
文　書　分　類 名称 保存期間

大分類 中分類 （小分類） 満了日

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 医薬品等治験・臨床研究等審査委員会 2009/4/1 紙
臨床試験支援セン
ター

2014/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 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 医薬品等治験・臨床研究等審査委員会 2010/4/1 紙
臨床試験支援セン
ター

2015/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 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 医薬品等治験・臨床研究等審査委員会 2011/4/1 紙
臨床試験支援セン
ター

2016/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 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 医薬品等治験・臨床研究等審査委員会 2012/4/1 紙
臨床試験支援セン
ター

2017/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 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 医薬品等治験・臨床研究等審査委員会 2013/4/1 紙
臨床試験支援セン
ター

2018/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 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 臨床試験支援センター運営委員会 2009/4/1 紙
臨床試験支援セン
ター

2014/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 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 臨床試験支援センター運営委員会 2010/4/1 紙
臨床試験支援セン
ター

2015/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 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 臨床試験支援センター運営委員会 2011/4/1 紙
臨床試験支援セン
ター

2016/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 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 臨床試験支援センター運営委員会 2012/4/1 紙
臨床試験支援セン
ター

2017/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 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 臨床試験支援センター運営委員会 2013/4/1 紙
臨床試験支援セン
ター

2018/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 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 2009/4/1 紙 経営管理課事務室 2014/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 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 2010/4/1 紙 経営管理課事務室 2015/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 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 2011/4/1 紙 経営管理課事務室 2016/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 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 2012/4/1 紙 経営管理課事務室 2017/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 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 2013/4/1 紙 経営管理課事務室 2018/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 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 経営管理課事務室 2014/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 5年 廃棄

作成・取得年
度等

作成・取得者 保存期間
保存期間満
了後の措置

備考起算日 媒体の種別 保存場所 管理者

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 経営管理課事務室 2015/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 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 経営管理課事務室 2016/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 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 経営管理課事務室 2017/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 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 経営管理課事務室 2018/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 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 経営管理課事務室 2014/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 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 経営管理課事務室 2015/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 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 経営管理課事務室 2016/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 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 経営管理課事務室 2017/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 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 経営管理課事務室 2018/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 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 経営管理課事務室 2014/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 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 経営管理課事務室 2015/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 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 経営管理課事務室 2016/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 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 経営管理課事務室 2017/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 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 経営管理課事務室 2018/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 5年 廃棄

平成20年度 学術研究に関する事項 受託研究の実績報告に関する文書 受託研究等報告 2009/4/1 紙 経営管理課事務室 2014/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 5年 廃棄

平成21年度 学術研究に関する事項 受託研究の実績報告に関する文書 受託研究等報告 2010/4/1 紙 経営管理課事務室 2015/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 5年 廃棄



文　書　分　類 名称 保存期間
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作成・取得年
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平成22年度 学術研究に関する事項 受託研究の実績報告に関する文書 受託研究等報告 2011/4/1 紙 経営管理課事務室 2016/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 5年 廃棄

平成23年度 学術研究に関する事項 受託研究の実績報告に関する文書 受託研究等報告 2012/4/1 紙 経営管理課事務室 2017/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 5年 廃棄

平成24年度 学術研究に関する事項 受託研究の実績報告に関する文書 受託研究等報告 2013/4/1 紙 経営管理課事務室 2018/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 5年 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 寄付金 2009/3/31 紙 経営管理課書庫 2014/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 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 寄付金 2010/3/31 紙 経営管理課事務室 2015/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 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 寄付金 2011/3/31 紙 経営管理課事務室 2016/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 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 寄付金 2012/3/31 紙 経営管理課事務室 2017/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 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 寄付金 2013/3/31 紙 経営管理課事務室 2018/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 5年 廃棄

平成11年度 附属病院に関する事項 諸料金規程に関する文書 医学部附属病院諸料金規程 2000/4/1 紙 経営管理課事務室 2030/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 30年 廃棄

平成12年度 附属病院に関する事項 諸料金規程に関する文書 医学部附属病院諸料金規程 2001/4/1 紙 経営管理課事務室 2031/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 30年 廃棄

平成13年度 附属病院に関する事項 諸料金規程に関する文書 医学部附属病院諸料金規程 2002/4/1 紙 経営管理課事務室 2032/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 30年 廃棄

平成14年度 附属病院に関する事項 諸料金規程に関する文書 医学部附属病院諸料金規程 2003/4/1 紙 経営管理課事務室 2033/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 30年 廃棄

平成15年度 附属病院に関する事項 諸料金規程に関する文書 医学部附属病院諸料金規程 2004/4/1 紙 経営管理課事務室 2034/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 30年 廃棄

平成16年度 附属病院に関する事項 諸料金規程に関する文書 医学部附属病院諸料金規程 2005/4/1 紙 経営管理課事務室 2015/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 30年 廃棄

平成17年度 附属病院に関する事項 諸料金規程に関する文書 医学部附属病院諸料金規程 2006/4/1 紙 経営管理課事務室 2016/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 30年 廃棄

平成18年度 附属病院に関する事項 諸料金規程に関する文書 医学部附属病院諸料金規程 2007/4/1 紙 経営管理課事務室 2017/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 30年 廃棄

平成19年度 附属病院に関する事項 諸料金規程に関する文書 医学部附属病院諸料金規程 2008/4/1 紙 経営管理課事務室 2018/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 30年 廃棄

平成10年 管理運営に関する事項 公印の作成、廃止及び改刻に関する文書 公印作成・廃止 1999/4/1 紙 経営管理課事務室 なし 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 無期限 なし

平成20年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 学会費及び負担金支出承認 2009/4/1 紙 経営管理課事務室 2014/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 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 学会費及び負担金支出承認 2010/4/1 紙 経営管理課事務室 2015/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 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 学会費及び負担金支出承認 2011/4/1 紙 経営管理課事務室 2016/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 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 学会費及び負担金支出承認 2012/4/1 紙 経営管理課事務室 2017/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 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 学会費及び負担金支出承認 2013/4/1 紙 経営管理課事務室 2018/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 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 毒物及び劇物の取扱い 2009/4/1 紙 経営管理課事務室 2014/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 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 毒物及び劇物の取扱い 2010/4/1 紙 経営管理課事務室 2015/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 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 毒物及び劇物の取扱い 2011/4/1 紙 経営管理課事務室 2016/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 5年 廃棄

平成18年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 物品使用簿 2007/4/1 紙 経営管理課事務室 2014/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 7年 廃棄

平成19年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 物品使用簿 2008/4/1 紙 経営管理課事務室 2015/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 7年 廃棄

平成20年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 物品使用簿 2009/4/1 紙 経営管理課事務室 2016/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 7年 廃棄

平成21年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 物品使用簿 2010/4/1 紙 経営管理課事務室 2017/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 7年 廃棄

平成22年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 物品使用簿 2011/4/1 紙 経営管理課事務室 2018/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 7年 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 財務課協議・申請 2009/4/1 紙 経営管理課事務室 2014/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 5年 廃棄



文　書　分　類 名称 保存期間

大分類 中分類 （小分類） 満了日

作成・取得年
度等

作成・取得者 保存期間
保存期間満
了後の措置

備考起算日 媒体の種別 保存場所 管理者

平成21年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 財務課協議・申請 2010/4/1 紙 経営管理課事務室 2015/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 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 財務課協議・申請 2011/4/1 紙 経営管理課事務室 2016/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 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 財務課協議・申請 2012/4/1 紙 経営管理課事務室 2017/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 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 財務課協議・申請 2013/4/1 紙 経営管理課事務室 2018/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 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 物品受療者リスト 2012/4/1 紙 経営管理課事務室 2017/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 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 物品受療者リスト 2013/4/1 紙 経営管理課事務室 2018/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 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 補助金等立替申請 2010/4/1 紙 経営管理課書庫 2015/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 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 補助金等立替申請 2011/4/1 紙 経営管理課事務室 2016/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 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 補助金等立替申請 2012/4/1 紙 経営管理課事務室 2017/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 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 補助金等立替申請 2013/4/1 紙 経営管理課事務室 2018/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 5年 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 損害保険 2009/4/1 紙 経営管理課事務室 2014/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 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 損害保険 2010/4/1 紙 経営管理課事務室 2015/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 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 損害保険 2011/4/1 紙 経営管理課事務室 2016/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 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 損害保険 2012/4/1 紙 経営管理課事務室 2017/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 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 損害保険 2013/4/1 紙 経営管理課事務室 2018/3/31 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 5年 廃棄

平成16年度 管理運営に関する事項
役員会、経営協議会及び教育研究評議会
の記録に関する文書

病院戦略会議 2005/4/1 紙 経営管理課事務室 なし 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課予算企画係 無期限 なし

役員会、経営協議会及び教育研究評議会
平成17年度 管理運営に関する事項

役員会、経営協議会及び教育研究評議会
の記録に関する文書

病院戦略会議 2006/4/1 紙 経営管理課事務室 なし 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課予算企画係 無期限 なし

平成18年度 管理運営に関する事項
役員会、経営協議会及び教育研究評議会
の記録に関する文書

病院戦略会議 2007/4/1 紙 経営管理課事務室 なし 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課予算企画係 無期限 なし

平成19年度 管理運営に関する事項
役員会、経営協議会及び教育研究評議会
の記録に関する文書

病院戦略会議 2008/4/1 紙 経営管理課事務室 なし 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課予算企画係 無期限 なし

平成20年度 管理運営に関する事項
役員会、経営協議会及び教育研究評議会
の記録に関する文書

病院戦略会議 2009/4/1 紙 経営管理課事務室 なし 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課予算企画係 無期限 なし

平成21年度 管理運営に関する事項
役員会、経営協議会及び教育研究評議会
の記録に関する文書

病院戦略会議 2010/4/1 紙 経営管理課事務室 なし 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課予算企画係 無期限 なし

