
監査室法人文書ファイル管理簿

大分類 中分類 名称（小分類）
2005年度 大学の運営（管理運営） 公印の制定、廃止及び改刻に関するもの 公印制定関係 監査室 2006/4/1 30 2036/3/31 紙 事務室 室長 廃棄
2012年度 大学の運営（管理運営） 内部監査に関するもの 内部監査関係（平成24年度） 監査室 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室 室長 廃棄
2013年度 大学の運営（管理運営） 内部監査に関するもの 内部監査関係（平成25年度） 監査室 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室 室長 廃棄
2014年度 大学の運営（管理運営） 内部監査に関するもの 内部監査関係（平成26年度） 監査室 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室 室長 廃棄
2015年度 大学の運営（管理運営） 内部監査に関するもの 内部監査関係（平成27年度） 監査室 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室 室長 廃棄
2016年度 大学の運営（管理運営） 内部監査に関するもの 内部監査関係（平成28年度） 監査室 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 室長 廃棄
2017年度 大学の運営（管理運営） 内部監査に関するもの 内部監査関係（平成29年度） 監査室 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 室長 廃棄
2018年度 大学の運営（管理運営） 内部監査に関するもの 内部監査関係（2018年度） 監査室 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 室長 廃棄
2019年度 大学の運営（管理運営） 内部監査に関するもの 内部監査関係（2019年度） 監査室 2020/4/1 10 2030/3/31 紙及び電子 事務室 室長 廃棄
2020年度 大学の運営（管理運営） 内部監査に関するもの 内部監査関係（2020年度） 監査室 2021/4/1 10 2031/3/31 紙及び電子 事務室 室長 廃棄
2021年度 大学の運営（管理運営） 内部監査に関するもの 内部監査関係（2021年度） 監査室 2022/4/1 10 2032/3/31 紙及び電子 事務室 室長 廃棄
2012年度 大学の運営（管理運営） 内部監査に関するもの 外部資金に係る内部監査関係（平成24年度） 監査室 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室 室長 廃棄
2013年度 大学の運営（管理運営） 内部監査に関するもの 外部資金に係る内部監査関係（平成25年度） 監査室 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室 室長 廃棄
2014年度 大学の運営（管理運営） 内部監査に関するもの 外部資金に係る内部監査関係（平成26年度） 監査室 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室 室長 廃棄
2015年度 大学の運営（管理運営） 内部監査に関するもの 外部資金に係る内部監査関係（平成27年度） 監査室 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室 室長 廃棄
2016年度 大学の運営（管理運営） 内部監査に関するもの 外部資金に係る内部監査関係（平成28年度） 監査室 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 室長 廃棄
2017年度 大学の運営（管理運営） 内部監査に関するもの 外部資金に係る内部監査関係（平成29年度） 監査室 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 室長 廃棄
2018年度 大学の運営（管理運営） 内部監査に関するもの 外部資金に係る内部監査関係（2018年度） 監査室 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 室長 廃棄
2019年度 大学の運営（管理運営） 内部監査に関するもの 外部資金に係る内部監査関係（2019年度） 監査室 2020/4/1 10 2030/3/31 紙及び電子 事務室 室長 廃棄
2020年度 大学の運営（管理運営） 内部監査に関するもの 外部資金に係る内部監査関係（2020年度） 監査室 2021/4/1 10 2031/3/31 紙及び電子 事務室 室長 廃棄
2021年度 大学の運営（管理運営） 内部監査に関するもの 外部資金に係る内部監査関係（2021年度） 監査室 2022/4/1 10 2032/3/31 紙及び電子 事務室 室長 廃棄
2012年度 大学の運営（管理運営） 内部監査に関するもの 監事監査関係（平成24年度） 監査室 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室 室長 廃棄
2013年度 大学の運営（管理運営） 内部監査に関するもの 監事監査関係（平成25年度） 監査室 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室 室長 廃棄
2014年度 大学の運営（管理運営） 内部監査に関するもの 監事監査関係（平成26年度） 監査室 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室 室長 廃棄
2015年度 大学の運営（管理運営） 内部監査に関するもの 監事監査関係（平成27年度） 監査室 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室 室長 廃棄
2016年度 大学の運営（管理運営） 内部監査に関するもの 監事監査関係（平成28年度） 監査室 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 室長 廃棄
2017年度 大学の運営（管理運営） 内部監査に関するもの 監事監査関係（平成29年度） 監査室 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 室長 廃棄
2018年度 大学の運営（管理運営） 内部監査に関するもの 監事監査関係（2018年度） 監査室 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 室長 廃棄
2019年度 大学の運営（管理運営） 内部監査に関するもの 監事監査関係（2019年度） 監査室 2020/4/1 10 2030/3/31 紙及び電子 事務室 室長 廃棄
2020年度 大学の運営（管理運営） 内部監査に関するもの 監事監査関係（2020年度） 監査室 2021/4/1 10 2031/3/31 電子 事務室 室長 廃棄
2021年度 大学の運営（管理運営） 内部監査に関するもの 監事監査関係（2021年度） 監査室 2022/4/1 10 2032/3/31 電子 事務室 室長 廃棄
2012年度 大学の運営（管理運営） 外部監査に関するもの 会計検査院の実地検査関係（平成24年度） 監査室 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室 室長 廃棄
2012年度 大学の運営（管理運営） 外部監査に関するもの 会計検査院の実地検査関係（平成24年度）（H24.12.2～12.5実施） 監査室 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室 室長 廃棄
2013年度 大学の運営（管理運営） 外部監査に関するもの 会計検査院の実地検査関係（平成25年度） 監査室 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室 室長 廃棄
2014年度 大学の運営（管理運営） 外部監査に関するもの 会計検査院の実地検査関係（平成26年度） 監査室 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室 室長 廃棄
2014年度 大学の運営（管理運営） 外部監査に関するもの 会計検査院の実地検査関係（平成26年度）（H27.2.23～2.24実施） 監査室 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室 室長 廃棄
2015年度 大学の運営（管理運営） 外部監査に関するもの 会計検査院の実地検査関係（平成27年度） 監査室 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室 室長 廃棄
2015年度 大学の運営（管理運営） 外部監査に関するもの 会計検査院の実地検査関係（平成27年度）（DNA合成製品事案） 監査室 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室 室長 廃棄
2015年度 大学の運営（管理運営） 外部監査に関するもの 会計検査院の実地検査関係（平成27年度）（H27.11.17～11.19実施） 監査室 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室 室長 廃棄
2016年度 大学の運営（管理運営） 外部監査に関するもの 会計検査院の実地検査関係（平成28年度） 監査室 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 室長 廃棄
2016年度 大学の運営（管理運営） 外部監査に関するもの 会計検査院の実地検査関係（平成28年度）（DNA合成製品事案） 監査室 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 室長 廃棄
2017年度 大学の運営（管理運営） 外部監査に関するもの 会計検査院の実地検査関係（平成29年度） 監査室 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 室長 廃棄
2017年度 大学の運営（管理運営） 外部監査に関するもの 会計検査院の実地検査関係（平成29年度）（DNA合成製品事案） 監査室 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 室長 廃棄
2017年度 大学の運営（管理運営） 外部監査に関するもの 会計検査院の実地検査関係（平成29年度）（H30.3.1実施） 監査室 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 室長 廃棄
2018年度 大学の運営（管理運営） 外部監査に関するもの 会計検査院の実地検査関係（2018年度） 監査室 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 室長 廃棄
2018年度 大学の運営（管理運営） 外部監査に関するもの 会計検査院の実地検査関係（2018年度）（DNA合成製品事案） 監査室 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 室長 廃棄
2018年度 大学の運営（管理運営） 外部監査に関するもの 会計検査院の実地検査関係（2018年度）（2019.2.13～2.15実施） 監査室 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 室長 廃棄
2019年度 大学の運営（管理運営） 外部監査に関するもの 会計検査院の実地検査関係（2019年度） 監査室 2020/4/1 10 2030/3/31 紙及び電子 事務室 室長 廃棄
2020年度 大学の運営（管理運営） 外部監査に関するもの 会計検査院の実地検査関係（2020年度） 監査室 2021/4/1 10 2031/3/31 紙及び電子 事務室 室長 廃棄
2021年度 大学の運営（管理運営） 外部監査に関するもの 会計検査院の実地検査関係（2021年度） 監査室 2022/4/1 10 2032/3/31 紙及び電子 事務室 室長 廃棄
2017年度 大学の運営（管理運営） 監査に関する通知及び調査等に関するもの 監査に関する通知及び調査等関係（平成29年度） 監査室 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 室長 廃棄
2018年度 大学の運営（管理運営） 監査に関する通知及び調査等に関するもの 監査に関する通知及び調査等関係（2018年度） 監査室 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 室長 廃棄
2019年度 大学の運営（管理運営） 監査に関する通知及び調査等に関するもの 監査に関する通知及び調査等関係（2019年度） 監査室 2020/4/1 5 2025/3/31 紙及び電子 事務室 室長 廃棄
2020年度 大学の運営（管理運営） 監査に関する通知及び調査等に関するもの 監査に関する通知及び調査等関係（2020年度） 監査室 2021/4/1 5 2026/3/31 紙及び電子 事務室 室長 廃棄
2021年度 大学の運営（管理運営） 監査に関する通知及び調査等に関するもの 監査に関する通知及び調査等関係（2021年度） 監査室 2022/4/1 5 2027/3/31 紙及び電子 事務室 室長 廃棄
2021年度 大学の運営（管理運営） 監査に関する通知及び調査等に関するもので軽微なもの一般文書関係（2021年度） 監査室 2022/4/1 1 2023/3/31 紙及び電子 事務室 室長 廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 監事協議会に関するもの（平成29年度） 監査室 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 室長 廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 監事協議会に関するもの（2018年度） 監査室 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 室長 廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 監事協議会に関するもの（2019年度） 監査室 2020/4/1 5 2025/3/31 紙及び電子 事務室 室長 廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 監事協議会に関するもの（2020年度） 監査室 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 事務室 室長 廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 監事協議会に関するもの（2021年度） 監査室 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 事務室 室長 廃棄
2020年度 引継関係 事務引継書 事務引継書 監査室 2021/4/1 3 2024/3/31 紙及び電子 事務室 室長 廃棄
2021年度 引継関係 事務引継書 事務引継書 監査室 2022/4/1 3 2025/3/31 紙及び電子 事務室 室長 廃棄
1996年度 規則の制定・改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 平成８年_諸規則（制定・改廃） 総務課法規企画掛 1997/4/1 30 2027/3/31 紙 倉庫 戦略企画課長 廃棄
1997年度 規則の制定・改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 平成９年_諸規則（制定・改廃） 総務課法規企画掛 1998/4/1 30 2028/3/31 紙 倉庫 戦略企画課長 廃棄
1998年度 規則の制定・改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 平成１０年_諸規則（制定・改廃） 総務課法規企画掛 1999/4/1 30 2029/3/31 紙 倉庫 戦略企画課長 廃棄
1999年度 規則の制定・改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 平成１１年_諸規則（制定・改廃） 総務課法規企画掛 2000/4/1 30 2030/3/31 紙 倉庫 戦略企画課長 廃棄
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2000年度 規則の制定・改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 平成１２年_諸規則（制定・改廃） 総務課法規企画掛 2001/4/1 30 2031/3/31 紙 倉庫 戦略企画課長 廃棄
2001年度 規則の制定・改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 平成１３年_諸規則（制定・改廃） 総務課法規企画掛 2002/4/1 30 2032/3/31 紙 倉庫 戦略企画課長 廃棄
2002年度 規則の制定・改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 平成１４年_諸規則（制定・改廃） 総務課法規企画掛 2003/4/1 30 2033/3/31 紙 倉庫 戦略企画課長 廃棄
2003年度 規則の制定・改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 平成１５年_諸規則（制定・改廃） 総務課法規企画掛 2004/4/1 30 2034/3/31 紙 倉庫 戦略企画課長 廃棄
2004年度 規則の制定・改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 平成１６年_諸規則（制定・改廃） 総務課法規企画掛 2005/4/1 30 2035/3/31 紙 倉庫 戦略企画課長 廃棄
2005年度 規則の制定・改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 平成１７年_諸規則（制定・改廃） 総務課法規企画掛 2006/4/1 30 2036/3/31 紙 倉庫 戦略企画課長 廃棄
2006年度 規則の制定・改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 平成１８年_諸規則（制定・改廃） 総務課法規企画掛 2007/4/1 30 2037/3/31 紙 倉庫 戦略企画課長 廃棄
2007年度 規則の制定・改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 平成１９年_諸規則（制定・改廃） 総務課法規企画掛 2008/4/1 30 2038/3/31 紙 倉庫 戦略企画課長 廃棄
2008年度 規則の制定・改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 平成２０年_諸規則（制定・改廃） 総務課法規企画掛 2009/4/1 30 2039/3/31 紙 倉庫 戦略企画課長 廃棄
2009年度 規則の制定・改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 平成２１年_諸規則（制定・改廃） 総務課法規企画掛 2010/4/1 30 2040/3/31 紙 倉庫 戦略企画課長 廃棄
2010年度 規則の制定・改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 平成２２年_諸規則（制定・改廃） 総務課法規掛 2011/4/1 30 2041/3/31 紙 倉庫 戦略企画課長 廃棄
2011年度 規則の制定・改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 平成２３年_諸規則（制定・改廃） 総務課 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 倉庫 戦略企画課長 廃棄
2012年度 規則の制定・改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 平成２４年_諸規則（制定・改廃） 総務企画課企画 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 倉庫 戦略企画課長 廃棄
2013年度 規則の制定・改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 平成25年_諸規則（制定・改廃） 総務企画課企画 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 倉庫 戦略企画課長 廃棄
2014年度 規則の制定・改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 平成26年_諸規則（制定・改廃） 総務企画課企画 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 倉庫 戦略企画課長 廃棄
2015年度 規則の制定・改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 平成27年_諸規則（制定・改廃） 総務秘書課企画 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 倉庫 戦略企画課長 廃棄
2016年度 規則の制定・改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 平成28年_諸規則（制定・改廃） 総務秘書課企画 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 倉庫 戦略企画課長 廃棄
2017年度 規則の制定・改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 平成29年_諸規則（制定・改廃） 総務秘書課企画 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 倉庫 戦略企画課長 廃棄
2018年度 規則の制定・改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 平成30年_諸規則（制定・改廃） 学長戦略企画課企 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室 戦略企画課長 廃棄
2019年度 規則の制定・改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 2019年_諸規則（制定・改廃） 学長戦略企画課企 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室 戦略企画課長 廃棄
2020年度 規則の制定・改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 2020年_諸規則（制定・改廃） 戦略企画課企画第 2021/4/1 30 2051/3/31 電子 事務室 戦略企画課長 廃棄
2021年度 規則の制定・改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 2021年_諸規則（制定・改廃） 戦略企画課企画第 2022/4/1 30 2052/3/31 電子 事務室 戦略企画課長 廃棄
2012年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 平成24年度総務部課長等会議 総務企画課総務 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2013年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 平成25年度総務部課長等会議 総務企画課総務 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2014年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 平成26年度総務部課長等会議 総務秘書課総務掛 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2015年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 平成27年度総務部課長等会議 総務秘書課総務係 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2016年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 平成28年度総務部課長等会議 総務秘書課総務係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 平成29年度総務部課長等会議 総務秘書課総務係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 平成30年度総務部課長等会議 総務秘書課総務係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2012年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 平成24年度文京区内地域連携担当者会議 総務企画課総務 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2013年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 平成25年度文京区内地域連携担当者会議 総務企画課総務 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2014年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 平成26年度文京区内地域連携担当者会議 総務秘書課総務掛 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2015年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 平成27年度文京区内地域連携担当者会議 総務秘書課総務係 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2016年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 平成28年度文京区内地域連携担当者会議 総務秘書課総務係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 平成29年度文京区内地域連携担当者会議 総務秘書課総務係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 平成30年度文京区内地域連携担当者会議 総務秘書課総務係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 2019年度文京区内地域連携担当者会議 総務秘書課総務係 2020/4/1 10 2030/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 2020年度文京区内地域連携担当者会議 総務秘書課総務係 2021/4/1 10 2031/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 2021年度文京区内地域連携担当者会議 総務秘書課総務係 2022/4/1 10 2032/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2012年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 平成24年度文京区内生涯学習担当者会議 総務企画課総務 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2013年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 平成25年度文京区内生涯学習担当者会議 総務企画課総務 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2014年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 平成26年度文京区内生涯学習担当者会議 総務秘書課総務掛 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2015年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 平成27年度文京区内生涯学習担当者会議 総務秘書課総務係 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2016年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 平成28年度文京区内生涯学習担当者会議 総務秘書課総務係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 平成29年度文京区内生涯学習担当者会議 総務秘書課総務係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 平成30年度文京区内生涯学習担当者会議 総務秘書課総務係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 2019年度文京区内生涯学習担当者会議 総務秘書課総務係 2020/4/1 10 2030/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 2020年度文京区内生涯学習担当者会議 総務秘書課総務係 2021/4/1 10 2031/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 2021年度文京区内生涯学習担当者会議 総務秘書課総務係 2022/4/1 10 2032/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2012年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 平成24年度情報公開・個人情報保護委員会 総務企画課広報掛 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2013年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 平成25年度情報公開・個人情報保護委員会 総務企画課総務 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2014年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 平成26年度情報公開・個人情報保護委員会 総務秘書課総務掛 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2015年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 平成27年度情報公開・個人情報保護委員会 総務秘書課総務係 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2016年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 平成28年度情報公開・個人情報保護委員会 総務秘書課総務係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 平成29年度情報公開・個人情報保護委員会 総務秘書課総務係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 平成30年度情報公開・個人情報保護委員会 総務秘書課総務係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 2019年度情報公開・個人情報保護委員会 総務秘書課総務係 2020/4/1 10 2030/3/31 紙及び電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 2020年度情報公開・個人情報保護委員会 総務秘書課総務係 2021/4/1 10 2031/3/31 紙及び電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 2021年度情報公開・個人情報保護委員会 総務秘書課総務係 2022/4/1 10 2032/3/31 紙及び電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2016年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 平成28年度委員会・役職等登録用データベース 総務秘書課総務係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙及び電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 平成29年度委員会・役職等登録用データベース 総務秘書課総務係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙及び電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 平成30年度委員会・役職等登録用データベース 総務秘書課総務係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙及び電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 2019年度委員会・役職等登録用データベース 総務秘書課総務係 2020/4/1 10 2030/3/31 紙及び電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 2020年度委員会・役職等登録用データベース 総務秘書課総務係 2021/4/1 10 2031/3/31 紙及び電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 2021年度委員会・役職等登録用データベース 総務秘書課総務係 2022/4/1 10 2032/3/31 紙及び電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 平成30年度管理・運営推進協議会 総務秘書課総務係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙及び電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 2019年度管理・運営推進協議会 総務秘書課総務係 2020/4/1 10 2030/3/31 紙及び電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 2020年度管理・運営推進協議会 総務秘書課総務係 2021/4/1 10 2031/3/31 紙及び電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 2021年度管理・運営推進協議会 総務秘書課総務係 2022/4/1 10 2032/3/31 紙及び電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2017年度 人事管理 役員及び職員の任用に関するもの H29年度役員及び職員の任用等 総務秘書課総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄



01【まとめ】①法人文書ファイル管理簿_220401現在.xlsx

大分類 中分類 名称（小分類）

⑦保存媒体
の種別

⑧保存場所 ⑨管理者

⑩保存
期間

満了時
の措置

⑪備考⑥保存期間満了日①作成・取得年度等

②　分　　類
③作成者・取得者 ④起算日 ⑤保存期間

2018年度 人事管理 役員及び職員の任用に関するもの H30年度役員及び職員の任用等 総務秘書課総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2019年度 人事管理 役員及び職員の任用に関するもの 2019年度役員及び職員の任用等 総務秘書課総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙及び電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2020年度 人事管理 役員及び職員の任用に関するもの 2020年度役員及び職員の任用等 総務秘書課総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙及び電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2021年度 人事管理 役員及び職員の任用に関するもの 2021年度役員及び職員の任用等 総務秘書課総務係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙及び電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2004年度 大学・組織の設置 法人登記に関するもの 平成16年度国立大学法人登記 総務秘書課総務掛 2005/4/1 無期限 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2005年度 大学・組織の設置 法人登記に関するもの 平成17年度国立大学法人登記 総務秘書課総務掛 2006/4/1 無期限 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2008年度 大学・組織の設置 法人登記に関するもの 平成20年度国立大学法人登記 総務秘書課総務掛 2009/4/1 無期限 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2013年度 大学・組織の設置 法人登記に関するもの 平成25年度国立大学法人登記 総務秘書課総務掛 2014/4/1 無期限 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2014年度 大学・組織の設置 法人登記に関するもの 平成26年度国立大学法人登記 総務秘書課総務掛 2015/4/1 無期限 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2015年度 大学・組織の設置 法人登記に関するもの 平成27年度国立大学法人登記 総務秘書課総務掛 2016/4/1 無期限 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2018年度 大学・組織の設置 法人登記に関するもの 平成30年度国立大学法人登記 総務秘書課総務係 2018/4/1 無期限 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2020年度 大学・組織の設置 法人登記に関するもの 2020年度国立大学法人登記 総務秘書課総務係 2021/4/1 無期限 紙及び電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2021年度 大学・組織の設置 法人登記に関するもの 2021年度国立大学法人登記 総務秘書課総務係 2022/4/1 無期限 紙及び電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2017年度 大学の運営（管理運営） 労働状況記録簿 平成29年度労働状況記録簿 総務秘書課総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2018年度 大学の運営（管理運営） 労働状況記録簿 平成30年度労働状況記録簿 総務秘書課総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2019年度 大学の運営（管理運営） 労働状況記録簿 2019年度労働状況記録簿 総務秘書課総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2020年度 大学の運営（管理運営） 労働状況記録簿 2020年度労働状況記録簿 総務秘書課総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2021年度 大学の運営（管理運営） 労働状況記録簿 2021年度労働状況記録簿 総務秘書課総務係 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2017年度 大学の運営（管理運営） 休暇簿に関するもの 平成29年度休暇簿 総務秘書課総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2018年度 大学の運営（管理運営） 休暇簿に関するもの 平成30年度休暇簿 総務秘書課総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2019年度 大学の運営（管理運営） 休暇簿に関するもの 2019年度休暇簿 総務秘書課総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2020年度 大学の運営（管理運営） 休暇簿に関するもの 2020年度休暇簿 総務秘書課総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙及び電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2021年度 大学の運営（管理運営） 休暇簿に関するもの 2021年度休暇簿 総務秘書課総務係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙及び電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2012年度 大学の運営（管理運営） 文部科学省等からの諸令達・通達及び往復書簡 平成24年度文部科学省等からの文書類の接受・発送等 総務企画課総務 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2013年度 大学の運営（管理運営） 文部科学省等からの諸令達・通達及び往復書簡 平成25年度文部科学省等からの文書類の接受・発送等 総務企画課総務 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2014年度 大学の運営（管理運営） 文部科学省等からの諸令達・通達及び往復書簡 平成26年度文部科学省等からの文書類の接受・発送等 総務秘書課総務掛 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2015年度 大学の運営（管理運営） 文部科学省等からの諸令達・通達及び往復書簡 平成27年度文部科学省等からの文書類の接受・発送等 総務秘書課総務係 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2016年度 大学の運営（管理運営） 文部科学省等からの諸令達・通達及び往復書簡 平成28年度文部科学省等からの文書類の接受・発送等 総務秘書課総務係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2017年度 大学の運営（管理運営） 文部科学省等からの諸令達・通達及び往復書簡 平成29年度文部科学省等からの文書類の接受・発送等 総務秘書課総務係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2018年度 大学の運営（管理運営） 文部科学省等からの諸令達・通達及び往復書簡 平成30年度文部科学省等からの文書類の接受・発送等 総務秘書課総務係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2019年度 大学の運営（管理運営） 文部科学省等からの諸令達・通達及び往復書簡 2019年度文部科学省等からの文書類の接受・発送等 総務秘書課総務係 2020/4/1 10 2030/3/31 紙及び電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2020年度 大学の運営（管理運営） 文部科学省等からの諸令達・通達及び往復書簡 2020年度文部科学省等からの文書類の接受・発送等 総務秘書課総務係 2021/4/1 10 2031/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2021年度 大学の運営（管理運営） 文部科学省等からの諸令達・通達及び往復書簡 2021年度文部科学省等からの文書類の接受・発送等 総務秘書課総務係 2022/4/1 10 2032/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2012年度 大学の運営（管理運営） 名誉教授の称号授与式に関するもの 平成24年度名誉教授称号授与式 総務企画課総務 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2013年度 大学の運営（管理運営） 名誉教授の称号授与式に関するもの 平成25年度名誉教授称号授与式 総務企画課総務 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2014年度 大学の運営（管理運営） 名誉教授の称号授与式に関するもの 平成26年度名誉教授称号授与式 総務秘書課総務掛 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2015年度 大学の運営（管理運営） 名誉教授の称号授与式に関するもの 平成27年度名誉教授称号授与式 総務秘書課総務係 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2016年度 大学の運営（管理運営） 名誉教授の称号授与式に関するもの 平成28年度名誉教授称号授与式 総務秘書課総務係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2017年度 大学の運営（管理運営） 名誉教授の称号授与式に関するもの 平成29年度名誉教授称号授与式 総務秘書課総務係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2018年度 大学の運営（管理運営） 名誉教授の称号授与式に関するもの 平成30年度名誉教授称号授与式 総務秘書課総務係 2019/4/1 10 2029/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2019年度 大学の運営（管理運営） 名誉教授の称号授与式に関するもの 2019年度名誉教授称号授与式 総務秘書課総務係 2020/4/1 10 2030/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2020年度 大学の運営（管理運営） 名誉教授の称号授与式に関するもの 2020年度名誉教授称号授与式 総務秘書課総務係 2021/4/1 10 2031/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2021年度 大学の運営（管理運営） 名誉教授の称号授与式に関するもの 2021年度名誉教授称号授与式 総務秘書課総務係 2022/4/1 10 2032/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2012年度 大学の運営（管理運営） 入学式、卒業式、学位記授与式、その他本学が主催する平成24年度入学式 総務企画課総務 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2013年度 大学の運営（管理運営） 入学式、卒業式、学位記授与式、その他本学が主催する平成25年度入学式 総務企画課総務 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2014年度 大学の運営（管理運営） 入学式、卒業式、学位記授与式、その他本学が主催する平成26年度入学式 総務秘書課総務掛 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2015年度 大学の運営（管理運営） 入学式、卒業式、学位記授与式、その他本学が主催する平成27年度入学式 総務秘書課総務係 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2016年度 大学の運営（管理運営） 入学式、卒業式、学位記授与式、その他本学が主催する平成28年度入学式 総務秘書課総務係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2017年度 大学の運営（管理運営） 入学式、卒業式、学位記授与式、その他本学が主催する平成29年度入学式 総務秘書課総務係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2012年度 大学の運営（管理運営） 入学式、卒業式、学位記授与式、その他本学が主催する平成24年度卒業式 総務企画課総務 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2013年度 大学の運営（管理運営） 入学式、卒業式、学位記授与式、その他本学が主催する平成25年度卒業式 総務企画課総務 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2014年度 大学の運営（管理運営） 入学式、卒業式、学位記授与式、その他本学が主催する平成26年度卒業式 総務秘書課総務掛 2015/4/1 10 2024/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2012年度 大学の運営（管理運営） 入学式、卒業式、学位記授与式、その他本学が主催する平成24年度学位記授与式 総務企画課総務 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2013年度 大学の運営（管理運営） 入学式、卒業式、学位記授与式、その他本学が主催する平成25年度学位記授与式 総務企画課総務 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2014年度 大学の運営（管理運営） 入学式、卒業式、学位記授与式、その他本学が主催する平成26年度学位記授与式 総務秘書課総務掛 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2015年度 大学の運営（管理運営） 入学式、卒業式、学位記授与式、その他本学が主催する平成27年度学位記授与式 総務秘書課総務係 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2016年度 大学の運営（管理運営） 入学式、卒業式、学位記授与式、その他本学が主催する平成28年度学位記授与式 総務秘書課総務係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2017年度 大学の運営（管理運営） 入学式、卒業式、学位記授与式、その他本学が主催する平成29年度入学式・卒業式・学位記授与式 総務秘書課総務係 2018/4/1 10 2028/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2018年度 大学の運営（管理運営） 入学式、卒業式、学位記授与式、その他本学が主催する平成30年度入学式・卒業式・学位記授与式 総務秘書課総務係 2019/4/1 10 2029/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2019年度 大学の運営（管理運営） 入学式、卒業式、学位記授与式、その他本学が主催する2019年度入学式・卒業式・学位記授与式 総務秘書課総務係 2020/4/1 10 2030/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2020年度 大学の運営（管理運営） 入学式、卒業式、学位記授与式、その他本学が主催する2020年度入学式・卒業式・学位記授与式 総務秘書課総務係 2021/4/1 10 2031/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2021年度 大学の運営（管理運営） 入学式、卒業式、学位記授与式、その他本学が主催する2021年度入学式・卒業式・学位記授与式 総務秘書課総務係 2022/4/1 10 2032/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2012年度 大学の運営（管理運営） 入学式、卒業式、学位記授与式、その他本学が主催する平成24年度解剖体追悼式 総務企画課総務 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2013年度 大学の運営（管理運営） 入学式、卒業式、学位記授与式、その他本学が主催する平成25年度解剖体追悼式 総務企画課総務 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2014年度 大学の運営（管理運営） 入学式、卒業式、学位記授与式、その他本学が主催する平成26年度解剖体追悼式 総務秘書課総務掛 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2015年度 大学の運営（管理運営） 入学式、卒業式、学位記授与式、その他本学が主催する平成27年度解剖体追悼式 総務秘書課総務係 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2016年度 大学の運営（管理運営） 入学式、卒業式、学位記授与式、その他本学が主催する平成28年度解剖体追悼式 総務秘書課総務係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2017年度 大学の運営（管理運営） 入学式、卒業式、学位記授与式、その他本学が主催する平成29年度解剖体追悼式 総務秘書課総務係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2018年度 大学の運営（管理運営） 入学式、卒業式、学位記授与式、その他本学が主催する平成30年度解剖体追悼式 総務秘書課総務係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2019年度 大学の運営（管理運営） 入学式、卒業式、学位記授与式、その他本学が主催する2019年度解剖体追悼式 総務秘書課総務係 2020/4/1 10 2030/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
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③作成者・取得者 ④起算日 ⑤保存期間

2020年度 大学の運営（管理運営） 入学式、卒業式、学位記授与式、その他本学が主催する2020年度解剖体追悼式 総務秘書課総務係 2021/4/1 10 2031/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2021年度 大学の運営（管理運営） 入学式、卒業式、学位記授与式、その他本学が主催する2021年度解剖体追悼式 総務秘書課総務係 2022/4/1 10 2032/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2012年度 大学の運営（管理運営） 入学式、卒業式、学位記授与式、その他本学が主催する平成24年度ご遺骨返還式及び感謝状贈呈式 総務企画課総務 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2013年度 大学の運営（管理運営） 入学式、卒業式、学位記授与式、その他本学が主催する平成25年度ご遺骨返還式及び感謝状贈呈式 総務企画課総務 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2014年度 大学の運営（管理運営） 入学式、卒業式、学位記授与式、その他本学が主催する平成26年度ご遺骨返還式及び感謝状贈呈式 総務秘書課総務掛 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2015年度 大学の運営（管理運営） 入学式、卒業式、学位記授与式、その他本学が主催する平成27年度ご遺骨返還式及び感謝状贈呈式 総務秘書課総務係 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2016年度 大学の運営（管理運営） 入学式、卒業式、学位記授与式、その他本学が主催する平成28年度ご遺骨返還式及び感謝状贈呈式 総務秘書課総務係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2017年度 大学の運営（管理運営） 入学式、卒業式、学位記授与式、その他本学が主催する平成29年度ご遺骨返還式及び感謝状贈呈式 総務秘書課総務係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2018年度 大学の運営（管理運営） 入学式、卒業式、学位記授与式、その他本学が主催する平成30年度ご遺骨返還式及び感謝状贈呈式 総務秘書課総務係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2019年度 大学の運営（管理運営） 入学式、卒業式、学位記授与式、その他本学が主催する2019年度ご遺骨返還式及び感謝状贈呈式 総務秘書課総務係 2020/4/1 10 2030/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2020年度 大学の運営（管理運営） 入学式、卒業式、学位記授与式、その他本学が主催する2020年度ご遺骨返還式及び感謝状贈呈式 総務秘書課総務係 2021/4/1 10 2031/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2021年度 大学の運営（管理運営） 入学式、卒業式、学位記授与式、その他本学が主催する2021年度ご遺骨返還式及び感謝状贈呈式 総務秘書課総務係 2022/4/1 10 2032/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2012年度 大学の運営（管理運営） 入学式、卒業式、学位記授与式、その他本学が主催する平成24年度仕事納め及び仕事始め 総務企画課総務 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2013年度 大学の運営（管理運営） 入学式、卒業式、学位記授与式、その他本学が主催する平成25年度仕事納め及び仕事始め 総務企画課総務 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2014年度 大学の運営（管理運営） 入学式、卒業式、学位記授与式、その他本学が主催する平成26年度仕事納め及び仕事始め 総務秘書課総務掛 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2015年度 大学の運営（管理運営） 入学式、卒業式、学位記授与式、その他本学が主催する平成27年度仕事納め及び仕事始め 総務秘書課総務係 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2016年度 大学の運営（管理運営） 入学式、卒業式、学位記授与式、その他本学が主催する平成28年度仕事納め及び仕事始め 総務秘書課総務係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2017年度 大学の運営（管理運営） 入学式、卒業式、学位記授与式、その他本学が主催する平成29年度仕事納め及び仕事始め 総務秘書課総務係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2018年度 大学の運営（管理運営） 入学式、卒業式、学位記授与式、その他本学が主催する平成30年度仕事納め及び仕事始め 総務秘書課総務係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2019年度 大学の運営（管理運営） 入学式、卒業式、学位記授与式、その他本学が主催する2019年度年末学長挨拶・年頭学長挨拶 総務秘書課総務係 2020/4/1 10 2030/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2020年度 大学の運営（管理運営） 入学式、卒業式、学位記授与式、その他本学が主催する2020年度年末学長挨拶・年頭学長挨拶 総務秘書課総務係 2021/4/1 10 2031/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2021年度 大学の運営（管理運営） 入学式、卒業式、学位記授与式、その他本学が主催する2021年度年末学長挨拶・年頭学長挨拶 総務秘書課総務係 2022/4/1 10 2032/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2012年度 大学の運営（管理運営） 入学式、卒業式、学位記授与式、その他本学が主催する平成24年度創立記念日関係 総務企画課総務 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2013年度 大学の運営（管理運営） 入学式、卒業式、学位記授与式、その他本学が主催する平成25年度創立記念日関係 総務企画課総務 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2014年度 大学の運営（管理運営） 入学式、卒業式、学位記授与式、その他本学が主催する平成26年度創立記念日関係 総務秘書課総務掛 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2015年度 大学の運営（管理運営） 入学式、卒業式、学位記授与式、その他本学が主催する平成27年度創立記念日関係 総務秘書課総務係 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2016年度 大学の運営（管理運営） 入学式、卒業式、学位記授与式、その他本学が主催する平成28年度創立記念日関係 総務秘書課総務係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2017年度 大学の運営（管理運営） 入学式、卒業式、学位記授与式、その他本学が主催する平成29年度創立記念日関係 総務秘書課総務係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2018年度 大学の運営（管理運営） 入学式、卒業式、学位記授与式、その他本学が主催する平成30年度創立記念日関係 総務秘書課総務係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2019年度 大学の運営（管理運営） 入学式、卒業式、学位記授与式、その他本学が主催する2019年度創立記念日関係 総務秘書課総務係 2020/4/1 10 2030/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2020年度 大学の運営（管理運営） 入学式、卒業式、学位記授与式、その他本学が主催する2020年度創立記念日関係 総務秘書課総務係 2021/4/1 10 2031/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2021年度 大学の運営（管理運営） 入学式、卒業式、学位記授与式、その他本学が主催する2021年度創立記念日関係 総務秘書課総務係 2022/4/1 10 2032/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2012年度 大学の運営（管理運営） 入学式、卒業式、学位記授与式、その他本学が主催する楯・賞状関係 総務企画課総務 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2013年度 大学の運営（管理運営） 入学式、卒業式、学位記授与式、その他本学が主催する楯・賞状関係 総務企画課総務 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2014年度 大学の運営（管理運営） 入学式、卒業式、学位記授与式、その他本学が主催する楯・賞状関係 総務秘書課総務掛 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2015年度 大学の運営（管理運営） 入学式、卒業式、学位記授与式、その他本学が主催する楯・賞状関係 総務秘書課総務係 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2016年度 大学の運営（管理運営） 入学式、卒業式、学位記授与式、その他本学が主催する楯・賞状関係 総務秘書課総務係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2017年度 大学の運営（管理運営） 入学式、卒業式、学位記授与式、その他本学が主催する楯・賞状関係 総務秘書課総務係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2018年度 大学の運営（管理運営） 入学式、卒業式、学位記授与式、その他本学が主催する楯・賞状関係 総務秘書課総務係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2019年度 大学の運営（管理運営） 入学式、卒業式、学位記授与式、その他本学が主催する楯・賞状関係 総務秘書課総務係 2020/4/1 10 2030/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2020年度 大学の運営（管理運営） 入学式、卒業式、学位記授与式、その他本学が主催する楯・賞状関係 総務秘書課総務係 2021/4/1 10 2031/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2021年度 大学の運営（管理運営） 入学式、卒業式、学位記授与式、その他本学が主催する楯・賞状関係 総務秘書課総務係 2022/4/1 10 2032/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2017年度 大学の運営（管理運営） 損害保険に関するもの H29年度国立大学法人総合損害保険 総務秘書課総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2018年度 大学の運営（管理運営） 損害保険に関するもの H30年度国立大学法人総合損害保険 総務秘書課総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2019年度 大学の運営（管理運営） 損害保険に関するもの 2019年度国立大学法人総合損害保険 総務秘書課総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙及び電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2020年度 大学の運営（管理運営） 損害保険に関するもの 2020年度国立大学法人総合損害保険 総務秘書課総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙及び電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2021年度 大学の運営（管理運営） 損害保険に関するもの 2021年度国立大学法人総合損害保険 総務秘書課総務係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙及び電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2021年度 大学の運営（管理運営） 身分証明書に関するもの 身分証明書発行関係 総務秘書課総務係 2022/4/1 1 2023/3/31 紙及び電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2020年度 大学の運営（管理運営） 遺失物の管理に関するもの 2020年度遺失物届出処理簿 総務秘書課総務係 2021/4/1 2 2023/3/31 紙及び電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2021年度 大学の運営（管理運営） 遺失物の管理に関するもの 2021年度遺失物届出処理簿 総務秘書課総務係 2022/4/1 2 2024/3/31 紙及び電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
1992年度 大学の運営（管理運営） 公印の制定、廃止及び改刻に関するもの 公印関係綴り 総務企画課総務 1993/4/1 30 2023/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
1993年度 大学の運営（管理運営） 公印の制定、廃止及び改刻に関するもの 公印関係綴り 総務企画課総務 1994/4/1 30 2024/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
1994年度 大学の運営（管理運営） 公印の制定、廃止及び改刻に関するもの 公印関係綴り 総務企画課総務 1995/4/1 30 2025/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
1995年度 大学の運営（管理運営） 公印の制定、廃止及び改刻に関するもの 公印関係綴り 総務企画課総務 1996/4/1 30 2026/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
1996年度 大学の運営（管理運営） 公印の制定、廃止及び改刻に関するもの 公印関係綴り 総務企画課総務 1997/4/1 30 2027/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
1997年度 大学の運営（管理運営） 公印の制定、廃止及び改刻に関するもの 公印関係綴り 総務企画課総務 1998/4/1 30 2028/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
1998年度 大学の運営（管理運営） 公印の制定、廃止及び改刻に関するもの 公印関係綴り 総務企画課総務 1999/4/1 30 2029/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
1999年度 大学の運営（管理運営） 公印の制定、廃止及び改刻に関するもの 公印関係綴り 総務企画課総務 2000/4/1 30 2030/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2000年度 大学の運営（管理運営） 公印の制定、廃止及び改刻に関するもの 公印関係綴り 総務企画課総務 2001/4/1 30 2031/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2001年度 大学の運営（管理運営） 公印の制定、廃止及び改刻に関するもの 公印関係綴り 総務企画課総務 2002/4/1 30 2032/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2002年度 大学の運営（管理運営） 公印の制定、廃止及び改刻に関するもの 公印関係綴り 総務企画課総務 2003/4/1 30 2033/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2003年度 大学の運営（管理運営） 公印の制定、廃止及び改刻に関するもの 公印関係綴り 総務企画課総務 2004/4/1 30 2034/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2004年度 大学の運営（管理運営） 公印の制定、廃止及び改刻に関するもの 公印関係綴り 総務企画課総務 2005/4/1 30 2035/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2005年度 大学の運営（管理運営） 公印の制定、廃止及び改刻に関するもの 公印関係綴り 総務企画課総務 2006/4/1 30 2036/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2006年度 大学の運営（管理運営） 公印の制定、廃止及び改刻に関するもの 公印関係綴り 総務企画課総務 2007/4/1 30 2037/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2007年度 大学の運営（管理運営） 公印の制定、廃止及び改刻に関するもの 公印関係綴り 総務企画課総務 2008/4/1 30 2038/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2008年度 大学の運営（管理運営） 公印の制定、廃止及び改刻に関するもの 公印関係綴り 総務企画課総務 2009/4/1 30 2039/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2009年度 大学の運営（管理運営） 公印の制定、廃止及び改刻に関するもの 公印関係綴り 総務企画課総務 2010/4/1 30 2040/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2010年度 大学の運営（管理運営） 公印の制定、廃止及び改刻に関するもの 公印関係綴り 総務企画課総務 2011/4/1 30 2041/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2011年度 大学の運営（管理運営） 公印の制定、廃止及び改刻に関するもの 公印関係綴り 総務企画課総務 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
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⑪備考⑥保存期間満了日①作成・取得年度等

