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                            eHealtheHealtheHealtheHealth 倫理コード倫理コード倫理コード倫理コード

「eHealth 倫理コード」の目的は、世界の人々が自身の健康を管理し

たり、また医療従事者が患者の健康を管理したりする際に、考えられ

るリスクを十分に理解した上で、インターネットの持っている可能性

を実現していくところにある。

インターネットは、人々が医療情報やヘルスケアを提供したり、受け

たりする方法を変革しつつある。医療に関連した目的でインターネッ

トを利用する者―すなわち、患者や医療従事者、行政担当者、研究者、

医療製品の製造販売業者、医療サービス提供者などーはすべて、一致

協力してインターネットを利用するための安全な環境をつくり、ヘル

スケアのニーズを応えられるよう、インターネットの価値を高めてい

く必要がある。

医療情報や医療製品、医療サービスは、健康を増進させるとともに、

時に害を及ぼす可能性もあるため、インターネット上で医療情報を提

供する組織や個人は、信頼できる情報源として質の高い情報を提供し、

また利用者のプライバシーを保護するとともに、医療分野のオンライ

ンでの商取引及びオンラインでの医療サービスの提供において、いわ

ゆるベストプラクティスといわれる最善の行動基準を達成していく義

務がある。

インターネットの医療サイト及びサービスの利用者は、利用するサイ

トや製品、サービスについて評価・検証を重ね、オンラインでの医療

情報や製品、サービスに関する実効性あるフィードバックを行うこと

によって、インターネット医療の価値と有効性を確かなものにしてい

く責務を担うものである。

医療情報には、健康維持や疾患の予防・管理のための情報、健康・医

療の関するその他の意志決定を行うための情報などが含まれる。

情報には、医療製品及び医療サービスの購入・利用を決定するため

　の情報も含まれる。



①サイトの利用法、提サイトの利用法、提サイトの利用法、提サイトの利用法、提

供される製品やサービ供される製品やサービ供される製品やサービ供される製品やサービ

スの購入スの購入スの購入スの購入・利用に関し、・利用に関し、・利用に関し、・利用に関し、

もし消費者が知り得たもし消費者が知り得たもし消費者が知り得たもし消費者が知り得た

場合、消費者の理解を場合、消費者の理解を場合、消費者の理解を場合、消費者の理解を

　情報はデータ、文書、音声、映像の形態をとる場合がある。

情報はプログラミングや双方向性を生かした高度の機能拡張を伴う

場合がある。

医療製品には、薬剤や医療機器、診断や疾患及び傷害の治療や健康維

持に用いるその他の製品が含まれる。医療製品には、米国食品医薬品

局（FDA）または英国医薬品庁（MCA）などの行政当局による認可が必

要な薬剤及び医療機器と、規制管理のないビタミン、ハーブ、その他

栄養サプリメントなどの製品の両方が含まれる。

医療サービスには、特定の個人向けの医療ケアや助言、診療記録の管

理、あるいは治療法の決定、診療費支払請求、請求書作成業務などに

関して、医療提供者と患者、医療保険会社やヘルスケプラン、医療機

関などの間で行われるコミュニケーション、医療を支援するためのそ

の他サービスなどが含まれる。

医療サービスには、メーリングリストや掲示板、チャットルームその

他の医療情報の交換を目的としたオンラインの場も含まれる。

医療情報と同様、医療サービスもデータ、文書、音声、映像などの形

態をとる場合があり、プログラミングや双方向性を通じた機能拡張を

伴う場合がある。

医療関連目的でインターネットを利用する者は、医療情報や医療製品、医療関連目的でインターネットを利用する者は、医療情報や医療製品、医療関連目的でインターネットを利用する者は、医療情報や医療製品、医療関連目的でインターネットを利用する者は、医療情報や医療製品、

医療サービスをオンラインで提供する組織および個人が以下のガイド医療サービスをオンラインで提供する組織および個人が以下のガイド医療サービスをオンラインで提供する組織および個人が以下のガイド医療サービスをオンラインで提供する組織および個人が以下のガイド

ラインに賛同することを求める権利を有する。ラインに賛同することを求める権利を有する。ラインに賛同することを求める権利を有する。ラインに賛同することを求める権利を有する。

