
参照文書リンク集（案）

文書名 制定・公表 主体 最新 参照先リンク① 参照先リンク② 参照先リンク③

1 個人情報の保護に関する法律 平成15年法律第57号 法律 令和3年法

https://elaws.e-

gov.go.jp/document?lawid=4

15AC0000000057

2
行政機関の保有する個人情報の保

護に関する法律
平成15年法律第58号 法律 令和3年法律第37号による廃止

https://elaws.e-

gov.go.jp/document?lawid=4

15AC0000000058

3
独立行政法人等の保有する個人情

報の保護に関する法律
平成15年法律第59号 法律 令和3年法律第37号による廃止

https://elaws.e-

gov.go.jp/document?lawid=4

15AC0000000059

4

民間事業者等が行う書面の保存等

における情報通信の技術の利用に

関する法律

平成16年法律第149号 法律 令和3年法律第36号による改正

https://elaws.e-

gov.go.jp/document?lawid=4

16AC0000000149

5
電子署名及び認証業務に関する法

律
平成12年5月 法律 令和4年法律第68号による改正

https://elaws.e-

gov.go.jp/document?lawid=4

12AC0000000102

6

電子署名等に係る地方公共団体情

報システム機構の認証業務に関す

る法律

平成14年法律第153号 法律 令和4年法律第68号による改正

https://elaws.e-

gov.go.jp/document?lawid=4

14AC0000000153

7

医薬品、医療機器等の品質、有効

性及び安全性の確保等に関する法

律

昭和35年法律第145号 法律 令和4年法律第47号による改正

https://elaws.e-

gov.go.jp/document?lawid=3

35AC0000000145

8

厚生労働省の所管する法令の規定

に基づく民間事業者等が行う書面

の保存等における情報通信の技術

の利用に関する省令

平成17年3月25日発出 厚生労働大臣
令和4年厚生労働省令第75号によ

る改正

https://elaws.e-

gov.go.jp/document?lawid=4

17M60000100044

9
政府情報システムにおけるクラウ

ドサービスの利用に係る基本方針
令和4年9月30日初版決定 デジタル社会推進会議幹事会決定 令和4年12月28日最終改定

https://www.digital.go.jp/res

ources/standard_guidelines/

https://www.digital.go.jp/ass

ets/contents/node/basic_pa

ge/field_ref_resources/e2a06

143-ed29-4f1d-9c31-

0f06fca67afc/17ef852e/2022

10

良質な医療を提供する体制の確立

を図るための医療法の一部を改正

する法律の一部の施行について

平成19年3月30日発出 厚生労働省 平成19年3月30日発出

https://www.mhlw.go.jp/we

b/t_doc?dataId=00tb3561&d

ataType=1&page

11
「診療録等の保存を行う場所につ

いて」の一部改正について
平成25年3月25日発出 厚生労働省 平成25年3月25日発出

https://www.mhlw.go.jp/stf/

seisakunitsuite/bunya/kenko

u_iryou/iryou/johoka/index.h

tml

12

「民間事業者等が行う書面の保存

等における情報通信の技術の利用

に関する法律等の施行等につい

て」の一部改正について

平成28年3月31日発出 厚生労働省 平成28年3月31日発出

https://www.mhlw.go.jp/file/

05-Shingikai-12601000-

Seisakutoukatsukan-

Sanjikanshitsu_Shakaihosho

utantou/0000120128.pdf

13
医療機器におけるサイバーセキュ

リティの確保について
平成27年4月28日発出 厚生労働省 平成27年4月28日発出

https://www.pmda.go.jp/file

s/000204891.pdf

14
医療機関等におけるサイバーセ

キュリティ対策の強化について
平成30年10月29日発出 厚生労働省 平成30年10月29日発出

https://www.mhlw.go.jp/stf/

seisakunitsuite/bunya/kenko

u_iryou/iryou/johoka/cyber-

security.html

https://www.mhlw.go.jp/con

tent/10808000/001011697.pd

f

15
ランサムウエアによるサイバー攻

撃に関する注意喚起
令和3年4月30日発出

内閣官房内閣サイバーセキュリ

ティセンター（NISC）
令和3年4月30日発出

https://www.nisc.go.jp/pdf/

policy/infra/ransomware2021

0430.pdf

16 時刻認証業務の認定に関する規程 令和3年4月1日制定 総務省 令和3年4月1日制定

https://www.soumu.go.jp/m

ain_sosiki/joho_tsusin/top/ni

nshou-law/timestamp.html

https://www.soumu.go.jp/m

ain_content/000742664.pdf

17
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）
平成29年5月公表 個人情報保護委員会 令和4年9月改正

