
法人文書ファイル管理簿 医学部医事課
保存期間 媒体の 保存期間

(西暦) (区分) (和暦換 大分類 中分類 （小分類） (付記) 作成・取得者 起算日 保存期間 満了日 種別 保存場所 管理者 満了後の措
置 備考

2016 年度 平成28年 附属病院に関する事項 診療録等に関する文書＿ア診療録 診療録 医事課 2017/4/1 ５年 2022/3/31 共有サーバー内 共有サーバー内 医事課 廃棄
2017 年度 平成29年 附属病院に関する事項 診療録等に関する文書＿ア診療録 診療録 医事課 2018/4/1 ５年 2023/3/31 共有サーバー内 共有サーバー内 医事課 廃棄
2018 年度 平成30年 附属病院に関する事項 診療録等に関する文書＿ア診療録 診療録 医事課 2019/4/1 ５年 2024/3/31 共有サーバー内 共有サーバー内 医事課 廃棄
2019 年度 令和1年 附属病院に関する事項 診療録等に関する文書＿ア診療録 診療録 医事課 2020/4/1 ５年 2025/3/31 共有サーバー内 共有サーバー内 医事課 廃棄
2020 年度 令和2年 附属病院に関する事項 診療録等に関する文書＿ア診療録 診療録 医事課 2021/4/1 ５年 2026/3/31 共有サーバー内 共有サーバー内 医事課 廃棄
2016 年度 平成28年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 HIV感染者等保健福祉相談事業 副課長 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 医事課 副課長 廃棄
2017 年度 平成29年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 HIV感染者等保健福祉相談事業 副課長 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 医事課 副課長 廃棄
2018 年度 平成30年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 HIV感染者等保健福祉相談事業 副課長 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 医事課 副課長 廃棄
2019 年度 令和1年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 HIV感染者等保健福祉相談事業 副課長 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 医事課 副課長 廃棄
2020 年度 令和2年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 HIV感染者等保健福祉相談事業 副課長 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 医事課 副課長 廃棄
2011 年度 平成23年 附属病院に関する事項 診療契約に関する文書 カネミ油症患者検診依頼書 医事係 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 地下 医事係 廃棄
2012 年度 平成24年 附属病院に関する事項 診療契約に関する文書 カネミ油症患者検診依頼書 医事係 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 地下 医事係 廃棄
2013 年度 平成25年 附属病院に関する事項 診療契約に関する文書 カネミ油症患者検診依頼書 医事係 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 地下 医事係 廃棄
2014 年度 平成26年 附属病院に関する事項 診療契約に関する文書 カネミ油症患者検診依頼書 医事係 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 医事課 医事係 廃棄
2015 年度 平成27年 附属病院に関する事項 診療契約に関する文書 カネミ油症患者検診依頼書 医事係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 医事課 医事係 廃棄
2016 年度 平成28年 附属病院に関する事項 診療契約に関する文書 カネミ油症患者検診依頼書 医事係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 医事課 医事係 廃棄
2017 年度 平成29年 附属病院に関する事項 診療契約に関する文書 カネミ油症患者検診依頼書 医事係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 医事課 医事係 廃棄
2018 年度 平成30年 附属病院に関する事項 診療契約に関する文書 カネミ油症患者検診依頼書 医事係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 医事課 医事係 廃棄
2019 年度 令和1年 附属病院に関する事項 診療契約に関する文書 カネミ油症患者検診依頼書 医事係 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 医事課 医事係 廃棄
2020 年度 令和2年 附属病院に関する事項 診療契約に関する文書 カネミ油症患者検診依頼書 医事係 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 医事課 医事係 廃棄
2016 年度 平成28年 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 医事係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 就業支援システム 医事係 廃棄
2017 年度 平成29年 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 医事係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 就業支援システム 医事係 廃棄
2018 年度 平成30年 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 医事係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 就業支援システム 医事係 廃棄
2019 年度 令和1年 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 医事係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 就業支援システム 医事係 廃棄
2020 年度 令和2年 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 医事係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 就業支援システム 医事係 廃棄
2016 年度 平成28年 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 医事係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 就業支援システム 医事係 廃棄
2017 年度 平成29年 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 医事係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 就業支援システム 医事係 廃棄
2018 年度 平成30年 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 医事係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 就業支援システム 医事係 廃棄
2019 年度 令和1年 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 医事係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 就業支援システム 医事係 廃棄
2020 年度 令和2年 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 医事係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 就業支援システム 医事係 廃棄
2016 年度 平成28年 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 医事係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 就業支援システム 医事係 廃棄
2017 年度 平成29年 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 医事係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 就業支援システム 医事係 廃棄
2018 年度 平成30年 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 医事係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 就業支援システム 医事係 廃棄
2019 年度 令和1年 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 医事係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 就業支援システム 医事係 廃棄
2020 年度 令和2年 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 医事係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 就業支援システム 医事係 廃棄
2016 年度 平成28年 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 医事係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 就業支援システム 医事係 廃棄
2017 年度 平成29年 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 医事係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 就業支援システム 医事係 廃棄
2018 年度 平成30年 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 医事係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 就業支援システム 医事係 廃棄
2019 年度 令和1年 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 医事係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 就業支援システム 医事係 廃棄
2020 年度 令和2年 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 医事係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 就業支援システム 医事係 廃棄
2016 年度 平成28年 附属病院に関する事項 その他５年保存が必要であると認める文書 厚生労働大臣が定める施設基準の定例報告 医事係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 医事課 医事係 廃棄