公正であること公正であること公正であること公正であること

医療関連の目的でインターネットを利用する人たちは、アクセスする

サイトや利用するサービスが確かで信頼できるものであることを自分

で判断できることが求められる。サイトは以下の各項を明示するもの

とする。



左右する可能性のある左右する可能性のある左右する可能性のある左右する可能性のある

ような情報がある場合ような情報がある場合ような情報がある場合ような情報がある場合

は、これを開示する。は、これを開示する。は、これを開示する。は、これを開示する。

②真実を伝え、嘘をつ真実を伝え、嘘をつ真実を伝え、嘘をつ真実を伝え、嘘をつ

かない。かない。かない。かない。

・ サイトの運営主体者、またサイトの運営や提供されるサービスに

よって明らかな経済的利益を持つと考えられるものがあれば、そ

の個人や団体の名称

・ サイト運営またはサービス提供の目的

　　　たとえば、単に教育目的であるとか、医療製品や医療サービス

　　　の販売であるとか、あるいは個別の医療ケアやアドバイスの提

　　　供であるとかの目的を明らかにする。

・ 一般に分別のある人が、サイトの提供する情報、製品、サービス

に関する利用者の理解に何らかの影響を及ぼすと考えうるような

関係（経済上、職務上、あるいは個人的その他の関係）があれば、

その関係について

たとえば、そのサイトに商業上のスポンサーやパートナーがい

る場合は、スポンサー／パートナーが誰であるか、またそのス

ポンサー／パートナーがサイトのコンテンツを提供しているか

どうかをはっきりさせる。

誠実性誠実性誠実性誠実性

インターネット上で医療情報を探す人たちは、製品やサービスについ

て真実が記載され、受け取る情報が誤解を招くような方法で提供され

ていないことを確認できる必要がある。サイトは以下の各項について、

事実をありのままに伝えるものとする。

・ 医療製品や医療サービスの販売促進のために用いられるすべての

コンテンツ

・ 製品またはサービスの効果効能、性能、有益性に関する記述

サイトは、製品やサービス、団体の宣伝もしくは販売を意図するコン

テンツと、教育的、科学的コンテンツとを明確に区別するものとする。



③正確で、理解しやす正確で、理解しやす正確で、理解しやす正確で、理解しやす

い、最新の医療情報をい、最新の医療情報をい、最新の医療情報をい、最新の医療情報を

提供する。提供する。提供する。提供する。

クオリティクオリティクオリティクオリティ((((質質質質))))

