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我が国は超高齢化社会に伴う医療費の拡大を控え，政策に資するエビデンスを導出するため
に，外的妥当性が高いと期待される Real World Dataを用いた研究に注目しつつある．次世代医
療基盤法の認定事業者は 2019 年末に第 1 号が認定されたばかりであり，管理，匿名加工，デー
タ提供の方法論を模索中である．一方包括的かつ悉皆的な医療情報の収集体制を制度的に実現し
たフィンランドは，オプトアウト方式で全国の医療機関から個人番号つきで患者情報を収集し，
様々なデータソースから個人番号を用いた個人単位のデータ連結を行い，二次利用用途に匿名化
したデータを提供している．まさに認定事業者が担わんとしている役割を先行的に実現している
ところであり，同国の現状を知ることは 我が国における今後の医療情報に関する政策の方向性
を検討する上で，有意義であると推察される．渡航及び文献調査にもとづいて，フィンランドの
健康医療情報に関するレジスタ，制度環境，匿名加工に関するガイドラインならびに最近の動向
を紹介する．

As the super-aging society at Japan will increase medical expenses, we are focusing on stud-
ies using Real World Data, which is expected to have high external validity, to derive the
evidence that can contribute to healthcare policy. Under Act on Anonymized Medical Data
That Are Meant to Contribute to Research and Development in the Medical Field, the first
Certified Producers of Anonymized Medical Data was just certified at the end of 2019 and
the stakeholders are currently exploring methodologies for the secure management of personal
information, anonymization methods, and data provision. On the other hand, Finland has
already established the system for the systematic collection of comprehensive and thorough
medical information with the Personal Identification Number from medical institutions across
the country with the opt-out policy. The collected medical information is registered in the
respective registers according to the respective rationale law. In addition, anonymized data are
provided for secondary uses such as research. These activities are precisely the role that the
certified producer is trying to fulfill. It is useful to know the current situation in this country in
order to consider the direction of the future policy on the secondary use of medical information
in Japan. Based on the interview and literature review, we introduce the Finnish health care
register, institutional environment, and guidelines for anonymized processing of health care
information, and present recent trends.

キーワード: レジスタ，二次利用，医療情報，匿名加工

∗ 愛媛大学医学部：〒 791-0295 愛媛県東温市志津川 454 (E-mail: ekimura@m.ehime-u.ac.jp).
† 国立保健医療科学院：〒 351-0197 埼玉県和光市南 2-3-6 (E-mail: ootera.s.aa@niph.go.jp).
‡ 小樽商科大学：〒 047-8501 小樽市緑 3-5-21 (E-mail: k-sasaki@res.otaru-uc.ac.jp).
§ 京都大学医学部附属病院：〒 606-8507 京都市左京区聖護院川原町 54 (E-mail: tomo@kuhp.kyoto-u.ac.jp).



48 日本統計学会誌　　第50巻 第1号 2020

1. 背景

我が国は超高齢化社会に伴う医療費の拡大を控えて，エビデンスにもとづいた疾病予防や

医療の質の向上や，医療分野の産業の活性化を推進する等の様々な対策を打ち出すことが求

められている．社会へのインパクトを測定し政策に資するエビデンスを導出するには，これ

までの Randomized Control Trial (RCT)に代表されるような臨床研究に加えて，RCTよ

りも外的妥当性が高いと期待される Real World Data (RWD)(de Lusignan and Crawford

(2015))からなるビッグデータを用いた研究が注目されつつある．本稿における RWDと

は，RECORD (Reporting of studies Conducted using Observational Routinely-collected

Data)(Liyanage et al. (2012))において例示されている疾患レジスタ，プライマリケアデー

タベース，保険請求データ，電子カルテ，疫学調査等，様々な場所や医療機関における日常

業務の過程で発生しているデータを想定している．理想的な環境下に検証された RCTを

中心とした臨床研究は，治療対象が研究時の条件と合致している場合においてのみ研究結

果と同等の結果が再現されうるが，より広範囲かつ一般化された対象，特に社会レベルの

マクロスケールでみた場合の効果についての外的妥当性を検証していない．そのためによ

り広範囲かつ悉皆的な医療情報の収集・分析を行い，外的妥当性を検証し政策に反映させ

る取り組みも期待されている．

しかし，我が国は国民皆保険制度であるとはいえ，民間病院が多く保険者も分立してい

ること，改正個人情報保護法で病歴が要配慮個人情報に位置づけられてオプトアウトによ

る第三者提供が禁止される等，悉皆的な医療情報の収集が困難な社会的環境にあった．改

正個人情報保護法は個人を識別特定できないように匿名加工したものであれば，第三者に

提供するさいの同意を得ずとも匿名加工情報を利活用できるようにした．しかし，現実的

には医療機関が匿名加工を適切に行うことは困難であるし，匿名加工後のデータは他の情

報と結合してより有益なデータとしていくことも不可能である．このような課題を解決す

るために，「医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律（次世代医

療基盤法）」が施行された．次世代医療基盤法下に医療情報の管理や匿名加工技術に関して

一定の基準を満たす事業者は，認定匿名加工医療情報作成事業者（認定事業者）として認

定される．丁寧なオプトアウトを実施することを前提とした上で，患者本人の拒否が無い

限り，認定事業者は医療機関等から医療情報を収集して，その医療情報を匿名加工した上

で医療分野の研究開発に従事する者に供することが認められた．しかし，2019年 12月に

第一号の認定事業者が認定されたばかりであり，認定事業者がどのように事業展開するの

か，またどのような管理，匿名加工，データ提供をしていくのかは未知の領域である．そ

して，依然として各医療機関が保有する診療記録や保険者が保有する医療および介護のレ

セプト情報，国や各学会が主導する疾患レジスタ等と散在しており，これらの管理主体が
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認定事業者とどのように連携していくかも模索することになるだろう．海外に目をむける

と，医療情報の収集とデータの二次利用に関して，各々の国特有の社会制度と国民感情と

に細心の注意を払いつつ，制度設計と運用に奮闘している．その中において，我が国が目

指しているあり方の一部を先取りしている国から学ぶところは大きいと思われる．包括的

かつ悉皆的な医療情報の収集体制を制度的に実現したフィンランドは，オプトアウト方式

で全国の医療機関から個人番号つきで患者情報を収集し，様々なデータソースから個人番

号を用いた個人単位のデータ連結を行っている．そして，研究用途を主とした二次利用用

途に匿名化したデータを提供している．

フィンランドの目標は，人々の健康，福祉，そして行動能力に恩恵を与えながら，健康

分野の研究と革新，投資，そして新しい事業活動において国際的に有名な先駆者になるこ

とを志向している（Ministry of Employment and the Economy (2014)）．つまり，フィン

ランドは 1.多目的で質の高い科学的研究の源となること，そしてそれから導き出される発

明と革新を実現すること，2.この分野の新興企業のためのダイナミックな事業環境と企業

の国際的な成長のための信頼できるパートナーとなること，3.医療分野への投資先として

魅力的な対象国となること，4.持続可能な医療システムと革新的な活動を統合するための

モデル国となること，を志向している．医療分野における持続可能な成長戦略として，投

資，知的財産権，イノベーション，輸出，収益性，雇用，健康改善，医療コストの削減を

実現するための駆動力を開発すべく，2016年から 2018年にかけての目標を以下のように

設定している（Ministry of Employment and the Economy (2016)）．大学病院，大学，企

業との協業の強化，国立ゲノムセンターと国立がんセンターの創設，バイオバンクの活動

の連携の強化，イノベーションを支援する規制，研究機関の新設，研究の営利化，EUへ

のロビー活動，輸出を増加させ，投資を誘致，社会保障と医療のデータの研究利用の推進

を掲げている．このビジョンのもと，医療と行政のビッグデータを統合し分析できる環境

を構築することで，健康と福祉増進に寄与する政策を検討できる環境を構築しようとして

いる．まさに我が国において認定事業者が担おうとしている役割を先行的に実現している

ところであり，同国の現状を知ることは 我が国における今後の医療情報の利活用を進める

上で，有意義であると推察される．本研究の目的は，フィンランドにおける医療情報の収

集・二次利用へのデータ提供の運用，法律・諸制度の制定の過程から我が国が学ぶべきこ

とについて明らかにすることである．

2. 方法

国民の状況を把握する全数統計（センサス）において，調査票を配布して統計情報を構

築する方法と人口・社会的な行政記録情報，税務・医療・福祉等行政情報の登録情報（レ

ジスタ）を用いて統計情報を抽出するシステムに大別されるが，フィンランドは早くから
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調査票ベースからレジスタベースの運用に切り替え (工藤 (1995))，医療分野においても広

