

置したインターネット公開サーバが不正アクセスの攻撃を受けた場合でも、内部ネットワークに被害が及ば

ない構成となる。 

・ネットワーク・セグメント 

  ネットワークシステムの中で特定の用途で個別に定義され、独立した通信領域を指す用語。 

・DMZ 

     「非武装地帯」と呼ばれ、インターネットなどの信頼できないネットワークと、社内ネットワークなど

の信頼できるネットワークの中間に置かれるセグメント。 

ファイアウォールで囲まれたセグメントとして存在し、インターネットからの不正なアクセスから保護

されるとともに、内部ネットワークへの被害の拡散を防止する位置づけの領域。 

   ・https 

HTTPによる通信を安全に行うためのプロトコル。HTTPS自体はプロトコルではなく、SSL/TLS

プロトコルによって提供されるセキュアな接続の上でHTTP通信を行うことをHTTPSと呼ぶ。 
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  (2) クラウドＥＨＲ・データセンター 

    ・患者名寄せ情報データベースは、クラウドシステムと同じデータセンター内に設置するので、両者間での外

部接続はありません。 

    ・データセンター間のネットワークについては、NTT データの閉域 IP 網を利用し、セキュリティは IP-VPN

を採用する。 

    ・不正アクセス対策として、不正アクセス時の被害区域を最小限に留めるため、システム機能・目的別にネッ

トワークセグメントを細分化する。 

    ・不正アクセス対策として、外部とのネットワーク接続境界にはファイアウォールを設置し、必要最低限の通

信ポート以外は遮断する。 

    ・不正アクセス対策として、定期的にセキュリティ診断を行い、システムの脆弱性対策を行う。 

    ・「不要なサービスの無効化」、「アクセス制御」、「セキュリティパッチ適用」、「不正ユーザアクセス防止」の４

つのポイントに沿って対策を行うことで、サーバ自体のセキュリティを高める。 

・ウイルス対策として、ウイルスチェックをリアルタイムに実行し、また定期的なウイルススキャンを行うこ

とでウイルス感染のリスクを最小限にすることができる。 

・認証管理製品を利用し、ユーザ認証機能を実装する。認証の成功・失敗を監査し、不正アクセスによるリス

クを低減できる。 

    ・不正アクセス対策として、一定期間ログを保存し、ログを一元的に管理する。 

 

  (3) 阿波あいネット参加医療機関 

    ・阿波あいネットで「情報セキュリティ規約」を定め各施設で遵守するとともに、自施設で情報セキュリティ

に関する規則を有し、阿波あいネットの「情報セキュリティ規約」よりレベルが高い場合は、当該施設内の

運用において自施設の規則を準用する。これにより、必要な最低限のセキュリティレベルを担保しつつ、よ

りレベルの高い個別運用を可能としている。 

    ・阿波あいネット情報セキュリティ規約を適用する場合は、事務局がチェックシートを提供、必要に応じログ

監査、聞き取り調査を行い、規約遵守の確認を行う。 

    ・医療機関で定めている規程を適用する場合は、各医療機関が監査を行い、事務局へ報告をする。 

    ・アカウントの取得方法は、システム利用者ごとにアカウント取得の申請をしてもらう。 

①理事長宛に、参加施設の長から申請書を提出する。 

  ②申請書受付はシステムヘルプデスク（事務局）とする。 

③システム管理統括責任者が申請を受理、確認の上、アカウント発行を承認する。 

④システムヘルプデスク（事務局）がアカウントを発行する。 

    ・アカウント取得の資格は条件を満たす者とする。 

（必ず必要な条件） 

・阿波あいネットの研修を修了していること。 

（何れかを満たす必要がある条件） 

①参加施設に所属する医師、若しくは歯科医師 

②参加施設に所属する看護師・助産師・准看護師、薬剤師 

③システム管理統括責任者、若しくはシステム管理施設責任者 
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④システム管理統括責任者、若しくはシステム管理施設責任者から、システム管理の実務作業を代行するシ

ステム管理担当者として推薦があったもの 

⑤個人情報取扱統括責任者、若しくは個人情報取扱施設責任者 

 

３ 異常時の対応 

当院、データセンター、連携医療機関は、異常が発生した場合は互いに連絡をとり復旧対処を行う。管理内におけ

るシステム及びネットワークの監視、ログの取得と解析を行い原因を調査する。  
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II. 電子計算機の結合の概要 

 