インターネット利用者は医療・ヘルスケアに関して賢明な決定をする

にあたり、サイトが正確かつ十分な裏付けのある情報や質の高い製品、

サービスを提供していると期待する権利を有している。

提供する医療情報の正確性を期すために、eHealth サイト及びサービ

スの提供者は誠意をもって以下の目標の遂行に努めるものとする。

・ 製品やサービスの説明に用いる情報を含め、提供される情報は厳

正かつ公正に評価する。

・ 現時点で入手できる最良のエビダンス(根拠)に基づく情報を提供

する。

・ 個別の医療ケアやアドバイスを提供する際には、有資格の医師が

行うことを確実にしておく。

・ 情報が科学的研究や専門家のコンセンサス、識者に基づくものか、

若しくは個人の経験や見解に基づくものかどうかを明示する。

・ 論争中のテーマが取り上げられていることを告知する。また、そ

のような場合には、公平で偏りのない立場に立って、妥当と見な

せるすべての見解を紹介できるように努める。

　　　たとえば、前立腺癌に対する外科手術と放射線療法など、特定

の疾患には治療法に選択肢があることを利用者に助言する。

情報及びサービスは、消費者にとって理解しやすく、利用しやすいも

のでなければならない。サイトは情報を掲示し、製品やサービスを説

明するにあたって、以下の点に留意するものとする。

・ 想定される利用者にとって、明解で読みやすく、適切とされる言

語を用いる。

たとえば、サイトが想定する読者の主要言語を用いて、文化的

に適切な表現で記述する。



また、また、また、また、

サイトが提供する医療サイトが提供する医療サイトが提供する医療サイトが提供する医療

情報や医療製品、医療情報や医療製品、医療情報や医療製品、医療情報や医療製品、医療

サービスを判断するにサービスを判断するにサービスを判断するにサービスを判断するに

あたって、利用者が必あたって、利用者が必あたって、利用者が必あたって、利用者が必

要とする情報を提供す要とする情報を提供す要とする情報を提供す要とする情報を提供す

る。る。る。る。

・ 利用者によって想定される可能性のある特別なニーズを採り入れ

た表現法を用いる。

たとえば、視覚に障害のある利用者向けに、大きなフォントや

オーディオ・チャンネルを採用する。

主として教育や科学的な目的で情報を提供するサイトは、サイトのコ

ンテンツ・エディターのみが編集コンテンツを決定し、不適切と思わ

れる広告を拒否する権限を確保することによって、編集方針や業務の

独立性を保証するものとする。

消費者には、入手する情報が最新のものであることを求める権利があ

る。サイトは以下の各項を明示するものとする。

・ 情報の掲示年月日（最初の情報から更新されている場合は、現在

掲示されている情報のバージョン）

・ 掲示情報の最終校閲年月日

・ サイト情報の大幅な変更の有無。大幅な変更が生じた場合は、最

終更新年月日。

利用者個人は、インターネット上で得た医療情報の質を自分で判断す

ることが求められる。サイトは、以下の点を告知することによって、

コンテンツの作成過程を明瞭かつ正確に記述するものとする。

・ サイトあるいはコンテンツの提供者が利用している情報源が何で

あるか。参考資料や情報源へのリンクも含む。

・ サイトがどのようにコンテンツを評価しているか、またコンテン

ツを評価するためにいかなる基準が用いられているか。他のサイ

トやサービスに特定のリンクを張る際の根拠なども含まれる。

　　　たとえば、サイトの編集委員および編集方針を記載する。



④個人情報の収集と、個人情報の収集と、個人情報の収集と、個人情報の収集と、

その使用もしくは供与その使用もしくは供与その使用もしくは供与その使用もしくは供与

について、利用者が決について、利用者が決について、利用者が決について、利用者が決

定する権利を尊重する。定する権利を尊重する。定する権利を尊重する。定する権利を尊重する。

医療製品及び医療サービスが政府の規制監督下にある場合、サイトは

利用者に対して、提供している製品（医薬品や医療機器など）が米国

FDA や英国 MCA などの規制当局による認可を受けているかどうかを明

らかにする。

インフォームドインフォームドインフォームドインフォームド・コンセント・コンセント・コンセント・コンセント（リスク（リスク（リスク（リスクの開示と決定権の確保）の開示と決定権の確保）の開示と決定権の確保）の開示と決定権の確保）