くレジスタを構築した国として知られている．そして，フィンランドは医療分野のレジス

タのデータを研究者に提供し臨床研究に役立てることを国全体の方針として志向している．

すなわち，本稿で記述しているレジスタとは，法律的に提出を義務づけられたデータから

構成されるデータベースであり，所掌機関・目的に応じて多数のレジスタが存在する．な

お，歴史的にはデータは紙媒体で提出され，レジスタのデータベースに手入力されてきた

が，現在では最初から HL7 CDAや DICOM等の標準規格に準拠したデータ形式での提出

が要求されており，安全のためにインターネット経由ではなく専用の閉域網を経由してデジ

タルデータで収集するようになっている．例えば，国立健康福祉研究所 (THL: Terveyden

ja hyvinvoinnin laitos) では，法律を背景として，出生，先天性奇形，誘発性中絶，児童

福祉，プライマリヘルスケア受診歴，社会扶助，不妊治療等に関する医療情報を収集し，

それぞれのデータベースを構築している．本研究ではフィンランドで管理されている医療

情報の全体像を把握するために，レジスタの保有を公表しているフィンランドの国立機関

である，フィンランド統計局 (Tilastokeskus)，社会保険協会 (Kela: KansaneläKelaitos)，

THL，ヘルシンキ大学 (HUS: Helsinki University Hospital)がWebサイト上で公開してい

る資料およびフィンランドの医療制度やデータ提供に関する文献やWebサイトから情報

収集をした．また，フィンランドのレジスタは法律にもとづいて構築，運用しているため，

フィンランドの法律をオンラインで公開している Finlex Data Bank (Finnish Ministry of

Justice (2019))よりフィランド語，英語で記述されている法律を入手し，翻訳した．文献

調査で不明確であった部分については，大寺（公衆衛生学担当）と佐々木（医療社会学担

当）がフィンランドに渡航し，2019年 2月 18日から 20日にかけてヘルシンキ大学と国立

健康福祉研究所，社会保険協会，フィンランド研究開発基金（Sitra: Suomen itsenäisyyden

juhlarahasto）を訪問し，担当者より情報収集を行った．匿名加工に関する具体的基準につ

いては，機微な事項として情報開示頂けなかったが，一般論としてのガイドラインを紹介

されたので，そのガイドラインの翻訳を行った．本稿では，この調査にもとづいて，フィ

ンランドの医療情報に関する環境，個人番号に関する制度，レジスタに関する法律といっ

た社会的環境を紹介し，さらに運用されているレジスタ，そしてデータ提供の手続き，統

計的開示制限 (星野 (2010))について解説する．最後に最近の動向も踏まえた考察をもって

結びたい．

3. フィンランドの医療情報に関する環境

3.1 医療制度の概要

フィンランドの健康政策は，早死を減らし，人間としての機能的能力を失うことなく，よ

り健康的な生活ができる年数を増やし，全ての人にとって最適な生活の質を確保し，集団間
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の健康格差を減らすことを目指しており，普遍的で平等な保健サービスを享受できるよう

に志向している (Vuorenkoski et al. (2008))．現在，フィンランドは医療情報と包括的な医

療政策は中央に集約されるが，住民に対するプライマリケア提供と専門医療を提供する裁

量は地方自治体に委ねられている．地方自治体は医療体制を編成するさい，自ら医療サー

ビスを提供することも，民間の医療機関から提供させることも可能である．プライマリケ

アは主に地方自治体の保健センターで行われている．自治体が所属する病院地区では高度

医療が提供されている．現在，フィンランドは 21の病院地区があり，それぞれの地区にお

いて中央病院といくつかの地域病院とで構成されている．病院地区の人口にはばらつきが

あり，数万人から 150万人程度までバリエーションがある (Ruuhela et al. (2018))．雇用

者は従業員のために，予防的な労働衛生サービスを組織する必要がある．公衆衛生サービ

スの大部分は地方自治体の税収によって賄われているが，一部民間サービスによって補完

されており，その費用の一部は健康保険制度の下でサービス利用者に払い戻される．また，

中央政府から地方自治体に対して，医療費の 1/3分を特定の使途を指定せずに負担する．

公的医療サービスの費用の 9％は患者への請求によって賄われている．健康保険でカバー

される医療費の償還は被保険者及び州の税収から集められた保険料によって，50％ずつ賄

われている．2013年時点で GDPに占める医療費の総額は 8.6％で，OECDの平均（8.9

％）より抑えられており，北欧であるデンマーク，ノルウェー，スウェーデン，そして日

本（8.9～11.0％）よりも低くなっている (OECD (2015))．このように，具体的な医療政

策・サービスは各自治体に委ねられるが，医療費と医療資源の多くは中央が担っているの

で，包括的な医療政策を講じる必要性から中央的に医療情報を収集し分析するイニシアチ

ブが働いている．

3.2 医療情報に関する環境

フィンランドでは 1964 年にフィンランド国民の個人識別番号制度 (Personal Identity

Code(PIC)あるいは Personal Identification Number (PIN) Systemが立ち上がり，以来

ほぼ全てのシステムで国民に関する情報の管理に PINを利用している (Wessman (2018))．

そのため，理論的にはデータの利用許可を得られれば，PINを利用して複数のデータをリ

ンケージできる．現在，フィンランドでは 3つの行政機関で主要なレジスタが運用されて

いる．フィンランド首相官邸管轄の Statistics Finland (フィンランド統計局），フィンラン

ド議会管轄の社会保険協会 (Kela)，社会福祉保健省管轄の国立健康福祉研究所 (THL)が

それぞれにレジスタを運用している（図 1）．現在，フィンランドではほぼ全ての医療機関

が電子カルテの医療情報，診療報酬請求情報，電子処方箋を Kelaにデータを提出してい

る．THLでは医療・福祉に関する各種レジスタを擁しており，またナショナル・バイオバ

ンクの体制を整えてきている．また国有レジスタ以外にも，大学病院のデータベースや民
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図 1 フィンランドにおける各機関のレジスタ群 (本研究の調査結果をもとに木村が全体像をまとめた)．

間のバイオバンクがある．これらの全ての施設において，医療情報は PINに紐付けられて

管理されている．個別にデータ提供依頼をして認められれば，当局でデータリンケージし

て提供する運用がなされているので，日本の次世代医療基盤法で定義されている認定事業

者（黒田 (2017)）のような，データ収集・リンケージに専従する民間組織は存在しない．な

お，本稿において「開示」とはフィンランドの法律・ガイドラインの英訳文書において使わ

れている「disclosure」に対応する訳である．この開示は機微な医療情報を含めて匿名加工

等の処理をして一定の安全性を確保した上で研究者を主としたデータ請求者に限定して提

供する行為であり，世間一般に公開されたかたちにすることではないことに留意されたい．

ただ，現状では個別の機関にデータ利用申請を行うプロセスに非常に時間がかかっている．

フィンランド議会下に運営されている公的財団であり，シンクタンクである投資ファンド

の役割を担っている Sitraによれば複数のレジスタにまたがったデータの取得と連結の許可

とデータの提供には最長で 2～3年かかることもあるとのことである (Sitra (2019))．THL

でデータ利用・リンケージに関する窓口を一本化する取り組みに加えて，医療情報の二次

利用，研究利用を推進するための当局横断的な組織を合法的に設置するための新しい法律

の策定や，その業務をささえる情報システムの導入が進められている．本研究では図 1に

掲載した組織を全て調査しているが，これまで我が国で紹介される機会が少なかった医療

レジスタを所轄している機関である THLとKelaの全容の報告を中心に，研究者へのデー

タ提供と，その運用をささえる制度設計・法律について報告する．
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3.3 国立保健福祉研究所 (Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitos: THL)

