
個人情報の適正利用についての方針

 

当社は、下記ポリシーに則り、当社に対するお客様・社会から信頼に応えられるよう、個人情報についてのポリシーを以

下の通り定め、個人情報の適切な取り扱いに取り組んでまいります。  

 

1 個人情報の保護に関する法律の順守 

当社は、法令、行政機関、その他の定める諸規則・ガイドラインを順守し、個人情報の保護に取り組みます。 

2 個人情報の取得 

当社は、正当な事業の範囲内において、利用目的を示した上、公正かつ適法な手段により個人情報を取得します。 

3 個人情報の利用目的 

当社は、個人情報を利用する目的を下記の通り定め、その利用目的の範囲内で利用いたします。 

• 当社サービスの案内・提供・アンケートの実施のため 

• サービスの改善や新サービスの開発等に役立てるため 

• 当社サービスの利用に関する統計データの作成のため 

• 利用規約に違反する態様での当社サービスの利用を防止するため 

• ヘルスケア・ウェルネス領域・データサイエンス領域における市場調査のため 

• ヘルスケア・ウェルネス領域・データサイエンス領域における研究活動のため 

• ご本人への連絡のため 

• ご本人からのお問い合わせの際本人確認その他の対応をするため 

4 個人情報の利用範囲 

当社は、個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、個人情報を利用します。 

5 個人情報の共同利用 

当社は、当社及び特定の企業間で共同利用する個人情報を有しています。共同で利用する個人情報は、個人情報保護

法に則って公開します。 

• 個人情報の共同利用の目的について当社は、共同で利用する個人情報について、以下の目的に利用します。 

o 本方針の 3「個人情報の利用目的」に定める項目 

• 個人情報の項目について 

当社が第三者と共同で利用する個人情報の項目は、下記の通りです。 



o 氏名 

o 所属施設名、診療科目、所属部課 

o イーメールアドレス、電話番号 

o イーメール、ウェブサイトの利用状況  

• 個人情報の利用の範囲について 

当社は以下の業種からなる、当社 frontconnect サービスの利用会員の範囲においてのみ、個人情報を共同で

利用します。 

o 利用会員になりうる者は、15 「frontconnect サービスの利用会員になりうる医薬品製造販売業・医

療機器製造販売業（製薬メーカー）の一覧」の通りとします 

• 開示・訂正・利用停止等の請求 

o 当社は、共同で利用する個人情報について、本方針 8「個人情報の開示・訂正・利用停止」の定めの

通りに対応するものとします。 

• 個人情報の共同利用に責任を有するもの 

o フロントコード株式会社 

• 共同利用する個人情報に関する問い合わせ先 

o フロントコード株式会社 情報セキュリティ委員会委員長宛 

o 件名に[共同利用する個人情報に関する問い合わせ] と記載の上、info@frontcode.co.jp までお問い合

わせください。 

 

