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株式会社ハビタスケア倫理規程 

作成日：2013 年 12 月 12 日 

修正日：2018 年 8月 10日 

 

(目的・位置付け) 

第 1 条 本規程は、下記の指針及びガイドライン等に基づき策定したものであり、株式会社ハビタスケ

ア(以下「当社」という)が実施する、遺伝学的解析を含む疾病予防サービスの提供及び研

究に適用され、これに関与する全ての者において遵守されるべき倫理指針として位置付けら

れるものである。 

1. 文部科学省／厚生労働省／経済産業省「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫

理指針」2017年 2月 

2. 日本医学会「医療における遺伝学的検査・診断に関するガイドライン」2011 年 2月 

3. 日本人類遺伝学会他「ゲノム薬理学を適用する臨床研究と検査に関するガイドライン」

2010 年 12 月 

4. 日本人類遺伝学会「一般市民を対象とした遺伝子検査に関する見解」2010 年 10 月 

5. 遺伝医学関連学会「遺伝学的検査に関するガイドライン」2003 年 8月 

6. 経済産業省「経済産業分野のうち個人遺伝情報を用いた事業分野における個人情

報保護ガイドライン」2017年 3月 

7. 個人遺伝情報取扱協議会「個人遺伝情報を取扱う企業が遵守すべき自主基準」

2017 年 5月 

8. 経済産業省「個人情報の保護に関する法律」2017年 5月 

9. 厚生労働省「臨床研究法」2018年 4月 

 

(基本方針) 

第 2 条 本規程は、遺伝学的解析を含む疾病予防サービス(以下「サービス」という)の提供及びそれ

に関する研究(以下「研究」という)が社会の理解と協力を得た状態で適正に推進されること

を目的とし、以下を基本方針とする。 

1. 客観的な科学的エビデンスに基づいた予防医学・ヘルスケアによる顧客の健康増進と

社会貢献 

2. 客観的かつ最新の科学的エビデンスに基づいた情報の提供 

3. 人間の尊厳の尊重 

4. 個人情報保護の徹底 

5. 事前の十分な説明と自由意思によるインフォームド・コンセント 

6. 個人の人権の保障の科学的又は社会的利益に対する優先 

7. 人類の知的基盤、健康及び福祉に貢献する社会的に有益なサービスの提供及び研

究の実施 
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8. 遺伝学的解析を含む疾病予防サービスにより得られる情報発信及び啓発活動等によ

る一般生活者及び社会の理解の増進 

9. 本規程に基づくサービス及び研究に関する計画の作成 

10. 独立の立場に立った倫理審査委員会による事前審査及び承認による、サービス及び

研究の倫理的妥当性の確保 

 

(本規程の適用範囲) 

第 3 条 本規程は、全てのサービス及び研究を対象とし、これらに関与する全ての者に遵守を求める

ものである。適正なサービス及び研究を実施するには、それらに関与する者一人一人の努力

が重要であるほか、個人情報の保護や倫理面での対応を適切に行うために必要な組織体

制や環境の整備を図ることが重要である。 

 

(サービス又は研究に関与する者の責務) 

