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日本語

一般データ保護規則(GDPR)の手引き(ResScan用)
はじめに
2018年5月25日に、欧州一般データ保護規則(GDPR)が発効します。GDPRの全文は、以下からご希望の言語で
お読みいただけます。
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32016R0679 
皆様はResScan™のユーザーとしての立場から、「自然人」に関する機密個人データを処理する可能性がありま
す。組織ではGDPRの準備状況レビューが済んでいるはずなので、機密個人データを処理する際には必ず組
織の方針および指針に従う必要があります。本書は、ResScanを使用する際に、GDPRで定められた特定の活
動をどのように行えばよいかについて明記したものです。
ResScanは、個人データを処理しなくても目的どおりに動作することができます。「第11条 - 身元確認が不要
な処理」に、個人データの処理なしで動作させる方法が記載されています。組織内のResScanの操作を見直し
て、ResScanの使用方法が組織の方針に従っていることを確認する必要があります。
本書の副次的目的は、ResScanの操作中にはっきりしない可能性があるプライバシー関連のトピックを明らか
にすることです。リモート接続を行う機器が標準となっている時代において、ResScanが組織のコンピュータネ
ットワークとしか接続しないスタンドアロン型のデスクトップ製品であることを明記しておくことは重要です。
本書は、適用される、もしくは説明が必要な条項のみを選択し、GDPR条項別に編成されています。 
GDPR条項が本書に記載されていない場合、その条項はResScanの使用に適用されないということです。
ResMedはResScanを提供することで、,独立系ソフトウェアベンダー(ISV)としての役割を果たしています。通常
操作におけるデータ管理者、もしくはデータ処理者の役割は果たしておりませんのでご了承ください。

第4条 – 定義 
健康に関するデータとは、その人の健康状態に関する情報を開示する医療サービスの提供も含めた、自然人
の身体的または精神的健康に関する個人データを意味します。
データ管理者とは、単独または他者と共同で個人データの処理に関する目的および手段を決定する自然人、
法人、公的機関、政府機関、またはすべてのその他の団体を意味します。
データ処理者とは、データ管理者の代わりに個人データを処理する自然人、法人、公的機関、政府機関、または
その他すべての団体を意味します。
GDPRとは、2018年5月25日に発効する欧州一般データ保護規則です。正式な名称は「規制 (EU) 2016/679」で
すが、「GDPR」という用語が幅広く知られ、理解されています。
個人データとは、特定された、または特定可能な自然人(「データ主体」)に関するすべての情報を意味します。
特定可能な自然人は、直接的または間接的に特定できる識別可能な自然人のことを意味します。
仮名化とは、追加情報を使用しなければ個人データを特定のデータ主体に帰属させられなくなる方法で個人
データを処理することを意味します。

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32016R0679%20%20
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第9条 – 特定カテゴリの個人データ処理
ResScanは、第9条第(1)項で宣言されたとおり、自然人の健康に関する機密個人データを処理するとの評価を
受けています。
お客様は、特定カテゴリの個人データを処理する法的理由を確保するために、第9条の第(2)項a)に従って、デ
ータ主体から処理を許可してもらえるよう合意を取り付ける責任があります。

第11条 – 身元確認が不要な処理
ResScanでは、組織内で機密個人データの保管を管理する場合、仮名化トークンを使用することができます。
患者の情報を入力する場合、組織の方針で定められた仮名化トークンを使用することができます。仮名化トー
クンは、姓、名、患者IDおよび参照IDフィールドに入力されます。ResScanは、正当な生年月日を使用して動作
させることもできます。

第12条 – データ主体からの要請
データ主体の処理に関連した情報の提供を要請された場合、以下の手順でResScanからこのデータを入手す
ることができます。
所属組織の方針で、データ主体の要請が合法であるとされ、データ主体がそのデータを別の 
ResScanシステムで使用する目的である場合は、通常%PUBLIC%\Documents\ResMed\ResScan3\Patients\ 
<data subject>にあるファイルをコピーします。(患者を作成したときに、患者データを別の場所に保管するよ
う選択することもできます。)ResScanでは、各患者を作成するたびにフォルダーが作成され、別のインスタン
スのResScan 6.0以降では、このファイルを新しいデータ管理者のResScanパソコンの同じ場所に配置するこ
とでResScanファイルにアクセスすることができます。
データ主体が別のResScanシステムが使用されることを指定していない場合、以下の方法でResScan概要デ
ータを患者ファイルからエクスポートすることができます。この方法は『ResScan臨床ガイド(バージョン6.0以
降)』の「データファイルのエクスポート」の項にも記載されています。