平成22年度 管理運営に関する事項
役員会、経営協議会及び教育研究評議会
の記録に関する文書

病院戦略会議 2011/4/1 紙 経営管理課事務室 なし 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課予算企画係 無期限 なし

平成23年度 管理運営に関する事項
役員会、経営協議会及び教育研究評議会
の記録に関する文書

病院戦略会議 2012/4/1 紙 経営管理課事務室 なし 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 無期限 なし

平成24年度 管理運営に関する事項
役員会、経営協議会及び教育研究評議会
の記録に関する文書

病院戦略会議 2013/4/1 紙 経営管理課事務室 なし 医学部経営管理課管理総務係 経営管理課管理総務係 無期限 なし

平成18年度 会計関係文書 帳簿、伝票及び契約関係書類 検査職員委任簿 2007/4/1 紙 経営管理課事務室 2014/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 7年 廃棄

平成19年度 会計関係文書 帳簿、伝票及び契約関係書類 検査職員委任簿 2008/4/1 紙 経営管理課事務室 2015/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 7年 廃棄

平成20年度 会計関係文書 帳簿、伝票及び契約関係書類 検査職員委任簿 2009/4/1 紙 経営管理課事務室 2016/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 7年 廃棄

平成21年度 会計関係文書 帳簿、伝票及び契約関係書類 検査職員委任簿 2010/4/1 紙 経営管理課事務室 2017/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 7年 廃棄

平成22年度 会計関係文書 帳簿、伝票及び契約関係書類 検査職員委任簿 2011/4/1 紙 経営管理課事務室 2018/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 7年 廃棄

平成23年度 会計関係文書 帳簿、伝票及び契約関係書類 検査職員委任簿 2012/4/1 紙 経営管理課事務室 2019/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 7年 廃棄

平成24年度 会計関係文書 帳簿、伝票及び契約関係書類 検査職員委任簿 2013/4/1 紙 経営管理課事務室 2020/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 7年 廃棄

平成18年度 会計関係文書 帳簿、伝票及び契約関係書類 技術審査職員委任簿 2007/4/1 紙 経営管理課事務室 2014/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 7年 廃棄



文　書　分　類 名称 保存期間
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作成・取得年
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備考起算日 媒体の種別 保存場所 管理者

平成19年度 会計関係文書 帳簿、伝票及び契約関係書類 技術審査職員委任簿 2008/4/1 紙 経営管理課事務室 2015/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 7年 廃棄

平成20年度 会計関係文書 帳簿、伝票及び契約関係書類 技術審査職員委任簿 2009/4/1 紙 経営管理課事務室 2016/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 7年 廃棄

平成21年度 会計関係文書 帳簿、伝票及び契約関係書類 技術審査職員委任簿 2010/4/1 紙 経営管理課事務室 2017/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 7年 廃棄

平成22年度 会計関係文書 帳簿、伝票及び契約関係書類 技術審査職員委任簿 2011/4/1 紙 経営管理課事務室 2018/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 7年 廃棄

平成23年度 会計関係文書 帳簿、伝票及び契約関係書類 技術審査職員委任簿 2012/4/1 紙 経営管理課事務室 2019/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 7年 廃棄

平成24年度 会計関係文書 帳簿、伝票及び契約関係書類 技術審査職員委任簿 2013/4/1 紙 経営管理課事務室 2020/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 7年 廃棄

平成18年度 会計関係文書 帳簿、伝票及び契約関係書類 仕様策定委員会委員任命簿 2007/4/1 紙 経営管理課事務室 2014/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 7年 廃棄

平成19年度 会計関係文書 帳簿、伝票及び契約関係書類 仕様策定委員会委員任命簿 2008/4/1 紙 経営管理課事務室 2015/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 7年 廃棄

平成20年度 会計関係文書 帳簿、伝票及び契約関係書類 仕様策定委員会委員任命簿 2009/4/1 紙 経営管理課事務室 2016/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 7年 廃棄

平成21年度 会計関係文書 帳簿、伝票及び契約関係書類 仕様策定委員会委員任命簿 2010/4/1 紙 経営管理課事務室 2017/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 7年 廃棄

平成22年度 会計関係文書 帳簿、伝票及び契約関係書類 仕様策定委員会委員任命簿 2011/4/1 紙 経営管理課事務室 2018/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 7年 廃棄

平成23年度 会計関係文書 帳簿、伝票及び契約関係書類 仕様策定委員会委員任命簿 2012/4/1 紙 経営管理課事務室 2019/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 7年 廃棄

平成24年度 会計関係文書 帳簿、伝票及び契約関係書類 仕様策定委員会委員任命簿 2013/4/1 紙 経営管理課事務室 2020/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 7年 廃棄

平成18年度 会計関係文書 帳簿、伝票及び契約関係書類 機種選定・仕様策定委員会 2007/4/1 紙 経営管理課事務室 2014/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 7年 廃棄

平成19年度 会計関係文書 帳簿、伝票及び契約関係書類 機種選定・仕様策定委員会 2008/4/1 紙 経営管理課事務室 2015/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 7年 廃棄

平成20年度 会計関係文書 帳簿、伝票及び契約関係書類 機種選定・仕様策定委員会 2009/4/1 紙 経営管理課事務室 2016/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 7年 廃棄

平成21年度 会計関係文書 帳簿、伝票及び契約関係書類 機種選定・仕様策定委員会 2010/4/1 紙 経営管理課事務室 2017/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 7年 廃棄

平成22年度 会計関係文書 帳簿、伝票及び契約関係書類 機種選定・仕様策定委員会 2011/4/1 紙 経営管理課事務室 2018/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 7年 廃棄

平成23年度 会計関係文書 帳簿、伝票及び契約関係書類 機種選定・仕様策定委員会 2012/4/1 紙 経営管理課事務室 2019/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 7年 廃棄

平成24年度 会計関係文書 帳簿、伝票及び契約関係書類 機種選定・仕様策定委員会 2013/4/1 紙 経営管理課事務室 2020/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 7年 廃棄

平成18年度 会計関係文書 帳簿、伝票及び契約関係書類 公告 2007/4/1 紙 経営管理課事務室 2014/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 7年 廃棄

平成19年度 会計関係文書 帳簿、伝票及び契約関係書類 公告 2008/4/1 紙 経営管理課事務室 2015/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 7年 廃棄

平成20年度 会計関係文書 帳簿、伝票及び契約関係書類 公告 2009/4/1 紙 経営管理課事務室 2016/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 7年 廃棄

平成21年度 会計関係文書 帳簿、伝票及び契約関係書類 公告 2010/4/1 紙 経営管理課事務室 2017/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 7年 廃棄

平成22年度 会計関係文書 帳簿、伝票及び契約関係書類 公告 2011/4/1 紙 経営管理課事務室 2018/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 7年 廃棄

平成23年度 会計関係文書 帳簿、伝票及び契約関係書類 公告 2012/4/1 紙 経営管理課事務室 2019/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 7年 廃棄

平成24年度 会計関係文書 帳簿、伝票及び契約関係書類 公告 2013/4/1 紙 経営管理課事務室 2020/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 7年 廃棄

平成18年度 会計関係文書 帳簿、伝票及び契約関係書類 契約伺 2007/4/1 紙 経営管理課事務室 2014/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 7年 廃棄

平成19年度 会計関係文書 帳簿、伝票及び契約関係書類 契約伺 2008/4/1 紙 経営管理課事務室 2015/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 7年 廃棄

平成20年度 会計関係文書 帳簿、伝票及び契約関係書類 契約伺 2009/4/1 紙 経営管理課事務室 2016/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 7年 廃棄

平成21年度 会計関係文書 帳簿、伝票及び契約関係書類 契約伺 2010/4/1 紙 経営管理課事務室 2017/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 7年 廃棄

平成22年度 会計関係文書 帳簿、伝票及び契約関係書類 契約伺 2011/4/1 紙 経営管理課事務室 2018/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 7年 廃棄
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平成23年度 会計関係文書 帳簿、伝票及び契約関係書類 契約伺 2012/4/1 紙 経営管理課事務室 2019/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 7年 廃棄

平成24年度 会計関係文書 帳簿、伝票及び契約関係書類 契約伺 2013/4/1 紙 経営管理課事務室 2020/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 7年 廃棄

平成18年度 会計関係文書 帳簿、伝票及び契約関係書類 支出契約決議書・即支出決定決議書 2007/4/1 紙 経営管理課事務室 2014/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 7年 廃棄

平成19年度 会計関係文書 帳簿、伝票及び契約関係書類 支出契約決議書・即支出決定決議書 2008/4/1 紙 経営管理課事務室 2015/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 7年 廃棄

平成20年度 会計関係文書 帳簿、伝票及び契約関係書類 支出契約決議書・即支出決定決議書 2009/4/1 紙 経営管理課事務室 2016/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 7年 廃棄

平成21年度 会計関係文書 帳簿、伝票及び契約関係書類 支出契約決議書・即支出決定決議書 2010/4/1 紙 経営管理課事務室 2017/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 7年 廃棄

平成22年度 会計関係文書 帳簿、伝票及び契約関係書類 支出契約決議書・即支出決定決議書 2011/4/1 紙 経営管理課事務室 2018/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 7年 廃棄

平成23年度 会計関係文書 帳簿、伝票及び契約関係書類 支出契約決議書・即支出決定決議書 2012/4/1 紙 経営管理課事務室 2019/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 7年 廃棄

平成24年度 会計関係文書 帳簿、伝票及び契約関係書類 支出契約決議書・即支出決定決議書 2013/4/1 紙 経営管理課事務室 2020/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 7年 廃棄

昭和58年度 会計関係文書 物品管理簿 物品管理（出納）簿 1984/4/1 紙 経営管理課事務室 2014/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 30年 廃棄

