保健医療分野のためのe-learningツールのご案内
ー個人情報保護マネジメントシステムの確立をー
改正個人情報保護法（2017年5月施行）により、要配慮個人情報を大量に保有する保健医療機関は、
改正法に合わせた内部規程の制定・改訂、全職員の皆様の定期・臨時の教育、個人情報の適切な取扱
い状況の監査の実践という「マネジメントシステムの実践」が必要です。JISQ15001（個人情報保護マネジ
メントシステム：:2017年12月改正）の準拠が望まれます。国際的にはOECDのガイドライン（セキュリテイ：
1995年制定、プライバシー：2013年改正）と、GDPR（EU)とHIPPA（米国）の動向が注目されます。

保健医療機関向け

個人情報保護マネジメントシステム
e-learningコンテンツ＆運用システム
事務局担当者向けに
教育コンテンツ
基本コンテンツ
・保健医療機関個人情報保護教育
・マネジメントシステム教育

追加コンテンツ
・規程・帳票の事例、学習度管理用ドリル
・熟練コンサルタントのライブ指導

管理者向けに
e-learningシステム
e-learning支援ツール
・スタッフ管理
・教育の進捗・成績管理

追加コンテンツ
・熟練コンサルタントのライブでの詳細なコン
テンツ指導及び進捗指導

保健医療機関における、
個人情報保護・情報セキュリテイのマネジメントシステム確立・維持に！
☆実績ある、弊社の保健医療分野専用コンテンツとNTT東日本社のe-learningツールで、
担当者の学習状況を把握でき、スタッフ育成と交代をより確実に実現できます。
◎担当者：最新の個人情報保護マネジメントシステムの知識を獲得
◎管理者：簡単なドリルを含むe-learning用の豊富なツールにより、教育の進捗と徹底を管理

☆機関・組織の様々な状況に応じた要員教育に、有効に活用できます。
◎個人情報保護の、委員会組織・内部規程・監査体制 等の整備を目指す機関・組織に！
◎マネジメントシステム確立済（PマークやISMS認証の取得済 等）の機関の体制の維持・交代
◎Pマーク取得やISMS認証取得を目指す機関・組織の担当者の基本知識取得、
◎ ISMSの仕組みを保有する機関に改正個人情報保護法の適切な対応を追加
◎部門組織（臨床検査部門や研究部門・健診部門等)での部門委員会・部門規程・監査体制の整備
⦿制作・監修：森口修逸 株式会社エム・ピー・オー 代表取締役 ■著作等
・『(医療・介護版)及び(産業保健版)個人情報の保護と活用の手引き』
企画・制作協力 株式会社イソラコミュニケーション
・『健診機関団体生団体連合会の個人情報保護ガイドライン』
■コンサルテーション実績

・『医療情報セキュリティマネジメント(ISMS)』
・『保健医療分野向け個人情報保護マネジメントシステム DVD』 他

・主要健診機関及び医療機関などのプライバシーマーク取得、 ISMS認証取得
・国立研究所・大学病院等の医学研究機関の先進の情報セキュリテイマネジメント ■講演等 産業衛生学会・医療情報学会での講演の他に
・日本病院会 認定個人情報保護団体申請
・九州大学・千葉大学・佐賀大学・自治医大・愛知歯科大 他
・日立製作所7病院・東芝病院などのプライバシーマーク取得
・福岡県医師会・岡崎市医師会・伊奈北医師会・むつ下北医師会 他
・MEDISでのPマーク講師・日本郵政14病院・全衛連・予防医学中央会 他

■制作・販売 株式会社 エム・ピー・オー
横浜市都筑区茅ヶ崎東1-10-26 E-Mail：info@m-p-o.co.jp
Web Site：http://www.m-p-o.co.jp/

個人情報保護マネジメントシステム確立のための学習フロー
基本コンテンツ
INPUT
現行
個人情報
保護方針
体制図

規程等

Start
１．個人情報保護法制概説
・医療介護ガイダンス等の理解
・安全管理のガイドライン理解

確⽴
２．コンプライアンス体制確立

• 個人情報台帳
• リスク分析手順書
• ワークシート

・JＩＳQ15001の要求事項の理解
・個人情報保護方針案検討
・構築スケジュールの検討

３．個人情報の特定
（必要に応じて、）
各規程・帳票の雛形提示
 個人情報保護基本規程
 詳細規程
 標準手順書
 台帳・記録用帳票類

・個人情報特定方法の理解
・個人情報資産棚卸・台帳作成

４．リスクマネジメント手法

・個人情報資産のリスク分析
・リスク対応計画書のフォーマット

５．内務規程等の作成・整備
・教育資料（既存DVD）
(幹部向け・全職員向け)

