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昭和５５年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会・研究科委員会 1981/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

昭和５６年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会・研究科委員会 1982/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

昭和５７年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会・研究科委員会 1983/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

昭和５８年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会・研究科委員会 1984/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

昭和５９年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会・研究科委員会 1985/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

昭和６０年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会・研究科委員会 1986/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

昭和６１年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会・研究科委員会 1987/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

昭和６２年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会・研究科委員会 1988/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

昭和６３年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会・研究科委員会 1989/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成１年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会・研究科委員会 1990/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成２年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会・研究科委員会 1991/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成３年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会・研究科委員会 1992/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成４年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会・研究科委員会 1993/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成５年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会・研究科委員会 1994/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成６年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会・研究科委員会 1995/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成７年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会・研究科委員会 1996/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成８年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会・研究科委員会 1997/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成９年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会・研究科委員会 1998/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成１０年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会・研究科委員会 1999/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成１１年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 教授会・研究科委員会 2000/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成１２年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 医学科会議・研究科委員会 2001/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成１３年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 医学科会議・研究科委員会 2002/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成１４年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 医学科会議・研究科委員会 2003/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成１５年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 医学科会議・研究科委員会 2004/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成１６年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 医学科会議・研究科委員会 2005/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成１７年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 医学科会議・研究科委員会 2006/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成１８年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 医学系代議員会・医学科会議・医学部教授会・医学系研究科教授会 2007/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成１９年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 医学系代議員会・医学科会議・医学部教授会・医学系研究科教授会 2008/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 医学系代議員会・医学科会議・医学部教授会・医学系研究科教授会 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 医学系代議員会・医学科会議・医学部教授会・医学系研究科教授会 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 医学系代議員会・医学科会議・医学部教授会・医学系研究科教授会 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 医学系代議員会・医学科会議・医学部教授会・医学系研究科教授会 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 医学系代議員会・医学科会議・医学部教授会・医学系研究科教授会 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成８年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 短期大学部教授会 1997/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成９年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 短期大学部教授会 1998/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成１０年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 短期大学部教授会 1999/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成１２年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 保健学科会議 2001/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成１３年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 保健学科会議 2002/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成１４年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 保健学科会議 2003/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成１５年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 保健学科会議 2004/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成１６年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 保健学科会議 2005/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成１７年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 保健学科会議 2006/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成１８年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 保健学系代議員会・保健学科会議 2007/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成１９年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 保健学系代議員会・保健学科会議 2008/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 保健学系代議員会・保健学科会議 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 保健学系代議員会・保健学科会議 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 保健学系代議員会・保健学科会議 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 保健学系代議員会・保健学科会議 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 保健学系代議員会・保健学科会議 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成１１年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 拡大教授会 2000/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成１２年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 拡大教授会 2001/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成１３年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 拡大教授会 2002/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 放射線障害予防委員会 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2014/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 放射線障害予防委員会 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2015/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 放射線障害予防委員会 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2016/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

昭和５８年度 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 学部長選挙 1984/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

昭和６０年度 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 学部長選挙 1986/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

昭和６２年度 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 学部長選挙 1988/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成１年度 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 学部長選挙 1990/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成３年度 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 学部長選挙 1992/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成４年度 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 学部長選挙 1993/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成７年度 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 学部長選挙 1996/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成８年度 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 学部長選挙 1997/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成１０年度 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 学部長選挙 1999/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成１３年度 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 学部長選挙 2002/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成１４年度 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 学部長選挙 2003/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成１５年度 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 医学系研究科長・医学部長選挙 2004/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄



作成・取得年度等 文書分類（大分類） 文書分類（中分類） 名称（小分類） 起算日 媒体の種別 保存場所 保存期間満了日 管理者 作成・取得者 保存期間 保存期間満了後の措置 備考

平成１６年度 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 医学系研究科長・医学部長選挙 2005/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成１７年度 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 医学系研究科長・医学部長選挙 2006/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成１８年度 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 医学系研究科長・医学部長選挙 2007/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成１９年度 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 医学系研究科長・医学部長選挙 2008/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 医学系研究科長・医学部長選挙 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 医学系研究科長・医学部長選挙 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 医学系研究科長・医学部長選挙 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 医学系研究科長・医学部長選挙 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 医学系研究科長・医学部長選挙 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

昭和５６年度 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 医学部附属病院長選挙 1982/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

昭和６０年度 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 医学部附属病院長選挙 1986/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

昭和６２年度 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 医学部附属病院長選挙 1988/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成１年度 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 医学部附属病院長選挙 1990/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成３年度 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 医学部附属病院長選挙 1992/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成５年度 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 医学部附属病院長選挙 1994/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成７年度 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 医学部附属病院長選挙 1996/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成９年度 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 医学部附属病院長選挙 1998/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成１１年度 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 医学部附属病院長選挙 2000/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成１２年度 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 医学部附属病院長選挙 2001/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成１５年度 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 医学部附属病院長選挙 2004/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成１６年度 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 医学部附属病院長選挙 2005/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成１８年度 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 医学部附属病院長選挙 2007/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 医学部附属病院長選挙 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 医学部附属病院長選挙 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 医学部附属病院長選挙 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成１３年度 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 保健学科長選挙 2002/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成１４年度 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 保健学科長選挙 2003/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成１６年度 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 保健学科長選挙 2005/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成１８年度 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 保健学科長選挙 2007/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成１９年度 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 保健学科長選挙 2008/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 保健学科長選挙 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 なし 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 医学部・病院生命倫理審査申請・委員会 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2014/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 医学部・病院生命倫理審査申請・委員会 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2015/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 医学部・病院生命倫理審査申請・委員会 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2016/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 医学部・病院生命倫理審査申請・委員会 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2017/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 医学部・病院生命倫理審査申請・委員会 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2018/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 医学部・病院遺伝子解析研究倫理審査申請 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2014/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 医学部・病院遺伝子解析研究倫理審査申請 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2015/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 医学部・病院遺伝子解析研究倫理審査申請 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2016/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 医学部・病院遺伝子解析研究倫理審査申請 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2017/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 医学部・病院遺伝子解析研究倫理審査申請 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2018/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 医学部・病院遺伝子解析研究倫理審査結果 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2014/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 医学部・病院遺伝子解析研究倫理審査結果 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2015/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 医学部・病院遺伝子解析研究倫理審査結果 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2016/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 医学部・病院遺伝子解析研究倫理審査結果 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2017/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 医学部・病院遺伝子解析研究倫理審査結果 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2018/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 保健学専攻医学系研究倫理審査 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2014/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 保健学専攻医学系研究倫理審査 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2015/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 保健学専攻医学系研究倫理審査 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2016/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 保健学専攻医学系研究倫理審査 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2017/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 保健学専攻医学系研究倫理審査 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2018/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成１５年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関するもので重要な文書 臓器移植 2004/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2014/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 10年 廃棄

平成１６年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関するもので重要な文書 臓器移植 2005/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2015/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 10年 廃棄

平成１７年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関するもので重要な文書 臓器移植 2006/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2016/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 10年 廃棄

平成１８年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関するもので重要な文書 臓器移植 2007/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2017/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 10年 廃棄

平成１９年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関するもので重要な文書 臓器移植 2008/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2018/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 10年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関するもので重要な文書 臓器移植 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2019/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 10年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関するもので重要な文書 臓器移植 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2020/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 10年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関するもので重要な文書 臓器移植 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2021/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 10年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関するもので重要な文書 臓器移植 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2022/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 10年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関するもので重要な文書 臓器移植 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2023/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 10年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等に関する文書 広報全般 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2014/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等に関する文書 広報全般 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2015/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等に関する文書 広報全般 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2016/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等に関する文書 広報全般 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2017/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等に関する文書 広報全般 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2018/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等に関する文書 報道機関取材依頼届 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2014/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄



作成・取得年度等 文書分類（大分類） 文書分類（中分類） 名称（小分類） 起算日 媒体の種別 保存場所 保存期間満了日 管理者 作成・取得者 保存期間 保存期間満了後の措置 備考

平成２１年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等に関する文書 報道機関取材依頼届 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2015/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等に関する文書 報道機関取材依頼届 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2016/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等に関する文書 報道機関取材依頼届 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2017/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等に関する文書 報道機関取材依頼届 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2018/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成１５年度 管理運営に関する事項 入学式，卒業式，学位記授与式その他本法人が主催する記念行事に関するもので重要な文書 解剖献体者慰霊祭 2004/4/1 紙 医学部文書庫 2014/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 10年 廃棄

平成１６年度 管理運営に関する事項 入学式，卒業式，学位記授与式その他本法人が主催する記念行事に関するもので重要な文書 解剖献体者慰霊祭 2005/4/1 紙 医学部文書庫 2015/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 10年 廃棄

平成１７年度 管理運営に関する事項 入学式，卒業式，学位記授与式その他本法人が主催する記念行事に関するもので重要な文書 解剖献体者慰霊祭 2006/4/1 紙 医学部文書庫 2016/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 10年 廃棄

平成１８年度 管理運営に関する事項 入学式，卒業式，学位記授与式その他本法人が主催する記念行事に関するもので重要な文書 解剖献体者慰霊祭 2007/4/1 紙 医学部文書庫 2017/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 10年 廃棄

平成１９年度 管理運営に関する事項 入学式，卒業式，学位記授与式その他本法人が主催する記念行事に関するもので重要な文書 解剖献体者慰霊祭 2008/4/1 紙 医学部文書庫 2018/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 10年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 入学式，卒業式，学位記授与式その他本法人が主催する記念行事に関するもので重要な文書 解剖献体者慰霊祭 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2019/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 10年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 入学式，卒業式，学位記授与式その他本法人が主催する記念行事に関するもので重要な文書 解剖献体者慰霊祭 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2020/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 10年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 入学式，卒業式，学位記授与式その他本法人が主催する記念行事に関するもので重要な文書 解剖献体者慰霊祭 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2021/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 10年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 入学式，卒業式，学位記授与式その他本法人が主催する記念行事に関するもので重要な文書 解剖献体者慰霊祭 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2022/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 10年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 入学式，卒業式，学位記授与式その他本法人が主催する記念行事に関するもので重要な文書 解剖献体者慰霊祭 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2023/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 10年 廃棄

平成２０年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 夏休みジュニア科学教室 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2014/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２１年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 夏休みジュニア科学教室 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2015/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２２年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 夏休みジュニア科学教室 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2016/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２３年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 夏休みジュニア科学教室 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2017/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２４年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 夏休みジュニア科学教室 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2018/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２２年度 附属病院に関する事項 研修登録医受入に関する文書 施設見学等出張依頼 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2014/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 3年 廃棄

平成２３年度 附属病院に関する事項 研修登録医受入に関する文書 施設見学等出張依頼 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2015/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 3年 廃棄

平成２４年度 附属病院に関する事項 研修登録医受入に関する文書 施設見学等出張依頼 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2016/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 3年 廃棄

平成２２年度 附属病院に関する事項 研修登録医受入に関する文書 山口大学病院研修登録医受入 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2014/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 3年 廃棄

平成２３年度 附属病院に関する事項 研修登録医受入に関する文書 山口大学病院研修登録医受入 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2015/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 3年 廃棄

平成２４年度 附属病院に関する事項 研修登録医受入に関する文書 山口大学病院研修登録医受入 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2016/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 3年 廃棄

平成２２年度 附属病院に関する事項 外国医師の臨床修練に関する文書 山口大学病院臨床修練医受入・実施状況 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2014/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 3年 廃棄

平成２３年度 附属病院に関する事項 外国医師の臨床修練に関する文書 山口大学病院臨床修練医受入・実施状況 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2015/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 3年 廃棄

平成２４年度 附属病院に関する事項 外国医師の臨床修練に関する文書 山口大学病院臨床修練医受入・実施状況 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2016/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 3年 廃棄

平成２２年度 附属病院に関する事項 受託実習生及び病院研修生に関する文書 山口大学病院救命救急士気管挿管・薬剤投与実習受入 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2014/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 3年 廃棄

平成２３年度 附属病院に関する事項 受託実習生及び病院研修生に関する文書 山口大学病院救命救急士気管挿管・薬剤投与実習受入 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2015/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 3年 廃棄

平成２４年度 附属病院に関する事項 受託実習生及び病院研修生に関する文書 山口大学病院救命救急士気管挿管・薬剤投与実習受入 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2016/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 3年 廃棄

平成２２年度 附属病院に関する事項 受託実習生及び病院研修生に関する文書 山口大学病院治験コーディネーター養成研修受入 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2014/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 3年 廃棄

平成２３年度 附属病院に関する事項 受託実習生及び病院研修生に関する文書 山口大学病院治験コーディネーター養成研修受入 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2015/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 3年 廃棄

平成２２年度 附属病院に関する事項 受託実習生及び病院研修生に関する文書 山口大学病院薬剤部実務実習受入前契約 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2014/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 3年 廃棄

平成２２年度 附属病院に関する事項 受託実習生及び病院研修生に関する文書 山口大学病院その他実習・研修・見学受入 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2014/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 3年 廃棄

平成２３年度 附属病院に関する事項 受託実習生及び病院研修生に関する文書 山口大学病院その他実習・研修・見学受入 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2015/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 3年 廃棄

平成２４年度 附属病院に関する事項 受託実習生及び病院研修生に関する文書 山口大学病院その他実習・研修・見学受入 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2016/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 3年 廃棄

平成１６年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 山口大学病院精神保健指定医実情把握 2005/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2035/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 30年 廃棄

平成１７年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 山口大学病院精神保健指定医実情把握 2006/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2036/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 30年 廃棄

平成１８年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 山口大学病院精神保健指定医実情把握 2007/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2037/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 30年 廃棄

平成１９年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 山口大学病院精神保健指定医実情把握 2008/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2038/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 30年 廃棄

平成２０年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 山口大学病院精神保健指定医実情把握 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2039/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 30年 廃棄

平成２１年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 山口大学病院精神保健指定医実情把握 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2040/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 30年 廃棄

平成２２年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 山口大学病院精神保健指定医実情把握 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2041/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 30年 廃棄

昭和５８年度 附属病院に関する事項 附属病院の開設承認等に関する申請書類 山口大学病院構造承認申請 1984/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2014/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 30年 廃棄

昭和５９年度 附属病院に関する事項 附属病院の開設承認等に関する申請書類 山口大学病院構造承認申請 1985/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2015/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 30年 廃棄

昭和６０年度 附属病院に関する事項 附属病院の開設承認等に関する申請書類 山口大学病院構造承認申請 1986/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2016/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 30年 廃棄

昭和６１年度 附属病院に関する事項 附属病院の開設承認等に関する申請書類 山口大学病院構造承認申請 1987/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2017/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 30年 廃棄

昭和６２年度 附属病院に関する事項 附属病院の開設承認等に関する申請書類 山口大学病院構造承認申請 1988/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2018/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 30年 廃棄

昭和６３年度 附属病院に関する事項 附属病院の開設承認等に関する申請書類 山口大学病院構造承認申請 1989/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2019/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 30年 廃棄

平成１年度 附属病院に関する事項 附属病院の開設承認等に関する申請書類 山口大学病院構造承認申請 1990/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2020/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 30年 廃棄

平成２年度 附属病院に関する事項 附属病院の開設承認等に関する申請書類 山口大学病院構造承認申請 1991/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2021/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 30年 廃棄

平成３年度 附属病院に関する事項 附属病院の開設承認等に関する申請書類 山口大学病院構造承認申請 1992/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2022/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 30年 廃棄

平成４年度 附属病院に関する事項 附属病院の開設承認等に関する申請書類 山口大学病院構造承認申請 1993/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2023/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 30年 廃棄

平成５年度 附属病院に関する事項 附属病院の開設承認等に関する申請書類 山口大学病院構造承認申請 1994/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2024/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 30年 廃棄

平成６年度 附属病院に関する事項 附属病院の開設承認等に関する申請書類 山口大学病院構造承認申請 1995/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2025/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 30年 廃棄

平成７年度 附属病院に関する事項 附属病院の開設承認等に関する申請書類 山口大学病院構造承認申請 1996/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2026/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 30年 廃棄

平成８年度 附属病院に関する事項 附属病院の開設承認等に関する申請書類 山口大学病院構造承認申請 1997/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2027/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 30年 廃棄

平成９年度 附属病院に関する事項 附属病院の開設承認等に関する申請書類 山口大学病院構造承認申請 1998/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2028/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 30年 廃棄

平成１０年度 附属病院に関する事項 附属病院の開設承認等に関する申請書類 山口大学病院構造承認申請 1999/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2029/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 30年 廃棄

平成１１年度 附属病院に関する事項 附属病院の開設承認等に関する申請書類 山口大学病院構造承認申請 2000/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2030/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 30年 廃棄

平成１２年度 附属病院に関する事項 附属病院の開設承認等に関する申請書類 山口大学病院構造承認申請 2001/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2031/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 30年 廃棄

平成１３年度 附属病院に関する事項 附属病院の開設承認等に関する申請書類 山口大学病院構造承認申請 2002/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2032/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 30年 廃棄

平成１４年度 附属病院に関する事項 附属病院の開設承認等に関する申請書類 山口大学病院構造承認申請 2003/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2033/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 30年 廃棄

平成１５年度 附属病院に関する事項 附属病院の開設承認等に関する申請書類 山口大学病院構造承認申請 2004/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2034/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 30年 廃棄

平成１６年度 附属病院に関する事項 附属病院の開設承認等に関する申請書類 山口大学病院構造承認申請 2005/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2035/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 30年 廃棄

平成１７年度 附属病院に関する事項 附属病院の開設承認等に関する申請書類 山口大学病院構造承認申請 2006/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2036/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 30年 廃棄



作成・取得年度等 文書分類（大分類） 文書分類（中分類） 名称（小分類） 起算日 媒体の種別 保存場所 保存期間満了日 管理者 作成・取得者 保存期間 保存期間満了後の措置 備考

平成１８年度 附属病院に関する事項 附属病院の開設承認等に関する申請書類 山口大学病院構造承認申請 2007/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2037/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 30年 廃棄

平成１９年度 附属病院に関する事項 附属病院の開設承認等に関する申請書類 山口大学病院構造承認申請 2008/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2038/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 30年 廃棄

平成２０年度 附属病院に関する事項 附属病院の開設承認等に関する申請書類 山口大学病院構造承認申請 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2039/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 30年 廃棄

平成２１年度 附属病院に関する事項 附属病院の開設承認等に関する申請書類 山口大学病院構造承認申請 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2040/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 30年 廃棄

平成２２年度 附属病院に関する事項 附属病院の開設承認等に関する申請書類 山口大学病院構造承認申請 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2041/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 30年 廃棄

平成２３年度 附属病院に関する事項 附属病院の開設承認等に関する申請書類 山口大学病院構造承認申請 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2042/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 30年 廃棄

平成２４年度 附属病院に関する事項 附属病院の開設承認等に関する申請書類 山口大学病院構造承認申請 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2043/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 30年 廃棄

平成１０年度 附属病院に関する事項 附属病院の開設承認等に関する申請書類 放射線・放射性同位元素手続 1999/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2029/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 30年 廃棄

平成１１年度 附属病院に関する事項 附属病院の開設承認等に関する申請書類 放射線・放射性同位元素手続 2000/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2030/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 30年 廃棄

平成１２年度 附属病院に関する事項 附属病院の開設承認等に関する申請書類 放射線・放射性同位元素手続 2001/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2031/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 30年 廃棄

平成１３年度 附属病院に関する事項 附属病院の開設承認等に関する申請書類 放射線・放射性同位元素手続 2002/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2032/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 30年 廃棄

平成１４年度 附属病院に関する事項 附属病院の開設承認等に関する申請書類 放射線・放射性同位元素手続 2003/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2033/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 30年 廃棄

平成１５年度 附属病院に関する事項 附属病院の開設承認等に関する申請書類 放射線・放射性同位元素手続 2004/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2034/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 30年 廃棄

平成１６年度 附属病院に関する事項 附属病院の開設承認等に関する申請書類 放射線・放射性同位元素手続 2005/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2035/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 30年 廃棄

平成１７年度 附属病院に関する事項 附属病院の開設承認等に関する申請書類 放射線・放射性同位元素手続 2006/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2036/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 30年 廃棄

平成１８年度 附属病院に関する事項 附属病院の開設承認等に関する申請書類 放射線・放射性同位元素手続 2007/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2037/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 30年 廃棄

平成１９年度 附属病院に関する事項 附属病院の開設承認等に関する申請書類 放射線・放射性同位元素手続 2008/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2038/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 30年 廃棄

平成２０年度 附属病院に関する事項 附属病院の開設承認等に関する申請書類 放射線・放射性同位元素手続 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2039/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 30年 廃棄

平成２１年度 附属病院に関する事項 附属病院の開設承認等に関する申請書類 放射線・放射性同位元素手続 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2040/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 30年 廃棄

平成２２年度 附属病院に関する事項 附属病院の開設承認等に関する申請書類 放射線・放射性同位元素手続 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2041/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 30年 廃棄

平成２３年度 附属病院に関する事項 附属病院の開設承認等に関する申請書類 放射線・放射性同位元素手続 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2042/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 30年 廃棄

平成２４年度 附属病院に関する事項 附属病院の開設承認等に関する申請書類 放射線・放射性同位元素手続 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2043/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 30年 廃棄

平成１５年度 附属病院に関する事項 附属病院の開設承認等に関する申請書類 特定機能病院業務報告 2004/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2034/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 30年 廃棄

平成１６年度 附属病院に関する事項 附属病院の開設承認等に関する申請書類 特定機能病院業務報告 2005/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2035/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 30年 廃棄