2017 年度 平成29年 附属病院に関する事項 その他５年保存が必要であると認める文書 厚生労働大臣が定める施設基準の定例報告 医事係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 医事課 医事係 廃棄
2018 年度 平成30年 附属病院に関する事項 その他５年保存が必要であると認める文書 厚生労働大臣が定める施設基準の定例報告 医事係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 医事課 医事係 廃棄
2019 年度 令和1年 附属病院に関する事項 その他５年保存が必要であると認める文書 厚生労働大臣が定める施設基準の定例報告 医事係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 医事課 医事係 廃棄
2020 年度 令和2年 附属病院に関する事項 その他５年保存が必要であると認める文書 厚生労働大臣が定める施設基準の定例報告 医事係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 医事課 医事係 廃棄
2016 年度 平成28年 附属病院に関する事項 その他５年保存が必要であると認める文書 厚生労働大臣が定める施設基準の届出 医事係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 医事課 医事係 廃棄
2017 年度 平成29年 附属病院に関する事項 その他５年保存が必要であると認める文書 厚生労働大臣が定める施設基準の届出 医事係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 医事課 医事係 廃棄
2018 年度 平成30年 附属病院に関する事項 その他５年保存が必要であると認める文書 厚生労働大臣が定める施設基準の届出 医事係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 医事課 医事係 廃棄
2019 年度 令和1年 附属病院に関する事項 その他５年保存が必要であると認める文書 厚生労働大臣が定める施設基準の届出 医事係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 医事課 医事係 廃棄
2020 年度 令和2年 附属病院に関する事項 その他５年保存が必要であると認める文書 厚生労働大臣が定める施設基準の届出 医事係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 医事課 医事係 廃棄
2011 年度 平成23年 附属病院に関する事項 診療契約に関する文書 骨髄移植 医事係 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 地下 医事係 廃棄
2012 年度 平成24年 附属病院に関する事項 診療契約に関する文書 骨髄移植 医事係 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 地下 医事係 廃棄
2013 年度 平成25年 附属病院に関する事項 診療契約に関する文書 骨髄移植 医事係 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 地下 医事係 廃棄
2014 年度 平成26年 附属病院に関する事項 診療契約に関する文書 骨髄移植 医事係 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 地下 医事係 廃棄
2015 年度 平成27年 附属病院に関する事項 診療契約に関する文書 骨髄移植 医事係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 地下 医事係 廃棄
2016 年度 平成28年 附属病院に関する事項 診療契約に関する文書 骨髄移植 医事係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 地下 医事係 廃棄
2017 年度 平成29年 附属病院に関する事項 診療契約に関する文書 骨髄移植 医事係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 地下 医事係 廃棄
2018 年度 平成30年 附属病院に関する事項 診療契約に関する文書 骨髄移植 医事係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 医事課 医事係 廃棄
2019 年度 令和1年 附属病院に関する事項 診療契約に関する文書 骨髄移植 医事係 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 医事課 医事係 廃棄
2020 年度 令和2年 附属病院に関する事項 診療契約に関する文書 骨髄移植 医事係 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 医事課 医事係 廃棄
2011 年度 平成23年 附属病院に関する事項 先進医療承認申請書類 先進医療承認申請 医事係 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 医事課 医事係 廃棄
2012 年度 平成24年 附属病院に関する事項 先進医療承認申請書類 先進医療承認申請 医事係 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 医事課 医事係 廃棄
2013 年度 平成25年 附属病院に関する事項 先進医療承認申請書類 先進医療承認申請 医事係 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 医事課 医事係 廃棄
2014 年度 平成26年 附属病院に関する事項 先進医療承認申請書類 先進医療承認申請 医事係 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 医事課 医事係 廃棄
2015 年度 平成27年 附属病院に関する事項 先進医療承認申請書類 先進医療承認申請 医事係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 医事課 医事係 廃棄
2016 年度 平成28年 附属病院に関する事項 先進医療承認申請書類 先進医療承認申請 医事係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 医事課 医事係 廃棄
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2017 年度 平成29年 附属病院に関する事項 先進医療承認申請書類 先進医療承認申請 医事係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 医事課 医事係 廃棄
2018 年度 平成30年 附属病院に関する事項 先進医療承認申請書類 先進医療承認申請 医事係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 医事課 医事係 廃棄
2019 年度 令和1年 附属病院に関する事項 先進医療承認申請書類 先進医療承認申請 医事係 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 医事課 医事係 廃棄
2020 年度 令和2年 附属病院に関する事項 先進医療承認申請書類 先進医療承認申請 医事係 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 医事課 医事係 廃棄
2011 年度 平成23年 附属病院に関する事項 診療契約に関する文書 乳児健康診断 医事係 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 地下 医事係 廃棄
2012 年度 平成24年 附属病院に関する事項 診療契約に関する文書 乳児健康診断 医事係 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 地下 医事係 廃棄
2013 年度 平成25年 附属病院に関する事項 診療契約に関する文書 乳児健康診断 医事係 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 地下 医事係 廃棄
2014 年度 平成26年 附属病院に関する事項 診療契約に関する文書 乳児健康診断 医事係 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 地下 医事係 廃棄
2015 年度 平成27年 附属病院に関する事項 診療契約に関する文書 乳児健康診断 医事係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 地下 医事係 廃棄
2016 年度 平成28年 附属病院に関する事項 診療契約に関する文書 乳児健康診断 医事係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 地下 医事係 廃棄
2017 年度 平成29年 附属病院に関する事項 診療契約に関する文書 乳児健康診断 医事係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 地下 医事係 廃棄
2018 年度 平成30年 附属病院に関する事項 診療契約に関する文書 乳児健康診断 医事係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 地下 医事係 廃棄
2019 年度 令和1年 附属病院に関する事項 診療契約に関する文書 乳児健康診断 医事係 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 地下 医事係 廃棄
2020 年度 令和2年 附属病院に関する事項 診療契約に関する文書 乳児健康診断 医事係 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 医事課 医事係 廃棄
2011 年度 平成23年 附属病院に関する事項 診療契約に関する文書 妊婦健康診断 医事係 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 地下 医事係 廃棄
2012 年度 平成24年 附属病院に関する事項 診療契約に関する文書 妊婦健康診断 医事係 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 地下 医事係 廃棄
2013 年度 平成25年 附属病院に関する事項 診療契約に関する文書 妊婦健康診断 医事係 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 地下 医事係 廃棄
2014 年度 平成26年 附属病院に関する事項 診療契約に関する文書 妊婦健康診断 医事係 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 地下 医事係 廃棄
2015 年度 平成27年 附属病院に関する事項 診療契約に関する文書 妊婦健康診断 医事係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 地下 医事係 廃棄
2016 年度 平成28年 附属病院に関する事項 診療契約に関する文書 妊婦健康診断 医事係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 地下 医事係 廃棄
2017 年度 平成29年 附属病院に関する事項 診療契約に関する文書 妊婦健康診断 医事係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 地下 医事係 廃棄