②　分　　類
③作成者・取得者 ④起算日 ⑤保存期間

2012年度 大学の運営（管理運営） 公印の制定、廃止及び改刻に関するもの 公印関係綴り 総務企画課総務 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2013年度 大学の運営（管理運営） 公印の制定、廃止及び改刻に関するもの 公印関係綴り 総務企画課総務 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2014年度 大学の運営（管理運営） 公印の制定、廃止及び改刻に関するもの 公印関係綴り 総務秘書課総務掛 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2015年度 大学の運営（管理運営） 公印の制定、廃止及び改刻に関するもの 公印関係綴り 総務秘書課総務係 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2016年度 大学の運営（管理運営） 公印の制定、廃止及び改刻に関するもの 公印関係綴り 総務秘書課総務係 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2017年度 大学の運営（管理運営） 公印の制定、廃止及び改刻に関するもの 公印関係綴り 総務秘書課総務係 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2018年度 大学の運営（管理運営） 公印の制定、廃止及び改刻に関するもの 公印関係綴り 総務秘書課総務係 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2019年度 大学の運営（管理運営） 公印の制定、廃止及び改刻に関するもの 公印関係綴り 総務秘書課総務係 2020/4/1 30 2050/3/31 紙及び電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2020年度 大学の運営（管理運営） 公印の制定、廃止及び改刻に関するもの 公印関係綴り 総務秘書課総務係 2021/4/1 30 2051/3/31 紙及び電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2021年度 大学の運営（管理運営） 公印の制定、廃止及び改刻に関するもの 公印関係綴り 総務秘書課総務係 2022/4/1 30 2052/3/31 紙及び電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2012年度 大学の運営（管理運営） 情報公開・個人情報保護に関するもの 平成24年度法人文書開示請求 総務企画課広報掛 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2013年度 大学の運営（管理運営） 情報公開・個人情報保護に関するもの 平成25年度法人文書開示請求 総務企画課総務 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2014年度 大学の運営（管理運営） 情報公開・個人情報保護に関するもの 平成26年度法人文書開示請求 総務秘書課総務掛 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2015年度 大学の運営（管理運営） 情報公開・個人情報保護に関するもの 平成27年度法人文書開示請求 総務秘書課総務係 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2016年度 大学の運営（管理運営） 情報公開・個人情報保護に関するもの 平成28年度法人文書開示請求 総務秘書課総務係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2017年度 大学の運営（管理運営） 情報公開・個人情報保護に関するもの 平成29年度法人文書開示請求 総務秘書課総務係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2018年度 大学の運営（管理運営） 情報公開・個人情報保護に関するもの 平成30年度法人文書開示請求 総務秘書課総務係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2019年度 大学の運営（管理運営） 情報公開・個人情報保護に関するもの 2019年度法人文書開示請求 総務秘書課総務係 2020/4/1 10 2030/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2020年度 大学の運営（管理運営） 情報公開・個人情報保護に関するもの 2020年度法人文書開示請求 総務秘書課総務係 2021/4/1 10 2031/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2021年度 大学の運営（管理運営） 情報公開・個人情報保護に関するもの 2021年度法人文書開示請求 総務秘書課総務係 2022/4/1 10 2032/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2012年度 大学の運営（管理運営） 情報公開・個人情報保護に関するもの 平成24年度保有個人情報開示請求 総務企画課広報掛 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2013年度 大学の運営（管理運営） 情報公開・個人情報保護に関するもの 平成25年度保有個人情報開示請求 総務企画課総務 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2014年度 大学の運営（管理運営） 情報公開・個人情報保護に関するもの 平成26年度保有個人情報開示請求 総務秘書課総務掛 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2015年度 大学の運営（管理運営） 情報公開・個人情報保護に関するもの 平成27年度保有個人情報開示請求 総務秘書課総務係 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2016年度 大学の運営（管理運営） 情報公開・個人情報保護に関するもの 平成28年度保有個人情報開示請求 総務秘書課総務係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2017年度 大学の運営（管理運営） 情報公開・個人情報保護に関するもの 平成29年度保有個人情報開示請求 総務秘書課総務係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2018年度 大学の運営（管理運営） 情報公開・個人情報保護に関するもの 平成30年度保有個人情報開示請求 総務秘書課総務係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2019年度 大学の運営（管理運営） 情報公開・個人情報保護に関するもの 2019年度保有個人情報開示請求 総務秘書課総務係 2020/4/1 10 2030/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2020年度 大学の運営（管理運営） 情報公開・個人情報保護に関するもの 2020年度保有個人情報開示請求 総務秘書課総務係 2021/4/1 10 2031/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2021年度 大学の運営（管理運営） 情報公開・個人情報保護に関するもの 2021年度保有個人情報開示請求 総務秘書課総務係 2022/4/1 10 2032/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2012年度 大学の運営（管理運営） 各種統計調査に関するもので重要なもの 平成24年度独立行政法人等情報公開法施行状況調査 総務企画課総務 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2013年度 大学の運営（管理運営） 各種統計調査に関するもので重要なもの 平成25年度独立行政法人等情報公開法施行状況調査 総務秘書課総務掛 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2014年度 大学の運営（管理運営） 各種統計調査に関するもので重要なもの 平成26年度独立行政法人等情報公開法施行状況調査 総務秘書課総務係 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2015年度 大学の運営（管理運営） 各種統計調査に関するもので重要なもの 平成27年度独立行政法人等情報公開法施行状況調査 総務秘書課総務係 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2016年度 大学の運営（管理運営） 各種統計調査に関するもので重要なもの 平成28年度独立行政法人等情報公開法施行状況調査 総務秘書課総務係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2017年度 大学の運営（管理運営） 各種統計調査に関するもので重要なもの 平成29年度独立行政法人等情報公開法施行状況調査 総務秘書課総務係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2018年度 大学の運営（管理運営） 各種統計調査に関するもので重要なもの 平成30年度独立行政法人等情報公開法施行状況調査 総務秘書課総務係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2019年度 大学の運営（管理運営） 各種統計調査に関するもので重要なもの 2019年度独立行政法人等情報公開法施行状況調査 総務秘書課総務係 2020/4/1 10 2030/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2020年度 大学の運営（管理運営） 各種統計調査に関するもので重要なもの 2020年度独立行政法人等情報公開法施行状況調査 総務秘書課総務係 2021/4/1 10 2031/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2021年度 大学の運営（管理運営） 各種統計調査に関するもので重要なもの 2021年度独立行政法人等情報公開法施行状況調査 総務秘書課総務係 2022/4/1 10 2032/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2012年度 大学の運営（管理運営） 各種統計調査に関するもので重要なもの 平成24年度独立行政法人等個人情報保護法施行状況調査 総務企画課広報掛 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2013年度 大学の運営（管理運営） 各種統計調査に関するもので重要なもの 平成25年度独立行政法人等個人情報保護法施行状況調査 総務企画課総務 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2014年度 大学の運営（管理運営） 各種統計調査に関するもので重要なもの 平成26年度独立行政法人等個人情報保護法施行状況調査 総務秘書課総務掛 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2015年度 大学の運営（管理運営） 各種統計調査に関するもので重要なもの 平成27年度独立行政法人等個人情報保護法施行状況調査 総務秘書課総務係 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2016年度 大学の運営（管理運営） 各種統計調査に関するもので重要なもの 平成28年度独立行政法人等個人情報保護法施行状況調査 総務秘書課総務係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2017年度 大学の運営（管理運営） 各種統計調査に関するもので重要なもの 平成29年度独立行政法人等個人情報保護法施行状況調査 総務秘書課総務係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2018年度 大学の運営（管理運営） 各種統計調査に関するもので重要なもの 平成30年度独立行政法人等個人情報保護法施行状況調査 総務秘書課総務係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2019年度 大学の運営（管理運営） 各種統計調査に関するもので重要なもの 2019年度独立行政法人等個人情報保護法施行状況調査 総務秘書課総務係 2020/4/1 10 2030/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2020年度 大学の運営（管理運営） 各種統計調査に関するもので重要なもの 2020年度独立行政法人等個人情報保護法施行状況調査 総務秘書課総務係 2021/4/1 10 2031/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2021年度 大学の運営（管理運営） 各種統計調査に関するもので重要なもの 2021年度独立行政法人等個人情報保護法施行状況調査 総務秘書課総務係 2022/4/1 10 2032/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2012年度 大学の運営（管理運営） 各種統計調査に関するもので重要なもの 平成24年度各種統計調査に関するもの 総務企画課広報掛 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2013年度 大学の運営（管理運営） 各種統計調査に関するもので重要なもの 平成25年度各種統計調査に関するもの 総務企画課総務 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2014年度 大学の運営（管理運営） 各種統計調査に関するもので重要なもの 平成26年度各種統計調査に関するもの 総務秘書課総務掛 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2015年度 大学の運営（管理運営） 各種統計調査に関するもので重要なもの 平成27年度各種統計調査に関するもの 総務秘書課総務係 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2016年度 大学の運営（管理運営） 各種統計調査に関するもので重要なもの 平成28年度各種統計調査に関するもの 総務秘書課総務係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2017年度 大学の運営（管理運営） 各種統計調査に関するもので重要なもの 平成29年度各種統計調査に関するもの 総務秘書課総務係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2018年度 大学の運営（管理運営） 各種統計調査に関するもので重要なもの 平成30年度各種統計調査に関するもの 総務秘書課総務係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2019年度 大学の運営（管理運営） 各種統計調査に関するもので重要なもの 2019年度各種統計調査に関するもの 総務秘書課総務係 2020/4/1 10 2030/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2020年度 大学の運営（管理運営） 各種統計調査に関するもので重要なもの 2020年度各種統計調査に関するもの 総務秘書課総務係 2021/4/1 10 2031/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2021年度 大学の運営（管理運営） 各種統計調査に関するもので重要なもの 2021年度各種統計調査に関するもの 総務秘書課総務係 2022/4/1 10 2032/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2012年度 大学の運営（管理運営） 各種統計調査に関するもので重要なもの 平成24年度法人文書の管理の状況調査 総務企画課広報掛 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2013年度 大学の運営（管理運営） 各種統計調査に関するもので重要なもの 平成25年度法人文書の管理の状況調査 総務企画課総務 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2014年度 大学の運営（管理運営） 各種統計調査に関するもので重要なもの 平成26年度法人文書の管理の状況調査 総務秘書課総務掛 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2015年度 大学の運営（管理運営） 各種統計調査に関するもので重要なもの 平成27年度法人文書の管理の状況調査 総務秘書課総務係 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2016年度 大学の運営（管理運営） 各種統計調査に関するもので重要なもの 平成28年度法人文書の管理の状況調査 総務秘書課総務係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2017年度 大学の運営（管理運営） 各種統計調査に関するもので重要なもの 平成29年度法人文書の管理の状況調査 総務秘書課総務係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2018年度 大学の運営（管理運営） 各種統計調査に関するもので重要なもの 平成30年度法人文書の管理の状況調査 総務秘書課総務係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2019年度 大学の運営（管理運営） 各種統計調査に関するもので重要なもの 2019年度法人文書の管理の状況調査 総務秘書課総務係 2020/4/1 10 2030/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2020年度 大学の運営（管理運営） 各種統計調査に関するもので重要なもの 2020年度法人文書の管理の状況調査 総務秘書課総務係 2021/4/1 10 2031/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2021年度 大学の運営（管理運営） 各種統計調査に関するもので重要なもの 2021年度法人文書の管理の状況調査 総務秘書課総務係 2022/4/1 10 2032/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
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大分類 中分類 名称（小分類）

⑦保存媒体
の種別

⑧保存場所 ⑨管理者

⑩保存
期間

満了時
の措置

⑪備考⑥保存期間満了日①作成・取得年度等

②　分　　類
③作成者・取得者 ④起算日 ⑤保存期間

2017年度 大学の運営（管理運営） 危機管理に関するもの 平成29年度危機管理関係 総務秘書課総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2018年度 大学の運営（管理運営） 危機管理に関するもの 平成30年度危機管理関係 総務秘書課総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2019年度 大学の運営（管理運営） 危機管理に関するもの 2019年度危機管理関係 総務秘書課総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙及び電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2020年度 大学の運営（管理運営） 危機管理に関するもの 2020年度危機管理関係 総務秘書課総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2021年度 大学の運営（管理運営） 危機管理に関するもの 2021年度危機管理関係 総務秘書課総務係 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2019年度 大学の運営（管理運営） 危機管理に関するもの 2019年度新型コロナウイルス感染症対応 総務秘書課総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙及び電子 総務秘書課総務秘書課長移管 コロナ関連
2020年度 大学の運営（管理運営） 危機管理に関するもの 2020年度新型コロナウイルス感染症対応 総務秘書課総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長移管 コロナ関連
2021年度 大学の運営（管理運営） 危機管理に関するもの 2021年度新型コロナウイルス感染症対応 総務秘書課総務係 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長移管 コロナ関連
2021年度 大学の運営（管理運営） 会議室などの使用に関するもの 2021年度会議室などの使用に関するもjの 総務秘書課総務係 2022/4/1 1 2023/3/31 紙及び電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
1992年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成4年度学内職員録 総務企画課総務 1993/4/1 30 2023/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
1993年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成5年度学内職員録 総務企画課総務 1994/4/1 30 2024/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
1994年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成6年度学内職員録 総務企画課総務 1995/4/1 30 2025/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
1995年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成7年度学内職員録 総務企画課総務 1996/4/1 30 2026/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
1996年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成8年度学内職員録 総務企画課総務 1997/4/1 30 2027/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
1997年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成9年度学内職員録 総務企画課総務 1998/4/1 30 2028/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
1998年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成10年度学内職員録 総務企画課総務 1999/4/1 30 2029/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
1999年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成11年度学内職員録 総務企画課総務 2000/4/1 30 2030/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2000年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成12年度学内職員録 総務企画課総務 2001/4/1 30 2031/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2001年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成13年度学内職員録 総務企画課総務 2002/4/1 30 2032/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2002年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成14年度学内職員録 総務企画課総務 2003/4/1 30 2033/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2003年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成15年度学内職員録 総務企画課総務 2004/4/1 30 2034/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2004年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成16年度学内職員録 総務企画課総務 2005/4/1 30 2035/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2005年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成17年度学内職員録 総務企画課総務 2006/4/1 30 2036/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2006年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成18年度学内職員録 総務企画課総務 2007/4/1 30 2037/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2007年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成19年度学内職員録 総務企画課総務 2008/4/1 30 2038/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2008年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成20年度学内職員録 総務企画課総務 2009/4/1 30 2039/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2009年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成21年度学内職員録 総務企画課総務 2010/4/1 30 2040/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2010年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成22年度学内職員録 総務企画課総務 2011/4/1 30 2041/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2011年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成23年度学内職員録 総務企画課総務 2012/4/1 30 2042/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2012年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成24年度学内職員録 総務企画課総務 2013/4/1 30 2043/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2013年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成25年度学内職員録 総務企画課総務 2014/4/1 30 2044/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2014年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成26年度学内職員録 総務秘書課総務掛 2015/4/1 30 2045/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2015年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成27年度学内職員録 総務秘書課総務係 2016/4/1 30 2046/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2016年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成28年度学内職員録 総務秘書課総務係 2017/4/1 30 2047/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2017年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成29年度学内職員録 総務秘書課総務係 2018/4/1 30 2048/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2018年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成30年度学内職員録 総務秘書課総務係 2019/4/1 30 2049/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2019年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 2019年度学内職員録 総務秘書課総務係 2020/4/1 30 2050/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2020年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 2020年度学内職員録 総務秘書課総務係 2021/4/1 30 2051/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2021年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 2021年度学内職員録 総務秘書課総務係 2022/4/1 30 2052/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2017年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等に関するもの 平成29年度学外職員録 総務秘書課総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2018年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等に関するもの 平成30年度学外職員録 総務秘書課総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2019年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等に関するもの 2019年度学外職員録 総務秘書課総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2020年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等に関するもの 2020年度学外職員録 総務秘書課総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2021年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等に関するもの 2021年度学外職員録 総務秘書課総務係 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄

2017年度 大学広報 学術講演会の実施に関するもの 平成29年度四大学連合文化講演会等
総務秘書課総務
係

2018/4/1 5 2023/3/31 紙
総務秘書
課

総務秘書課長廃棄

2018年度 大学広報 学術講演会の実施に関するもの 平成30年度四大学連合文化講演会当等
総務秘書課総務
係

2019/4/1 5 2024/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄

2019年度 大学広報 学術講演会の実施に関するもの 2019年度四大学連合文化講演会等
総務秘書課総務
係

2020/4/1 5 2025/3/31 紙及び電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄

2020年度 大学広報 学術講演会の実施に関するもの 2020年度四大学連合文化講演会等
総務秘書課総務
係

2021/4/1 5 2026/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄

2021年度 大学広報 学術講演会の実施に関するもの 2021年度四大学連合文化講演会等
総務秘書課総務
係

2022/4/1 5 2027/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄

2001年度 文書関係業務 法人文書ファイル管理簿 法人文書ファイル管理簿 総務企画課総務 2002/4/1 無期限 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2011年度 文書関係業務 法人文書ファイル移管・廃棄簿 法人文書ファイル移管・廃棄簿 総務企画課総務 2012/4/1 30 2042/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2012年度 文書関係業務 法人文書ファイル移管・廃棄簿 法人文書ファイル移管・廃棄簿 総務企画課総務 2013/4/1 30 2043/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2013年度 文書関係業務 法人文書ファイル移管・廃棄簿 法人文書ファイル移管・廃棄簿 総務企画課総務 2014/4/1 30 2044/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2014年度 文書関係業務 法人文書ファイル移管・廃棄簿 法人文書ファイル移管・廃棄簿 総務秘書課総務掛 2015/4/1 30 2045/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2015年度 文書関係業務 法人文書ファイル移管・廃棄簿 法人文書ファイル移管・廃棄簿 総務秘書課総務係 2016/4/1 30 2046/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2016年度 文書関係業務 法人文書ファイル移管・廃棄簿 法人文書ファイル移管・廃棄簿 総務秘書課総務係 2017/4/1 30 2047/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2017年度 文書関係業務 法人文書ファイル移管・廃棄簿 法人文書ファイル移管・廃棄簿 総務秘書課総務係 2018/4/1 30 2048/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2018年度 文書関係業務 法人文書ファイル移管・廃棄簿 法人文書ファイル移管・廃棄簿 総務秘書課総務係 2019/4/1 30 2049/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2019年度 文書関係業務 法人文書ファイル移管・廃棄簿 法人文書ファイル移管・廃棄簿 総務秘書課総務係 2020/4/1 30 2050/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2020年度 文書関係業務 法人文書ファイル移管・廃棄簿 法人文書ファイル移管・廃棄簿 総務秘書課総務係 2021/4/1 30 2051/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2021年度 文書関係業務 法人文書ファイル移管・廃棄簿 法人文書ファイル移管・廃棄簿 総務秘書課総務係 2022/4/1 30 2052/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2017年度 文書関係業務 通知文書等に関するもの 平成29年度法人文書の管理状況調査 総務秘書課総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2018年度 文書関係業務 通知文書等に関するもの 平成30年度法人文書の管理状況調査 総務秘書課総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2019年度 文書関係業務 通知文書等に関するもの 2019年度法人文書の管理状況調査 総務秘書課総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2020年度 文書関係業務 通知文書等に関するもの 2020年度法人文書の管理状況調査 総務秘書課総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄



01【まとめ】①法人文書ファイル管理簿_220401現在.xlsx

大分類 中分類 名称（小分類）
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⑪備考⑥保存期間満了日①作成・取得年度等