現在，フィンランドにおける保健医療分野の国立研究所として，社会福祉保健省の管轄下

に国立保健福祉研究所 (THL)がある．2009年に前身であるフィンランド国立公衆衛生研究

所 (Kansanterveyslaitos: KTL)が，国立福祉保健研究開発センター (Sosiaali- ja erveysalan

tutkimus- ja kehittämiskeskus: STAKES)と合併したものである．THLは国民の健康と

福祉のニーズ，医療・福祉サービスの提供体制のニーズに対してフィンランドの健康と福

祉を促進させる取り組みを行う．法律で定められた THLの使命は，健康と福祉を促進し，

病気と社会問題を防ぎ，そして社会福祉と健康管理活動とサービスを発展させることにあ

る (President of the Republic of Finland (2008b))．また，THLは研究，開発，評価およ

び追跡調査，国際協力に関与し，健康と福祉における法定統計当局として指定されている．

現在，THLは福祉，公衆衛生，環境衛生，健康とソーシャルケア，政府サービスの 5部問を

擁しており，さらにそれらの部門を下支えする情報サービス部門があり，統計とレジスタ

を管理している (Finnish institute for health and welfare (2019a))．また，統計に関して，

Statistics Finland (死亡，事故，人口統計），Social Insurance Institution (保険，医療），

Finnish Medicines Agency (医薬品)，National Institute for Occupational Health (労働衛

生）等の当局と連携し，研究者のデータ提供依頼に応じてデータ交換，リンケージを行って

いる．法律を背景として，THLに関する活動はWebサイト上で多くが公開される取り組み

が行われている．また，THLは，Eurostat，OECD，WHO，NOMESCO，NOSOSCO等

の国際的な機関に対して社会健康統計を提出する責任を持つ機関である (Finnish institute

for health and welfare (2019c))．また，社会健康統計分野におけるサービス提供体制や医学

研究で使われる概念，分類，統制用語の開発も受け持っている (Mäkelä-Bengs and Vuokko

(2013))．

THLの情報サービス部門は，情報資源サービス部，情報システムサービス部，IT管理

サービス部，統計・レジスタ部，プロダクト部，運営管理部より構成されている．情報資

源サービス部は THLの専門家及び外部の利用者に，ライフサイクル管理，情報と研究者向

けサービスを含めた情報リソースサービスを提供する．情報システムサービス部は，THL

の活動を支援するためのアプリケーションとオンラインサービスを開発する．また，情報

資源及び情報システムの維持管理に責任を負い，データの抽出とデータセットの結合を担

当し，また国立保健福祉研究所の Code Serviceの運用管理を担当する．

IT管理サービス部は社会福祉保健省の行政部門の IT管理運営フォーラムで THLを代

表し，THL内の情報処理システムの調達，公共部門におけるエンタープライズアーキテク

チャの方針およびデジタル化の原則に従って THLが機能することを保証する責任を持つ．

統計・レジスタ部は国内の法定業務及び国際統計機関の任務について責任を持つ．運営管

理部は保健福祉情報の運用管理に責任をもち，サービスの導入が法律で定められた期間内



54 日本統計学会誌　　第50巻 第1号 2020

に管理されるように，情報システムの更新のさいに病院地区，保健所，民間医療サービス

提供者，薬局を指導する．

THLは，個人情報保護法 (523/1999)の Section 10にもとづいて，THLがコントローラ

(Controller)として保有している各レジスタについて情報公開している (President of the

Republic of Finland (2008c)) ．GDPRでは，個人情報の管理・対策に関わる立場をコン

トローラ（管理者）とプロセッサ（処理者）と明確に分けて定義し，必要な対応を求めて

いる (個人情報委員会 (2020))．GDPRではコントローラについて，利用者明確な同意の

取得，データ保護オフィサーの任命，安全管理措置を講じること，データ侵害時の報告義

務等を求めている．そしてコントローラから委託されて作業を行うのがプロセッサであり，

コントローラはプロセッサに対する管理責任がある，という関係である．すなわち，フィ

ンランドでは法律にもとづいて各レジスタのコントローラを指定し，かつそのコントロー

ラが保有するレジスタ及びその保有データの内容を公表することを義務つけているのであ

る．その法律によれば，THLは複数のレジスタを擁しており，がん登録 (1953年～)，医療

従事者 (1955年～)，結核と性感染症 (1958年～)，先天異常 (1963年～)，職業病 (1964年

～)，特定医薬品 (1964年～)，薬物有害反応 (1966年～)，病院退院 (1967年～)，マススク

リーニング (1968年～)，死因 (1969年～)，中絶及び不妊手術 (1977年～)，がんに危険な

物質への暴露 (1979年～)，内部人工装具 (1980年～)，医薬品サーベイランス (1982年～)，

視覚障害 (1983年～)，出生 (1987年～)，感染症 (1989年～)，歯科インプラント (1994～

2016年)，処方された医薬品 (1994年～)，公立病院での外来診療 (1998年～)，保健医療セ

ンターにおける外来診療 (2011年～)等，がある (Finnish institute for health and welfare

(2019b))．また，レジスタのデータを用いて，ケアのアクセス（プライマリケア，特別なケ

ア），医療機関の稼働率，民間の医療とソーシャルケアサービス，社会保護費（ESSPROS），

医療費（SHA），社会医療従事者，生殖補助医療技術，子供のディケア，子供の扶養及びケ

ア，刑事事件および民事事件における調停，アルコール，薬物使用，タバコに関する統計

を公開している．また，Webサイトにおいて，統計データをグラフィカルに選択，抽出，

プロットするWebサービスを提供している (THL (2011))．このWebサービスでは 1990

年以降の主要な地域において人口構成と健康に関するデータを提供し，社会および保健分

野の政策立案者および専門家の計画立案，監視および意思決定を支援する．データの内容

は，既存の統計，レジスタのデータ，アンケートにもとづいて 3000以上の統計データ項目

を網羅している．

THLはフィンランドの国立統計局にも基礎データを提供しており，健康分野では，アル

コール飲料の消費，死因，先天性奇形，医療従事者，医療費と資金調達，保険社会福祉サー

ビス従業者，病院のベンチマーク，体外受精の治療，中絶，保健社会福祉サービス部門で働

く外国人に関する統計，地方自治体の健康および社会サービス担当者，外来専門医療，周
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産期統計 - 分娩，出産および新生児，民間医療サービス，喫煙の 17セットに寄与している

(Statistics Filand (2016))．

3.4 社会保険協会 (KansaneläKelaitos: Kela)

3.4.1 Kelaの経緯

Kela (社会保険協会）は社会保障プログラムの中で給付金を担当する政府機関である．

1937年に退職金を処理するために設立され，1980年代から 1990年代にかけて，児童手当，

失業手当，疾病手当，リハビリ，健康保険，学生の経済的支援等対象分野を拡大していっ

た (Niemelä and Salminen (2006))．1964年にフィンランド国民の個人識別番号制度 (PIN

System)が立ち上がり，1968年から行政で PINの利用が開始されている．健康保険証であ

るKelaカードが交付されると，健康保険のみならずフィンランドの全ての社会保障制度の

傘下に入る．2002年にフィンランドは 2007年までに全国をカバーし国民の医療情報を全

ての医療機関間において相互運用可能な Electronic Health Record (EHR)システムを立ち

上げることを政府は決定した (Hyppönen et al. (2015))．これまでも各医療圏に EHRが存

在していたが，複数の EHR間の相互運用性を確保することが困難であったこと，医療情報

が様々に散在していて中央的にデータを蓄積している状態ではなかった．結果として，全

国の医療情報の収集・データ分析環境を構築することが困難であるとの判断から，中央的に

データを収集・公開する全国規模の EHRを構築すべく，Kantaを開発するに至った (Suna

(2011))．Kantaの主な目的は，健康情報とサービスの為の中央化されたリポジトリを提供

し，医療及びソーシャルケアの従事者に患者の健康と福祉，そしてそれらの経緯に関する

最新情報を提供し，組織間のデータ仲介者として機能することにある (Kanta (2019c))．そ

の結果，患者の安全性を向上させ，データのローカルアーカイブ（医療機関内で独自に医療

情報を保存すること）の必要性を削減することで医療機関の管理負担を軽減しつつ診療記

録の保存性を確保すること，そしてより良い統計，研究，二次利用の基盤を提供すること

も目指している．そして，2005年までに ePrescription (電子処方箋），eAccess (My Kanta

Webサイト)，eArchive (患者の医療情報リポジトリ)の 3つの全国的なサービスを含む，

健康情報の為の全国規模アーカイブ (Kanta)を立ち上げることに合意した (Seppänen and

Pirkko (2017))．Kantaには様々なステークホルダーが関わっている．社会福祉保健省は

Kantaの運営を合法化する法律の立法，戦略的運営，資金調達に関わり，国立健康福祉研

究所は，Kantaの機能要件定義，医療情報の概念モデルやデータ構造の策定，Kantaの運

営，地域のプロジェクトと展開との調整に携わっている．KelaはKantaサービス及び関連

するサービスの開発，保守，展開，技術的説明といった実務を担当している．Kantaに蓄

積される医療情報は，標準医療情報規格HL7 v3 CDA R2に準拠することを中核方針とし，

地域の医療情報システムと連携して医療文書を収集するようにした．2007年には，Kanta
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とそれをサポートするサービスを合法化する法律が制定 (Milieu Ltd & Time. lex (2014);

President of the Republic of Finland (2008a))され，以後Kantaは収集する医療情報の種

類を増やしてきて現在に至る．

3.4.2 Kelaの情報化施策

Kantaに関して特筆することは，医療情報の電子化の普及率の高さである．医療情報の

電子化，普及率の向上にはそれぞれの国にて苦労しているところであるが，フィンランドで

は医療情報の電子化を法律で義務化し，また電子化に対応できない医療機関の救済策も同

時に施行している．例えば，電子処方箋は医療機関上の医療情報システムあるいは，Kanta

のWebサービス (Kelain)で作成される (Jormanainen (2018))．すなわち電子処方箋に対

応していないシステムを導入しているところであってもWebサービスを利用して処方箋を

発行できるようにし，紙，FAX，電話の利用は災害等を除いて原則禁止とした (Kauppinen

et al. (2017))．やむをえず，紙や電話による処方が行われた場合は，Prescription Centre

にて薬剤師によって電子処方箋として入力される．

そして，国民にも医療情報が公開される eAccessとして，患者向けに Kantaの Patient

Data Repositoryに保存された処方，患者基本情報，医療データ（外来，入院，検査結果，

紹介状，処置，診断，各リスク指標等）の閲覧，および患者の医療情報に誰が・いつ・何

にアクセスしたかを確認できるアクセスログに関する情報等を提供する Personal Health

RecordサービスであるMyKantaを提供している (Kanta (2020))．MyKantaへのアクセ

ス認証は eBankingか eIDカードを用いて行われる (Kela (2019))．また，My Kantaを利

用している場合，患者の治療に従事する医療従事者へ必要な医療情報を提供することに対

する同意の管理や，リビング・ウィル，臓器提供に関する意志表示ができるので，臓器提

供カードを持ち歩かなくても意志表示をオンラインで確認できる (Kanta (2019b))．

Kelaへの医療情報の送信は法律的に義務つけられており，かつ患者の同意が不要である

ため，二次利用を拒否したい場合は，患者が明示的に拒否する必要がある．MyKantaを

利用しておらずアカウントを保有していない場合でも，患者が病院の窓口に伝えればデー

タの二次利用を拒否できる．2015年時点で全ての公的医療機関から，この Patient Data

Repositoryに医療情報が提供されるようになっている (Konstantin (2017))．

3.4.3 フィンランドで利用されている医療情報規格

二次利用を実現するには，データ構造や用語が標準規格に準拠していることが大前提であ

る．Kantaで使われている標準医療情報規格は，統制用語集としてSNOMED-CT (Donnelly

(2006))を採用し，医療記録はHL7 v3 CDA R2 Level (Dolin et al. (2006)) ，MyKantaで

提供されている Personal Health Record (PHR)の記録は HL7 FHIR STU3 (Bender and

Sartipi (2013))をベースに記録されている．PHRとは，何らかの特定・具体的なシステム
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をさしているのではなく，個人に関する電子化された健康に関する情報であり，全国的に