昭和59年度 会計関係文書 物品管理簿 物品管理（出納）簿 1985/4/1 紙 経営管理課事務室 2015/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 30年 廃棄

昭和60年度 会計関係文書 物品管理簿 物品管理（出納）簿 1986/4/1 紙 経営管理課事務室 2016/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 30年 廃棄

昭和61年度 会計関係文書 物品管理簿 物品管理（出納）簿 1987/4/1 紙 経営管理課事務室 2017/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 30年 廃棄

昭和62年度 会計関係文書 物品管理簿 物品管理（出納）簿 1988/4/1 紙 経営管理課事務室 2018/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 30年 廃棄

昭和63年度 会計関係文書 物品管理簿 物品管理（出納）簿 1989/4/1 紙 経営管理課事務室 2019/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 30年 廃棄

平成1年度 会計関係文書 物品管理簿 物品管理（出納）簿 1990/4/1 紙 経営管理課事務室 2020/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 30年 廃棄

平成2年度 会計関係文書 物品管理簿 物品管理（出納）簿 1991/4/1 紙 経営管理課事務室 2021/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 30年 廃棄

平成3年度 会計関係文書 物品管理簿 物品管理（出納）簿 1992/4/1 紙 経営管理課事務室 2022/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 30年 廃棄

平成4年度 会計関係文書 物品管理簿 物品管理（出納）簿 1993/4/1 紙 経営管理課事務室 2023/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 30年 廃棄

平成5年度 会計関係文書 物品管理簿 物品管理（出納）簿 1994/4/1 紙 経営管理課事務室 2024/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 30年 廃棄

平成6年度 会計関係文書 物品管理簿 物品管理（出納）簿 1995/4/1 紙 経営管理課事務室 2025/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 30年 廃棄

平成7年度 会計関係文書 物品管理簿 物品管理（出納）簿 1996/4/1 紙 経営管理課事務室 2026/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 30年 廃棄

平成8年度 会計関係文書 物品管理簿 物品管理（出納）簿 1997/4/1 紙 経営管理課事務室 2027/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 30年 廃棄

平成9年度 会計関係文書 物品管理簿 物品管理（出納）簿 1998/4/1 紙 経営管理課事務室 2028/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 30年 廃棄

平成10年度 会計関係文書 物品管理簿 物品管理（出納）簿 1999/4/1 紙 経営管理課事務室 2029/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 30年 廃棄

平成11年度 会計関係文書 物品管理簿 物品管理（出納）簿 2000/4/1 紙 経営管理課事務室 2030/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 30年 廃棄

平成12年度 会計関係文書 物品管理簿 物品管理（出納）簿 2001/4/1 紙 経営管理課事務室 2031/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 30年 廃棄

平成13年度 会計関係文書 物品管理簿 物品管理（出納）簿 2002/4/1 紙 経営管理課事務室 2032/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 30年 廃棄

平成14年度 会計関係文書 物品管理簿 物品管理（出納）簿 2003/4/1 紙 経営管理課事務室 2033/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 30年 廃棄

平成15年度 会計関係文書 物品管理簿 物品管理（出納）簿 2004/4/1 紙 経営管理課事務室 2034/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 30年 廃棄

昭和58年度 会計関係文書 物品供用簿 物品供用簿 1984/4/1 紙 経営管理課事務室 2014/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 30年 廃棄

昭和59年度 会計関係文書 物品供用簿 物品供用簿 1985/4/1 紙 経営管理課事務室 2015/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 30年 廃棄
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昭和60年度 会計関係文書 物品供用簿 物品供用簿 1986/4/1 紙 経営管理課事務室 2016/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 30年 廃棄

昭和61年度 会計関係文書 物品供用簿 物品供用簿 1987/4/1 紙 経営管理課事務室 2017/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 30年 廃棄

昭和62年度 会計関係文書 物品供用簿 物品供用簿 1988/4/1 紙 経営管理課事務室 2018/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 30年 廃棄

昭和63年度 会計関係文書 物品供用簿 物品供用簿 1989/4/1 紙 経営管理課事務室 2019/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 30年 廃棄

平成1年度 会計関係文書 物品供用簿 物品供用簿 1990/4/1 紙 経営管理課事務室 2020/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 30年 廃棄

平成2年度 会計関係文書 物品供用簿 物品供用簿 1991/4/1 紙 経営管理課事務室 2021/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 30年 廃棄

平成3年度 会計関係文書 物品供用簿 物品供用簿 1992/4/1 紙 経営管理課事務室 2022/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 30年 廃棄

平成4年度 会計関係文書 物品供用簿 物品供用簿 1993/4/1 紙 経営管理課事務室 2023/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 30年 廃棄

平成5年度 会計関係文書 物品供用簿 物品供用簿 1994/4/1 紙 経営管理課事務室 2024/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 30年 廃棄

平成6年度 会計関係文書 物品供用簿 物品供用簿 1995/4/1 紙 経営管理課事務室 2025/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 30年 廃棄

平成7年度 会計関係文書 物品供用簿 物品供用簿 1996/4/1 紙 経営管理課事務室 2026/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 30年 廃棄

平成8年度 会計関係文書 物品供用簿 物品供用簿 1997/4/1 紙 経営管理課事務室 2027/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 30年 廃棄

平成9年度 会計関係文書 物品供用簿 物品供用簿 1998/4/1 紙 経営管理課事務室 2028/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 30年 廃棄

平成10年度 会計関係文書 物品供用簿 物品供用簿 1999/4/1 紙 経営管理課事務室 2029/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 30年 廃棄

平成11年度 会計関係文書 物品供用簿 物品供用簿 2000/4/1 紙 経営管理課事務室 2030/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 30年 廃棄

平成12年度 会計関係文書 物品供用簿 物品供用簿 2001/4/1 紙 経営管理課事務室 2031/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 30年 廃棄

平成13年度 会計関係文書 物品供用簿 物品供用簿 2002/4/1 紙 経営管理課事務室 2032/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 30年 廃棄

平成14年度 会計関係文書 物品供用簿 物品供用簿 2003/4/1 紙 経営管理課事務室 2033/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 30年 廃棄

平成15年度 会計関係文書 物品供用簿 物品供用簿 2004/4/1 紙 経営管理課事務室 2034/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 30年 廃棄

平成18年度 会計関係文書 帳簿、伝票及び契約関係書類 物品使用簿 2007/4/1 紙 経営管理課事務室 2014/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 7年 廃棄

平成19年度 会計関係文書 帳簿、伝票及び契約関係書類 物品使用簿 2008/4/1 紙 経営管理課事務室 2015/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 7年 廃棄

平成20年度 会計関係文書 帳簿、伝票及び契約関係書類 物品使用簿 2009/4/1 紙 経営管理課事務室 2016/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 7年 廃棄

平成21年度 会計関係文書 帳簿、伝票及び契約関係書類 物品使用簿 2010/4/1 紙 経営管理課事務室 2017/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 7年 廃棄

平成22年度 会計関係文書 帳簿、伝票及び契約関係書類 物品使用簿 2011/4/1 紙 経営管理課事務室 2018/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 7年 廃棄

平成23年度 会計関係文書 帳簿、伝票及び契約関係書類 物品使用簿 2012/4/1 紙 経営管理課事務室 2019/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 7年 廃棄

平成24年度 会計関係文書 帳簿、伝票及び契約関係書類 物品使用簿 2013/4/1 紙 経営管理課事務室 2018/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 7年 廃棄

平成20年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 管理換 2009/4/1 紙 経営管理課事務室 2014/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成21年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 管理換 2010/4/1 紙 経営管理課事務室 2015/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成22年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 管理換 2011/4/1 紙 経営管理課事務室 2016/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成23年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 管理換 2012/4/1 紙 経営管理課事務室 2017/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成24年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 管理換 2013/4/1 紙 経営管理課事務室 2018/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成20年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 物品貸借 2009/4/1 紙 経営管理課事務室 2014/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄
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備考起算日 媒体の種別 保存場所 管理者

