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第 １条 （目 的 ）
この 規程 は、公 益財 団法人朝日生 命成 人病研究所（以下「研究所」とい う。）に
おけ る個 人情報の取扱 いに 関す る基本的事項 を定め、研究 所の業務 の適 正か つ
円滑 な運 営を図りつつ 、個人の 権利 利益 を保 護することを 目的 とする。
第 ２条 （定 義 ）
この 規程 における 用語 の定義は 次のとおりと する 。
一

「個 人情報」とは 、当該情報に含まれる 氏名 、生年月 日その他の記 述等 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 と容易に 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。）をいう 。

二 「個人情報デ ータベース等」とは、個人情報を含む情報 の集合物 であって 、
特定 の個人情報 をコンピュータ 又はその 他の方法 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 ものをい う。
三 「個人データ 」とは 、個人情報データ ベース等を構成する個人情報をいう 。
四

「保 有個人データ 」とは、 研究 所が作成 又は取得 し、 かつ 、研究所 が利 用
するものとして 保有 する 個人情 報であっ て、研究所 が開示、内容 の訂正 、
追加又は削除、 利用 の停 止、消 去及 び第 三者 への 提 供の停止 を行 うこと の
できる権限を有す る個人データ をいう。

五

個人 情報 について 「本人」 とは 、個人情 報によって識 別される 特定 の個 人
をいう。

六

「各部門 」と は、組織規程 に規 定する「部、室および 科」をいう。

七

「室 、科および課 」とは、 組織 規程 に規 定する「部、 室および 科」 に設 け
られ た「室、科お よび 課」をい う。

八

「研 究所 の所属員 等」とは 、研究所 の役 員、職員 、嘱 託職員、契約 職員 、
パート職員、ア ルバイト 職員、 研究所に 勤務 する 派 遣社 員および 別に許 可
する 施設利用 承認 者をいう 。

第２章

個人情報保護の体制

第 ３条 （個 人 情報保 護管理者 等）

研究 所に、研究所個人情 報保護管理者（以下「研究 所管 理者 」という 。）１名を
置き 、事務局 長を これに充てる 。
２

各部 門に、部門 個人情報保護責任 者（以下「 部門責任者」とい う。）
１名を置 き、
部長 （看護部 については総師長 ）を これに充てる 。
ただし、 研究所管理者 が必要と認める ときは 、部長以外のもの を部門責任者に
充て るこ とができる。

３

部門 責任者が必要 と認めるときは、部門 個人情報 保護副責 任者 （以下「部門 副
責任者」 という。）を置 くことが できる。

４

室、科 および課に、個 人情報取扱責任者（以下「取扱 責任 者」という 。）１ 名 を
置き 、室 、科および課 の長をこ れに 充てる。

５

研究 所に、個人情報 監査人（以下「監査人 」とい う。）１名を置き、事務部長 を
これ に充てる 。

第３条 の２ （個 人情報保護 の推進体 制）
個人 情報 の漏洩、滅失又 は毀損 の防止その他 個人情報 の安 全管理のため 、個人
情報 保護委員 会を 設置 する 。
委員 会の 委員 は研究所 管理者、 部門責任者と し、所長 を委 員長 とす る。
委員 長は 必要 ある 都度委員会を 開催 する 。
第 ４条 （研 究 所管理 者等の任 務）
研究所管 理者 等の任務 は、次の とお りとする 。
一

研究所管理者 は、研究所におけ る個人情報保 護に関する事務を統括 管理 す
る。 また、本規定の施行状況 を調査し、必要 に応じて 部門 責任者等から 報
告を求め 、又 は是正を勧告 する 。

二

部門責任者 は、 研究所管理者を 補佐し、 当該 部門 に おけ る個人情報保護 に
関す る事務を統 括すると ともに 、個人情 報の適切 な 取扱 いに必要 な措置 を
講じ 、それを 徹底 する 。

三

部門 副責任者 は、部門等責任者 の命を受けて、当該部門 責任 者を補佐 する 。

四

取扱 責任者 は、 部門責任者 を補 佐し、当 該室、科又 は課における個人情 報
保護 に関する事 務を統括 すると とも に、 個人情報 の 適切 な取扱い に必要 な
措置 を講じ、それ を徹底する。