認められた相互運用性規格に準拠し，複数の情報源から引き出すことができ，個人がコン

トロールできる状態で利用・共有される状態にある医療情報についての概念的な定義 (US

Department of Health and Human Services and others (2008))である．この PHRの情

報を記述するために，医療情報の標準的な情報モデルを提供するのが FHIRであり，近年

のWebアプリケーションやモバイル端末で使われている情報処理技術を利用することを

前提として規格が設計されているため，従来の医療情報システム以外の IT事業者からも

支持を得て急速に普及しつつある規格である (Bender and Sartipi (2013))．FHIRでは，

臨床的に意味をなす情報のひとかたまりを Resourceとして定義している．例えば，処方

(Medication Resource)，検査 (Observation Resource)，アレルギー (Allergy Resource)，臨

床状態（Condition Resource)といった様々なResourceを定義している．これらResource

を組み合わせて様々な医療情報を記述するのであるが，この様子を基本構成単位であるレゴ

ブロックを組み立てて様々な造形をしていく様子に例えられている (Saripalle (2020))．た

だ，このままでは，標準情報モデルといえども自由に組みあわせができるために，相互運用

性が保障されない．その為に特定のユースケースに対してResourceの使い方・制約の取り

決めを記述した Profileを作成することになる．Kantaでは 400を越える FHIR Resource

と Profileを一般に公開しており，相当な範囲の医療情報を標準規格に準拠した様態で管

理可能であることが伺える (Kanta (2019a))．また，医用画像については IHE IT-I Profile

(Imaging and eHDSI)(Jörg et al. (2009))に準拠したサービス下に管理しており，それ以

外のレガシー文書は長期保存規格である PDF/A規格（Oettler (2014))のドキュメント形

式が用いられている．以上のようにオープンな規格を国レベルで策定・公開していくこと

は情報の利活用を推進するのに役立つ施策であると思われる．なお，ここに至るまで長い

取り組みがなされている．フィンランドにおける医療情報の相互接続性に関する取り組み

は，1995年に遡る．1995年にフィンランド HL7協会 が創設され，1997年に医療情報シ

ステム間での相互運用性を確保するためのメッセージ交換規約である HL7v2の国内プロ

ファイルが策定された (Chronaki et al. (2012))．1996年に病名管理のための統制用語集

として ICD-10を導入した (Smedby and Schiöler (2006))．2002年には地域医療連携シス

テムが稼働し，この時は XML規格を採用した HL7v3 CDA R1ベースのプロファイルが

策定された (Doupi et al. (2007))．2003年から国内の医療情報システムのプロジェクトが

稼働し，国内の統制用語集を管理するシステム，医療情報のコアデータセットが策定され

た．2004 年には HL7v3 CDA R2 が国内の医療情報を記述するための標準規格として社

会福祉保健省に採択され，2006年には Kelaが国立健康 ICTサービスを担う者として任

命された (Blobel et al. (2008))．2007年に Kantaの根拠法が成立し，Kantaのアーキテ

クチャ及び電子処方箋，患者データの医療記録の仕様が策定された．2009年には，国立



58 日本統計学会誌　　第50巻 第1号 2020

の医薬品データベースが創設され，2010年にMyKantaと電子処方箋サービスが稼働した

(Hämäläinen et al. (2009))．2011年には患者サマリーと同意管理に関する法改正が行われ

た (Hämäläinen et al. (2013))．2012年に患者データのリポジトリが稼働し，2013年に国

内の医用画像に関するアーテクチャの仕様が定められた．2014年にはフィンランド IHE協

会が創設され，口腔・歯科の健康記録文書の仕様が策定された．2015年には全ての公的医

療機関が Kantaの患者データリポジトリを利用し，全ての薬局でWebベースの電子処方

箋が利用できるようになった．また，FHIRへの最初の取り組みもこの時期に始まってい

る．2018年には，MyKantaの PHR，医用画像のインフラ，ソーシャルサービスのデータ

が稼働を開始している．

また，フィンランドでは標準的な医療情報規格を積極的に採用しており，国際的な医療

情報の相互交換・利用についての事業も進行している．国境を越えた医療サービスの提供

に関して，Connecting Europe Facility (CEF)の資金援助を受けて，フィンランドとエス

トニア間二国間での電子処方箋の交換，処方の試みが行われている (Peter et al. (2019))．

2018年にはエストニアの薬局で調剤可能なフィンランドの電子処方箋が発行できることを，

2019年にはエストニアで発行された電子処方箋がフィンランドで調剤可能になることを目

標として進められている (VPH Institute (2018))．

3.4.4 自身の健康データの取り込み

Kelaの特筆すべき取り組みの一つに，医療制度の中で発生した医療情報のみならず，個

人の活動によって発生した健康情報も取り込むサービス展開がある．現状，国が提供して

いる PHRサービスは医療機関より収集した医療情報を個人が参照・ダウンロードできる

サービスとして提供する形態を取ることが多い．しかし，Kantaでは更に一歩踏み込んだ

取り組みを始めている．医療機関，医療従事者が生成したデータとは別に，市民が自分自身

の健康データ（例えば，スポーツトラッカーシステムや，自己評価サービスからの入力）を

格納できる PHRを提供するプロジェクトが進行中である (Kanta (2018))．データは様々

なWebアプリケーションやアプリを介して入力できる．例として，在宅モニタリング，リ

スク評価，オンラインでのスマート診断，さらにフィットネスアプリケーションに至るま

で患者が利用したいデータを入力できる．そのために Kelaは医療情報を記述する標準規

格である HL7 FHIR (Bender and Sartipi (2013))と権限の認可に関わる標準規格である

OAuth 2.0 (Hardt (2017))を採用したフレームワークを開発した．このフレームワークを

利用して第三者たる事業者が患者に関わるデータを作成，保存，分析するサービスを開発

できる．多くの全国的及び地域的に企画されたプロジェクトにおいてセルフケアソリュー

ションを開発することが潮流になりつつある．医療従事者は患者の同意を得て，そのデー

タを公式な患者の医療記録に追加することもできる．2017年の終わりに最初のフェイズの
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準備が整い，Virtuaalisairaalaと ODAによるパイロット試験が進行中である．

3.4.5 Kelaと THLにおけるデータ統合構想

レジスタ研究の先進国であるフィンランドでも，データ提供依頼にあたってのプロセス

に時間がかかることが課題として指摘されていた．これまで当局ごとにデータ提供の許可

を得ていたのに対して，データのアクセス許可とデータ処理を統括することで組織横断的

に対応できる当局を創設して利用者に対して窓口を一本化する構想に着手し，法律改正と

情報基盤の開発という両輪の政策を推進している．

法律面では，政府は 2018年に「Secondary Use of Health and Social Data」という法

案を提出した．この法律は，当局や研究機関，会社が社会と健康情報により効率的にアク

セスできることを目指すものである．「Act on Statistical Services of National Research

and Development Centre for Welfare and Health Stakes」と「Act on National Personal

Data Registers for Health Care」という法律は，それぞれ「Secondary Use of Health and

Social Data」と「Revised Act on National Institute for Health and Welfare」に改革・再

編する．「Act on the Electronic Handling of Client Information in Healthcare and Social

Welfare」，「Act on Organizing Health and Social Services」，「Personal Data Act」，「Act

on the Openness of Government Activities」，「 Biobank Act」，「 Communicable Diseases

Act」「 Act on the Status and Rights of Social Welfare Clients」等の個人情報に関わる記

述がある法律は，EUの「General Data Protection Regulation (GDPR)」や「Regulation

on Clinical Trials on Medicinal Products」にあわせて改正を進めている．フィンランド

も EUの加盟国である以上，GDPRをはじめとした EUの法律を背景としているが，公益

に適うこととして，各レジスタの使用目的，個人データの収集範囲を明らかにし，かつ統

計・研究利用に供することが可能であることを分野別に詳細に規定することで，引き続き

レジスタの運用を可能にするだけではなく，一層のレジスタ活用を促進させるものとなる

(Korpisaari (2019))．　技術面では，各レジスタのデータを相互に流通させるバックボー

ンを構築し，データリンケージ，集計をより容易にする技術的環境を 2022年までに整備

する予定である（図 2）．Kelaと ETKは不動産，社会保険，社会給付のデータベースも管

理している（図 2上部中央）．国立病院，地方の福祉機関と医療機関には様々なシステムが

導入されており，それらのシステムから Data Lakeにデータが蓄積される（図 2下部左）．

（Data Lakeとは多種多様なデータをあらかじめ一定の形式のデータベースに変換・統合

するのではなく，原型に近い様態で保存したまま二次利用を中心とした活用の為の前処理

を行う機構を備えることにより，多種多様なデータの要求にオンデマンドで応えることが

できることを志向したシステムの概念を表す言葉である (Hai et al. (2016))．THLでは多

くの統計データ及びレジスタを保有している（図 2下部中央）．フィンランドの政府は，個
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図 2 フィンランドにおける 2022 年までに実現する医療情報システムの構想 (社会福祉保健省 Jari Porrasmaa
氏提供)．