②　分　　類
③作成者・取得者 ④起算日 ⑤保存期間

2021年度 文書関係業務 通知文書等に関するもの 2021年度法人文書の管理状況調査 総務秘書課総務係 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2017年度 文書関係業務 通知文書等に関するもの 平成29年度慶弔関係 総務秘書課総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2018年度 文書関係業務 通知文書等に関するもの 平成30年度慶弔関係 総務秘書課総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2019年度 文書関係業務 通知文書等に関するもの 2019年度慶弔関係 総務秘書課総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2020年度 文書関係業務 通知文書等に関するもの 2020年度慶弔関係 総務秘書課総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2021年度 文書関係業務 通知文書等に関するもの 2021年度慶弔関係 総務秘書課総務係 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2017年度 文書関係業務 通知文書等に関するもの 平成29年度協定関係 総務秘書課総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2018年度 文書関係業務 通知文書等に関するもの 平成30年度協定関係 総務秘書課総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2019年度 文書関係業務 通知文書等に関するもの 2019年度協定関係 総務秘書課総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2020年度 文書関係業務 通知文書等に関するもの 2020年度協定関係 総務秘書課総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2021年度 文書関係業務 通知文書等に関するもの 2021年度協定関係 総務秘書課総務係 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2017年度 文書関係業務 文書処理に関する表簿 平成29年度文書処理簿 総務秘書課総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2018年度 文書関係業務 文書処理に関する表簿 平成30年度文書処理簿 総務秘書課総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2019年度 文書関係業務 文書処理に関する表簿 2019年度文書処理簿 総務秘書課総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2020年度 文書関係業務 文書処理に関する表簿 2020年度文書処理簿 総務秘書課総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2021年度 文書関係業務 文書処理に関する表簿 2021年度文書処理簿 総務秘書課総務係 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2019年度 文書関係業務 郵便物等に関するもの 2019年度郵便物等関係（書留受取簿、郵便発送簿） 総務秘書課総務係 2020/4/1 3 2023/3/31 紙及び電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2020年度 文書関係業務 郵便物等に関するもの 2020年度郵便物等関係（書留受取簿、郵便発送簿） 総務秘書課総務係 2021/4/1 3 2024/3/31 紙及び電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2021年度 文書関係業務 郵便物等に関するもの 2021年度郵便物等関係（書留受取簿、郵便発送簿） 総務秘書課総務係 2022/4/1 3 2025/3/31 紙及び電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2017年度 文書関係業務 公印使用簿 平成29年度公印使用簿 総務秘書課総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2018年度 文書関係業務 公印使用簿 平成30年度公印使用簿 総務秘書課総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2019年度 文書関係業務 公印使用簿 2019年度公印使用簿 総務秘書課総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2020年度 文書関係業務 公印使用簿 2020年度公印使用簿 総務秘書課総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2021年度 文書関係業務 公印使用簿 2021年度公印使用簿 総務秘書課総務係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2017年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 平成29年度法人契約（ホテル等） 総務秘書課総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙及び電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2018年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 平成30年度法人契約（ホテル等） 総務秘書課総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙及び電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2019年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 2019年度法人契約（ホテル等） 総務秘書課総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙及び電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2020年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 2020年度法人契約（ホテル等） 総務秘書課総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙及び電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 2021年度法人契約（ホテル等） 総務秘書課総務係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙及び電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2017年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 平成29年度顧問弁護士関係 総務秘書課総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2018年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 平成30年度顧問弁護士関係 総務秘書課総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2019年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 2019年度顧問弁護士関係 総務秘書課総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2020年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 2020年度顧問弁護士関係 総務秘書課総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 2021年度顧問弁護士関係 総務秘書課総務係 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2018年度 情報システム 情報システムの調達・導入に関するもの 平成30年度電子決裁システム 総務秘書課総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2019年度 情報システム 情報システムの調達・導入に関するもの 2019年度電子決裁システム 総務秘書課総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2020年度 情報システム 情報システムの調達・導入に関するもの 2020年度電子決裁システム 総務秘書課総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2020年度 情報システム 情報システムの調達・導入に関するもの 2020年度電子署名システム 総務秘書課総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2021年度 情報システム 情報システムの調達・導入に関するもの 2021年度電子決裁システム 総務秘書課総務係 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2021年度 情報システム 情報システムの調達・導入に関するもの 2021年度電子署名システム 総務秘書課総務係 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2019年度 研修関係 研修に関するもの 2019年度個人情報保護講習会関係 総務秘書課総務係 2020/4/1 3 2023/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2020年度 研修関係 研修に関するもの 2020年度個人情報保護講習会関係 総務秘書課総務係 2021/4/1 3 2024/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2019年度 研修関係 研修に関するもの 2019年度文書管理研修関係 総務秘書課総務係 2020/4/1 3 2023/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2020年度 研修関係 研修に関するもの 2020年度文書管理研修関係 総務秘書課総務係 2021/4/1 3 2024/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2021年度 研修関係 研修に関するもの 2021年度文書管理研修関係 総務秘書課総務係 2022/4/1 3 2025/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2018年度 規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 平成30年度諸規則の制定・改廃に関するもの 総務秘書課総務係 2019/4/1 30 2049/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2019年度 規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 2019年度諸規則の制定・改廃に関するもの 総務秘書課総務係 2020/4/1 30 2050/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2020年度 規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 2020年度諸規則の制定・改廃に関するもの 総務秘書課総務係 2021/4/1 30 2051/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2021年度 規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 2021年度諸規則の制定・改廃に関するもの 総務秘書課総務係 2022/4/1 30 2052/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2019年度 引継関係 事務引継書 2019年度引継資料等 総務秘書課総務係 2020/4/1 3 2023/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2020年度 引継関係 事務引継書 2020年度引継資料等 総務秘書課総務係 2021/4/1 3 2024/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2021年度 引継関係 事務引継書 2021年度引継資料等 総務秘書課総務係 2022/4/1 3 2025/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2017年度学外会議 総務秘書課秘書係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙及び電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2018年度学外会議 総務秘書課秘書係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙及び電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2019年度学外会議 総務秘書課秘書係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙及び電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2020年度学外会議 総務秘書課秘書係 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2021年度学外会議 総務秘書課秘書係 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2020年度学長・理事懇談会 総務秘書課秘書係 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2021年度学長・理事懇談会 総務秘書課秘書係 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2017年度 大学の運営（管理・運営） 各種統計調査に関するもので重要なもの 平成29年度男女参画～調査 総務秘書課広報係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2018年度 大学の運営（管理・運営） 各種統計調査に関するもので重要なもの 平成30年度世界大学ランキング 総務秘書課広報係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2019年度 大学の運営（管理・運営） 各種統計調査に関するもので重要なもの 令和元年度世界大学ランキング 総務秘書課広報係 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2020年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 令和2年度世界大学ランキング 総務秘書課広報係 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 広報係 総務秘書課長廃棄
2021年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 2021年度世界大学ランキング 総務秘書課広報係 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 広報係 総務秘書課長廃棄
2017年度 大学の運営 監査に関する通知及び調査等に関するもの 平成29年度取材・撮影依頼対応綴 総務秘書課広報係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2018年度 大学の運営 監査に関する通知及び調査等に関するもの 平成30年度取材・撮影依頼対応綴 総務秘書課広報係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2019年度 大学の運営 監査に関する通知及び調査等に関するもの 令和元年度取材・撮影依頼対応綴 総務秘書課広報係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2020年度 大学の運営 監査に関する通知及び調査等に関するもの 令和2年度取材・撮影依頼対応綴 総務秘書課広報係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙及び電子 広報係 総務秘書課長廃棄
2021年度 大学の運営 監査に関する通知及び調査等に関するもの 2021年度取材・撮影依頼対応綴 総務秘書課広報係 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 広報係 総務秘書課長廃棄
2015年度 大学の運営 入学式、卒業式、学位記授与式、その他本学が主催する平成27年度記者懇談会 総務秘書課広報係 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
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の措置

⑪備考⑥保存期間満了日①作成・取得年度等

②　分　　類
③作成者・取得者 ④起算日 ⑤保存期間

2016年度 大学の運営 入学式、卒業式、学位記授与式、その他本学が主催する平成28年度記者懇談会 総務秘書課広報係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2017年度 大学の運営 入学式、卒業式、学位記授与式、その他本学が主催する平成29年度記者懇談会 総務秘書課広報係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2018年度 大学の運営 入学式、卒業式、学位記授与式、その他本学が主催する平成30年度記者懇談会 総務秘書課広報係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2019年度 大学の運営 入学式、卒業式、学位記授与式、その他本学が主催する令和元年度記者懇談会 総務秘書課広報係 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2012年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 平成24年度広報室会議 総務秘書課広報係 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2012年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 平成24年度企画・国際交流戦略会議広報ワーキンググループ 総務秘書課広報係 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2013年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 平成25年度広報戦略委員会 総務秘書課広報係 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2014年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 平成26年度広報戦略委員会 総務秘書課広報係 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2015年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 平成27年度広報戦略委員会 総務秘書課広報係 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2016年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 平成28年度広報戦略委員会 総務秘書課広報係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 平成29年度広報戦略委員会 総務秘書課広報係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 平成30年度広報戦略委員会 総務秘書課広報係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 令和元年度広報戦略委員会 総務秘書課広報係 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 令和2年度広報戦略委員会 総務秘書課広報係 2021/4/1 10 2031/3/31 電子 広報係 総務秘書課長廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 2021年度広報戦略委員会 総務秘書課広報係 2022/4/1 10 2032/3/31 電子 広報係 総務秘書課長廃棄
2017年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等に関するもの 平成29年度広報誌Bloom!医科歯科 総務秘書課広報係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2018年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等に関するもの 平成30年度広報誌Bloom!医科歯科 総務秘書課広報係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2019年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等に関するもの 令和元年度広報誌Bloom!医科歯科 総務秘書課広報係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2020年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等に関するもの 令和2年度広報誌Bloom!医科歯科 総務秘書課広報係 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 広報係 総務秘書課長廃棄
2021年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等に関するもの 2021年度広報誌Bloom!医科歯科 総務秘書課広報係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙及び電子 広報係 総務秘書課長廃棄
2017年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等に関するもの 平成29年度英語版広報誌TMDU ANNUAL NEWS 総務秘書課広報係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2018年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等に関するもの 平成30年度英語版広報誌TMDU ANNUAL NEWS 総務秘書課広報係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2019年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等に関するもの 令和元年度英語版広報誌TMDU ANNUAL NEWS 総務秘書課広報係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2020年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等に関するもの 令和2年度英語版広報誌TMDU ANNUAL NEWS 総務秘書課広報係 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 広報係 総務秘書課長廃棄
2017年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等に関するもの 記者会見関係 総務秘書課広報係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2018年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等に関するもの 記者会見関係 総務秘書課広報係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2019年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等に関するもの 記者会見関係 総務秘書課広報係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2020年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等に関するもの 記者会見関係 総務秘書課広報係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙及び電子 広報係 総務秘書課長廃棄
2021年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等に関するもの 記者会見関係 総務秘書課広報係 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 広報係 総務秘書課長廃棄
2017年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等に関するもの 平成29年度シンボルマーク等使用届 総務秘書課広報係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2018年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等に関するもの 平成30年度シンボルマーク等使用届 総務秘書課広報係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2019年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等に関するもの 令和元年度シンボルマーク等使用届 総務秘書課広報係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2020年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等に関するもの 令和2年度シンボルマーク等使用届 総務秘書課広報係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙及び電子 広報係 総務秘書課長廃棄
2021年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等に関するもの 2021年度シンボルマーク等使用届 総務秘書課広報係 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 広報係 総務秘書課長廃棄
2020年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等に関するもの 動画作成関係（英語版研究広報誌Research Activities） 総務秘書課広報係 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 広報係 総務秘書課長廃棄
2021年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等に関するもの 英語版研究広報誌Research Activities2021-2022 総務秘書課広報係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙及び電子 広報係 総務秘書課長廃棄
2020年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等に関するもの ホームページ関係 総務秘書課広報係 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 広報係 総務秘書課長廃棄
1992年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成4年度学報 総務秘書課広報係 1993/4/1 30 2023/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
1993年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成5年度学報 総務秘書課広報係 1994/4/1 30 2024/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
1994年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成6年度学報 総務秘書課広報係 1995/4/1 30 2025/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
1995年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成7年度学報 総務秘書課広報係 1996/4/1 30 2026/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
1996年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成8年度学報 総務秘書課広報係 1997/4/1 30 2027/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
1997年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成9年度学報 総務秘書課広報係 1998/4/1 30 2028/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
1998年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成10年度学報 総務秘書課広報係 1999/4/1 30 2029/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
1999年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成11年度学報 総務秘書課広報係 2000/4/1 30 2030/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2000年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成12年度学報 総務秘書課広報係 2001/4/1 30 2031/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2001年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成13年度学報 総務秘書課広報係 2002/4/1 30 2032/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2002年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成14年度学報 総務秘書課広報係 2003/4/1 30 2033/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2003年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成15年度学報 総務秘書課広報係 2004/4/1 30 2034/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2004年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成16年度学報 総務秘書課広報係 2005/4/1 30 2035/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2005年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成17年度学報 総務秘書課広報係 2006/4/1 30 2036/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2006年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成18年度学報 総務秘書課広報係 2007/4/1 30 2037/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
1992年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成4年度医歯大ひろば 総務秘書課広報係 1993/4/1 30 2023/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
1993年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成5年度医歯大ひろば 総務秘書課広報係 1994/4/1 30 2024/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
1994年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成6年度医歯大ひろば 総務秘書課広報係 1995/4/1 30 2025/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
1995年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成7年度医歯大ひろば 総務秘書課広報係 1996/4/1 30 2026/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
1996年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成8年度医歯大ひろば 総務秘書課広報係 1997/4/1 30 2027/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
1997年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成9年度医歯大ひろば 総務秘書課広報係 1998/4/1 30 2028/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
1998年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成10年度医歯大ひろば 総務秘書課広報係 1999/4/1 30 2029/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
1999年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成11年度医歯大ひろば 総務秘書課広報係 2000/4/1 30 2030/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2000年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成12年度医歯大ひろば 総務秘書課広報係 2001/4/1 30 2031/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2001年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成13年度医歯大ひろば 総務秘書課広報係 2002/4/1 30 2032/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2002年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成14年度広報誌Bloom! 総務秘書課広報係 2003/4/1 30 2033/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2003年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成15年度広報誌Bloom! 総務秘書課広報係 2004/4/1 30 2034/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2004年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成16年度広報誌Bloom! 総務秘書課広報係 2005/4/1 30 2035/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2005年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成17年度広報誌Bloom! 総務秘書課広報係 2006/4/1 30 2036/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2006年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成18年度広報誌Bloom! 総務秘書課広報係 2007/4/1 30 2037/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2007年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成19年度広報誌Bloom! 総務秘書課広報係 2008/4/1 30 2038/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2008年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成20年度広報誌Bloom! 総務秘書課広報係 2009/4/1 30 2039/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2009年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成21年度広報誌Bloom! 総務秘書課広報係 2010/4/1 30 2040/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
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2010年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成22年度広報誌Bloom!医科歯科 総務秘書課広報係 2011/4/1 30 2041/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2011年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成23年度広報誌Bloom!医科歯科 総務秘書課広報係 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2012年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成24年度広報誌Bloom!医科歯科 総務秘書課広報係 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2013年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成25年度広報誌Bloom!医科歯科 総務秘書課広報係 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2014年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成26年度広報誌Bloom!医科歯科 総務秘書課広報係 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2015年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成27年度広報誌Bloom!医科歯科 総務秘書課広報係 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2016年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成28年度広報誌Bloom!医科歯科 総務秘書課広報係 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2017年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成29年度広報誌Bloom!医科歯科 総務秘書課広報係 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2018年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成30年度広報誌Bloom!医科歯科 総務秘書課広報係 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2019年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 令和元年度広報誌Bloom!医科歯科 総務秘書課広報係 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2020年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 2020年度広報誌Bloom!医科歯科 総務秘書課広報係 2021/4/1 30 2051/3/31 紙及び電子 広報係 総務秘書課長廃棄
2007年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成19年度学内広報誌TMDUニュース 総務秘書課広報係 2008/4/1 30 2038/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2008年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成20年度英語版広報誌TMDU ANNUAL NEWS 総務秘書課広報係 2009/4/1 30 2039/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2009年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成21年度英語版広報誌TMDU ANNUAL NEWS 総務秘書課広報係 2010/4/1 30 2040/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2010年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成22年度英語版広報誌TMDU ANNUAL NEWS 総務秘書課広報係 2011/4/1 30 2041/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2011年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成23年度英語版広報誌TMDU ANNUAL NEWS 総務秘書課広報係 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2012年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成24年度英語版広報誌TMDU ANNUAL NEWS 総務秘書課広報係 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2013年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成25年度英語版広報誌TMDU ANNUAL NEWS 総務秘書課広報係 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2014年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成26年度英語版広報誌TMDU ANNUAL NEWS 総務秘書課広報係 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2015年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成27年度英語版広報誌TMDU ANNUAL NEWS 総務秘書課広報係 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2016年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成28年度英語版広報誌TMDU ANNUAL NEWS 総務秘書課広報係 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2017年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成29年度英語版広報誌TMDU ANNUAL NEWS 総務秘書課広報係 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2018年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成30年度英語版広報誌TMDU ANNUAL NEWS 総務秘書課広報係 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2019年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 令和元年度英語版広報誌TMDU ANNUAL NEWS 総務秘書課広報係 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2020年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 2020年度英語版広報誌TMDU ANNUAL NEWS 総務秘書課広報係 2021/4/1 30 2051/3/31 紙及び電子 広報係 総務秘書課長廃棄
1992年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成4年度大学概要 総務秘書課広報係 1993/4/1 30 2023/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
1993年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成5年度大学概要 総務秘書課広報係 1994/4/1 30 2024/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
1994年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成6年度大学概要 総務秘書課広報係 1995/4/1 30 2025/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
1995年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成7年度大学概要 総務秘書課広報係 1996/4/1 30 2026/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
1996年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成8年度大学概要 総務秘書課広報係 1997/4/1 30 2027/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
1997年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成9年度大学概要 総務秘書課広報係 1998/4/1 30 2028/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
1998年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成10年度大学概要 総務秘書課広報係 1999/4/1 30 2029/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
1999年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成11年度大学概要 総務秘書課広報係 2000/4/1 30 2030/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2000年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成12年度大学概要 総務秘書課広報係 2001/4/1 30 2031/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2001年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成13年度大学概要 総務秘書課広報係 2002/4/1 30 2032/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2002年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成14年度大学概要 総務秘書課広報係 2003/4/1 30 2033/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2003年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成15年度大学概要 総務秘書課広報係 2004/4/1 30 2034/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2004年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成16年度大学概要 総務秘書課広報係 2005/4/1 30 2035/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2005年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成17年度大学概要 総務秘書課広報係 2006/4/1 30 2036/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2006年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成18年度大学概要 総務秘書課広報係 2007/4/1 30 2037/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2007年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成19年度大学概要 総務秘書課広報係 2008/4/1 30 2038/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2008年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成20年度大学概要 総務秘書課広報係 2009/4/1 30 2039/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2009年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成21年度大学概要 総務秘書課広報係 2010/4/1 30 2040/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2010年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成22年度大学概要 総務秘書課広報係 2011/4/1 30 2041/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2011年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成23年度大学概要 総務秘書課広報係 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2012年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成24年度大学概要 総務秘書課広報係 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2013年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成25年度大学概要 総務秘書課広報係 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2014年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成26年度大学概要 総務秘書課広報係 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2015年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成27年度大学概要 総務秘書課広報係 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2016年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成28年度大学概要(日英併記） 総務秘書課広報係 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2017年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成29年度大学概要(日英併記） 総務秘書課広報係 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2018年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成30年度大学概要(日英併記） 総務秘書課広報係 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2019年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 令和元年度大学概要(日英併記） 総務秘書課広報係 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2020年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 2020年度大学概要(日英併記） 総務秘書課広報係 2021/4/1 30 2051/3/31 紙及び電子 広報係 総務秘書課長廃棄
2021年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 2021年度大学概要(日英併記） 総務秘書課広報係 2022/4/1 30 2052/3/31 紙及び電子 広報係 総務秘書課長廃棄
2020年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 2020年度大学概要(簡略版） 総務秘書課広報係 2021/4/1 30 2051/3/31 紙及び電子 広報係 総務秘書課長廃棄
2021年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 2021年度大学概要(簡略版） 総務秘書課広報係 2022/4/1 30 2052/3/31 紙及び電子 広報係 総務秘書課長廃棄
2007年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成19年度大学概要（英語版） 総務秘書課広報係 2008/4/1 30 2038/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2008年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成20年度大学概要（英語版） 総務秘書課広報係 2009/4/1 30 2039/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2009年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成21年度大学概要（英語版） 総務秘書課広報係 2010/4/1 30 2040/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2010年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成22年度大学概要（英語版） 総務秘書課広報係 2011/4/1 30 2041/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2011年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成23年度大学概要（英語版） 総務秘書課広報係 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2012年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成24年度大学概要（英語版） 総務秘書課広報係 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2013年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成25年度大学概要（英語版） 総務秘書課広報係 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2014年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成26年度大学概要（英語版） 総務秘書課広報係 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2015年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 平成27年度大学概要（英語版） 総務秘書課広報係 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2020年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 英語版研究広報誌Research Activities 総務秘書課広報係 2021/4/1 30 2051/3/31 紙及び電子 広報係 総務秘書課長廃棄
2017年度 大学広報 名義使用に関するもの 名義使用許可申請 総務秘書課総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 総務秘書課総務秘書課長廃棄
2018年度 大学広報 名義使用に関するもの 名義使用許可申請 総務秘書課広報係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2019年度 大学広報 名義使用に関するもの 名義使用許可申請 総務秘書課広報係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
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大分類 中分類 名称（小分類）