平成１７年度 附属病院に関する事項 附属病院の開設承認等に関する申請書類 特定機能病院業務報告 2006/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2036/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 30年 廃棄

平成１８年度 附属病院に関する事項 附属病院の開設承認等に関する申請書類 特定機能病院業務報告 2007/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2037/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 30年 廃棄

平成１９年度 附属病院に関する事項 附属病院の開設承認等に関する申請書類 特定機能病院業務報告 2008/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2038/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 30年 廃棄

平成２０年度 附属病院に関する事項 附属病院の開設承認等に関する申請書類 特定機能病院業務報告 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2039/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 30年 廃棄

平成２１年度 附属病院に関する事項 附属病院の開設承認等に関する申請書類 特定機能病院業務報告 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2040/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 30年 廃棄

平成２２年度 附属病院に関する事項 附属病院の開設承認等に関する申請書類 特定機能病院業務報告 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2041/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 30年 廃棄

平成２３年度 附属病院に関する事項 附属病院の開設承認等に関する申請書類 特定機能病院業務報告 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2042/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 30年 廃棄

平成２４年度 附属病院に関する事項 附属病院の開設承認等に関する申請書類 特定機能病院業務報告 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2043/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 30年 廃棄

平成１２年度 附属病院に関する事項 附属病院の開設承認等に関する申請書類 特定病床の特定実態調査表 2001/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2031/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 30年 廃棄

平成１３年度 附属病院に関する事項 附属病院の開設承認等に関する申請書類 特定病床の特定実態調査表 2002/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2032/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 30年 廃棄

平成１４年度 附属病院に関する事項 附属病院の開設承認等に関する申請書類 特定病床の特定実態調査表 2003/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2033/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 30年 廃棄

平成１５年度 附属病院に関する事項 附属病院の開設承認等に関する申請書類 特定病床の特定実態調査表 2004/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2034/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 30年 廃棄

平成１６年度 附属病院に関する事項 附属病院の開設承認等に関する申請書類 特定病床の特定実態調査表 2005/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2035/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 30年 廃棄

平成１７年度 附属病院に関する事項 附属病院の開設承認等に関する申請書類 特定病床の特定実態調査表 2006/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2036/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 30年 廃棄

平成１８年度 附属病院に関する事項 附属病院の開設承認等に関する申請書類 特定病床の特定実態調査表 2007/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2037/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 30年 廃棄

平成１９年度 附属病院に関する事項 附属病院の開設承認等に関する申請書類 特定病床の特定実態調査表 2008/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2038/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 30年 廃棄

平成２０年度 附属病院に関する事項 附属病院の開設承認等に関する申請書類 特定病床の特定実態調査表 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2039/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 30年 廃棄

平成２０年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 駐車整理業務日誌 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2014/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２１年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 駐車整理業務日誌 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2015/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２２年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 駐車整理業務日誌 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2016/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２３年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 駐車整理業務日誌 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2017/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２０年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 保安警備日誌 2009/4/1 紙 医学部文書庫 2014/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２１年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 保安警備日誌 2010/4/1 紙 医学部文書庫 2015/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２２年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 保安警備日誌 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2016/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２３年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 保安警備日誌 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2017/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２４年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 保安警備日誌 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2018/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２０年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 業務日誌 2009/4/1 紙 医学部文書庫 2014/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２１年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 業務日誌 2010/4/1 紙 医学部文書庫 2015/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２２年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 業務日誌・ヘリポート日誌 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2016/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２３年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 業務日誌・ヘリポート日誌 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2017/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２４年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 ヘリポート日誌 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2018/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２４年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 業務日誌 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2018/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２０年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 案内業務日誌 2009/4/1 紙 医学部文書庫 2014/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２１年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 案内業務日誌 2010/4/1 紙 医学部文書庫 2015/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２２年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 案内業務日誌 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2016/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２３年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 案内業務日誌 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2017/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２４年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 案内業務日誌 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2018/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 医学部・病院職員等駐車場整理委員会 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2014/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 医学部・病院職員等駐車場整理委員会 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2015/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 医学部・病院職員等駐車場整理委員会 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2016/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 医学部・病院職員等駐車場整理委員会 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2017/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 医学部・病院構内駐車対策委員会 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2014/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 医学部・病院構内駐車対策委員会 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2015/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄



作成・取得年度等 文書分類（大分類） 文書分類（中分類） 名称（小分類） 起算日 媒体の種別 保存場所 保存期間満了日 管理者 作成・取得者 保存期間 保存期間満了後の措置 備考

平成２２年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 医学部・病院構内駐車対策委員会 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2016/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 医学部・病院構内駐車対策委員会 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2017/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 小串地区駐車対策委員会 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2018/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２０年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 防災業務 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2014/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２１年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 防災業務 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2015/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２２年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 防災業務 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2016/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２３年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 防災業務 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2017/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２４年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 防災業務 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2018/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２１年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 DMAT業務 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2015/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２２年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 DMAT業務 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2016/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２３年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 DMAT業務 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2017/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２４年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 DMAT業務 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2018/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２０年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 救急救命士の救急救命処置に伴う医師の具体的指示・事後検証件数 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2014/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２１年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 救急救命士の救急救命処置に伴う医師の具体的指示・事後検証件数 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2015/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２２年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 救急救命士の救急救命処置に伴う医師の具体的指示・事後検証件数 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2016/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２３年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 救急救命士の救急救命処置に伴う医師の具体的指示・事後検証件数 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2017/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２４年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 救急救命士の救急救命処置に伴う医師の具体的指示・事後検証件数 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2018/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２０年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 ドクターカー 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2014/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２１年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 ドクターカー 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2015/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２２年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 ドクターカー 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2016/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２３年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 ドクターカー 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2017/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２４年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 ドクターカー 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2018/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２０年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 山口県消防防災ヘリコプター 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2014/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２１年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 山口県消防防災ヘリコプター 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2015/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２２年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 山口県消防防災ヘリコプター 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2016/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２３年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 山口県消防防災ヘリコプター 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2017/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２４年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 山口県消防防災ヘリコプター 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2018/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２０年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 事故等顛末報告書 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2014/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２１年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 事故等顛末報告書 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2015/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２２年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 事故等顛末報告書 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2016/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２３年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 事故等顛末報告書 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2017/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２４年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 事故等顛末報告書 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2018/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２０年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 山口大学医学部附属病院日誌 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2014/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２１年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 山口大学医学部附属病院日誌 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2015/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２２年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 山口大学医学部附属病院日誌 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2016/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２３年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 山口大学医学部附属病院日誌 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2017/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２４年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 山口大学医学部附属病院日誌 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2018/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２０年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 霜仁会館日誌 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2014/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２１年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 霜仁会館日誌 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2015/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２２年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 霜仁会館日誌 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2016/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２３年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 霜仁会館日誌 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2017/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２４年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 霜仁会館日誌 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2018/3/31 医学部総務課総務係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 医学部長会議 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2014/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 医学部長会議 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2015/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 医学部長会議 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2016/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 医学部長会議 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2017/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 国立大学医学部長会議 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2018/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 附属病院長会議 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2014/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 附属病院長会議 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2015/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 附属病院長会議 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2016/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 附属病院長会議 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2017/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 国立大学附属病院長会議 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2018/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 医学部長・病院長会議 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2014/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 医学部長・病院長会議 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2015/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 医学部長・病院長会議 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2016/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 医学部長・病院長会議 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2017/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 全国医学部長病院長会議 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2018/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 事務部長会議 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2014/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 事務部長会議 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2015/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 事務部長会議 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2016/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 事務部長会議 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2017/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 全国国立大学事務部長会議 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2018/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 国公私立医学部長会議 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2014/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 国公私立大学医学部長・病院長会議 2010/1/1 紙 総務課総務・企画事務室 2015/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 国公私立大学医学部長・病院長会議 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2016/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 国公私立大学医学部長・病院長会議 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2017/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 国公私立大学医学部長・病院長会議 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2018/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄



作成・取得年度等 文書分類（大分類） 文書分類（中分類） 名称（小分類） 起算日 媒体の種別 保存場所 保存期間満了日 管理者 作成・取得者 保存期間 保存期間満了後の措置 備考

平成２２年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 国立大学医学部・医科大学事務協議会 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2016/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 国立大学医学部・医科大学事務協議会 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2017/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 国立大学医学部・医科大学事務協議会 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2018/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 中四ブロック会議 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2014/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 中四ブロック会議 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2015/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 中四ブロック会議 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2016/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 中四ブロック会議 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2017/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 全国医学部長病院長会議　中四ブロック会議 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2018/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 中国・四国地区国立大学附属病院会議 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2014/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 中国・四国地区国立大学附属病院会議 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2015/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 中国・四国地区国立大学附属病院会議 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2016/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 中国・四国地区国立大学附属病院会議 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2017/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 中国・四国地区国立大学附属病院会議 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2018/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 中国・四国地区国立大学病院事務部長会議 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2014/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 中国・四国地区国立大学病院事務部長会議 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2015/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課総務係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 中国・四国地区国立大学病院事務部長会議 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2016/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 中国・四国地区国立大学病院事務部長会議 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2017/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 中国・四国地区国立大学病院事務部長会議 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2018/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

昭和４２年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 病院運営委員会 1968/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

昭和４３年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 病院運営委員会 1969/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

昭和４４年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 病院運営委員会 1970/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

昭和４５年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 病院運営委員会 1971/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

昭和４６年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 病院運営委員会 1972/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

昭和４７年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 病院運営委員会 1973/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

昭和４８年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 病院運営委員会 1974/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

昭和４９年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 病院運営委員会 1975/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

昭和５０年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 病院運営委員会 1976/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

昭和５１年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 病院運営委員会 1977/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

昭和５２年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 病院運営委員会 1978/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

昭和５３年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 病院運営委員会 1979/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

昭和５４年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 病院運営委員会 1980/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

昭和５５年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 病院運営委員会 1981/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

昭和５６年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 病院運営委員会 1982/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

昭和５７年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 病院運営委員会 1983/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

昭和５８年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 病院運営委員会 1984/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

昭和５９年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 病院運営委員会 1985/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

昭和６０年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 病院運営委員会 1986/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

昭和６１年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 病院運営委員会 1987/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

昭和６２年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 病院運営委員会 1988/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

昭和６３年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 病院運営委員会 1989/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成１年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 病院運営委員会 1990/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成２年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 病院運営委員会 1991/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成３年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 病院運営委員会 1992/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成４年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 病院運営委員会 1993/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成５年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 病院運営委員会 1994/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成６年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 病院運営委員会 1995/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成７年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 病院運営委員会 1996/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成８年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 病院運営委員会 1997/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成９年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 病院運営委員会 1998/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成１０年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 病院運営委員会 1999/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成１０年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 病院運営審議会 1999/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成１１年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 病院運営審議会 2000/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成１２年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 病院運営審議会 2001/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成１３年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 病院運営審議会 2002/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成１４年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 病院運営審議会 2003/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成１５年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 病院運営審議会 2004/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成１６年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 病院運営審議会 2005/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成１７年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 病院運営審議会 2006/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成１８年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 病院運営審議会 2007/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成１９年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 病院運営審議会 2008/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 病院運営審議会 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 なし 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 病院運営審議会 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 なし 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課総務係 無期限 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 病院運営審議会 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 なし 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 無期限 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 病院運営審議会 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 なし 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 無期限 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 病院運営審議会 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 なし 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 無期限 廃棄

平成１１年度 管理運営に関する事項 中期目標・中期計画等に関する文書 中期計画検討ＷＧ 2000/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2030/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１２年度 管理運営に関する事項 中期目標・中期計画等に関する文書 中期計画目標進捗状況 2001/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2031/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄



作成・取得年度等 文書分類（大分類） 文書分類（中分類） 名称（小分類） 起算日 媒体の種別 保存場所 保存期間満了日 管理者 作成・取得者 保存期間 保存期間満了後の措置 備考

平成１３年度 管理運営に関する事項 中期目標・中期計画等に関する文書 中期計画目標進捗状況 2002/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2032/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１４年度 管理運営に関する事項 中期目標・中期計画等に関する文書 中期計画目標進捗状況 2003/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2033/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１５年度 管理運営に関する事項 中期目標・中期計画等に関する文書 中期計画目標進捗状況 2004/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2034/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１６年度 管理運営に関する事項 中期目標・中期計画等に関する文書 医学部・附属病院中期目標・中期計画・年度計画 2005/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2035/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１７年度 管理運営に関する事項 中期目標・中期計画等に関する文書 医学部・附属病院中期目標・中期計画・年度計画 2006/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2036/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１８年度 管理運営に関する事項 中期目標・中期計画等に関する文書 医学部・附属病院中期目標・中期計画・年度計画 2007/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2037/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１９年度 管理運営に関する事項 中期目標・中期計画等に関する文書 医学部・附属病院中期目標・中期計画・年度計画 2008/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2038/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 中期目標・中期計画等に関する文書 医学部・附属病院中期目標・中期計画・年度計画 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2039/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 中期目標・中期計画等に関する文書 第２期中期目標・中期計画の策定 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2039/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 中期目標・中期計画等に関する文書 医学部・附属病院中期目標・中期計画・年度計画 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2040/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 中期目標・中期計画等に関する文書 医学部・附属病院中期目標・中期計画・年度計画 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2041/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 中期目標・中期計画等に関する文書 医学部・附属病院中期目標・中期計画・年度計画 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2042/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 中期目標・中期計画等に関する文書 医学部・附属病院中期目標・中期計画・年度計画 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2043/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

昭和５４年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので特に重要であり，無期限保存が必要であると認める文書 大学設置審議会実地調査調書 1980/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 無期限 廃棄

昭和５７年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので特に重要であり，無期限保存が必要であると認める文書 大学設置審議会実地調査調書 1983/4/1 紙 医学部文書庫 なし 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 無期限 廃棄

昭和５８年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 申請・設置・指定 1984/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2014/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

昭和５９年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 申請・設置・指定 1985/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2015/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１１年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 医学系研究科応用医工学系（独立専攻） 2000/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2030/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１２年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 医学系研究科応用医工学系（独立専攻） 2001/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2031/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１２年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 医学系研究科応用医工学系（博士前期課程・博士後期課程）設置計画書 2001/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2031/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１３年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 医学系研究科応用医工学系設置 2002/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2032/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１４年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 独立研究科（バイオ分子創生含む）設置 2003/4/1 紙 医学部文書庫 2033/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１７年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 医学系研究科応用分子生命科学系専攻（博士前期課程・博士後期課程）設置計画書 2006/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2036/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成８年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 保健学科設置部会 1997/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2027/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成９年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 保健学科設置部会 1998/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2028/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１０年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 保健学科設置部会 1999/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2029/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１０年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 保健学科設置 1999/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2029/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１１年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 保健学科設置部会 2000/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2030/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１１年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 保健学科設置 2000/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2030/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１６年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 保健学専攻（修士課程）設置計画書 2005/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2035/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１７年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 保健学専攻（博士後期課程）設置 2006/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2036/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１８年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 保健学専攻（博士後期課程）設置 2007/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2037/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１８年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 保健学専攻（博士後期課程）設置計画書 2007/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2037/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 年次計画履行状況報告 1991/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2021/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１７年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 年次計画履行状況報告 2006/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2036/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１８年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 年次計画履行状況報告 2007/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2037/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１９年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 年次計画履行状況報告 2008/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2038/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 年次計画履行状況報告 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2039/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 年次計画履行状況報告 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2040/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１９年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 講座等の教育研究組織の変更手続き 2008/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2038/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 講座等の教育研究組織の変更手続き 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2039/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 講座等の教育研究組織の変更手続き 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2040/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 講座等の教育研究組織の変更手続き 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2041/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 講座等の教育研究組織の変更手続き 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2043/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 臨床検査技師科目指定学校協議 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2039/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成８年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 保健学科指定申請 1997/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2027/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１１年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 保健学科指定申請 2000/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2030/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１２年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 保健学科指定申請 2001/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2031/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１５年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 指定学校申請（保健・助産・看護） 2004/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2034/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１６年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 指定学校申請（保健・助産・看護） 2005/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2035/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 保健学科指定申請 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2039/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 看護学実習施設申請 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2040/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 看護学実習施設申請 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2041/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 看護学実習施設申請 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2042/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 看護学実習施設申請 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2043/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成８年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 教育課程の変更承認申請書 1997/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2027/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成９年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 教育課程の変更承認申請書 1998/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2028/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１０年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 教育課程の変更承認申請書 1999/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2029/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１１年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 教育課程の変更承認申請書 2000/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2030/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１２年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 教育課程の変更承認申請書 2001/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2031/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 教育課程の変更承認申請書 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2043/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１９年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 医学部定員増 2008/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2038/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 医学部定員増 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2039/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 医学部定員増 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2040/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 医学部定員増 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2041/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 医学部定員増 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2042/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 大学院定員変更・再編計画 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2041/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄



作成・取得年度等 文書分類（大分類） 文書分類（中分類） 名称（小分類） 起算日 媒体の種別 保存場所 保存期間満了日 管理者 作成・取得者 保存期間 保存期間満了後の措置 備考