人化医療の為の組織横断的な研究拠点として，ゲノムセンター，がんセンター，神経セン

ター，バイオバンク等に多数の投資をしている（図 2下部右上）．これらの様々なレジスタ

を相互に接続するフレームワークを開発中である．

以上のシステム環境と法的環境の整備を通して，研究者や企業には以下のような利益を

もたらすことが期待されている．当該システムを活用して複数のレジスタのデータを突合

後に匿名化されてから提供された情報については，これまでのような厳しい審査や制限され

たライセンスの対象とはならなくなる．これまでは異なる所掌機関のレジスタのデータや

外部データとの突合が必要な場合は，所掌機関ごとの個別審査に加えて所掌機関間の調整

が必要であったこと，そして現在は行われていないが厳正な審査の上で研究者に PINつき

のデータを渡して研究者に突合を許可したケースもあった．しかし，ワンストップのサー

ビスを提供することで，このような審査や調整を行う必要性がなくなったということであ

る．そしてデータ取得までのプロセスにかかる時間が短縮されるようになり，結果として

研究上の競争力強化や新しいイノベーション，ビジネス，サービスを開発する活動源とな

ることが期待される．

3.4.6 Kelaにおける医療データの現況
2016年には殆どの民間医療機関が Patient Data Repositoryに参加している．現時点で

延べ 590万人の患者に関する情報が格納されており（なお，2019年現在生存しているフィ

ンランドの全人口は約 550万人），延べ 14億の医療文書が格納されるに至っている．2018
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年時点で延べ利用者は約 280万人（フィンランドの全人口の 51％）がMyKantaを利用し

た経験があり，2018年は 1700万回アクセスされている．利用者の内訳は，18歳未満 (1.9

％)，18～35歳 (50.7％)，36～50歳 (48.9％)，51～65歳 (51.1％)，65歳以上 (36.7％)と

なっている (Kela (2019))．MyKantaが稼働した 2010年から 2017年にかけての 8年間で

この利用者水準に達していることは世界でも類をみない成功例であろう．

また，eArchiveには医療記録，入院期間，来院に関するデータ，検査結果，放射線画像，

紹介等が全国から集約されており，医療機関間の情報交換や長期間にわたる電子的アーカ

イブ，政策や研究のためのデータウェアハウスを提供している．現在は 10億以上の医療文

書及び 99％の人口が網羅されている (Jari (2019))．我が国では国が国民の医療情報を管理

することについて積極的に賛成する世論はないが，その理由の一つに公的機関への信頼性

の違いがあると思われる．Sitraによる 2016年の組織への信頼度に関する調査では，フィ

ンランド人は全体の 86％の回答者は，警察が最も信頼できる対象だと考えており，次に，

最も信頼できるものは大学，レジスタ，統計当局としている．私的および公的な社会的お

よび健康管理は同様に信頼できるとされている．Kelaも 60％以上を超えて信頼されてい

る．一方インターネットサービス，製薬会社および保険会社は最も信頼できないと考えら

れている (Sitra (2016))．我が国の医療 ICTに関する意識調査において，医療情報の所有

者は誰であるかを問う設問に対する回答は，診療を受けた当人のもの，その他，診療した

医療機関，国の順であった．国が所有すると考えているのは最も多い若い世代においても

17％であった (Health and Global Policy Institute (2017))．医療情報の所有意識と公的機

関への信頼度とは必ずしも同一の概念ではないが，現在医療分野における公的な信頼に関

する調査結果は本調査時点では確認できていない故，あくまでも参考として提示するに留

める．しかし，我が国におけるマイナンバー制度の実現に長い道のりがあったことも踏ま

えると，Kela及び Kantaがフィンランドで迅速な医療情報の電子化と普及率を実現した

背景として，公的機関への国民度の信頼性が高かったことは大きな要因といえるだろう．

3.5 THL Biobank

THLが設立した THL Biobankは広範囲にわたった研究領域に関与しており，病態の解

明，健康福祉，医療機関でのケアと連携した生産開発の推進を通してポピュレーションヘ

ルスを推進することを目指している．THL Biobankでは全国規模でサンプルを収集してい

る．すなわち，1960年代から全人口ベースのコホートを対象にしており，90年代からは

血清/血漿に加えて，遺伝子のサンプルも取得しており，2018年には，ゲノムワイド SNP

(Single Nucleotide Polymorphisms:一塩基多型)チップ (GAWS:ゲノムワイド関連解析）が

12万，全ゲノムシーケンシング（WGS）が 6千程度，全エクソームシーケンスが 2万以

上，NMR Metabolomics（220以上のバイオマーカ）が 4万 5千程度，細胞 (Cells)が 1万
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以上と大規模なサンプルを擁している (Markus (2019))．ゲノム塩基配列中に一塩基が変

異しており，その変異が集団内で 1％以上の頻度で見られるものが SNPであり，遺伝子

領域にある SNPの中には蛋白質の発現に影響を与え，この違いが特定の疾患への罹りやす

さ，医薬品への反応性等において人間個体の多様性をもたらす要因となっている．この個

体の多様性をもたらす情報は，「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通

則編）」(個人情報委員会 (2017))において，全核ゲノムシークエンスデータ，全エクソーム

シークエンスデータ，全ゲノム一塩基多型（single nucleotide polymorphism: SNP）デー

タ，互いに独立な 40 箇所以上の SNP から構成されるシークエンスデータ，９座位以上

の 4塩基単位の繰り返し配列（short tandem repeat: STR）等の遺伝型情報は個人識別可

能性があり，個人識別符号に該当するものとみなされている．そして，先述以外のゲノム

データについては個人識別符号に該当しないが静的属性としてリスクを踏まえた匿名加工

の必要性が指摘されている (厚生労働省 (2010))．新規に取得されたサンプルやデータは，

将来の研究利用も許可する広範囲な同意のもと，バイオバンクに保存される．現時点で 20

万人程度から提供されており，世界でもトップ規模のバイオバンクとなっている．世界中

のトップクラスの研究所と協業し，100以上のバイオバンクプロジェクトに参画している．

THL Biobankが臨床研究のトップレベルに位置している理由は，豊富なデータを擁してお

り，既往歴，健康状態，栄養，運動，喫煙，飲酒，睡眠等の臨床情報，臨床検査，血清・血漿

からの生体検査，オミクスデータ（GWAS, WGS, Exomeシーケンス，メタボロミクス等）

のデータをリンケージも含めて利用可能であるという世界に類をみない恵まれたレジスタ

研究の環境を具現化していることによる．このようなバイオバンクのサンプルと国有レジ

スタの医療情報を連携させて分析したプロジェクトとして 2017年に開始された FinnGen

プロジェクト (Palotie et al. (2019))がある．FinnGenプロジェクトでは，フィンランド全

人口の 10％程度である 50万人のフィンランド人からサンプルを採取し，次世代の疾病予

防，診断，治療にむけたブレークスルーとなる研究を遂行するためのデータ基盤を構築す

ることを目標とし，59百万ユーロの研究資金のもと，国立研究機関，大学，地域のバイオ

バンク，全国バイオバンク，製薬会社の産官学共同の体制で実施されている．バイオバン

クの成功を支えているのは，フィンランド国民において，バイオバンクへの参加意識が強

く，また広範囲な同意についての抵抗が少ないことが挙げられよう．デンマークにおける

医療データと生体試料を用いた研究に関する提言の中でバイオバンクへの参加に関する意

識調査の結果において，フィンランドは高い意識を保有することが確認されている (Danish

Council of Ethics (2015))．バイオバンクへの参加の意向は国民による信頼と強く相関する

という報告 (Critchley et al. (2015))があり，医療情報の収集の成功には国民の信頼獲得は

重要な要素であると考えられる．ただ，フィンランドも EU加盟国であり，GDPRは適用

される．そのためにレジスタの運用を合法化するために GDPRの例外規程を適用できる
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ような立法・制度設計をしている．我が国においても個人情報保護法は公益目的の利用に

関して様々な法律や研究ガイドラインによってオーバーライドされる運用を実現しており，

また次世代医療基盤法によって丁寧なオプトアウトを背景として要配慮個人情報を収集・

実名での突合を可能にしており，フィンランドと同等程度のデータ環境は我が国でも実現

可能性はあるとみている．科学立国政策と個人情報の公益目的の利用を推進する制度設計

をいかに協働していくかということにおいて，FinnGenプロジェクトの取り組みは参考に

なると思われる．

4. 二次利用に関する法律やガイドライン

4.1 バイオバンク法
バイオバンク法 (BIOBANK ACT 2013)が制定されたのは，新しいプロジェクトに対し

て従来採取されたサンプルやデータを統合するための法的根拠を与えること，すなわち，

従来収集（他目的で収集された）していたサンプルを新しいバイオバンクに合法的に移送

できるようにすることである (Salokannel et al. (2019))．また，将来の様々な研究テーマ

に対応できるように広義の同意を認める一方で，透明性を高めてサンプル提供者の権利を

強化していくこと，リソースへの平等なアクセスを実現するために，管理を中央化して公

的な管理規則と堅牢なガバナンス下に置くこと．公的機関と民間のコラボレーションとイ

ノベーションを育成していくこと，新しい規制監視の機構の導入といったものである．

サンプル提供者の権利を守るために，バイオバンクに研究プロジェクトとその活動につ

いてサンプル提供者に通知するよう義務つけて透明性を確保させている．サンプル提供者

はバイオバンクに提供した情報（健康情報含む）と，その利用状況について確認できるこ

と，サンプル提供者の意向に反して利用されることがないこと（例: 雇用，捜査，行政，保

険等），従来提供したサンプルの利用及び同意の取り下げの経緯について管理すること，（バ

イオバンクの研究を通して）健康改善及び個別化された医療の恩恵を漸進的に受けられる

こと．このようなサンプル提供者の権利の保護に関する要件を背景として，THL Biobank

はサンプル提供者に対して臨床研究に関して提供した検体と情報の利用について同意説明

文書を提供している (THL Biobank (2016))．説明内容の要点は下記の通りである．

4.1.1 バイオバンクの同意説明書の概要
• サンプルおよびサンプル提供者に関する人の情報は，医学研究開発目的のバイオバン

クに保管されること．

• バイオバンクの根拠法として，Finnish Biobank Act (688/2012)があること．

• サンプルと関連情報は長期間，時に数十年にわたって保存されるものであること．

• サンプルや関連情報にアクセスする研究者はサンプル提供者に関する個人を識別す
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るような情報は受け取らないこと．

