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第１ 本アプリの目的 

骨粗鬆症治療支援アプリ「ほね通信」は、骨粗鬆症の診療に携わる医師・看護師・薬剤

師等が、患者さんの治療経過を共有し、コミュニケーションを円滑に行うことを目的とし

て開発され、エンブレース株式会社（以下「エンブレース」といいます。）によって提供

される、ソーシャル・ネットワーキングサービス「MedicalCareStation」（以下「MCS」

といいます。）上のミニアプリです（以下「本アプリ」といいます。）。 

 

第２ 本説明書及び本同意の目的 

（１） 本アプリを利用するためには、本アプリに関する説明を聞いていただいた上で、こ

の説明書（以下「本説明書」といいます。）に記載されたあなたの個人情報の取得及び

利用に同意していただく必要があります。なお、本アプリの説明をするのは医療スタ

ッフ（第４で説明致します。）ですが、あなたの同意は、本アプリを提供するエンブレ

ースに対して行うものです。 

あなたが、本説明書に記載された個人情報の取得及び利用に同意する場合、[本ペー

ジの末尾にある「同意する」をクリック]していただくことで、あなたの同意（以下「本

同意」といいます。）を取得します。本説明書をよく読み、同意されるかどうかをお決

め下さい。 

本説明書は、本同意後、本アプリの中の下記の場所において閲覧することができま

す。 

 

ほね通信アプリ設定画面 > 説明 > 利用規約 

 

また、あなたは、本同意のほかにも、本アプリの利用を開始するにあたって、エン

ブレースより個人情報の取得及び利用に関する同意を求められることがありますが、

それらに同意しない場合等には、本アプリの使用ができない場合がありますことをご

了承ください。 

なお、本同意後における個人情報の取得及び利用の変更については、後記第９をご

参照下さい。 

（２） 【2021 年 10 月以前から「ほね通信」アプリをご利用の患者さんへ】エンブレ

ースは、2019 年 2 月 1 日より、一部の患者さん向けに本アプリの試験的提供を開

始しておりましたが（以下「仮運用フェーズ」といいます。）、2021 年 10 月 1 日

より、同アプリの本運用としての提供（以下「本運用フェーズ」といいます。）を開始

するものであり、本説明書は、本運用フェーズにおける個人情報の取扱いに関して定

めるものです。 

本説明書への同意に先立ち、あなたが、「骨粗鬆症治療中の患者さんへ 「医療従事
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者間での骨粗鬆症治療支援アプリを使用した多職種連携強化の有用性の研究」につい

てのご説明－「骨粗鬆症支援アプリ」を利用した治療について－」又は／及び「骨粗

鬆症治療中の患者さんへ 骨粗鬆症治療支援アプリ「ほね通信」を利用した治療に関

するご説明」 に同意し、本アプリを仮運用フェーズから利用されている場合、本説明

書への同意は、エンブレースが仮運用フェーズに取得したあなたの個人情報を、本運

用フェーズにおいて取得する情報と同じように取扱い、本説明書に定める目的で引き

続き利用すること（「第５ 個人情報取得の目的」に定める目的の範囲内で利用する

こと、「第６ 第三者への提供」に定める第三者に対し、同条に定める目的の範囲内

で、同条に定める個人情報を提供すること、その他本説明書に記載の取扱いをするこ

と等を含みます。）に対する同意が含まれます。 

 

第３ 個人情報の適切な管理について 

エンブレースは、あなたの個人情報を、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法

律第 57 号）の規定及び同法ガイドラインその他の適用法令の規定を遵守し、プライバ

シーポリシーに従って取り扱うことと致します。なお、本説明書の内容は、プライバシ

ーポリシーに優先します。 

 

プライバシーポリシー  https://about.medical-

care.net/html/privacypolicy/ 

 

 

第４ 取得する個人情報 

エンブレースは、後記「第５ 個人情報取得の目的」に定める目的を達成するため、以

下に掲げる項目（各項目に含まれる情報の詳細は、別紙１をご確認下さい。）に関するあ

なたの個人情報を取得します。エンブレースが取得するあなたの個人情報には、あなたか

ら本アプリに直接又は MCS を通じて入力していただいた情報のほか、あなたの骨粗鬆

症の治療に携わる医療スタッフ(*1)が本アプリに入力した情報が含まれます。 

なお、これらの個人情報には、要配慮個人情報（疾患名、薬剤情報、服薬情報、治療情

報など）が含まれます。本同意には、後記「第５ 個人情報取得の目的」に定める目的の

範囲内での、要配慮個人情報の取得及び利用に関する同意を含みます。 

 