医療に関連した目的でインターネットを利用する人たちは、個人情報

が収集される可能性があることを告知されるとともに、自己の個人情

報の収集、利用、他への供与を承諾するか否かを選択できる権利を有

する。また、自らの意志で商用サービスを利用するに際し、そのタイ

ミングや方法を選択したり、同意したり、コントロールしたりする権

利を有するものとする。

サイトは以下の点を明確に開示するものとする。

・ インターネット上で利用者のプライバシーが開示されるリスクが

あること。

たとえば、誰かがあるサイトにアクセスしている時に、他の組

織や個人が、当該サイトに無断で利用者の個人情報を収集でき

る可能性があること。また、一部の法域（欧州連合など）では、

他の地域に比べてより厳重にプライバシー保護に取り組んでい

ること。

サイトは、利用者の明確な承諾を得ることなく、個人情報を収集、利

用、供与してはならない。個人情報の提供に関し、利用者が十分な説

明を受け、内容を理解した上で、決定することを確実にすべく、サイ

トは以下の点を明瞭かつ正確に告知するものとする。

・ サイト利用時に収集されるデータの詳細

　　　たとえば、サイトのどのページに利用者がアクセスしたか、あ

　　　るいは利用者の氏名、Eメールアドレス、利用者の健康状態や

　　　オンラインでの購買行動に関する特定の情報など。

・ データの収集者



　　当該サイトの運営者または第三者など。

・ 収集されたデータの用途

たとえば、科学的研究の一環として、利用者によりよいサービ

スを提供するための一助とする、あるいは特定個人向けの医療

ケアやアドバイスを提供する。

・ サイトが収集したデータを意図的に他の組織や個人に供与してい

るか否か。供与している場合は当該情報の詳細。

・ どのような組織や個人に、収集したデータを供与しているか、ま

たどのような利用法を想定しているか。

　　　たとえば、サイトが利用者の個人情報を他の組織や個人に供与

　　　する予定があるかどうか、また、その目的について。あるいは

　　　いつの時点で、自国以外の組織や個人に利用者の個人情報が供

　　　与されるか。

・ 以下の目的で個人情報を収集、利用、供与する場合は、利用者の

承諾を得るものとする。

　　　たとえば、科学的研究用途や、利用者に新製品やサービスの情

　　　報を提供するなどの商業的目的でサイト閲覧者のデータを収集

　　　利用する場合や、利用者の個人情報を他の組織や個人に供与す

　　　る場合など。

利用者が個人情報の提供を拒否した場合に起こりうること

　　　たとえば、利用者の特別な要望に応じてサイトが提供している

　　　情報を個別に提供できない、あるいは利用者が当該サイトのす

　　　べてのページにアクセスできないかも知れないことなど。

「E コマース（電子商取引）」を目的とするサイトは、商取引のトラン

ザクションに入ることがあるとすれば、そのタイミングと、その時に

は利用者の特別な承諾を得ることを、利用者に明確に知らせておく責

務がある。



⑤利用者のプライバシ利用者のプライバシ利用者のプライバシ利用者のプライバシ

ー保護に配慮する。ー保護に配慮する。ー保護に配慮する。ー保護に配慮する。

⑥患者および顧客に対患者および顧客に対患者および顧客に対患者および顧客に対

して基本的な倫理的責して基本的な倫理的責して基本的な倫理的責して基本的な倫理的責

務を果たす。また、患務を果たす。また、患務を果たす。また、患務を果たす。また、患

者および顧客がオンラ者および顧客がオンラ者および顧客がオンラ者および顧客がオンラ

イン医療の限界を理解イン医療の限界を理解イン医療の限界を理解イン医療の限界を理解

プライバシープライバシープライバシープライバシー

医療関連目的でインターネットを利用する人たちは、自らが提供した

個人情報の機密が保持されることを求める権利を有する。なかでも、

個人の医療情報は極めて慎重に扱う必要があり、不適切な形で開示さ

れた場合、重大な結果を招く恐れがある。利用者を保護するために、

個人情報の収集を行う各サイトは、以下の各点に留意するものとする。

・ 個人情報への不正アクセスや不正使用を防止するための妥当な措

置を講じる。

　　　たとえば、利用者個人の医療や経済状況にかかる情報を含むす

　　　べてのトランザクションを対象とした、データの「暗号化」や

　　　パスワードによるファイル保護、適切なセキュリティ・ソフト

　　　ウエアの使用など。

・ 提供した個人情報の確認や、必要に応じての更新・修正を、利用

者が容易に行えるようにする。

・ 個人情報の用途を追跡するための適切な機構を採用する。

　　　たとえば、データを誰がいつ閲覧したかを示す「追跡監査」を

　　　行うなどによって。

・ サイトが利用者の個人情報の保管する方法や保管の期限を告知す

る。

・ 個人情報の「抹消」（利用者の身元が明らかにするための氏名や E

メールアドレス、その他のデータをファイルから削除）を行うと

当該利用者への連絡ができなくなることを理解してもらう。

オンライン医療におけるプロフェッショナリズムオンライン医療におけるプロフェッショナリズムオンライン医療におけるプロフェッショナリズムオンライン医療におけるプロフェッショナリズム