2018 年度 平成30年 附属病院に関する事項 診療契約に関する文書 妊婦健康診断 医事係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 地下 医事係 廃棄
2019 年度 令和1年 附属病院に関する事項 診療契約に関する文書 妊婦健康診断 医事係 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 地下 医事係 廃棄
2020 年度 令和2年 附属病院に関する事項 診療契約に関する文書 妊婦健康診断 医事係 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 医事課 医事係 廃棄
2011 年度 平成23年 附属病院に関する事項 診療契約に関する文書 予防接種（市町村） 医事係 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 地下 医事係 廃棄
2012 年度 平成24年 附属病院に関する事項 診療契約に関する文書 予防接種（市町村） 医事係 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 地下 医事係 廃棄
2013 年度 平成25年 附属病院に関する事項 診療契約に関する文書 予防接種（市町村） 医事係 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 地下 医事係 廃棄
2014 年度 平成26年 附属病院に関する事項 診療契約に関する文書 予防接種（市町村） 医事係 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 地下 医事係 廃棄
2015 年度 平成27年 附属病院に関する事項 診療契約に関する文書 予防接種（市町村） 医事係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 地下 医事係 廃棄
2016 年度 平成28年 附属病院に関する事項 診療契約に関する文書 予防接種（市町村） 医事係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 地下 医事係 廃棄
2017 年度 平成29年 附属病院に関する事項 診療契約に関する文書 予防接種（市町村） 医事係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 地下 医事係 廃棄
2018 年度 平成30年 附属病院に関する事項 診療契約に関する文書 予防接種（市町村） 医事係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 地下 医事係 廃棄
2019 年度 令和1年 附属病院に関する事項 診療契約に関する文書 予防接種（市町村） 医事係 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 地下 医事係 廃棄
2020 年度 令和2年 附属病院に関する事項 診療契約に関する文書 予防接種（市町村） 医事係 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 医事課 医事係 廃棄
2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 ＮＳＴ運営委員会 医事係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 医事課 医事係 廃棄
2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 ＮＳＴ運営委員会 医事係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 医事課 医事係 廃棄
2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 ＮＳＴ運営委員会 医事係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 医事課 医事係 廃棄
2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 ＮＳＴ運営委員会 医事係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 医事課 医事係 廃棄
2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 ＮＳＴ運営委員会 医事係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 医事課 医事係 廃棄
2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 感染対策委員会 医事係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 地下 医事係 廃棄
2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 感染対策委員会 医事係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 地下 医事係 廃棄
2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 感染対策委員会 医事係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 地下 医事係 廃棄
2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 感染対策委員会 医事係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 医事課 医事係 廃棄
2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 感染対策委員会 医事係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 医事課 医事係 廃棄
2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 抗悪性腫瘍薬等レジメン審査委員会 医事係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 医事課 医事係 廃棄
2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 抗悪性腫瘍薬等レジメン審査委員会 医事係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 医事課 医事係 廃棄
2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 抗悪性腫瘍薬等レジメン審査委員会 医事係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 医事課 医事係 廃棄
2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 抗悪性腫瘍薬等レジメン審査委員会 医事係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 医事課 医事係 廃棄
2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 抗悪性腫瘍薬等レジメン審査委員会 医事係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 医事課 医事係 廃棄
2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 行動制限最小化委員会 医事係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 医事課 医事係 廃棄
2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 行動制限最小化委員会 医事係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 医事課 医事係 廃棄
2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 行動制限最小化委員会 医事係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 医事課 医事係 廃棄
2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 児童虐待対応委員会 医事係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 医事課 医事係 廃棄
2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 児童虐待対応委員会 医事係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 医事課 医事係 廃棄
2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 児童虐待対応委員会 医事係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 医事課 医事係 廃棄
2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 児童虐待対応委員会 医事係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 医事課 医事係 廃棄
2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 児童虐待対応委員会 医事係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 医事課 医事係 廃棄
2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 手術部運営委員会 医事係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 医事課 医事係 廃棄
2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 手術部運営委員会 医事係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 医事課 医事係 廃棄
2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 手術部運営委員会 医事係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 医事課 医事係 廃棄
2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 手術部運営委員会 医事係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 医事課 医事係 廃棄
2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 手術部運営委員会 医事係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 医事課 医事係 廃棄
2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 先進医療専門委員会 医事係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 医事課 医事係 廃棄
2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 先進医療専門委員会 医事係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 医事課 医事係 廃棄