1. 結合するシステムの内容 

①システムの名称 徳島県全域 EHR（愛称：阿波あいネット） 

②システムの機能 ・同意を得た患者の診療情報を各医療機関の電子カルテ・レセプトコンピュータか

ら、必要なデータを収集する。 

・各医療機関から収集した診療情報を施設の別なく患者単位でシームレスに統合す

る。（患者名寄せ） 

・連携先医療機関の全てと双方向で繋ぎ、一連の記録として収集した診療情報を患

者の治療に携わる医療者間で共有する。 

③システムが属するネットワー

クの名称及び管理者 

名称：阿波あいネット 

管理：一般社団法人阿波あいネット 

   平成 30 年５月２２日に設立 

④同一ネットワーク内で接続す

るシステム 

・阿波あいネットに参加する病院の電子カルテシステム 

・電子カルテが無い診療所は、レセプトコンピュータ 

④システムを用いて実施してい

る事務の内容 

・医療機関・介護施設の間で、病名・薬の内容・検査の結果等の情報を共有し、安

全で質の高い医療・介護サービスを提供する。 

・今までは複数の医療機関を受診した場合、診療情報はそれぞれの医療機関で管理

されており、書類やＤＶＤでやり取りをしていたが、阿波あいネットでは、スム

ーズな情報共有ができる。 

・阿波あいネットの概要を説明し、同意書の記入を促す。個人から同意書を受け取

り、阿波あいネット事務局に郵送する。 

⑤システムの利用人数 ・阿波あいネットに参加する病院・診療所・薬局・介護施設などの医師とスタッフ 

 医師：徳島大学 約 200 人、徳島市民病院 約 80 人 

 看護師（助産師・准看護師含む）：徳島市民病院 約 350 人 

薬剤師：徳島市民病院 約 20 人 

①医師・歯科医師、②看護師・薬剤師、③管理栄養士・理学療法士・作業療法士、

④放射線技師・臨床検査技師、⑤社会福祉士・精神保健福祉士、⑥介護支援専門

員と運営主体・参加施設の個人情報取扱責任者・システム管理責任者・システム

管理担当者が利用する。 

医師・歯科医師の情報共有から開始し、各有資格者との情報共有について①から

検討し、順に拡大していく。 

・阿波あいネット事務局もしくは、各医療機関のシステム管理責任者がシステムの

利用者を管理する。 

 

⑥システムを利用することによ

る効果 

・総合病院での診療情報を、かかりつけの診療所や薬局・訪問看護サービス等でも

共有することができる。 
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・それぞれの医療機関には様々な専門のスタッフがおり、医療のデータを横断的に

共有し連携することで、より良い医療が提供できるようになる。 

・緊急時（災害発生時と救急搬送時）に搬送先施設に医療と介護データを提供し、

救急救命や診療の継続に活用する。 

・阿波あいネットの利用状況を解析し、EHR の活用方法研究と運営管理に役立てる。 

 

 

2. 結合する相手 

①結合する相手方 一般社団法人阿波あいネット 

②結合する相手方の概要 ・阿波あいネットを運営・管理する一般社団法人。平成３０年５月２２日に設立。 

・阿波あいネットを運営するにあたり、各種規約を整備している。 

 １．定款  

  ・法人を設立する上で必ず定めなければならない規則 

  ・目的、組織、活動、構成員、業務執行などについての基本規則 

 ２．個人情報取扱規約  

  ・運営主体、参加組織とその職員が遵守する規約 

  ・個人情報に関する法律に則った規則を制定する。 

 ３．住民参加規約  

  ・運営主体と住民（参加者）との間における契約関係を定めるもの。 

  ・参加申込、脱退に関わる条項を制定する。 

 ４．運営権利及びシステム利用規約  

  ・参加施設とその利用者の参加・利用に関する事項を定めるもの 

   （個人情報取扱及び情報セキュリティ以外について定めるもの） 

 ５．情報セキュリティ規約  

  ・流通する情報を安全に運用するために定めるもの 

  ・３省４ガイドラインに準拠した規約とする。 

 