1. File(ファイル)メニューからExport(エクスポート)を選択します。患者ファイルをCSV形式にエクスポー
トするためのダイアログボックスが表示されます。
(注意：ResScanは、ダイアログボックスが開く前にインデックスメッセージを表示します。通常、これは
短いメッセージですが、Cancel(キャンセル)ボタンを押せばインデックス操作を中止できます。)

2. Patient Group(患者グループ)のドロップダウンリストから患者グループを選択します。
3. CSVファイルを作成する日付の範囲を選択します。
4. 患者リストから患者ファイルを選択します(複数可)。
5. Export Selected(選択範囲のエクスポート)ボタンをクリックします。
選択した患者ごとにCSVファイルが生成されます。ファイル名は患者名になります。
あるいは、Export All(すべてをエクスポート)ボタンを押して、患者グループの中のすべての患者ファイル
を単一のCSVファイルにエクスポートすることもできます。この場合、CSVファイルには患者グループの名
称が付きます。
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ファイルのエクスポートが完了すると、そのファイルが保存されている%USERPROFILE%\Documents\ 
ResMed\ResScan\Exports(Windows 7、Windows 8.1、Windows 10) のフォルダでWindows Explorerが
自動的に起動します。

ResScanを操作するデータ管理者は、本条第(1)項に記載の権利が、第20条第(4)項で宣言された他者の権利
と自由に悪影響を及ぼさないかを判断する責任があります。

第14条 – データ主体から個人データが入手されていない場合に提供する必要が 
ある情報
他に関与しているデータ管理者がいないため、第14条はResScanの使用には適用されません。ResScanは、別
のデータ管理者やデータ処理者との間で、いかなる性質のデータも移転したり集めたりすることはありませ
ん。ResScanからResMedにデータが自動移転されることもありません。ResScanは、所属組織のWindowsドメ
イン、またはデスクトッププロファイルのセキュリティ領域内にのみ存在します。
ResScanは、ResMed治療機器とデータ主体との通信に基づき、その機器から機械データを回収します。データ
を提供した機器は、個人データを入手したのと同じデータ管理者の役割を果たすお客様が管理するものとし
ます。

第17条 – 消去する権利(「忘れ去られる権利」)
データ主体から個人データを消去するよう依頼された場合、ResScanソフトウェアを使用するか、Windowsエ
クスプローラーを使用してファイルを削除して、ResScanデータを削除することができます。
ResScanインターフェイス経由でデータを削除すると、削除したデータがWindowsのごみ箱に残ったままにな
ってしまうリスクを回避できます。Windowsエクスプローラーインターフェイスを使用して患者データを削除
する場合、データがWindowsのごみ箱からも削除されていることを確認する必要があります。
患者データを削除するResScanインターフェイスで、その操作のWindows監査ログエントリも作成できま
す。Windowsエクスプローラーによる削除では、Windowsドメインの監査設定に応じて、監査記録が残される
かどうかが決まります。このトピックの詳細については、Windows IT管理者までお問い合わせください。
いつでもResScanインターフェイスを用いてResScan個人データを削除することを強くお勧めします。

ResScanインターフェイスの使用
ResScanソフトウェアのTools(ツール)メニューからPatient File Manager (患者ファイルマネージャー)を起動し
ます。患者をグループ単位で削除したり、単独で削除したりするボタンがあります。
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Windowsエクスプローラーインターフェイスの使用
Windowsエクスプローラーで個人データを削除することもできます。デフォルトのファイルの場所
は%PUBLIC%\Documents\ ResMed\ResScan3\Patientsフォルダーです。ご自身か組織のメンバーが、ファイ
ルを他の場所に保存するように選択している場合があります。ファイルの場所がわからない場合は、ResScan
内のPatient Manager (患者マネージャー)からこれを判断できます。
ResScanで患者を作成するたびに、別のWindowsフォルダーが作成されます。Windowsエクスプローラーの
コマンドを使用してファイルを削除します。また、Windowsのごみ箱からデータが削除されていることも確認
する必要があります。