第 4 条 サービス又は研究に関与する全ての者は、生命現象の解明、疾病の予防、診断及び治療

の方法の改善、健康の増進等を目的として、サービス及び研究の実施に当たらなければなら

ない。 

第 5 条 サービス又は研究に関与する全ての者は、提供するサービスの科学的根拠について、常に最

新の知見を評価し、得られた情報を顧客に適切に伝えなければならない。 

第 6 条 サービス又は研究に関与する全ての者は、提供するサービス及び研究の社会的有益性を確

認するとともに、個人の人権の保障を科学的又は社会的な利益に優先して配慮しなければ

ならない。 

第 7 条 サービス又は研究に関与する全ての者は、顧客又は研究のための試料・情報を提供する者

(以下「提供者」という)若しくはその代諾者のインフォームド・コンセントを受けて、サービス及び

研究を実施することを基本としなければならない。 

第 8 条 サービス又は研究に関与する全ての者は、職務上知り得た個人情報を正当な理由なく漏ら

してはならない。その職を辞した後も、同様とする。 

第 9 条 サービス又は研究に関与する全ての者は、個人情報の保護を図るとともに、個人情報の取

扱いに関する苦情等に誠実に対応しなければならない。 

第 10 条 サービス又は研究に関与する全ての者は、個人情報の予測し得ない漏えい等、顧客、提供

者等の人権の保障の観点から重大な懸念が生じた場合には、速やかに代表取締役及び研

究責任者に報告しなければならない。 

第 11 条 サービス又は研究に関与する全ての者は、倫理審査委員会の承認を得て、代表取締役に

より許可された研究計画書に従って研究を実施する等、本規程を遵守し、人間の尊厳及び

人権を尊重して、適正にサービスの提供及び研究の実施に当たらなければならない。 

第 12 条 サービス又は研究に関与する全ての者は、サービス及び研究の実施に当たっては、偽りその

他不正の手段により個人情報及び試料・情報を取得してはならない。 
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第 13 条 サービス又は研究に関与する全ての者は、サービス及び研究の実施に先立ち、それらについ

ての倫理及び実施に必要な知識に関する教育並びに研修を受けなければならない。 

 

(代表取締役の責務) 

第 14 条 当社におけるサービス及び研究に関する最終的な責任は、代表取締役がこれを有し、本規

程に従って適正にサービス及び研究が実施されるよう監督しなければならない。その際、代表

取締役は、顧客及び提供者等の人権を最大限保障すべきこと及び本規程、研究計画等

に反した場合に懲戒処分等の不利益処分がなされることについて、サービス又は研究に関

与する全ての者に対する周知徹底を図らなければならない。 

第 15 条 代表取締役は、サービス及び研究を適正に実施するために必要な権限及び事務の一部を

別途定める責任者に委任することができる。 

第 16 条 代表取締役は、サービス及び研究の実施の可否等を審査するため、その諮問機関として倫

理審査委員会を設置しなければならない。倫理審査委員会の規則、開催基準については

別途細則に定める。 

第 17 条 代表取締役は、全てのサービス及び研究に関する計画又はその変更について、倫理審査委

員会に意見を求め、その意見を尊重し、承認を得た上で全てのサービス及び研究を実施し

なければならない。 

第 18 条 代表取締役は、国内において共同研究を実施する場合は、倫理審査委員会において、他

の共同研究機関における研究計画の承認の状況、インフォームド・コンセントの状況、匿名

化の状況等を示した上で研究計画の承認を得なければならない。 

第 19 条 代表取締役は、他の研究を行う機関と共同して実施する研究に係る研究計画について、

一つの倫理審査委員会による一括した審査を求めることができる。 

第 20 条 代表取締役は、研究責任者から研究の実施状況について１年に１回以上定期的な報告

を受けるほか、外部の有識者に対する定期的な調査報告を１年に１回以上実施する等、

研究の実施状況を把握し、必要に応じ、又は倫理審査委員会が研究の変更若しくは中止

の意見を述べた場合にはその意見を踏まえ、その変更又は中止を命じなければならない。 

＜外部の有識者による実地調査に関する細則＞ 

1. 代表取締役は、インフォームド・コンセントの手続の実施状況及び個人情報の保護の

状況等について、研究計画書に従って適正に実施されているか調査報告させるものと

する。 

2. 代表取締役は、研究責任者及び研究担当者を、当該調査へ協力させることとする。 

3. 外部の調査担当者は、当該調査の中で知り得た情報を正当な理由なく漏らしてはな

らない。その職を辞した後も、同様とする。 

第 21 条 代表取締役は、サービス及び研究の実施に先立ち、これに関与する全ての者が、倫理及び

実施に必要な知識に関する教育並びに研修を受ける機会を確保するために必要な措置を

講じなければならない。 
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(インフォームド・コンセント等) 