2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 先進医療専門委員会 医事係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 医事課 医事係 廃棄
2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 輸血療法委員会 医事係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 医事課 医事係 廃棄
2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 輸血療法委員会 医事係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 医事課 医事係 廃棄
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2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 輸血療法委員会 医事係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 医事課 医事係 廃棄
2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 輸血療法委員会 医事係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 医事課 医事係 廃棄
2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 輸血療法委員会 医事係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 医事課 医事係 廃棄
2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 褥瘡対策チーム定例会 医事係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 医事課 医事係 廃棄
2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 褥瘡対策チーム定例会 医事係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 医事課 医事係 廃棄
2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 褥瘡対策チーム定例会 医事係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 医事課 医事係 廃棄
2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 褥瘡対策チーム定例会 医事係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 医事課 医事係 廃棄
2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 褥瘡対策チーム定例会 医事係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 医事課 医事係 廃棄
2016 年度 平成28年 附属病院に関する事項 診療報酬請求に関する文書＿ア診療報酬請求明細書〈控〉 レセプト控え 診療報酬係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 MO 医事課 診療報酬係 廃棄
2017 年度 平成29年 附属病院に関する事項 診療報酬請求に関する文書＿ア診療報酬請求明細書〈控〉 レセプト控え 診療報酬係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 MO 医事課 診療報酬係 廃棄
2018 年度 平成30年 附属病院に関する事項 診療報酬請求に関する文書＿ア診療報酬請求明細書〈控〉 レセプト控え 診療報酬係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 MO 医事課 診療報酬係 廃棄
2019 年度 令和1年 附属病院に関する事項 診療報酬請求に関する文書＿ア診療報酬請求明細書〈控〉 レセプト控え 診療報酬係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 CD-R 医事課 診療報酬係 廃棄
2020 年度 令和2年 附属病院に関する事項 診療報酬請求に関する文書＿ア診療報酬請求明細書〈控〉 レセプト控え 診療報酬係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 CD-R 医事課 診療報酬係 廃棄
2016 年度 平成28年 附属病院に関する事項 診療報酬請求に関する文書＿イ診療報酬請求額に関する文 レセプト返戻依頼書 診療報酬係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 医事課 診療報酬係 廃棄
2017 年度 平成29年 附属病院に関する事項 診療報酬請求に関する文書＿イ診療報酬請求額に関する文 レセプト返戻依頼書 診療報酬係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 医事課 診療報酬係 廃棄
2018 年度 平成30年 附属病院に関する事項 診療報酬請求に関する文書＿イ診療報酬請求額に関する文 レセプト返戻依頼書 診療報酬係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 医事課 診療報酬係 廃棄
2019 年度 令和1年 附属病院に関する事項 診療報酬請求に関する文書＿イ診療報酬請求額に関する文 レセプト返戻依頼書 診療報酬係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 医事課 診療報酬係 廃棄
2020 年度 令和2年 附属病院に関する事項 診療報酬請求に関する文書＿イ診療報酬請求額に関する文 レセプト返戻依頼書 診療報酬係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 医事課 診療報酬係 廃棄
2016 年度 平成28年 附属病院に関する事項 校費負担に関する申請書類 校費患者承認願 診療報酬係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 地下 診療報酬係 廃棄
2017 年度 平成29年 附属病院に関する事項 校費負担に関する申請書類 校費患者承認願 診療報酬係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 地下 診療報酬係 廃棄
2018 年度 平成30年 附属病院に関する事項 校費負担に関する申請書類 校費患者承認願 診療報酬係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 地下 診療報酬係 廃棄
2019 年度 令和1年 附属病院に関する事項 校費負担に関する申請書類 校費患者承認願 診療報酬係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 地下 診療報酬係 廃棄
2020 年度 令和2年 附属病院に関する事項 校費負担に関する申請書類 校費患者承認願 診療報酬係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 医事課 診療報酬係 廃棄
2016 年度 平成28年 附属病院に関する事項 校費負担に関する申請書類 校費患者診療実績報告書 診療報酬係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 地下 診療報酬係 廃棄
2017 年度 平成29年 附属病院に関する事項 校費負担に関する申請書類 校費患者診療実績報告書 診療報酬係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 地下 診療報酬係 廃棄
2018 年度 平成30年 附属病院に関する事項 校費負担に関する申請書類 校費患者診療実績報告書 診療報酬係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 地下 診療報酬係 廃棄
2019 年度 令和1年 附属病院に関する事項 校費負担に関する申請書類 校費患者診療実績報告書 診療報酬係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 地下 診療報酬係 廃棄
2020 年度 令和2年 附属病院に関する事項 校費負担に関する申請書類 校費患者診療実績報告書 診療報酬係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 医事課 診療報酬係 廃棄
2016 年度 平成28年 附属病院に関する事項 診療報酬請求に関する文書＿イ診療報酬請求額に関する文 国民健康保険診療報酬等支払通知書（国保） 診療報酬係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 地下 診療報酬係 廃棄
2017 年度 平成29年 附属病院に関する事項 診療報酬請求に関する文書＿イ診療報酬請求額に関する文 国民健康保険診療報酬等支払通知書（国保） 診療報酬係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 地下 診療報酬係 廃棄
2018 年度 平成30年 附属病院に関する事項 診療報酬請求に関する文書＿イ診療報酬請求額に関する文 国民健康保険診療報酬等支払通知書（国保） 診療報酬係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 地下 診療報酬係 廃棄
2019 年度 令和1年 附属病院に関する事項 診療報酬請求に関する文書＿イ診療報酬請求額に関する文 国民健康保険診療報酬等支払通知書（国保） 診療報酬係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 地下 診療報酬係 廃棄
2020 年度 令和2年 附属病院に関する事項 診療報酬請求に関する文書＿イ診療報酬請求額に関する文 国民健康保険診療報酬等支払通知書（国保） 診療報酬係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 医事課 診療報酬係 廃棄
2016 年度 平成28年 附属病院に関する事項 診療報酬請求に関する文書＿イ診療報酬請求額に関する文 診療費調書、診療報酬等総括表（支払基金） 診療報酬係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 地下 診療報酬係 廃棄
2017 年度 平成29年 附属病院に関する事項 診療報酬請求に関する文書＿イ診療報酬請求額に関する文 診療費調書、診療報酬等総括表（支払基金） 診療報酬係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 地下 診療報酬係 廃棄
2018 年度 平成30年 附属病院に関する事項 診療報酬請求に関する文書＿イ診療報酬請求額に関する文 診療費調書、診療報酬等総括表（支払基金） 診療報酬係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 医事課 診療報酬係 廃棄
2019 年度 令和1年 附属病院に関する事項 診療報酬請求に関する文書＿イ診療報酬請求額に関する文 診療費調書、診療報酬等総括表（支払基金） 診療報酬係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 医事課 診療報酬係 廃棄
2020 年度 令和2年 附属病院に関する事項 診療報酬請求に関する文書＿イ診療報酬請求額に関する文 診療費調書、診療報酬等総括表（支払基金） 診療報酬係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 医事課 診療報酬係 廃棄