平成21年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 物品貸借 2010/4/1 紙 経営管理課事務室 2015/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成22年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 物品貸借 2011/4/1 紙 経営管理課事務室 2016/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成23年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 物品貸借 2012/4/1 紙 経営管理課事務室 2017/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成24年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 物品貸借 2013/4/1 紙 経営管理課事務室 2018/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成20年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 寄附物品 2009/4/1 紙 経営管理課事務室 2014/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成21年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 寄附物品 2010/4/1 紙 経営管理課事務室 2015/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成22年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 寄附物品 2011/4/1 紙 経営管理課事務室 2016/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成23年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 寄附物品 2012/4/1 紙 経営管理課事務室 2017/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成24年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 寄附物品 2013/4/1 紙 経営管理課事務室 2018/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成20年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 有形固定資産の実査 2009/4/1 紙 経営管理課事務室 2014/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成21年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 有形固定資産の実査 2010/4/1 紙 経営管理課事務室 2015/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成22年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 有形固定資産の実査 2011/4/1 紙 経営管理課事務室 2016/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成23年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 有形固定資産の実査 2012/4/1 紙 経営管理課事務室 2017/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成24年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 有形固定資産の実査 2013/4/1 紙 経営管理課事務室 2018/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成20年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 不用決定・処分 2009/4/1 紙 経営管理課事務室 2014/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成21年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 不用決定・処分 2010/4/1 紙 経営管理課事務室 2015/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成22年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 不用決定・処分 2011/4/1 紙 経営管理課事務室 2016/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成23年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 不用決定・処分 2012/4/1 紙 経営管理課事務室 2017/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成24年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 不用決定・処分 2013/4/1 紙 経営管理課事務室 2018/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成20年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 車両台帳 2009/4/1 紙 経営管理課事務室 2014/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成21年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 車両台帳 2010/4/1 紙 経営管理課事務室 2015/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成22年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 車両台帳 2011/4/1 紙 経営管理課事務室 2016/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成23年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 車両台帳 2012/4/1 紙 経営管理課事務室 2017/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成20年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 公用車運転日誌 2009/4/1 紙 経営管理課事務室 2014/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成21年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 公用車運転日誌 2010/4/1 紙 経営管理課事務室 2015/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成22年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 公用車運転日誌 2011/4/1 紙 経営管理課事務室 2016/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成23年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 公用車運転日誌 2012/4/1 紙 経営管理課事務室 2017/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成24年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 公用車運転日誌 2013/4/1 紙 経営管理課事務室 2018/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成20年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 共用公用車使用申込書 2009/4/1 紙 経営管理課事務室 2014/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成21年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 共用公用車使用申込書 2010/4/1 紙 経営管理課事務室 2015/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成22年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 共用公用車使用申込書 2011/4/1 紙 経営管理課事務室 2016/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成23年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 共用公用車使用申込書 2012/4/1 紙 経営管理課事務室 2017/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄
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平成24年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 共用公用車使用申込書 2013/4/1 紙 経営管理課事務室 2018/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成20年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 タクシーチケット受払簿 2009/4/1 紙 経営管理課事務室 2014/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成21年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 タクシーチケット受払簿 2010/4/1 紙 経営管理課事務室 2015/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成22年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 タクシーチケット受払簿 2011/4/1 紙 経営管理課事務室 2016/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成23年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 タクシーチケット受払簿 2012/4/1 紙 経営管理課事務室 2017/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成24年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 タクシーチケット受払簿 2013/4/1 紙 経営管理課事務室 2018/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成20年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 光熱水 2009/4/1 紙 経営管理課事務室 2014/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成21年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 光熱水 2010/4/1 紙 経営管理課事務室 2015/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成22年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 光熱水 2011/4/1 紙 経営管理課事務室 2016/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成23年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 光熱水 2012/4/1 紙 経営管理課事務室 2017/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成24年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 光熱水 2013/4/1 紙 経営管理課事務室 2018/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成20年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 電話 2009/4/1 紙 経営管理課事務室 2014/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成21年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 電話 2010/4/1 紙 経営管理課事務室 2015/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成22年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 電話 2011/4/1 紙 経営管理課事務室 2016/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成23年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 電話 2012/4/1 紙 経営管理課事務室 2017/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成24年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 電話 2013/4/1 紙 経営管理課事務室 2018/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成20年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 臓器火葬 2009/4/1 紙 経営管理課事務室 2014/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成21年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 臓器火葬 2010/4/1 紙 経営管理課事務室 2015/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成22年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 臓器火葬 2011/4/1 紙 経営管理課事務室 2016/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成23年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 臓器火葬 2012/4/1 紙 経営管理課事務室 2017/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成20年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 学術論文投稿承認申請書 2009/4/1 紙 経営管理課事務室 2014/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成21年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 学術論文投稿承認申請書 2010/4/1 紙 経営管理課事務室 2015/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成20年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 会議実施計画 2009/4/1 紙 経営管理課事務室 2014/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成21年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 会議実施計画 2010/4/1 紙 経営管理課事務室 2015/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成20年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 試験研究用アルコール 2009/4/1 紙 経営管理課事務室 2014/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成21年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 試験研究用アルコール 2010/4/1 紙 経営管理課事務室 2015/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成22年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 試験研究用アルコール 2011/4/1 紙 経営管理課事務室 2016/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成23年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 試験研究用アルコール 2012/4/1 紙 経営管理課事務室 2017/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成24年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 試験研究用アルコール 2013/4/1 紙 経営管理課事務室 2018/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成20年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 高周波利用設備申請 2009/4/1 紙 経営管理課事務室 2014/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成21年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 高周波利用設備申請 2010/4/1 紙 経営管理課事務室 2015/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成20年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 官公需に関する諸報告 2009/4/1 紙 経営管理課事務室 2014/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄



文　書　分　類 名称 保存期間

大分類 中分類 （小分類） 満了日

作成・取得年
度等

作成・取得者 保存期間
保存期間満
了後の措置

備考起算日 媒体の種別 保存場所 管理者

平成21年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 官公需に関する諸報告 2010/4/1 紙 経営管理課事務室 2015/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成22年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 官公需に関する諸報告 2011/4/1 紙 経営管理課事務室 2016/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成23年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 官公需に関する諸報告 2012/4/1 紙 経営管理課事務室 2017/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成24年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 官公需に関する諸報告 2013/4/1 紙 経営管理課事務室 2018/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成20年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 政府調達に関する統計資料 2009/4/1 紙 経営管理課事務室 2014/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成21年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 政府調達に関する統計資料 2010/4/1 紙 経営管理課事務室 2015/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成22年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 政府調達に関する統計資料 2011/4/1 紙 経営管理課事務室 2016/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成23年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 政府調達に関する統計資料 2012/4/1 紙 経営管理課事務室 2017/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成24年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 政府調達に関する統計資料 2013/4/1 紙 経営管理課事務室 2018/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成20年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 会計関係調査 2009/4/1 紙 経営管理課事務室 2014/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成21年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 会計関係調査 2010/4/1 紙 経営管理課事務室 2015/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成22年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 会計関係調査 2011/4/1 紙 経営管理課事務室 2016/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成23年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 会計関係調査 2012/4/1 紙 経営管理課事務室 2017/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成24年度 会計関係文書 上記以外の会計関係書類 会計関係調査 2013/4/1 紙 経営管理課事務室 2018/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 5年 廃棄

平成15年度 会計関係文書
各関係文書の行政の類型に準ずるもので
あって、10年保存が必要であると認めるも
の

科学技術庁に対するもの 2004/4/1 紙 経営管理課事務室 2014/3/31 医学部経営管理課契約第一係 医学部経営管理課契約第一係 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文書 医療材料選定委員会 2009/4/1 紙 医学部文書庫 2014/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 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 医療材料選定委員会 2010/4/1 紙 医学部文書庫 2015/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 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 医療材料選定委員会 2011/4/1 紙 医学部文書庫 2016/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 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 医療材料選定委員会 2012/4/1 紙 医学部文書庫 2017/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 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 医療材料選定委員会 2013/4/1 紙 医学部文書庫 2018/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 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 官公需に関する諸報告 2009/4/1 紙 医学部文書庫 2014/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 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 官公需に関する諸報告 2010/4/1 紙 医学部文書庫 2015/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 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 官公需に関する諸報告 2011/4/1 紙 医学部文書庫 2016/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 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 官公需に関する諸報告 2012/4/1 紙 医学部文書庫 2017/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 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 官公需に関する諸報告 2013/4/1 紙 医学部文書庫 2018/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 5年 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 管理換関係 2009/4/1 紙 医学部文書庫 2014/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 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 管理換関係 2010/4/1 紙 医学部文書庫 2015/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 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 管理換関係 2011/4/1 紙 医学部文書庫 2016/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 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 管理換関係 2012/4/1 紙 医学部文書庫 2017/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 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 管理換関係 2013/4/1 紙 医学部文書庫 2018/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 5年 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 寄附物品 2009/4/1 紙 医学部文書庫 2014/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 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 寄附物品 2010/4/1 紙 医学部文書庫 2015/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 5年 廃棄
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平成２２年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 寄附物品 2011/4/1 紙 医学部文書庫 2016/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 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 寄附物品 2012/4/1 紙 医学部文書庫 2017/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 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 寄附物品 2013/4/1 紙 医学部文書庫 2018/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 5年 廃棄

平成１８年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 機種選定・仕様策定委員会 2007/4/1 紙 医学部文書庫 2014/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 7年 廃棄

平成１９年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 機種選定・仕様策定委員会 2008/4/1 紙 医学部文書庫 2015/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 7年 廃棄

平成２０年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 機種選定・仕様策定委員会 2009/4/1 紙 医学部文書庫 2016/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 7年 廃棄

平成２１年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 機種選定・仕様策定委員会 2010/4/1 紙 医学部文書庫 2017/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 7年 廃棄

平成２２年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 機種選定・仕様策定委員会 2011/4/1 紙 医学部文書庫 2018/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 7年 廃棄

平成２３年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 機種選定・仕様策定委員会 2012/4/1 紙 医学部文書庫 2019/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 7年 廃棄

平成２４年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 機種選定・仕様策定委員会 2013/4/1 紙 医学部文書庫 2020/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 7年 廃棄

平成１８年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 技術審査職員委任簿 2007/4/1 紙 医学部文書庫 2014/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 7年 廃棄

平成１９年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 技術審査職員委任簿 2008/4/1 紙 医学部文書庫 2015/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 7年 廃棄

平成２０年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 技術審査職員委任簿 2009/4/1 紙 医学部文書庫 2016/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 7年 廃棄

平成２１年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 技術審査職員委任簿 2010/4/1 紙 医学部文書庫 2017/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 7年 廃棄

平成２２年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 技術審査職員委任簿 2011/4/1 紙 医学部文書庫 2018/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 7年 廃棄

平成２３年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 技術審査職員委任簿 2012/4/1 紙 医学部文書庫 2019/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 7年 廃棄

平成２４年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 技術審査職員委任簿 2013/4/1 紙 医学部文書庫 2020/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 7年 廃棄

平成１８年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 契約伺関係 2007/4/1 紙 医学部文書庫 2014/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 7年 廃棄

平成１９年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 契約伺関係 2008/4/1 紙 医学部文書庫 2015/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 7年 廃棄

平成２０年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 契約伺関係 2009/4/1 紙 医学部文書庫 2016/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 7年 廃棄

平成２１年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 契約伺関係 2010/4/1 紙 医学部文書庫 2017/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 7年 廃棄

平成２２年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 契約伺関係 2011/4/1 紙 医学部文書庫 2018/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 7年 廃棄