• バイオバンク活動への参加は任意であり，サンプル提供者へのインフォームドコンセ

ントが必要であること．

• サンプル提供者は，どのバイオバンク研究プロジェクトが使用しているかを知る権利

を有すること．

4.1.2 バイオバンクに格納されるサンプルとデータについて
バイオバンクに保存されたサンプル及びデータは，生物学的サンプル（例えば，血液サ

ンプル，ＤＮＡ，細胞，唾液），サンプル提供者から直接入手した情報として，生活習慣や

食事，測定値（血圧，身長等），検査結果（コレステロール値等），及びレジスタのデータ

（医療機関への入院や処方等）である．THL Biobankに保存されているサンプルも遺伝情

報の抽出に使用し，そして健康状態に対する遺伝的要因の影響を研究すること．また，サ

ンプルは患者レジスタ，THLのレジスタ（医療制度のためのケアレジスタ，がん登録），

Tilastokeskusのレジスタ，Kelaのレジスタ（医薬品償還レジスタ），そして他のバイオバ

ンク等から得られたデータとリンケージが行われる可能性があること．レジスタのデータ

をバイオバンクのデータとリンクするために，バイオバンクはサンプル提供者の個人識別

番号をレジスタコントローラ（レジスタの管理者）のデータ結合の要請に応じて準備し，レ

ジスタコントローラはレジスタ内にあるサンプル提供者のデータをバイオバンクから得ら

れたデータとリンクさせる．これらのデータは個人識別番号がない状態で研究者に引き渡

されること．レジスタのデータはサンプル提供後に発症した疾患に関する情報や，治療の

有効性に関する情報を取得するために利用できること．そして，これらのデータはバイオ

バンクに格納されているデータと比較できること．

4.2 匿名加工に関する基準
フィンランドは個人情報に関する定義や取扱いについては EU の一般データ保護規則

(GDPR)に準拠することになっており，その定義・規則を下地として各国の法律によって

適宜個人データの運用について詳細に定める構造をとっている．構造的には GDPRによ

る個人情報の利用に関する制約について，GDPRでも例外的に認めている公益・学術目的

の活用に関して，法律で利用主体・目的を明示的に定めることによって利用可能な範囲を

拡大している (Staunton et al. (2019))．匿名化については議論のあるところであり，定義

上の匿名化の要件を完全に満たすデータはデータとしての有用性が著しく低くなることが

指摘されている．それ故，各国で匿名化にむけたデータの加工程度に関する基準について

関心が多いに持たれているところであるが，匿名加工に関して定量的な基準を公開してい

る国は現時点では確認されていない．THLの担当者からは，匿名加工についての具体的な
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内容は明かせないとしながらも，フィンランドにおける研究者へのデータ提供のさいの匿

名化に関する一般的指針は，FINNISH SOCIAL SCIENCE DATA ARCHIVEのWebサ

イトに掲載されているガイドライン (Antti et al. (2019))に準じていると紹介された．当

該ガイドラインの抄訳を Appendix Aに掲載する．

4.3 個人識別番号の提供

一般的な規則は匿名化されたデータのみが研究者に与えられる．しかし，例外はいくつ

かある．研究グループが対象者の個人識別番号 (PIN)を持っている場合は，その PIN及び

その PINに関する情報を引き渡すことも可能である．第二に研究グループが PINを必要

とすることに必然性があることである．例えば医療記録からデータを採取するために PIN

を提供できる．この場合は PINを取得する権利についての許可を個別に申請する必要が

ある．第三に，複数の情報源と複雑なデータ連係を用いる研究では，研究者自らが PINを

含めたデータを引き取って処理することが認められることがある．ただ，この事例は非常

に稀なケースで今後は許可されることはないとの担当者の言であった．1987年のフィン

ランドの出生コホートのための大規模なリンケージを行った時も THL内で行われたので，

THL内の研究者へのPINを含めた情報提供が許可された事例として紹介された (Paananen

and Gissler (2012))．別途述べたようにレジスタ間でのデータの相互運用が可能なプラッ

トフォームが完成した暁には，個別識別番号の提供の必要性は大きく減ると思われる．

4.3.1 二次利用とバイオバンクに関する法律の現況

個人情報の取扱いやレジスタに関する法律を Appendix Cに掲載する．さらに 2019年

4月にフィンランドでは医療保健情報の二次利用に関する法律（以下二次利用に関する法

律）(the Act on the Secondary Use of Social and Health Data)が成立し，(President of

the Republic of Finland (2019))フィンランド二次利用の環境はさらに変化している．こ

の法律の狙いは，データの質が高く，長期間にわたって追跡・収集されており，種類が豊

富であり，かつ個人識別番号があることで個人単位の追跡性がある研究が可能なレジスタ

群と連結し，より詳細なデータにもとづいた臨床研究を加速させる事で，様々な研究開発，

教育，健康及び社会サービスの改善につなげていくことにある．この法律で許可されてい

る用途として，科学研究，統計，開発，当局の活動，教育，知財管理がある．これまで述べ

たように，データのリンケージをしたい場合は，各データソースの管理者に対して提供に

関する承諾を個別に得る必要があり，その煩雑さがデータの活用を妨げていると考えられ

てきた．この法律は研究者からのデータ申請に対してワンストップで対応する当局となる

Findataを設置することを合法化するものである．窓口を一本化することによって，研究

者はバイオバンクのデータ，遺伝子データ，レジスタのデータを一括して申請できるよう

になる．新しい組織によるデータ利用の承諾は，2020年の前半から徐々に開始される予定
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である．許可・データの入手までの期間が大きく短縮されることが期待される．先の Sitra

の報告では 2～3年かかることもあるとのことであったが，Findataのサービス情報によれ

ば，3ヶ月以内に許可が得られることが保証されており，かつ複数のレジスタを対象とす

る複雑なデータ要求であっても最大 3ヶ月間までの延長に抑えられるとのことである．ま

た，データ提供が承認されてから 60日営業以内に提供されるとしており，迅速なデータ提

供が目指されていることが分かる (FIindata (2020))．また，情報の集約と厳密な管理に移

行することが検討されており，バイオバンクは FIMEA（Finnish Medicines Agency )の

監督下におかれ，研究によっては Privacy Impact Assessment (PIA) (Clarke (2009))の実

施が義務化される．そしてゲノムデータはTHLによって管理されるTHL Biobankに保管

することが求められるようになる．

4.3.2 二次利用に関する法律
研究者に対してデータを提供することの合法性は様々な法律から総合的に判断される．

以下，関連する法律と要点を列記する．また，各レジスタにおいて保有データに関する情

報の公表も義務つけられており，研究者にデータを提供できるとする根拠法，申請方法に

ついても記載されている．ただ，レジスタにより根拠法が異なるため一律には説明できな

い．そこで，レジスタの情報公表の一例について Appendix Bに掲載する．

• フィンランド憲法 (Constitution of Finland (731/1999)の第 16条 Section 16 - Ed-

ucational rightsにおいて，科学，芸術，高等教育の自由が保障されており，公益に

かなう科学研究の遂行を支援するような法律が策定されている．

• データ保護法・Data Protection Act (1050/2018)は個人情報保護法 Personal Data

Act (523/1999)に代わって制定されたものであり，第 4節「合法なデータ処理」に

おいて，「(3) 科学的又は歴史的研究のため，又は統計的目的のために必要がある場

合であって，公共の利益に適っているとき」一般データ保護規則の第 6条 (1)(e)に

従って処理可能であるとしている．また，第 6節「特定分野における個人データの処

理について」において，「(7)科学的あるいは歴史的研究，あるいは統計的目的の為

のデータ処理」に対して一般データ保護規則第 9条第 1項は適用されないとしてい

る．また同節において，個人データを処理する場合は，コントローラ及びプロセッサ

はデータ主体の権利を保護するために適切かつ具体的な措置を講じなければならな

いとして，11項にわたって講じるべき対策を列挙している．第 29節「個人識別番号

の管理」において，「(3) 歴史的または科学的研究のため，または統計的な目的のた

め．」に個人識別番号が処理される可能性について言及している．第 31節「科学的

及び歴史的な研究目的及び統計目的のための個人データの処理に関する例外と保護」

において，適切な研究計画にもとづいた治療であること，調査に責任者もしくは責任
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グループが存在すること，科学目的の為に利用されることを条件として，一般データ

保護規則の第 15条，第 16条，第 18条および第 21条に規定されているデータ主体

の権利は必要な限りにおいて放棄できることについて記述している．

• 公文書法 (アーカイブ法）Archives Act (831/1994)の第 5章 18節においてアーカイ

ブは，科学研究に関連する私的アーカイブおよびそれらに属する文書の記録を保管で

きるとしている．

• 医療制度の下で保持される国民個人レコードに関する法律 Act on National Personal

Records Kept under the Health Care System (556/1989)の第 1節において，国民

健康レジスタ（National health register）は個人の健康状態，病気または身体障害に

関する情報，治療法または同類の活動に関する情報を格納する，国の中央レジスタを

定義し，第 2節において，社会健康管理局および薬事当局は，法律または規則で規定

されている監督業務，研究，計画，法定で定められている業務を遂行するために，法

令によって提供される医療の国立レジスタを持つことができる．さらに，薬事当局

は，Drug Act（41/72）および Drug Regulation （282/81）で言及されている医薬

品モニタリングのために，医薬品を追跡するレジスタを持てる．そして第 4節にお

いて，個人レジスタ法 (Personal Resigter Act (471/87)の 19節 (1)(3)での要求を満

たしており，医療研究，疾病の予防または治療または関連する科学研究の目的での譲

渡がおこなわれる場合は，社会保障保健委員会および薬事当局は個人データの提供に

寄与できる．但し，認可の決定がなされる前に，EDPS (European Data Protection

Supervisor)に審問の機会を与えられなければならない．認可決定にあたっては，デー

タ主体のプライバシーの保護を確実にするために，必要な規程が付随しなければなら

ない，としている．

• 医療制度の下で維持されている，国内個人データレジスタに関する法令 Decree on

National Personal Data Registers Kept under the Health Care System (774/1989)