2016 年度 平成28年 附属病院に関する事項 診療報酬請求に関する文書＿ウ再審査請求書〈控〉 診療報酬再審査請求書 診療報酬係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 医事課 診療報酬係 廃棄
2017 年度 平成29年 附属病院に関する事項 診療報酬請求に関する文書＿ウ再審査請求書〈控〉 診療報酬再審査請求書 診療報酬係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 医事課 診療報酬係 廃棄
2018 年度 平成30年 附属病院に関する事項 診療報酬請求に関する文書＿ウ再審査請求書〈控〉 診療報酬再審査請求書 診療報酬係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 医事課 診療報酬係 廃棄
2019 年度 令和1年 附属病院に関する事項 診療報酬請求に関する文書＿ウ再審査請求書〈控〉 診療報酬再審査請求書 診療報酬係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 医事課 診療報酬係 廃棄
2020 年度 令和2年 附属病院に関する事項 診療報酬請求に関する文書＿ウ再審査請求書〈控〉 診療報酬再審査請求書 診療報酬係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 医事課 診療報酬係 廃棄
2016 年度 平成28年 附属病院に関する事項 診療報酬請求に関する文書＿イ診療報酬請求額に関する文 診療報酬請求書および総括表控え 診療報酬係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 地下 診療報酬係 廃棄
2017 年度 平成29年 附属病院に関する事項 診療報酬請求に関する文書＿イ診療報酬請求額に関する文 診療報酬請求書および総括表控え 診療報酬係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 地下 診療報酬係 廃棄
2018 年度 平成30年 附属病院に関する事項 診療報酬請求に関する文書＿イ診療報酬請求額に関する文 診療報酬請求書および総括表控え 診療報酬係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 地下 診療報酬係 廃棄
2019 年度 令和1年 附属病院に関する事項 診療報酬請求に関する文書＿イ診療報酬請求額に関する文 診療報酬請求書および総括表控え 診療報酬係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 地下 診療報酬係 廃棄
2020 年度 令和2年 附属病院に関する事項 診療報酬請求に関する文書＿イ診療報酬請求額に関する文 診療報酬請求書および総括表控え 診療報酬係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 地下 診療報酬係 廃棄
2016 年度 平成28年 附属病院に関する事項 診療報酬請求に関する文書＿エ審査委員会からの通知 診療報酬等増減、過誤通知書（国保） 診療報酬係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 地下 診療報酬係 廃棄
2017 年度 平成29年 附属病院に関する事項 診療報酬請求に関する文書＿エ審査委員会からの通知 診療報酬等増減、過誤通知書（国保） 診療報酬係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 地下 診療報酬係 廃棄
2018 年度 平成30年 附属病院に関する事項 診療報酬請求に関する文書＿エ審査委員会からの通知 診療報酬等増減、過誤通知書（国保） 診療報酬係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 地下 診療報酬係 廃棄
2019 年度 令和1年 附属病院に関する事項 診療報酬請求に関する文書＿エ審査委員会からの通知 診療報酬等増減、過誤通知書（国保） 診療報酬係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 地下 診療報酬係 廃棄
2020 年度 令和2年 附属病院に関する事項 診療報酬請求に関する文書＿エ審査委員会からの通知 診療報酬等増減、過誤通知書（国保） 診療報酬係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 医事課 診療報酬係 廃棄
2016 年度 平成28年 附属病院に関する事項 診療報酬請求に関する文書＿エ審査委員会からの通知 診療報酬等増減、過誤通知書（支払基金） 診療報酬係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 地下 診療報酬係 廃棄
2017 年度 平成29年 附属病院に関する事項 診療報酬請求に関する文書＿エ審査委員会からの通知 診療報酬等増減、過誤通知書（支払基金） 診療報酬係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 地下 診療報酬係 廃棄
2018 年度 平成30年 附属病院に関する事項 診療報酬請求に関する文書＿エ審査委員会からの通知 診療報酬等増減、過誤通知書（支払基金） 診療報酬係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 地下 診療報酬係 廃棄
2019 年度 令和1年 附属病院に関する事項 診療報酬請求に関する文書＿エ審査委員会からの通知 診療報酬等増減、過誤通知書（支払基金） 診療報酬係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 地下 診療報酬係 廃棄
2020 年度 令和2年 附属病院に関する事項 診療報酬請求に関する文書＿エ審査委員会からの通知 診療報酬等増減、過誤通知書（支払基金） 診療報酬係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 医事課 診療報酬係 廃棄
2016 年度 平成28年 附属病院に関する事項 診療報酬請求に関する文書＿イ診療報酬請求額に関する文 診療料金過誤納調査申請書 診療報酬係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 医事課 診療報酬係 廃棄
2017 年度 平成29年 附属病院に関する事項 診療報酬請求に関する文書＿イ診療報酬請求額に関する文 診療料金過誤納調査申請書 診療報酬係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 医事課 診療報酬係 廃棄
2018 年度 平成30年 附属病院に関する事項 診療報酬請求に関する文書＿イ診療報酬請求額に関する文 診療料金過誤納調査申請書 診療報酬係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 医事課 診療報酬係 廃棄
2019 年度 令和1年 附属病院に関する事項 診療報酬請求に関する文書＿イ診療報酬請求額に関する文 診療料金過誤納調査申請書 診療報酬係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 医事課 診療報酬係 廃棄
2020 年度 令和2年 附属病院に関する事項 診療報酬請求に関する文書＿イ診療報酬請求額に関する文 診療料金過誤納調査申請書 診療報酬係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 医事課 診療報酬係 廃棄
2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 保険審議委員会 診療報酬係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 医事課 診療報酬係 廃棄
2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 保険審議委員会 診療報酬係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 医事課 診療報酬係 廃棄
2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 保険審議委員会 診療報酬係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 医事課 診療報酬係 廃棄
2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 保険審議委員会 診療報酬係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 医事課 診療報酬係 廃棄
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2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 保険審議委員会 診療報酬係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 医事課 診療報酬係 廃棄
2016 年度 平成28年 附属病院に関する事項 診療報酬請求に関する文書＿イ診療報酬請求額に関する文 労働者災害補償保険診療費支払決定通知書（労働 診療報酬係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 地下 診療報酬係 廃棄
2017 年度 平成29年 附属病院に関する事項 診療報酬請求に関する文書＿イ診療報酬請求額に関する文 労働者災害補償保険診療費支払決定通知書（労働 診療報酬係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 地下 診療報酬係 廃棄
2018 年度 平成30年 附属病院に関する事項 診療報酬請求に関する文書＿イ診療報酬請求額に関する文 労働者災害補償保険診療費支払決定通知書（労働 診療報酬係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 医事課 診療報酬係 廃棄
2019 年度 令和1年 附属病院に関する事項 診療報酬請求に関する文書＿イ診療報酬請求額に関する文 労働者災害補償保険診療費支払決定通知書（労働 診療報酬係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 医事課 診療報酬係 廃棄
2020 年度 令和2年 附属病院に関する事項 診療報酬請求に関する文書＿イ診療報酬請求額に関する文 労働者災害補償保険診療費支払決定通知書（労働 診療報酬係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 医事課 診療報酬係 廃棄
2016 年度 平成28年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 病院収入債権回収業務委託整理簿 収入係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 医事課 収入係 廃棄
2017 年度 平成29年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 病院収入債権回収業務委託整理簿 収入係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 医事課 収入係 廃棄
2018 年度 平成30年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 病院収入債権回収業務委託整理簿 収入係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 医事課 収入係 廃棄