第 22 条 代表取締役は、サービスの提供又は研究を実施する場合は、顧客又は提供者若しくは代

諾者に対して、事前に、そのサービス又は研究の目的、方法、予想される結果、遺伝学的

解析により得られる情報の特性、顧客又は提供者が被るおそれのある不利益、顧客又は

提供者の取り得る選択肢、遺伝情報の開示の方針、試料・情報の保存及び使用方法、

将来的に研究若しくは新たな研究に利用される可能性及びその場合の手続等について十

分な説明を行った上で、自由意志に基づく文書によるインフォームド・コンセントを受けなけれ

ばならない。 

第 23 条 当社に属する者以外の者(以下「履行補助者」という)との間で、業務の範囲と責任を明ら

かにする契約を締結することにより、当該履行補助者にインフォームド・コンセントを受けるた

めに必要な説明を行わせ、その他インフォームド・コンセントを受けるために必要な業務の一

部を行わせることができる。 

＜インフォームド・コンセントの履行補助者に関する細則＞ 

1. 履行補助者にインフォームド・コンセントを受けることを行わせる場合は、倫理審査委員

会により承認され、代表取締役の許可を受けるものとする。但し、履行補助が医師・保

健師・看護師・薬剤師等の医療国家資格保持者及びそれに準ずる専門家の管理下

で行われる場合においては、個別の承認は不要とする。 

2. 顧客又は提供者若しくは代諾者からインフォームド・コンセントを受けることを含めて行わ

せる場合は、履行補助者は、法令又は契約において業務上知り得た秘密の漏えいを

禁じられている者でなければならない。 

第 24 条 代表取締役は、顧客又は提供者若しくは代諾者が作成したサービス利用同意書について、

研究責任者や個人情報管理者等、厳格な管理が可能な者に管理を行わせなければなら

ない。 

 

第 25 条 第 26条において提供者等に通知し、又は公開すべき事項は以下のとおりとする。 

1. 試料・情報の利用目的及び利用方法（他の機関へ提供される場合はその方法を含

む。） 

2. 利用し、又は提供する試料・情報の項目 

3. 利用する者の範囲 

4. 試料・情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称 

5. 提供者又は代諾者等の求めに応じて、提供者が識別される試料・情報の利用又は

他の研究を行う機関への提供を停止すること。 

6. 5 の提供者又は代諾者等の求めを受け付ける方法 
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(試料・情報の解析等に関する外部委託等) 

第 26 条 代表取締役は、試料・情報の解析等を外部の機関に委託する際には、インフォームド・コン

セントの内容を文書等によって通知するとともに、当該試料・情報の提供に関する記録を作

成し、当該試料・情報を提供した日から３年を経過した日までの期間保存しなければなら

ない。 

第 27 条 代表取締役は、試料・情報(既存試料・情報を除く)を外部の機関に提供する際には、原

則として試料・情報を匿名化しなければならない。 

ただし、次に掲げる要件の全てを満たしている場合には匿名化せずに試料・情報を提供する

ことができる。 

1. 顧客又は提供者若しくは代諾者等が、匿名化を行わずに外部の機関に提供すること

に同意していること 

2. 倫理審査委員会の承認を受け、代表取締役が許可した研究計画書において、匿名

化を行わずに、外部の機関に提供することが認められていること 

＜注＞ 

第 27条の規定は、研究計画の範囲内において、代表取締役が、外部の機関における研

究部門に試料・情報を提供する際の匿名化の基準を規定したものであり、顧客又は提供

者若しくは代諾者等のインフォームド・コンセントの範囲を超えて試料・情報を提供してはなら

ない。 

第 28 条 外部の機関から試料・情報の提供を受ける研究責任者は、次に掲げる事項を当該外部の

機関からの文書等によって確認するとともに、当該試料・情報の提供に関する記録を作成

し、当該研究が終了した日から５年を経過した日までの期間保存しなければならない。 

1. 当該試料・情報に関するインフォームド・コンセントの内容による当該試料・情報の提供

に当たって講じた措置の内容 

2. 当該外部の機関の名称、住所及びその長の氏名 

3. 当該外部の機関による当該試料・情報の取得の経緯 

第 29 条 海外にある者に対し、研究に用いられる試料・情報を提供する場合(当該試料・情報の取

扱いの全部又は一部を海外にある者に委託する場合を含む。)は、当該者が個人情報の

保護に関する法律施行規則(平成 28年個人情報保護委員会規則第３号。以下「個人

情報保護法施行規則」という。)に定められた国にある場合若しくは個人情報保護法施行

規則に定める基準に適合する体制を整備している場合又は法令の規定により試料・情報を

提供する場合を除き、当該者に対し研究に用いられる試料・情報を提供することについて、

提供者又は代諾者等のインフォームド・コンセントを受けなければならない。また、法令の規

定により試料・情報を提供する場合を除き、当該試料・情報の提供に関する記録を作成

し、当該試料・情報を提供した日から３年を経過した日までの期間保存しなければならな

い。ただし、インフォームド・コンセントを受けることが困難な場合、次の 1又は 2 のいずれかの

要件を満たすときには、当該研究に用いられる試料・情報を海外にある者に提供することが
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できる。 