平成２３年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 契約伺関係 2012/4/1 紙 医学部文書庫 2019/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 7年 廃棄

平成２４年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 契約伺関係 2013/4/1 紙 医学部文書庫 2020/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 7年 廃棄

平成１８年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 検査職員委任簿 2007/4/1 紙 医学部文書庫 2014/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 7年 廃棄

平成１９年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 検査職員委任簿 2008/4/1 紙 医学部文書庫 2015/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 7年 廃棄

平成２０年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 検査職員委任簿 2009/4/1 紙 医学部文書庫 2016/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 7年 廃棄

平成２１年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 検査職員委任簿 2010/4/1 紙 医学部文書庫 2017/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 7年 廃棄

平成２２年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 検査職員委任簿 2011/4/1 紙 医学部文書庫 2018/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 7年 廃棄

平成２３年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 検査職員委任簿 2012/4/1 紙 医学部文書庫 2019/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 7年 廃棄

平成２４年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 検査職員委任簿 2013/4/1 紙 医学部文書庫 2020/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 7年 廃棄

平成１８年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 公告 2007/4/1 紙 医学部文書庫 2014/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 7年 廃棄



文　書　分　類 名称 保存期間

大分類 中分類 （小分類） 満了日

作成・取得年
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了後の措置

備考起算日 媒体の種別 保存場所 管理者

平成１９年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 公告 2008/4/1 紙 医学部文書庫 2015/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 7年 廃棄

平成２０年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 公告 2009/4/1 紙 医学部文書庫 2016/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 7年 廃棄

平成２１年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 公告 2010/4/1 紙 医学部文書庫 2017/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 7年 廃棄

平成２２年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 公告 2011/4/1 紙 医学部文書庫 2018/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 7年 廃棄

平成２３年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 公告 2012/4/1 紙 医学部文書庫 2019/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 7年 廃棄

平成２４年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 公告 2013/4/1 紙 医学部文書庫 2020/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 7年 廃棄

平成１８年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 仕様策定委員会委員任命簿 2007/4/1 紙 医学部文書庫 2014/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 7年 廃棄

平成１９年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 仕様策定委員会委員任命簿 2008/4/1 紙 医学部文書庫 2015/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 7年 廃棄

平成２０年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 仕様策定委員会委員任命簿 2009/4/1 紙 医学部文書庫 2016/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 7年 廃棄

平成２１年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 仕様策定委員会委員任命簿 2010/4/1 紙 医学部文書庫 2017/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 7年 廃棄

平成２２年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 仕様策定委員会委員任命簿 2011/4/1 紙 医学部文書庫 2018/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 7年 廃棄

平成２３年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 仕様策定委員会委員任命簿 2012/4/1 紙 医学部文書庫 2019/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 7年 廃棄

平成２４年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 仕様策定委員会委員任命簿 2013/4/1 紙 医学部文書庫 2020/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 7年 廃棄

平成１８年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 支出契約決議書・即支出決定決議書 2007/4/1 紙 医学部文書庫 2014/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 7年 廃棄

平成１９年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 支出契約決議書・即支出決定決議書 2008/4/1 紙 医学部文書庫 2015/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 7年 廃棄

平成２０年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 支出契約決議書・即支出決定決議書 2009/4/1 紙 医学部文書庫 2016/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 7年 廃棄

平成２１年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 支出契約決議書・即支出決定決議書 2010/4/1 紙 医学部文書庫 2017/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 7年 廃棄

平成２２年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 支出契約決議書・即支出決定決議書 2011/4/1 紙 医学部文書庫 2018/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 7年 廃棄

平成２３年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 支出契約決議書・即支出決定決議書 2012/4/1 紙 医学部文書庫 2019/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 7年 廃棄

平成２４年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 支出契約決議書・即支出決定決議書 2013/4/1 紙 医学部文書庫 2020/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 7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 手術部消耗医材部会 2010/4/1 紙 医学部文書庫 2015/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 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 心・血管カテ部会 2009/4/1 紙 医学部文書庫 2014/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 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 心・血管カテ部会 2010/4/1 紙 医学部文書庫 2015/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 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 政府調達に関する統計資料 2009/4/1 紙 医学部文書庫 2014/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 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 政府調達に関する統計資料 2010/4/1 紙 医学部文書庫 2015/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 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 政府調達に関する統計資料 2011/4/1 紙 医学部文書庫 2016/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 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 政府調達に関する統計資料 2012/4/1 紙 医学部文書庫 2017/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 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 政府調達に関する統計資料 2013/4/1 紙 医学部文書庫 2018/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 5年 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 不用決定・処分 2009/4/1 紙 医学部文書庫 2014/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 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 不用決定・処分 2010/4/1 紙 医学部文書庫 2015/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 5年 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 物品検査（部内） 2009/4/1 紙 医学部文書庫 2014/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 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 物品検査（部内） 2010/4/1 紙 医学部文書庫 2015/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 5年 廃棄
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平成２２年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 物品検査（部内） 2011/4/1 紙 医学部文書庫 2016/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 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 物品検査（部内） 2012/4/1 紙 医学部文書庫 2017/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 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 物品検査（部内） 2013/4/1 紙 医学部文書庫 2018/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 5年 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 物品使用簿 2009/4/1 紙 医学部文書庫 2014/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 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 物品使用簿 2010/4/1 紙 医学部文書庫 2015/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 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 物品使用簿 2011/4/1 紙 医学部文書庫 2016/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 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 物品使用簿 2012/4/1 紙 医学部文書庫 2017/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 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 物品使用簿 2013/4/1 紙 医学部文書庫 2018/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 5年 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 物品貸借 2009/4/1 紙 医学部文書庫 2014/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 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 物品貸借 2010/4/1 紙 医学部文書庫 2015/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 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 物品貸借 2011/4/1 紙 医学部文書庫 2016/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 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 物品貸借 2012/4/1 紙 医学部文書庫 2017/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 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 物品貸借 2013/4/1 紙 医学部文書庫 2018/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 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 薬事委員会 2009/4/1 紙 医学部文書庫 2014/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 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 薬事委員会 2010/4/1 紙 医学部文書庫 2015/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 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 薬事委員会 2011/4/1 紙 医学部文書庫 2016/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 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 薬事委員会 2012/4/1 紙 医学部文書庫 2017/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 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 薬事委員会 2013/4/1 紙 医学部文書庫 2018/3/31 医学部経営管理課契約第二係 医学部経営管理課契約第二係 5年 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 年間契約伺 2009/4/1 紙 医学部文書庫 2014/3/31 医学部経営管理課契約第三係 医学部経営管理課契約第三係 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 年間契約伺 2010/4/1 紙 医学部文書庫 2015/3/31 医学部経営管理課契約第三係 医学部経営管理課契約第三係 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 年間契約伺 2011/4/1 紙 医学部文書庫 2016/3/31 医学部経営管理課契約第三係 医学部経営管理課契約第三係 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 年間契約伺 2012/4/1 紙 経営管理課事務室 2017/3/31 医学部経営管理課契約第三係 医学部経営管理課契約第三係 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 年間契約伺 2013/4/1 紙 経営管理課事務室 2018/3/31 医学部経営管理課契約第三係 医学部経営管理課契約第三係 5年 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 契約 2009/4/1 紙 医学部文書庫 2014/3/31 医学部経営管理課契約第三係 医学部経営管理課契約第三係 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 契約 2010/4/1 紙 経営管理課事務室 2015/3/31 医学部経営管理課契約第三係 医学部経営管理課契約第三係 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 契約 2011/4/1 紙 医学部文書庫 2016/3/31 医学部経営管理課契約第三係 医学部経営管理課契約第三係 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 契約 2012/4/1 紙 経営管理課事務室 2017/3/31 医学部経営管理課契約第三係 医学部経営管理課契約第三係 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 契約 2013/4/1 紙 経営管理課事務室 2018/3/31 医学部経営管理課契約第三係 医学部経営管理課契約第三係 5年 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 支出決議書 2009/4/1 紙 医学部文書庫 2014/3/31 医学部経営管理課契約第三係 医学部経営管理課契約第三係 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 支出決議書 2010/4/1 紙 医学部文書庫 2015/3/31 医学部経営管理課契約第三係 医学部経営管理課契約第三係 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 支出決議書 2011/4/1 紙 医学部文書庫 2016/3/31 医学部経営管理課契約第三係 医学部経営管理課契約第三係 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 支出決議書 2012/4/1 紙 経営管理課事務室 2017/3/31 医学部経営管理課契約第三係 医学部経営管理課契約第三係 5年 廃棄



文　書　分　類 名称 保存期間

大分類 中分類 （小分類） 満了日

作成・取得年
度等

作成・取得者 保存期間
保存期間満
了後の措置

備考起算日 媒体の種別 保存場所 管理者

平成２４年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 支出決議書 2013/4/1 紙 経営管理課事務室 2018/3/31 医学部経営管理課契約第三係 医学部経営管理課契約第三係 5年 廃棄