と改正 (1671/1993)においては，第 1節から第 10節にかけて，様々なレジスタの内

容と根拠法について述べている．

• 統計法 Statistics Act (280/2004)の第 13節の「機密情報の提供」において，統計機

関は，科学的調査のための統計的な目的のために収集した機密情報や社会情勢に関す

る統計調査を提供できるとしている．個人データ法において参照される個人データお

よびその他の統計単位の身元は提供しないこと．ただし，統計の編集を目的として，

必要な識別データを他の統計機関に提供できるとしている．

• 患者の地位と権利に関する法律 Act on the Status and Rights of Patients (785/1992)
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の第 13節「患者の文書に記載されている情報の機密性」における例外的扱いとして，

医療制度の下で保持される国民個人レコードに関する法律 (556/1989)，個人情報保

護法に定められているものにおいて，科学研究及び統計の集計のためへの提供が認め

られている．また第 13節 bにおいて，患者の診察や治療に関連して発生した生物学

的サンプルの科学研究利用に関する規程として，医学研究法（488/1999），人間の臓

器，組織および細胞の医療に関する法律（101/2001）とバイオバンク法（688/2012）

に言及している．

5. 考察

5.1 個人識別番号制度

本研究では文献レビューとインタビューを通して，フィンランドにおける医療関連レジ

スタの整備状況と二次利用にむけたデータ提供の実態を明らかにした．フィンランドにお

いては古くから個人を識別する番号である PINが導入されており，あらゆる分野で利用さ

れている．我が国では現時点ではマイナンバーは「行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律」（平成 25年法律第 27号）において，災害対策，税分

野，社会保障分野の三分野及び地方公共団体が条例で定める事務に利用できることとなっ

ている．しかし社会保障分野といっても，健康保険法・介護保険法，児童扶養手当方，障害

者総合支援法，生活保護法による各種給付に関わる範囲のみであり，いわゆる健康医療情

報についてはカバーされていない．医療分野における番号制度の検討は途上である．そし

て，丁寧なオプトアウトの実施を前提として医療機関から認定事業者への実名つき医療情

報の第三者提供が認められたところである (厚生労働省 (2010))．ただ，医療分野において

番号制度が稼働していないため，実名を用いた名寄せを行わざるを得ない状況である．ま

た，医療分野における番号制度はマイナンバーと切り離して設計することも検討されてい

るようであるが，フィンランドでは既に PINを利用して収入や住宅に関する個人情報等と

も結合し，より委細な生活・労働環境と健康に関する個人レベルでの因果関係を追究する

ステージに入っている．例えば，フィンランド統計局は，我が国でいう総務省統計局に相

当するもので，国勢，人口推計，家計，労働等の統計を統括しており医療分野そのものに

は直接関わっていない．しかし，PINによって個人単位で医療情報とのリンケージが可能

である．例えば個人単位での収入と健康状況の分析が可能になる．個人単位でのリンケー

ジができなくても，地域レベルでの収入と健康状態の相関分析は行われているが，地域レ

ベルと個人レベルの回帰結果が合致しないといった集積バイアスが排除できない．この例

からみても，医療情報と非医療情報の個人単位でのリンケージができる研究環境の有用性

は非常に大きいことが示唆される．以上を踏まえれば，どのような番号制度であれ，医療

分野以外での情報と医療情報を何らかの形で突合できるような具体的な技術・制度設計を
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念頭において議論を進めなければ，社会制度設計に資する観察的疫学研究への取り組みの

点で，大きな遅れを取ることが懸念される．

5.2 データ二次利用にむけて

現時点では我が国において匿名加工に関する指針は，個人情報委員会のガイドラインに

おける「匿名加工上法の適正な加工」（個人情報委員会 (2017)），匿名加工情報の適正な加工

の方法に関する報告書 (国立情報学研究所 (2017))，医療分野の研究開発に資するための匿

名加工医療情報に関する法律についてのガイドライン (厚生労働省 (2010))にて言及されて

いるが，さらに具体的な匿名加工されたデータのリスクと有用性に関する指標と再現性のあ

る評価手法を確立しなければならない時期に来ている．Appendix Aに掲載した匿名加工

に関するガイドラインは様々な匿名加工技術に触れた包括的なガイドラインである．ただ，

研究者の研究シナリオと提供を要求されたデータの種類によって，ガイドラインに記載され

ている匿名加工技術群の中からどの手法を選び，どのようなパラメータを適用するかとい

う選択基準を内部的に有している筈であるが，今回のインタビューではご回答頂けなかっ

た．今後の課題として，個別のデータ提供事例における匿名加工技術の種類とパラメータ

設定に関する深掘りの調査が必要である．故に，以下の議論は公開されている匿名加工に

関するガイドラインを踏まえたものとなる．中でも特筆することは，Statistics Finlandの

社会的分類，地域分類，産業分類等 (Statistics Finland (2020))，一般化等に公的な統制用

語集を利用することを示唆している点である．匿名化及び分析の再現性を確保するために

は，データ内容の標準化，そして匿名加工における一般化やマスキングの処理を一貫性のあ

るものにする必要がある．我が国では健康医療分野の用語について，特に統計分析に供す

るデータに関して，階層構造を含めた統制用語集の整備について標準化が遅れているため，

匿名加工時特に一般化処理において再現性のある作業が困難になっていると考える．例え

ば，我が国では傷病名のコーディングに ICD-10（International Classification of Diseases:

国際疾病分類）が使われている．機微な情報である傷病名を一般化する時の手法として，4

桁で表される ICD-10コードの階層構造を利用する手法がある．最初の 1桁目から，大分

類，中分類，3桁/4桁分類と，各桁が各階層に対応している構造を利用し，4桁目から 1桁

ずつそぎ落として一般化していく．例えば，‘I’は「循環器系疾患」という大分類に対応し，

‘I2’は大分類中の「虚血性心疾患」という中分類に相当し，‘I21’は急性心筋梗塞，‘I210’は

前壁の急性完貫壁性心筋梗塞，‘I211’は下壁の急性完貫壁性心筋梗塞と桁数が増えていく

につれて詳細な疾病像となる．すなわち，ICD-10コードは末端の桁から削っていくごとに

疾病に関する情報粒度が粗くなり，かつ同等の疾病分類に複数の対象者が集約されること

によって一般化に寄与する (El Emam and Arbuckle (2013))．しかしながら，ICD-10は

病因・死因を分類することに主眼をおかれており，臨床現場や研究上の分類等の目的に必
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ずしも沿うものではないため，この種の一般化処理をすると研究上要望される情報のディ

テールが失われてしまう可能性がある．そういった問題を回避するためには，臨床現場や

研究に有用な分類軸で整備された統制用語集を利用するか，研究上のニーズを満たすよう

な独自に階層化されたグループとそのグループに所属する疾患名の定義を行うといった処

理が必要になる．海外では階層構造・意味ネットワークを持つ SNOMED-CT (Donnelly

(2006))や UMLS (Bodenreider (2004))の整備が進められているが，我が国においてはそ

のような統制用語集を体系的に開発するプロジェクトは公的に取り組まれていない．研究

の再現性に配慮するならば，匿名化の為に独自の分類体系を再生産させるのではなく，匿

名化処理がなされたデータの有用性の確保を想定した統制用語集の整備を進めなければな

らないと思われる．

5.3 法制度の整理と設計

フィンランドは EU加入後，GDPRの個人情報保護に関する要請と調和するために，こ

れまでのレジスタをGDPR下でも運用可能なようにAppendix Cにみられるように公的利

用による個人情報保護に関する例外適用を意識して，レジスタに関わる法制度を速やかか

つ多数制定・整備している．我が国においても，個人情報保護法第二十三条において法令に

もとづく場合や公衆衛生・児童の健全育成に特に必要な場合において本人の同意を得ずに

個人データを第三者に提供できる例外を定めており，厚労省のガイドラインの別表 (内閣府

他 (2018)でまとめられているように複数の法律によって規制当局等への医療情報の提供が

認められている．しかし，これらの法律で定められている提出先はまちまちであり，各々

のデータを統合して二次利用する環境は構築できていない．フィンランドにおいてTHLに

集約させているのとは対照的である．公益目的の為の情報収集の先の二次利用を念頭にお

いて情報を集約させるように各法律の整合性を図っているところは，我が国は見倣うべき

ことが大きいと思われる．

また，フィンランドの特徴として医療情報の電子化について徹底した姿勢とマネジメン

トがある．例えば，医療従事者向けに提供しているサービスに ePrescription（電子処方箋）

がある．2017年に処方箋の記載，医薬品払い出し，診療報酬請求のプロセスが電子化・義

務化され，現在は 99％以上の処方箋が電子化されている．ここまで短期間に高い普及率を

達成したのは，医師は特別な場合を除いて，紙の処方箋の作成や，電話越しの処方が不可

能になったという徹底的な義務化による．また，医療機関からKantaへのデータ送信は法

律上義務つけられており，患者の同意が不要であることから，データを収集するための障

壁が極めて低い環境にあったこともあるだろう．このように，電子化にあたり，(1)電子化

への義務化と移行期限を設ける，(2)医療機関のデータ提出にあたっての技術的・法的環境

を整備する，(3)二次利用や相互運用性を高めるために，標準医療情報規約や統制用語集を
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国レベルで整備・普及を図った等，行政，技術的アプローチが両輪をなして取り組まれて