1. 当該試料・情報が次に掲げるいずれかに該当すること。 

(1) 匿名化されているもの(特定の個人を識別することができないもので、対応表が作

成されていないものに限る。)であること。 

(2) 匿名加工情報又は非識別加工情報であること。 

(3) 学術研究の用に供するときその他の当該試料・情報を提供することに特段の理

由があり、かつ、第 25条の 1 から 4 までの事項を提供者等に通知し、又は公開

している場合であって、匿名化されているもの(どの提供者の試料・情報であるかが

直ちに判別できないよう、加工又は管理されたものに限る。)であること。 

2. 当該試料・情報が 1 に該当しない場合において、学術研究の用に供するときその他の

当該試料・情報を提供することに特段の理由があるときは、次に掲げる要件を満たして

いることについて倫理審査委員会の承認を得て、代表取締役の許可を受けているこ

と。 

(1) サービス及び研究の実施及び提供について第 25条の 1から 6 までの事項を提

供者等に通知し、又は公開していること。 

(2) サービス及び研究の実施及び提供について、原則として、提供者又は代諾者等

が拒否できる機会を保障すること。 

 

(匿名化された情報の取扱い) 

第 30 条 代表取締役は、匿名化された情報(特定の個人を識別することができないものに限る。)を

取り扱う場合は、サービス又は研究に関与する全ての者に対して当該情報を適切に管理す

ることの重要性の周知徹底、当該情報の管理(事故等の対応を含む)、責任の明確化、社

外の者による当該情報の取扱いの防止等、適切な措置を講じなければならない。 

＜匿名化された遺伝情報（特定の個人を識別することができないものに限る。）の取扱い

に関する細則＞ 

匿名化された遺伝情報(特定の個人を識別することができないものに限る。)を取り扱う場合

には、その取り扱う情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他情報の安全管理のために適

切な措置を講じなければならない。 

匿名化された遺伝情報(特定の個人を識別することができないものに限る。)の取扱いに関し

て講じるべき安全管理措置は、一般的に以下の通りとするが、取り扱う情報の量や性質等

に応じて変更できる。また、研究者等に個人情報に該当しない匿名化された遺伝情報(特

定の個人を識別することができないものに限る。）を取り扱わせるに当たっては、あらかじめ、

その量や性質等に応じて、当該情報の公開又は共有等の方針を提示する等、適切な措置

を講じることとする。 

1. 情報の安全管理についての責任と権限の明確化 

2. 情報の安全管理措置を定める手順書等の整備とそれに従った運用 



 

 

7 

 Copyright © 2013 - 2018 Habitus Care Inc.  All rights reserved. 

Proprietary & Confidential 

 

3. 事故等への対処 

4. 情報の取扱いに関する教育の実施 

5. 入退館(室)管理の実施、盗難等の防止等 

6. 情報及びそれを取り扱う情報システムのアクセス制御、不正ソフトウェア対策、監視等 

 

第 31 条 代表取締役は、匿名化された情報(特定の個人を識別することができないものに限る。)の

取扱いの全部又は一部を委託する場合は、当該情報が適切に取扱われるよう、委託を受

けた者が遵守すべき事項について、契約により担保するとともに、委託を受けた者に対する必

要かつ適切な監督を行わなければならない。 

＜委託する場合に契約により担保すべき事項に関する細則＞ 

委託を受けた者が遵守すべき事項として、契約により担保すべき事項は一般的に以下の通

りとするが、委託の内容に応じて他の事項を追加することができる。 

1. 委託を受けた者の匿名化された情報の取扱いに関する事項 

2. 委託の範囲を超えた利用の禁止 

3. 委託を受けた者以外への試料・情報の提供の禁止 

4. 業務上知り得た情報の守秘義務 

5. 契約終了後の試料・情報の廃棄・返却等に関する事項 

＜委託を受けた者に対する監督に関する細則＞ 

委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督とは、例えば委託契約書において、委託者が

定める安全管理措置の内容を明示的に規定するとともに、当該内容が遵守されていること

を確認することである。  

 

(保護すべき個人情報) 

第 32 条 個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、次に掲げるいずれかに該当するものを

いう。 

1. 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文書、図面若しくは電磁的

記録（電磁的方式（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識する

ことができない方式をいう。第 33条の 2 において同じ。）で作られる記録をいう。）に

記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の

事項（個人識別符号を除く。）をいう。以下同じ。）により特定の個人を識別するこ

とができるもの（他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別すること

ができることとなるものを含む。） 

2. 個人識別符号が含まれるもの 

第 33 条 「個人識別符号」とは、次に掲げるいずれかに該当する文字、番号記号その他の符号のう

ち、個人情報の保護に関する法律施行令（平成 15年政令第 507号）その他の法令

に定めるものをいう。 
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1. 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、