平成19年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 特定調達契約 2008/4/1 紙 医学部文書庫 2015/3/31 医学部経営管理課契約第三係 医学部経営管理課契約第三係 7年 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 特定建築物 2009/4/1 紙 医学部文書庫 2014/3/31 医学部経営管理課契約第三係 医学部経営管理課契約第三係 5年 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 保守点検報告 2009/4/1 紙 医学部文書庫 2014/3/31 医学部経営管理課契約第三係 医学部経営管理課契約第三係 5年 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 病棟清掃検収表 2009/4/1 紙 医学部文書庫 2014/3/31 医学部経営管理課契約第三係 医学部経営管理課契約第三係 5年 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 清掃等作業日誌 2009/4/1 紙 医学部文書庫 2014/3/31 医学部経営管理課契約第三係 医学部経営管理課契約第三係 5年 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 廃棄物処理 2009/4/1 紙 医学部文書庫 2014/3/31 医学部経営管理課契約第三係 医学部経営管理課契約第三係 5年 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 産業廃棄物管理票 2009/4/1 紙 医学部文書庫 2014/3/31 医学部経営管理課契約第三係 医学部経営管理課契約第三係 5年 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 宿舎貸与明渡 2009/4/1 紙 医学部文書庫 2014/3/31 医学部経営管理課契約第三係 医学部経営管理課契約第三係 5年 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 特定調達契約 2009/4/1 紙 医学部文書庫 2016/3/31 医学部経営管理課契約第三係 医学部経営管理課契約第三係 7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 特定建築物 2010/4/1 紙 経営管理課事務室 2015/3/31 医学部経営管理課契約第三係 医学部経営管理課契約第三係 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 保守点検報告 2010/4/1 紙 経営管理課事務室 2015/3/31 医学部経営管理課契約第三係 医学部経営管理課契約第三係 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 病棟清掃検収表 2010/4/1 紙 経営管理課事務室 2015/3/31 医学部経営管理課契約第三係 医学部経営管理課契約第三係 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 清掃等作業日誌 2010/4/1 紙 経営管理課事務室 2015/3/31 医学部経営管理課契約第三係 医学部経営管理課契約第三係 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 廃棄物処理 2010/4/1 紙 経営管理課事務室 2015/3/31 医学部経営管理課契約第三係 医学部経営管理課契約第三係 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 産業廃棄物管理票 2010/4/1 紙 経営管理課事務室 2015/3/31 医学部経営管理課契約第三係 医学部経営管理課契約第三係 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 宿舎貸与明渡 2010/4/1 紙 経営管理課事務室 2015/3/31 医学部経営管理課契約第三係 医学部経営管理課契約第三係 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 特定調達契約 2009/4/1 紙 経営管理課事務室 2016/3/31 医学部経営管理課契約第三係 医学部経営管理課契約第三係 7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 年間契約伺 2011/4/1 紙 経営管理課事務室 2018/3/31 医学部経営管理課契約第三係 医学部経営管理課契約第三係 7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 契約 2011/4/1 紙 経営管理課事務室 2018/3/31 医学部経営管理課契約第三係 医学部経営管理課契約第三係 7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 支出決議書 2011/4/1 紙 経営管理課事務室 2018/3/31 医学部経営管理課契約第三係 医学部経営管理課契約第三係 7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 特定建築物 2011/4/1 紙 経営管理課事務室 2016/3/31 医学部経営管理課契約第三係 医学部経営管理課契約第三係 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 保守点検報告 2011/4/1 紙 経営管理課事務室 2016/3/31 医学部経営管理課契約第三係 医学部経営管理課契約第三係 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 病棟清掃検収表 2011/4/1 紙 経営管理課事務室 2016/3/31 医学部経営管理課契約第三係 医学部経営管理課契約第三係 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 清掃等作業日誌 2011/4/1 紙 経営管理課事務室 2016/3/31 医学部経営管理課契約第三係 医学部経営管理課契約第三係 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 廃棄物処理 2011/4/1 紙 経営管理課事務室 2016/3/31 医学部経営管理課契約第三係 医学部経営管理課契約第三係 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 産業廃棄物管理票 2011/4/1 紙 経営管理課事務室 2016/3/31 医学部経営管理課契約第三係 医学部経営管理課契約第三係 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 宿舎貸与明渡 2011/4/1 紙 経営管理課事務室 2016/3/31 医学部経営管理課契約第三係 医学部経営管理課契約第三係 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 特定調達契約 2011/4/1 紙 経営管理課事務室 2018/3/31 医学部経営管理課契約第三係 医学部経営管理課契約第三係 7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 年間契約伺 2012/4/1 紙 経営管理課事務室 2019/3/31 医学部経営管理課契約第三係 医学部経営管理課契約第三係 7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 契約 2012/4/1 紙 経営管理課事務室 2019/3/31 医学部経営管理課契約第三係 医学部経営管理課契約第三係 7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 支出決議書 2012/4/1 紙 経営管理課事務室 2019/3/31 医学部経営管理課契約第三係 医学部経営管理課契約第三係 7年 廃棄



文　書　分　類 名称 保存期間

大分類 中分類 （小分類） 満了日

作成・取得年
度等

作成・取得者 保存期間
保存期間満
了後の措置

備考起算日 媒体の種別 保存場所 管理者

平成２３年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 特定建築物 2012/4/1 紙 経営管理課事務室 2017/3/31 医学部経営管理課契約第三係 医学部経営管理課契約第三係 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 保守点検報告 2012/4/1 紙 経営管理課事務室 2017/3/31 医学部経営管理課契約第三係 医学部経営管理課契約第三係 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 病棟清掃検収表 2012/4/1 紙 経営管理課事務室 2017/3/31 医学部経営管理課契約第三係 医学部経営管理課契約第三係 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 清掃等作業日誌 2012/4/1 紙 経営管理課事務室 2017/3/31 医学部経営管理課契約第三係 医学部経営管理課契約第三係 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 廃棄物処理 2012/4/1 紙 経営管理課事務室 2017/3/31 医学部経営管理課契約第三係 医学部経営管理課契約第三係 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 産業廃棄物管理票 2012/4/1 紙 経営管理課事務室 2017/3/31 医学部経営管理課契約第三係 医学部経営管理課契約第三係 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 宿舎貸与明渡 2012/4/1 紙 経営管理課事務室 2017/3/31 医学部経営管理課契約第三係 医学部経営管理課契約第三係 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 特定調達契約 2012/4/1 紙 経営管理課事務室 2019/3/31 医学部経営管理課契約第三係 医学部経営管理課契約第三係 7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 特定建築物 2012/4/1 紙 経営管理課事務室 2017/3/31 医学部経営管理課契約第三係 医学部経営管理課契約第三係 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 保守点検報告 2012/4/1 紙 経営管理課事務室 2017/3/31 医学部経営管理課契約第三係 医学部経営管理課契約第三係 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 病棟清掃検収表 2012/4/1 紙 経営管理課事務室 2017/3/31 医学部経営管理課契約第三係 医学部経営管理課契約第三係 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 清掃等作業日誌 2012/4/1 紙 経営管理課事務室 2017/3/31 医学部経営管理課契約第三係 医学部経営管理課契約第三係 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 廃棄物処理 2012/4/1 紙 経営管理課事務室 2017/3/31 医学部経営管理課契約第三係 医学部経営管理課契約第三係 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 産業廃棄物管理票 2012/4/1 紙 経営管理課事務室 2017/3/31 医学部経営管理課契約第三係 医学部経営管理課契約第三係 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 宿舎貸与明渡 2012/4/1 紙 経営管理課事務室 2017/3/31 医学部経営管理課契約第三係 医学部経営管理課契約第三係 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 特定調達契約 2012/4/1 紙 経営管理課事務室 2019/3/31 医学部経営管理課契約第三係 医学部経営管理課契約第三係 7年 廃棄

上記１から10欄までに掲げる法人文書の類
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

現金出納簿 1984/4/1 紙 医学部文書庫 2014/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 30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

債権管理簿 1984/4/1 紙 医学部文書庫 2014/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 30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

歳入歳出外現金出納簿 1984/4/1 紙 医学部文書庫 2014/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 30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

前渡資金現金出納簿 1984/4/1 紙 医学部文書庫 2014/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 30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

徴収整理簿 1984/4/1 紙 医学部文書庫 2014/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 30年 廃棄

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

現金出納簿 1985/4/1 紙 医学部文書庫 2015/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 30年 廃棄

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

債権管理簿 1985/4/1 紙 医学部文書庫 2015/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 30年 廃棄

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

歳入歳出外現金出納簿 1985/4/1 紙 医学部文書庫 2015/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 30年 廃棄

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

前渡資金現金出納簿 1985/4/1 紙 医学部文書庫 2015/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 30年 廃棄

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

徴収整理簿 1985/4/1 紙 医学部文書庫 2015/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

現金出納簿 1986/4/1 紙 医学部文書庫 2016/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 30年 廃棄



文　書　分　類 名称 保存期間

大分類 中分類 （小分類） 満了日

作成・取得年
度等

作成・取得者 保存期間
保存期間満
了後の措置

備考起算日 媒体の種別 保存場所 管理者

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

債権管理簿 1986/4/1 紙 医学部文書庫 2016/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

歳入歳出外現金出納簿 1986/4/1 紙 医学部文書庫 2016/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

前渡資金現金出納簿 1986/4/1 紙 医学部文書庫 2016/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

徴収整理簿 1986/4/1 紙 医学部文書庫 2016/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

現金出納簿 1987/4/1 紙 医学部文書庫 2017/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

債権管理簿 1987/4/1 紙 医学部文書庫 2017/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

歳入歳出外現金出納簿 1987/4/1 紙 医学部文書庫 2017/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

前渡資金現金出納簿 1987/4/1 紙 医学部文書庫 2017/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

徴収整理簿 1987/4/1 紙 医学部文書庫 2017/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

現金出納簿 1988/4/1 紙 医学部文書庫 2018/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

債権管理簿 1988/4/1 紙 医学部文書庫 2018/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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 歳入歳出外現金出納簿 1988/4/1 紙 医学部文書庫 2018/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 30年 廃棄昭和６２年度 その他 型に準ずるもので30年保存が必要であると
認める文書

歳入歳出外現金出納簿 1988/4/1 紙 医学部文書庫 2018/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

前渡資金現金出納簿 1988/4/1 紙 医学部文書庫 2018/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

徴収整理簿 1988/4/1 紙 医学部文書庫 2018/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

現金出納簿 1989/4/1 紙 医学部文書庫 2019/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

債権管理簿 1989/4/1 紙 医学部文書庫 2019/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

歳入歳出外現金出納簿 1989/4/1 紙 医学部文書庫 2019/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