OUTPUT

規程・手順書・台帳/帳票の作成

改訂後
コンプライアンス
体制図

・個人情報保護基本方針
・新PMS推進体制表(案)
・構築のスケジュール(案)
・個人情報台帳
個人情報として特定された情報は
個人データと同様の管理実施

リスク分析表
・安全対策（物理的・技術的）
・個人情報保護基本規程
 マネジメント関連規程
 個人情報保護関連規程
・詳細規程・手順書・記録用
WS・緊急事態対応手順書
・医学研究関連規程

全職員向け
・教育資料(監査員向け)
・監査用ワークシート

個人情報保護教育
緊急事態対応訓練

運⽤
６．パフォーマンス評価
• 運用確認、
• 監視・測定/分析/評価
• 内部監査の方法教育と実践
• マネジメントレビュー
• 是正処置・継続的改善

ー追加コンテンツー
Pマーク取得へ向けて
規程等の追加項目指導
審査向け資料提供

・全職員向け機関内資料
・職員教育実績表
・運用記録、
・監視・測定/分析/評価結果
・監査報告書、関連書類
・レビュー結果記録
・リスク対応計画書

Goal
第三者審査準備
審査直前演習（MPO支援）
MEDIS審査

注：PMS：個人情報保護マネジメントシステム
Personal data Management System
第三者認証(ISMS認証・
CP：コンプライアンスムログラム
Privacyマーク取得)は
Compliance Program

オプションです。

・審査申請と書類

本e-learningの基本コンテンツの目次
０．個人情報保護マネジメントシステム
ー基本コンテンツー

Start
0．作業方針の決定
１．個人情報保護法制概論
２.コンプライアンス（CP)体制

詳細説明コース
個人情報保護
マネジメントシステム
の確立
改正個人情報保護法
への対応概要
マネジメントシステム
概説

３．個人情報の特定
個人情報の特定手順

４．個人情報のリスクマネジメント
リスク分析とリスク対応の手順

４．個人情報（リスク）の特定
・リスク分析手順の実務
５．リスク対応計画の策定

５．内部規程等の作成
基本規程・詳細規程・手順書の留意点

5-1．安全管理措置の検討

5-2．委託規程

5-1.及び5-2．
・安全管理ガイドライン概説

委託先への対応

5-3．開示と利用相談窓口の手続き
5-4．取得・利用提供規程類の
作成 (1)(及び2)
5-5．無断複製の禁止と廃棄ルール
5-6．研究・治験個人情報取扱規程
研究目的で保有する個人情報の扱い

（参考資料）
・個人情報保護基本規程例
・詳細規程例 ・手順書例

改正個人情報保護法
・対応まとめ
・対応概要表
・関連法令指針

5-7．緊急事態対応手順
全職員向け個人情報保護教育
６．パフォーマンス評価
初級編、上級編

Goal

全職員向け教育用DVD
・改正個人情報保護の概要
６．パフォーマンス評価

マネジメントシステムの確立までの道
マネジメントシステム確立にはリスクの特定と評価・内部規程作成・内部監査の
3つの山があります。実績を活用したWebコンサルテーションで支援いたします。
監査計画
個人情報
保護方針
プロセス

リスク

関連
規程

収集
保管
利用
委託預託

エビデ
ンス

個人情報保護基本規程
・
監査規程
・
教育規程
・
取得規程
・
利 用提供規程
・
委託規程
・
廃棄 基 準
・
安全 管 理 規 程
・
入退出規程
・
個人情報台帳
・
リスク評価図
・
体制図

対
策

監査の実施

監査結果報告

破棄

是正処置と
フォローアップ

訂正削除

内部規程の作成

その他

内部監査

個人情報（リスク）の
特定とリスク評価

Start

JISQ15001,ISO/IEC27001 等
規格の理解と規程制定・全職員教育・監査

Goal

コンサルテーション・講演・著作に多くの実績のある（株）エム・ピー・オーは、
様々なニーズに応えたコンテンツの充実を致します

医学研究
医療

産業保健
健診

■制作・販売 株式会社 エム・ピー・オー
横浜市都筑区茅ヶ崎東1-10-26 E-Mail：info@m-p-o.co.jp
Web Site：http://www.m-p-o.co.jp/