番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの 

2. 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てら

れ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により

記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は

発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記

録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別すること

ができるもの 

第 34 条 「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪によ

り害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないように

その取扱いに特に配慮を要する記述等が含まれる個人情報をいう。 

第 35 条 代表取締役は、取り扱う情報が、個人情報に該当しない場合であっても、遺伝情報、診療

情報等個人の特徴や体質を示す情報は、本規程の第 30条及び第 31条に基づき適切

に取り扱わなければならない。 

 

(安全管理措置) 

第 36 条 代表取締役は、その取り扱う個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他個人情報の

安全管理のため、組織的、人的、物理的及び技術的安全管理措置を講じなければならな

い。 

また、サービス又は研究に関与する者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、当該個人情

報の安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。 

＜安全管理措置に関する細則＞ 

組織的、人的、物理的及び技術的安全管理措置は、取り扱う情報の性質に応じて、必要

かつ適切な措置を求めるものである。その際、代表取締役において、個人情報が漏えい、滅

失又はき損等をした場合に本人が被る権利利益の侵害の大きさを考慮し、サービス及び研

究の性質、個人情報の取扱状況及び個人情報を記録した媒体の性質等に起因するリスク

に応じ、必要かつ適切な措置を講じることとする。 

1. 組織的安全管理措置 

組織的安全管理措置とは、安全管理について研究者等の責任と権限を明確に定

め、安全管理に対する規程や手順書(以下「規程等」という)を整備運用し、その実施

状況を確認することをいう。組織的安全管理措置には以下の事項が含まれる。 

(1) 個人情報の安全管理措置を講じるための組織体制の整備 

(2) 個人情報の安全管理措置を定める規程等の整備と規程等に従った運用 

(3) 個人情報の取扱状況を一覧できる手段の整備 

(4) 個人情報の安全管理措置の評価、見直し及び改善 

(5) 事故又は違反への対処 
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2. 人的安全管理措置 

人的安全管理措置とは、サービス又は研究に関与する全ての者に対して、業務上秘

密と指定された個人情報の非開示契約の締結や教育・訓練等を行うことをいう。人的

安全管理措置には以下の事項が含まれる。 

(1) 雇用契約時及び委託契約時における非開示契約の締結 

(2) サービス及び研究に関与する者に対する教育・訓練の実施 

3. 物理的安全管理措置 

物理的安全管理措置とは、入退館(室)の管理、個人情報の盗難の防止等の措置を

いう。物理的安全管理措置には以下の事項が含まれる。 

(1) 入退館(室)管理の実施 

(2) 盗難等の防止 

(3) 機器・装置等の物理的保護 

4. 技術的安全管理措置 

技術的安全管理措置とは、個人情報及びそれを取り扱う情報システムのアクセス制

御、不正ソフトウェア対策、情報システムの監視等、個人情報に対する技術的な安全

管理措置をいう。技術的安全管理措置には、以下の事項が含まれる。 

(1) 個人情報のアクセスにおける識別と認証 

(2) 個人情報のアクセス制御 

(3) 個人情報へのアクセス権限の管理 

(4) 個人情報のアクセス記録 

(5) 個人情報を取り扱う情報システムについての不正ソフトウェア対策 

(6) 個人情報の移送・通信時の対策 

(7) 個人情報を取り扱う情報システムの動作確認時の対策 

(8) 個人情報を取り扱う情報システムの監視 

 

(個人情報の取扱い) 

第 37 条 代表取締役は、サービス又は研究の業務に係る個人情報の取扱いの全部又は一部を委

託する場合は、その取扱いを委託された個人情報の安全管理が図られるよう、委託を受け

た者が遵守すべき事項について、契約により担保するとともに、委託を受けた者に対する必

要かつ適切な監督を行わなければならない。 

＜委託する場合に契約により担保すべき事項に関する細則＞ 

委託を受けた者が遵守すべき事項について、契約により担保すべき事項は一般的に以下の

通りとするが、委託業務の内容に応じて追加できる。 

1. 委託を受けた者の個人情報の取扱いに関する事項 

2. 委託の範囲を超えた利用の禁止 

3. 委託を受けた者以外への試料・情報の提供の禁止 
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4. 業務上知り得た情報の守秘義務 