6 個人情報の正確性 

当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保つように努めます。 

7 個人情報の管理 

当社は、個人情報の安全管理が図られるよう、当社の従業員に対する必要かつ適切な教育と監督を行います。 

当社は、個人情報に関する情報処理等の業務を社外に委託することがあります。その場合は、委託された個人情報の

安全管理が図られるように、委託を受けた第三者に対する適切な指導と監督を行います。 

8 個人情報の開示・訂正・利用停止 

当社は、当社の保有する個人情報に関し、ご本人から利用目的の通知、開示、訂正、利用停止、提供停止のご請求が

あった場合には、法令の趣旨に則って合理的な範囲で誠実に対応します。 



9 個人情報開示等の手続き 

本人による開示等の手続き 

• 「開示等の求め」の手続きを行われる方は、下記のお問合せ窓口にご連絡ください。その後、郵送または電

子メールで当社より所定の請求書を送付・送信いたしますので、所定の事項を全てご記入の上、下記の「本

人確認のための書類」を添付し、下記の住所宛にご郵送ください。その際、封筒に朱書きで「開示等請求書

類在中」とお書き添えください。なお、電話、FAX、E-MAIL、面会等の方法による請求は受け付けしておりま

せん。また、下記の当社の個人情報相談窓口宛郵送によるもののみ受け付けしており、当社各部門の社員等

では受け付けしておりませんので、予めご了承ください。 

• 住所  

〒105-0014  東京都港区芝浦 3-14-19-6F 

 フロントコード株式会社個人情報お問合せ窓口 

• 本人確認のための書類 

o 運転免許証またはパスポートのコピー 

o 住民票の写し（コピー不可） 

代理人による「開示等の求め」 

• 本人が未成年者または成年被後見人である場合の法定代理人もしくは「開示等の求め」をすることにつき本

人が委任した代理人による請求の場合は、前項の書類に加えて、下記の書類（ＡまたはＢ）を同封してくだ

さい。 

• A.法定代理人の場合 

o 当社所定の請求書 

o 法定代理権があることを確認するための書類  

（戸籍謄本、親権者の場合は扶養家族が記入された保険証のコピーも可） 

o 法定代理人の「本人確認のための書類」 

• B.委任による代理人の場合 

o 委任状（本人が自筆で記入し実印が押印されているもの） 

o 本人の印鑑証明書 

o 代理人の「本人確認のための書類」 

 「開示等の求め」の手数料及び徴収方法 

• 「利用目的の通知」の請求または「開示」の請求については、1 回の請求ごとに、500 円の手数料が必要とな

ります。500 円分の郵便切手を請求書類に同封してください。但し、開示資料が複数枚に渡る場合は、別途



実費を頂く場合があります。また、手数料の額は、予告なく変更させていただくことがございますので、予

めご了承ください。 

• 手数料が不足している場合および手数料が同封されていない場合は、その旨ご連絡申し上げますが、所定の

期間内にお支払いがない場合は、開示の求めがなかったものとして対応させて頂きます。 

「開示等の求め」に対する回答方法 

• 請求された方の請求書記載住所宛に書面にてご回答申し上げます。なお、回答書は、請求の受付から 1 か月

以内を目処に発送いたしますが、事情により遅れることがございますので、予めご了承ください。 

「開示等の求め」に関して取得した個人情報の「利用目的」 

• 「開示等の求め」にともない取得した個人情報は、開示等の求めに必要な範囲内において取り扱うものとさ

せて頂きます。  

• 提出頂いた書類は、その回答が終了した後、2 年間保存し、その後廃棄させて頂きます。 

「開示等の求め」に応じられない事由について 

• 次に定める場合は、「開示等の求め」に応じられない場合があります。「開示等」の求めに応じられない場

合は、その旨、理由を付記して通知申し上げます。また、この場合についても手数料（同金額）の返還はい

たしかねます。 

o ご本人または代理人の本人確認ができない場合 

o 代理人による請求に際して、代理権が確認できない場合 

o 所定の請求書類に不備があった場合 

o 開示の求めの対象が保有する個人データに該当しない場合 

o 本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 

o 当社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 

o 他の法令に違反することになる場合 

o 保有個人データに関する「利用目的の通知」の請求について、当社が公表している利用目的（上記

「個人情報の利用目的」）により、ご本人様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 

o 保有個人データに関する「内容の訂正、追加又は削除」の請求について、当該請求が、1）ご本人様

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なされたものでない場合、又

は 2）「内容の訂正、追加又は削除」に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場

合 

o 保有個人データに関する「利用の停止又は消去」の請求について、当該請求が、1）ご本人様が識別

される保有個人データが法第 16 条の規定に違反して取り扱われているという理由若しくは法第 17



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なされたものでない場合、2）請求に

理由があることが判明しない場合、又は 3）保有個人データの「利用の停止又は消去」に多額の費用

を要する場合その他の利用停止を行うことが困難な場合であって、ご本人様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場合 

o 保有個人データに関する「第三者への提供の停止」の請求について、当該請求が、1）ご本人様が識

別される保有個人データが法第 23 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

よってなされたものでない場合、2）請求に理由があることが判明しない場合、又は 3）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の停止を行う

ことが困難な場合であって、ご本人様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

る場合 

10 個人情報問合せ窓口 

当社は、個人情報の取扱いに関する開示請求、苦情等に対応するため、専用の窓口を設け、お客様からの請求等に誠

実に対応します。 

問い合わせ窓口は、以下のとおりです。直接ご来社によるお申し出、郵送でのお申し出には対応できかねますので、

その旨ご了承賜わりますよう、よろしくお願い致します。 

フロントコード株式会社 、個人情報管理責任者、情報セキュリティ委員会委員長宛

件名に[個人情報に関する問い合わせ] と記載の上、info@frontcode.co.jp までお問い合わせください。 

 