2019 年度 令和1年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 病院収入債権回収業務委託整理簿 収入係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 医事課 収入係 廃棄
2020 年度 令和2年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 病院収入債権回収業務委託整理簿 収入係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 医事課 収入係 廃棄
2016 年度 平成28年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 病院収入現金出納簿 収入係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 地下 収入係 廃棄
2017 年度 平成29年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 病院収入現金出納簿 収入係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 地下 収入係 廃棄
2018 年度 平成30年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 病院収入現金出納簿 収入係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 地下 収入係 廃棄
2019 年度 令和1年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 病院収入現金出納簿 収入係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 地下 収入係 廃棄
2020 年度 令和2年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 病院収入現金出納簿 収入係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 地下 収入係 廃棄
2016 年度 平成28年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 病院収入現金領収証書受払簿 収入係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 医事課 収入係 廃棄
2017 年度 平成29年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 病院収入現金領収証書受払簿 収入係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 医事課 収入係 廃棄
2018 年度 平成30年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 病院収入現金領収証書受払簿 収入係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 医事課 収入係 廃棄
2019 年度 令和1年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 病院収入現金領収証書受払簿 収入係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 医事課 収入係 廃棄
2020 年度 令和2年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 病院収入現金領収証書受払簿 収入係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 医事課 収入係 廃棄
2016 年度 平成28年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 病院収入収入金請求通知書 収入係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 医事課 収入係 廃棄
2017 年度 平成29年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 病院収入収入金請求通知書 収入係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 医事課 収入係 廃棄
2018 年度 平成30年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 病院収入収入金請求通知書 収入係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 医事課 収入係 廃棄
2019 年度 令和1年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 病院収入収入金請求通知書 収入係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 医事課 収入係 廃棄
2020 年度 令和2年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 病院収入収入金請求通知書 収入係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 医事課 収入係 廃棄
2016 年度 平成28年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 病院収入出納担当者領収済報告書（収入金払込 収入係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 地下 収入係 廃棄
2017 年度 平成29年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 病院収入出納担当者領収済報告書（収入金払込 収入係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 地下 収入係 廃棄
2018 年度 平成30年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 病院収入出納担当者領収済報告書（収入金払込 収入係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 地下 収入係 廃棄
2019 年度 令和1年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 病院収入出納担当者領収済報告書（収入金払込 収入係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 地下 収入係 廃棄
2020 年度 令和2年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 病院収入出納担当者領収済報告書（収入金払込 収入係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 医事課 収入係 廃棄
2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 医療安全講習会 医療安全係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 倉庫 医療安全係 廃棄
2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 医療安全講習会 医療安全係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 倉庫 医療安全係 廃棄
2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 医療安全講習会 医療安全係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 倉庫 医療安全係 廃棄
2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 医療安全講習会 医療安全係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 倉庫 医療安全係 廃棄
2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 医療安全講習会 医療安全係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 倉庫 医療安全係 廃棄
2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 リスクマネジャー連絡会議 医療安全係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 倉庫 医療安全係 廃棄
2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 リスクマネジャー連絡会議 医療安全係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 倉庫 医療安全係 廃棄
2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 リスクマネジャー連絡会議 医療安全係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 倉庫 医療安全係 廃棄
2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 リスクマネジャー連絡会議 医療安全係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 倉庫 医療安全係 廃棄
2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 リスクマネジャー連絡会議 医療安全係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 倉庫 医療安全係 廃棄
2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 医療安全管理委員会 医療安全係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 倉庫 医療安全係 廃棄
2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 医療安全管理委員会 医療安全係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 倉庫 医療安全係 廃棄

2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 医療安全管理委員会 医療安全係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 倉庫 医療安全係 廃棄

医療安全
管理委員
会から医療
の質・安全
管理委員
会に名称変

2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 医療の質・安全管理委員会 医療安全係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 倉庫 医療安全係 廃棄
2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 医療の質・安全管理委員会 医療安全係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 倉庫 医療安全係 廃棄
2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 医療安全推進部会議 医療安全係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 倉庫 医療安全係 廃棄