平成２３年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 大学院定員変更・再編計画 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2042/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 大学院定員変更・再編計画 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2043/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 医学科第３年次学士編入学試験 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2040/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 医学科第３年次学士編入学試験 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2041/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 医学科第３年次学士編入学試験 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2042/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 保健学科学士編入廃止 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2040/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 保健学科学士編入廃止 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2041/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 保健学科学士編入廃止 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2042/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成７年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 大学院資料 1996/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2026/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成８年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 大学院資料 1997/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2027/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成９年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 大学院資料 1998/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2028/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１１年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 大講座制 2000/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2030/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１３年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 医学科大講座検討専門委員会 2002/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2032/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１３年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 理・医・工・農大学院構想WG 2002/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2032/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１４年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 医学科大講座検討専門委員会 2003/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2033/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１４年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 理・医・工・農大学院構想WG 2003/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2033/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１５年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 医学科大講座検討専門委員会 2004/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2034/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１６年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 医学科大講座検討専門委員会 2005/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2035/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１６年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 理系大学院部局化設置書類 2005/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2035/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１６年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 総合大学院検討 2005/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2035/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１６年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 理系大学院部局化委員会理系大学院部局化該当部局長会議 2005/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2035/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１６年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 理系大学院部局化ＷＧ 2005/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2035/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１７年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 医学科大講座検討専門委員会 2006/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2036/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１７年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 理系大学院部局化設置書類 2006/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2036/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１７年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 理系大学院部局化ＷＧ 2006/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2036/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１７年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 理系大学院再編検討ワーキング 2006/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2036/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１７年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 理系大学院資料 2006/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2036/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成９年度 管理運営に関する事項 教育，研究，診療及び事務組織の設置並びに改廃に関する文書 改善計画検討委員会 1998/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2028/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１０年度 管理運営に関する事項 教育，研究，診療及び事務組織の設置並びに改廃に関する文書 改善計画検討委員会 1999/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2029/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１１年度 管理運営に関する事項 教育，研究，診療及び事務組織の設置並びに改廃に関する文書 改善計画検討委員会 2000/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2030/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１２年度 管理運営に関する事項 教育，研究，診療及び事務組織の設置並びに改廃に関する文書 改善計画検討委員会 2001/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2031/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１３年度 管理運営に関する事項 教育，研究，診療及び事務組織の設置並びに改廃に関する文書 改善計画検討委員会 2002/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2032/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１４年度 管理運営に関する事項 教育，研究，診療及び事務組織の設置並びに改廃に関する文書 改善計画検討委員会 2003/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2033/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１５年度 管理運営に関する事項 教育，研究，診療及び事務組織の設置並びに改廃に関する文書 改善計画検討委員会 2004/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2034/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１６年度 管理運営に関する事項 教育，研究，診療及び事務組織の設置並びに改廃に関する文書 改善計画検討委員会 2005/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2035/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１７年度 管理運営に関する事項 教育，研究，診療及び事務組織の設置並びに改廃に関する文書 改善計画検討委員会 2006/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2036/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１８年度 管理運営に関する事項 教育，研究，診療及び事務組織の設置並びに改廃に関する文書 改善計画検討委員会 2007/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2037/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１９年度 管理運営に関する事項 教育，研究，診療及び事務組織の設置並びに改廃に関する文書 改善計画検討委員会 2008/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2038/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１２年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 教育方法検討委員会 2001/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2031/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１３年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 教育方法検討委員会 2002/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2032/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１４年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 教育方法検討委員会 2003/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2033/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１５年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 教育方法検討委員会 2004/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2034/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成８年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 新大学院構想検討ワーキング 1997/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2027/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成９年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 新大学院構想検討ワーキング 1998/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2028/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１０年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 新大学院構想検討ワーキング 1999/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2029/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１１年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 新大学院構想検討ワーキング 2000/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2030/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１９年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 医学系研究科（医学系学域）の専攻及び領域等に関する検討専門委員会 2008/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2038/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 医学系研究科（医学系学域）の専攻及び領域等に関する検討専門委員会 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2039/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 医学系研究科（医学系学域）の専攻及び領域等に関する検討専門委員会 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2040/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 医学系研究科（医学系学域）の専攻及び領域等に関する検討専門委員会 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2041/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 医学系研究科（医学系学域）の専攻及び領域等に関する検討専門委員会 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2042/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 医学系研究科（医学系学域）の専攻及び領域等に関する検討専門委員会 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2043/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１６年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 メディカルメディアセンター設置準備委員会 2005/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2035/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１７年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 メディカルメディアセンター設置準備委員会 2006/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2036/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１６年度 管理運営に関する事項 教育，研究，診療及び事務組織の設置並びに改廃に関する文書 総合リハビリテーション施設検討ワーキング 2005/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2035/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１７年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 予防医学・医学教育センター 2006/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2036/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１８年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 予防医学・医学教育センター 2007/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2037/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１９年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 修復医学教育研究センター 2008/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2038/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 修復医学教育研究センター 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2039/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 修復医学教育研究センター 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2040/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 修復医学教育研究センター 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2041/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 修復医学教育研究センター 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2042/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 修復医学教育研究センター 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2043/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１９年度 管理運営に関する事項 教育，研究，診療及び事務組織の設置並びに改廃に関する文書 がん診療連携拠点病院 2008/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2038/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 教育，研究，診療及び事務組織の設置並びに改廃に関する文書 がん診療連携拠点病院 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2039/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 教育，研究，診療及び事務組織の設置並びに改廃に関する文書 がん診療連携拠点病院 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2040/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 教育，研究，診療及び事務組織の設置並びに改廃に関する文書 がん診療連携拠点病院 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2041/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄
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平成２３年度 管理運営に関する事項 教育，研究，診療及び事務組織の設置並びに改廃に関する文書 がん診療連携拠点病院 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2042/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 教育，研究，診療及び事務組織の設置並びに改廃に関する文書 がん診療連携拠点病院 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2043/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 教育，研究，診療及び事務組織の設置並びに改廃に関する文書 肝疾患診療連携拠点病院 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2039/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 教育，研究，診療及び事務組織の設置並びに改廃に関する文書 肝疾患診療連携拠点病院 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2040/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 教育，研究，診療及び事務組織の設置並びに改廃に関する文書 肝疾患診療連携拠点病院 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2041/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 教育，研究，診療及び事務組織の設置並びに改廃に関する文書 肝疾患診療連携拠点病院 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2042/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 教育，研究，診療及び事務組織の設置並びに改廃に関する文書 肝疾患診療連携拠点病院 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2043/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 教育，研究，診療及び事務組織の設置並びに改廃に関する文書 総合周産期母子医療センター 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2041/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 教育，研究，診療及び事務組織の設置並びに改廃に関する文書 総合周産期母子医療センター 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2042/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 教育，研究，診療及び事務組織の設置並びに改廃に関する文書 総合周産期母子医療センター 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2043/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成９年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 寄附講座　漢方医学 1998/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2028/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１０年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 寄附講座　漢方医学 1999/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2029/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１１年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 寄附講座　漢方医学 2000/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2030/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１２年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 寄附講座　漢方医学 2001/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2031/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１３年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 寄附講座　漢方医学 2002/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2032/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１４年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 寄附講座　漢方医学 2003/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2033/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１５年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 寄附講座　漢方医学 2004/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2034/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１６年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 寄附講座　漢方医学 2005/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2035/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１７年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 寄附講座　漢方医学 2006/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2036/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１１年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 寄附講座　三共製薬 2000/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2030/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１２年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 寄附講座　三共製薬 2001/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2031/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１３年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 寄附講座　三共製薬 2002/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2032/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１４年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 寄附講座　三共製薬 2003/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2033/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１５年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 寄附講座　三共製薬 2004/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2034/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１６年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 寄附講座　三共製薬 2005/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2035/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１７年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 寄附講座　三共製薬 2006/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2036/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１８年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 寄附講座　三共製薬 2007/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2037/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１９年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 寄附講座　三共製薬 2008/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2038/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 寄附講座　三共製薬 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2039/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 寄附講座　三共製薬 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2040/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 寄附講座　三共製薬 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2041/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１３年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 寄附講座（千寿製薬） 2002/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2032/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１４年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 寄附講座（千寿製薬） 2003/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2033/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１５年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 寄附講座（千寿製薬） 2004/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2034/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１６年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 寄附講座（千寿製薬） 2005/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2035/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１７年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 寄附講座（千寿製薬） 2006/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2036/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１８年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 寄附講座（千寿製薬） 2007/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2037/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１９年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 寄附講座（千寿製薬） 2008/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2038/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 寄附講座（千寿製薬） 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2039/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 寄附講座（千寿製薬） 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2040/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 寄附講座（千寿製薬） 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2041/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 寄附講座（山口県） 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2039/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 寄附講座（山口県） 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2040/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 寄附講座（山口県） 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2041/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 地域医療推進学 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2040/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 地域医療推進学 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2041/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 地域医療推進学 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2042/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 地域医療推進学 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2043/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 造血制御学（医療法人扶老会） 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2039/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 造血制御学（医療法人扶老会） 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2040/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 造血制御学（医療法人扶老会） 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2041/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 分子代謝制御学 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2040/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 分子代謝制御学 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2041/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 分子代謝制御学 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2042/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 分子代謝制御学 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2043/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 調査・回答 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2014/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 調査・回答 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2015/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 調査・回答 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2016/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 調査・回答 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2017/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 調査・回答 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2018/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 学校基本調査 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2014/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 学校基本調査 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2015/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 学校基本調査 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2016/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 学校基本調査 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2017/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 学校基本調査 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2018/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 科学技術研究調査 2009/4/1 紙 医学部文書庫 2014/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 科学技術研究調査 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2015/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄
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平成２２年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 科学技術研究調査 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2016/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 科学技術研究調査 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2017/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 科学技術研究調査 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2018/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 大学情報データベース 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2014/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 大学情報データベース 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2015/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 大学情報データベース 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2016/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 大学情報データベース 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2017/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 大学情報データベース 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2018/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 大学における教育内容等の改革状況調査 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2015/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 大学における教育内容等の改革状況調査 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2016/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 大学における教育内容等の改革状況調査 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2018/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 我が国の大学医学部（医科大学）白書作成 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2014/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 医学部（医学科大学）の基本問題に関する調査 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2016/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 医学部（医学科大学）の基本問題に関する調査 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2018/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 大学院活動状況調査 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2015/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 大学院活動状況調査 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2016/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 大学院活動状況調査 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2018/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 国立大学附属病院長会議データベースセンター管理委員会 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2014/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 国立大学附属病院長会議データベースセンター管理委員会 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2015/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 国立大学附属病院長会議データベースセンター管理委員会 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2016/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 国立大学附属病院長会議データベースセンター管理委員会 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2017/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 国立大学附属病院長会議データベースセンター管理委員会 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2018/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 国立大学病院の運営に関するアンケート 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2014/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 国立大学病院の運営に関するアンケート 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2015/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 国立大学病院の運営に関するアンケート 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2016/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 国立大学病院の運営に関するアンケート 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2017/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 国立大学病院の運営に関するアンケート 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2018/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 山口県医療機能情報報告書 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2014/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 山口県医療機能情報報告書 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2015/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 山口県医療機能情報報告書 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2016/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 山口県医療機能情報報告書 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2017/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 山口県医療機能情報報告書 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2018/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 救命救急センターの現況調 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2014/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 救命救急センターの現況調 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2015/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 救命救急センターの現況調 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2016/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 救命救急センターの現況調 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2017/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 救命救急センターの現況調 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2018/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 学校教員統計調査 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2016/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 学校教員統計調査 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2017/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 学校教員統計調査 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2018/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 専任教員等調査（設置） 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2014/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 専任教員等調査（設置） 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2015/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 専任教員等調査（設置） 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2016/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 専任教員等調査（設置） 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2017/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 専任教員等調査（設置） 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2018/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 地域医療教員ＤＢ 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2015/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 地域医療教員ＤＢ 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2016/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 認定医・専門医・指導医の把握 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2016/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 認定医・専門医・指導医の把握 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2017/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 認定医・専門医・指導医の把握 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2018/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成１６年度 附属病院に関する事項 医療法・厚生労働省に基づく各種報告書 社会保険医療担当者の特定共同指導 2005/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2015/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 10年 廃棄

平成２２年度 附属病院に関する事項 医療法・厚生労働省に基づく各種報告書 社会保険医療担当者の特定共同指導 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2021/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 10年 廃棄

平成２３年度 附属病院に関する事項 医療法・厚生労働省に基づく各種報告書 社会保険医療担当者の特定共同指導 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2022/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 10年 廃棄

平成２４年度 附属病院に関する事項 医療法・厚生労働省に基づく各種報告書 社会保険医療担当者の特定共同指導 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2023/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 10年 廃棄

平成１５年度 附属病院に関する事項 医療法・厚生労働省に基づく各種報告書 病院医療監視 2004/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2014/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 10年 廃棄

平成１６年度 附属病院に関する事項 医療法・厚生労働省に基づく各種報告書 病院医療監視 2005/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2015/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 10年 廃棄

平成１７年度 附属病院に関する事項 医療法・厚生労働省に基づく各種報告書 病院医療監視 2006/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2016/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 10年 廃棄

平成１８年度 附属病院に関する事項 医療法・厚生労働省に基づく各種報告書 病院医療監視 2007/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2017/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 10年 廃棄

平成１９年度 附属病院に関する事項 医療法・厚生労働省に基づく各種報告書 病院医療監視 2008/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2018/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 10年 廃棄

平成２０年度 附属病院に関する事項 医療法・厚生労働省に基づく各種報告書 病院医療監視 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2019/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 10年 廃棄

平成２１年度 附属病院に関する事項 医療法・厚生労働省に基づく各種報告書 病院医療監視 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2020/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 10年 廃棄

平成２２年度 附属病院に関する事項 医療法・厚生労働省に基づく各種報告書 病院医療監視 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2021/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 10年 廃棄

平成２３年度 附属病院に関する事項 医療法・厚生労働省に基づく各種報告書 病院医療監視 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2022/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 10年 廃棄

平成２４年度 附属病院に関する事項 医療法・厚生労働省に基づく各種報告書 病院医療監視 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2023/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 10年 廃棄

平成１５年度 附属病院に関する事項 医療法・厚生労働省に基づく各種報告書 精神病院等実地指導 2004/4/1 紙 医学部文書庫 2014/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 10年 廃棄

平成１６年度 附属病院に関する事項 医療法・厚生労働省に基づく各種報告書 精神病院等実地指導 2005/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2015/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 10年 廃棄

平成１７年度 附属病院に関する事項 医療法・厚生労働省に基づく各種報告書 精神病院等実地指導 2006/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2016/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 10年 廃棄



作成・取得年度等 文書分類（大分類） 文書分類（中分類） 名称（小分類） 起算日 媒体の種別 保存場所 保存期間満了日 管理者 作成・取得者 保存期間 保存期間満了後の措置 備考

平成１８年度 附属病院に関する事項 医療法・厚生労働省に基づく各種報告書 精神病院等実地指導 2007/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2017/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 10年 廃棄

平成１９年度 附属病院に関する事項 医療法・厚生労働省に基づく各種報告書 精神科病院実地指導 2008/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2018/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 10年 廃棄

平成２０年度 附属病院に関する事項 医療法・厚生労働省に基づく各種報告書 精神科病院実地指導 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2019/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 10年 廃棄

平成２１年度 附属病院に関する事項 医療法・厚生労働省に基づく各種報告書 精神科病院実地指導 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2020/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 10年 廃棄

平成２２年度 附属病院に関する事項 医療法・厚生労働省に基づく各種報告書 精神科病院実地指導 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2021/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 10年 廃棄

平成２３年度 附属病院に関する事項 医療法・厚生労働省に基づく各種報告書 精神科病院実地指導 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2022/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 10年 廃棄

平成２４年度 附属病院に関する事項 医療法・厚生労働省に基づく各種報告書 精神科病院実地指導 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2022/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 10年 廃棄

平成１８年度 管理運営に関する事項 監事監査に関する文書 監事監査 2007/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2017/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 10年 廃棄

平成１９年度 管理運営に関する事項 監事監査に関する文書 監事監査 2008/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2018/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 10年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 監事監査に関する文書 監事監査 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2019/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 10年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 監事監査に関する文書 監事監査 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2020/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 10年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 監事監査に関する文書 監事監査 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2021/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 10年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 監事監査に関する文書 監事監査 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2022/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 10年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 監事監査に関する文書 監事監査 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2023/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 10年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 監事監査に関する文書 業務監査 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2021/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 10年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 自己点検・評価に関する文書 大学評価室 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2023/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 10年 廃棄

平成１５年度 管理運営に関する事項 外部評価に関する文書 病院機能評価 2004/4/1 紙 医学部文書庫 2014/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 10年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 外部評価に関する文書 病院機能評価Ｖ５ 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2019/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 10年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 外部評価に関する文書 機関別認証評価 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2020/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 10年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 外部評価に関する文書 機関別認証評価 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2021/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 10年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 外部評価に関する文書 国立大学附属病院長会議　自己点検評価 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2020/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 10年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 自己点検・評価に関する文書 診療科の評価 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2020/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 10年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 自己点検・評価に関する文書 診療科の評価 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2021/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 10年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 自己点検・評価に関する文書 診療科の評価 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2022/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 10年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 自己点検・評価に関する文書 診療科の評価 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2023/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 10年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 自己点検・評価に関する文書 教育評価評点化資料 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2020/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 10年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 自己点検・評価に関する文書 教育評価評点化資料 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2021/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 10年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 自己点検・評価に関する文書 教育評価評点化資料 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2022/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 10年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 自己点検・評価に関する文書 教育評価評点化資料 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2022/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 10年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 自己点検・評価に関する文書 教育評価部会・評価委員会・医学科会議・表彰 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2020/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 10年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 自己点検・評価に関する文書 教育評価部会・評価委員会・医学科会議・表彰 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2021/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 10年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 自己点検・評価に関する文書 教育評価部会・評価委員会・医学科会議・表彰 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2022/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 10年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 自己点検・評価に関する文書 教育評価部会・評価委員会・医学科会議・表彰 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2023/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 10年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 自己点検・評価に関する文書 教員授業自己評価ユニット自己振り返り評価 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2020/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 10年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 自己点検・評価に関する文書 教員授業自己評価ユニット自己振り返り評価 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2021/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 10年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 自己点検・評価に関する文書 教員授業自己評価ユニット自己振り返り評価 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2022/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 10年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 自己点検・評価に関する文書 教員授業自己評価ユニット自己振り返り評価 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2023/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 10年 廃棄

平成２０年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 国際交流 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2014/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２１年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 国際交流 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2015/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２２年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 国際交流 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2016/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２３年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 国際交流 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2017/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２４年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 国際交流 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2018/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２０年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 学術交流協定 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2014/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２１年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 学術交流協定 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2015/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２２年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 学術交流協定 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2016/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２３年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 学術交流協定 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2017/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２４年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 学術交流協定 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2018/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 医学部国際交流委員会 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2014/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 医学部国際交流委員会 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2015/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 医学部国際交流委員会 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2016/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 医学部国際交流委員会 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2017/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 医学部国際交流委員会 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2018/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 保健学科国際交流委員会 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2018/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 国際医学交流奨励金 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2014/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 国際医学交流奨励金 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2015/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 国際医学交流奨励金 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2016/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 国際医学交流奨励金 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2017/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 国際医学交流奨励金 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2018/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２０年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 中国北京平谷区医院職員研修（受託事業） 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2014/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２１年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 中国北京平谷区医院職員研修（受託事業） 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2015/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２２年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 中国北京平谷区医院職員研修（受託事業） 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2016/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２０年度 学術研究に関する事項 外国人研究者申請書 外国人研究者 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2014/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２１年度 学術研究に関する事項 外国人研究者申請書 外国人研究者 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2015/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２２年度 学術研究に関する事項 外国人研究者申請書 外国人研究者 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2016/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２３年度 学術研究に関する事項 外国人研究者申請書 外国人研究者 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2017/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２４年度 学術研究に関する事項 外国人研究者申請書 外国人研究者 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2018/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

昭和５８年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので３０年保存が必要であると認める文書 病理解剖 1984/4/1 紙 医学部文書庫 2014/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄



作成・取得年度等 文書分類（大分類） 文書分類（中分類） 名称（小分類） 起算日 媒体の種別 保存場所 保存期間満了日 管理者 作成・取得者 保存期間 保存期間満了後の措置 備考

昭和５９年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので３０年保存が必要であると認める文書 病理解剖 1985/4/1 紙 医学部文書庫 2015/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

昭和６０年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので３０年保存が必要であると認める文書 病理解剖 1986/4/1 紙 医学部文書庫 2016/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

昭和６１年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので３０年保存が必要であると認める文書 病理解剖 1987/4/1 紙 医学部文書庫 2017/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

昭和６２年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので３０年保存が必要であると認める文書 病理解剖 1988/4/1 紙 医学部文書庫 2018/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

昭和６３年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので３０年保存が必要であると認める文書 病理解剖 1989/4/1 紙 医学部文書庫 2019/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので３０年保存が必要であると認める文書 病理解剖 1990/4/1 紙 医学部文書庫 2020/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので３０年保存が必要であると認める文書 病理解剖 1991/4/1 紙 医学部文書庫 2021/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成３年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので３０年保存が必要であると認める文書 病理解剖 1992/4/1 紙 医学部文書庫 2022/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成４年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので３０年保存が必要であると認める文書 病理解剖 1993/4/1 紙 医学部文書庫 2023/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成５年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので３０年保存が必要であると認める文書 病理解剖 1994/4/1 紙 医学部文書庫 2024/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成６年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので３０年保存が必要であると認める文書 病理解剖 1995/4/1 紙 医学部文書庫 2025/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成７年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので３０年保存が必要であると認める文書 病理解剖 1996/4/1 紙 医学部文書庫 2026/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成８年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので３０年保存が必要であると認める文書 病理解剖 1997/4/1 紙 医学部文書庫 2027/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成９年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので３０年保存が必要であると認める文書 病理解剖 1998/4/1 紙 医学部文書庫 2028/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１０年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので３０年保存が必要であると認める文書 病理解剖 1999/4/1 紙 医学部文書庫 2029/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１１年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので３０年保存が必要であると認める文書 病理解剖 2000/4/1 紙 医学部文書庫 2030/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１２年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので３０年保存が必要であると認める文書 病理解剖 2001/4/1 紙 医学部文書庫 2031/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１３年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので３０年保存が必要であると認める文書 病理解剖 2002/4/1 紙 医学部文書庫 2032/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１４年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので３０年保存が必要であると認める文書 病理解剖 2003/4/1 紙 医学部文書庫 2033/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１５年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので３０年保存が必要であると認める文書 病理解剖 2004/4/1 紙 医学部文書庫 2034/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１６年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので３０年保存が必要であると認める文書 病理解剖 2005/4/1 紙 医学部文書庫 2035/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１７年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので３０年保存が必要であると認める文書 病理解剖 2006/4/1 紙 医学部文書庫 2036/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１８年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので３０年保存が必要であると認める文書 病理解剖 2007/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2037/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１９年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので３０年保存が必要であると認める文書 病理解剖 2008/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2038/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２０年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので３０年保存が必要であると認める文書 病理解剖 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2039/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２１年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので３０年保存が必要であると認める文書 病理解剖 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2040/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２２年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので３０年保存が必要であると認める文書 病理解剖 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2041/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２３年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので３０年保存が必要であると認める文書 病理解剖 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2042/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２４年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので３０年保存が必要であると認める文書 病理解剖 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2043/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２０年度 学務に関する事項 課外教育の実施に関するもので重要な文書 宇部高校ＳＳＨ 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2014/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２１年度 学務に関する事項 課外教育の実施に関するもので重要な文書 宇部高校ＳＳＨ 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2015/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２２年度 学務に関する事項 課外教育の実施に関するもので重要な文書 宇部高校ＳＳＨ 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2016/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２３年度 学務に関する事項 課外教育の実施に関するもので重要な文書 宇部高校ＳＳＨ 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2017/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２４年度 学務に関する事項 課外教育の実施に関するもので重要な文書 宇部高校ＳＳＨ 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2018/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２０年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 ニューフロンティアプロジェクト研究助成 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2014/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２１年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 ニューフロンティアプロジェクト研究助成 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2015/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２２年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 ニューフロンティアプロジェクト研究助成 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2016/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２３年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 ニューフロンティアプロジェクト研究助成 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2017/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２４年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 ニューフロンティアプロジェクト研究助成 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2018/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２０年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 教育改革プログラム等補助金申請 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2014/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２１年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 教育改革プログラム等補助金申請 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2015/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２２年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 教育改革プログラム等補助金申請 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2016/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２３年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 教育改革プログラム等補助金申請 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2017/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２４年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 教育改革プログラム等補助金申請 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2018/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２０年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 大学教育改革支援プログラム申請 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2014/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２２年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 島根県地域勤務医師育成支援事業補助金申請 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2016/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２３年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 島根県地域勤務医師育成支援事業補助金申請 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2017/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２４年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 島根県地域勤務医師育成支援事業補助金申請 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2018/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２０年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 先端医療開発特区 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2014/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２０年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 潜在看護師再就業支援研修 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2014/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２１年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 潜在看護師再就業支援研修 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2015/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２２年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 潜在看護師再就業支援研修 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2016/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２０年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 専門分野（がん）看護師育成研修（山口県委託事業） 2009/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2014/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２１年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 専門分野（がん）看護師育成研修（山口県委託事業） 2010/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2015/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２２年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 専門分野（がん）看護師育成研修（山口県委託事業） 2011/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2016/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２３年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 島根県産婦人科医師育成支援事業補助金申請 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2017/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２４年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 島根県産婦人科医師育成支援事業補助金申請 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2018/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 教育，研究，診療及び事務組織の設置並びに改廃に関する文書 地域医療支援センター 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2042/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 地域医療支援部門会議 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2017/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 地域医療支援部門会議 2013/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2018/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 教育，研究，診療及び事務組織の設置並びに改廃に関する文書 医療人育成センター設立 2012/4/1 紙 総務課総務・企画事務室 2042/3/31 医学部総務課企画・評価係 医学部総務課企画・評価係 30年 廃棄