五

監査人は 、研究所に おける 個人 情報保護 に関する 事 務に対する監 査を実 施
し、必要 に応 じて 研究所管理者 に改善を指示 する 。

第３章

個人情報の利用と取得

第 ５条 （利 用 目的の 特定）
個人 情報 を取り扱うに あたっては、その 利用 目的 （以下「 利用目的 」という 。）
をで きるかぎり特定し なければなら ない 。
２

利用 目的 を変更す る場合には、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 。

３

新た な個人情報を 取り扱う場合又は利用 目的 を変更する場合には、事前 に研 究
所管理者 に報告し、運 営会議の 承認 を得なけ ればならない 。

第 ６条 （利 用 目的に よる制限 ）
あら かじめ本人 の同 意を得ないで、 前条の規 程により 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。
２

合併 その 他の事由 により他から 個人 情報 を取得した場合は、あらかじめ 本人 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 。

３

前二 項の規定 は、 次に掲げる場合につい ては 、適用しない 。
一

法令 に基づく 場合

二

人の生命 、身 体又 は財産の保護 のた めに 必要 がある場合であって、本人 の
同意 を得 ることが 困難 であると き

三

公衆衛生 の向 上又 は児童の健全 な育成の推進 のために 特に必要 がある場 合
であって 、本 人の同意 を得るこ とが 困難 であ ると き

四

国の機関若し くは 地方公共団体 又はその 委託 を受けた 者が法令 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 、本 人の同意
を得るこ とにより 当該事務 の遂 行に支障 を及ぼす おそれが あるとき

第 ７条 （適 正 な取得 ）
偽 りそ の他 不正 の手段に より 個人 情報 を取得し てはなら ない 。
第 ８条 （取 得 に際し ての利用 目的 の通知等 ）
個 人情 報を 取得 した場 合は、あ らか じめその利用目的を 公表している場合を 除
き、 速やかに その 利用目的 を本人に 通知 し、又は公表 しなけれ ばならな い。
２

前項 の規定にかかわらず、本人 との 間で契約 を締結するこ とに 伴って契約書 そ
の他 の書 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 。 以下この 項にお い て同 じ。）に 記 載 さ
れた 当該 本人 の個人情 報を取得 する 場合 その 他本人から直 接書面に記載 され た
当該本人 の個人情報を 取得 する 場合 は、あら かじめ、本人 に対し、その 利用 目
的を 明示 しなければな らない。
ただし、 人の生命 、身 体又 は財産 の保護のために 緊急 に必要がある 場合は 、こ
の限 りで ない 。

３

利用 目的 を変更し た場合は、変更された 利用目的 について 、本人に通知 し、 又
は公 表し なければなら ない 。

４

前三 項の規定 は、 次に掲げる場合につい ては 、適用しない 。
一

利用目的 を本 人に通知 し、又は公表するこ とに より 本人 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

二

利用目的 を本 人に通知 し、又は公表 すること により研究所 の権利又 は正 当
な利益を 害す るおそれがある場 合

三

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 的を本人 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 があると き。
四

取得 の状況か らみて利用目的が明らかである と認めら れる 場合

第４章

個人情報の管理

第 ９条 （デ ー タ内容 の正確性 の確保）
利用 目的 の達成 に必 要な範囲内 にお いて、個 人データ を 正確 かつ 最新の内容 に
保つ よう 努めなければ ならない 。
第 １０ 条（ 安 全管理 措置）
取り 扱う 個人データ の漏えい、滅失 又はき損 の防止その 他安 全管理のために 、
次に 掲げ る措置を講じ なければなら ない 。
一

個人 データ は、 所定 の場所 を定 めて保管 しなければ なら ない 。また 、個 人
データを 検索でき るコンピュータ 及び個人データ を保存 しているコ ンピュ
ータ につ いても、所定 の場所を 定めて設置し なければなら ない 。
個人 デ ータ の保管 場所並 びに 個 人データ を検索でき るコンピュー タ及 び個
人デー タを保存 し ている コンピ ュータの 設置場所を 変更する場合には 、事
前に研究 所管理者 に報 告し、承 認を得なけれ ばならない。