5. 契約終了後の試料・情報の廃棄・返却等に関する事項 

＜委託を受けた者に対する監督に関する細則＞ 

委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督とは、第 36条に基づき研究を行う機関が講

ずべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう、監督を行うものであり、例えば委託契

約書において、委託者が定める安全管理措置の内容を明示的に規定するとともに、当該内

容が遵守されていることを確認することである。 

第 38 条 代表取締役は、サービス又は研究において個人情報を取り扱う場合、個人情報の保護を

図るため、個人情報管理者を置かなければならない。 

また、必要に応じ、責任、権限及び指揮命令系統を明確にした上で、個人情報管理者の

業務を分担して行う者(以下「分担管理者」という)又は個人情報管理者若しくは分担管

理者の監督の下に実際の業務を行う補助者を置くことができる。 

＜個人情報管理者の要件に関する細則＞ 

個人情報管理者及び分担管理者は、原則として刑法(明治 40年法律第 45号)第

134条、国家公務員法(昭和 22年法律第120号)第 100 条その他の法律により業務

上知り得た秘密の漏えいを禁じられている者(医師、薬剤師等)とする。 

なお、個人情報管理者及び分担管理者は、その提供する試料・情報を用いて研究(試料・

情報の提供又は収集・分譲を除く)を実施する研究責任者又は研究担当者を兼ねることは

できない。 

第 39 条 代表取締役は、許可した研究計画書の写し、研究の実施状況に関する定期的な報告書

の写し及び外部の有識者による実地調査結果の写しを個人情報管理者に送付しなければ

ならない。 

第 40 条 代表取締役は、個人情報を取り扱う場合、その利用の目的(以下「利用目的」という)をで

きる限り特定しなければならない。また、代表取締役は、利用目的を変更する場合、変更

前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならな

い。 

第 41 条 代表取締役は、あらかじめ顧客又は提供者の同意を得ないで、第 40条により特定された

利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。 

第 42 条 代表取締役は、合併その他の事由により外部の機関から研究等を承継することに伴って個

人情報を取得した場合は、あらかじめ顧客又は提供者の同意を得ないで、承継前における

当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはな

らない。 

第 43 条 代表取締役は、保有する個人情報に関し、次に掲げる事項について、顧客又は提供者の

知り得る状態(顧客又は提供者の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む)に置かなけれ

ばならない。 

1. 当社の名称 
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2. 全ての保有する個人情報の利用目的(第 44 条 1 から 3 までに該当する場合を除く) 

3. 第 44条又は第 46条、第 47条、第 48 条若しくは第 49条の求めに応じる手続

(手数料の額を定めたときは、その手数料の額を含む) 

4. 保有する個人情報の取扱いに関する苦情の申出先 

第 44 条 代表取締役は、顧客又は提供者等から、当該顧客又は提供者が識別される当社の保有

する個人情報の利用目的の通知を求められたときは、顧客又は提供者等に対し、遅滞な

く、これを通知しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでな

い。 

1. 利用目的を顧客若しくは提供者等に通知し、又は公表することにより顧客、提供者若

しくは第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 

2. 利用目的を顧客若しくは提供者等に通知し、又は公表することにより研究を行う機関

の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合 

3. 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必

要がある場合であって、利用目的を顧客若しくは提供者等に通知し、又は公表するこ

とにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合 

なお、利用目的を通知しない旨の決定をしたときは、顧客又は提供者等に対し、遅滞

なく、その旨を通知しなければならない。 

第 45 条 代表取締役は、サービス又は研究の業務に係る個人情報に関し、顧客又は提供者等から

廃棄の求めがあった場合を除き、5 年間保存しなければならない。 

 

(個人情報の開示等) 

第 46 条 代表取締役は、顧客又は提供者等から、当該顧客又は提供者が識別される当社の保有

する個人情報の開示(当該顧客又は提供者が識別される当社の保有する個人情報が存

在しないときにその旨を知らせることを含む)を求められたときは、顧客又は提供者等に対し、

書面の交付又は開示の求めを行った者が同意した方法により、遅滞なく、当該の保有する

個人情報を開示しなければならない。 

ただし、開示することにより次のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しない

ことができる。 

1. 顧客、提供者又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあ

る場合 

2. 当社における業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 

3. 法令に違反することとなる場合 

なお、保有する個人情報の全部又は一部について開示しない旨の決定をしたときは、

顧客又は提供者等に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。 

＜注＞ 

遺伝情報の開示は、臨床研究倫理規程第27条から第 32条に基づき研究責任者
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の責務において行わせることとする。 