③結合の方法 NTT データの閉域 IP 網を利用した IP-VPN で接続 

④結合による情報提供の有無 有り 

⑤結合による情報提供の相手先 ・データセンター（患者名寄せデータベース・クラウドシステム） 

・阿波あいネットに参加する病院・診療所・薬局・介護施設など徳島県医師会と徳

島県の協力を得て３５病院・４４診療所・３薬局・２３施設参加（2022 年４月

現在）しており、今後も参加施設数は順次増える予定である。 

⑥結合により提供する個人情報 阿波あいネット参加施設が有している電子カルテやレセプトコンピュータ等から医

療・介護情報を収集し、データセンターに転送する。 

⑦結合により提供される個人情

報 

・データセンターに保管された医療・介護情報は阿波あいネット参加施設全てで共

有する。 
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3. 結合方法 

①結合方法 ・院内の電子カルテとデータセンターとの結合は、HumanBridge（データ連携用

システム）を介して NTT データの閉域 IP 網を利用した IP-VPN で接続し、自動

的に診療情報の送信を行う。 

・データセンターに保管された診療情報を参照するには、院内のネットワークから

プロキシサーバを介して、NTT データの閉域 IP 網を利用した IP-VPN を用いて

阿波あいネットへのアクセスを行う。プロキシサーバにて、アクセス可能なサイ

トとして特定のサイトのみアクセスが許可される。 

②結合方法の妥当性 IP-VPN は、プロバイダなどの通信事業者の閉域 IP（Internet Protocol）ネットワ

ーク網を使った通信技術のことである。専用の IP 通信回線を使用するため、不正ア

クセスの危険を減らせるため安全性が高い。 

③結合の目的 診療情報を一連の記録として収集した施設の別なく患者単位でシームレスに統合、

患者の治療に携わる医療者間で共有する。 

④結合に係る事務の妥当性 診療情報の共有により、提供する医療の質・効率向上を支援し、地域医療に貢献す

る。 

・各疾患の適切な診断及び治療方針の決定を支援する。 

・医療者、患者の人的・時間的負荷を、ICT を用いることで軽減する。 

・救急医療、災害医療等の緊急時における活用。 

⑤結合の頻度 阿波あいネットに参加し、診療情報を開示することに同意した患者について、参加

施設より診療情報を参照する問い合わせがあり次第、当院が公開することを許可し

た患者のみの診療情報を電子カルテから収集し、データセンターへ転送する。 

・HL7（個人・診療情報）ファイル ― 日次処理 

⑥事務開始日 平成３０年４月１日 
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III. 提供する個人情報ファイルの概要 

 

1. 基本情報 

個人情報ファイル名 HL7 ファイル 

（JAHIS 標準規定による HL7Ver2.5 形式のファイル） 

①ファイルの種類 ■ システム用ファイル 

□ その他の電子ファイル（表計算ファイル等） 

②対象となる本人の数 □ １万人未満 

■ １万人以上 10 万人未満 

□ 10 万人以上 100 万人未満 

□ 100 万人以上 

③対象となる本人の範囲 阿波あいネットに参加し、医療・在宅介護情報を開示することに同意した患者 

 その必要性 診療情報を一連の記録として収集した施設の別なく患者単位でシームレスに統

合、患者の治療に携わる医療者間で共有する。阿波あいネットで患者の個人情報、

診療情報を一括管理し、各医療機関に当該情報の提供を行う必要があるため。 

④記録される項目 患者基本情報及び入退院歴・受診歴 

 主な記録項目 ■ 個人番号       ■ その他識別符号 

■ ４情報（氏名、性別、生年月日、住所） 

■ 連絡先（電話番号等） 

■ 業務関係情報 

 要配慮個人情報 ■ 要配慮個人情報を含む 

□ 要配慮個人情報を含まない 

 その妥当性 対象者の正確な特定、診療情報の整備による患者に関する適正な管理等を行うた

めに保有 

⑤保有開始日 平成３０年４月１日 

⑥事務担当部署 ・徳島市民病院 事務部 医事経営課 

・阿波あいネット事務局 

 

 

2. 個人情報の保管・消去 

システム名 阿波あいネット 

①保管場所 データセンター 

②保管

期間 

期間 ５年間以上 

その妥当性 診療データの保持年数は、参加同意から最低 5 年間を保持する。また、参加同意

時点から遡って、最大 5 年を参加同意時点で収集する。医療機関の電子カルテに

おいて更新された場合、最初のデータ発生から決まった期間まで遡って阿波あい
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ネットがデータを再収集し、最新の情報に更新される。 

消去方法 ・阿波あいネット事務局で同意撤回書を受理した時点で、患者名寄せデータベー

スから消去されそれ以降の診療データは収集されない。同時にデータセンター

からも収集済みのデータが消去される。 

・各医療機関から収集した医療・介護データは、保持期間などを条件に自動で消

去されることはない。 

・本人死亡後の同意撤回は、代理人による同意撤回によって受け付ける。 

通常の運用においても、代理人に拠る同意撤回を受け付けており、本人死亡の

場合もこれを適応し対応する。代理人の範囲は、配偶者、子、親（親権者）を

想定しており、これ以外の代理人の場合は、代理人の立場の確認、及び代理の

理由を確認の上、個別に検討する。 

 

 

3. 備考 
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IV. 結合におけるリスク対策（プロセス） 

 

1. 結合するシステムに関するリスク 

 