いることは見倣うべきであろう．
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Appendix A Anonymisation and Personal Dataの抄訳

Finnish Socail Science Data Archiceから公開されている匿名加工に関するガイドライ

ン（Antti et al. (2019))から，匿名加工の基準に関する判断に関する記述分のみを抄訳した

ものである．原著のライセンスにもとづき，本書も同様に Creative Commons Attribution

4.0 International (CC BY 4.0)で公開する．委細，包括的な内容は原著を参照されたい．

なお，本稿に掲載するには大部であるため，抄訳は figshareに掲載した (Kimura (2020))．

Appendix B THLのレジスタの公開例

THLが保有するレジスタは出生，先天性奇形，妊娠中絶，児童福祉，プライマリケア受

診，社会扶助，不妊手術等多数あるが，全て根拠法にもとづいている．

全国保健管理レジスタ法（556/1989）第 2節において，THLは社会福祉委員会，国立公

衆衛生研究所，社会保健研究開発センターを統合するかたちで引き受けること，第 3節に

おいて保健所や機関，社会福祉省の医療・医薬関係者は，この法律に含まれる情報を提供

しなければならないことが規定されている．国立健康福祉研究所法（668/2008）第 2節に

おいてTHLの任務が定義されており，全国保健管理レジスタに関する法令（774/1989）第

1節から 10節にかけて収集する医療情報の列挙がなされている．

また保有するデータに関する情報の公表も義務つけられており，法律にもとづいて各レ

ジスタに関する情報がWeb上で公表されている．公表される情報には，レジスタの根拠

法，目的，データの内容，レジスタのデータ収集と編成方法，開示方法，アクセス制御，保

護に関する法律についての説明がある．下記では，医療ケアレジスタ (THL (2016)) に関

して公表されている情報について抄訳する．
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医療ケアレジスタ (Care Register for Health Care)

§レジスタの根拠法

• 医療制度下で管理される国民個人データレジスタに関する法律 (556/1989), Section 3

• 医療制度下で管理される国民個人データレジスタに関する法令 (774/1989), Sections

1 and 2, 及び法令改正 (1671/1993)

• 国立健康福祉研究所法 (668/2008), Section 2，高度医療法 (1062/1989), Section

• プライマリケア法 (66/1972), section 4, メンタルヘルス法 (1116/90), Section 2

§レジスタの目的 統計，研究，政策のために，保健センター，病院，その他の入院治療

を提供する機関の活動，及びその中で治療を受ける患者，ならびに在宅看護の患者に関す

るデータを収集すること

§レジスタのデータ内容 このレジスタは 1969年から 1993年の間に退院した患者に関す

る退院レジスタ (Hospital Discharge Register)の後継である．1994年から本レジスタに移

行し，サービスとサービス利用に関する，より包括的なデータを擁している．

• 入院治療から退院した患者

• 12月 31日時点で保健センターと病院に入院している患者数

• 日帰り手術

• 専門外来での治療

毎年データ提供者はデータ内容の定義や提出方法について記載されたマニュアルを提供

される．

(1)診療報告の基本データ （特別な外来治療を受けている患者，ならびに入院治療およ

び日帰り手術から退院された患者に適用される．）

(2) 医療サービス提供者

• コード (code)

• 拡張コード (code extension)

• 分院等

• 専門



フィンランドにおける医療分野レジスタとデータ提供の状況 73

(3) 患者に関するデータ

• 個人番号

• 住居の市町村

• フィンランド以外の居住者の国番号

(4) ケア開始に関するデータ

• 紹介者

• 患者を紹介した機関のコード及び拡張コード

• 待機リストへの登録日及び入院日

• 入院の種類

• 入院の経路

• 退院の場所コード（患者が他の機関から入院した場合）

(5) 患者が受けた治療及び受診理由

• 受診理由

• 診断

• 外因

• 事故の種類

• 入院，退院日のケアの必要性

• 治療及び介入

• 長期治療に関する決定 (Yes/No)

• 進行した心疾患 (Yes/No)

• 精神科の患者 (Yes/No)

• 在宅日数

(6) 退院に関するデータ

• 退院日

• 追加の治療・サービス

• 追加の治療を提供する機関のコード
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(7) 進行した心疾患を有する患者を含む処置に関する追加データ

• 処置の種類

• 処置のクラス

• NYHA 機能分類

• リスクスコア

• 合併症

• 緊急度

(8) 精神疾患に関する追加データ

• 精神科入院への経路

• ケア日数として組み込まれた involuntary care

• 精神科入院の回数

• 入院と退院時の GAS

• 処方

• 強制措置

• 親族等との面会

§レジスタの収集，編成 HILMOマニュアルには以下のガイドラインが含まれる．

• どの医療サービス提供者（病院，保健センター，在宅介護サービス）がレジスタに提

出を提出する義務を負うかの指定

• データ提供の根拠について

• データ内容について

• レジスタへの提出方法

• データの機密性を確保する方法

データは暗号化された接続あるいは暗号化された CDまたはメモリースティックを

利用して，コントローラに電子的に送信する．翌年には毎年の診療記録データが収

集，チェック，修正され，全国レジスタ (national register)に登録される．

§レジスタのデータ提供 レジスタのデータ提供は，「医療制度下で管理される国民個人

データレジスタに関する法律」の第 4節にもとづいて行われ，機密情報（註:医療制度下で

管理される国民個人データレジスタに関する法律 (556/1989)の法律において，「このレジ

スタに保存されている個人データは機密情報として保管される」とあるので，結局このレジ

スタに含まれるほぼ全ての情報が機密情報として指定されていると理解してよいだろう．)

を含むデータは特定の研究プロジェクトに対する許可によってのみ提供される．
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§レジスタのデータを他の個人データファイルにリンケージすることについて サービス

の使用と費用，異なる人口集団間でのサービスの分配を地域ごとに分析するという統計分

析のために，本レジスタのデータは the Care Register for Social Welfare と the Register

for Primary Health Careのデータと共に利用できる．

§データへのアクセス，機密性 レジスタに保存されているデータは，「医療制度下で管理

される国民個人データレジスタに関する法律」の第 4節にもとづいて機密にされている．

しかしながら，THLは，同節にもとづいて，特定の科学研究目的のためにレジスタのデー

タを提供する許可を与えることができる．データの提供は個人データファイルに関する法

律 (471/1987)に準拠する必要がある．機密として分類された情報が削除され，データ主体

を特定できない場合に，レジスタに保存されている統計情報およびデータファイルを提供

できる．

§個人データファイルに記録されている人数 　毎年約 170万人のデータが医療のために

レジスタに報告されており，報告されたケア期間の数は毎年 150万を超えている．毎年 600

万件を超える専門医療の外来患者の来院が報告されている．

§データへのアクセス権 　データは研究目的及び統計目的でのみ使用され，データ主体

及び代理者はレジスタに入力されたデータにアクセスする権利を持たない．

§誤ったデータの修正について 　エラーがレジスタ上で確認されると，レジスタの収集

及び保守の手順に関連して修正するように取り組む．データ提供者自身は，そのデータで

見いだされたエラーや欠陥を修正するように求められます．データチェックと自動的な修

正に関する記述は，毎年発行される HILMOマニュアルにある．

§レジスタの保護に関する原則 　レジスタのデータ保護及び情報セキュリティは，THL

の情報セキュリティポリシー（THL/957/3.01.00/2011）およびその他の関連ガイドライン

に準拠している．
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Appendix C THLに関連した根拠法の一覧

本調査に記載した THLのレジスタに法律的背景を与えているフィンランドの法律を列

挙する．法律名はフィンランドの法令データベースサイト FINLEXで表示されているフィ

ンランド語の名前に対して筆者が翻訳した．

1970/239 妊娠中絶に関する法律

1970/283 不妊手術

1970/359 妊娠中絶に関する法令

1972/66 プライマリケア法

1973/459 死因の特定に関する法律

1985/427 不妊手術に関する法令

1987/471 個人データファイルに関する法律

1989/1062 専門医療法

1989/556 医療制度の下で保持される国民個人レコードに関する法律

1989/774 医療制度の下で維持されている国内個人データ登録に関する法令

1990/1116 メンタルヘルス法

1992/1073 福祉保健研究開発センター法

1993/1671 医療制度の下で保持されている国民個人データ登録に関する命令

1994/831 公文書法 (アーカイブ法）

1999/488 医学研究法

1999/621 政府活動の公開に関する法律

2000/812 社会福祉法人の身分と権利に関する法律

2001/101 人間の臓器，組織および細胞の医療に関する法律

2001/409 国民健康福祉研究開発センターの統計業務に関する法律

2001/594 ヒトの臓器，組織および細胞の医学的使用に関する政令

2004/313 医学研究令のセクション 2および 3を修正する政府令

2007/159 社会・医療におけるクライアントデータの電子処理に関する法律

2007/61 電子処方箋法

2008/668 国民健康福祉研究所法

2009/298 患者文書に関する社会福祉保健省の法令

2012/688 バイオバンク法

2018/150 プライバシー保護法
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