2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 医療安全推進部会議 医療安全係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 倉庫 医療安全係 廃棄
2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 医療安全推進部会議 医療安全係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 倉庫 医療安全係 廃棄

2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 医療の質・安全管理部会議 医療安全係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 倉庫 医療安全係 廃棄

医療安全
推進部会
議から医療
の質・安全
管理部会
議に名称変

2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 医療の質・安全管理部会議 医療安全係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 倉庫 医療安全係 廃棄
2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 医療安全調査委員会 医療安全係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 倉庫 医療安全係 廃棄
2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 医療安全調査委員会 医療安全係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 倉庫 医療安全係 廃棄
2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 医療安全調査委員会 医療安全係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 倉庫 医療安全係 廃棄
2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 医療安全調査委員会 医療安全係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 倉庫 医療安全係 廃棄
2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 医療安全調査委員会 医療安全係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 倉庫 医療安全係 廃棄
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2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 医療事故防止のための大学相互チェック 医療安全係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 倉庫 医療安全係 廃棄 2年に一度
開催

2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 医療事故防止のための大学相互チェック 医療安全係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 倉庫 医療安全係 廃棄 2年に一度
開催

2004 年度 平成16年 管理運営に関する事項 訴訟に関する文書 訴訟経過記録の報告 医療安全係 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 倉庫 医療安全係 廃棄
2005 年度 平成17年 管理運営に関する事項 訴訟に関する文書 訴訟経過記録の報告 医療安全係 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 倉庫 医療安全係 廃棄
2006 年度 平成18年 管理運営に関する事項 訴訟に関する文書 訴訟経過記録の報告 医療安全係 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 倉庫 医療安全係 廃棄
2007 年度 平成19年 管理運営に関する事項 訴訟に関する文書 訴訟経過記録の報告 医療安全係 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 倉庫 医療安全係 廃棄
2008 年度 平成20年 管理運営に関する事項 訴訟に関する文書 訴訟経過記録の報告 医療安全係 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 倉庫 医療安全係 廃棄
2009 年度 平成21年 管理運営に関する事項 訴訟に関する文書 訴訟経過記録の報告 医療安全係 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 倉庫 医療安全係 廃棄
2010 年度 平成22年 管理運営に関する事項 訴訟に関する文書 訴訟経過記録の報告 医療安全係 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 倉庫 医療安全係 廃棄
2011 年度 平成23年 管理運営に関する事項 訴訟に関する文書 訴訟経過記録の報告 医療安全係 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 倉庫 医療安全係 廃棄
2012 年度 平成24年 管理運営に関する事項 訴訟に関する文書 訴訟経過記録の報告 医療安全係 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 倉庫 医療安全係 廃棄
2013 年度 平成25年 管理運営に関する事項 訴訟に関する文書 訴訟経過記録の報告 医療安全係 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 倉庫 医療安全係 廃棄
2014 年度 平成26年 管理運営に関する事項 訴訟に関する文書 訴訟経過記録の報告 医療安全係 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 倉庫 医療安全係 廃棄
2015 年度 平成27年 管理運営に関する事項 訴訟に関する文書 訴訟経過記録の報告 医療安全係 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 倉庫 医療安全係 廃棄
2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項 訴訟に関する文書 訴訟経過記録の報告 医療安全係 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 倉庫 医療安全係 廃棄
2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 訴訟に関する文書 訴訟経過記録の報告 医療安全係 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 倉庫 医療安全係 廃棄
2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 訴訟に関する文書 訴訟経過記録の報告 医療安全係 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 倉庫 医療安全係 廃棄
2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 訴訟に関する文書 訴訟経過記録の報告 医療安全係 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 倉庫 医療安全係 廃棄
2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 訴訟に関する文書 訴訟経過記録の報告 医療安全係 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 倉庫 医療安全係 廃棄
2011 年度 平成23年 附属病院に関する事項 診療契約に関する文書 被留置者の診察依頼書 医療安全係 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 倉庫 医療安全係 廃棄
2012 年度 平成24年 附属病院に関する事項 診療契約に関する文書 被留置者の診察依頼書 医療安全係 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 倉庫 医療安全係 廃棄
2013 年度 平成25年 附属病院に関する事項 診療契約に関する文書 被留置者の診察依頼書 医療安全係 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 倉庫 医療安全係 廃棄
2014 年度 平成26年 附属病院に関する事項 診療契約に関する文書 被留置者の診察依頼書 医療安全係 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 倉庫 医療安全係 廃棄
2015 年度 平成27年 附属病院に関する事項 診療契約に関する文書 被留置者の診察依頼書 医療安全係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 倉庫 医療安全係 廃棄
2016 年度 平成28年 附属病院に関する事項 診療契約に関する文書 被留置者の診察依頼書 医療安全係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 倉庫 医療安全係 廃棄
2017 年度 平成29年 附属病院に関する事項 診療契約に関する文書 被留置者の診察依頼書 医療安全係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 倉庫 医療安全係 廃棄
2018 年度 平成30年 附属病院に関する事項 診療契約に関する文書 被留置者の診察依頼書 医療安全係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 倉庫 医療安全係 廃棄
2019 年度 令和1年 附属病院に関する事項 診療契約に関する文書 被留置者の診察依頼書 医療安全係 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 倉庫 医療安全係 廃棄
2020 年度 令和2年 附属病院に関する事項 診療契約に関する文書 被留置者の診察依頼書 医療安全係 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 倉庫 医療安全係 廃棄
2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 医療システム運営委員会 医療情報係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 医療情報係 廃棄
2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 医療情報部運営委員会 医療情報係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 事務室 医療情報係 廃棄
2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 診療録センター運営委員会 診療情報管理係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 地下 診療情報管理係 廃棄