前渡資金現金出納簿 1989/4/1 紙 医学部文書庫 2019/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

徴収整理簿 1989/4/1 紙 医学部文書庫 2019/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

現金出納簿 1990/4/1 紙 医学部文書庫 2020/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

債権管理簿 1990/4/1 紙 医学部文書庫 2020/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

歳入歳出外現金出納簿 1990/4/1 紙 医学部文書庫 2020/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 30年 廃棄



文　書　分　類 名称 保存期間

大分類 中分類 （小分類） 満了日

作成・取得年
度等

作成・取得者 保存期間
保存期間満
了後の措置

備考起算日 媒体の種別 保存場所 管理者

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

前渡資金現金出納簿 1990/4/1 紙 医学部文書庫 2020/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

徴収整理簿 1990/4/1 紙 医学部文書庫 2020/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

現金出納簿 1991/4/1 紙 医学部文書庫 2021/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

債権管理簿 1991/4/1 紙 医学部文書庫 2021/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

歳入歳出外現金出納簿 1991/4/1 紙 医学部文書庫 2021/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

前渡資金現金出納簿 1991/4/1 紙 医学部文書庫 2021/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

徴収整理簿 1991/4/1 紙 医学部文書庫 2021/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

現金出納簿 1992/4/1 紙 医学部文書庫 2022/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

債権管理簿 1992/4/1 紙 医学部文書庫 2022/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

歳入歳出外現金出納簿 1992/4/1 紙 医学部文書庫 2022/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

前渡資金現金出納簿 1992/4/1 紙 医学部文書庫 2022/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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 徴収整理簿 1992/4/1 紙 医学部文書庫 2022/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 30年 廃棄平成３年度 その他 型に準ずるもので30年保存が必要であると
認める文書

徴収整理簿 1992/4/1 紙 医学部文書庫 2022/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

現金出納簿 1993/4/1 紙 医学部文書庫 2023/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

債権管理簿 1993/4/1 紙 医学部文書庫 2023/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

歳入歳出外現金出納簿 1993/4/1 紙 医学部文書庫 2023/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

前渡資金現金出納簿 1993/4/1 紙 医学部文書庫 2023/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

徴収整理簿 1993/4/1 紙 医学部文書庫 2023/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

現金出納簿 1994/4/1 紙 医学部文書庫 2024/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

債権管理簿 1994/4/1 紙 医学部文書庫 2024/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

歳入歳出外現金出納簿 1994/4/1 紙 医学部文書庫 2024/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

前渡資金現金出納簿 1994/4/1 紙 医学部文書庫 2024/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

徴収整理簿 1994/4/1 紙 医学部文書庫 2024/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 30年 廃棄



文　書　分　類 名称 保存期間

大分類 中分類 （小分類） 満了日

作成・取得年
度等

作成・取得者 保存期間
保存期間満
了後の措置

備考起算日 媒体の種別 保存場所 管理者

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

現金出納簿 1995/4/1 紙 医学部文書庫 2025/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

債権管理簿 1995/4/1 紙 医学部文書庫 2025/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

歳入歳出外現金出納簿 1995/4/1 紙 医学部文書庫 2025/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

前渡資金現金出納簿 1995/4/1 紙 医学部文書庫 2025/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

徴収整理簿 1995/4/1 紙 医学部文書庫 2025/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

現金出納簿 1996/4/1 紙 医学部文書庫 2026/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

債権管理簿 1996/4/1 紙 医学部文書庫 2026/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

歳入歳出外現金出納簿 1996/4/1 紙 医学部文書庫 2026/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

前渡資金現金出納簿 1996/4/1 紙 医学部文書庫 2026/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

徴収整理簿 1996/4/1 紙 医学部文書庫 2026/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

現金出納簿 1997/4/1 紙 医学部文書庫 2027/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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 債権管理簿 1997/4/1 紙 医学部文書庫 2027/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 30年 廃棄平成８年度 その他 型に準ずるもので30年保存が必要であると
認める文書

債権管理簿 1997/4/1 紙 医学部文書庫 2027/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

歳入歳出外現金出納簿 1997/4/1 紙 医学部文書庫 2027/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

前渡資金現金出納簿 1997/4/1 紙 医学部文書庫 2027/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

徴収整理簿 1997/4/1 紙 医学部文書庫 2027/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

現金出納簿 1998/4/1 紙 医学部文書庫 2028/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

債権管理簿 1998/4/1 紙 医学部文書庫 2028/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

歳入歳出外現金出納簿 1998/4/1 紙 医学部文書庫 2028/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

前渡資金現金出納簿 1998/4/1 紙 医学部文書庫 2028/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

徴収整理簿 1998/4/1 紙 医学部文書庫 2028/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

現金出納簿 1999/4/1 紙 医学部文書庫 2029/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

債権管理簿 1999/4/1 紙 医学部文書庫 2029/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 30年 廃棄



文　書　分　類 名称 保存期間

大分類 中分類 （小分類） 満了日

作成・取得年
度等

作成・取得者 保存期間
保存期間満
了後の措置

備考起算日 媒体の種別 保存場所 管理者

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

歳入歳出外現金出納簿 1999/4/1 紙 医学部文書庫 2029/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

前渡資金現金出納簿 1999/4/1 紙 医学部文書庫 2029/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

徴収整理簿 1999/4/1 紙 医学部文書庫 2029/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

現金出納簿 2000/4/1 紙 医学部文書庫 2030/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

債権管理簿 2000/4/1 紙 医学部文書庫 2030/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

歳入歳出外現金出納簿 2000/4/1 紙 医学部文書庫 2030/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

前渡資金現金出納簿 2000/4/1 紙 医学部文書庫 2030/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

徴収整理簿 2000/4/1 紙 医学部文書庫 2030/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

現金出納簿 2001/4/1 紙 医学部文書庫 2031/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

債権管理簿 2001/4/1 紙 医学部文書庫 2031/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

歳入歳出外現金出納簿 2001/4/1 紙 医学部文書庫 2031/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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 前渡資金現金出納簿 2001/4/1 紙 医学部文書庫 2031/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 30年 廃棄平成１２年度 その他 型に準ずるもので30年保存が必要であると
認める文書

前渡資金現金出納簿 2001/4/1 紙 医学部文書庫 2031/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

徴収整理簿 2001/4/1 紙 医学部文書庫 2031/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

現金出納簿 2002/4/1 紙 医学部文書庫 2032/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

債権管理簿 2002/4/1 紙 医学部文書庫 2032/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

歳入歳出外現金出納簿 2002/4/1 紙 医学部文書庫 2032/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

前渡資金現金出納簿 2002/4/1 紙 医学部文書庫 2032/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

徴収整理簿 2002/4/1 紙 医学部文書庫 2032/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

徴収内訳簿 2002/4/1 紙 医学部文書庫 2032/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

現金出納簿 2003/4/1 紙 医学部文書庫 2033/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

債権管理簿 2003/4/1 紙 医学部文書庫 2033/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

歳入歳出外現金出納簿 2003/4/1 紙 医学部文書庫 2033/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 30年 廃棄



文　書　分　類 名称 保存期間

大分類 中分類 （小分類） 満了日

作成・取得年
度等

作成・取得者 保存期間
保存期間満
了後の措置

備考起算日 媒体の種別 保存場所 管理者

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

前渡資金現金出納簿 2003/4/1 紙 医学部文書庫 2033/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

徴収整理簿 2003/4/1 紙 医学部文書庫 2033/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

徴収内訳簿 2003/4/1 紙 医学部文書庫 2033/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

現金出納簿 2004/4/1 紙 医学部文書庫 2034/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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10年保存が必要であると
認める文書

現金領収証書受払簿 2004/4/1 紙 医学部文書庫 2014/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 10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

債権管理簿 2004/4/1 紙 医学部文書庫 2034/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

歳入歳出外現金出納簿 2004/4/1 紙 医学部文書庫 2034/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

前渡資金現金出納簿 2004/4/1 紙 医学部文書庫 2034/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

徴収整理簿 2004/4/1 紙 医学部文書庫 2034/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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

徴収内訳簿 2004/4/1 紙 医学部文書庫 2034/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 30年 廃棄

平成１８年度 会計に関する事項 帳簿，伝票及び契約関係書類 現金出納簿 2007/4/1 紙 医学部文書庫 2014/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 7年 廃棄

平成１８年度 会計に関する事項 帳簿，伝票及び契約関係書類 現金領収証書受払簿 2007/4/1 紙 経営管理課事務室 2014/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 7年 廃棄平成１８年度 会計に関する事項 帳簿，伝票及び契約関係書類 現金領収証書受払簿 2007/4/1 紙 経営管理課事務室 2014/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 7年 廃棄

平成１９年度 会計に関する事項 帳簿，伝票及び契約関係書類 現金出納簿 2008/4/1 紙 医学部文書庫 2015/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 7年 廃棄

平成１９年度 会計に関する事項 帳簿，伝票及び契約関係書類 現金領収証書受払簿 2008/4/1 紙 経営管理課事務室 2015/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 7年 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 支出契約決議書 2009/4/1 紙 医学部文書庫 2014/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 5年 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 収入契約決議書 2009/4/1 紙 医学部文書庫 2014/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 5年 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 科学研究費補助金収支簿 2009/4/1 紙 医学部文書庫 2014/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 5年 廃棄

平成２０年度 会計に関する事項 帳簿，伝票及び契約関係書類 現金出納簿 2009/4/1 紙 経営管理課事務室 2016/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 7年 廃棄

平成２０年度 会計に関する事項 帳簿，伝票及び契約関係書類 現金領収証書受払簿 2009/4/1 紙 医学部文書庫 2016/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 7年 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 支出決議（計算）書 2009/4/1 紙 医学部文書庫 2014/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 5年 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 収入金請求通知書 2009/4/1 紙 医学部文書庫 2014/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 5年 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 収入金調査決定通知書 2009/4/1 紙 医学部文書庫 2014/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 5年 廃棄