⑦保存媒体
の種別

⑧保存場所 ⑨管理者

⑩保存
期間

満了時
の措置

⑪備考⑥保存期間満了日①作成・取得年度等

②　分　　類
③作成者・取得者 ④起算日 ⑤保存期間

2020年度 大学広報 名義使用に関するもの 名義使用許可申請 総務秘書課広報係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 広報係 総務秘書課長廃棄
2021年度 大学広報 名義使用に関するもの 名義使用許可申請 総務秘書課広報係 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 広報係 総務秘書課長廃棄
2017年度 外部資金 寄附金に関するもの 大学基金 総務秘書課総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙及び電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄 2019年度総務秘書課総務係
2018年度 外部資金 寄附金に関するもの 大学基金 総務秘書課総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙及び電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄 2019年度総務秘書課総務係
2019年度 外部資金 寄附金に関するもの 大学基金 総務秘書課総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙及び電子 総務秘書課総務秘書課長廃棄 2019年度総務秘書課総務係
2020年度 外部資金 寄附金に関するもの 大学基金 募金室募金係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙及び電子 募金室 募金室長補佐廃棄
2021年度 外部資金 寄附金に関するもの 大学基金 募金室募金係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙及び電子 募金室 募金室長補佐廃棄
2015年度 大学の運営（財務・会計） 固定資産の登記に関するもの 相続関係重要書類 総務秘書課総務係 2019/4/1 無期限 紙及び電子 募金室 募金室長補佐廃棄
2018年度 大学の運営（財務・会計） 固定資産の登記に関するもの 相続関係重要書類 総務秘書課総務係 2020/4/1 無期限 紙及び電子 募金室 募金室長補佐廃棄
2020年度 大学の運営（財務・会計） 固定資産の登記に関するもの 相続関係重要書類 募金室募金係 2021/4/1 無期限 紙及び電子 募金室 募金室長補佐廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 固定資産の登記に関するもの 相続関係重要書類 募金室募金係 2022/4/1 無期限 紙及び電子 募金室 募金室長補佐廃棄
2003年度 就業規則関係 労使協定に関するもの 過半数代表者労使協定に関するもの 人事課人事企画掛 2004/4/1 5（有効 2023/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄 労使協定の有効期限は基本
2010年度 就業規則関係 労使協定に関するもの 過半数代表者選出等綴り（H22～） 人事課人事企画掛 2011/4/1 5（有効 2023/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄 労使協定の有効期限は基本
2017年度 就業規則関係 就業規則の作成又は変更に係る労働者の意見に関する平成２９年度過半数代表者　就業規則変更関係 人事課人事企画係 2018/4/1 5（届出 2023/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2017年度 就業規則関係 諸規則の制定・改廃に関するもの 平成２９年度規則制定関係綴 人事課人事企画係 2018/4/1 5（届出 2023/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2018年度 就業規則関係 就業規則の作成又は変更に係る労働者の意見に関する平成30年度過半数代表者　就業規則変更関係 人事課人事企画係 2019/4/1 5（届出 2024/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2018年度 就業規則関係 就業規則の作成又は変更に係る労働者の意見に関する平成３０年度過半数代表者会議資料綴 人事課人事企画係 2019/4/1 5（提出 2024/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2018年度 就業規則関係 諸規則の制定・改廃に関するもの 平成30年度規則制定関係綴 人事課人事企画係 2019/4/1 5（届出 2024/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2019年度 就業規則関係 就業規則の作成又は変更に係る労働者の意見に関する2019年度過半数代表者　就業規則変更関係 人事企画課人事企 2020/4/1 5（届出 2025/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2019年度 就業規則関係 就業規則の作成又は変更に係る労働者の意見に関する2019年度過半数代表者会議資料綴 人事企画課人事企 2020/4/1 5（提出 2025/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2019年度 就業規則関係 諸規則の制定・改廃に関するもの 2019年度規則制定関係綴 人事企画課人事企 2020/4/1 5（届出 2025/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2020年度 就業規則関係 就業規則の作成又は変更に係る労働者の意見に関する2020年度過半数代表者　就業規則変更関係 人事企画課人事企 2021/4/1 5（届出 2026/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2020年度 就業規則関係 就業規則の作成又は変更に係る労働者の意見に関する2020年度過半数代表者会議資料綴 人事企画課人事企 2021/4/1 5（提出 2026/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2020年度 就業規則関係 諸規則の制定・改廃に関するもの 2020年度規則制定関係綴 人事企画課人事企 2021/4/1 5（届出 2026/3/31 電子 事務室 人事企画課長廃棄
2021年度 就業規則関係 就業規則の作成又は変更に係る労働者の意見に関する2021年度過半数代表者　就業規則変更関係及び会議資料 人事企画課人事企 2022/4/1 5（届出 2027/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2021年度 就業規則関係 諸規則の制定・改廃に関するもの 2021年度規則制定関係綴 人事企画課人事企 2022/4/1 5（届出 2027/3/31 電子 事務室 人事企画課長廃棄
1992年度 賞罰関係 栄典・表彰に関するもの 平成4年度　栄典・表彰関係 人事課人事総務掛 1993/4/1 30 2023/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
1993年度 賞罰関係 栄典・表彰に関するもの 平成5年度　栄典・表彰関係 人事課人事総務掛 1994/4/1 30 2024/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
1994年度 賞罰関係 栄典・表彰に関するもの 平成6年度　栄典・表彰関係 人事課人事総務掛 1995/4/1 30 2025/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
1995年度 賞罰関係 栄典・表彰に関するもの 平成7年度　栄典・表彰関係 人事課人事総務掛 1996/4/1 30 2026/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
1996年度 賞罰関係 栄典・表彰に関するもの 平成8年度　栄典・表彰関係 人事課人事総務掛 1997/4/1 30 2027/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
1997年度 賞罰関係 栄典・表彰に関するもの 平成9年度　栄典・表彰関係 人事課人事総務掛 1998/4/1 30 2028/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
1998年度 賞罰関係 栄典・表彰に関するもの 平成10年度　栄典・表彰関係 人事課人事総務掛 1999/4/1 30 2029/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
1999年度 賞罰関係 栄典・表彰に関するもの 平成11年度　栄典・表彰関係 人事課人事総務掛 2000/4/1 30 2030/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2000年度 賞罰関係 栄典・表彰に関するもの 平成12年度　栄典・表彰関係 人事課人事総務掛 2001/4/1 30 2031/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2001年度 賞罰関係 栄典・表彰に関するもの 平成13年度　栄典・表彰関係 人事課人事総務掛 2002/4/1 30 2032/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2002年度 賞罰関係 栄典・表彰に関するもの 平成14年度　栄典・表彰関係 人事課人事総務掛 2003/4/1 30 2033/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2003年度 賞罰関係 栄典・表彰に関するもの 平成15年度　栄典・表彰関係 人事課人事総務掛 2004/4/1 30 2034/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2004年度 賞罰関係 栄典・表彰に関するもの 平成16年度　栄典・表彰関係 人事課人事総務掛 2005/4/1 30 2035/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2005年度 賞罰関係 栄典・表彰に関するもの 平成17年度　栄典・表彰関係 人事課人事総務掛 2006/4/1 30 2036/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2006年度 賞罰関係 栄典・表彰に関するもの 平成18年度　栄典・表彰関係 人事課人事総務掛 2007/4/1 30 2037/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2007年度 賞罰関係 栄典・表彰に関するもの 平成19年度　栄典・表彰関係 人事課人事総務掛 2008/4/1 30 2038/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2008年度 賞罰関係 栄典・表彰に関するもの 平成20年度　栄典・表彰関係 人事課人事総務掛 2009/4/1 30 2039/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2009年度 賞罰関係 栄典・表彰に関するもの 平成21年度　栄典・表彰関係 人事課人事総務掛 2010/4/1 30 2040/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2010年度 賞罰関係 栄典・表彰に関するもの 平成22年度　栄典・表彰関係 人事課人事総務掛 2011/4/1 30 2041/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2011年度 賞罰関係 栄典・表彰に関するもの 平成23年度　栄典・表彰関係 人事課人事総務 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2012年度 賞罰関係 栄典・表彰に関するもの 平成24年度　栄典・表彰関係 人事課人事総務掛 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2012年度 賞罰関係 永年勤続者表彰に関するもの 平成24年度　永年勤続者表彰関係 人事課人事総務掛 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2013年度 賞罰関係 栄典・表彰に関するもの 平成25年度　栄典・表彰関係 人事課人事総務掛 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2013年度 賞罰関係 永年勤続者表彰に関するもの 平成25年度　永年勤続者表彰関係 人事課人事総務掛 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2014年度 賞罰関係 栄典・表彰に関するもの 平成26年度　栄典・表彰関係 人事課人事総務掛 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2014年度 賞罰関係 永年勤続者表彰に関するもの 平成26年度　永年勤続者表彰関係 人事課人事総務掛 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2015年度 賞罰関係 栄典・表彰に関するもの 平成27年度　栄典・表彰関係 人事課人事総務係 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2015年度 賞罰関係 永年勤続者表彰に関するもの 平成27年度　永年勤続者表彰関係 人事課人事総務係 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2016年度 賞罰関係 栄典・表彰に関するもの 平成28年度　栄典・表彰関係 人事課人事総務係 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2016年度 賞罰関係 永年勤続者表彰に関するもの 平成28年度　永年勤続者表彰関係 人事課人事総務係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2017年度 賞罰関係 栄典・表彰に関するもの 平成29年度　栄典・表彰関係 人事課人事総務係 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2017年度 賞罰関係 永年勤続者表彰に関するもの 平成29年度　永年勤続者表彰関係 人事課人事総務係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2018年度 賞罰関係 栄典・表彰に関するもの 平成30年度　栄典・表彰関係 人事課人事総務係 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2018年度 賞罰関係 永年勤続者表彰に関するもの 平成30年度　永年勤続者表彰関係 人事課人事総務係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2019年度 賞罰関係 栄典・表彰に関するもの 2019年度　栄典・表彰関係 人事企画課人材育 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2019年度 賞罰関係 永年勤続者表彰に関するもの 2019年度　永年勤続者表彰関係 人事企画課人材育 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2020年度 賞罰関係 栄典・表彰に関するもの 2020年度　栄典・表彰関係 人事企画課人材育 2021/4/1 30 2051/3/31 電子 事務室 人事企画課長廃棄
2020年度 賞罰関係 永年勤続者表彰に関するもの 2020年度　永年勤続者表彰関係 人事企画課人材育 2021/4/1 10 2031/3/31 電子 事務室 人事企画課長廃棄
2021年度 賞罰関係 栄典・表彰に関するもの 2021年度　栄典・表彰関係 人事企画課人材育 2022/4/1 30 2051/3/31 電子 事務室 人事企画課長廃棄
2021年度 賞罰関係 永年勤続者表彰に関するもの 2021年度　永年勤続者表彰関係 人事企画課人材育 2022/4/1 10 2032/3/31 電子 事務室 人事企画課長廃棄
2012年度 人事管理 教職員の人事管理に関するもの 平成24年度人件費振替関係 人事課人事企画掛 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2013年度 人事管理 教職員の人事管理に関するもの 平成25年度人件費振替関係 人事課人事企画掛 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2019年度 人事評価関係 教員個人評価に関するもの 部局等の長及び副学長、副理事、副機構長等評価（2019年度～） 人事企画課人事評 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
1992年度 大学の運営（管理・運営） 名誉教授の称号授与に関するもの 平成4年度　名誉教授の称号授与関係 人事課人事総務掛 1993/4/1 30 2023/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
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大分類 中分類 名称（小分類）

⑦保存媒体
の種別

⑧保存場所 ⑨管理者

⑩保存
期間

満了時
の措置

⑪備考⑥保存期間満了日①作成・取得年度等

②　分　　類
③作成者・取得者 ④起算日 ⑤保存期間

1993年度 大学の運営（管理・運営） 名誉教授の称号授与に関するもの 平成5年度　名誉教授の称号授与関係 人事課人事総務掛 1994/4/1 30 2024/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
1994年度 大学の運営（管理・運営） 名誉教授の称号授与に関するもの 平成6年度　名誉教授の称号授与関係 人事課人事総務掛 1995/4/1 30 2025/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
1995年度 大学の運営（管理・運営） 名誉教授の称号授与に関するもの 平成7年度　名誉教授の称号授与関係 人事課人事総務掛 1996/4/1 30 2026/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
1996年度 大学の運営（管理・運営） 名誉教授の称号授与に関するもの 平成8年度　名誉教授の称号授与関係 人事課人事総務掛 1997/4/1 30 2027/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
1997年度 大学の運営（管理・運営） 名誉教授の称号授与に関するもの 平成9年度　名誉教授の称号授与関係 人事課人事総務掛 1998/4/1 30 2028/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
1998年度 大学の運営（管理・運営） 名誉教授の称号授与に関するもの 平成10年度　名誉教授の称号授与関係 人事課人事総務掛 1999/4/1 30 2029/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
1999年度 大学の運営（管理・運営） 名誉教授の称号授与に関するもの 平成11年度　名誉教授の称号授与関係 人事課人事総務掛 2000/4/1 30 2030/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2000年度 大学の運営（管理・運営） 名誉教授の称号授与に関するもの 平成12年度　名誉教授の称号授与関係 人事課人事総務掛 2001/4/1 30 2031/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2001年度 大学の運営（管理・運営） 名誉教授の称号授与に関するもの 平成13年度　名誉教授の称号授与関係 人事課人事総務掛 2002/4/1 30 2032/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2002年度 大学の運営（管理・運営） 名誉教授の称号授与に関するもの 平成14年度　名誉教授の称号授与関係 人事課人事総務掛 2003/4/1 30 2033/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2003年度 大学の運営（管理・運営） 名誉教授の称号授与に関するもの 平成15年度　名誉教授の称号授与関係 人事課人事総務掛 2004/4/1 30 2034/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2004年度 大学の運営（管理・運営） 名誉教授の称号授与に関するもの 平成16年度　名誉教授の称号授与関係 人事課人事総務掛 2005/4/1 30 2035/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2005年度 大学の運営（管理・運営） 名誉教授の称号授与に関するもの 平成17年度　名誉教授の称号授与関係 人事課人事総務掛 2006/4/1 30 2036/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2006年度 大学の運営（管理・運営） 名誉教授の称号授与に関するもの 平成18年度　名誉教授の称号授与関係 人事課人事総務掛 2007/4/1 30 2037/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2007年度 大学の運営（管理・運営） 名誉教授の称号授与に関するもの 平成19年度　名誉教授の称号授与関係 人事課人事総務掛 2008/4/1 30 2038/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2008年度 大学の運営（管理・運営） 名誉教授の称号授与に関するもの 平成20年度　名誉教授の称号授与関係 人事課人事総務掛 2009/4/1 30 2039/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2009年度 大学の運営（管理・運営） 名誉教授の称号授与に関するもの 平成21年度　名誉教授の称号授与関係 人事課人事総務掛 2010/4/1 30 2040/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2010年度 大学の運営（管理・運営） 名誉教授の称号授与に関するもの 平成22年度　名誉教授の称号授与関係 人事課人事総務掛 2011/4/1 30 2041/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2011年度 大学の運営（管理・運営） 名誉教授の称号授与に関するもの 平成23年度　名誉教授の称号授与関係 人事課人事総務 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2012年度 大学の運営（管理・運営） 名誉教授の称号授与に関するもの 平成24年度　名誉教授の称号授与関係 人事課人事総務掛 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2012年度 大学の運営（管理・運営） 各種統計調査に関するもので重要なもの 平成23年度給与水準公表関係（平成24年度作成） 人事課人事企画掛 2013/4/1 10 2023/3/31 電子 事務室 人事企画課長廃棄
2013年度 大学の運営（管理・運営） 名誉教授の称号授与に関するもの 平成25年度　名誉教授の称号授与関係 人事課人事総務掛 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2013年度 大学の運営（管理・運営） 各種統計調査に関するもので重要なもの 平成24年度給与水準公表関係（平成25年度作成） 人事課人事企画掛 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2014年度 大学の運営（管理・運営） 名誉教授の称号授与に関するもの 平成26年度　名誉教授の称号授与関係 人事課人事総務掛 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2015年度 大学の運営（管理・運営） 名誉教授の称号授与に関するもの 平成27年度　名誉教授の称号授与関係 人事課人事総務係 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2015年度 大学の運営（管理・運営） 各種統計調査に関するもので重要なもの 平成26年度給与水準公表関係（平成27年度作成） 人事課人事企画係 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2016年度 大学の運営（管理・運営） 各種統計調査に関するもので重要なもの 平成27年度給与水準公表関係（平成28年度作成） 人事課人事企画係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2016年度 大学の運営（管理・運営） 名誉教授の称号授与に関するもの 平成28年度　名誉教授の称号授与関係 人事課人事総務係 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2017年度 大学の運営（管理・運営） 各種統計調査に関するもの 平成29年度調査・回答綴 人事課人事企画係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2017年度 大学の運営（管理・運営） 各種統計調査に関するもので重要なもの 平成28年度給与水準公表関係（平成29年度作成） 人事課人事企画係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2017年度 大学の運営（管理・運営） 名誉教授の称号授与に関するもの 平成29年度　名誉教授の称号授与関係 人事課人事総務係 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2017年度 大学の運営（管理・運営） 労働状況記録簿 平成29年度　出張関係 人事課人事総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2018年度 大学の運営（管理・運営） 各種統計調査に関するもの 平成30年度調査・回答綴 人事課人事企画係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2018年度 大学の運営（管理・運営） 各種統計調査に関するもので重要なもの 平成29年度給与水準公表関係（平成30年度作成） 人事課人事企画係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2018年度 大学の運営（管理・運営） 教職員の人事管理に関するもの 平成30年度雑件 人事課人事企画係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2018年度 大学の運営（管理・運営） 名誉教授の称号授与に関するもの 平成30年度　名誉教授の称号授与関係 人事課人事総務係 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2018年度 大学の運営（管理・運営） 労働状況記録簿 平成30年度　出張関係 人事課労務・シス 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2019年度 大学の運営（管理・運営） 各種統計調査に関するもの 2019年度調査・回答綴 人事企画課人事企 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2019年度 大学の運営（管理・運営） 各種統計調査に関するもので重要なもの 2018年度給与水準公表関係（2019年度作成） 人事企画課人事企 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2019年度 大学の運営（管理・運営） 名誉教授の称号授与に関するもの 2019年度　名誉教授の称号授与関係 人事企画課人材育 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2020年度 大学の運営（管理・運営） 各種統計調査に関するもの 2020年度調査・回答綴 人事企画課人事企 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2020年度 大学の運営（管理・運営） 各種統計調査に関するもので重要なもの 2019年度給与水準公表関係（2020年度作成） 人事企画課人事企 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2020年度 大学の運営（管理・運営） 名誉教授の称号授与に関するもの 2020年度　名誉教授の称号授与関係 人事企画課人材育 2021/4/1 30 2051/3/31 電子 事務室 人事企画課長廃棄
2021年度 大学の運営（管理・運営） 各種統計調査に関するもので重要なもの 2020年度給与水準公表関係（2021年度作成） 人事企画課人事企 2022/4/1 10 2032/3/31 電子 事務室 人事企画課長廃棄
2021年度 大学の運営（管理・運営） 各種統計調査に関するもの 2021年度調査・回答綴 人事企画課人事企 2022/4/1 5 2027/3/31 紙及び電子 事務室 人事企画課長廃棄
2021年度 大学の運営（管理・運営） 名誉教授の称号授与に関するもの 2021年度　名誉教授の称号授与関係 人事企画課人材育 2022/4/1 30 2052/3/31 電子 事務室 人事企画課長廃棄
2017年度 労働時間管理 時間外労働命令、特殊勤務実績及び宿日直勤務に関す平成29年度特別時間外労働 人事課人事企画係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
2018年度 労働時間管理 時間外労働命令、特殊勤務実績及び宿日直勤務に関す平成30年度特別時間外労働 人事課人事企画係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 人事企画課長廃棄
- 人事管理 役員及び常勤職員の履歴等に関するもの 役員及び常勤職員の履歴等に関するもの 人事課 - 無期限 紙 事務室 人事労務課長廃棄 規則上は30年だが、実質無期
2017年度 人事管理 役員及び職員の任用に関するもの 平成29年度　役員及び職員の任用関係（人事総務係担当） 人事課人事総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2018年度 人事管理 役員及び職員の任用に関するもの 平成30年度　役員及び職員の任用関係（人事総務係担当） 人事課人事総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2019年度 人事管理 役員及び職員の任用に関するもの 2019年度　役員及び職員の任用関係（総務係担当） 人事労務課総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2020年度 人事管理 役員及び職員の任用に関するもの 2020年度　役員及び職員の任用関係（総務係担当） 人事労務課総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2021年度 人事管理 役員及び職員の任用に関するもの 2021年度　役員及び職員の任用関係（人事第一係担当） 人事労務課人事第 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2012年度 人事管理 教職員の人事管理に関するもの 平成24年度　定員に関するもの 人事課人事総務掛 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2013年度 人事管理 教職員の人事管理に関するもの 平成25年度　定員に関するもの 人事課人事総務掛 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2014年度 人事管理 教職員の人事管理に関するもの 平成26年度　定員に関するもの 人事課人事総務掛 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2015年度 人事管理 教職員の人事管理に関するもの 平成26年度　定員に関するもの 人事課人事総務係 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2016年度 人事管理 教職員の人事管理に関するもの 平成26年度　定員に関するもの 人事課人事総務係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2017年度 人事管理 教職員の人事管理に関するもの 平成29年度　定員に関するもの 人事課人事総務係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2017年度 人事管理 非常勤職員の履歴等に関するもの 平成29年度　非常勤職員の履歴等 人事課人事総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2018年度 人事管理 非常勤職員の履歴等に関するもの 平成30年度　非常勤職員の履歴等 人事課人事総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2019年度 人事管理 非常勤職員の履歴等に関するもの 2019年度　非常勤職員の履歴等 人事労務課総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2020年度 人事管理 非常勤職員の履歴等に関するもの 2020年度　非常勤職員の履歴等 人事労務課総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2021年度 人事管理 非常勤職員の履歴等に関するもの 2021年度　非常勤職員の履歴等 人事労務課人事第 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2017年度 人事管理 人事の監査に関するもの 平成29年度　人事監査関係 人事課人事総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2017年度 人事管理 役員及び職員の任用に関するもの 平成29年度　職員の任用関係（歯学系人事係担当） 人事課歯学系人事 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2018年度 人事管理 役員及び職員の任用に関するもの 平成30年度　職員の任用関係（歯学系人事係担当） 人事課歯学系人事 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2019年度 人事管理 役員及び職員の任用に関するもの 2019年度　職員の任用関係（歯学系人事係担当） 人事課歯学系人事 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2020年度 人事管理 役員及び職員の任用に関するもの 2020年度　職員の任用関係（歯学系人事係担当） 人事課歯学系人事 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
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大分類 中分類 名称（小分類）

⑦保存媒体
の種別

⑧保存場所 ⑨管理者

⑩保存
期間

満了時
の措置

⑪備考⑥保存期間満了日①作成・取得年度等

②　分　　類
③作成者・取得者 ④起算日 ⑤保存期間

2021年度 人事管理 役員及び職員の任用に関するもの 2021年度　職員の任用関係（人事第三係担当） 人事労務課人事第 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄

2017年度 人事管理 役員及び職員の任用に関するもの 平成29年度　職員の任用関係（医学系人事第一係担当） 人事課医学系人事 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室
人事労務課
長