リスク 1：権限のない者によって不正に使用されるリスク 

リスクに対する措置の内容 ・厚生労働省が定める「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」

を遵守し、個人情報保護を取り扱う情報システムの安全管理に関する方針を

阿波あいネットの「情報セキュリティ規約」において規定する。参加施設で

病院独自で定めている規定があり、阿波あいネットの情報セキュリティ規約

と齟齬がない場合、参加施設の規定を準用する。 

・阿波あいネットへのアクセスにおいて、ユーザＩＤとパスワードで利用者の

識別と認証を実施する。職種・ユーザによりアクセス権限の管理を行い、権

限のない機能は利用できない。 

・入力者が端末から長期間、離席する際は、クリアスクリーン等の対策を講じ

る。 

・パスワードは定期的に変更し（最長でも 3 ヶ月）、極端に短い文字列を使用し

ない。 

アクセス権限の発行・失効管理 

 

・職種ごとにアクセスできる参照画面の範囲を定め、そのレベルに沿ったアク

セス管理を行う。 

・アクセス権限の見直しや失効は、人事異動等による利用者の担当業務の変更

等に合わせて随時行う。 

・アカウントの取得方法は、システム利用者ごとにアカウント取得の申請をす

る。 

・アカウントの取得の資格は、阿波あいネットの研修を修了していること。 

 

アクセス権限の管理 ・システムを利用する全ユーザに対して認証機能を提供する。 

・ユーザＩＤとパスワードの管理者は阿波あいネット事務局が行い、漏洩等が

発生しないように厳重に管理している。 

・システム内のパスワードは必ず暗号化され、利用者のパスワードを推定でき

る手段を防止している。 

リスクへの対策は十分か □ 特に力を入れている 

■ 十分である 

□ 課題が残されている 

 

リスク２：従業者が業務外で使用するリスク 

リスクに対する措置の内容 ・阿波あいネットの参照履歴について、アクセスログを収集・管理、必要に応

じて監査することで対応する。アクセスログには時刻、ユーザ情報、アクセ
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ス内容が記録される。 

・アクセスログの管理については権限を別途分け、改ざん防止措置を講じる。 

・データセンターのサーバ管理者については、セキュリティ方針及びセキュリ

ティ管理における包括的な管理者教育を実施する。 

リスクへの対策は十分か □ 特に力を入れている 

■ 十分である 

□ 課題が残されている 

 

リスク３：個人情報データが不正に複製されるリスク 

リスクに対する措置の内容 １．物理的な不正アクセス対策 

・データセンターは、セキュリティゲートによりデータセンター、及びデー

タセンター内のマシン室の入退室管理を行う。 

・ラックは施錠管理により、簡単にサーバに触れることができないようにす

る。 

・バックアップを採取したリムーバブルメディアは、入退室管理が行われて

いる場所で厳重な管理を行う。 

・バックアップデータを採取したリムーバルメディアは、施錠管理のされた

保管場所にて管理を行う。 

２．バックアップ対策 

 ・バックアップの運用手順を定め、定期的に取得する。 

・バックアップとして採取されたデータにより復元する運用手順を規定する。 

リスクへの対策は十分か □ 特に力を入れている 

■ 十分である 

□ 課題が残されている 

 

個人情報の使用におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置 

 

 

2. 個人情報の入手・参照に関するリスク 

 

リスク１：目的外の入手が行われるリスク 

対象者以外の情報の入手を防止する

ための措置の内容 

・各医療機関から取得する診療情報は、阿波あいネットに参加し、診療情報を

開示することに同意した患者のみであるため、対象者以外の情報を入手する

ことはない。 

・通常の診察の場合は、自施設に受診歴のない参加同意者のデータは参照でき

ないようアクセスを制御する。以下は、新規患者の紹介時の運用方法。 

①受診予定の紹介患者の患者 ID を、発番する。 

②システムヘルプデスク（事務局）へ、公開を申請する。 
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（氏名・性別・生年月日・保険情報・患者 ID を申請） 

③システム管理統括責任者が申請を受理、確認の上、公開を承認する。 

④システムヘルプデスク（事務局）が、公開設定、申請元施設へ連絡する。 

・救急の場合は、救急用の専用画面で全参加同意者が参照できる。以下は、救

急時の運用方法。 

①新規患者を含めた、全参加同意者が参照できる専用画面を提供する。 

②通常の阿波あいネットのアカウントとは別に、全参照権限を持ったアカウ

ントを発行する。 

（一人にアカウントが 2 つ発行される） 

③専用画面では、自施設の患者 ID では検索できない。 

（氏名・性別・生年月日などで検索する） 

必要な情報以外を入手することを防

止するための措置の内容 

・阿波あいネットの診療情報を参照するには、職種・ユーザによりアクセス権

限の管理を行い、権限のない機能は参照することができない。 

リスクへの対策は十分か □ 特に力を入れている 

■ 十分である 

□ 課題が残されている 

 