https://www.ppc.go.jp/perso

nalinfo/legal/guidelines_admi

nistrative/

18

医療・介護関係事業者における個

人情報の適切な取扱いのためのガ

イダンス

平成29年4月14日
個人情報保護委員会

厚生労働省
令和4年3月一部改正

https://www.mhlw.go.jp/con

tent/000909511.pdf

https://www.ppc.go.jp/perso

nalinfo/legal/iryoukaigo_guid

ance/
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19

医療情報を取り扱う情報システ

ム・サービスの提供事業者におけ

る安全管理ガイドライン

令和2年8月21日策定
経済産業省

総務省
令和3年8月31日改定

https://www.meti.go.jp/polic

y/mono_info_service/healthc

are/teikyoujigyousyagl.html

20

政府機関等のサイバーセキュリ

ティ対策のための統一基準群（令

和３年度版）

令和3年7月7日策定
内閣官房内閣サイバーセキュリ

ティセンター（NISC）
令和4年12月12日一部改定

https://www.nisc.go.jp/polic

y/group/general/kijun.html

21

利用者の指示に基づきサービス提

供事業者自身の署名鍵により暗号

化等を行う電子契約サービスに関

するQ&A（電子署名法2条1項に関

するQ&A）

令和2年7月17日公表

総務省

法務省

経済産業省

令和2年7月17日公表
https://www.meti.go.jp/covid

-19/denshishomei_qa.html

https://www.moj.go.jp/MINJI

/denshishomeihou.html

22

利用者の指示に基づきサービス提

供事業者自身の署名鍵により暗号

化等を行う電子契約サービスに関

するQ&A（電子署名法3条に関す

るQ&A）

令和2年9月4日公表

総務省

法務省

経済産業省

令和2年9月4日公表
https://www.meti.go.jp/covid

-19/denshishomei3_qa.html

23

タイムビジネスに係る指針－ネッ

トワークの安心な利用と電子デー

タの安全な長期保存のために－

平成16年11月5日公表 総務省 平成16年11月5日公表

https://www.soumu.go.jp/m

ain_sosiki/joho_tsusin/top/ni

nshou-law/timestamp.html

https://www.soumu.go.jp/m

ain_content/000485112.pdf

24
医療機器のサイバーセキュリティ

の確保に関するガイダンス
平成30年7月24日発出 厚生労働省 平成30年7月24日発出

https://www.mhlw.go.jp/stf/

seisakunitsuite/bunya/kenko

u_iryou/iryou/johoka/cyber-

security.html

https://www.mhlw.go.jp/con

tent/10808000/001011666.pd

f

25

クラウドサービス提供における情

報セキュリティ対策ガイドライン 

（第３版）

平成26年に初版公表 総務省 令和3年9月公表

https://www.soumu.go.jp/m

enu_news/s-

news/01cyber01_02000001_0

0121.html

https://www.soumu.go.jp/m

ain_content/000771516.pdf

26

クラウドサービス提供・利用にお

ける適切な設定に関するガイドラ

イン

令和4年10月策定 総務省 令和4年10月策定

https://www.soumu.go.jp/m

enu_news/s-

news/01cyber01_02000001_0

0149.html

https://www.soumu.go.jp/m

ain_content/000843318.pdf

27 厚生労働省標準規格
平成22年3月31日医政発0331第1

号
厚生労働省 令和4年3月24日改正

https://www.mhlw.go.jp/stf/

seisakunitsuite/bunya/kenko

u_iryou/iryou/johoka/index.h

tml

http://helics.umin.ac.jp/helic

sStdList.html

28
JIS Q 27001（情報セキュリティ

マネジメントシステム）
平成18年5月20日制定 経済産業大臣 平成26年3月20日最終改正

https://www.jisc.go.jp/app/ji

s/general/GnrJISNumberNa

meSearchList?toGnrJISStand

ardDetailList

29

ISO14533-1：2014CMS利用電子

署名(CAdES)の長期署名プロファ

イル

平成26年12月策定 ISO/TC154
ISO 14533-1:2022が最新

（令和4年6月策定）

https://www.iso.org/standar

d/64756.html

https://www.iso.org/standar

d/81814.html

30

ISO14533-2:2021XML署名利用電

子署名(XAdES)の長期署名プロ

ファイル

令和3年8月策定 ISO/TC154 令和3年8月策定
https://www.iso.org/standar

d/79129.html

31
ISO14533-3:2017PDF長期署名プ

ロファイル(PAdES)
平成29年9月策定 ISO/TC154 平成29年9月策定

https://www.iso.org/standar

d/67937.html

32
JIS Q 15001（個人情報保護マネ

ジメントシステム）
平成11年3月20日制定

（原案作成）一般財団法人日本情

報経済社会推進協会（JIPDEC）
2017年12月20日改正

https://webdesk.jsa.or.jp/bo

oks/W11M0090/index/?buns

yo_id=JIS+Q+15001%3A2017

33

「医療情報システムの安全管理に

関するガイドライン」の実装事例

に関する報告書

平成19年2月公表

保健・医療・福祉情報セキュア

ネットワーク基盤普及促進コン

ソーシアム（HEASNET）

平成19年2月公表

http://www.heasnet.jp/open

/report.php?data=report_doc

s

34 TLS暗号設定ガイドライン3.0.1版 平成27年5月8日初版発行 独立行政法人情報処理推進機構 令和2年7月8日改定
https://www.cryptrec.go.jp/o

p_guidelines.html

35

『製造業者・サービス事業者によ

る医療情報セキュリティ開示書』

ガイド

令和3年3月公表
一般社団法人保健医療福祉情報シ

ステム工業会（JAHIS）
令和3年3月公表

https://www.jahis.jp/standar

d/detail/id=779

36

IoT セキュリティガイドライン 

ver1.0（IoT 推進コン

ソーシアム、総務省、経済産業

省；平成 28 年 7 月）

平成28年7月5日公表

IoT 推進コンソーシアム

総務省

経済産業省

平成28年7月5日公表
https://www.ipa.go.jp/securi

ty/iot/

http://www.iotac.jp/wg/secu

rity/

37
標的型攻撃メールへの対処につい

て
平成28年4月28日公表 日本医療情報学会 平成28年4月28日公表

https://www.jami.jp/medical

Fields/

https://www.jami.jp/medical

Fields/Documents/targetedm

ailattack.pdf
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