データ管理者としての組織は、第17条第(3)項のデータ保持の正当性を評価する責任があります。

第20条 – データのポータビリティに関する権利
構造化され、共用される、機械可読形式の個人データの提供を求める依頼を受けた場合、ResScanで次の手
順を実行することができます。
個人データは機械可読形式でResScanソフトウェアからエクスポートすることができます。抽出された個人デ
ータの移転は、別のデータ管理者に機密個人情報を開示する際の現行プロセスを使用して、所属先の組織が
実施する必要があります。
所属組織の方針で、データポータビリティの要請が合法であるとされ、データ主体がそのデータを 
別のResScanシステムで使用するために別のデータ管理者に提供するよう要請した場合は、通常 
%PUBLIC%\Documents\ResMed\ResScan3\Patients\<データ主体名>にあるファイルをコピーします。 
(患者を作成したときに、患者データを別の場所に保管するよう選択することもできます。)ResScanでは、各患
者を作成するたびにフォルダーが作成され、別のインスタンスのResScan 6.0以降では、このファイルを新し
いデータ管理者のResScanパソコンの同じ場所に配置することでResScanファイルにアクセスすることができ
ます。
データ主体が個人データの保存先を指定していない場合、以下の方法でResScan概要データを患者ファイル
からエクスポートすることができます。この方法は『ResScan臨床ガイド(バージョン6.0以降)』の「データファイ
ルのエクスポート」の項にも記載されています。

1. File(ファイル)メニューからExport(エクスポート)を選択します。患者ファイルをCSV形式にエクスポー
トするためのダイアログボックスが表示されます。

 (注意：ResScanは、ダイアログボックスが開く前にインデックスメッセージを表示します。通常、これは
短いメッセージですが、Cancel(キャンセル)ボタンを押せばインデックス操作を中止できます。)

2. Patient Group(患者グループ)のドロップダウンリストから患者グループを選択します。
3. CSVファイルを作成する日付の範囲を選択します。
4. 患者リストから患者ファイルを選択します(複数可)。
5. Export Selected(選択範囲のエクスポート)ボタンをクリックします。
選択した患者ごとにCSVファイルが生成されます。ファイル名は患者名になります。
あるいは、Export All(すべてをエクスポート)ボタンを押して、患者グループの中のすべての患者ファイル
を単一のCSVファイルにエクスポートすることもできます。この場合、CSVファイルには患者グループの名
称が付きます。
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ファイルのエクスポートが完了すると、そのファイルが保存されている%USERPROFILE%\Documents\ 
ResMed\ResScan\Exports(Windows 7、Windows 8.1、Windows 10) のフォルダでWindows Explorerが
自動的に起動します。

ResScanを操作するデータ管理者は、本条の段落1に記載の権利が、第20条の段落4で宣言された権利と自由
に悪影響を及ぼさないかを判断する責任があります。

第22条 – プロファイリングを含む個人の意思決定の自動処理
ResScanソフトウェアは、プロファイリングや自動意思決定を行いません。ResScanソフトウェアは、ResScanを
操作する訓練を受けた医療専門家が意思決定を下す目的で使用されます。

第25条 – 意図的なデータ保護と既定のデータ保護
ResMedでは、今回のResScanのアップグレードに当たって、最新の処理、実装コスト、処理の性質、範囲、背景、
目的を評価しました。ResMedは医療機器メーカーとして、当社のあらゆる機器、デスクトップ製品、クラウドサ
ービスのサイバーセキュリティとして、意図的に強固な既存のプロセスが整っています。ResScanデスクトップ
スイートの独立系ソフトウェアベンダーとして、設計プロトコルにより意図的にサイバーセキュリティにプライ
バシーが追加されました。ResScanは規制対象の医療機器であるため、プライバシーの仕様とセキュリティの
仕様は欧州、および世界の医療機器メーカー規制の審査や監視を受ける必要があります。
これはResScanに固有の特徴として、個人データなしでもResScanを操作できることに表れています。これは、
プライバシーを意図したデータ最小限化の指針にも準拠しています。
GDPRでの組織の義務に関する詳細は、組織の適切な部門にお問い合わせください。また、こちらでデータ保
護の刷新に関する、ビジネスおよび組織向けの欧州委員会規則のサイトを調べていただくことも可能です。
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations_en
また、所在国のデータ保護、またはプライバシー委員会のサイトを検索していただくこともできます。