11 啓発・教育 

当社は、個人情報に関して適用される法令、規範について、個人情報を適切に管理するため、当社の役員、従業員お

よび個人情報に関する情報処理等の業務を委託する第三者に対して、本方針及び個人情報保護規程に関する啓発・教

育を実施します。 

12 Cookie 等のアクセス解析ツールの利用 

当社は、ウェブサイトやサーバーの利用状況を把握するために Cookie、Web ビーコン等の技術を用いたアクセス解析

を行います。 

Cookie とは、ウェブサイトを閲覧する際に、利用者のブラウザとサーバーとの間で送受信した情報を、利用者のブラ

ウザが記憶している情報及びその仕組みを指します。Cookie を停止する方法については、ご利用のブラウザごとに異

なりますので、ご利用ブラウザの提供者やシステム管理者にお問い合わせください。なお、Cookie の機能を停止した

場合には一部の機能が利用できなくなる場合があります。 

当社は、Yahoo! Japan、Google など、Cookie を使用した広告掲載を行う広告配信事業者に対して、個人を識別できる情

報を含まない利用者の Cookie を提供する事があります。第三者配信事業者による広告配信において Cookie を無効にす

るには、各事業者のオプトアウトページをご確認ください。 

Web ビーコンとは、画像ファイルなどを利用者のブラウザが読み込んだ際に、それを記録するための仕組みを指し、

ウェブサイトや、イーメールに添付された画像などで利用されます。 



13 統計データの作成及び利用 

当社は、取得した個人情報をもとに個人を識別できないように加工した統計データを作成することがあります。個人を

識別できないように加工した統計データの作成・利用につきましては、当社は何らの制限なく行うことができるものと

します。 

14  frontconnect サービスの利用会員になりうる医薬品製造販売業・医療機器製造販売業

（製薬メーカー）の一覧 

旭化成ファーマ株式会社 塩野義製薬株式会社 日本製薬株式会社 

味の素製薬株式会社 生化学工業株式会社 日本臓器製薬株式会社 

あすか製薬株式会社 ゼリア新薬工業株式会社 日本たばこ産業株式会社 

アステラス製薬株式会社 セルジーン株式会社 日本ベーリンガーインゲルハイム株

式会社 
アストラゼネカ株式会社 千寿製薬株式会社 ノバルティス ファーマ株式会社 

アッヴィ合同会社 第一三共株式会社 ノボ ノルディスク ファーマ株式会社 

アボット ジャパン株式会社 大正製薬株式会社 バイエル薬品株式会社 

エーザイ株式会社 大日本住友製薬株式会社 バクスター株式会社 

MSD 株式会社 大鵬薬品工業株式会社 久光製薬株式会社 

大塚製薬株式会社 武田薬品工業株式会社 ファイザー株式会社 

小野薬品工業株式会社 田辺三菱製薬株式会社 藤本製薬株式会社 

一般財団法人化学及血清療法研究所 中外製薬株式会社 扶桑薬品工業株式会社 

科研製薬株式会社 帝國製薬株式会社 ブリストル・マイヤーズ株式会社 

キッセイ薬品工業株式会社 帝人ファーマ株式会社 株式会社ポーラファルマ 

京都薬品工業株式会社 テルモ株式会社 丸石製薬株式会社 

杏林製薬株式会社 トーアエイヨー株式会社 マルホ株式会社 

協和発酵キリン株式会社 東レ株式会社 株式会社ミノファーゲン製薬 

グラクソ・スミスクライン株式会社 富山化学工業株式会社 Meiji Seika ファルマ株式会社 

クラシエ製薬株式会社 鳥居薬品株式会社 メルクセローノ株式会社 

興和株式会社 日本アルコン株式会社 持田製薬株式会社 

サノフィ株式会社 日本イーライリリー株式会社 株式会社ヤクルト本社 

参天製薬株式会社 日本化薬株式会社 ヤンセンファーマ株式会社 

株式会社三和化学研究所 日本ケミファ株式会社 ユーシービージャパン株式会社 

ジェンザイム・ジャパン株式会社 日本新薬株式会社 わかもと製薬株式会社 
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