二

個人 データ を使 用する場合 は、 漏えい、 滅失又はき 損の防止その他の個 人
データの安全管 理に努め 、使用 後はすみ やかに保管 場所 に戻さな ければ な
らない。

三

個人 データ を検 索できるコンピ ュータ又 は個人デー タを保存 しているコ ン
ピュータ につい ては 、パ スワー ド設定等 の部外者 に 対するセキュ リティ 対
策を 講じなければ ならない 。

四

個人 データ を電 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 で記 録して いる 場合 には 、個人 デー タのき損 に備え 、
適宜当該 データ をバックアップ し、又は プリントア ウト しなけれ ばなら な
い。

五

個人情報 データベ ース 等大量の個人 デー タについては 、前号の場合 を除き、
原則 、複写又 はプ リントアウト してはな らな い。
なお 、業務上必 要とされる 場合 には、事 前に研究所 管理 者に報告し、運 営
会議 の承認を得な ければならな い。

六

個人 データ は、 本人 に通知 し、 又は公表 した 利用範 囲で利用 する場合を 除
き、 研究所の外部 に持ち出して はならな い。
なお 、個人 デ ータ を 研究所の外部に持ち出す場合には 、持ち出し および 返
却に ついて、日時 、取扱者 、目的等 を記録し、管理し なけ ればならない 。

七

法定保存期間又 は研究所の定め る保存期 間を経過 し た個人データを破棄 す
る場 合は、裁断、 溶解又は焼却 により確 実に破棄 しな ければならな い。

第 １１ 条（ 研 究所の 所属員等 の監督）
研 究所 の所 属員等に個 人データ を取り扱わせる にあたっ ては、秘守義務 を遵 守

する ことを書 面に よって 誓約 させ るとともに 、当該個人デ ータの安全 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 。
第 １２ 条（ 委 託先の 監督）
個人 データ 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 人デー タの安全管 理が図 られる よう 、秘守義 務を遵守 することを 契約書又
はこれにか わる 書面に よって 確認 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 。
第 １３ 条（ 第 三者提 供の制限 ）
次 に掲げる 場合 を除く ほか 、あ らか じめ本人の同意 を得 ないで 、個人データ を
第三 者に提供 してはならない。
一

法令 に基づく 場合

二

人の生命 、身 体又 は財産の保護 のた めに 必要 がある場合であって、本人 の
同意 を得 ることが 困難 であると き。

三

公衆衛生の向上 又は児童の健全 な育成の 推進 のため に特に必要がある場 合
であって 、本人の 同意 を得るこ とが 困難 であ るとき。

四

国の機関若し くは 地方公共団体 又はその 委託 を受けた 者が法令 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 、本 人の同意
を得るこ とにより 当該事務 の遂 行に支障 を及ぼす おそれが あるとき 。

２

第三 者に提供 される個人データ につ いて 、本人の求めに応じて 当該本人 が識 別
される個 人データ の第 三者 への 提供 を停止す ることとして いる 場合 であ って 、
次に 掲げ る事項につい て、あらかじ め、本人 に通知し、又 は本人が容易 に知 り
得る 状態 に置いている ときは、 前項 の規定に かかわらず、 当該個人 デー タを 第
三者 に提 供することが できる。
一

第三者への提 供を利用目的 とす るこ と。

二

第三者に提供 される個人データ の項目

三

第三者への提 供の手段又は方法

四

本人 の求めに 応じて当該本人が識別 される個人データ の第三者 への 提供 を
停止 する こと 。

３

前項 第二号又 は第 三号 に掲げる 事項 を変更する場合は、変更する内容について 、
あらかじ め、本人 に通 知し、又 は本人が容易 に知り得る状 態に置かなけ れば な
らな い。

４

次に 掲げる場合に おいて、当該個人 デー タの提供 を受ける 者は、前三項の規 定
の適 用に ついては 、第 三者 に該 当しないもの とする。
一

利用目的 の達 成に必要 な範囲内 にお いて 個人 データの取扱 いの 全部又は 一
部を委託 する 場合

二

合併 その 他の 事由 による事業の承継 に伴って 個人 デー タが提供 される場 合

三

個人 データを 特定 の者との 間で共同 して 利用 する 場合 であ って 、その旨 並
びに 共同 して 利用さ れる 個人 データ の項 目、共同 して 利用する者 の範囲、
利用 する 者の 利用目 的及 び当 該個人 デー タの管理 につ いて責任を 有する者