リスク２：従業者が業務外で入手するリスク 

リスクに対する措置の内容 ・阿波あいネットの参照画面からしか、診療情報は参照できない。 

・システム管理者による利用者の登録管理及びそのアクセス権限を規定し不正

な利用を防止する。 

・阿波あいネット参照によるユーザーアクセス監査ログ管理を実施することに

よって不正な方法での利用のリスクを軽減している。 

リスクへの対策は十分か □ 特に力を入れている 

■ 十分である 

□ 課題が残されている 

 

リスク３：不適切な方法で入手が行われるリスク 

リスクに対する措置の内容 ・阿波あいネットを参照する手段として、院内システムのファイアウォール、

ＶＰＮによる通信路の暗号化及び画面からの https（SSL）によるアクセス

をすることによって、高度なセキュリティ環境を確保することにより、不適

切な方法で入手することを防止している。 

リスクへの対策は十分か □ 特に力を入れている 

■ 十分である 

□ 課題が残されている 

 

リスク４：入手の際に個人情報が漏えい・紛失するリスク 

リスクに対する措置の内容 ・院内ネットワーク装置によるアクセス経路の制限を設定することにより、阿
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波あいネットサイトへのみアクセスを許可することで、漏洩・紛失すること

のリスクを軽減している。 

システム利用者の守秘義務  医師、看護師及び薬剤師については、厳格に守秘義務が法令により課せられ

ている。万が一、診療上知り得た秘密が患者の同意なく他に漏れた場合、守秘

義務違反及び個人情報保護違反として、法的に罰せられる場合がある。 

 

【守秘義務に関する法令】 

 医師・歯科医師     ：刑法１３４条第１項 

 看護師・助産師・准看護師：保健師助産師看護師法第４２条の２ 

 薬剤師         ：刑法１３４条第１項 

リスクへの対策は十分か □ 特に力を入れている 

■ 十分である 

□ 課題が残されている 

 

個人情報の入手におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置 

・個人情報の活用状況、個人情報の取扱いや研究に関する資料など阿波あいネット全般について、問い合わせ窓口で受

け付けている。 

・阿波あいネット最新の参加施設、医師や看護師などの職種ごとに参照できる内容の詳細について、阿波あいネットの

ウェブサイトに公開しており、問い合わせ窓口で受け付けている。 

 

 

 

3. 個人情報を提供することに関するリスク 

 

リスク１：不正な提供が行われるリスク 

個人情報の提供の方法 ・阿波あいネットに参加同意した患者について、名寄せ情報がクラウド上で日々

更新される。名寄せ情報のうち、当院受診患者のリストを当院設置のＥＡサー

バで保持、参加同意を得た患者のみ診療情報を電子カルテから収集し、データ

センターへ転送する。 

リスクに対する措置の内容 ・当院に設置しているＥＡサーバは、診療情報・個人情報を阿波あいネットへ送

信するまでを自動で行われるため、決められたデータ以外を不正な方法で提供

することがないことが、仕組みとして担保されている。 

リスクへの対策は十分か □ 特に力を入れている 

■ 十分である 

□ 課題が残されている 

 

リスク２：不適切な方法で提供が行われるリスク 

リスクに対する措置の内容 ・当院に設置しているＥＡサーバは、診療情報・個人情報を阿波あいネットへ送
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信するまでを自動で行われるため、不適切な方法での提供が発生しないことが、

仕組みとして担保されている。 

リスクへの対策は十分か □ 特に力を入れている 

■ 十分である 

□ 課題が残されている 

 

リスク３：誤った情報を提供してしまうリスク、誤った相手に提供してしまうリスク 

リスクに対する措置の内容 ・阿波あいネットは電子カルテに依存しない標準規格で連携を行う。電子カルテ

を導入している当院は JAHIS 標準規定による HL7 形式のファイルで連携し、

定められたレイアウトの診療情報・個人情報の提供を自動で行われるため、誤

った情報の提供が発生しないことが、仕組みとして担保されている。 

・当院に設置しているＥＡサーバは、診療情報・個人情報を阿波あいネットへ送

信するまでを自動で行われるため、誤った相手への提供が発生しないことが、

仕組みとして担保されている。 

・阿波あいネットでは、正しい情報を正しい相手に提供するため、各医療機関の

同一患者の名寄せを、従来の「氏名」「生年月日」「性別」に加え、医療もし

くは介護の「保険者情報」「被保険者情報」も用いている。これにより、名寄

せの精度、確度を向上させている。 

リスクへの対策は十分か □ 特に力を入れている 

■ 十分である 

□ 課題が残されている 

 

個人情報の提供におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置 

 

 

 

4. 個人情報の保管・消去 

 

リスク１：個人情報の漏えい滅失・毀損リスク 

①安全管理体制 ・個人情報保護管理体制については、以下のガイドラインの最新版に準拠して行

う。 

「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」厚生労働省 

「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」総務省 

「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」経

済産業省 

・個人情報の「漏えい」、「滅失」、「毀損」が発生した場合、もしくは発生する恐

れがある場合の対応として、阿波あいネット運営主体法人体制、個人情報取扱・
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情報セキュリティ運用体制を明確化している。  