オンラインで、個人向けの特定の医療ケアや助言を提供する医師や看

護婦、薬剤師、療法士、その他すべての医療従事者は、以下の各項を

遵守するものとする。



するよう、啓発する。するよう、啓発する。するよう、啓発する。するよう、啓発する。 ・ 患者や顧客と直接関わる関係において、医療従事職に適用される

　　倫理綱領を遵守する。

・ いかなる危害も与えないこと。

・ 患者および顧客の利益を最優先する。

・ 患者の機密を保護する。

・ 医療従事者の役割や提供されるサービスに対する患者及び顧客の

理解に影響を及ぼすと思われるスポンサーシップや金銭的なイン

センティブ、その他の情報を明確に開示する。

・ オンラインでの医療相談が有償の場合はその対価、また支払い方

法を明確に開示する。

・ 医療従事者の免許および処方に適用される、準拠法を含む当該管

轄領域の関連法規を遵守する。

インターネットは患者の医療ニーズを満たすための強力な支援ツール

になりうるが、利用者はその限界についても理解しておく必要がある。

インターネット上で医療サービスを提供する医療従事者は、以下の各

点を明瞭かつ正確に掲示するものとする。

・ 患者や顧客に自分の身元を明らかにし、開業場所および認定資格

を公開する。

・ オンラインでの特定のやり取りの諸条件を提示する。

　　　たとえば、医療従事者が特定の疾患について一般的な助言を行

　　　うのか、もしくは、患者や顧客に対する特定の忠告や専門医へ

　　　の紹介を行うのかどうか。あるいは医療従事者が特定の条件下

　　　で薬剤を処方できるか否か、また、処方する意志があるか否か。

・ 患者や顧客の特定の状況を理解し、患者や顧客が当該地域で入手

可能な医療資源（人的・物的）の在り処を知る支援をすべく、誠

意をもって努める。



⑦関連する組織およ関連する組織およ関連する組織およ関連する組織およ

びサイトが信頼に足びサイトが信頼に足びサイトが信頼に足びサイトが信頼に足

ることを確実にするることを確実にするることを確実にするることを確実にする

　　　たとえば、患者や顧客が自分の居住地域で特定の治療が受けら

　　　れるか、居住地域外の医療機関でしか受けることができないか

　　　により、どこに行くかを決める手助けをする。

・　必要に応じ、フォローアップ・ケアについて明確な指導をする。

オンラインで個人向けの医療サービスや助言を提供する医療従事者は、

以下の点に留意するものとする。

・ オンラインでの診断および治療アドバイスの制約について、明瞭

正確に説明しておく。

　　　たとえば、オンラインの医療従事者は患者を直接診察すること

　　　ができないため、患者は自分が必要とする医療のニーズをでき

　　　る限り明確に述べることが重要である点を、医療提供者は強調

　　　する必要がある。

・ オンラインでの診察が医療提供者との対面のやり取りに代用でき

る場合と、代用できない場合、また、代用してはならない場合に

ついて、オンライン医療を受ける患者(e-patients)の理解を促す。

責任あるパートナー責任あるパートナー責任あるパートナー責任あるパートナー

インターネット上で活動する組織および個人は、信頼できる個人また

は組織とのみパートナー関係を結ぶことができる点について、インタ

ーネット利用者は確信がもてなければならない。営利、非営利にかか

わらず、サイトは以下の各点を確実にするものとする。

・ スポンサーやパートナー、その他の関連団体がそれぞれの準拠法

を遵守し、当該サイトと同一の倫理規範を支持していくよう、適

宜努力をする。

・ 利用者がキーワードやトピックに関する特定の情報について検索

した時、その結果が表示される方法に対し、現在のスポンサーあ

るいは将来的なスポンサーが影響を及ぼすものでない点を強調す

る。



⑧利用者がサイトに確利用者がサイトに確利用者がサイトに確利用者がサイトに確

実にフィードバックを実にフィードバックを実にフィードバックを実にフィードバックを

行える機会を提供する行える機会を提供する行える機会を提供する行える機会を提供する。

また、サイトは利用者に以下の点を明示するものとする。

・ 他のサイトへのリンクが参考程度のものか、あるいは、他のサイ

トの推奨を伴うものか。

・ 利用者が当該サイトを去って他のサイトに移動する時点を明確に

示す。

　　　たとえば、 移行を示す画面の使用など。

アカウンタビリティアカウンタビリティアカウンタビリティアカウンタビリティ（誠意（誠意（誠意（誠意ある対応）ある対応）ある対応）ある対応）

インターネット上で医療関連の情報や製品、サービスを提供する組織

および個人が、利用者の関心を真摯に受け止め、それぞれのサイトが

その行動面において倫理的に問題がないことをより確実にすべく誠意

をもって努力していることを、利用者が確信できるようにする必要が

ある。eHealth サイトは、以下の点を遵守するものとする。

・　サイトまたはサービスの運営者、ならびに、サイトまたはサービ

スの管理責任者に連絡を取る方法を利用者に明示する。

　　　たとえば、問題に対応する権限を有する特定の管理者または顧

　　　客サービス担当者に連絡を取る方法。

・　利用者がサイトやその提供する情報、製品、サービスの質に関す

るフィードバックを行う際に使いやすいツールを提供する。

・ 利用者からの苦情を速やかに把握し、迅速かつ適切に対応する。

また、eHealth サイトは、リンク設定がされている外部サイトを含め、

サイトの商業的または非商業的なパートナーや関連団体が、法律や倫

理規範に違反している可能性があると思われた場合、サイト管理者や

顧客サービス担当者にその旨を通知してもらえるよう利用者に奨励す

るものとする。



そして、そして、そして、そして、

サイトはサイトはサイトはサイトは eHealtheHealtheHealtheHealth 倫理倫理倫理倫理

コードの遵守をモニタコードの遵守をモニタコードの遵守をモニタコードの遵守をモニタ

ーしなければならない。ーしなければならない。ーしなければならない。ーしなければならない。

eHealth サイトは自己モニタリングの方針を利用者に明確に説明し、

サイトの運営スタッフおよび関連団体による創意ある問題解決の取り

組みを奨励するものとする。
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