2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 診療録センター運営委員会 診療情報管理係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 地下 診療情報管理係 廃棄
2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 診療録センター運営委員会 診療情報管理係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 診療録センター 診療情報管理係 廃棄
2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 診療録センター運営委員会 診療情報管理係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 診療録センター 診療情報管理係 廃棄
2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 診療録センター運営委員会 診療情報管理係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 診療録センター 診療情報管理係 廃棄
2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 インフォームド・コンセント専門部会 診療情報管理係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 診療録センター 診療情報管理係 廃棄
2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 インフォームド・コンセント専門部会 診療情報管理係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 診療録センター 診療情報管理係 廃棄
2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 インフォームド・コンセント専門部会 診療情報管理係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 診療録センター 診療情報管理係 廃棄
2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 クリニカル・パス委員会 診療情報管理係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 診療録センター 診療情報管理係 廃棄
2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 クリニカル・パス委員会 診療情報管理係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 診療録センター 診療情報管理係 廃棄
2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 クリニカル・パス委員会 診療情報管理係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 診療録センター 診療情報管理係 廃棄
2016 年度 平成28年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 腫瘍センター運営委員会 診療情報管理係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 診療録センター 診療情報管理係 廃棄
2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 腫瘍センター運営委員会 診療情報管理係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 診療録センター 診療情報管理係 廃棄
2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 腫瘍センター運営委員会 診療情報管理係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 診療録センター 診療情報管理係 廃棄
2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 腫瘍センター運営委員会 診療情報管理係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 診療録センター 診療情報管理係 廃棄
2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 腫瘍センター運営委員会 診療情報管理係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 診療録センター 診療情報管理係 廃棄
2017 年度 平成29年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 免疫関連有害事象マネジメントチーム定例会 診療情報管理係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 地下 診療情報管理係 廃棄
2018 年度 平成30年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 免疫関連有害事象マネジメントチーム定例会 診療情報管理係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 地下 診療情報管理係 廃棄
2019 年度 令和1年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 免疫関連有害事象マネジメントチーム定例会 診療情報管理係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 地下 診療情報管理係 廃棄
2020 年度 令和2年 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 免疫関連有害事象マネジメントチーム定例会 診療情報管理係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 診療録センター 診療情報管理係 廃棄
2016 年度 平成28年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 介護保険主治医意見書請求書 患者支援第一係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 患者支援センター 患者支援第一係 廃棄
2017 年度 平成29年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 介護保険主治医意見書請求書 患者支援第一係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 患者支援センター 患者支援第一係 廃棄
2018 年度 平成30年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 介護保険主治医意見書請求書 患者支援第一係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 患者支援センター 患者支援第一係 廃棄
2019 年度 令和1年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 介護保険主治医意見書請求書 患者支援第一係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 患者支援センター 患者支援第一係 廃棄
2020 年度 令和2年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 介護保険主治医意見書請求書 患者支援第一係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 患者支援センター 患者支援第一係 廃棄
2016 年度 平成28年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 障害者総合支援法医師意見書請求書 患者支援第一係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 患者支援センター 患者支援第一係 廃棄
2017 年度 平成29年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 障害者総合支援法医師意見書請求書 患者支援第一係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 患者支援センター 患者支援第一係 廃棄
2018 年度 平成30年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 障害者総合支援法医師意見書請求書 患者支援第一係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 患者支援センター 患者支援第一係 廃棄
2019 年度 令和1年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 障害者総合支援法医師意見書請求書 患者支援第一係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 患者支援センター 患者支援第一係 廃棄
2020 年度 令和2年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 障害者総合支援法医師意見書請求書 患者支援第一係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 患者支援センター 患者支援第一係 廃棄
2016 年度 平成28年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 生活保護文書等請求書 患者支援第一係 2017/4/1 ５年 2022/3/31 紙 患者支援センター 患者支援第一係 廃棄
2017 年度 平成29年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 生活保護文書等請求書 患者支援第一係 2018/4/1 ５年 2023/3/31 紙 患者支援センター 患者支援第一係 廃棄
2018 年度 平成30年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 生活保護文書等請求書 患者支援第一係 2019/4/1 ５年 2024/3/31 紙 患者支援センター 患者支援第一係 廃棄
2019 年度 令和1年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 生活保護文書等請求書 患者支援第一係 2020/4/1 ５年 2025/3/31 紙 患者支援センター 患者支援第一係 廃棄
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保存期間 媒体の 保存期間
(西暦) (区分) (和暦換 大分類 中分類 （小分類） (付記) 作成・取得者 起算日 保存期間 満了日 種別 保存場所 管理者 満了後の措

置 備考
作成・取得年度等 文 書 分 類 名称

2020 年度 令和2年 会計に関する事項 上記以外の会計関係書類 生活保護文書等請求書 患者支援第一係 2021/4/1 ５年 2026/3/31 紙 患者支援センター 患者支援第一係 廃棄
2020 年度 令和2年 会計に関する事項 その他無期限保存が必要であると認める文書 新型コロナ感染症に伴う診療契約 医事係 2021/4/1 無期限 未定 紙 医事係 医事係
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