(*1) 「医療スタッフ」とは、あなたが日々お世話になる先生方や医療スタッフのほか、

その治療やアプリの動作を監督するスタッフ等、あなたの骨粗鬆症の治療に関与し、その

目的のために連携する別紙２記載の属性の者を指します。また、医療スタッフが「QR コ

ードを利用して招待」機能を使って本アプリのへの登録を行う場合には、上記のスタッフ

に限らず、本アプリの説明をする医療機関のスタッフ全員が、「医療スタッフ」として扱
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われることになります。後記第６（１）に記載しているように、医療スタッフに対しては、

あなたの個人情報が共有されることになります 

 

① ログインに関する情報 

② 患者基本情報 

③ 治療情報 

④ 緊急連絡先 

⑤ 処方情報 

⑥ 服薬情報 

⑦ 転倒情報 

⑧ 食事情報 

⑨ 運動・外出情報 

⑩ あなたが利用する医療機関等の情報 

 

第５ 個人情報取得の目的 

エンブレースは、以下に掲げる目的の範囲内で、「第４ 取得する個人情報」に定める

あなたの個人情報を利用します。 

① 骨粗鬆症治療情報共有のためのプラットフォームをあなたと医療スタッフに提供し、

あなたと医療スタッフ及び医療スタッフ間の円滑な情報流通及びコミュニケーショ

ンを実現するため 

② 骨粗鬆症に関する研究及び学会発表のため 

③ 本アプリ及びこれに付随するサービスの改善・改良のため 

④ システムメンテナンス、不具合対応のため 

⑤ 「第６ 第三者への提供」のとおり、第三者に提供するため 

⑥ 本アプリに関するお問い合わせ対応のため 

⑦ 本アプリに関する規約、契約条件、ポリシー等の変更通知のため 

 

第６ 第三者への提供 

エンブレースは、以下に定めるとおり、あなたの個人情報を第三者に提供します。本同

意は、以下に定める各利用目的の範囲内での、第三者への提供に関する同意を含みます。

エンブレースは、以下に定める場合を除き、予めあなたの同意を得ないで、第三者に個人

データを提供することはありません。 

 

（１） 医療スタッフへの提供 

エンブレースが取得するあなたの個人情報（「第４ 取得する個人情報」に定める

情報のうち、②～⑩の情報）は、医療スタッフが、以下に掲げる目的の範囲内で利用
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します(*2)。 

① あなたの骨粗鬆症治療に役立てるため 

② 骨粗鬆症治療の研究及び骨粗鬆症治療の質の向上のため 

③ 本アプリの適切な利用を管理・監督するため 

 

(*2)本同意は、あなたが治療等に際して医療機関等に提供する個人情報のうち、あなたや医

療スタッフが本アプリに直接又は MCS を通じて入力し、エンブレースが取得する個人情

報の取得及び利用に関してのみ、あなたに同意を行っていただくものです。 

あなたの骨粗鬆症治療を行う医療スタッフ等は、本アプリの使用開始に伴い、本アプリを通

じたあなたの個人情報の取扱いを開始することになりますが、これとは別途、これまであな

たの治療に関して行ってきたように、あなたの個人情報を、本アプリを経由せずに取得及び

利用したり、本アプリに入力されないあなたの個人情報を取得及び利用することがありま

す。本同意は、このような医療機関等によるあなたの個人情報の取得及び利用について規律

するものではありませんので、ご留意ください。 

 

（２） （１）以外の第三者への提供 

エンブレースは、「第４ 取得する個人情報」を、以下のとおり、医療スタッフ以外

の第三者に提供することがあります。 
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第三者に提供される個人情報