廃棄

2017年度 人事管理 役員及び職員の任用に関するもの 平成29年度　職員の任用関係（医学系人事第二係担当） 人事課医学系人事 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2018年度 人事管理 役員及び職員の任用に関するもの 平成30年度　職員の任用関係（医学系人事第一係担当） 人事課医学系人事 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2018年度 人事管理 役員及び職員の任用に関するもの 平成30年度　職員の任用関係（医学系人事第二係担当） 人事課医学系人事 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2019年度 人事管理 役員及び職員の任用に関するもの 2019年度　職員の任用関係（医学系人事係担当） 人事労務課医学系 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2020年度 人事管理 役員及び職員の任用に関するもの 2020年度　職員の任用関係（医学系人事係担当） 人事労務課医学系 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2021年度 人事管理 役員及び職員の任用に関するもの 2021年度　職員の任用関係（人事第二係担当） 人事労務課人事第 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2018年度 人事管理 役員及び職員の任用に関するもの 平成30年度障害者雇用関係綴 人事課人事企画係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2019年度 人事管理 役員及び職員の任用に関するもの 2019年度障害者雇用関係綴 人事労務課総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2020年度 人事管理 役員及び職員の任用に関するもの 2020年度障害者雇用関係綴 人事労務課総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2021年度 人事管理 役員及び職員の任用に関するもの 2021年度障害者雇用関係綴 人事労務課人事第 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2012年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 平成24年度　役員及び職員の給与関係（人事総務掛担当） 人事課人事総務掛 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2013年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 平成25年度　役員及び職員の給与関係（人事総務掛担当） 人事課人事総務掛 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2012年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 平成24年度　職員給与関係（医学系人事掛担当） 人事課医学系人事 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2013年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 平成25年度　職員給与関係（医学系人事掛担当） 人事課医学系人事 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2014年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 平成26年度　職員給与関係（医学系人事第一掛担当） 人事課医学系人事 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2014年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 平成26年度　職員給与関係（医学系人事第二掛担当） 人事課医学系人事 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2015年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 平成27年度　職員給与関係（医学系人事第一係担当） 人事課医学系人事 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2015年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 平成27年度　職員給与関係（医学系人事第一係担当） 人事課医学系人事 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2016年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 平成28年度　職員給与関係（医学系人事第一係担当） 人事課医学系人事 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2016年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 平成28年度　職員給与関係（医学系人事第二係担当） 人事課医学系人事 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2017年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 平成29年度　職員給与関係（医学系人事第一係担当） 人事課医学系人事 2018/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2017年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 平成29年度　職員給与関係（医学系人事第二係担当） 人事課医学系人事 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2018年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 平成30年度　職員給与関係（医学系人事第一係担当） 人事課医学系人事 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2018年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 平成30年度　職員給与関係（医学系人事第二係担当） 人事課医学系人事 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2019年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 2019年度　職員給与関係（医学系人事係担当） 人事労務課医学系 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2020年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 2020年度　職員給与関係（医学系人事係担当） 人事労務課医学系 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2021年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 2021年度　職員給与関係（人事第二係担当） 人事労務課人事第 2022/4/1 10 2032/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2012年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 平成24年度　職員給与（諸手当除く。）に関するもの（歯学系人事掛担当）人事課歯学系人事 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2013年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 平成25年度　職員給与（諸手当除く。）に関するもの（歯学系人事掛担当）人事課歯学系人事 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2014年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 平成26年度　職員給与（諸手当除く。）に関するもの（歯学系人事掛担当）人事課歯学系人事 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2015年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 平成27年度　職員給与（諸手当除く。）に関するもの（歯学系人事係担当）人事課歯学系人事 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2016年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 平成28年度　職員給与（諸手当除く。）に関するもの（歯学系人事係担当）人事課歯学系人事 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2017年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 平成29年度　職員給与（諸手当除く。）に関するもの（歯学系人事係担当）人事課歯学系人事 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2018年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 平成30年度　職員給与（諸手当除く。）に関するもの（歯学系人事係担当）人事課歯学系人事 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2019年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 2019年度　職員給与（諸手当除く。）に関するもの（歯学系人事係担当） 人事課歯学系人事 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2020年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 2020年度　職員給与（諸手当除く。）に関するもの（歯学系人事係担当） 人事課歯学系人事 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2021年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 2021年度　職員給与（諸手当除く。）に関するもの（人事第三係担当） 人事労務課人事第 2022/4/1 10 2032/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2015年度 給与関係 給与の支払いに関するもの 平成27年度　給与伝票・振替伝票 人事課給与係 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2016年度 給与関係 給与の支払いに関するもの 平成28年度　給与伝票・振替伝票 人事課給与係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2017年度 給与関係 給与の支払いに関するもの 平成29年度　給与伝票・振替伝票 人事課給与係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2018年度 給与関係 給与の支払いに関するもの 平成30年度　給与伝票・振替伝票 人事課給与係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2019年度 給与関係 給与の支払いに関するもの 2019年度　給与伝票・振替伝票 人事労務課給与係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2020年度 給与関係 給与の支払いに関するもの 2020年度　給与伝票・振替伝票 人事労務課給与 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2021年度 給与関係 給与の支払いに関するもの 2021年度　給与伝票・振替伝票 人事労務課給与 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2017年度 給与関係 給与の口座振込申出・変更申出書 平成29年度　給与口座振込申出・変更申出書 人事課給与係 2018/4/1 5年（口 2023/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2018年度 給与関係 給与の口座振込申出・変更申出書 平成30年度　給与口座振込申出・変更申出書 人事課給与係 2019/4/1 5年（口 2024/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2019年度 給与関係 給与の口座振込申出・変更申出書 2019年度　給与口座振込申出・変更申出書 人事労務課給与係 2020/4/1 5年（口 2025/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2020年度 給与関係 給与の口座振込申出・変更申出書 2020年度　給与口座振込申出・変更申出書 人事労務課給与 2021/4/1 5年（口 2026/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2021年度 給与関係 給与の口座振込申出・変更申出書 2021年度　給与口座振込申出・変更申出書 人事労務課給与 2022/4/1 5年（口 2027/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2017年度 給与関係 職員別給与簿 平成29年度　給与支給明細書 人事課給与係 2018/4/1 5 2023/3/31 電子 事務室 人事労務課長廃棄
2018年度 給与関係 職員別給与簿 平成30年度　給与支給明細書 人事課給与係 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 事務室 人事労務課長廃棄
2019年度 給与関係 職員別給与簿 2019年度　　 給与支給明細書 人事労務課給与係 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 事務室 人事労務課長廃棄
2020年度 給与関係 職員別給与簿 2020年度　給与支給明細書 人事労務課給与 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 事務室 人事労務課長廃棄
2021年度 給与関係 職員別給与簿 2021年度　給与支給明細書 人事労務課給与 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 事務室 人事労務課長廃棄
2012年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 平成24年度　給与の戻入関係 人事課給与掛 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2013年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 平成25年度　給与の戻入関係 人事課給与掛 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2014年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 平成26年度　給与の戻入関係 人事課給与掛 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2015年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 平成27年度　給与の戻入関係 人事課給与係 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2016年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 平成28年度　給与の戻入関係 人事課給与係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2017年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 平成29年度　給与の戻入関係 人事課給与係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2018年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 平成30年度　給与の戻入関係 人事課給与係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2019年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 2019年度　給与の戻入関係 人事労務課給与係 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2020年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 2020年度　給与の戻入関係 人事労務課給与 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2021年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 2021年度　給与の戻入関係 人事労務課給与 2022/4/1 10 2032/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2015年度 給与関係 源泉徴収書控（給与簿により確認可能なものを除く。） 平成27年度　給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 人事課給与係 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2016年度 給与関係 源泉徴収書控（給与簿により確認可能なものを除く。） 平成28年度　給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 人事課給与係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2017年度 給与関係 源泉徴収書控（給与簿により確認可能なものを除く。） 平成29年度　給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 人事課給与係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
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大分類 中分類 名称（小分類）

⑦保存媒体
の種別

⑧保存場所 ⑨管理者

⑩保存
期間

満了時
の措置

⑪備考⑥保存期間満了日①作成・取得年度等

②　分　　類
③作成者・取得者 ④起算日 ⑤保存期間

2018年度 給与関係 源泉徴収書控（給与簿により確認可能なものを除く。） 平成30年度　給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 人事課給与係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2019年度 給与関係 源泉徴収書控（給与簿により確認可能なものを除く。） 2019年度　給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 人事労務課給与係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2020年度 給与関係 源泉徴収書控（給与簿により確認可能なものを除く。） 2020年度　給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 人事労務課給与 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2021年度 給与関係 源泉徴収書控（給与簿により確認可能なものを除く。） 2021年度　給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 人事労務課給与 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2012年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 平成24年度　給与差押え関係 人事課給与掛 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2013年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 平成25年度　給与差押え関係 人事課給与掛 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2014年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 平成26年度　給与差押え関係 人事課給与掛 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2015年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 平成27年度　給与差押え関係 人事課給与係 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2016年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 平成28年度　給与差押え関係 人事課給与係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2017年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 平成29年度　給与差押え関係 人事課給与係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2018年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 平成30年度　給与差押え関係 人事課給与係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2019年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 2019年度　給与差押え関係 人事労務課給与係 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2020年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 2020年度　給与差押え関係 人事労務課給与 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2021年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 2021年度　給与差押え関係 人事労務課給与 2022/4/1 10 2032/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2017年度 給与関係 基準給与簿 平成29年度　給与関係原議書 人事課給与係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2018年度 給与関係 基準給与簿 平成30年度　給与関係原議書 人事課給与係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2019年度 給与関係 基準給与簿 平成30年度　給与関係原議書 人事労務課給与係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2020年度 給与関係 基準給与簿 2020年度　給与関係原議書 人事労務課給与 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2021年度 給与関係 基準給与簿 2021年度　給与関係原議書 人事労務課給与 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2015年度 給与関係 給与所得者の配偶者特別控除申告書及び給与所得者の平成27年度　給与所得者の保険料控除申請書兼配偶者特別控除申請書人事課給与係 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2016年度 給与関係 給与所得者の配偶者特別控除申告書及び給与所得者の平成27年度　給与所得者の保険料控除申請書兼配偶者特別控除申請書人事課給与係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2017年度 給与関係 給与所得者の配偶者特別控除申告書及び給与所得者の平成29年度　給与所得者の保険料控除申請書兼配偶者特別控除申請書人事課給与係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2018年度 給与関係 給与所得者の保険料控除申告書 平成30年分　給与所得者の保険料控除申告書 人事課給与係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2019年度 給与関係 給与所得者の保険料控除申告書 2019年分　給与所得者の保険料控除申告書 人事労務課給与係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2020年度 給与関係 給与所得者の保険料控除申告書 2020年分　給与所得者の保険料控除申告書 人事労務課給与 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2021年度 給与関係 給与所得者の保険料控除申告書 2021年分　給与所得者の保険料控除申告書 人事労務課給与 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2018年度 給与関係 給与所得者の配偶者特別控除申告書 平成30年分　給与所得者の配偶者特別控除申告書 人事課給与係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2019年度 給与関係 給与所得者の配偶者特別控除申告書 2019年分　給与所得者の配偶者特別控除申告書 人事労務課給与係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2020年度 給与関係 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者   2020年分　給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除   人事労務課給与 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2021年度 給与関係 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者   2021年分　給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除   人事労務課給与 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2015年度 給与関係 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書 平成27年度　給与所得者の扶養控除等（異動）申告書 人事課給与係 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2016年度 給与関係 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書 平成28年度　給与所得者の扶養控除等（異動）申告書 人事課給与係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2017年度 給与関係 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書 平成29年度　給与所得者の扶養控除等（異動）申告書 人事課給与係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2018年度 給与関係 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書 平成30年度　給与所得者の扶養控除等（異動）申告書 人事課給与係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2019年度 給与関係 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書 2019年度　給与所得者の扶養控除等（異動）申告書 人事労務課給与係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2020年度 給与関係 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書 2020年度　給与所得者の扶養控除等（異動）申告書 人事労務課給与 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2021年度 給与関係 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書 2021年度　給与所得者の扶養控除等（異動）申告書 人事労務課給与 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2017年度 給与関係 職員の諸手当に関するもの 平成29年度　職員諸手当関係（歯学系人事係担当） 人事課歯学系人事 2018/4/1 5年（支 2023/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2018年度 給与関係 職員の諸手当に関するもの 平成30年度　職員諸手当関係（歯学系人事係担当） 人事課歯学系人事 2019/4/1 5年（支 2024/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2019年度 給与関係 職員の諸手当に関するもの 2019年度　職員諸手当関係（歯学系人事係担当） 人事課歯学系人事 2020/4/1 5年（支 2025/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2020年度 給与関係 職員の諸手当に関するもの 2020年度　職員諸手当関係（歯学系人事係担当） 人事課歯学系人事 2021/4/1 5年（支 2026/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2021年度 給与関係 職員の諸手当に関するもの 2021年度　職員諸手当関係（人事第三係担当） 人事労務課人事第 2022/4/1 5年（支 2027/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄

2017年度 給与関係 職員の諸手当に関するもの 平成29年度　職員諸手当関係（医学系人事第一係担当） 人事課医学系人事 2018/4/1 5年（支 2023/3/31 紙 事務室
人事労務課
長

廃棄

2017年度 給与関係 職員の諸手当に関するもの 平成29年度　職員諸手当関係（医学系人事第二係担当） 人事課医学系人事 2018/4/1 5年（支 2023/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2018年度 給与関係 職員の諸手当に関するもの 平成30年度　職員諸手当関係（医学系人事第一係担当） 人事課医学系人事 2019/4/1 5年（支 2024/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2018年度 給与関係 職員の諸手当に関するもの 平成30年度　職員諸手当関係（医学系人事第二係担当） 人事課医学系人事 2019/4/1 5年（支 2024/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2019年度 給与関係 職員の諸手当に関するもの 2019年度　職員諸手当関係（医学系人事第二係担当） 人事労務課医学系 2020/4/1 5年（支 2025/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2020年度 給与関係 職員の諸手当に関するもの 2020年度　職員諸手当関係（医学系人事第二係担当） 人事労務課医学系 2021/4/1 5年（支 2026/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2021年度 給与関係 職員の諸手当に関するもの 2021年度　職員諸手当関係（人事第二係担当） 人事労務課人事第 2022/4/1 5年（支 2027/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2012年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 平成24年度　賃金台帳 人事課給与掛 2013/4/1 10 2023/3/31 電子 事務室 人事労務課長廃棄 人事給与システム内
2013年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 平成25年度　賃金台帳 人事課給与掛 2014/4/1 10 2024/3/31 電子 事務室 人事労務課長廃棄 人事給与システム内
2014年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 平成26年度　賃金台帳 人事課給与掛 2015/4/1 10 2025/3/31 電子 事務室 人事労務課長廃棄 人事給与システム内
2015年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 平成27年度　賃金台帳 人事課給与係 2016/4/1 10 2026/3/31 電子 事務室 人事労務課長廃棄 人事給与システム内
2016年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 平成28年度　賃金台帳 人事課給与係 2017/4/1 10 2027/3/31 電子 事務室 人事労務課長廃棄 人事給与システム内
2017年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 平成29年度　賃金台帳 人事課給与係 2018/4/1 10 2028/3/31 電子 事務室 人事労務課長廃棄 人事給与システム内
2018年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 平成30年度　賃金台帳 人事課給与係 2019/4/1 10 2029/3/31 電子 事務室 人事労務課長廃棄 人事給与システム内
2019年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 2019年度　賃金台帳 人事労務課給与係 2020/4/1 10 2030/3/31 電子 事務室 人事労務課長廃棄 人事給与システム内
2020年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 2020年度　賃金台帳 人事労務課給与 2021/4/1 10 2031/3/31 電子 事務室 人事労務課長廃棄 人事給与システム内
2021年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 2021年度　賃金台帳 人事労務課給与 2022/4/1 10 2032/3/31 電子 事務室 人事労務課長廃棄 人事給与システム内
2012年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 平成24年度　支払総計・控除計等総括表（常勤・非常勤） 人事課給与掛 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2013年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 平成25年度　支払総計・控除計等総括表（常勤・非常勤） 人事課給与掛 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2014年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 平成26年度　支払総計・控除計等総括表（常勤・非常勤） 人事課給与掛 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2015年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 平成27年度　支払総計・控除計等総括表（常勤・非常勤） 人事課給与係 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2016年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 平成28年度　支払総計・控除計等総括表（常勤・非常勤） 人事課給与係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2017年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 平成29年度　支払総計・控除計等総括表（常勤・非常勤） 人事課給与係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2018年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 平成30年度　支払総計・控除計等総括表（常勤・非常勤） 人事課給与係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2019年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 2019年度　支払総計・控除計等総括表（常勤・非常勤） 人事労務課給与係 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2020年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 2020年度　支払総計・控除計等総括表（常勤・非常勤） 人事労務課給与 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2021年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 2021年度　支払総計・控除計等総括表（常勤・非常勤） 人事労務課給与 2022/4/1 10 2032/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
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大分類 中分類 名称（小分類）