の氏名又 は名 称につ いて 、あ らかじめ、 本人 に通知し 、又は本人 が容易に
知り得る 状態 に置いているとき 。
５

前項 第三号に規定 する 利用 する 者の利用 目的又は個人 デー タの管理 について 責
任を 有す る者の氏名若 しくは名 称を変更 する 場合 は、変更 する 内容 につ いて 、
あらかじ め、本人 に通 知し、又 は本人が容易 に知り得る状 態に置かなけ れば な
らない。

第 １４ 条（ 保 有個人 データ に 関する事項の公表等）
保 有個 人デ ータ に関し 、次に掲 げる 事項につい て、本人 の知り得る状態 （本 人
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 。
一

研究所の名称

二

すべての 保有個人 データの利用 目的 （第８条第４項第 一号 から 第三号ま で
に該当す る場 合を除く。）

三

保有個人 データの取扱 いに 関する申出先 が「個人情報 保護 相談窓口 」で あ
ること。

四

次条第１項、 第１６条第１項又 は第１７ 条第 １項若しくは 第２項の規定 に
よる 求め に応 じる手 続（第２ ０条第 ２項 の規定により 手数料 の額 を定めた
ときは、 その 手数料の額を含む。）

２

本人 から 、当 該本人 が識 別される 保有個人デ ータ の利用 目的 の通知を 求めら れ
たと きは 、本 人に 対し、遅滞なく、 これを通知しなけ ればなら ない 。
ただ し、次の各号 のいずれかに 該当 する 場合 は、この 限りでな い。
一

前項 の規定に より 当該本人 が識別される 保有 個人 デー タの利用目的 が明 ら
かな 場合

二
３

第８ 条第 ４項第一 号から第 三号 までに該 当する場合

前項 の規定に基づ き求められた 保有 個人 データの利用目的 を通知しない 旨の 決
定を した ときは、本人 に対し、 遅滞 なく 、そ の旨を通知し なければなら ない 。

第 １５ 条（ 開 示）
本 人から、 当該本人が 識別 される保有個人 デー タの開示 （当該 本人 が識別さ れ
る保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同
じ。）を求め られたときは 、本人 に対し、書面 の交付による 方法( 研究所 と当該
本人 が同意し た方 法があるときは 、当 該方法 ) で 、遅 滞なく、当該保有個人デ ー
タを 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 各号 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 。
一

本人又 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

二

研究所の業務 の適正な実施 に著しい 支障 を及ぼすおそ れが ある 場合

三

他の法令 に違 反することとなる 場合

前項 の規定に基づ き求められた 保有 個人 データの全部又は一部 について 開示 し
ない 旨の 決定 をしたと きは 、本 人に対し、遅 滞なく、その 旨を通知 しな けれ ば

ならない 。
３

法令 により、本人 に対し第１項本文 に規定する方法に相当 する 方法 により当 該
本人 が識 別される 保有 個人 データの全部又は 一部 を開示す ることとされ てい る
場合 には 、当該全部又 は一部の 保有 個人 デー タについては 、同項の規定 は、 適
用し ない 。

第 １６ 条（ 訂 正等）
本人 から 、当該本人が識別 される保有個 人データ の内容が事実 でないという 理
由に よっ て当該保有個 人データの内容 の訂正 、追加又 は削除（以下 この条 にお
いて「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 て法
令に より 特別 の手続が 定められて いる 場合を除き、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 、当該保有個人
データの 内容 の訂正等 を行わなけれ ばならな い。
２

前項 の規定に基づ き求められた 保有 個人 データの内容 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 、本 人
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 １７ 条（ 利 用停止 等）
本 人から、 当該本人が 識別 される保有個人 デー タが第６ 条の規定に違反 して 取
り扱 われてい るという理 由又 は第 ７条の規定 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 該保有個 人データの 利用 の停止又 は消去 （以 下この条
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 該保 有個人データ の利 用停止等 を行わなけれ ばならな い。
ただ し、当該 保有個人デ ータ 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 、本人の権利 利益を保護 するため
必要 なこれに 代わ るべき措置をとる ときは、この 限りでない。
２