の項目 

「第４ 取得する個人情報」記載の②、③及び⑤～⑨

の情報 

個人情報が提供される第三者

の範囲 

 アステラス製薬株式会社 

 アムジェン株式会社、ユーシービージャパン株式

会社、学校法人早稲田大学、その他骨粗鬆症治療

に関し、アステラス製薬株式会社と研究開発パー

トナー関係にある製薬会社並びに研究機関、大

学、及び日本骨粗鬆症学会等の学術団体 

アステラス製薬株式会社が個

人情報を取得及び利用する目

的 

 本アプリの改善・改良のため 

 本アプリの施設毎の利用状況の把握のため 

 骨粗鬆症治療の実態と治療の継続率の把握のた

め 

 多職種連携が骨粗鬆症の治療アウトカムや治療

継続に与える影響の検証のため 

 骨粗鬆症に関する医薬品・医療サービス・医療機

器の研究開発及び適正使用情報の提供活動のた

め 

 その他、骨粗鬆症に関する研究及び学会発表のた

め 

骨粗鬆症治療に関しアステラ

ス製薬株式会社と研究開発パ

ートナー関係にある製薬会社

並びに研究機関、大学、及び日

本骨粗鬆症学会等の学術団体

が個人情報を取得及び利用す

る目的 

 本アプリの施設毎の利用状況の把握のため 

 骨粗鬆症治療の実態と治療の継続率の把握のた

め 

 多職種連携が骨粗鬆症の治療アウトカムや治療

継続に与える影響の検証のため 

 骨粗鬆症に関する医薬品・医療サービス・医療機

器の研究開発及び適正使用情報の提供活動のた

め 

 その他、骨粗鬆症に関する研究及び学会発表のた

め 

提供の手段又は方法 エンブレースにおいて、「第４ 取得する個人情報」に

掲げるあなたの個人情報に、必要に応じて一定の処理

を施し、データ又は紙にて提供します。 

 

【情報の流れ(*3)】 

 

 
エンブレース 

アステラス製薬 

株式会社 

アステラス製薬株式会社と研

究開発パートナー関係にある

製薬会社並びに研究機関、大

学、及び日本骨粗鬆症学会等

の学術団体 
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 (*3) 上記のとおり、エンブレースはアステラス製薬株式会社に情報を提供し、アステラス製

薬株式会社は、アステラス製薬株式会社と研究開発パートナー関係にある製薬会社並びに研究

機関、大学及び日本骨粗鬆症学会等の学術団体に対して、その受領した情報の全部又は一部を提

供します（「アステラス製薬株式会社と研究開発パートナー関係にある製薬会社並びに研究機関、

大学、及び日本骨粗鬆症学会等の学術団体」への個人情報の提供は、全てアステラス製薬株式会

社を介して行われます）。 

 

（３） （１）及び（２）の例外 

（１）及び（２）の定めにかかわらず、以下の場合には、予めあなたの同意を得な

いで、第三者に個人情報を提供することがあります。 

① 法令に基づく場合 

② 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、あなたの同意を

得ることが困難であるとき 

③ 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、あなたの同意を得ることが困難であるとき 

④ 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に定める事務をす

ることに対して協力する必要がある場合であって、あなた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 個人情報の取扱いの委託 

エンブレースは、エンブレースの業務運営のために必要な場合には、あなたの個人情報

の取扱いを、業務委託先の第三者に委託することがあります。 

エンブレースは、あなたの個人情報の取扱いをこれらの第三者に対して委託する場合

には、適用法令を遵守し、当該委託先の第三者に対する適切な管理及び監督をした上で行

います。 

 

第８ 同意の撤回等について 

あなたが個人情報の取得及び利用に関する上記の内容に同意し、本アプリの利用を開

始した場合であっても、いつでも同意を撤回することができます。 

また、あなたはエンブレースに対し、「第４ 取得する個人情報」に含まれるあなたの

個人情報の一部について開示、訂正等（訂正、追加若しくは削除又は利用の停止若しくは

第三者への提供の停止をいいます。）を要求することができ、エンブレースは、適用法令

に従って適切な対応を致します。 
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本同意を撤回したいという場合は、以下の人又は別紙２に記載された医療スタッフに、

その旨をお申し出下さい（「同意撤回書」をお渡し致します。）。同意撤回書を以下の人に

ご提出いただくことで、本同意を撤回することができます。 

個人情報の開示又は訂正等がしたい、個人情報に関する質問をしたいという場合も、以

下の人又は別紙２に記載された医療スタッフにご相談下さい。 

• 主治医 

• 個人情報保護責任者（医療機関等に該当者がいる場合） 

必要に応じて、彼らはあなたの代わりに、エンブレースへの問い合わせを行います。 

 

第９ 変更 

１. 一般的な変更 

本説明書の内容は、以下のウェブサイトから確認できます。 

 