 

・責任者の責務 

・理事長（法律上の個人情報保護管理者） 

①個人情報の事故の全責任を負い、状況調査、原因究明、復旧管理及び関係

者への報告等の責任及び権限を持つ。 

個人情報取扱統括責任者 

①運営主体法人全体おける個人情報に関する事故の管理責任を負うものと

し、状況調査、原因究明及び復旧管理を行う。 

②法人側の事務者である事務局と、施設側の実務者である個人情報取扱施設

責任者を指揮命令し、実務を遂行する。 

③必要に応じて運用責任者を通じ、システム管理統括責任者と連携する。 

個人情報取扱施設責任者 

①自施設における個人情報に関する事故の管理責任を負うものとし、状況調

査、原因究明及び復旧管理を行う。 

②自施設に関して、個人情報取扱統括責任者の指示のもと実務を遂行する。 

②安全管理規程 阿波あいネット情報セキュリティ規約・個人情報取扱規約・運営管理及びシステ

ム利用規約に規定する。 

③安全管理体制・規程の職員への周

知 

十分に周知している。 

④物理的対策 十分に行っている。 

 具体的な対策の内容 ・サーバ室は、国内に設置されたデータセンター内に設置している。具体的な場

所は保安上の理由から非公開としている。 

・サーバを設置するデータセンターは、セキュリティゲートによりデータセンタ

ー及びデータセンター内のマシン室の入退室管理を行う。 

・サーバを設置するデータセンターのラックは施錠管理により、簡単にサーバに

触れることができないようにする。 

・バックアップを採取したリムーバブルメディアは、入退室管理が行われている

場所で厳重な管理を行う。 

・バックアップデータを採取したリムーバルメディアは、施錠管理のされた保管

場所にて管理を行う。 

⑤技術的対策 十分に行っている。 

 具体的な対策の内容 １．不正アクセス対策 

・不正アクセス時の被害区画を最小限に留めるため、ネットワークセグメント

を細分化する。 

・外部とのネットワーク接続境界にはファイアウォールを設置し、必要最低限

の通信ポート以外は遮断する。 

・外部からの不正アクセスによる侵入を防御するためにIPSを設置する。 
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・WEBサーバのIPアドレスを隠ぺいし、外部からWebサーバへの直接アクセス

するリスクを軽減するために、リバースプロキシサーバを設置する。 

・サーバからインターネットへのアクセスを限定させるために、URLフィルタ

リングを実施する、プロキシサーバを設置する。 

・本番開始前にネットワーク・セキュリティ診断及びアプリケーション診断を

行い、脆弱性対策を行う。 

・プログラムリリース前に、アプリケーションのセキュリティ診断を行い、脆

弱性対策を行う。 

・定期的にセキュリティ診断を行い、システムの脆弱性対策を行う。 

・なりすましアクセス対策として、クライアント証明証を使用する。 

・サーバ、ネットワーク機器等に対する不正なアクセスを検知するために、セ

キュリティログを採取する。 

２．改ざん検知の対策 

 ・サーバ自体のセキュリティを高めることを要塞化と言う。「不要サービスの

無効化」、「アクセス制御」、「セキュリティパッチ適用」、「不正ユーザ

アクセス防止」の4つのポイントに沿って対策を行うことで、サーバを要塞

化する。 

３．情報漏洩対策 

・インターネット経由で送受信する認証情報データに対し、SSLの暗号化を実

施する。 

・サーバ証明書は公的認証機関で発行されたものを使用する。 

・データを持ち出す場合、紛失などを考慮し、暗号化されたものを媒体へ保存

するように対策する。 

・持ち出し実施した資産が紛失したことを考慮し、持ち出し媒体へ書き込みを

したファイルが特定できるようなログを採取し、保存を行う。 

・利用者のパスワード情報等の保護対象となる項目については暗号化を実施す

る。 

・阿波あいネットの情報（データのコピーやプリント）を阿波あいネット以外

の情報機器に持ち出すことを原則的に禁止する。ただし、看護及び介護、診

療録のために必要な情報を参加施設の診療録に引用することは情報の持ち出

しに含まないものとする。 

４．ウイルス対策 

 ・サーバ/運用監視端末、クライアントPCへ、ウイルス対策ソフトウェアを導

入する。 

・パターンファイルの更新は、最新パターンファイルを随時取得する。 

・ウイルスのスキャンは、リアルタイムスキャンを前提とする。ただし、シス

テムのパフォーマンスに影響が起きる場合は、別途設定内容の調整をする。

マニュアルスキャンについては、日ごとに検索するフォルダに分けて、定期
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的に実施する。 