⑦保存媒体
の種別

⑧保存場所 ⑨管理者

⑩保存
期間

満了時
の措置

⑪備考⑥保存期間満了日①作成・取得年度等

②　分　　類
③作成者・取得者 ④起算日 ⑤保存期間

2015年度 給与関係 源泉徴収書控（給与簿により確認可能なものを除く。） 平成27年度　源泉徴収票 人事課給与係 2016/4/1 7 2023/3/31 電子 事務室 人事労務課長廃棄
2016年度 給与関係 源泉徴収書控（給与簿により確認可能なものを除く。） 平成28年度　源泉徴収票 人事課給与係 2017/4/1 7 2024/3/31 電子 事務室 人事労務課長廃棄
2017年度 給与関係 源泉徴収書控（給与簿により確認可能なものを除く。） 平成29年度　源泉徴収票 人事課給与係 2018/4/1 7 2025/3/31 電子 事務室 人事労務課長廃棄
2018年度 給与関係 源泉徴収書控（給与簿により確認可能なものを除く。） 平成30年度　源泉徴収票 人事課給与係 2019/4/1 7 2026/3/31 電子 事務室 人事労務課長廃棄
2019年度 給与関係 源泉徴収書控（給与簿により確認可能なものを除く。） 2019年度　源泉徴収票 人事労務課給与係 2020/4/1 7 2027/3/31 電子 事務室 人事労務課長廃棄
2020年度 給与関係 源泉徴収書控（給与簿により確認可能なものを除く。） 2020年度　源泉徴収票 人事労務課給与 2021/4/1 7 2028/3/31 電子 事務室 人事労務課長廃棄
2021年度 給与関係 源泉徴収書控（給与簿により確認可能なものを除く。） 2021年度　源泉徴収票 人事労務課給与 2022/4/1 7 2029/3/31 電子 事務室 人事労務課長廃棄
2015年度 給与関係 給与の支払いに関するもの 平成27年度　特別区民税・都民税特別徴収関係 人事課給与係 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2016年度 給与関係 給与の支払いに関するもの 平成28年度　特別区民税・都民税特別徴収関係 人事課給与係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2017年度 給与関係 給与の支払いに関するもの 平成29年度　特別区民税・都民税特別徴収関係 人事課給与係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2018年度 給与関係 給与の支払いに関するもの 平成30年度　特別区民税・都民税特別徴収関係 人事課給与係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2019年度 給与関係 給与の支払いに関するもの 2019年度　特別区民税・都民税特別徴収関係 人事労務課給与係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2020年度 給与関係 給与の支払いに関するもの 2020年度　特別区民税・都民税特別徴収関係 人事労務課給与 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2021年度 給与関係 給与の支払いに関するもの 2021年度　特別区民税・都民税特別徴収関係 人事労務課給与 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2012年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 平成24年度　租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求 人事課給与掛 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2013年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 平成25年度　租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求 人事課給与掛 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2014年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 平成26年度　租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求 人事課給与掛 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2015年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 平成27年度　租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求 人事課給与係 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2016年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 平成28年度　租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求 人事課給与係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2017年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 平成29年度　租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求 人事課給与係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2018年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 平成30年度　租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求 人事課給与係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2019年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 2019年度　租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求 人事労務課給与係 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2020年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 2020年度　租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求 人事労務課給与 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2021年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 2021年度　租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求 人事労務課給与 2022/4/1 10 2032/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2015年度 給与関係 給与の支払いに関するもの 平成27年度　扶養控除等の控除誤りの是正 人事課給与係 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2016年度 給与関係 給与の支払いに関するもの 平成28年度　扶養控除等の控除誤りの是正 人事課給与係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2015年度 給与関係 給与の支払いに関するもの 平成27年度　源泉所得税の誤納額充当届出書 人事課給与係 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2016年度 給与関係 給与の支払いに関するもの 平成28年度　源泉所得税の誤納額充当届出書 人事課給与係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2017年度 給与関係 給与の支払いに関するもの 平成29年度　扶養控除等の控除誤りの是正 人事課給与係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2018年度 給与関係 給与の支払いに関するもの 平成30年度　扶養控除等の控除誤りの是正 人事課給与係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2019年度 給与関係 給与の支払いに関するもの 2019年度　扶養控除等の控除誤りの是正 人事労務課給与係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2020年度 給与関係 給与の支払いに関するもの 2020年度　扶養控除等の控除誤りの是正 人事労務課給与 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2021年度 給与関係 給与の支払いに関するもの 2021年度　扶養控除等の控除誤りの是正 人事労務課給与 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2015年度 人事管理 職員の個人番号届出に関するもの（給与所得者の扶養控平成27年度　個人番号等届出書 人事課給与係 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2016年度 人事管理 職員の個人番号届出に関するもの（給与所得者の扶養控平成28年度　個人番号等届出書 人事課給与係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2017年度 人事管理 職員の個人番号届出に関するもの（給与所得者の扶養控平成29年度　個人番号等届出書 人事課給与係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2018年度 人事管理 職員の個人番号届出に関するもの（給与所得者の扶養控平成30年度　個人番号等届出書 人事課給与係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2019年度 人事管理 職員の個人番号届出に関するもの（給与所得者の扶養控2019年度　個人番号等届出書 人事労務課給与係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2020年度 人事管理 職員の個人番号届出に関するもの（給与所得者の扶養控2020年度　個人番号等届出書 人事労務課給与 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2021年度 人事管理 職員の個人番号届出に関するもの（給与所得者の扶養控2021年度　個人番号等届出書 人事労務課給与 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2020年度 管理運営 個人番号取扱執務記録 2020年度　個人番号取扱執務記録 人事労務課給与 2021/4/1 2 2023/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2021年度 管理運営 個人番号取扱執務記録 2021年度　個人番号取扱執務記録 人事労務課給与 2022/4/1 2 2024/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2012年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 平成24年度　人事課労働時間報告書 人事課給与掛 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2013年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 平成25年度　人事課労働時間報告書 人事課給与掛 2014/4/1 10 2024/3/31 電子 事務室 人事労務課長廃棄 労務管理システム内
2014年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 平成26年度　人事課労働時間報告書 人事課給与掛 2015/4/1 10 2025/3/31 電子 事務室 人事労務課長廃棄 労務管理システム内
2015年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 平成27年度　人事課労働時間報告書 人事課給与係 2016/4/1 10 2026/3/31 電子 事務室 人事労務課長廃棄 労務管理システム内
2016年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 平成28年度　人事課労働時間報告書 人事課給与係 2017/4/1 10 2027/3/31 電子 事務室 人事労務課長廃棄 労務管理システム内
2012年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 平成24年度　退職手当の支払に関する伝票及び証憑（運営費交付金） 人事課給与掛 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2013年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 平成25年度　退職手当の支払に関する伝票及び証憑（運営費交付金） 人事課給与掛 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2014年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 平成26年度　退職手当の支払に関する伝票及び証憑（運営費交付金） 人事課給与掛 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2015年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 平成27年度　退職手当の支払に関する伝票及び証憑（運営費交付金） 人事課給与係 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2016年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 平成28年度　退職手当の支払に関する伝票及び証憑（運営費交付金） 人事課給与係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2017年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 平成29年度　退職手当の支払に関する伝票及び証憑（運営費交付金） 人事課給与係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2018年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 平成30年度　退職手当の支払に関する伝票及び証憑（運営費交付金） 人事課給与係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2019年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 2019年度　退職手当の支払に関する伝票及び証憑（運営費交付金） 人事労務課給与係 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2020年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 2020年度　退職手当の支払に関する伝票及び証憑（運営費交付金） 人事労務課給与 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2021年度 給与関係 役員及び職員の給与（諸手当を除く。）に関するもの 2021年度　退職手当の支払に関する伝票及び証憑（運営費交付金） 人事労務課給与 2022/4/1 10 2032/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2015年度 給与関係 退職所得の受給に関する申告書 平成27年度　退職所得の受給に関する申告書 人事課給与係 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2016年度 給与関係 退職所得の受給に関する申告書 平成28年度　退職所得の受給に関する申告書 人事課給与係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2017年度 給与関係 退職所得の受給に関する申告書 平成29年度　退職所得の受給に関する申告書 人事課給与係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2018年度 給与関係 退職所得の受給に関する申告書 平成30年度　退職所得の受給に関する申告書 人事課給与係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2019年度 給与関係 退職所得の受給に関する申告書 2019年度　退職所得の受給に関する申告書 人事労務課給与係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2020年度 給与関係 退職所得の受給に関する申告書 2020年度　退職所得の受給に関する申告書 人事労務課給与 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2021年度 給与関係 退職所得の受給に関する申告書 2021年度　退職所得の受給に関する申告書 人事労務課給与 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2012年度 共済組合関係 財産関係帳簿 通帳 人事課福利厚生掛 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2013年度 共済組合関係 財産関係帳簿 通帳 人事課福利厚生掛 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2014年度 共済組合関係 財産関係帳簿 通帳 人事課福利厚生掛 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2015年度 共済組合関係 財産関係帳簿 通帳 人事課福利厚生係 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2016年度 共済組合関係 財産関係帳簿 通帳 人事課福利厚生係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2017年度 共済組合関係 財産関係帳簿 通帳 人事課福利厚生係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
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大分類 中分類 名称（小分類）

⑦保存媒体
の種別

⑧保存場所 ⑨管理者

⑩保存
期間

満了時
の措置

⑪備考⑥保存期間満了日①作成・取得年度等

②　分　　類
③作成者・取得者 ④起算日 ⑤保存期間

2018年度 共済組合関係 財産関係帳簿 通帳 人事課福利厚生係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2019年度 共済組合関係 財産関係帳簿 通帳 人事課福利厚生係 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2020年度 共済組合関係 財産関係帳簿 通帳 人事労務課給与 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2021年度 共済組合関係 財産関係帳簿 通帳 人事労務課給与 2022/4/1 10 2032/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2017年度 福利厚生関係 勤務者財産形成貯蓄に関するもの 平成29年度　財形貯蓄に関するもの 人事課福利厚生係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2018年度 福利厚生関係 勤務者財産形成貯蓄に関するもの 平成30年度　財形貯蓄に関するもの 人事課福利厚生係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2019年度 福利厚生関係 勤務者財産形成貯蓄に関するもの 2019年度　財形貯蓄に関するもの 人事課福利厚生係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2020年度 福利厚生関係 勤務者財産形成貯蓄に関するもの 2020年度　財形貯蓄に関するもの 人事労務課給与 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2021年度 福利厚生関係 勤務者財産形成貯蓄に関するもの 2021年度　財形貯蓄に関するもの 人事労務課給与 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2017年度 福利厚生関係 勤務者財産形成貯蓄に関するもの 平成29年度　団体生命保険に関するもの 人事課福利厚生係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2018年度 福利厚生関係 勤務者財産形成貯蓄に関するもの 平成30年度　団体生命保険に関するもの 人事課福利厚生係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2019年度 福利厚生関係 勤務者財産形成貯蓄に関するもの 2019年度　団体生命保険に関するもの 人事課福利厚生係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2020年度 福利厚生関係 勤務者財産形成貯蓄に関するもの 2020年度　団体生命保険に関するもの 人事労務課給与 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2021年度 福利厚生関係 勤務者財産形成貯蓄に関するもの 2021年度　団体生命保険に関するもの 人事労務課給与 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2012年度 共済組合関係 共済組合に関する元帳及び補助簿 平成24年度　元帳 人事課福利厚生掛 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2013年度 共済組合関係 共済組合に関する元帳及び補助簿 平成25年度　元帳 人事課福利厚生掛 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2014年度 共済組合関係 共済組合に関する元帳及び補助簿 平成26年度　元帳 人事課福利厚生掛 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2015年度 共済組合関係 共済組合に関する元帳及び補助簿 平成27年度　元帳 人事課福利厚生係 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2016年度 共済組合関係 共済組合に関する元帳及び補助簿 平成28年度　元帳 人事課福利厚生係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2017年度 共済組合関係 共済組合に関する元帳及び補助簿 平成29年度　元帳 人事課福利厚生係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2018年度 共済組合関係 共済組合に関する元帳及び補助簿 平成30年度　元帳 人事課福利厚生係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2019年度 共済組合関係 共済組合に関する元帳及び補助簿 2019年度　元帳 人事課福利厚生係 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2020年度 共済組合関係 共済組合に関する元帳及び補助簿 2020年度　元帳 人事労務課給与 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2021年度 共済組合関係 共済組合に関する元帳及び補助簿 2021年度　元帳 人事労務課給与 2022/4/1 10 2032/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2012年度 共済組合関係 共済組合に関する元帳及び補助簿 平成24年度　貸付金台帳（完済者分） 人事課福利厚生掛 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2013年度 共済組合関係 共済組合に関する元帳及び補助簿 平成25年度　貸付金台帳（完済者分） 人事課福利厚生掛 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2014年度 共済組合関係 共済組合に関する元帳及び補助簿 平成26年度　貸付金台帳（完済者分） 人事課福利厚生掛 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2015年度 共済組合関係 共済組合に関する元帳及び補助簿 平成27年度　貸付金台帳（完済者分） 人事課福利厚生係 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2016年度 共済組合関係 共済組合に関する元帳及び補助簿 平成28年度　貸付金台帳（完済者分） 人事課福利厚生係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2017年度 共済組合関係 共済組合に関する元帳及び補助簿 平成29年度　貸付金台帳（完済者分） 人事課福利厚生係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2018年度 共済組合関係 共済組合に関する元帳及び補助簿 平成30年度　貸付金台帳（完済者分） 人事課福利厚生係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2019年度 共済組合関係 共済組合に関する元帳及び補助簿 2019年度　貸付金台帳（完済者分） 人事課福利厚生係 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2020年度 共済組合関係 共済組合に関する元帳及び補助簿 2020年度　貸付金台帳（完済者分） 人事労務課給与 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2021年度 共済組合関係 共済組合に関する元帳及び補助簿 2021年度　貸付金台帳（完済者分） 人事労務課給与 2022/4/1 10 2032/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2012年度 共済組合関係 共済組合に関する元帳及び補助簿 平成24年度　給付金台帳 人事課福利厚生掛 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2013年度 共済組合関係 共済組合に関する元帳及び補助簿 平成25年度　給付金台帳 人事課福利厚生掛 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2014年度 共済組合関係 共済組合に関する元帳及び補助簿 平成26年度　給付金台帳 人事課福利厚生掛 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2015年度 共済組合関係 共済組合に関する元帳及び補助簿 平成27年度　給付金台帳 人事課福利厚生係 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2016年度 共済組合関係 共済組合に関する元帳及び補助簿 平成28年度　給付金台帳 人事課福利厚生係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2017年度 共済組合関係 共済組合に関する元帳及び補助簿 平成29年度　給付金台帳 人事課福利厚生係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2018年度 共済組合関係 共済組合に関する元帳及び補助簿 平成30年度　給付金台帳 人事課福利厚生係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2019年度 共済組合関係 共済組合に関する元帳及び補助簿 2019年度　給付金台帳 人事課福利厚生係 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2020年度 共済組合関係 共済組合に関する元帳及び補助簿 2020年度　給付金台帳 人事労務課給与 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2021年度 共済組合関係 共済組合に関する元帳及び補助簿 2021年度　給付金台帳 人事労務課給与 2022/4/1 10 2032/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2012年度 共済組合関係 共済組合に関する元帳及び補助簿 平成24年度　予算差引簿 人事課福利厚生掛 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2013年度 共済組合関係 共済組合に関する元帳及び補助簿 平成25年度　予算差引簿 人事課福利厚生掛 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2014年度 共済組合関係 共済組合に関する元帳及び補助簿 平成26年度　予算差引簿 人事課福利厚生掛 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2015年度 共済組合関係 共済組合に関する元帳及び補助簿 平成27年度　予算差引簿 人事課福利厚生係 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2016年度 共済組合関係 共済組合に関する元帳及び補助簿 平成28年度　予算差引簿 人事課福利厚生係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2017年度 共済組合関係 共済組合に関する元帳及び補助簿 平成29年度　予算差引簿 人事課福利厚生係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2018年度 共済組合関係 共済組合に関する元帳及び補助簿 平成30年度　予算差引簿 人事課福利厚生係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2019年度 共済組合関係 共済組合に関する元帳及び補助簿 2019年度　予算差引簿 人事課福利厚生係 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2020年度 共済組合関係 共済組合に関する元帳及び補助簿 2020年度　予算差引簿 人事労務課給与 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2021年度 共済組合関係 共済組合に関する元帳及び補助簿 2021年度　予算差引簿 人事労務課給与 2022/4/1 10 2032/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2015年度 共済組合関係 共済組合貯金規程に関するもの 平成27年度　積立貯金に関するもの 人事課福利厚生係 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2016年度 共済組合関係 共済組合貯金規程に関するもの 平成28年度　積立貯金に関するもの 人事課福利厚生係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2017年度 共済組合関係 共済組合貯金規程に関するもの 平成29年度　積立貯金に関するもの 人事課福利厚生係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2018年度 共済組合関係 共済組合貯金規程に関するもの 平成30年度　積立貯金に関するもの 人事課福利厚生係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2019年度 共済組合関係 共済組合貯金規程に関するもの 2019年度　積立貯金に関するもの 人事課福利厚生係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2020年度 共済組合関係 共済組合貯金規程に関するもの 2020年度　積立貯金に関するもの 人事労務課給与 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2021年度 共済組合関係 共済組合貯金規程に関するもの 2021年度　積立貯金に関するもの 人事労務課給与 2021/4/1 7 2029/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2015年度 共済組合関係 共済組合貯金規程に関するもの 平成27年度　団体終身保険に関するもの 人事課福利厚生係 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2016年度 共済組合関係 共済組合貯金規程に関するもの 平成28年度　団体終身保険に関するもの 人事課福利厚生係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2017年度 共済組合関係 共済組合貯金規程に関するもの 平成29年度　団体終身保険に関するもの 人事課福利厚生係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2018年度 共済組合関係 共済組合貯金規程に関するもの 平成30年度　団体終身保険に関するもの 人事課福利厚生係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2019年度 共済組合関係 共済組合貯金規程に関するもの 2019年度　団体終身保険に関するもの 人事課福利厚生係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2020年度 共済組合関係 共済組合貯金規程に関するもの 2020年度　団体終身保険に関するもの 人事労務課給与 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2021年度 共済組合関係 共済組合貯金規程に関するもの 2021年度　団体終身保険に関するもの 人事労務課給与 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2015年度 共済組合関係 共済組合に関する伝票及び証憑（収入、支出関係） 平成27年度　短期経理伝票 人事課福利厚生係 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2016年度 共済組合関係 共済組合に関する伝票及び証憑（収入、支出関係） 平成28年度　短期経理伝票 人事課福利厚生係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
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大分類 中分類 名称（小分類）

⑦保存媒体
の種別

⑧保存場所 ⑨管理者

⑩保存
期間

満了時
の措置

⑪備考⑥保存期間満了日①作成・取得年度等

②　分　　類
③作成者・取得者 ④起算日 ⑤保存期間

2017年度 共済組合関係 共済組合に関する伝票及び証憑（収入、支出関係） 平成29年度　短期経理伝票 人事課福利厚生係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2018年度 共済組合関係 共済組合に関する伝票及び証憑（収入、支出関係） 平成30年度　短期経理伝票 人事課福利厚生係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2019年度 共済組合関係 共済組合に関する伝票及び証憑（収入、支出関係） 2019年度　短期経理伝票 人事課福利厚生係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2020年度 共済組合関係 共済組合に関する伝票及び証憑（収入、支出関係） 2020年度　短期経理伝票 人事労務課給与 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2021年度 共済組合関係 共済組合に関する伝票及び証憑（収入、支出関係） 2021年度　短期経理伝票 人事労務課給与 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2015年度 共済組合関係 共済組合に関する伝票及び証憑（収入、支出関係） 平成27年度　業務経理伝票 人事課福利厚生係 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2016年度 共済組合関係 共済組合に関する伝票及び証憑（収入、支出関係） 平成28年度　業務経理伝票 人事課福利厚生係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2017年度 共済組合関係 共済組合に関する伝票及び証憑（収入、支出関係） 平成29年度　業務経理伝票 人事課福利厚生係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2018年度 共済組合関係 共済組合に関する伝票及び証憑（収入、支出関係） 平成30年度　業務経理伝票 人事課福利厚生係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2019年度 共済組合関係 共済組合に関する伝票及び証憑（収入、支出関係） 2019年度　業務経理伝票 人事課福利厚生係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2020年度 共済組合関係 共済組合に関する伝票及び証憑（収入、支出関係） 2020年度　業務経理伝票 人事労務課給与 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2021年度 共済組合関係 共済組合に関する伝票及び証憑（収入、支出関係） 2021年度　業務経理伝票 人事労務課給与 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2015年度 共済組合関係 共済組合に関する伝票及び証憑（収入、支出関係） 平成27年度　貸付経理伝票 人事課福利厚生係 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2016年度 共済組合関係 共済組合に関する伝票及び証憑（収入、支出関係） 平成28年度　貸付経理伝票 人事課福利厚生係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2017年度 共済組合関係 共済組合に関する伝票及び証憑（収入、支出関係） 平成29年度　貸付経理伝票 人事課福利厚生係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2018年度 共済組合関係 共済組合に関する伝票及び証憑（収入、支出関係） 平成30年度　貸付経理伝票 人事課福利厚生係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2019年度 共済組合関係 共済組合に関する伝票及び証憑（収入、支出関係） 2019年度　貸付経理伝票 人事課福利厚生係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2020年度 共済組合関係 共済組合に関する伝票及び証憑（収入、支出関係） 2020年度　貸付経理伝票 人事労務課給与 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2021年度 共済組合関係 共済組合に関する伝票及び証憑（収入、支出関係） 2021年度　貸付経理伝票 人事労務課給与 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2015年度 共済組合関係 共済組合に関する伝票及び証憑（収入、支出関係） 平成27年度　保健経理伝票 人事課福利厚生係 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2016年度 共済組合関係 共済組合に関する伝票及び証憑（収入、支出関係） 平成28年度　保健経理伝票 人事課福利厚生係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2017年度 共済組合関係 共済組合に関する伝票及び証憑（収入、支出関係） 平成29年度　保健経理伝票 人事課福利厚生係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2018年度 共済組合関係 共済組合に関する伝票及び証憑（収入、支出関係） 平成30年度　保健経理伝票 人事課福利厚生係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2019年度 共済組合関係 共済組合に関する伝票及び証憑（収入、支出関係） 2019年度　保健経理伝票 人事課福利厚生係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2020年度 共済組合関係 共済組合に関する伝票及び証憑（収入、支出関係） 2020年度　保健経理伝票 人事労務課給与 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2021年度 共済組合関係 共済組合に関する伝票及び証憑（収入、支出関係） 2021年度　保健経理伝票 人事労務課給与 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2015年度 共済組合関係 共済組合に関する貸付関係書類 平成27年度　財形住宅貸付に関するもの 人事課福利厚生係 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2016年度 共済組合関係 共済組合に関する貸付関係書類 平成28年度　財形住宅貸付に関するもの 人事課福利厚生係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2017年度 共済組合関係 共済組合に関する貸付関係書類 平成29年度　財形住宅貸付に関するもの 人事課福利厚生係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2018年度 共済組合関係 共済組合に関する貸付関係書類 平成30年度　財形住宅貸付に関するもの 人事課福利厚生係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2019年度 共済組合関係 共済組合に関する貸付関係書類 2019年度　財形住宅貸付に関するもの 人事課福利厚生係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2020年度 共済組合関係 共済組合に関する貸付関係書類 2020年度　財形住宅貸付に関するもの 人事労務課給与 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2021年度 共済組合関係 共済組合に関する貸付関係書類 2021年度　財形住宅貸付に関するもの 人事労務課給与 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2015年度 共済組合関係 共済組合に関する貸付関係書類 平成27年度　貸付申込書類（完済者分） 人事課福利厚生係 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2016年度 共済組合関係 共済組合に関する貸付関係書類 平成28年度　貸付申込書類（完済者分） 人事課福利厚生係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2017年度 共済組合関係 共済組合に関する貸付関係書類 平成29年度　貸付申込書類（完済者分） 人事課福利厚生係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2018年度 共済組合関係 共済組合に関する貸付関係書類 平成30年度　貸付申込書類（完済者分） 人事課福利厚生係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2019年度 共済組合関係 共済組合に関する貸付関係書類 2019年度　貸付申込書類（完済者分） 人事課福利厚生係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2020年度 共済組合関係 共済組合に関する貸付関係書類 2020年度　貸付申込書類（完済者分） 人事労務課給与 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2021年度 共済組合関係 共済組合に関する貸付関係書類 2021年度　貸付申込書類（完済者分） 人事労務課給与 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2015年度 共済組合関係 共済組合組合員等資格関係書類 平成27年度　任意継続組合員関係 人事課福利厚生係 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2016年度 共済組合関係 共済組合組合員等資格関係書類 平成28年度　任意継続組合員関係 人事課福利厚生係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2017年度 共済組合関係 共済組合組合員等資格関係書類 平成29年度　任意継続組合員関係 人事課福利厚生係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2018年度 共済組合関係 共済組合組合員等資格関係書類 平成30年度　任意継続組合員関係 人事課福利厚生係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2019年度 共済組合関係 共済組合組合員等資格関係書類 2019年度　任意継続組合員関係 人事課福利厚生係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2020年度 共済組合関係 共済組合組合員等資格関係書類 2020年度　任意継続組合員関係 人事労務課給与 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2021年度 共済組合関係 共済組合組合員等資格関係書類 2021年度　任意継続組合員関係 人事労務課給与 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2015年度 共済組合関係 共済組合組合員等資格関係書類 平成27年度　被扶養者申告書 人事課福利厚生係 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2016年度 共済組合関係 共済組合組合員等資格関係書類 平成28年度　被扶養者申告書 人事課福利厚生係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2017年度 共済組合関係 共済組合組合員等資格関係書類 平成29年度　被扶養者申告書 人事課福利厚生係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2018年度 共済組合関係 共済組合組合員等資格関係書類 平成30年度　被扶養者申告書 人事課福利厚生係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2019年度 共済組合関係 共済組合組合員等資格関係書類 2019年度　被扶養者申告書 人事課福利厚生係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2020年度 共済組合関係 共済組合組合員等資格関係書類 2020年度　被扶養者申告書 人事労務課給与 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2021年度 共済組合関係 共済組合組合員等資格関係書類 2021年度　被扶養者申告書 人事労務課給与 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2015年度 共済組合関係 共済組合組合員等資格関係書類 平成27年度　標準報酬関係書類 人事課福利厚生係 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2016年度 共済組合関係 共済組合組合員等資格関係書類 平成28年度　標準報酬関係書類 人事課福利厚生係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2017年度 共済組合関係 共済組合組合員等資格関係書類 平成29年度　標準報酬関係書類 人事課福利厚生係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2018年度 共済組合関係 共済組合組合員等資格関係書類 平成30年度　標準報酬関係書類 人事課福利厚生係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2019年度 共済組合関係 共済組合組合員等資格関係書類 2019年度　標準報酬関係書類 人事課福利厚生係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2020年度 共済組合関係 共済組合組合員等資格関係書類 2020年度　標準報酬関係書類 人事労務課給与 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2021年度 共済組合関係 共済組合組合員等資格関係書類 2021年度　標準報酬関係書類 人事労務課給与 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2015年度 共済組合関係 共済組合組合員等資格関係書類 平成27年度　育児休業関係書類 人事課福利厚生係 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2016年度 共済組合関係 共済組合組合員等資格関係書類 平成28年度　育児休業関係書類 人事課福利厚生係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2017年度 共済組合関係 共済組合組合員等資格関係書類 平成29年度　育児休業関係書類 人事課福利厚生係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2018年度 共済組合関係 共済組合組合員等資格関係書類 平成30年度　育児休業関係書類 人事課福利厚生係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2019年度 共済組合関係 共済組合組合員等資格関係書類 2019年度　育児休業関係書類 人事課福利厚生係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2020年度 共済組合関係 共済組合組合員等資格関係書類 2020年度　育児休業関係書類 人事労務課給与 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2021年度 共済組合関係 共済組合組合員等資格関係書類 2021年度　育児休業関係書類 人事労務課給与 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2015年度 共済組合関係 共済組合組合員等資格関係書類 平成27年度　国民年金第3号に関する書類 人事課福利厚生係 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2016年度 共済組合関係 共済組合組合員等資格関係書類 平成28年度　国民年金第3号に関する書類 人事課福利厚生係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
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大分類 中分類 名称（小分類）