平成１６年度 職員の人事に関する事項 就業規則に関する文書 労働基準監督署申請（宿日直） 2005/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2035/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 30年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 就業規則に関する文書 労働基準監督署申請（宿日直） 2009/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2039/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 30年 廃棄

平成２１年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 労働基準監督署査察 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2015/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 5年 廃棄

平成２２年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 労働基準監督署査察 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2016/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 5年 廃棄

平成２３年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 労働基準監督署査察 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2017/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 5年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 医学部労働安全衛生委員会 2009/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2014/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 5年 廃棄



作成・取得年度等 文書分類（大分類） 文書分類（中分類） 名称（小分類） 起算日 媒体の種別 保存場所 保存期間満了日 管理者 作成・取得者 保存期間 保存期間満了後の措置 備考

平成２１年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 医学部労働安全衛生委員会 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2015/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 医学部労働安全衛生委員会 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2016/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 医学部労働安全衛生委員会 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2017/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 医学部労働安全衛生委員会 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2018/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 5年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 附属病院労働安全衛生委員会 2009/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2014/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 附属病院労働安全衛生委員会 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2015/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 附属病院労働安全衛生委員会 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2016/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 附属病院労働安全衛生委員会 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2017/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 附属病院労働安全衛生委員会 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2018/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 5年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 イコール・パートナーシップ委員会 2009/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2014/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 イコール・パートナーシップ委員会 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2015/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 イコール・パートナーシップ委員会 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2016/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 イコール・パートナーシップ委員会 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2017/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 5年 廃棄

平成２4年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 イコール・パートナーシップ委員会 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2018/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 5年 廃棄

平成２２年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので３年保存が必要であると認める文書 レクリエーション 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2014/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 3年 廃棄

平成２３年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので３年保存が必要であると認める文書 レクリエーション 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2015/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 3年 廃棄

平成２４年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので３年保存が必要であると認める文書 レクリエーション 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2016/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 3年 廃棄

平成１５年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関するもので重要な文書 感染対策委員会 2004/4/1 紙 医学部文書庫 2014/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 10年 廃棄

平成１６年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関するもので重要な文書 感染対策委員会 2005/4/1 紙 医学部文書庫 2015/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 10年 廃棄

平成１７年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関するもので重要な文書 感染対策委員会 2006/4/1 紙 医学部文書庫 2016/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 10年 廃棄

平成１８年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関するもので重要な文書 感染対策委員会 2007/4/1 紙 医学部文書庫 2017/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 10年 廃棄

平成１９年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関するもので重要な文書 感染対策委員会 2008/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2018/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 10年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関するもので重要な文書 感染対策委員会 2009/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2019/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 10年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関するもので重要な文書 感染対策委員会 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2020/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 10年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関するもので重要な文書 感染対策委員会 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2021/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 10年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関するもので重要な文書 感染対策委員会 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2022/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 10年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関するもので重要な文書 感染対策委員会 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2023/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 10年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 病気休暇等報告書 2009/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2014/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 5年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 病気休暇等報告書 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2015/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 5年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 病気休暇等報告書 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2016/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 5年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 病気休暇等報告書 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2017/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 5年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 病気休暇等報告書 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2018/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 5年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 出勤簿 2009/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2014/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 5年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 出勤簿 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2015/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 5年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 出勤簿 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2016/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 5年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 出勤簿 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2017/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 5年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 出勤簿 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2018/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 5年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 休暇簿 2009/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2014/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 5年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 休暇簿 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2015/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 5年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 休暇簿 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2016/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 5年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 休暇簿 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2017/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 5年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 休暇簿 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2018/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 5年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 勤務時間報告書 2009/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2014/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 5年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 勤務時間報告書 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2015/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 5年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 勤務時間報告書 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2016/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 5年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 勤務時間報告書 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2017/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 5年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 勤務時間報告書 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2018/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 5年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 時間外勤務等命令簿 2009/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2014/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 5年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 時間外勤務等命令簿 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2015/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 5年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 時間外勤務等命令簿 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2016/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 5年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 時間外勤務等命令簿 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2017/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 5年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 時間外勤務等命令簿 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2018/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 5年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 勤務時間割振簿 2009/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2014/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 5年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 勤務時間割振簿 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2015/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 5年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 勤務時間割振簿 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2016/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 5年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 勤務時間割振簿 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2017/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 5年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 勤務時間割振簿 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2018/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 5年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 休日振替簿 2009/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2014/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 5年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 休日振替簿 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2015/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 5年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 休日振替簿 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2016/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 5年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 休日振替簿 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2017/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 5年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 休日振替簿 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2018/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 5年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 交代制勤務者勤務割振表 2009/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2014/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 5年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 交代制勤務者勤務割振表 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2015/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 5年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 交代制勤務者勤務割振表 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2016/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 5年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 交代制勤務者勤務割振表 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2017/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 5年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 交代制勤務者勤務割振表 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2018/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 5年 廃棄



作成・取得年度等 文書分類（大分類） 文書分類（中分類） 名称（小分類） 起算日 媒体の種別 保存場所 保存期間満了日 管理者 作成・取得者 保存期間 保存期間満了後の措置 備考

平成２３年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 病気療養 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2017/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 5年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 病気療養 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2018/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 5年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 評価に関する文書 人事評価 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2014/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 2年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 評価に関する文書 人事評価 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2015/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 2年 廃棄

平成１５年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので１０年保存が必要であると認める文書 健康診断 2004/4/1 紙 医学部文書庫 2014/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 10年 廃棄

平成１６年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので１０年保存が必要であると認める文書 健康診断 2005/4/1 紙 医学部文書庫 2015/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 10年 廃棄

平成１７年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので１０年保存が必要であると認める文書 健康診断 2006/4/1 紙 医学部文書庫 2016/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 10年 廃棄

平成１８年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので１０年保存が必要であると認める文書 健康診断 2007/4/1 紙 医学部文書庫 2017/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 10年 廃棄

平成１９年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので１０年保存が必要であると認める文書 健康診断 2008/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2018/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 10年 廃棄

平成２０年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので１０年保存が必要であると認める文書 健康診断 2009/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2019/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 10年 廃棄

平成２１年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので１０年保存が必要であると認める文書 健康診断 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2020/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 10年 廃棄

平成２２年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので１０年保存が必要であると認める文書 健康診断 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2021/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 10年 廃棄

平成２３年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので１０年保存が必要であると認める文書 健康診断 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2022/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 10年 廃棄

平成２４年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので１０年保存が必要であると認める文書 健康診断 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2023/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 10年 廃棄

平成１５年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業等台帳 2004/4/1 紙 医学部文書庫 2014/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 10年 廃棄

平成１６年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業等台帳 2005/4/1 紙 医学部文書庫 2015/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 10年 廃棄

平成１７年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業等台帳 2006/4/1 紙 医学部文書庫 2016/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 10年 廃棄

平成１８年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業等台帳 2007/4/1 紙 医学部文書庫 2017/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 10年 廃棄

平成１９年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業等台帳 2008/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2018/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 10年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業等台帳 2009/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2019/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 10年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業等台帳 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2020/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 10年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業等台帳 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2021/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 10年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業等台帳 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2022/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 10年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業等台帳 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2023/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 10年 廃棄

平成１５年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 短期の兼業 2004/4/1 紙 医学部文書庫 2014/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 10年 廃棄

平成１６年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業（短期） 2005/4/1 紙 医学部文書庫 2015/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 10年 廃棄

平成１７年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業（短期） 2006/4/1 紙 医学部文書庫 2016/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 10年 廃棄

平成１８年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業（短期） 2007/4/1 紙 医学部文書庫 2017/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 10年 廃棄

平成１９年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業（短期） 2008/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2018/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 10年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業（短期） 2009/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2019/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 10年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業（短期） 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2020/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 10年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業（短期） 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2021/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 10年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業（短期） 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2022/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 10年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業（短期） 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2023/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 10年 廃棄

平成１５年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業・兼職・派遣等 2004/4/1 紙 医学部文書庫 2014/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 10年 廃棄

平成１６年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業 2005/4/1 紙 医学部文書庫 2015/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 10年 廃棄

平成１７年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業 2006/4/1 紙 医学部文書庫 2016/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 10年 廃棄

平成１８年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業 2007/4/1 紙 医学部文書庫 2017/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 10年 廃棄

平成１９年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業 2008/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2018/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 10年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業 2009/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2019/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 10年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2020/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 10年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2021/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 10年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2022/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 10年 廃棄

平成２4年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 兼業 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2023/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 10年 廃棄

平成１５年度 職員の人事に関する事項 災害補償に関する文書 災害補償記録簿 2004/4/1 紙 医学部文書庫 2014/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 10年 廃棄

平成１６年度 職員の人事に関する事項 災害補償に関する文書 労働災害 2005/4/1 紙 医学部文書庫 2015/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 10年 廃棄

平成１７年度 職員の人事に関する事項 災害補償に関する文書 労働災害 2006/4/1 紙 医学部文書庫 2016/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 10年 廃棄

平成１８年度 職員の人事に関する事項 災害補償に関する文書 労働災害 2007/4/1 紙 医学部文書庫 2017/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 10年 廃棄

平成１９年度 職員の人事に関する事項 災害補償に関する文書 労働災害 2008/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2018/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 10年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 災害補償に関する文書 労働災害 2009/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2019/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 10年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 災害補償に関する文書 労働災害 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2020/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 10年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 災害補償に関する文書 労働災害 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2021/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 10年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 災害補償に関する文書 労働災害 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2022/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 10年 廃棄

平成２4年度 職員の人事に関する事項 災害補償に関する文書 労働災害 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2023/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 10年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 倫理に関する文書 倫理規則 2009/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2014/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 5年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 倫理に関する文書 倫理規則 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2015/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 5年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 倫理に関する文書 倫理規則 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2016/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 5年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 倫理に関する文書 倫理規則 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2017/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 5年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 倫理に関する文書 倫理規則 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2018/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 5年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 倫理に関する文書 贈与等報告 2009/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2014/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 5年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 倫理に関する文書 贈与等報告 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2015/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 5年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 倫理に関する文書 贈与等報告 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2016/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 5年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 倫理に関する文書 贈与等報告 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2017/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 5年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 倫理に関する文書 贈与等報告 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2018/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 5年 廃棄

平成２２年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので３年保存が必要であると認める文書 社会保険・雇用保険 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2014/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 3年 廃棄

平成２３年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので３年保存が必要であると認める文書 社会保険・雇用保険 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2015/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 3年 廃棄

平成２４年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので３年保存が必要であると認める文書 社会保険・雇用保険 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2016/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 3年 廃棄



作成・取得年度等 文書分類（大分類） 文書分類（中分類） 名称（小分類） 起算日 媒体の種別 保存場所 保存期間満了日 管理者 作成・取得者 保存期間 保存期間満了後の措置 備考

平成２０年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 宿日直日誌 2009/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2014/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 5年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 宿日直日誌 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2015/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 5年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 宿日直日誌 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2016/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 5年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 宿日直日誌 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2017/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 5年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 宿日直日誌 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2018/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 5年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 宿日直勤務承認申請に関する文書 宿日直割振 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2014/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 勤務を行う必要がなくなって３年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 宿日直勤務承認申請に関する文書 宿日直割振 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2015/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 勤務を行う必要がなくなって３年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 宿日直勤務承認申請に関する文書 宿日直割振 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2016/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 勤務を行う必要がなくなって３年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 宿日直勤務承認申請に関する文書 宿日直勤務交替願 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2014/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 勤務を行う必要がなくなって３年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 宿日直勤務承認申請に関する文書 宿日直勤務交替願 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2015/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 勤務を行う必要がなくなって３年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 宿日直勤務承認申請に関する文書 宿日直勤務交替願 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2016/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 勤務を行う必要がなくなって３年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 研修に関する文書 学内研修 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2014/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 3年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 研修に関する文書 学内研修 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2015/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 3年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 研修に関する文書 学内研修 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2016/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 3年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 研修に関する文書 学外研修 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2014/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 3年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 研修に関する文書 学外研修 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2015/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 3年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 研修に関する文書 学外研修 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2016/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 3年 廃棄

昭和６１年度 職員の人事に関する事項 退職手当支給に関する文書 退職手当上申書 1987/4/1 紙 医学部文書庫 2017/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 30年 廃棄

昭和６２年度 職員の人事に関する事項 退職手当支給に関する文書 退職手当上申書 1988/4/1 紙 医学部文書庫 2018/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 30年 廃棄

昭和６３年度 職員の人事に関する事項 退職手当支給に関する文書 退職手当上申書 1989/4/1 紙 医学部文書庫 2019/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 30年 廃棄

平成１年度 職員の人事に関する事項 退職手当支給に関する文書 退職手当上申書 1990/4/1 紙 医学部文書庫 2020/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 30年 廃棄

平成２年度 職員の人事に関する事項 退職手当支給に関する文書 退職手当上申書 1991/4/1 紙 医学部文書庫 2021/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 30年 廃棄

平成３年度 職員の人事に関する事項 退職手当支給に関する文書 退職手当上申書 1992/4/1 紙 医学部文書庫 2022/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 30年 廃棄

平成４年度 職員の人事に関する事項 退職手当支給に関する文書 退職手当上申書 1993/4/1 紙 医学部文書庫 2023/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 30年 廃棄

平成５年度 職員の人事に関する事項 退職手当支給に関する文書 退職手当上申書 1994/4/1 紙 医学部文書庫 2024/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 30年 廃棄

平成６年度 職員の人事に関する事項 退職手当支給に関する文書 退職手当上申書 1995/4/1 紙 医学部文書庫 2025/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 30年 廃棄

平成７年度 職員の人事に関する事項 退職手当支給に関する文書 退職手当上申書 1996/4/1 紙 医学部文書庫 2026/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 30年 廃棄

平成８年度 職員の人事に関する事項 退職手当支給に関する文書 退職手当上申書 1997/4/1 紙 医学部文書庫 2027/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 30年 廃棄

平成９年度 職員の人事に関する事項 退職手当支給に関する文書 退職手当上申書 1998/4/1 紙 医学部文書庫 2028/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 30年 廃棄

平成１０年度 職員の人事に関する事項 退職手当支給に関する文書 退職手当上申書 1999/4/1 紙 医学部文書庫 2029/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 30年 廃棄

平成１１年度 職員の人事に関する事項 退職手当支給に関する文書 退職手当上申書 2000/4/1 紙 医学部文書庫 2030/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 30年 廃棄

平成１２年度 職員の人事に関する事項 退職手当支給に関する文書 退職手当上申書 2001/4/1 紙 医学部文書庫 2031/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 30年 廃棄

平成１３年度 職員の人事に関する事項 退職手当支給に関する文書 退職手当上申書 2002/4/1 紙 医学部文書庫 2032/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 30年 廃棄

平成１４年度 職員の人事に関する事項 退職手当支給に関する文書 退職手当 2003/4/1 紙 医学部文書庫 2033/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 30年 廃棄

平成１５年度 職員の人事に関する事項 退職手当支給に関する文書 退職手当 2004/4/1 紙 医学部文書庫 2034/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 30年 廃棄

平成１６年度 職員の人事に関する事項 退職手当支給に関する文書 退職手当 2005/4/1 紙 医学部文書庫 2035/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 30年 廃棄

平成１７年度 職員の人事に関する事項 退職手当支給に関する文書 退職手当 2006/4/1 紙 医学部文書庫 2036/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 30年 廃棄

平成１８年度 職員の人事に関する事項 退職手当支給に関する文書 退職手当 2007/4/1 紙 医学部文書庫 2037/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 30年 廃棄

平成１９年度 職員の人事に関する事項 退職手当支給に関する文書 退職手当 2008/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2038/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 30年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 退職手当支給に関する文書 退職手当 2009/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2039/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 30年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 退職手当支給に関する文書 退職手当 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2040/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 30年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 退職手当支給に関する文書 退職手当 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2041/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 30年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 退職手当支給に関する文書 退職手当 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2042/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 30年 廃棄

平成２4年度 職員の人事に関する事項 退職手当支給に関する文書 退職手当 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2043/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 30年 廃棄

平成１５年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 退職届 2004/4/1 紙 医学部文書庫 2014/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 10年 廃棄

平成１６年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 退職届 2005/4/1 紙 医学部文書庫 2015/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 10年 廃棄

平成１７年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 退職届 2006/4/1 紙 医学部文書庫 2016/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 10年 廃棄

平成１８年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 退職届 2007/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2017/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 10年 廃棄

平成１９年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 退職届 2008/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2018/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 10年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 退職届 2009/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2019/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 10年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 退職届 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2020/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 10年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 退職届 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2021/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 10年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 退職届 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2022/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 10年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 退職届 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2023/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 10年 廃棄

昭和５８年度 職員の人事に関する事項 共済組合長期給付に関する文書 長期給付 1984/4/1 紙 医学部文書庫 2014/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 30年 廃棄

昭和５９年度 職員の人事に関する事項 共済組合長期給付に関する文書 長期給付 1985/4/1 紙 医学部文書庫 2015/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 30年 廃棄

昭和６０年度 職員の人事に関する事項 共済組合長期給付に関する文書 長期給付 1986/4/1 紙 医学部文書庫 2016/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 30年 廃棄

昭和６１年度 職員の人事に関する事項 共済組合長期給付に関する文書 長期給付 1987/4/1 紙 医学部文書庫 2017/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 30年 廃棄

昭和６２年度 職員の人事に関する事項 共済組合長期給付に関する文書 長期給付 1988/4/1 紙 医学部文書庫 2018/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 30年 廃棄

昭和６３年度 職員の人事に関する事項 共済組合長期給付に関する文書 長期給付 1989/4/1 紙 医学部文書庫 2019/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 30年 廃棄

平成１年度 職員の人事に関する事項 共済組合長期給付に関する文書 長期給付 1990/4/1 紙 医学部文書庫 2020/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 30年 廃棄

平成２年度 職員の人事に関する事項 共済組合長期給付に関する文書 長期給付 1991/4/1 紙 医学部文書庫 2021/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 30年 廃棄

平成３年度 職員の人事に関する事項 共済組合長期給付に関する文書 長期給付 1992/4/1 紙 医学部文書庫 2022/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 30年 廃棄

平成４年度 職員の人事に関する事項 共済組合長期給付に関する文書 長期給付 1993/4/1 紙 医学部文書庫 2023/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 30年 廃棄

平成５年度 職員の人事に関する事項 共済組合長期給付に関する文書 長期給付 1994/4/1 紙 医学部文書庫 2024/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 30年 廃棄

平成６年度 職員の人事に関する事項 共済組合長期給付に関する文書 長期給付 1995/4/1 紙 医学部文書庫 2025/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 30年 廃棄

平成７年度 職員の人事に関する事項 共済組合長期給付に関する文書 長期給付 1996/4/1 紙 医学部文書庫 2026/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 30年 廃棄



作成・取得年度等 文書分類（大分類） 文書分類（中分類） 名称（小分類） 起算日 媒体の種別 保存場所 保存期間満了日 管理者 作成・取得者 保存期間 保存期間満了後の措置 備考

平成８年度 職員の人事に関する事項 共済組合長期給付に関する文書 長期給付 1997/4/1 紙 医学部文書庫 2027/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 30年 廃棄

平成９年度 職員の人事に関する事項 共済組合長期給付に関する文書 長期給付 1998/4/1 紙 医学部文書庫 2028/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 30年 廃棄

平成１０年度 職員の人事に関する事項 共済組合長期給付に関する文書 長期給付 1999/4/1 紙 医学部文書庫 2029/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 30年 廃棄

平成１１年度 職員の人事に関する事項 共済組合長期給付に関する文書 長期給付 2000/4/1 紙 医学部文書庫 2030/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 30年 廃棄

平成１２年度 職員の人事に関する事項 共済組合長期給付に関する文書 長期給付 2001/4/1 紙 医学部文書庫 2031/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 30年 廃棄

平成１３年度 職員の人事に関する事項 共済組合長期給付に関する文書 長期給付 2002/4/1 紙 医学部文書庫 2032/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 30年 廃棄

平成１４年度 職員の人事に関する事項 共済組合長期給付に関する文書 長期給付 2003/4/1 紙 医学部文書庫 2033/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 30年 廃棄

平成１５年度 職員の人事に関する事項 共済組合長期給付に関する文書 長期給付 2004/4/1 紙 医学部文書庫 2034/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 30年 廃棄

平成１６年度 職員の人事に関する事項 共済組合長期給付に関する文書 共済年金 2005/4/1 紙 医学部文書庫 2035/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 30年 廃棄

平成１７年度 職員の人事に関する事項 共済組合長期給付に関する文書 共済年金 2006/4/1 紙 医学部文書庫 2036/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 30年 廃棄

平成１８年度 職員の人事に関する事項 共済組合長期給付に関する文書 共済年金 2007/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2037/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 30年 廃棄

平成１９年度 職員の人事に関する事項 共済組合長期給付に関する文書 共済年金 2008/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2038/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 30年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 共済組合長期給付に関する文書 共済年金 2009/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2039/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 30年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 共済組合長期給付に関する文書 共済年金 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2040/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 30年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 共済組合長期給付に関する文書 共済年金 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2041/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 30年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 共済組合長期給付に関する文書 共済年金 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2042/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 30年 廃棄