５．教育・研修 

・データセンター側の職員については、データセンター事業者の責任において、

周知、教育を実施する。 

・施設側の職員については、阿波あいネットを運営する法人において、周知、

教育を実施する。 

⑥バックアップ ・システムバックアップの運用手順を定め、定期的に取得する。 

・システムバックアップとして採取されたデータにより復元する運用手順を規定

している。 

⑦事故発生時手順の策定・周知 ・セキュリティインシデントが発生した際の対応を正しく行えるよう、サーバ管

理者向けのセキュリティ教育を実施している。 

・手順の変更などが発生した場合、手順書を修正する運用を規定する。 

・個人情報の「漏えい」、「滅失」、「毀損」が発生した場合の対応 

 ①保護管理者及び取扱責任者への緊急連絡 

②実態把握のための調査 

③事故の影響範囲拡大防止のための応急措置 

※事故対象が特定できている場合 

④本人、及び関係者への通知 

⑤関係機関への報告 

⑥原因調査、再発防止策の実施 

⑦本人への報告と謝罪 

⑧公表 

⑨関係者の処罰 

⑩監査 

  ・事故対象が特定できている場合は、本人へ直ちに連絡する。 

公表の有無については事象個別に決定する。 

 ※事故対象が不明の場合 

  ④二次災害の防止及び公表と謝罪 

⑤関係機関への報告 

⑥原因調査、再発防止策の実施 

⑦原因、及び再発防止策の公表 

⑧関係者の処罰 

⑨監査 

・事故対象が不明、不特定多数の場合は直ちに公表する。 

⑧過去３年以内に個人情報に関する

重大事故が発生したか 

発生なし 

 その内容  

 再発防止策の内容  
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⑨死者の個人情報 保管している。 

 具体的な保管方法 ・生存者の個人情報と同様の方法で安全管理措置を実施する。 

・代理人による同意撤回によって受け付ける。 

その他の措置の内容  

リスクへの対策は十分か □ 特に力を入れている 

■ 十分である 

□ 課題が残されている 

 

リスク２：個人情報が古い情報のまま保管され続けるリスク 

リスクに対する措置の内容 ・氏名、生年月日、性別、保険情報等の個人データは、更新された際、阿波あい

ネットでも直ちに更新が反映され、更新以降の名寄せに使われる。 

・病名、処方、検査結果等の診療データは、過去の診療データの修正が発生した

場合、最初のデータ発生時から一定期間遡って修正内容が反映される。再収集

のため遡る期間については、電子カルテデータベースの検索性能等も踏まえ、

技術的な調整中である。 
リスクへの対策は十分か □ 特に力を入れている 

■ 十分である 

□ 課題が残されている 

 

リスク３：個人情報が消去されずいつまでも存在するリスク 

消去手順 定めている。 

 手順の内容 ・同意撤回書を本人から事務局へ提出し、阿波あいネット事務局で同意撤回書を

受理した時点で、患者名寄せデータベースから消去されるので、それ以降のデ

ータは収集されない。また、同時にデータセンターからも収集済みのデータが

消去される。 

その他の措置の内容  

リスクへの対策は十分か □ 特に力を入れている 

■ 十分である 

□ 課題が残されている 

 

個人情報の保管・消去におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置 
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V. その他のリスク対策 

1. 監査 

①自己点検 定期的に実施する。 

 具体的なチェック方法 ・施設内に設置した監査担当により自己監査を実施し、監査の結果を阿波あいネ

ット事務局へ報告する。 

各参加施設のアクセス状況を、システム管理施設責任者へ提供し、確認する。 

②監査 阿波あいネット情報セキュリティ規約、施設で定めている規定の何れを適応する

かで異なる。 

 具体的な内容 ・阿波あいネットの情報セキュリティ規約を適応する場合は、阿波あいネット事

務局が自己点検チェックシートを提供、必要に応じログ監査、聞き取り調査等

を行い、規約遵守の確認をする。 

・施設で定めている規定を適応する場合は、各担当部署において自己監査を実施

し、監査の結果を阿波あいネット事務局への報告をする。 

・毎月 1 回アクセスログを分析し、不審なアクセスがないか監査する。 

・ログの保存期間は、クラウド EHR については３年以上、ハードの容量次第で

最大１０年とする。 

 