第 47 条 代表取締役は、顧客又は提供者等から、当該顧客又は提供者が識別される当社の保有

する個人情報の内容が事実でないという理由によって当該の保有する個人情報の内容の

訂正、追加又は削除(以下「訂正等」という)を求められた場合には、その内容の訂正等に

関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときを除き、利用目的の達成に

必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該の保有する

個人情報の内容の訂正等を行わなければならない。 

また、保有する個人情報の内容の全部若しくは一部について訂正等を行ったとき、又は訂

正等を行わない旨の決定をしたときは、顧客又は提供者等に対し、遅滞なく、その旨(訂正

等を行ったときは、その内容を含む)を通知しなければならない。 

第 48 条 代表取締役は、顧客又は提供者等から、当該顧客若しくは提供者が識別される当社の保

有する個人情報が第 41条若しくは第 42条に違反して取り扱われているという理由又は

第 12条に違反して取得されたものであるという理由によって、当該の保有する個人情報の

利用の停止又は消去(以下、この項及び第 50条において「利用停止等」という)を求められ

た場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な

限度で、遅滞なく、当該の保有する個人情報の利用停止等を行わなければならない。 

ただし、当該の保有する個人情報の利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用

停止等を行うことが困難な場合であって、顧客又は提供者の権利利益を保護するために必

要なこれに代わるべき措置を採るときは、この限りでない。 

第 49 条 代表取締役は、顧客又は提供者等から、当該顧客又は提供者が識別される当社の保有

する個人情報が臨床研究倫理規定第37条に違反して第三者に提供されているという理

由によって、当該の保有する個人情報の第三者への提供の停止を求められた場合であっ

て、その求めに理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該の保有する個人情報の第

三者への提供を停止しなければならない。 

ただし、当該の保有する個人情報の第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合そ

の他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、顧客又は提供者の権利利

益を保護するため必要なこれに代わるべき措置を採るときは、この限りでない。 

第 50 条 代表取締役は、第 48 条に基づき求められた当社の保有する個人情報の全部若しくは一

部について利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、又

は第 49条に基づき求められた当社の保有する個人情報の全部若しくは一部について第三

者への提供を停止したとき若しくは第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、顧

客又は提供者等に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。 

第 51 条 代表取締役は、第 44 条又は第 46条、第 47 条若しくは第 50条により、顧客若しくは

提供者等から求められた措置の全部又は一部について、その措置を採らない旨を通知する

場合又はその措置と異なる措置を採る旨を通知する場合は、顧客又は提供者等に対し、

その理由を説明するよう努めなければならない。 
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第 52 条 代表取締役は、第 44 条又は第 46条、第 47 条、第 48 条若しくは第 49 条による求め

(以下「開示等の求め」という)を受け付ける方法として、次に掲げる事項を定めることができ

る。この場合において、顧客又は提供者等は、当該方法に従って、開示等の求めを行わな

ければならない。 

1. 開示等の求めの申出先 

2. 開示等の求めに際して提出すべき書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に

よっては認識することができない方式で作られる記録を含む)の様式その他の開示等の

求めの方式 

3. 開示等の求めを行う者が顧客又は提供者等であることの確認の方法 

4. 手数料の徴収方法 

第 53 条 代表取締役は、顧客又は提供者等に対し、開示等の求めに関し、その対象となる当社の

保有する個人情報を特定するに足りる事項の提示を求めることができる。この場合におい

て、代表取締役は、顧客又は提供者等が容易かつ的確に開示等の求めを行うことができる

よう、当該の保有する個人情報の特定に資する情報の提供その他顧客又は試料提供等の

利便を考慮した適切な措置を採らなければならない。 

第 54 条 代表取締役は、第 52 条及び第 53条に基づき開示等の求めに応じる手続を定めるに当

たっては、顧客又は提供者等に過重な負担を課するものとならないよう配慮しなければなら

ない。 

第 55 条 代表取締役は、第 44 条による利用目的の通知又は第 46条による開示を求められたとき

は、当該措置の実施に関し、手数料を徴収することができる。 

その場合は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、その手数料の額を

定めなければならない。 

第 56 条 代表取締役は、苦情等の窓口を設置する等、顧客又は提供者等からの苦情や問合せ等

に適切かつ迅速に対応しなければならない。 

なお、代表取締役は、苦情等の窓口が、顧客又は提供者等にとって利用しやすいものとな

るよう、担当者の配置、利用手続等について配慮しなければならない。 

 