平成２4年度 職員の人事に関する事項 共済組合長期給付に関する文書 共済年金 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2043/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 30年 廃棄

昭和６０年度 職員の人事に関する事項 職員の解雇及び懲戒に関する文書 処分 1986/4/1 紙 医学部文書庫 2016/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 30年 廃棄

平成９年度 職員の人事に関する事項 職員の解雇及び懲戒に関する文書 処分 1998/4/1 紙 医学部文書庫 2028/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 30年 廃棄

平成１２年度 職員の人事に関する事項 職員の解雇及び懲戒に関する文書 処分 2001/4/1 紙 医学部文書庫 2031/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 30年 廃棄

平成１４年度 職員の人事に関する事項 職員の解雇及び懲戒に関する文書 処分 2003/4/1 紙 医学部文書庫 2033/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 30年 廃棄

平成１５年度 職員の人事に関する事項 職員の解雇及び懲戒に関する文書 処分 2004/4/1 紙 医学部文書庫 2034/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 30年 廃棄

平成１６年度 職員の人事に関する事項 職員の解雇及び懲戒に関する文書 処分 2005/4/1 紙 医学部文書庫 2035/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 30年 廃棄

平成１７年度 職員の人事に関する事項 職員の解雇及び懲戒に関する文書 処分 2006/4/1 紙 医学部文書庫 2036/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 30年 廃棄

平成１８年度 職員の人事に関する事項 職員の解雇及び懲戒に関する文書 処分 2007/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2037/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 30年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 職員の解雇及び懲戒に関する文書 処分 2009/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2039/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 30年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 職員の解雇及び懲戒に関する文書 処分 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2041/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 30年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 職員の解雇及び懲戒に関する文書 処分 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2042/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 30年 廃棄

平成２２年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので３年保存が必要であると認める文書 財形貯蓄 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2014/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 3年 廃棄

平成２３年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので３年保存が必要であると認める文書 財形貯蓄 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2015/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 3年 廃棄

平成２４年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので３年保存が必要であると認める文書 財形貯蓄 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2016/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課職員係 3年 廃棄

平成２０年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 保育所 2009/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2014/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課副課長 5年 廃棄

平成２１年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 保育所 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2015/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課副課長 5年 廃棄

平成２２年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 保育所 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2016/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課副課長 5年 廃棄

平成２３年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 保育所 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2017/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課副課長 5年 廃棄

平成２４年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 保育所 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2018/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課副課長 5年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 サービス向上推進委員会 2009/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2014/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課副課長 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 サービス向上推進委員会 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2015/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課副課長 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 サービス向上推進委員会 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2016/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課副課長 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 サービス向上推進委員会 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2017/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課副課長 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 サービス向上推進委員会 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2018/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課副課長 5年 廃棄

平成２０年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 院内学級 2009/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2014/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課副課長 5年 廃棄

平成２１年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 院内学級 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2015/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課副課長 5年 廃棄

平成２２年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 院内学級 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2016/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課副課長 5年 廃棄

平成２３年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 院内学級 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2017/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課副課長 5年 廃棄

平成２０年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 納涼コンサート 2009/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2014/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課副課長 5年 廃棄

平成２１年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 納涼コンサート 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2015/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課副課長 5年 廃棄

平成２２年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 納涼コンサート 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2016/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課副課長 5年 廃棄

平成２３年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 納涼コンサート 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2017/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課副課長 5年 廃棄

平成２４年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 納涼コンサート 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2018/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課副課長 5年 廃棄

平成２０年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 クリスマスの夕べ 2009/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2014/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課副課長 5年 廃棄

平成２１年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 クリスマスの夕べ 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2015/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課副課長 5年 廃棄

平成２２年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 クリスマスの夕べ 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2016/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課副課長 5年 廃棄

平成２３年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 クリスマスの夕べ 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2017/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課副課長 5年 廃棄

平成２４年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 クリスマスの夕べ 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2018/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課副課長 5年 廃棄

昭和５８年度 附属病院に関する事項 保険医の登録に関する文書 保険医手続 1984/4/1 紙 医学部文書庫 2014/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

昭和５９年度 附属病院に関する事項 保険医の登録に関する文書 保険医手続 1985/4/1 紙 医学部文書庫 2015/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

昭和６０年度 附属病院に関する事項 保険医の登録に関する文書 保険医手続 1986/4/1 紙 医学部文書庫 2016/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

昭和６１年度 附属病院に関する事項 保険医の登録に関する文書 保険医手続 1987/4/1 紙 医学部文書庫 2017/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

昭和６２年度 附属病院に関する事項 保険医の登録に関する文書 保険医手続 1988/4/1 紙 医学部文書庫 2018/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

昭和６３年度 附属病院に関する事項 保険医の登録に関する文書 保険医手続 1989/4/1 紙 医学部文書庫 2019/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成１年度 附属病院に関する事項 保険医の登録に関する文書 保険医手続 1990/4/1 紙 医学部文書庫 2020/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成２年度 附属病院に関する事項 保険医の登録に関する文書 保険医手続 1991/4/1 紙 医学部文書庫 2021/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成３年度 附属病院に関する事項 保険医の登録に関する文書 保険医手続 1992/4/1 紙 医学部文書庫 2022/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成４年度 附属病院に関する事項 保険医の登録に関する文書 保険医手続 1993/4/1 紙 医学部文書庫 2023/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成５年度 附属病院に関する事項 保険医の登録に関する文書 保険医手続 1994/4/1 紙 医学部文書庫 2024/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成６年度 附属病院に関する事項 保険医の登録に関する文書 保険医手続 1995/4/1 紙 医学部文書庫 2025/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ



作成・取得年度等 文書分類（大分類） 文書分類（中分類） 名称（小分類） 起算日 媒体の種別 保存場所 保存期間満了日 管理者 作成・取得者 保存期間 保存期間満了後の措置 備考

平成７年度 附属病院に関する事項 保険医の登録に関する文書 保険医手続 1996/4/1 紙 医学部文書庫 2026/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成８年度 附属病院に関する事項 保険医の登録に関する文書 保険医手続 1997/4/1 紙 医学部文書庫 2027/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成９年度 附属病院に関する事項 保険医の登録に関する文書 保険医手続 1998/4/1 紙 医学部文書庫 2028/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成１０年度 附属病院に関する事項 保険医の登録に関する文書 保険医手続 1999/4/1 紙 医学部文書庫 2029/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成１１年度 附属病院に関する事項 保険医の登録に関する文書 保険医手続 2000/4/1 紙 医学部文書庫 2030/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成１２年度 附属病院に関する事項 保険医の登録に関する文書 保険医手続 2001/4/1 紙 医学部文書庫 2031/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成１３年度 附属病院に関する事項 保険医の登録に関する文書 保険医手続 2002/4/1 紙 医学部文書庫 2032/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成１４年度 附属病院に関する事項 保険医の登録に関する文書 保険医手続 2003/4/1 紙 医学部文書庫 2033/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成１５年度 附属病院に関する事項 保険医の登録に関する文書 保険医手続 2004/4/1 紙 医学部文書庫 2034/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成１６年度 附属病院に関する事項 保険医の登録に関する文書 保険医手続 2005/4/1 紙 医学部文書庫 2035/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成１７年度 附属病院に関する事項 保険医の登録に関する文書 保険医手続 2006/4/1 紙 医学部文書庫 2036/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成１８年度 附属病院に関する事項 保険医の登録に関する文書 保険医手続 2007/4/1 紙 医学部文書庫 2037/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成１９年度 附属病院に関する事項 保険医の登録に関する文書 保険医手続 2008/4/1 紙 医学部文書庫 2038/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成２０年度 附属病院に関する事項 保険医の登録に関する文書 保険医手続 2009/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2039/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成２１年度 附属病院に関する事項 保険医の登録に関する文書 保険医手続 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2040/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成２２年度 附属病院に関する事項 保険医の登録に関する文書 保険医手続 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2041/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成２３年度 附属病院に関する事項 保険医の登録に関する文書 保険医手続 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2042/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成２４年度 附属病院に関する事項 保険医の登録に関する文書 保険医手続 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2043/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成５年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 麻薬取扱免許手続・麻薬年間受払届 1994/4/1 紙 医学部文書庫 2024/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成６年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 麻薬取扱免許手続・麻薬年間受払届 1995/4/1 紙 医学部文書庫 2025/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成７年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 麻薬取扱免許手続・麻薬年間受払届 1996/4/1 紙 医学部文書庫 2026/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成８年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 麻薬取扱免許手続・麻薬年間受払届 1997/4/1 紙 医学部文書庫 2027/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成９年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 麻薬取扱免許手続・麻薬年間受払届 1998/4/1 紙 医学部文書庫 2028/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成１０年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 麻薬取扱免許手続・麻薬年間受払届 1999/4/1 紙 医学部文書庫 2029/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成１１年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 麻薬取扱免許手続・麻薬年間受払届 2000/4/1 紙 医学部文書庫 2030/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成１２年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 麻薬取扱免許手続・麻薬年間受払届 2001/4/1 紙 医学部文書庫 2031/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成１３年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 麻薬取扱免許手続・麻薬年間受払届 2002/4/1 紙 医学部文書庫 2032/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成１４年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 麻薬取扱免許手続・麻薬年間受払届 2003/4/1 紙 医学部文書庫 2033/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成１５年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 麻薬取扱免許手続・麻薬年間受払届 2004/4/1 紙 医学部文書庫 2034/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成１６年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 麻薬取扱免許手続・麻薬年間受払届 2005/4/1 紙 医学部文書庫 2035/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成１７年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 麻薬取扱免許手続・麻薬年間受払届 2006/4/1 紙 医学部文書庫 2036/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成１８年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 麻薬取扱免許手続・麻薬年間受払届 2007/4/1 紙 医学部文書庫 2037/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成１９年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 麻薬取扱免許手続・麻薬年間受払届 2008/4/1 紙 医学部文書庫 2038/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成２０年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 麻薬取扱免許手続・麻薬年間受払届 2009/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2039/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成２１年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 麻薬取扱免許手続・麻薬年間受払届 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2040/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成２２年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 麻薬取扱免許手続・麻薬年間受払届 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2041/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成２３年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 麻薬取扱免許手続・麻薬年間受払届 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2042/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成２４年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 麻薬取扱免許手続・麻薬年間受払届 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2043/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成５年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 麻薬取扱者継続申請 1994/4/1 紙 医学部文書庫 2024/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成６年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 麻薬取扱者継続申請 1995/4/1 紙 医学部文書庫 2025/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成７年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 麻薬取扱者継続申請 1996/4/1 紙 医学部文書庫 2026/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成８年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 麻薬取扱者継続申請 1997/4/1 紙 医学部文書庫 2027/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成９年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 麻薬取扱者継続申請 1998/4/1 紙 医学部文書庫 2028/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成１０年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 麻薬取扱者継続申請 1999/4/1 紙 医学部文書庫 2029/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成１１年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 麻薬取扱者継続申請 2000/4/1 紙 医学部文書庫 2030/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成１２年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 麻薬取扱者継続申請 2001/4/1 紙 医学部文書庫 2031/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成１３年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 麻薬取扱者継続申請 2002/4/1 紙 医学部文書庫 2032/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成１４年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 麻薬取扱者継続申請 2003/4/1 紙 医学部文書庫 2033/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成１５年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 麻薬取扱者継続申請 2004/4/1 紙 医学部文書庫 2034/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成１６年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 麻薬取扱者継続申請 2005/4/1 紙 医学部文書庫 2035/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成１７年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 麻薬取扱者継続申請 2006/4/1 紙 医学部文書庫 2036/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成１８年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 麻薬取扱者継続申請 2007/4/1 紙 医学部文書庫 2037/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成１９年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 麻薬取扱者継続申請 2008/4/1 紙 医学部文書庫 2038/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成２０年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 麻薬取扱者継続申請 2009/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2039/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成２１年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 麻薬取扱者継続申請 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2040/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成２２年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 麻薬取扱者継続申請 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2041/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成２３年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 麻薬取扱者継続申請 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2042/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成２４年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 麻薬取扱者継続申請 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2043/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成２年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 向精神薬製造等届出 1991/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2021/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成３年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 向精神薬製造等届出 1992/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2022/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成４年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 向精神薬製造等届出 1993/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2023/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成５年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 向精神薬製造等届出 1994/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2024/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成６年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 向精神薬製造等届出 1995/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2025/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成７年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 向精神薬製造等届出 1996/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2026/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成８年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 向精神薬製造等届出 1997/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2027/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成９年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 向精神薬製造等届出 1998/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2028/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成１０年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 向精神薬製造等届出 1999/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2029/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ



作成・取得年度等 文書分類（大分類） 文書分類（中分類） 名称（小分類） 起算日 媒体の種別 保存場所 保存期間満了日 管理者 作成・取得者 保存期間 保存期間満了後の措置 備考

平成１１年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 向精神薬製造等届出 2000/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2030/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成１２年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 向精神薬製造等届出 2001/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2031/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成１３年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 向精神薬製造等届出 2002/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2032/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成１４年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 向精神薬製造等届出 2003/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2033/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成１５年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 向精神薬製造等届出 2004/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2034/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成１６年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 向精神薬製造等届出 2005/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2035/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成１７年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 向精神薬製造等届出 2006/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2036/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成１８年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 向精神薬製造等届出 2007/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2037/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成１９年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 向精神薬製造等届出 2008/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2038/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成２０年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 向精神薬製造等届出 2009/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2039/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成２１年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 向精神薬製造等届出 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2040/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成２２年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 向精神薬製造等届出 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2041/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成２３年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 向精神薬製造等届出 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2042/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成２４年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 向精神薬製造等届出 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2043/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

昭和５８年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 覚せい剤取締法に基づく手続 1984/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2014/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

昭和５９年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 覚せい剤取締法に基づく手続 1985/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2015/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

昭和６０年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 覚せい剤取締法に基づく手続 1986/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2016/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

昭和６１年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 覚せい剤取締法に基づく手続 1987/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2017/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

昭和６２年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 覚せい剤取締法に基づく手続 1988/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2018/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

昭和６３年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 覚せい剤取締法に基づく手続 1989/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2019/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成１年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 覚せい剤取締法に基づく手続 1990/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2020/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成２年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 覚せい剤取締法に基づく手続 1991/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2021/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成３年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 覚せい剤取締法に基づく手続 1992/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2022/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成４年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 覚せい剤取締法に基づく手続 1993/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2023/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成５年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 覚せい剤取締法に基づく手続 1994/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2024/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成６年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 覚せい剤取締法に基づく手続 1995/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2025/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成７年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 覚せい剤取締法に基づく手続 1996/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2026/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成８年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 覚せい剤取締法に基づく手続 1997/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2027/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成９年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 覚せい剤取締法に基づく手続 1998/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2028/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成１０年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 覚せい剤取締法に基づく手続 1999/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2029/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成１１年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 覚せい剤取締法に基づく手続 2000/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2030/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成１２年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 覚せい剤取締法に基づく手続 2001/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2031/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成１３年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 覚せい剤取締法に基づく手続 2002/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2032/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成１４年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 覚せい剤取締法に基づく手続 2003/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2033/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成１５年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 覚せい剤取締法に基づく手続 2004/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2034/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成１６年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 覚せい剤取締法に基づく手続 2005/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2035/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成１７年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 覚せい剤取締法に基づく手続 2006/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2036/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成１８年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 覚せい剤取締法に基づく手続 2007/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2037/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成１９年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 覚せい剤取締法に基づく手続 2008/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2038/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成２０年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 覚せい剤取締法に基づく手続 2009/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2039/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成２１年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 覚せい剤取締法に基づく手続 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2040/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成２２年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 覚せい剤取締法に基づく手続 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2041/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成２３年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 覚せい剤取締法に基づく手続 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2042/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成２４年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 覚せい剤取締法に基づく手続 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2043/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成１３年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 診療従事許可手続 2002/4/1 紙 医学部文書庫 2032/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成１４年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 診療従事許可手続 2003/4/1 紙 医学部文書庫 2033/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成１５年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 診療従事許可手続 2004/4/1 紙 医学部文書庫 2034/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成１６年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 診療従事許可手続 2005/4/1 紙 医学部文書庫 2035/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成１７年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 診療従事許可手続 2006/4/1 紙 医学部文書庫 2036/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成１８年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 診療従事許可手続 2007/4/1 紙 医学部文書庫 2037/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成１９年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 診療従事許可手続 2008/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2038/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成２０年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 診療従事許可手続 2009/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2039/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成２１年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 診療従事許可手続 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2040/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成２２年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 診療従事許可手続 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2041/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成２３年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 診療従事許可手続 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2042/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成２４年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 診療従事許可手続 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2043/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成１７年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 診療補助従事許可手続 2006/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2036/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成１８年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 診療補助従事許可手続 2007/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2037/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成１９年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 診療補助従事許可手続 2008/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2038/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成２０年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 診療補助従事許可手続 2009/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2039/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成２１年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 診療補助従事許可手続 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2040/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成２２年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 診療補助従事許可手続 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2041/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成２３年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 診療補助従事許可手続 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2042/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成２４年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 診療補助従事許可手続 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2043/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成１年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 身体障害者福祉法第１５条指定医手続 1990/4/1 紙 医学部文書庫 2020/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成２年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 身体障害者福祉法第１５条指定医手続 1991/4/1 紙 医学部文書庫 2021/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成３年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 身体障害者福祉法第１５条指定医手続 1992/4/1 紙 医学部文書庫 2022/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ



作成・取得年度等 文書分類（大分類） 文書分類（中分類） 名称（小分類） 起算日 媒体の種別 保存場所 保存期間満了日 管理者 作成・取得者 保存期間 保存期間満了後の措置 備考

平成４年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 身体障害者福祉法第１５条指定医手続 1993/4/1 紙 医学部文書庫 2023/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成５年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 身体障害者福祉法第１５条指定医手続 1994/4/1 紙 医学部文書庫 2024/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成６年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 身体障害者福祉法第１５条指定医手続 1995/4/1 紙 医学部文書庫 2025/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成７年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 身体障害者福祉法第１５条指定医手続 1996/4/1 紙 医学部文書庫 2026/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成８年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 身体障害者福祉法第１５条指定医手続 1997/4/1 紙 医学部文書庫 2027/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成９年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 身体障害者福祉法第１５条指定医手続 1998/4/1 紙 医学部文書庫 2028/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成１０年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 身体障害者福祉法第１５条指定医手続 1999/4/1 紙 医学部文書庫 2029/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成１１年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 身体障害者福祉法第１５条指定医手続 2000/4/1 紙 医学部文書庫 2030/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成１２年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 身体障害者福祉法第１５条指定医手続 2001/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2031/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成１３年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 身体障害者福祉法第１５条指定医手続 2002/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2032/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成１４年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 身体障害者福祉法第１５条指定医手続 2003/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2033/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成１５年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 身体障害者福祉法第１５条指定医手続 2004/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2034/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成１６年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 身体障害者福祉法第１５条指定医手続 2005/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2035/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成１７年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 身体障害者福祉法第１５条指定医手続 2006/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2036/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成１８年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 身体障害者福祉法第１５条指定医手続 2007/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2037/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成１９年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 身体障害者福祉法第１５条指定医手続 2008/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2038/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成２０年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 身体障害者福祉法第１５条指定医手続 2009/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2039/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成２１年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 身体障害者福祉法第１５条指定医手続 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2040/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成２２年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 身体障害者福祉法第１５条指定医手続 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2041/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成２３年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 身体障害者福祉法第１５条指定医手続 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2042/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

平成２４年度 附属病院に関する事項 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 身体障害者福祉法第１５条指定医手続 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2043/3/31 医学部総務課職員係 医学部総務課総務係 30年 廃棄 ワンストップ

昭和３９年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 個人フォルダー 1965/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

昭和４０年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 個人フォルダー 1966/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

昭和４１年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 個人フォルダー 1967/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

昭和４２年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 個人フォルダー 1968/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

昭和４３年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 個人フォルダー 1969/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

昭和４４年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 個人フォルダー 1970/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

昭和４５年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 個人フォルダー 1971/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

昭和４６年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 個人フォルダー 1972/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

昭和４７年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 個人フォルダー 1973/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

昭和４８年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 個人フォルダー 1974/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

昭和４９年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 個人フォルダー 1975/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

昭和５０年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 個人フォルダー 1976/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

昭和５１年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 個人フォルダー 1977/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

昭和５２年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 個人フォルダー 1978/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

昭和５３年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 個人フォルダー 1979/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

昭和５４年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 個人フォルダー 1980/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

昭和５５年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 個人フォルダー 1981/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

昭和５６年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 個人フォルダー 1982/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

昭和５７年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 個人フォルダー 1983/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

昭和５８年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 個人フォルダー 1984/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

昭和５９年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 個人フォルダー 1985/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

昭和６０年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 個人フォルダー 1986/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

昭和６１年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 個人フォルダー 1987/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

昭和６２年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 個人フォルダー 1988/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

昭和６３年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 個人フォルダー 1989/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

平成１年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 個人フォルダー 1990/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

平成２年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 個人フォルダー 1991/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

平成３年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 個人フォルダー 1992/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

平成４年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 個人フォルダー 1993/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

平成５年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 個人フォルダー 1994/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

平成６年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 個人フォルダー 1995/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

平成７年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 個人フォルダー 1996/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

平成８年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 個人フォルダー 1997/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

平成９年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 個人フォルダー 1998/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

平成１０年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 個人フォルダー 1999/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

平成１１年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 個人フォルダー 2000/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

平成１２年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 個人フォルダー 2001/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

平成１３年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 個人フォルダー 2002/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