URL：https://www.medical-care.net/html/document/asn/index2.html 

 

本説明書の内容は、適用法令及びガイドラインに反しない範囲で変更される場合があ

りますが、エンブレースに一方的に利益となるような変更は行いません。本説明書の内容

が変更された場合、その効力は、特に断りのない限り、上記ウェブサイト上又は本アプリ

内に掲載された時点で発生します。 

 

２. 重大な変更 

前項にかかわらず、「第５ 個人情報取得の目的」を変更前の利用目的と相当の関連性

を有する範囲を超えて変更する場合や、「第６ 第三者への提供」の提供先を追加する場

合、あなたに不利益な変更を行う場合、その他適用法令により、個人情報の取得及び利用

について、事前にあなたの同意が必要な変更を行う場合は、この変更に関するあなたの同

意意思を、適切な方法にて確認致します。 

本同意以降の、本説明書の内容の変更に伴う、個人情報の取得及び利用に関するあなた

の同意は、本同意に優先します。 

 

以上の本説明書に記載された個人情報の取得及び利用についてご確認いただき、「第４

取得する個人情報」に含まれる要配慮個人情報を、「第５ 個人情報取得の目的」に定

める目的の範囲内で取得及び利用すること、「第６ 第三者への提供」に定める第三者

に対し、同条に定める目的の範囲内で、同条に定める個人情報を提供すること、その

他、本説明書に記載の個人情報の取得及び利用に関する本説明書に記載の内容について

ご理解の上、同意していただける場合には、[本ページの末尾にある「同意する」をクリ

ック]してください。  
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別紙１ 

 

エンブレースが取得するあなたの個人情報 

 

① ログインに関する情報 

アカウント ID、メールアドレス等 

② 患者基本情報 

氏名、性別、生年月日、疾患名、登録医療機関、登録医療機関種類（病院/医科診療所

/歯科診療所/保険薬局/訪看ステーション 他）、治療に関与する医療スタッフの職種

（医師/歯科医師/看護師/薬剤師/臨床検査技師/理学療法士/言語聴覚士 他）、治療に

関与する医療機関種別（病院/医科診療所/歯科診療所/保険薬局/訪看ステーション 

他）、薬剤情報等 

③ 治療情報 

担当骨粗鬆症マネージャー、身長・体重、20 歳頃の身長、閉経年齢、飲酒・喫煙の有

無、初めて骨粗鬆症の治療を開始した時期、骨粗鬆症治療薬（薬剤種類）、併存症、既

往歴、両親の骨折経験、これまでの骨折歴等 

④ 緊急連絡先 

緊急連絡先、骨折の治療・リハビリをした医療機関、かかりつけ歯科医、その他かかっ

ている医療機関等 

⑤ 処方情報 

処方薬剤、服薬頻度等 

⑥ 服薬情報 

薬剤服用の有無等 

⑦ 転倒情報 

転倒の有無、転倒後の受診の有無等 

⑧ 食事情報 

食事量等 

⑨ 運動・外出情報 

外出頻度、運動頻度等 

⑩ あなたが利用する医療機関等の情報 

医療機関等の名称、医療機関等の所在場所、医療機関等の種別、医療機関等の代表者名、

医療機関等の担当者電話番号、医療機関等の担当者メールアドレス等 

  



10 

 

別紙２ 

 

医療スタッフ 

 

医師 医療ソーシャルワーカー 

歯科医師 医療コーディネーター 

看護師 相談支援専門員 

准看護師 看護助手 

薬剤師 歯科助手 

臨床検査技師 訪問介護員・ヘルパー 

診療放射線技師 医療事務 

臨床工学技士 臨床心理士 

理学療法士 産業カウンセラー 

作業療法士 心理カウンセラー 

管理栄養士 診療情報管理士 

栄養士 医師会職員 

言語聴覚士 地方自治体職員 

視能訓練士 施設職員 

技師装具士  

歯科衛生士  

保健師  

助産師  

衛生管理者  

救急救命士  

社会福祉士  

精神保健福祉士  

介護支援専門員・ケアマネージャー  

介護福祉士  

歯科技工士  

はり師  

あん摩マッサージ指圧師  

柔道整復師  

(注意) 実際に情報連携を行う職種については、医療機関によって異なるため、詳細は治療を実

施される医療機関にお問い合わせください。 
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