(匿名加工情報の取扱い) 

第 57 条 研究者等（個人情報保護法の適用を受ける大学その他の学術研究を目的とする機関若

しくは団体又はそれらに属する者であって、その個人情報又は匿名加工情報を取り扱う目

的の全部又は一部が学術研究の用に供する目的である者に限る。以下この第 57条から

第 65条において同じ。）は、匿名加工情報（匿名加工情報データベース等（匿名加工

情報を含む情報の集合物であって、特定の匿名加工情報を電子計算機を用いて検索する

ことができるように体系的に構成したものその他特定の匿名加工情報を容易に検索すること

ができるように体系的に構成したものをいう。）を構成するものに限る。以下同じ。）を作成

するときは、特定の個人を識別すること及びその作成に用いる個人情報を復元することがで
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きないようにするために必要な基準に従い、当該個人情報を加工しなければならない。 

第 58 条 研究者等は、匿名加工情報を作成したときは、その作成に用いた個人情報から削除した記

述等及び個人識別符号並びに第 57条の規定により行った加工の方法に関する情報の漏

えいを防止するために必要なものとして定められる基準に従い、これらの情報の安全管理の

ための措置を講じなければならない。 

第 59 条 研究者等は、匿名加工情報を作成したときは、当該匿名加工情報に含まれる個人に関す

る情報の項目を公表しなければならない。 

第 60 条 研究者等は、匿名加工情報を作成して当該匿名加工情報を他の研究を行う機関に提供

するときは、あらかじめ、他の研究を行う機関に提供される匿名加工情報に含まれる個人に

関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該他の研究を行う機

関に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならない。 

第 61 条 研究者等は、匿名加工情報を作成して自ら当該匿名加工情報を取り扱うに当たっては、

当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該匿名

加工情報を他の情報と照合してはならない。 

第 62 条 研究者等は、匿名加工情報を作成したときは、当該匿名加工情報の安全管理のために必

要かつ適切な措置、当該匿名加工情報の作成その他の取扱いに関する苦情の処理その

他の当該匿名加工情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、

当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。 

第 63 条 研究者等は、匿名加工情報（自ら個人情報を加工して作成したものを除く。以下この第

57条から第 65条において同じ。）を他の研究を行う機関に提供するときは、あらかじめ、

他の研究を行う機関に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及び

その提供の方法について公表するとともに、当該他の研究を行う機関に対して、当該提供に

係る情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならない。 

第 64 条 匿名加工情報の提供を受けた研究者等は、当該匿名加工情報を取り扱うに当たっては、

当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人

情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは第 57条の規定により行われた

加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはなら

ない。 

第 65 条 匿名加工情報の提供を受けた研究者等は、当該匿名加工情報の安全管理のために必要

かつ適切な措置、匿名加工情報の取扱いに関する苦情の処理その他の匿名加工情報の

適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表する

よう努めなければならない。 
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(個人情報管理者の責務) 

第 66 条 個人情報管理者(分担管理者を含む。以下、第 66条から第 68 条において同じ)は、原

則として、サービス又は研究計画に基づき、サービス又は研究の実施前に試料・情報を匿名

化しなければならない。 

第 67 条 個人情報管理者は、匿名化の際に取り除かれた個人情報を、原則として外部の機関及び

試料・情報の提供が行われる機関に提供してはならない。 

第 68 条 個人情報管理者は、匿名化作業の実施のほか、匿名化作業に当たって作成した対応表

等の管理、廃棄を適切に行い、個人情報が含まれている情報が漏えいしないよう厳重に管

理しなければならない。 

 

(規程の変更) 

第 69 条 本規程は、必要に応じ随時見直しを行い、変更については倫理審査委員会の承認を必要

とする。 

 

(附則 1) 

本規程は 2018年 8月 10 日から施行する。 

(附則 2) 

特に、臨床研究に係る倫理規定については、「株式会社ハビタスケア臨床研究倫理規程」にて別途定

めるものとする。 

 

以上 