平成１４年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 個人フォルダー 2003/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

平成１５年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 個人フォルダー 2004/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

平成１６年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 個人フォルダー 2005/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

平成１７年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 個人フォルダー 2006/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

平成１８年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 個人フォルダー 2007/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

平成１９年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 個人フォルダー 2008/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 個人フォルダー 2009/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 個人フォルダー 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄



作成・取得年度等 文書分類（大分類） 文書分類（中分類） 名称（小分類） 起算日 媒体の種別 保存場所 保存期間満了日 管理者 作成・取得者 保存期間 保存期間満了後の措置 備考

平成２２年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 個人フォルダー 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 個人フォルダー 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 個人フォルダー 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

昭和３９年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 人事記録 1965/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

昭和４０年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 人事記録 1966/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

昭和４１年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 人事記録 1967/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

昭和４２年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 人事記録 1968/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

昭和４３年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 人事記録 1969/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

昭和４４年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 人事記録 1970/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

昭和４５年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 人事記録 1971/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

昭和４６年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 人事記録 1972/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

昭和４７年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 人事記録 1973/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

昭和４８年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 人事記録 1974/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

昭和４９年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 人事記録 1975/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

昭和５０年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 人事記録 1976/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

昭和５１年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 人事記録 1977/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

昭和５２年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 人事記録 1978/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

昭和５３年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 人事記録 1979/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

昭和５４年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 人事記録 1980/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

昭和５５年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 人事記録 1981/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

昭和５６年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 人事記録 1982/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

昭和５７年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 人事記録 1983/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

昭和５８年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 人事記録 1984/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

昭和５９年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 人事記録 1985/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

昭和６０年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 人事記録 1986/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

昭和６１年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 人事記録 1987/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

昭和６２年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 人事記録 1988/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

昭和６３年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 人事記録 1989/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

平成１年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 人事記録 1990/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

平成２年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 人事記録 1991/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

平成３年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 人事記録 1992/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

平成４年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 人事記録 1993/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

平成５年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 人事記録 1994/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

平成６年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 人事記録 1995/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

平成７年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 人事記録 1996/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

平成８年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 人事記録 1997/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

平成９年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 人事記録 1998/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

平成１０年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 人事記録 1999/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

平成１１年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 人事記録 2000/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

平成１２年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 人事記録 2001/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

平成１３年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 人事記録 2002/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

平成１４年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 人事記録 2003/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

平成１５年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 人事記録 2004/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

平成１６年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 人事記録 2005/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

平成１７年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 人事記録 2006/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

平成１８年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 人事記録 2007/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

平成１９年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 人事記録 2008/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 人事記録 2009/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 人事記録 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 人事記録 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 人事記録 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 人事記録 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 なし 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 無期限 廃棄

昭和５８年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 非常勤職員台帳 1984/4/1 紙 医学部文書庫 2014/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

昭和５９年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 非常勤職員台帳 1985/4/1 紙 医学部文書庫 2015/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

昭和６０年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 非常勤職員台帳 1986/4/1 紙 医学部文書庫 2016/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

昭和６１年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 非常勤職員台帳 1987/4/1 紙 医学部文書庫 2017/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

昭和６２年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 非常勤職員台帳 1988/4/1 紙 医学部文書庫 2018/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

昭和６３年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 非常勤職員台帳 1989/4/1 紙 医学部文書庫 2019/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 非常勤職員台帳 1990/4/1 紙 医学部文書庫 2020/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成２年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 非常勤職員台帳 1991/4/1 紙 医学部文書庫 2021/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成３年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 非常勤職員台帳 1992/4/1 紙 医学部文書庫 2022/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成４年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 非常勤職員台帳 1993/4/1 紙 医学部文書庫 2023/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成５年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 非常勤職員台帳 1994/4/1 紙 医学部文書庫 2024/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成６年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 非常勤職員台帳 1995/4/1 紙 医学部文書庫 2025/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成７年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 非常勤職員台帳 1996/4/1 紙 医学部文書庫 2026/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成８年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 非常勤職員台帳 1997/4/1 紙 医学部文書庫 2027/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成９年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 非常勤職員台帳 1998/4/1 紙 医学部文書庫 2028/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄



作成・取得年度等 文書分類（大分類） 文書分類（中分類） 名称（小分類） 起算日 媒体の種別 保存場所 保存期間満了日 管理者 作成・取得者 保存期間 保存期間満了後の措置 備考

平成１０年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 非常勤職員台帳 1999/4/1 紙 医学部文書庫 2029/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１１年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 非常勤職員台帳 2000/4/1 紙 医学部文書庫 2030/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１２年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 非常勤職員台帳 2001/4/1 紙 医学部文書庫 2031/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１３年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 非常勤職員台帳 2002/4/1 紙 医学部文書庫 2032/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１４年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 非常勤職員台帳 2003/4/1 紙 医学部文書庫 2033/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１５年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 非常勤職員台帳 2004/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2034/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１６年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 非常勤職員台帳 2005/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2035/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１７年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 非常勤職員台帳 2006/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2036/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１８年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 非常勤職員台帳 2007/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2037/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１９年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 非常勤職員台帳 2008/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2038/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 非常勤職員台帳 2009/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2039/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 非常勤職員台帳 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2040/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 非常勤職員台帳 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2041/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 非常勤職員台帳 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2042/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 非常勤職員台帳 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2043/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 委任経理金時間雇用職員台帳 1990/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2020/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成２年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 委任経理金時間雇用職員台帳 1991/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2021/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成３年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 委任経理金時間雇用職員台帳 1992/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2022/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成４年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 委任経理金時間雇用職員台帳 1993/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2023/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成５年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 委任経理金時間雇用職員台帳 1994/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2024/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成６年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 委任経理金時間雇用職員台帳 1995/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2025/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成７年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 委任経理金時間雇用職員台帳 1996/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2026/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成８年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 委任経理金時間雇用職員台帳 1997/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2027/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成９年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 委任経理金時間雇用職員台帳 1998/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2028/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１０年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 委任経理金時間雇用職員台帳 1999/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2029/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１１年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 委任経理金時間雇用職員台帳 2000/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2030/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１２年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 委任経理金時間雇用職員台帳 2001/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2031/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１３年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 委任経理金時間雇用職員台帳 2002/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2032/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１４年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 委任経理金時間雇用職員台帳 2003/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2033/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１５年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 委任経理金時間雇用職員台帳 2004/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2034/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１６年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 委任経理金時間雇用職員台帳 2005/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2035/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

昭和６３年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 学科目・講座別教員組織台帳 1989/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2019/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 学科目・講座別教員組織台帳 1990/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2020/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成２年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 学科目・講座別教員組織台帳 1991/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2021/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成３年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 学科目・講座別教員組織台帳 1992/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2022/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成４年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 学科目・講座別教員組織台帳 1993/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2023/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成５年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 学科目・講座別教員組織台帳 1994/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2024/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成６年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 学科目・講座別教員組織台帳 1995/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2025/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成７年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 学科目・講座別教員組織台帳 1996/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2026/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成８年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 学科目・講座別教員組織台帳 1997/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2027/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成９年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 学科目・講座別教員組織台帳 1998/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2028/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１０年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 学科目・講座別教員組織台帳 1999/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2029/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１１年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 学科目・講座別教員組織台帳 2000/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2030/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１２年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 学科目・講座別教員組織台帳 2001/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2031/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１３年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 学科目・講座別教員組織台帳 2002/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2032/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１４年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 学科目・講座別教員組織台帳 2003/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2033/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１５年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 学科目・講座別教員組織台帳 2004/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2034/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１６年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 学科目・講座別教員組織台帳 2005/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2035/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１７年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 学科目・講座別教員組織台帳 2006/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2036/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１８年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 学科目・講座別教員組織台帳 2007/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2037/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１９年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 学科目・講座別教員組織台帳 2008/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2038/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 学科目・講座別教員組織台帳 2009/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2039/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 学科目・講座別教員組織台帳 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2040/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 学科目・講座別教員組織台帳 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2041/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 学科目・講座別教員組織台帳 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2042/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 学科目・講座別教員組織台帳 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2043/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

昭和５８年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 常勤個人番号台帳 1984/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2014/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

昭和５９年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 常勤個人番号台帳 1985/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2015/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

昭和６０年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 常勤個人番号台帳 1986/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2016/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

昭和６１年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 常勤個人番号台帳 1987/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2017/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

昭和６２年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 常勤個人番号台帳 1988/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2018/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

昭和６３年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 常勤個人番号台帳 1989/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2019/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 常勤個人番号台帳 1990/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2020/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成２年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 常勤個人番号台帳 1991/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2021/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成３年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 常勤個人番号台帳 1992/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2022/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成４年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 常勤個人番号台帳 1993/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2023/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成５年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 常勤個人番号台帳 1994/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2024/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄



作成・取得年度等 文書分類（大分類） 文書分類（中分類） 名称（小分類） 起算日 媒体の種別 保存場所 保存期間満了日 管理者 作成・取得者 保存期間 保存期間満了後の措置 備考

平成６年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 常勤個人番号台帳 1995/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2025/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成７年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 常勤個人番号台帳 1996/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2026/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成８年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 常勤個人番号台帳 1997/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2027/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成９年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 常勤個人番号台帳 1998/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2028/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１０年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 常勤個人番号台帳 1999/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2029/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１１年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 常勤個人番号台帳 2000/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2030/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１２年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 常勤個人番号台帳 2001/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2031/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１３年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 常勤個人番号台帳 2002/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2032/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１４年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 常勤個人番号台帳 2003/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2033/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１５年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 常勤個人番号台帳 2004/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2034/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１６年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 常勤個人番号台帳 2005/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2035/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１７年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 常勤個人番号台帳 2006/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2036/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１８年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 常勤個人番号台帳 2007/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2037/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１９年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 常勤個人番号台帳 2008/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2038/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 常勤個人番号台帳 2009/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2039/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 常勤個人番号台帳 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2040/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 常勤個人番号台帳 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2041/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 常勤個人番号台帳 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2042/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 常勤個人番号台帳 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2043/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

昭和５８年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 非常勤職員個人番号台帳（医学部） 1984/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2014/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

昭和５９年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 非常勤職員個人番号台帳（医学部） 1985/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2015/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

昭和６０年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 非常勤職員個人番号台帳（医学部） 1986/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2016/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

昭和６１年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 非常勤職員個人番号台帳（医学部） 1987/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2017/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

昭和６２年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 非常勤職員個人番号台帳（医学部） 1988/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2018/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

昭和６３年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 非常勤職員個人番号台帳（医学部） 1989/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2019/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 非常勤職員個人番号台帳（医学部） 1990/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2020/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成２年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 非常勤職員個人番号台帳（医学部） 1991/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2021/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成３年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 非常勤職員個人番号台帳（医学部） 1992/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2022/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成４年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 非常勤職員個人番号台帳（医学部） 1993/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2023/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成５年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 非常勤職員個人番号台帳（医学部） 1994/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2024/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成６年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 非常勤職員個人番号台帳（医学部） 1995/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2025/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成７年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 非常勤職員個人番号台帳（医学部） 1996/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2026/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成８年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 非常勤職員個人番号台帳（医学部） 1997/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2027/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成９年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 非常勤職員個人番号台帳（医学部） 1998/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2028/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１０年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 非常勤職員個人番号台帳（医学部） 1999/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2029/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１１年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 非常勤職員個人番号台帳（医学部） 2000/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2030/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１２年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 非常勤職員個人番号台帳（医学部） 2001/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2031/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１３年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 非常勤職員個人番号台帳（医学部） 2002/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2032/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

昭和５８年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 非常勤職員個人番号台帳（附属病院） 1984/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2014/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

昭和５９年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 非常勤職員個人番号台帳（附属病院） 1985/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2015/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

昭和６０年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 非常勤職員個人番号台帳（附属病院） 1986/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2016/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

昭和６１年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 非常勤職員個人番号台帳（附属病院） 1987/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2017/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

昭和６２年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 非常勤職員個人番号台帳（附属病院） 1988/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2018/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

昭和６３年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 非常勤職員個人番号台帳（附属病院） 1989/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2019/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 非常勤職員個人番号台帳（附属病院） 1990/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2020/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成２年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 非常勤職員個人番号台帳（附属病院） 1991/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2021/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成３年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 非常勤職員個人番号台帳（附属病院） 1992/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2022/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成４年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 非常勤職員個人番号台帳（附属病院） 1993/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2023/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成５年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 非常勤職員個人番号台帳（附属病院） 1994/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2024/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成６年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 非常勤職員個人番号台帳（附属病院） 1995/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2025/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成７年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 非常勤職員個人番号台帳（附属病院） 1996/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2026/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成８年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 非常勤職員個人番号台帳（附属病院） 1997/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2027/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成９年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 非常勤職員個人番号台帳（附属病院） 1998/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2028/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１０年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 非常勤職員個人番号台帳（附属病院） 1999/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2029/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１１年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 非常勤職員個人番号台帳（附属病院） 2000/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2030/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１２年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 非常勤職員個人番号台帳（附属病院） 2001/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2031/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１３年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 非常勤職員個人番号台帳（附属病院） 2002/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2032/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

昭和５８年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 個人番号台帳（医員・研修医） 1984/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2014/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

昭和５９年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 個人番号台帳（医員・研修医） 1985/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2015/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

昭和６０年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 個人番号台帳（医員・研修医） 1986/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2016/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

昭和６１年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 個人番号台帳（医員・研修医） 1987/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2017/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

昭和６２年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 個人番号台帳（医員・研修医） 1988/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2018/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

昭和６３年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 個人番号台帳（医員・研修医） 1989/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2019/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 個人番号台帳（医員・研修医） 1990/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2020/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成２年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 個人番号台帳（医員・研修医） 1991/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2021/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成３年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 個人番号台帳（医員・研修医） 1992/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2022/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成４年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 個人番号台帳（医員・研修医） 1993/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2023/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄



作成・取得年度等 文書分類（大分類） 文書分類（中分類） 名称（小分類） 起算日 媒体の種別 保存場所 保存期間満了日 管理者 作成・取得者 保存期間 保存期間満了後の措置 備考

平成５年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 個人番号台帳（医員・研修医） 1994/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2024/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成６年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 個人番号台帳（医員・研修医） 1995/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2025/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成７年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 個人番号台帳（医員・研修医） 1996/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2026/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成８年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 個人番号台帳（医員・研修医） 1997/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2027/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成９年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 個人番号台帳（医員・研修医） 1998/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2028/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１０年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 個人番号台帳（医員・研修医） 1999/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2029/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１１年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 個人番号台帳（医員・研修医） 2000/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2030/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１２年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 個人番号台帳（医員・研修医） 2001/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2031/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１３年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 個人番号台帳（医員・研修医） 2002/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2032/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１４年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 個人番号台帳（医員・研修医） 2003/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2033/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１５年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 個人番号台帳（医員・研修医） 2004/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2034/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１６年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 個人番号台帳（医員・研修医） 2005/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2035/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１７年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 個人番号台帳（医員・研修医） 2006/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2036/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１８年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 個人番号台帳（医員・研修医） 2007/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2037/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１９年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 個人番号台帳（医員・研修医） 2008/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2038/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 個人番号台帳（医員・研修医） 2009/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2039/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 個人番号台帳（医員・研修医） 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2040/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 個人番号台帳（医員・研修医） 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2041/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 個人番号台帳（医員・研修医） 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2042/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

昭和５８年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 個人番号台帳（医療短大） 1984/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2014/3/31 医学部総務課人事係 医療技術短期大学部庶務係 30年 廃棄

昭和５９年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 個人番号台帳（医療短大） 1985/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2015/3/31 医学部総務課人事係 医療技術短期大学部庶務係 30年 廃棄

昭和６０年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 個人番号台帳（医療短大） 1986/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2016/3/31 医学部総務課人事係 医療技術短期大学部庶務係 30年 廃棄

昭和６１年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 個人番号台帳（医療短大） 1987/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2017/3/31 医学部総務課人事係 医療技術短期大学部庶務係 30年 廃棄

昭和６２年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 個人番号台帳（医療短大） 1988/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2018/3/31 医学部総務課人事係 医療技術短期大学部庶務係 30年 廃棄

昭和６３年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 個人番号台帳（医療短大） 1989/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2019/3/31 医学部総務課人事係 医療技術短期大学部庶務係 30年 廃棄

平成１年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 個人番号台帳（医療短大） 1990/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2020/3/31 医学部総務課人事係 医療技術短期大学部庶務係 30年 廃棄

平成２年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 個人番号台帳（医療短大） 1991/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2021/3/31 医学部総務課人事係 医療技術短期大学部庶務係 30年 廃棄

平成３年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 個人番号台帳（医療短大） 1992/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2022/3/31 医学部総務課人事係 医療技術短期大学部庶務係 30年 廃棄

平成４年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 個人番号台帳（医療短大） 1993/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2023/3/31 医学部総務課人事係 医療技術短期大学部庶務係 30年 廃棄

平成５年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 個人番号台帳（医療短大） 1994/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2024/3/31 医学部総務課人事係 医療技術短期大学部庶務係 30年 廃棄

平成６年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 個人番号台帳（医療短大） 1995/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2025/3/31 医学部総務課人事係 医療技術短期大学部庶務係 30年 廃棄

平成７年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 個人番号台帳（医療短大） 1996/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2026/3/31 医学部総務課人事係 医療技術短期大学部庶務係 30年 廃棄

平成８年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 個人番号台帳（医療短大） 1997/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2027/3/31 医学部総務課人事係 医療技術短期大学部庶務係 30年 廃棄

平成９年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 個人番号台帳（医療短大） 1998/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2028/3/31 医学部総務課人事係 医療技術短期大学部庶務係 30年 廃棄

平成１０年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 個人番号台帳（医療短大） 1999/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2029/3/31 医学部総務課人事係 医療技術短期大学部庶務係 30年 廃棄

平成１１年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 個人番号台帳（医療短大） 2000/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2030/3/31 医学部総務課人事係 医療技術短期大学部庶務係 30年 廃棄

平成１２年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 個人番号台帳（医療短大） 2001/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2031/3/31 医学部総務課人事係 医療技術短期大学部庶務係 30年 廃棄

平成１３年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 個人番号台帳（医療短大） 2002/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2032/3/31 医学部総務課人事係 医療技術短期大学部庶務係 30年 廃棄

平成１４年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 個人番号台帳（医療短大） 2003/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2033/3/31 医学部総務課人事係 医療技術短期大学部庶務係 30年 廃棄

平成１５年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 個人番号台帳（医療短大） 2004/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2034/3/31 医学部総務課人事係 医療技術短期大学部庶務係 30年 廃棄

平成１６年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 個人番号台帳（医療短大） 2005/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2035/3/31 医学部総務課人事係 医療技術短期大学部庶務係 30年 廃棄

平成１７年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 個人番号台帳（医療短大） 2006/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2036/3/31 医学部総務課人事係 医療技術短期大学部庶務係 30年 廃棄

平成１８年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 個人番号台帳（医療短大） 2007/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2037/3/31 医学部総務課人事係 医療技術短期大学部庶務係 30年 廃棄

昭和５８年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 部局長・評議員・各種委員等任期一覧台帳 1984/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2014/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

昭和５９年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 部局長・評議員・各種委員等任期一覧台帳 1985/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2015/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

昭和６０年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 部局長・評議員・各種委員等任期一覧台帳 1986/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2016/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

昭和６１年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 部局長・評議員・各種委員等任期一覧台帳 1987/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2017/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

昭和６２年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 部局長・評議員・各種委員等任期一覧台帳 1988/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2018/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

昭和６３年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 部局長・評議員・各種委員等任期一覧台帳 1989/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2019/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 部局長・評議員・各種委員等任期一覧台帳 1990/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2020/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成２年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 部局長・評議員・各種委員等任期一覧台帳 1991/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2021/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成３年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 部局長・評議員・各種委員等任期一覧台帳 1992/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2022/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成４年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 部局長・評議員・各種委員等任期一覧台帳 1993/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2023/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成５年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 部局長・評議員・各種委員等任期一覧台帳 1994/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2024/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成６年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 部局長・評議員・各種委員等任期一覧台帳 1995/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2025/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成７年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 部局長・評議員・各種委員等任期一覧台帳 1996/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2026/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成８年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 部局長・評議員・各種委員等任期一覧台帳 1997/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2027/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成９年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 部局長・評議員・各種委員等任期一覧台帳 1998/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2028/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１０年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 部局長・評議員・各種委員等任期一覧台帳 1999/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2029/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１１年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 部局長・評議員・各種委員等任期一覧台帳 2000/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2030/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１２年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 部局長・評議員・各種委員等任期一覧台帳 2001/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2031/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１３年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 部局長・評議員・各種委員等任期一覧台帳 2002/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2032/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１４年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 部局長・評議員・各種委員等任期一覧台帳 2003/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2033/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１５年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 部局長・評議員・各種委員等任期一覧台帳 2004/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2034/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１５年度 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 昇給台帳 2004/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2014/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１６年度 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 昇給台帳 2005/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2015/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２２年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので３年保存が必要であると認める文書 常勤職員異動台帳 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2014/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 3年 廃棄



作成・取得年度等 文書分類（大分類） 文書分類（中分類） 名称（小分類） 起算日 媒体の種別 保存場所 保存期間満了日 管理者 作成・取得者 保存期間 保存期間満了後の措置 備考

平成２３年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので３年保存が必要であると認める文書 常勤職員異動台帳 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2015/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 3年 廃棄

平成２４年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので３年保存が必要であると認める文書 常勤職員異動台帳 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2016/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 3年 廃棄