2. 従業者に対する教育・啓発 

従業者に対する教育・啓発 実施を想定している。 

 具体的な内容  阿波あいネットのアカウントを取得するには、年 1 回の受講を義務付ける。

年 1 回受講していない場合、アカウントを凍結する（受講を確認して凍結解

除する） 

 ① 集合型研修（医療圏、郡市医師会単位での開催を想定） 

② e-learning（参加施設向けの e-learning サイトを開設） 

・研修内容 

 ① 阿波あいネットの目的、概要 

② 法律関係（個人情報保護法、各資格法） 

③ 守秘義務と罰則条文 

④ 民事における不法行為責任の損害賠償 

⑤ 阿波あいネットの個人情報取扱規約（プライバシーポリシ） 

⑥ 阿波あいネットの情報セキュリティ規約（情報セキュリティポリシ） 

⑦ 規約を守ったシステムの操作、運用方法 

⑧ インシデント・アクシデント発生時の対応体制 

・実施者 

○ヘルプデスク教育担当者（事務局） 

○参加施設のシステム管理担当者のうち、事務局より教育研修を受講したも

の。 
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3. その他のリスク対策 

・参加同意者からの個人情報開示請求があった際の対応として、参加同意者から個人情報の開示請求があった場合、阿

波あいネットへの参加同意有無、及びデモグラフィック情報（氏名、性別、生年月日、保険情報、各施設における患

者番号等の個人を識別し紐付けるために必要な項目）について開示する。医療・介護データそのものについては、各

参加医療機関へカルテ開示の請求を行ってもらえるようお願いする。 

・罰則規定 

①アカウントの凍結（一時的なもので、条件を満たせば復帰可能） 

②アカウントの剥奪（アカウントを完全に停止、削除する） 

③アカウントの永久停止（阿波あいネットの永久的に利用を認めない） 

④参加施設からの追放（阿波あいネットの参加施設から追放） 

・規約の見直し 

 ①情報セキュリティ規約は、システム管理委員会で判断する。 

②個人情報取扱規約は、個人情報保護委員会で判断する。 

③運営管理及びシステム利用規約は、理事会で判断する。 
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今回の諮問にかかる「電子計算機結合に係る個人情報保護評価書」の主な変更点 

① システムの利用範囲の拡大

が決定された経緯 

現時点で阿波あいネットの閲覧権限は医師、歯科医師に限定されているが、今後、

看護師（助産師・准看護師含む）・薬剤師に拡張していくもの。 

 

 広報活動が徐々に浸透してきたことにより、令和３年度末において、患者登録数

は約２８，５００人、令和３年度の診療情報の電子的な送受の回数は約５５７，０

００回となり、地域医療における阿波あいネットの重要度は年々増してきている。 

 また、看護師・薬剤師も法的に守秘義務があり、加えて阿波あいネットが平成３

０年４月に運用開始して以来、個人情報漏えいなどの事故が発生していないことを

踏まえ、閲覧権限の拡張について問題がないと判断し、より一層の利便性の向上を

図るため、利用範囲の拡大が決定されたもの。 

 

 評価書：P.１０－⑶ 阿波あいネット参加医療機関 

 評価書：P.１２－⑤ システム利用人数 

② システムの意義と目的 「阿波あいネット」は、徳島県内の医療機関をつなぐネットワークである。総合

病院での診療情報を、かかりつけの診療所や薬局・訪問看護サービス等でも共有す

ることができる。また、それぞれの医療機関には様々な専門のスタッフがおり、医

療のデータを横断的に共有し連携することで、より良い医療が提供できるようにな

る。 

 

評価書：P.１２－⑥ システムを利用することによる効果 

③ システムの利用者を拡大す

るメリット 

看護師のメリット 

 ・病名やアレルギー情報などの医療情報を共有することで、適切な看護ができる。 

  ・医療現場では医師のサポートになるため、より効率の良い医療を提供し、医師

の負担を軽減する。 

・訪問看護ステーションなどの在宅医療についても、同様の効果が見込まれる。 

薬剤師のメリット 

 ・併用薬や過去に服用した薬剤の確認、薬の副作用の確認、検査結果の参照で患

者の肝機能・腎機能などの確認、薬の重複チェックができ、安全で有効な薬物

療法ができる。 

 ・処方箋には記載されていない「病名」や「検査結果」を、薬剤師が直接確認で

きることで、調剤時における医師への疑義照会を減らせるなど、効率的な医療

の提供が可能となる。 

・調剤薬局についても、同様の効果が見込まれる。 

 

評価書：P.４－② 実現が期待されるメリット 
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④ システムの利用者の守秘義

務 

看護師・薬剤師についても、医師と同様に厳格な守秘義務が課されている。万が

一、診療上知り得た秘密が患者の同意なく他に漏れてしまった場合、守秘義務違反

及び個人情報保護法違反として、法的に罰せられる場合がある。 

 

・守秘義務に係る法令 

医師・歯科医師     ：刑法１３４条第１項 

看護師・助産師・准看護師：保健師助産師看護師法第４２条の２ 

 薬剤師         ：刑法１３４条第１項 

 

評価書：P.２０－リスク４ システム利用者の守秘義務 

 