文　書　分　類 名称 保存期間

大分類 中分類 （小分類） 満了日

作成・取得年
度等

作成・取得者 保存期間
保存期間満
了後の措置

備考起算日 媒体の種別 保存場所 管理者

平成２１年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 支出契約決議書 2010/4/1 紙 医学部文書庫 2015/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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 収入契約決議書 2010/4/1 紙 医学部文書庫 2015/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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 科学研究費補助金収支簿 2010/4/1 紙 医学部文書庫 2015/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 5年 廃棄

平成２１年度 会計に関する事項 帳簿，伝票及び契約関係書類 現金出納簿 2010/4/1 紙 経営管理課事務室 2017/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 7年 廃棄

平成２１年度 会計に関する事項 帳簿，伝票及び契約関係書類 現金領収証書受払簿 2010/4/1 紙 経営管理課事務室 2017/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 7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 支出決議（計算）書 2010/4/1 紙 医学部文書庫 2015/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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 収入金請求通知書 2010/4/1 紙 医学部文書庫 2015/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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 収入金調査決定通知書 2010/4/1 紙 医学部文書庫 2015/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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 支出契約決議書 2011/4/1 紙 医学部文書庫 2016/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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 収入契約決議書 2011/4/1 紙 医学部文書庫 2016/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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 科学研究費補助金収支簿 2011/4/1 紙 医学部文書庫 2016/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 5年 廃棄

平成２２年度 会計に関する事項 帳簿，伝票及び契約関係書類 現金出納簿 2011/4/1 紙 経営管理課事務室 2018/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 7年 廃棄平成２２年度 会計に関する事項 帳簿，伝票及び契約関係書類 現金出納簿 2011/4/1 紙 経営管理課事務室 2018/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 7年 廃棄

平成２２年度 会計に関する事項 帳簿，伝票及び契約関係書類 現金領収証書受払簿 2011/4/1 紙 経営管理課事務室 2018/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 7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 支出決議（計算）書 2011/4/1 紙 医学部文書庫 2016/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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 収入金請求通知書 2011/4/1 紙 医学部文書庫 2016/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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 収入金調査決定通知書 2011/4/1 紙 医学部文書庫 2016/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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 支出契約決議書 2012/4/1 紙 経営管理課事務室 2017/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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 収入契約決議書 2012/4/1 紙 経営管理課事務室 2017/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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 科学研究費補助金収支簿 2012/4/1 紙 医学部文書庫 2017/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 5年 廃棄

平成２３年度 会計に関する事項 帳簿，伝票及び契約関係書類 現金出納簿 2012/4/1 紙 経営管理課事務室 2019/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 7年 廃棄

平成２３年度 会計に関する事項 帳簿，伝票及び契約関係書類 現金領収証書受払簿 2012/4/1 紙 経営管理課事務室 2019/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 7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 支出決議（計算）書 2012/4/1 紙 経営管理課事務室 2017/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 5年 廃棄



文　書　分　類 名称 保存期間

大分類 中分類 （小分類） 満了日

作成・取得年
度等

作成・取得者 保存期間
保存期間満
了後の措置

備考起算日 媒体の種別 保存場所 管理者

平成２３年度 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 収入金請求通知書 2012/4/1 紙 経営管理課事務室 2017/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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 収入金調査決定通知書 2012/4/1 紙 経営管理課事務室 2017/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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 支出契約決議書 2013/4/1 紙 経営管理課事務室 2018/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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 収入契約決議書 2013/4/1 紙 経営管理課事務室 2018/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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 科学研究費補助金収支簿 2013/4/1 紙 経営管理課事務室 2019/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 5年 廃棄

平成２４年度 会計に関する事項 帳簿，伝票及び契約関係書類 現金出納簿 2013/4/1 紙 経営管理課事務室 2020/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 7年 廃棄

平成２４年度 会計に関する事項 帳簿，伝票及び契約関係書類 現金領収証書受払簿 2013/4/1 紙 経営管理課事務室 2020/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 7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 支出決議（計算）書 2013/4/1 紙 経営管理課事務室 2018/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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 収入金請求通知書 2013/4/1 紙 経営管理課事務室 2018/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 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 収入金調査決定通知書 2013/4/1 紙 経営管理課事務室 2018/3/31 医学部経営管理課経理係 経営管理課経理係 5年 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 平成２０年度予算通知簿 2009/4/1 紙 事務室 2014/3/31 医学部経営管理課予算企画係 管理課予算企画係 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 平成２１年度予算通知簿 2010/4/1 紙 事務室 2015/3/31 医学部経営管理課予算企画係 管理課予算企画係 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 平成２１年度予算通知簿 2010/4/1 紙 事務室 2015/3/31 医学部経営管理課予算企画係 管理課予算企画係 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 平成２２年度予算通知簿 2011/4/1 紙 事務室 2016/3/31 医学部経営管理課予算企画係 管理課予算企画係 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 平成２３年度予算通知簿 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 医学部経営管理課予算企画係 管理課予算企画係 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 平成２４年度予算通知簿 2013/4/1 紙 事務室 2018/3/31 医学部経営管理課予算企画係 管理課予算企画係 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 平成１５年度予算委員会 2004/4/1 紙 文書庫 2014/3/31 医学部経営管理課予算企画係 管理課予算企画係 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 平成１６年度予算委員会 2005/4/1 紙 文書庫 2015/3/31 医学部経営管理課予算企画係 管理課予算企画係 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 平成１７年度予算委員会 2006/4/1 紙 事務室 2016/3/31 医学部経営管理課予算企画係 管理課予算企画係 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 平成１８年度予算委員会 2007/4/1 紙 事務室 2017/3/31 医学部経営管理課予算企画係 管理課予算企画係 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 平成１９年度予算委員会 2008/4/1 紙 事務室 2018/3/31 医学部経営管理課予算企画係 管理課予算企画係 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 平成２０年度予算委員会 2009/4/1 紙 事務室 2019/3/31 医学部経営管理課予算企画係 管理課予算企画係 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 平成２１年度予算委員会 2010/4/1 紙 事務室 2020/3/31 医学部経営管理課予算企画係 管理課予算企画係 10年 廃棄



文　書　分　類 名称 保存期間

大分類 中分類 （小分類） 満了日

作成・取得年
度等

作成・取得者 保存期間
保存期間満
了後の措置

備考起算日 媒体の種別 保存場所 管理者

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 平成２２年度予算委員会 2011/4/1 紙 事務室 2021/3/31 医学部経営管理課予算企画係 管理課予算企画係 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 平成２３年度予算委員会 2012/4/1 紙 事務室 2022/3/31 医学部経営管理課予算企画係 管理課予算企画係 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 平成２４年度予算委員会 2013/4/1 紙 事務室 2023/3/31 医学部経営管理課予算企画係 管理課予算企画係 10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

平成１６年度概算要求 2004/4/1 紙 文書庫 2014/3/31 医学部経営管理課予算企画係 管理課予算企画係 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

平成１７年度概算要求 2005/4/1 紙 文書庫 2015/3/31 医学部経営管理課予算企画係 管理課予算企画係 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

平成１８年度概算要求 2006/4/1 紙 事務室 2016/3/31 医学部経営管理課予算企画係 管理課予算企画係 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

平成１９年度概算要求 2007/4/1 紙 事務室 2017/3/31 医学部経営管理課予算企画係 管理課予算企画係 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

平成２０年度概算要求 2008/4/1 紙 事務室 2018/3/31 医学部経営管理課予算企画係 管理課予算企画係 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

平成２１年度概算要求 2009/4/1 紙 事務室 2019/3/31 医学部経営管理課予算企画係 管理課予算企画係 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

平成２２年度概算要求 2010/4/1 紙 事務室 2020/3/31 医学部経営管理課予算企画係 管理課予算企画係 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

平成２３年度概算要求 2011/4/1 紙 事務室 2021/3/31 医学部経営管理課予算企画係 管理課予算企画係 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 平成２４年度概算要求 2012/4/1 紙 事務室 2022/3/31 医学部経営管理課予算企画係 管理課予算企画係 10年 廃棄平成23年度 その他 型に準ずるもので10年保存が必要であると
認める文書

平成２４年度概算要求 2012/4/1 紙 事務室 2022/3/31 医学部経営管理課予算企画係 管理課予算企画係 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

平成２５年度概算要求 2013/4/1 紙 事務室 2023/3/31 医学部経営管理課予算企画係 管理課予算企画係 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

平成１７年度医療経営センター会議 2006/4/1 紙 事務室 2016/3/31 医学部経営管理課予算企画係 管理課予算企画係 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

平成１８年度医療経営センター会議 2007/4/1 紙 事務室 2017/3/31 医学部経営管理課予算企画係 管理課予算企画係 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

平成１９年度医療経営センター会議 2008/4/1 紙 事務室 2018/3/31 医学部経営管理課予算企画係 管理課予算企画係 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

平成２０年度医療経営センター会議 2009/4/1 紙 事務室 2019/3/31 医学部経営管理課予算企画係 管理課予算企画係 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

平成２１年度医療経営センター会議 2010/4/1 紙 事務室 2020/3/31 医学部経営管理課予算企画係 管理課予算企画係 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

平成２２年度医療経営センター会議 2011/4/1 紙 事務室 2021/3/31 医学部経営管理課予算企画係 管理課予算企画係 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

平成２３年度医療経営センター会議 2012/4/1 紙 事務室 2022/3/31 医学部経営管理課予算企画係 管理課予算企画係 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

平成２４年度医療経営センター会議 2013/4/1 紙 事務室 2023/3/31 医学部経営管理課予算企画係 管理課予算企画係 10年 廃棄