昭和５８年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 医学部・附属病院定員現員表 1984/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2014/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

昭和５９年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 医学部・附属病院定員現員表 1985/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2015/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

昭和６０年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 医学部・附属病院定員現員表 1986/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2016/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

昭和６１年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 医学部・附属病院定員現員表 1987/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2017/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

昭和６２年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 医学部・附属病院定員現員表 1988/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2018/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

昭和６３年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 医学部・附属病院定員現員表 1989/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2019/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 医学部・附属病院定員現員表 1990/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2020/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成２年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 医学部・附属病院定員現員表 1991/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2021/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成３年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 医学部・附属病院定員現員表 1992/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2022/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成４年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 医学部・附属病院定員現員表 1993/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2023/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成５年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 医学部・附属病院定員現員表 1994/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2024/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成６年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 医学部・附属病院定員現員表 1995/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2025/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成７年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 医学部・附属病院定員現員表 1996/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2026/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成８年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 医学部・附属病院定員現員表 1997/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2027/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成９年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 医学部・附属病院定員現員表 1998/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2028/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１０年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 医学部・附属病院定員現員表 1999/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2029/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１１年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 医学部・附属病院定員現員表 2000/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2030/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１２年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 医学部・附属病院定員現員表 2001/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2031/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１３年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 医学部・附属病院定員現員表 2002/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2032/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１４年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 医学部・附属病院定員現員表 2003/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2033/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１５年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 医学部・附属病院定員現員表 2004/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2034/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１６年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 医学部・附属病院定員現員表 2005/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2035/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１７年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 医学部・附属病院定員現員表 2006/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2036/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１８年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 医学部・附属病院定員現員表 2007/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2037/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１９年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 医学部・附属病院定員現員表 2008/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2038/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 医学部・附属病院定員現員表 2009/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2039/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 医学部・附属病院定員現員表 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2040/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 医学部・附属病院定員現員表 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2041/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 医学部・附属病院定員現員表 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2042/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 医学部・附属病院定員現員表 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2042/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

昭和５８年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 死亡 1984/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2014/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

昭和５９年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 死亡 1985/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2015/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

昭和６０年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 死亡 1986/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2016/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

昭和６１年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 死亡 1987/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2017/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

昭和６２年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 死亡 1988/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2018/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

昭和６３年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 死亡 1989/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2019/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 死亡 1990/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2020/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成２年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 死亡 1991/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2021/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成３年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 死亡 1992/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2022/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成４年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 死亡 1993/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2023/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成５年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 死亡 1994/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2024/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成６年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 死亡 1995/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2025/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成７年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 死亡 1996/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2026/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成８年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 死亡 1997/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2027/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成９年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 死亡 1998/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2028/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１０年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 死亡 1999/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2029/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１１年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 死亡 2000/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2030/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１２年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 死亡 2001/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2031/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１３年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 死亡 2002/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2032/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１４年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 死亡 2003/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2033/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１５年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 死亡 2004/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2034/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１６年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 死亡 2005/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2035/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１７年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 死亡 2006/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2036/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１８年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 死亡 2007/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2037/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１９年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 死亡 2008/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2038/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 死亡 2009/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2039/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 死亡 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2040/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 死亡 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2041/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 死亡 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2042/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 死亡 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2043/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

昭和５８年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 定員削減 1984/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2014/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

昭和５９年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 定員削減 1985/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2015/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

昭和６０年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 定員削減 1986/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2016/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

昭和６１年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 定員削減 1987/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2017/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

昭和６２年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 定員削減 1988/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2018/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄



作成・取得年度等 文書分類（大分類） 文書分類（中分類） 名称（小分類） 起算日 媒体の種別 保存場所 保存期間満了日 管理者 作成・取得者 保存期間 保存期間満了後の措置 備考

昭和６３年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 定員削減 1989/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2019/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 定員削減 1990/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2020/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成２年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 定員削減 1991/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2021/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成３年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 定員削減 1992/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2022/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成４年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 定員削減 1993/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2023/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成５年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 定員削減 1994/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2024/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成６年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 定員削減 1995/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2025/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成７年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 定員削減 1996/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2026/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成８年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 定員削減 1997/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2027/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成９年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 定員削減 1998/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2028/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１０年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 定員削減 1999/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2029/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１１年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 定員削減 2000/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2030/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１２年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 定員削減 2001/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2031/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１３年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 定員削減 2002/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2032/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１４年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 定員削減 2003/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2033/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１５年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 定員削減 2004/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2034/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成２２年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので３年保存が必要であると認める文書 人事異動等に関する意見聴取 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2014/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 3年 廃棄

平成２３年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので３年保存が必要であると認める文書 人事異動等に関する意見聴取 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2015/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 3年 廃棄

平成２４年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので３年保存が必要であると認める文書 人事異動等に関する意見聴取 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2016/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 3年 廃棄

平成２２年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので３年保存が必要であると認める文書 身上・意向調書（補佐以下） 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2014/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 3年 廃棄

平成２３年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので３年保存が必要であると認める文書 身上・意向調書（補佐以下） 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2015/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 3年 廃棄

平成２４年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので３年保存が必要であると認める文書 身上・意向調書（補佐以下） 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2016/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 3年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 本法人内通知文書 学内人事異動通知書 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2014/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 1年 廃棄

平成１５年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 医療職俸給表（三）の暫定定数設定 2004/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2014/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成３年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 名誉教授台帳 1992/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2022/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成４年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 名誉教授台帳 1993/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2023/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成５年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 名誉教授台帳 1994/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2024/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成６年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 名誉教授台帳 1995/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2025/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成７年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 名誉教授台帳 1996/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2026/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成８年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 名誉教授台帳 1997/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2027/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成９年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 名誉教授台帳 1998/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2028/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１０年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 名誉教授台帳 1999/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2029/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１１年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 名誉教授台帳 2000/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2030/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１２年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 名誉教授台帳 2001/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2031/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１３年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 名誉教授台帳 2002/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2032/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１４年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 名誉教授台帳 2003/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2033/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１５年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 名誉教授台帳 2004/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2034/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１６年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 名誉教授台帳 2005/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2035/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１７年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 名誉教授台帳 2006/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2036/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１８年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 名誉教授台帳 2007/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2037/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１９年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 名誉教授台帳 2008/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2038/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 名誉教授台帳 2009/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2039/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 名誉教授台帳 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2040/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 名誉教授台帳 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2041/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 名誉教授台帳 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2042/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 名誉教授台帳 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2043/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１６年度 職員の人事に関する事項 栄典・表彰に関する文書 名誉教授 2005/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2015/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１７年度 職員の人事に関する事項 栄典・表彰に関する文書 名誉教授 2006/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2016/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１８年度 職員の人事に関する事項 栄典・表彰に関する文書 名誉教授 2007/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2017/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１９年度 職員の人事に関する事項 栄典・表彰に関する文書 名誉教授 2008/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2018/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 栄典・表彰に関する文書 名誉教授 2009/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2019/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 栄典・表彰に関する文書 名誉教授 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2020/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 栄典・表彰に関する文書 名誉教授 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2021/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 栄典・表彰に関する文書 名誉教授 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2022/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 栄典・表彰に関する文書 名誉教授 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2023/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成３年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 叙位・叙勲台帳 1992/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2022/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成４年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 叙位・叙勲台帳 1993/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2023/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成５年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 叙位・叙勲台帳 1994/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2024/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成６年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 叙位・叙勲台帳 1995/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2025/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成７年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 叙位・叙勲台帳 1996/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2026/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成８年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 叙位・叙勲台帳 1997/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2027/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成９年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 叙位・叙勲台帳 1998/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2028/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１０年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 叙位・叙勲台帳 1999/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2029/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１１年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 叙位・叙勲台帳 2000/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2030/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１２年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 叙位・叙勲台帳 2001/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2031/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１３年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 叙位・叙勲台帳 2002/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2032/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１４年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 叙位・叙勲台帳 2003/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2033/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄



作成・取得年度等 文書分類（大分類） 文書分類（中分類） 名称（小分類） 起算日 媒体の種別 保存場所 保存期間満了日 管理者 作成・取得者 保存期間 保存期間満了後の措置 備考

平成１５年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 叙位・叙勲台帳 2004/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2034/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１６年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 叙位・叙勲台帳 2005/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2035/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１７年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 叙位・叙勲台帳 2006/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2036/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１８年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 叙位・叙勲台帳 2007/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2037/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１９年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 叙位・叙勲台帳 2008/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2038/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 叙位・叙勲台帳 2009/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2039/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 叙位・叙勲台帳 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2040/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 叙位・叙勲台帳 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2041/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 叙位・叙勲台帳 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2042/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 叙位・叙勲台帳 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2043/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１５年度 職員の人事に関する事項 栄典・表彰に関する文書 叙位・叙勲（一類） 2004/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2014/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１６年度 職員の人事に関する事項 栄典・表彰に関する文書 叙位・叙勲（一類） 2005/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2015/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１７年度 職員の人事に関する事項 栄典・表彰に関する文書 叙位・叙勲（一類） 2006/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2016/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１８年度 職員の人事に関する事項 栄典・表彰に関する文書 叙位・叙勲（一類） 2007/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2017/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１９年度 職員の人事に関する事項 栄典・表彰に関する文書 叙位・叙勲（一類） 2008/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2018/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 栄典・表彰に関する文書 叙位・叙勲（一類） 2009/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2019/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 栄典・表彰に関する文書 叙位・叙勲（一類） 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2020/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 栄典・表彰に関する文書 叙位・叙勲（一類） 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2021/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 栄典・表彰に関する文書 叙位・叙勲（一類） 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2022/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 栄典・表彰に関する文書 叙位・叙勲（一類） 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2023/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１５年度 職員の人事に関する事項 栄典・表彰に関する文書 叙勲（二類） 2004/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2014/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１６年度 職員の人事に関する事項 栄典・表彰に関する文書 叙勲（二類） 2005/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2015/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１７年度 職員の人事に関する事項 栄典・表彰に関する文書 叙勲（二類） 2006/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2016/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１８年度 職員の人事に関する事項 栄典・表彰に関する文書 叙勲（二類） 2007/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2017/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１９年度 職員の人事に関する事項 栄典・表彰に関する文書 叙勲（二類） 2008/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2018/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 栄典・表彰に関する文書 叙勲（二類） 2009/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2019/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 栄典・表彰に関する文書 叙勲（二類） 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2020/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 栄典・表彰に関する文書 叙勲（二類） 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2021/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 栄典・表彰に関する文書 叙勲（二類） 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2022/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 栄典・表彰に関する文書 叙勲（二類） 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2023/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１５年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 教官昇任・配置換 2004/4/1 紙 医学部文書庫 2014/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１６年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 教官昇任・配置換 2005/4/1 紙 医学部文書庫 2015/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１７年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 教官昇任・配置換 2006/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2016/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１８年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 教官昇任・配置換 2007/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2017/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１９年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 教官昇任・配置換 2008/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2018/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 教官昇任・配置換 2009/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2019/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 教官昇任・配置換 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2020/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 教官昇任・配置換 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2021/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 教官昇任・配置換 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2022/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 教官昇任・配置換 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2023/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１５年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 教官採用・転任（転入） 2004/4/1 紙 医学部文書庫 2014/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１６年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 教官採用・転任（転入） 2005/4/1 紙 医学部文書庫 2015/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１７年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 教官採用・転任（転入） 2006/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2016/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１８年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 教官採用・転任（転入） 2007/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2017/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１９年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 教官採用・転任（転入） 2008/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2018/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 教官採用・転任（転入） 2009/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2019/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 教官採用・転任（転入） 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2020/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 教官採用・転任（転入） 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2021/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 教官採用・転任（転入） 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2022/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 教官採用・転任（転入） 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2023/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１５年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 教官辞職・転任（転出） 2004/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2014/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１６年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 教官辞職・転任（転出） 2005/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2015/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１７年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 教官辞職・転任（転出） 2006/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2016/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１８年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 教官辞職・転任（転出） 2007/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2017/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１９年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 教官辞職・転任（転出） 2008/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2018/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 教官辞職・転任（転出） 2009/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2019/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 教官辞職・転任（転出） 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2020/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 教官辞職・転任（転出） 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2021/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 教官辞職・転任（転出） 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2022/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 教官辞職・転任（転出） 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2023/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１５年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 教官休職・復職 2004/4/1 紙 医学部文書庫 2014/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１６年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 教官休職・復職 2005/4/1 紙 医学部文書庫 2015/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１７年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 教官休職・復職 2006/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2016/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１８年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 教官休職・復職 2007/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2017/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１９年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 教官休職・復職 2008/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2018/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 教官休職・復職 2009/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2019/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 教官休職・復職 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2020/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄



作成・取得年度等 文書分類（大分類） 文書分類（中分類） 名称（小分類） 起算日 媒体の種別 保存場所 保存期間満了日 管理者 作成・取得者 保存期間 保存期間満了後の措置 備考

平成２２年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 教官休職・復職 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2021/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 教官休職・復職 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2022/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 教官休職・復職 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2023/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１５年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 行（一）・行（二）・医（二）任免昇格 2004/4/1 紙 医学部文書庫 2014/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１６年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 行（一）・行（二）・医（二）任免昇格 2005/4/1 紙 医学部文書庫 2015/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１７年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 一般職・技能職・医療職任免昇格 2006/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2016/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１８年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 一般職・技能職・医療職任免昇格 2007/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2017/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１９年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 一般職・技能職・医療職任免昇格 2008/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2018/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 一般職・技能職・医療職任免昇格 2009/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2019/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 一般職・技能職・医療職任免昇格 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2020/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 一般職・技能職・医療職任免昇格 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2021/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 一般職・技能職・医療職任免昇格 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2022/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 一般職・技能職・医療職任免昇格 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2023/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１５年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 医療職（三）任免 2004/4/1 紙 医学部文書庫 2014/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１６年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 看護職任免 2005/4/1 紙 医学部文書庫 2015/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１７年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 看護職任免 2006/4/1 紙 医学部文書庫 2016/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１８年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 看護職任免 2007/4/1 紙 医学部文書庫 2017/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１９年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 看護職任免 2008/4/1 紙 医学部文書庫 2018/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 看護職任免 2009/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2019/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 看護職任免 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2020/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 看護職任免 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2021/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 看護職任免 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2022/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 看護職任免 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2023/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 職員の諸手当に関する文書 併任・職務附加 2009/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2014/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 5年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 職員の諸手当に関する文書 併任・職務附加 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2015/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 5年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 職員の諸手当に関する文書 併任・職務附加 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2016/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 5年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 職員の諸手当に関する文書 併任・職務附加 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2017/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 5年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 職員の諸手当に関する文書 併任・職務附加 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2018/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 5年 廃棄

平成１５年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤職員任免（医学部） 2004/4/1 紙 医学部文書庫 2014/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１６年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤職員任免（医学部） 2005/4/1 紙 医学部文書庫 2015/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１７年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤職員任免（医学部） 2006/4/1 紙 医学部文書庫 2016/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１８年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤職員任免（医学部） 2007/4/1 紙 医学部文書庫 2017/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１９年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤職員任免（医学部） 2008/4/1 紙 医学部文書庫 2018/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤職員任免（医学部） 2009/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2019/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤職員任免（医学部） 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2020/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤職員任免（医学部） 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2021/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤職員任免（医学部） 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2022/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤職員任免（医学部） 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2023/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１５年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤職員任免（附属病院） 2004/4/1 紙 医学部文書庫 2014/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１６年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤職員任免（附属病院） 2005/4/1 紙 医学部文書庫 2015/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１７年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤職員任免（附属病院） 2006/4/1 紙 医学部文書庫 2016/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１８年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤職員任免（附属病院） 2007/4/1 紙 医学部文書庫 2017/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１９年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤職員任免（附属病院） 2008/4/1 紙 医学部文書庫 2018/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤職員任免（附属病院） 2009/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2019/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤職員任免（附属病院） 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2020/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤職員任免（附属病院） 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2021/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤職員任免（附属病院） 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2022/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤職員任免（附属病院） 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2023/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１５年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 医員任免異動 2004/4/1 紙 医学部文書庫 2014/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１６年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 医員任免異動 2005/4/1 紙 医学部文書庫 2015/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１７年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 医員任免異動 2006/4/1 紙 医学部文書庫 2016/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１８年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 医員任免異動 2007/4/1 紙 医学部文書庫 2017/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１９年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 医員任免異動 2008/4/1 紙 医学部文書庫 2018/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 医員任免異動 2009/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2019/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 医員任免異動 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2020/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 医員任免異動 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2021/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 医員任免異動 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2022/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 医員任免異動 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2023/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１５年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 医員（研修医）任免異動 2004/4/1 紙 医学部文書庫 2014/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１６年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 医員（研修医）任免異動 2005/4/1 紙 医学部文書庫 2015/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１７年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 医員（研修医）任免異動 2006/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2016/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１８年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 医員（研修医）任免異動 2007/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2017/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１９年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 医員（研修医）任免異動 2008/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2018/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 医員（研修医）任免異動 2009/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2019/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 医員（研修医）任免異動 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2020/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 医員（研修医）任免異動 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2021/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 医員（研修医）任免異動 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2022/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄



作成・取得年度等 文書分類（大分類） 文書分類（中分類） 名称（小分類） 起算日 媒体の種別 保存場所 保存期間満了日 管理者 作成・取得者 保存期間 保存期間満了後の措置 備考

平成２４年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 医員（研修医）任免異動 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2023/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１５年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 委任経理金時間雇用職員任免 2004/4/1 紙 医学部文書庫 2014/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１６年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 委任経理金時間雇用職員任免 2005/4/1 紙 医学部文書庫 2015/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１７年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 委任経理金時間雇用職員任免 2006/4/1 紙 医学部文書庫 2016/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１８年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 委任経理金時間雇用職員任免 2007/4/1 紙 医学部文書庫 2017/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１９年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 奨学寄附金非常勤職員任免 2008/4/1 紙 医学部文書庫 2018/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 奨学寄附金非常勤職員任免 2009/4/1 紙 医学部文書庫 2019/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 奨学寄附金非常勤職員任免 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2020/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 奨学寄附金非常勤職員任免 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2021/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 奨学寄附金非常勤職員任免 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2022/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 奨学寄附金非常勤職員任免 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2023/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１５年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤講師任免 2004/4/1 紙 医学部文書庫 2014/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１６年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤講師任免 2005/4/1 紙 医学部文書庫 2015/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１７年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤講師任免 2006/4/1 紙 医学部文書庫 2016/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１８年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤講師任免 2007/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2017/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１９年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤講師任免 2008/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2018/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤講師任免 2009/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2019/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤講師任免 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2020/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤講師任免 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2021/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤講師任免 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2022/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤講師任免 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2023/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１５年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 ＴＡ・ＲＡ任免 2004/4/1 紙 医学部文書庫 2014/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１６年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 ＴＡ・ＲＡ任免 2005/4/1 紙 医学部文書庫 2015/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１７年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 ＴＡ・ＲＡ任免 2006/4/1 紙 医学部文書庫 2016/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１８年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 ＴＡ・ＲＡ任免 2007/4/1 紙 医学部文書庫 2017/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１９年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 ＴＡ・ＲＡ任免 2008/4/1 紙 医学部文書庫 2018/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 ＴＡ・ＲＡ任免 2009/4/1 紙 医学部文書庫 2019/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 ＴＡ・ＲＡ任免 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2020/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 ＴＡ・ＲＡ任免 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2021/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 ＴＡ・ＲＡ任免 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2022/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 ＴＡ・ＲＡ任免 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2023/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１５年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 育児休業（復職調整） 2004/4/1 紙 医学部文書庫 2014/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１６年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 育児休業（復職調整） 2005/4/1 紙 医学部文書庫 2015/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１７年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 育児休業（復職調整） 2006/4/1 紙 医学部文書庫 2016/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１８年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 育児休業（復職調整） 2007/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2017/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１９年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 育児休業（復職調整） 2008/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2018/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 育児休業（復職調整） 2009/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2019/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 育児休業（復職調整） 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2020/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 育児休業（復職調整） 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2021/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 育児休業（復職調整） 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2022/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 育児休業（復職調整） 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2023/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１６年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤医師任免 2005/4/1 紙 医学部文書庫 2015/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１７年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤医師任免 2006/4/1 紙 医学部文書庫 2016/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１８年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤医師任免 2007/4/1 紙 医学部文書庫 2017/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１９年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤医師任免 2008/4/1 紙 医学部文書庫 2018/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤医師任免 2009/4/1 紙 医学部文書庫 2019/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤医師任免 2010/4/1 紙 医学部文書庫 2020/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤医師任免 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2021/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤医師任免 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2022/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 非常勤医師任免 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2023/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１５年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 勧奨退職 2004/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2014/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１６年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 勧奨退職 2005/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2015/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１７年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 勧奨退職 2006/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2016/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１８年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 勧奨退職 2007/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2017/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１９年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 勧奨退職 2008/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2018/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 勧奨退職 2009/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2019/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 勧奨退職 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2020/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 勧奨退職 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2021/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 勧奨退職 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2022/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 勧奨退職 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2023/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１５年度 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 普通昇給 2004/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2014/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１６年度 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 普通昇給 2005/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2015/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１５年度 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 特別昇給 2004/4/1 紙 医学部文書庫 2014/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１６年度 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 特別昇給 2005/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2015/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１７年度 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 特別昇給 2006/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2016/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１８年度 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 特別昇給 2007/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2017/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１９年度 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 特別昇給 2008/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2018/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄



作成・取得年度等 文書分類（大分類） 文書分類（中分類） 名称（小分類） 起算日 媒体の種別 保存場所 保存期間満了日 管理者 作成・取得者 保存期間 保存期間満了後の措置 備考

平成２０年度 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 特別昇給 2009/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2019/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 特別昇給 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2020/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 特別昇給 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2021/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 特別昇給 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2022/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 特別昇給 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2023/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１５年度 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 俸給の調整額 2004/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2014/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１６年度 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 俸給の調整額 2005/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2015/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１７年度 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 俸給の調整額 2006/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2016/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１８年度 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 俸給の調整額 2007/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2017/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成１９年度 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 俸給の調整額 2008/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2018/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 俸給の調整額 2009/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2019/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 俸給の調整額 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2020/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 俸給の調整額 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2021/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 俸給の調整額 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2022/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 俸給の調整額 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2023/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 職員の諸手当に関する文書 諸手当 2009/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2014/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 5年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 職員の諸手当に関する文書 諸手当 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2015/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 5年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 職員の諸手当に関する文書 諸手当 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2016/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 5年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 職員の諸手当に関する文書 諸手当 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2017/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 5年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 職員の諸手当に関する文書 諸手当 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2018/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 5年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 職員の諸手当に関する文書 諸手当事後確認 2009/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2014/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 5年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 職員の諸手当に関する文書 諸手当事後確認 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2015/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 5年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 職員の諸手当に関する文書 諸手当事後確認 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2016/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 5年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 職員の諸手当に関する文書 諸手当事後確認 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2017/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 5年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 職員の諸手当に関する文書 諸手当事後確認 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2018/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 5年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 職員の諸手当に関する文書 期末・勤勉手当 2009/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2014/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 5年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 職員の諸手当に関する文書 期末・勤勉手当 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2015/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 5年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 職員の諸手当に関する文書 期末・勤勉手当 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2016/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 5年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 職員の諸手当に関する文書 期末・勤勉手当 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2017/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 5年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 職員の諸手当に関する文書 期末・勤勉手当 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2018/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 5年 廃棄

平成２２年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので３年保存が必要であると認める文書 諸証明発行台帳 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2014/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 3年 廃棄

平成２３年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので３年保存が必要であると認める文書 諸証明発行台帳 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2015/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 3年 廃棄

平成２４年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので３年保存が必要であると認める文書 諸証明発行台帳 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2015/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 3年 廃棄

平成２２年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので３年保存が必要であると認める文書 身分証明書発行台帳 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2014/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 3年 廃棄

平成２３年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので３年保存が必要であると認める文書 身分証明書発行台帳 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2015/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 3年 廃棄

平成２４年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので３年保存が必要であると認める文書 身分証明書発行台帳 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2016/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 3年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 関連病院委員会 2009/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2014/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 関連病院委員会 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2015/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 関連病院委員会 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2016/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 関連病院委員会 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2017/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 関連病院委員会 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2018/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 5年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 教授候補者選考委員会 2009/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2014/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 教授候補者選考委員会 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2015/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 教授候補者選考委員会 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2016/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 教授候補者選考委員会 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2017/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 教授候補者選考委員会 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2018/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 5年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 毎月勤労統計調査 2009/4/1 紙 医学部文書庫 2014/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 毎月勤労統計調査 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2015/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 毎月勤労統計調査 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2016/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 毎月勤労統計調査 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2017/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 毎月勤労統計調査 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2018/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 5年 廃棄

平成５年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範となる文書 法律・人事院規則等（通知） 1994/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2024/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成６年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範となる文書 法律・人事院規則等（通知） 1995/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2025/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成７年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範となる文書 法律・人事院規則等（通知） 1996/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2026/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成８年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範となる文書 法律・人事院規則等（通知） 1997/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2027/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成９年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範となる文書 法律・人事院規則等（通知） 1998/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2028/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１０年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範となる文書 法律・人事院規則等（通知） 1999/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2029/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１１年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範となる文書 法律・人事院規則等（通知） 2000/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2030/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１２年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範となる文書 法律・人事院規則等（通知） 2001/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2031/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１３年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範となる文書 法律・人事院規則等（通知） 2002/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2032/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１４年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範となる文書 法律・人事院規則等（通知） 2003/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2033/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成１５年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範となる文書 法律・人事院規則等（通知） 2004/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2034/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 30年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 栄典・表彰に関する文書 医学教育等関係業務功労者表彰 2009/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2019/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 栄典・表彰に関する文書 医学教育等関係業務功労者表彰 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2020/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 栄典・表彰に関する文書 医学教育等関係業務功労者表彰 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2021/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 栄典・表彰に関する文書 医学教育等関係業務功労者表彰 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2022/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 栄典・表彰に関する文書 医学教育等関係業務功労者表彰 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2023/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄



作成・取得年度等 文書分類（大分類） 文書分類（中分類） 名称（小分類） 起算日 媒体の種別 保存場所 保存期間満了日 管理者 作成・取得者 保存期間 保存期間満了後の措置 備考

平成２０年度 職員の人事に関する事項 栄典・表彰に関する文書 表彰推薦 2009/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2019/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 栄典・表彰に関する文書 表彰推薦 2010/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2020/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 栄典・表彰に関する文書 表彰推薦 2011/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2021/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 栄典・表彰に関する文書謬 表彰推薦 2012/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2022/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 栄典・表彰に関する文書 表彰推薦 2013/4/1 紙 総務課人事・職員事務室 2023/3/31 医学部総務課人事係 医学部総務課人事係 10年 廃棄

平成２０年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 医師免許申請書類等 2009/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2014/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄

平成２１年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 医師免許申請書類等 2010/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2015/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄

平成２２年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 医師免許申請書類等 2011/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2016/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄

平成２３年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 医師免許申請書類等 2012/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2017/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄

平成２４年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 医師免許申請書類等 2013/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2018/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 研修医・専門医支援部門会議 2012/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2017/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 研修医・専門医支援部門会議 2013/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2018/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 研修医研修記録・評価 2009/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2014/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 研修医研修記録・評価 2010/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2015/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 研修医研修記録・評価 2011/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2016/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 研修医研修記録・評価 2012/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2017/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 研修医研修記録・評価 2013/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2018/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄

平成１６年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等（保存用） 研修医広報関連冊子(保存用) 2005/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2035/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 30年 廃棄

平成１７年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等（保存用） 研修医広報関連冊子(保存用) 2006/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2036/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 30年 廃棄

平成１８年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等（保存用） 研修医広報関連冊子(保存用) 2007/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2037/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 30年 廃棄

平成１９年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等（保存用） 研修医広報関連冊子(保存用) 2008/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2038/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 30年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等（保存用） 研修医広報関連冊子(保存用) 2009/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2039/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 30年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等（保存用） 研修医広報関連冊子(保存用) 2010/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2040/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 30年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等（保存用） 研修医広報関連冊子(保存用) 2011/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2041/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 30年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等（保存用） 研修医広報関連冊子(保存用) 2012/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2042/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 30年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等（保存用） 研修医広報関連冊子(保存用) 2013/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2043/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 30年 廃棄

平成２０年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 研修医マッチング(医科・歯科) 2009/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2014/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄

平成２１年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 研修医マッチング(医科・歯科) 2010/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2015/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄

平成２２年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 研修医マッチング(医科・歯科) 2011/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2016/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄

平成２３年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 研修医マッチング(医科・歯科) 2012/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2017/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄

平成２４年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 研修医マッチング(医科・歯科) 2013/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2018/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 本法人が主催する記念行事に関する文書 研修医用学内諸行事 2009/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2014/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 本法人が主催する記念行事に関する文書 研修医用学内諸行事 2010/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2015/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 本法人が主催する記念行事に関する文書 研修医用学内諸行事 2011/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2016/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 本法人が主催する記念行事に関する文書 研修医用学内諸行事 2012/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2017/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 本法人が主催する記念行事に関する文書 研修医用学内諸行事 2013/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2018/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等に関する文書 広報活動 2009/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2014/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等に関する文書 広報活動 2010/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2015/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等に関する文書 広報活動 2011/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2016/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等に関する文書 広報活動 2012/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2017/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 本法人が発行する学報・広報・要覧等に関する文書 広報活動 2013/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2018/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 文部科学省等への報告等で重要な文書 山陽路・高度医療人養成プログラム共同事業契約書 2009/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2018/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄 プロジェクト終了から５年間保存が義務づけ

平成２１年度 管理運営に関する事項 文部科学省等への報告等で重要な文書 山陽路・高度医療人養成プログラム共同事業契約書 2010/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2018/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄 プロジェクト終了から５年間保存が義務づけ

平成２２年度 管理運営に関する事項 文部科学省等への報告等で重要な文書 山陽路・高度医療人養成プログラム共同事業契約書 2011/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2018/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄 プロジェクト終了から５年間保存が義務づけ

平成２３年度 管理運営に関する事項 文部科学省等への報告等で重要な文書 山陽路・高度医療人養成プログラム共同事業契約書 2012/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2018/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄 プロジェクト終了から５年間保存が義務づけ

平成２４年度 管理運営に関する事項 文部科学省等への報告等で重要な文書 山陽路・高度医療人養成プログラム共同事業契約書 2013/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2018/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄 プロジェクト終了から５年間保存が義務づけ

平成２０年度 管理運営に関する事項 本法人が主催する記念行事に関する文書 山陽路・高度医療人養成プログラム交流行事 2009/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2018/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄 プロジェクト終了から５年間保存が義務づけ

平成２１年度 管理運営に関する事項 本法人が主催する記念行事に関する文書 山陽路・高度医療人養成プログラム交流行事 2010/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2018/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄 プロジェクト終了から５年間保存が義務づけ

平成２２年度 管理運営に関する事項 本法人が主催する記念行事に関する文書 山陽路・高度医療人養成プログラム交流行事 2011/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2018/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄 プロジェクト終了から５年間保存が義務づけ

平成２３年度 管理運営に関する事項 本法人が主催する記念行事に関する文書 山陽路・高度医療人養成プログラム交流行事 2012/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2018/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄 プロジェクト終了から５年間保存が義務づけ

平成２４年度 管理運営に関する事項 本法人が主催する記念行事に関する文書 山陽路・高度医療人養成プログラム交流行事 2013/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2018/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄 プロジェクト終了から５年間保存が義務づけ

平成２３年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので１年保存が必要であると認める文書 山陽路・高度医療人養成プログラム雑件 2012/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2018/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 1年 廃棄 プロジェクト終了から５年間保存が義務づけ

平成２４年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので１年保存が必要であると認める文書 山陽路・高度医療人養成プログラム雑件 2013/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2018/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 1年 廃棄 プロジェクト終了から５年間保存が義務づけ

平成２０年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 山陽路・高度医療人養成プログラム諸会議 2009/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2018/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄 プロジェクト終了から５年間保存が義務づけ

平成２１年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 山陽路・高度医療人養成プログラム諸会議 2010/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2018/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄 プロジェクト終了から５年間保存が義務づけ

平成２２年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 山陽路・高度医療人養成プログラム諸会議 2011/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2018/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄 プロジェクト終了から５年間保存が義務づけ

平成２３年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 山陽路・高度医療人養成プログラム諸会議 2012/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2018/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄 プロジェクト終了から５年間保存が義務づけ

平成２４年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 山陽路・高度医療人養成プログラム諸会議 2013/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2018/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄 プロジェクト終了から５年間保存が義務づけ

平成２０年度 管理運営に関する事項 文部科学省等への報告等で重要な文書 山陽路・高度医療人養成プログラム中間評価・実績報告 2009/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2018/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄 プロジェクト終了から５年間保存が義務づけ

平成２１年度 管理運営に関する事項 文部科学省等への報告等で重要な文書 山陽路・高度医療人養成プログラム中間評価・実績報告 2010/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2018/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄 プロジェクト終了から５年間保存が義務づけ

平成２２年度 管理運営に関する事項 文部科学省等への報告等で重要な文書 山陽路・高度医療人養成プログラム中間評価・実績報告 2011/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2018/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄 プロジェクト終了から５年間保存が義務づけ

平成２３年度 管理運営に関する事項 文部科学省等への報告等で重要な文書 山陽路・高度医療人養成プログラム中間評価・実績報告 2012/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2018/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄 プロジェクト終了から５年間保存が義務づけ

平成２４年度 管理運営に関する事項 文部科学省等への報告等で重要な文書 山陽路・高度医療人養成プログラム中間評価・実績報告 2013/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2018/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄 プロジェクト終了から５年間保存が義務づけ

平成２０年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 山陽路・高度医療人養成プログラム予算・決算 2009/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2018/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄 プロジェクト終了から５年間保存が義務づけ

平成２１年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 山陽路・高度医療人養成プログラム予算・決算 2010/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2018/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄 プロジェクト終了から５年間保存が義務づけ

平成２２年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 山陽路・高度医療人養成プログラム予算・決算 2011/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2018/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄 プロジェクト終了から５年間保存が義務づけ

平成２３年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 山陽路・高度医療人養成プログラム予算・決算 2012/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2018/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄 プロジェクト終了から５年間保存が義務づけ



作成・取得年度等 文書分類（大分類） 文書分類（中分類） 名称（小分類） 起算日 媒体の種別 保存場所 保存期間満了日 管理者 作成・取得者 保存期間 保存期間満了後の措置 備考

平成２４年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 山陽路・高度医療人養成プログラム予算・決算 2013/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2018/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄 プロジェクト終了から５年間保存が義務づけ

平成２０年度 管理運営に関する事項 文部科学省等への報告等で重要な文書 歯科医師臨床研修プログラム年次報告・変更 2009/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2014/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 文部科学省等への報告等で重要な文書 歯科医師臨床研修プログラム年次報告・変更 2010/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2015/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 文部科学省等への報告等で重要な文書 歯科医師臨床研修プログラム年次報告・変更 2011/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2016/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 文部科学省等への報告等で重要な文書 歯科医師臨床研修プログラム年次報告・変更 2012/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2017/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 文部科学省等への報告等で重要な文書 歯科医師臨床研修プログラム年次報告・変更 2013/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2018/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄

平成１６年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 指導医養成講習会修了台帳 2005/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 なし 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 無期限 廃棄

平成１７年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 指導医養成講習会修了台帳 2006/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 なし 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 無期限 廃棄

平成１８年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 指導医養成講習会修了台帳 2007/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 なし 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 無期限 廃棄

平成１９年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 指導医養成講習会修了台帳 2008/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 なし 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 無期限 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 指導医養成講習会修了台帳 2009/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 なし 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 無期限 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 指導医養成講習会修了台帳 2010/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 なし 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 無期限 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 指導医養成講習会修了台帳 2011/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 なし 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 無期限 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 指導医養成講習会修了台帳 2012/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 なし 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 無期限 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 指導医養成講習会修了台帳 2013/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 なし 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 無期限 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 諸会議・委員会・ＷＧ等 2009/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2014/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 諸会議・委員会・ＷＧ等 2010/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2015/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 諸会議・委員会・ＷＧ等 2011/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2016/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 諸会議・委員会・ＷＧ等 2012/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2017/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 諸会議・委員会・ＷＧ等 2013/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2018/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄

平成９年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 初期臨床研修修了認定証台帳 1998/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 なし 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 無期限 廃棄

平成１０年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 初期臨床研修修了認定証台帳 1999/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 なし 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 無期限 廃棄

平成１１年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 初期臨床研修修了認定証台帳 2000/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 なし 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 無期限 廃棄

平成１２年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 初期臨床研修修了認定証台帳 2001/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 なし 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 無期限 廃棄

平成１３年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 初期臨床研修修了認定証台帳 2002/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 なし 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 無期限 廃棄

平成１４年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 初期臨床研修修了認定証台帳 2003/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 なし 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 無期限 廃棄

平成１５年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 初期臨床研修修了認定証台帳 2004/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 なし 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 無期限 廃棄

平成１６年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 初期臨床研修修了認定証台帳 2005/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 なし 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 無期限 廃棄

平成１７年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 初期臨床研修修了認定証台帳 2006/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 なし 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 無期限 廃棄

平成１８年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 初期臨床研修修了認定証台帳 2007/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 なし 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 無期限 廃棄

平成２４年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので１年保存が必要であると認める文書 諸調査・雑件 2013/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2014/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 1年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 卒後臨床研修管理委員会(医科・歯科) 2009/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2014/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 卒後臨床研修管理委員会(医科・歯科) 2010/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2015/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 卒後臨床研修管理委員会(医科・歯科) 2011/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2016/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 卒後臨床研修管理委員会(医科・歯科) 2012/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2017/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 卒後臨床研修管理委員会(医科・歯科) 2013/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2018/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄

平成９年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 卒後臨床研修指導医研修ワークショップ修了台帳 1998/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 なし 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 無期限 廃棄

平成１０年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 卒後臨床研修指導医研修ワークショップ修了台帳 1999/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 なし 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 無期限 廃棄

平成１１年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 卒後臨床研修指導医研修ワークショップ修了台帳 2000/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 なし 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 無期限 廃棄

平成１２年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 卒後臨床研修指導医研修ワークショップ修了台帳 2001/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 なし 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 無期限 廃棄

平成１３年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 卒後臨床研修指導医研修ワークショップ修了台帳 2002/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 なし 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 無期限 廃棄

平成１４年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 卒後臨床研修指導医研修ワークショップ修了台帳 2003/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 なし 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 無期限 廃棄

平成１５年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 卒後臨床研修指導医研修ワークショップ修了台帳 2004/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 なし 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 無期限 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 本法人が主催する記念行事に関する文書 卒後臨床研修指導医養成講習会 2009/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2014/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 本法人が主催する記念行事に関する文書 卒後臨床研修指導医養成講習会 2010/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2015/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 本法人が主催する記念行事に関する文書 卒後臨床研修指導医養成講習会 2011/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2016/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 本法人が主催する記念行事に関する文書 卒後臨床研修指導医養成講習会 2012/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2017/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 本法人が主催する記念行事に関する文書 卒後臨床研修指導医養成講習会 2013/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2018/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 卒後臨床研修センター運営委員会 2009/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2014/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 卒後臨床研修センター運営委員会 2010/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2015/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 卒後臨床研修センター運営委員会 2011/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2016/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 卒後臨床研修センター運営委員会 2012/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2017/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 文部科学省等への報告等で重要な文書 卒後臨床研修プログラム年次報告・変更 2009/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2014/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 文部科学省等への報告等で重要な文書 卒後臨床研修プログラム年次報告・変更 2010/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2015/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 文部科学省等への報告等で重要な文書 卒後臨床研修プログラム年次報告・変更 2011/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2016/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 文部科学省等への報告等で重要な文書 卒後臨床研修プログラム年次報告・変更 2012/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2017/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 文部科学省等への報告等で重要な文書 卒後臨床研修プログラム年次報告・変更 2013/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2018/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄

平成１５年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範となる文書 法令・規則・通知等 2004/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2034/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 30年 廃棄

平成１６年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範となる文書 法令・規則・通知等 2005/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2035/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 30年 廃棄

平成１７年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範となる文書 法令・規則・通知等 2006/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2036/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 30年 廃棄

平成１８年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範となる文書 法令・規則・通知等 2007/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2037/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 30年 廃棄

平成１９年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範となる文書 法令・規則・通知等 2008/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2038/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 30年 廃棄

平成２０年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範となる文書 法令・規則・通知等 2009/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2039/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 30年 廃棄

平成２１年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範となる文書 法令・規則・通知等 2010/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2040/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 30年 廃棄

平成２２年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範となる文書 法令・規則・通知等 2011/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2041/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 30年 廃棄

平成２３年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範となる文書 法令・規則・通知等 2012/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2042/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 30年 廃棄

平成２４年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範となる文書 法令・規則・通知等 2013/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2043/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 30年 廃棄



作成・取得年度等 文書分類（大分類） 文書分類（中分類） 名称（小分類） 起算日 媒体の種別 保存場所 保存期間満了日 管理者 作成・取得者 保存期間 保存期間満了後の措置 備考

平成２２年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 山口県医師臨床研修推進センター助成事業 2011/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2016/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄

平成２３年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 山口県医師臨床研修推進センター助成事業 2012/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2017/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄

平成２４年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 山口県医師臨床研修推進センター助成事業 2013/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2018/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄

平成２４年度 その他 上記１から１０欄までに掲げる法人文書の類型に準ずるもので５年保存が必要であると認める文書 臨床研修の実施に係る協定書 2013/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2018/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄

平成１７年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 臨床研修修了証台帳 2006/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 なし 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 無期限 廃棄

平成１８年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 臨床研修修了証台帳 2007/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 なし 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 無期限 廃棄

平成１９年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 臨床研修修了証台帳 2008/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 なし 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 無期限 廃棄

平成２０年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 臨床研修修了証台帳 2009/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 なし 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 無期限 廃棄

平成２１年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 臨床研修修了証台帳 2010/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 なし 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 無期限 廃棄

平成２２年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 臨床研修修了証台帳 2011/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 なし 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 無期限 廃棄

平成２３年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 臨床研修修了証台帳 2012/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 なし 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 無期限 廃棄

平成２４年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 臨床研修修了証台帳 2013/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 なし 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 無期限 廃棄

平成２０年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 卒後臨床研修等予算・補助金 2009/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2014/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄

平成２１年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 卒後臨床研修等予算・補助金 2010/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2015/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄

平成２２年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 卒後臨床研修等予算・補助金 2011/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2016/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄

平成２３年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 卒後臨床研修等予算・補助金 2012/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2017/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄

平成２４年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 卒後臨床研修等予算・補助金 2013/4/1 紙 総務課育成支援係事務室 2018/3/31 医学部総務課育成支援係 医学部総務課育成支援係 5年 廃棄