本人 から 、当該本人が識別 される保有個 人データ が第１３ 条第 １項の規定に 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 保有個人 デー タの 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 該保 有個人デ ータ の第三者 への 提供 を停 止し な
ければな らない。
ただし、 当該保有個人 データの第三者 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、本人の 権利
利益 を保 護するため必 要なこれに 代わるべき 措置 をとると きは 、この限り でな
い。

３

第１ 項の規定 に基 づき 求められた保有個 人データ 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 前項 の規定に基づ き求められた 保有個人 データの全部 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、本人 に対し、 遅滞 なく 、そ の旨を通知し なければなら ない 。
第 １８ 条（ 理 由の説 明）
第 １４ 条第 ３項、第１ ５条第２ 項、第１６ 条第 ２項又は 前条第 ３項の規定に よ
り、 本人 から 求め られた 措置 の全 部又 は一部 について 、そ の措置 をと らない旨
を通 知する場 合又 はその 措置 と異 なる 措置を とる 旨を通知 する場合は 、本人に
対し 、その理 由を 説明 するよう 努め なければなら ない 。
第 １９ 条（ 開 示等の 求めに 応 じる 手続）
第 １４ 条第 ２項、第１ ５条第１ 項、第２６ 条第 １項又は 第２７ 条第 １項若し く
は第 ２項の規 定に よる 求め（以下 この 条において「 開示等の求め」という。）を
受け 付ける方 法は 、次に掲げるとお りとする。
一

開示等 の求めの申し 出先 は、「個人情報 保護 相談窓口 」とする 。

二

開示等 の求めは、研 究所所定 の書面による ものとす る。

三

開示等 の求めをす る者が本 人又 は第３項に規定 する 代理人 であることの 確
認は、運 転免許証、 パスポ ート 等の顔写 真付公的証明 書又はこれ らに 準 じ
る書類（ 以下 、「本人確認書類」とい う。）にて行うことと する 。
ただし 、主治医等 が開示等 の求めをする者を確認で きると きは 、本人確 認
書類 を省 略す ることができる。

２

本人 に対し、開示等の求めに関し、その 対象 とな る保有個 人データ 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 、本人が 容易 か
つ的 確に 開示等の求め をすることが できるよ う、当該保有 個人 データの 特定 に
資す る情 報の提供 その 他本人の 利便 を考慮し た適切な措置 をとらなけれ ばな ら
ない 。

３

４

開示 等の求めは、 次に掲げる代理人 によ ってする ことがで きる 。
一

未成年者又は 成年被後見人 の法定代 理人

二

開示等の求め をすることにつき 本人 が委任した代理人

前三 項の規定 に基 づき 開示等の求めに応じる 手続 を定める にあ たっては 、本 人
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 ２０ 条（ 手 数料）
第 １４ 条第 ２項の規定 による利 用目 的の通知又 は第１５ 条第１項の規定 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 。
２

前項 の規定により 手数料を徴収 する 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 ２１ 条（ 苦 情の処 理）
個人 情報 の取扱い に関する 苦情 （以下、「苦情 」という 。）の適切かつ迅速な 処
理に 努め なければなら ない 。
２

苦情 の受付は、「個 人情報保護相談窓 口」で行う。

３

苦情 を受理した場 合は、関係する各部門 が当該苦情となっ た取扱等 をすみや か
に調 査し 、対応につい て研究所管理 者と協議 しなければな らない。

４

研究 所管理者 は、 必要 に応じて 当該 苦情 に対する 対応 を運営会 議で検討 し、 決
定す る。

第５章

罰則等

第 ２２ 条（ 罰 則等）
研究 所の所属員等 が本規定 に違反した場合には、就業規則 又はその 他契約に も
とづいて 懲戒等を行う ことがある。
２

研究 所 の 所属 員等が本 規定 に違反し、 研究所 が 損害を受けた 場合には、 当該 所
属員 等に対し、そ の損 害額 を求償するこ とがある 。

第６章

附則

第 ２３ 条（ 本 規定の 見直し）
こ の「個人情報保護規規 程」は、 必要 に応じて 適宜見直 さな ければならな い。