第32条 – 処理の安全性
ResScanでは、Windowsイベントログに処理作業の監査記録を保持しています。
ResScan 6.0の導入が完了したら、パソコン装置を再起動して、Windowsイベントログ構成に更新を適用する
必要があります。ResScanに特化した新たなイベントログファイルを作成するには、Windowsを再起動させる
必要があります。ResScanログは、「アプリケーションとサービス ログ」というイベントフォルダー内に表示され
ます。

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations_en
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ResScanイベントは、%WINDIR%\System32\winevt\Logs\ResScan.evtxのWindowsファイル内にあります。
ResScanの導入後、パソコン装置を再起動しなかった場合、ResScanのログエントリは「Windowsログ\
Application」の場所となり、そのログを選択するときにソースにフィルターをかけることが必要になります。

ResScanのすべてのエントリのイベントソース。タスクのカテゴリは「RWアクセス」です。イベントデータには、
ユーザーが患者の記録に対して実行した具体的な措置が記述されます。
下の付録Aに記録されたイベントについてのイベントログエントリの表示例を示します。
所属組織は、組織内の独自の動作条件に基づき、ResScanソフトウェアの操作におけるリスク特性を判断して
います。このリスク評価の一部には、Windowsデスクトップ暗号化機能の使用が含まれています。最先端の暗
号化サービスを提供する市販/無料のデスクトップ暗号化製品が出ていますが、ResScanシステムは暗号化さ
れたディスクでも意図されたとおりに動作します。
お使いの暗号化サービスがフォルダーレベルの暗号化を使用している場合、ResScanを使用する際には個人
データの場所として以下のフォルダーの場所を書き留めてください。
%PUBLIC%\Documents\ResMed\ResScan3\Patients\
(患者を作成したときに、患者データを別の場所に保管するよう選択することもできます。)
ResScanで実際の患者名を使用した場合、Windowsイベントログにも患者名が含められます。このフォルダー
の場所は、%WINDIR%\System32\winevt\Logsです。他のWindowsサービスはこの場所のイベントログに書
き込みを行うため、Windows IT管理者と相談のうえ、このフォルダーの暗号化を行ってください。
ResScanのユーザー管理は、Windowsアカウント管理ツールおよびサービス経由でのみ行われま
す。WindowsアカウントでResScanが展開されているパソコン装置にログオンできる場合は、そのアカウント
でResScanを起動させることができます。
データ保護のベストプラクティスとして、ResScanを稼働している機器でWindows非アクティブデスクトップロ
ックアウト方針を実装することをお勧めします。所属組織がこのコントロールをどのように実装しているかに
ついて理解するには、Windows IT管理者にお問い合わせください。

第44条 – 移転における一般原則
ResScanシステムは、いかなる種類のデータもResMedやその他のデータ管理者またはデータ処理者にデー
タを転送しません。ResScanからの個人データの移転は、ResScanを操作している正規のデータ管理者メンバ
ーが手動でのみ行うことができます。

第87条 – 国民識別番号の処理
国民識別番号の使用はResScanを効果的に操作するために必要ではなく、ResMedはResScan内で国民識別
番号を使用しないことをお勧めします。
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付録A – Windowsイベントログエントリの例
Windowsイベントログがどのように表示されるかを下のスクリーンショットに示します。
措置: ユーザー「pcappdev」がResScanにログインしました。

措置: 患者が作成されました。

他の操作も同様です。General(全般)タブを開くと、ユーザーID、患者、操作が表示されます。

参考資料
GDPR規制の全文は、使用言語と形式を指定して選択することができます。
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32016R0679 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
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