⑦保存媒体
の種別

⑧保存場所 ⑨管理者

⑩保存
期間

満了時
の措置

⑪備考⑥保存期間満了日①作成・取得年度等

②　分　　類
③作成者・取得者 ④起算日 ⑤保存期間

2017年度 共済組合関係 共済組合組合員等資格関係書類 平成29年度　国民年金第3号に関する書類 人事課福利厚生係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2018年度 共済組合関係 共済組合組合員等資格関係書類 平成30年度　国民年金第3号に関する書類 人事課福利厚生係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2020年度 共済組合関係 共済組合組合員等資格関係書類 2020年度　国民年金第3号に関する書類 人事労務課給与 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2021年度 共済組合関係 共済組合組合員等資格関係書類 2021年度　国民年金第3号に関する書類 人事労務課給与 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2019年度 共済組合関係 共済組合組合員等資格関係書類 2019年度　国民年金第3号に関する書類 人事課福利厚生係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2019年度 共済組合関係 事業主負担金に関するもの 2019年度　負担金関係書類 人事課福利厚生係 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2020年度 共済組合関係 事業主負担金に関するもの 2020年度　負担金関係書類 人事労務課給与 2021/4/1 3 2024/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2021年度 共済組合関係 事業主負担金に関するもの 2021年度　負担金関係書類 人事労務課給与 2022/4/1 3 2025/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2015年度 共済組合関係 共済組合短期給付関係書類 平成27年度　診療報酬明細書 人事課福利厚生係 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2016年度 共済組合関係 共済組合短期給付関係書類 平成28年度　診療報酬明細書 人事課福利厚生係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2017年度 共済組合関係 共済組合短期給付関係書類 平成29年度　診療報酬明細書 人事課福利厚生係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2018年度 共済組合関係 共済組合短期給付関係書類 平成30年度　診療報酬明細書 人事課福利厚生係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2017年度 共済組合関係 共済組合成人病対策事業に関するもの 平成29年度　特定健康診査・特定保険指導に関するもの 人事課福利厚生係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2018年度 共済組合関係 共済組合成人病対策事業に関するもの 平成30年度　特定健康診査・特定保険指導に関するもの 人事課福利厚生係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2019年度 共済組合関係 共済組合成人病対策事業に関するもの 2019年度　特定健康診査・特定保険指導に関するもの 人事課福利厚生係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2020年度 共済組合関係 共済組合成人病対策事業に関するもの 2020年度　特定健康診査・特定保険指導に関するもの 人事労務課給与 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2021年度 共済組合関係 共済組合成人病対策事業に関するもの 2021年度　特定健康診査・特定保険指導に関するもの 人事労務課給与 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2019年度 共済組合関係 共済組合に関する報告書類 2019年度　事業報告書 人事課福利厚生係 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2020年度 共済組合関係 共済組合に関する報告書類 2020年度　事業報告書 人事労務課給与 2021/4/1 3 2024/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2021年度 共済組合関係 共済組合に関する報告書類 2021年度　事業報告書 人事労務課給与 2022/4/1 3 2025/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2019年度 共済組合関係 共済組合に関する報告書類 2019年度　出納計算書 人事課福利厚生係 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2020年度 共済組合関係 共済組合に関する報告書類 2020年度　出納計算書 人事労務課給与 2021/4/1 3 2024/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2021年度 共済組合関係 共済組合に関する報告書類 2021年度　出納計算書 人事労務課給与 2022/4/1 3 2025/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2019年度 共済組合関係 共済組合に関する報告書類 2019年度　動態調査 人事課福利厚生係 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2020年度 共済組合関係 共済組合に関する報告書類 2020年度　動態調査 人事労務課給与 2021/4/1 3 2024/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2021年度 共済組合関係 共済組合に関する報告書類 2021年度　動態調査 人事労務課給与 2022/4/1 3 2025/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2019年度 共済組合関係 共済組合に関する報告書類 2019年度　積立貯金・団体終身保険関係 人事課福利厚生係 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2020年度 共済組合関係 共済組合に関する報告書類 2020年度　積立貯金・団体終身保険関係 人事労務課給与 2021/4/1 3 2024/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2021年度 共済組合関係 共済組合に関する報告書類 2021年度　積立貯金・団体終身保険関係 人事労務課給与 2022/4/1 3 2025/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2019年度 共済組合関係 共済組合に関する報告書類 2019年度　原議書及び調査もの 人事課福利厚生係 2020/4/1 3 2023/4/1 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2020年度 共済組合関係 共済組合に関する報告書類 2020年度　原議書及び調査もの 人事労務課給与 2021/4/1 3 2024/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2021年度 共済組合関係 共済組合に関する報告書類 2021年度　原議書及び調査もの 人事労務課給与 2022/4/1 3 2025/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2012年度 共済組合関係 共済組合の長期給付に関するもの 平成２４年度長期給付関係 人事課福利厚生掛 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2013年度 共済組合関係 共済組合の長期給付に関するもの 平成２５年度長期給付関係 人事課福利厚生掛 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2014年度 共済組合関係 共済組合の長期給付に関するもの 平成２６年度長期給付関係 人事課福利厚生掛 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2015年度 共済組合関係 共済組合の長期給付に関するもの 平成27年度長期給付関係 人事課福利厚生係 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2016年度 共済組合関係 共済組合の長期給付に関するもの 平成28年度長期給付関係 人事課福利厚生係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2017年度 共済組合関係 共済組合の長期給付に関するもの 平成29年度長期給付関係 人事課福利厚生係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2018年度 共済組合関係 共済組合の長期給付に関するもの 平成30年度長期給付関係 人事課福利厚生係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2019年度 共済組合関係 共済組合の長期給付に関するもの 2019年度長期給付関係 人事課福利厚生係 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2020年度 共済組合関係 共済組合の長期給付に関するもの 2020年度長期給付関係 人事労務課給与 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2021年度 共済組合関係 共済組合の長期給付に関するもの 2021年度長期給付関係 人事労務課給与 2022/4/1 10 2032/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2015年度 共済組合関係 長期組合員資格に関するもの 平成27年度長期組合資格取得届及び変更届 人事課福利厚生係 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2016年度 共済組合関係 長期組合員資格に関するもの 平成28年度長期組合資格取得届及び変更届 人事課福利厚生係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2017年度 共済組合関係 長期組合員資格に関するもの 平成29年度長期組合資格取得届及び変更届 人事課福利厚生掛 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2018年度 共済組合関係 長期組合員資格に関するもの 平成30年度長期組合資格取得届及び変更届 人事課福利厚生係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2019年度 共済組合関係 長期組合員資格に関するもの 2019年度長期組合資格取得届及び変更届 人事課福利厚生係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2020年度 共済組合関係 長期組合員資格に関するもの 2020年度長期組合資格取得届及び変更届 人事労務課給与 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2021年度 共済組合関係 長期組合員資格に関するもの 2021年度長期組合資格取得届及び変更届 人事労務課給与 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
1955年度 共済組合関係 組合員原票 組合員原票 人事課福利共済掛 1956/4/1 無期限 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2019年度 退職手当関係 退職手当決定に関するもの 平成30年度　非常勤退職手当関係 人事課福利厚生係 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2020年度 退職手当関係 退職手当決定に関するもの 令和元年度　非常勤退職手当関係 人事労務課給与 2021/4/1 3 2024/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2021年度 退職手当関係 退職手当決定に関するもの 令和2年度　非常勤退職手当関係 人事労務課給与 2022/4/1 3 2025/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2020年度 福利厚生関係 社会保険に関するもの 2020年度　社会保険料伝票 人事労務課給与 2021/4/1 2 2023/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2021年度 福利厚生関係 社会保険に関するもの 2021年度　社会保険料伝票 人事労務課給与 2022/4/1 2 2024/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2020年度 福利厚生関係 社会保険に関するもの 2020年度　社会保険に関するもの 人事労務課給与 2021/4/1 2 2023/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2021年度 福利厚生関係 社会保険に関するもの 2021年度　社会保険に関するもの 人事労務課給与 2022/4/1 2 2024/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2020年度 福利厚生関係 社会保険に関するもの 産前産後・育児休業手当金関係 人事労務課給与 2021/4/1 2 2023/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2021年度 福利厚生関係 社会保険に関するもの 産前産後・育児休業手当金関係 人事労務課給与 2022/4/1 2 2024/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2020年度 福利厚生関係 社会保険に関するもの 資格取得喪失・随時改定 人事労務課給与 2021/4/1 2 2023/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2021年度 福利厚生関係 社会保険に関するもの 資格取得喪失・随時改定 人事労務課給与 2022/4/1 2 2024/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2020年度 福利厚生関係 社会保険に関するもの 定時決定 人事労務課給与 2021/4/1 2 2023/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2021年度 福利厚生関係 社会保険に関するもの 定時決定 人事労務課給与 2022/4/1 2 2024/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2020年度 福利厚生関係 社会保険に関するもの 住所・氏名変更届、再交付申請書 人事労務課給与 2021/4/1 2 2023/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2021年度 福利厚生関係 社会保険に関するもの 住所・氏名変更届、再交付申請書 人事労務課給与 2022/4/1 2 2024/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2020年度 福利厚生関係 社会保険に関するもの 健康保険被扶養者異動届 人事労務課給与 2021/4/1 2 2023/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2021年度 福利厚生関係 社会保険に関するもの 健康保険被扶養者異動届 人事労務課給与 2022/4/1 2 2024/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2020年度 福利厚生関係 社会保険に関するもの 雑件 人事労務課給与 2021/4/1 2 2023/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2021年度 福利厚生関係 社会保険に関するもの 雑件 人事労務課給与 2022/4/1 2 2024/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2020年度 福利厚生関係 社会保険に関するもの 社会保険料　伝票 人事労務課給与 2021/4/1 2 2023/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
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大分類 中分類 名称（小分類）

⑦保存媒体
の種別

⑧保存場所 ⑨管理者

⑩保存
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満了時
の措置
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③作成者・取得者 ④起算日 ⑤保存期間

2021年度 福利厚生関係 社会保険に関するもの 社会保険料　伝票 人事労務課給与 2022/4/1 2 2024/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2020年度 福利厚生関係 社会保険・雇用保険に関するもの 社会保険・雇用保険　加入調査票 人事労務課給与 2021/4/1 2 2023/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2021年度 福利厚生関係 社会保険・雇用保険に関するもの 社会保険・雇用保険　加入調査票 人事労務課給与 2022/4/1 2 2024/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2018年度 福利厚生関係 雇用保険に関するもの 平成30年度　雇用保険料伝票 人事課福利厚生係 2019/4/1 4 2023/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2019年度 福利厚生関係 雇用保険に関するもの 2019年度　雇用保険料伝票 人事課福利厚生係 2020/4/1 4 2024/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2020年度 福利厚生関係 雇用保険に関するもの 2020年度　雇用保険料伝票 人事労務課給与 2021/4/1 4 2025/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2021年度 福利厚生関係 雇用保険に関するもの 2021年度　雇用保険料伝票 人事労務課給与 2022/4/1 4 2026/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2018年度 福利厚生関係 雇用保険に関するもの 平成30年度　雇用保険に関するもの 人事課福利厚生係 2019/4/1 4 2023/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2019年度 福利厚生関係 雇用保険に関するもの 2019年度　雇用保険に関するもの 人事課福利厚生係 2020/4/1 4 2024/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2020年度 福利厚生関係 雇用保険に関するもの 2020年度　雇用保険に関するもの 人事労務課給与 2021/4/1 4 2025/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2021年度 福利厚生関係 雇用保険に関するもの 2021年度　雇用保険に関するもの 人事労務課給与 2022/4/1 4 2026/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2019年度 保育施設関係 保育園の運営に関するもの 保育園運営関係 人事課福利厚生係 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2020年度 保育施設関係 保育園の運営に関するもの 保育園運営関係 人事労務課給与 2021/4/1 3 2024/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2021年度 保育施設関係 保育園の運営に関するもの 保育園運営関係 人事労務課給与 2022/4/1 3 2025/3/31 紙 事務室 人事労務課長廃棄
2011年度 賞罰関係 職員（非常勤講師を除く。）の懲戒に関するもの 職員の懲戒に関するもの 人事課人事企画掛 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務室 人事企画課長 廃棄
2012年度 賞罰関係 職員（非常勤講師を除く。）の懲戒に関するもの 職員の懲戒に関するもの 人事課人事評価掛 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務室 人事企画課長 廃棄
2013年度 賞罰関係 職員（非常勤講師を除く。）の懲戒に関するもの 職員の懲戒に関するもの 人事課人事評価掛 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 事務室 人事企画課長 廃棄
2014年度 賞罰関係 職員（非常勤講師を除く。）の懲戒に関するもの 職員の懲戒に関するもの 人事課人事評価掛 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 事務室 人事企画課長 廃棄
2015年度 賞罰関係 職員（非常勤講師を除く。）の懲戒に関するもの 職員の懲戒に関するもの 人事課人事評価掛 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務室 人事企画課長 廃棄
2016年度 賞罰関係 職員（非常勤講師を除く。）の懲戒に関するもの 職員の懲戒に関するもの 人事課人事評価係 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室 人事企画課長 廃棄
2016年度 賞罰関係 職員（非常勤講師を除く。）の懲戒に関するもの 個別事案（研究産学連携推進機構セクハラ事案） 人事課人事評価係 2016/10/1 30 2046/9/30 紙 事務室 人事企画課長 廃棄 委員会後、被害職員の退職
2017年度 賞罰関係 職員（非常勤講師を除く。）の懲戒に関するもの 個別事案（人事異動を不服とした職場内秩序騒乱事案） 人事課人事評価係 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室 人事企画課長 廃棄 処分後、対象職員の退職まで
2016年度 賞罰関係 職員（非常勤講師を除く。）の懲戒に関するもの 個別事案（英語版募集要項に係る問題行動事案） 人事課副課長 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室 人事労務課長 廃棄 処分後、対象職員の退職まで
2017年度 賞罰関係 職員（非常勤講師を除く。）の懲戒に関するもの 個別事案（眼科学分野のマネジメント不和事案） 人事課副課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室 人事労務課長 廃棄 処分後、対象職員の退職まで
2015年度 賞罰関係 職員（非常勤講師を除く。）の懲戒に関するもの 問題職員に関するもの 人事課専門職員 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務室 人事労務課長 廃棄
2017年度 賞罰関係 公益通報／公益通報処理委員会 個別事案（膠原病・リウマチ内科学分野） 人事課副課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室 人事労務課長 廃棄 処分後、対象職員の退職まで
2017年度 賞罰関係 懲戒委員会（公益通報処理委員会からの引継ぎ） 個別事案（膠原病・リウマチ内科学分野②） 人事課副課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室 人事労務課長 廃棄 処分後、対象職員の退職まで
2017年度 賞罰関係 懲戒委員会（公益通報処理委員会からの引継ぎ） 個別事案（膠原病・リウマチ内科学分野③） 人事課副課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室 人事労務課長 廃棄 処分後、対象職員の退職まで
2017年度 大学の運営 証拠保全・訴訟に関するもの 平成29年度損害賠償請求等に係る訴訟（学長選考会議） 人事課副課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室 人事労務課長 廃棄
2017年度 大学の運営 証拠保全・訴訟に関するもの 平成30年度地位保全等請求に係る訴訟（膠原病・リウマチ内科学分野） 人事課副課長 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室 人事労務課長 廃棄
2018年度 大学の運営 証拠保全・訴訟に関するもの 2018年度地位確認等請求に係る訴訟（精神行動医科学分野） 人事課副課長 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室 人事労務課長 廃棄
2019年度 大学の運営 証拠保全・訴訟に関するもの 2019年度労働審判・建物明渡請求に係る訴訟 人事労務課副課長 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室 人事労務課長 廃棄
2020年度 大学の運営 証拠保全・訴訟に関するもの 2020年度労働審判・建物明渡請求に係る訴訟 人事労務課副課長 2021/4/1 30 2051/3/31 紙 事務室 人事労務課長 廃棄
2021年度 大学の運営 証拠保全・訴訟に関するもの 2021年度懲戒処分撤回請求等に係る訴訟・労働審判（咬合機能矯正学分ハラスメント防止・ 2022/4/1 30 2052/3/31 紙 事務室 ハラスメント防 廃棄
2021年度 賞罰関係 職員（非常勤講師を除く。）の懲戒に関するもの 個別事案（ウイルス制御学分野） ハラスメント防止・ 2022/4/1 30 2052/3/31 紙 事務室 ハラスメント防 廃棄
2021年度 賞罰関係 職員（非常勤講師を除く。）の懲戒に関するもの 個別事案（実験動物センター） ハラスメント防止・ 2022/4/1 30 2052/3/31 紙 事務室 ハラスメント防 廃棄
2021年度 賞罰関係 職員（非常勤講師を除く。）の懲戒に関するもの 受領書・合意書受領記録 ハラスメント防止・ 2022/4/1 30 2052/3/31 紙 事務室 ハラスメント防 廃棄
2021年度 賞罰関係 職員（非常勤講師を除く。）の懲戒に関するもの 問題職員に関するもの（苦情相談に関する資料含） ハラスメント防止・ 2022/4/1 30 2052/3/31 紙 事務室 ハラスメント防 廃棄
2017年度 労働時間管理 時間外労働命令，特殊勤務実績及び宿日直勤務に関す2017年度時間外労働命令，特殊勤務実績及び宿日直勤務に関するもの業務支援室 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 業務支援室長廃棄
2018年度 労働時間管理 時間外労働命令，特殊勤務実績及び宿日直勤務に関す2018年度時間外労働命令，特殊勤務実績及び宿日直勤務に関するもの業務支援室 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 業務支援室長廃棄
2019年度 労働時間管理 時間外労働命令，特殊勤務実績及び宿日直勤務に関す2019年度時間外労働命令，特殊勤務実績及び宿日直勤務に関するもの業務支援室 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 業務支援室長廃棄
2020年度 労働時間管理 時間外労働命令，特殊勤務実績及び宿日直勤務に関す2020年度時間外労働命令，特殊勤務実績及び宿日直勤務に関するもの業務支援室 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 業務支援室長廃棄
2011年度 管理運営（計画・企画） 中期目標・中期計画に関するもの 【第二期】重要な財産を譲渡する計画について 照査管理課照査掛 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 倉庫 財務企画課長 廃棄
1961年度 大学の運営（財務・会計） 資産に係る裁判に関するもの 国府台地区使用許可関係 照査管理課照査掛 1962/4/1 無期限 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄
2016年度 大学の運営（財務・会計） 境界査定に関するもの 境界に関する協議（国府台2-1-43） 施設管理課施設管理係 2017/4/1 無期限 紙 事務室 財務企画課長 廃棄
2004年度 大学の運営（財務・会計） 境界査定に関するもの 境界確定 施設管理課施設管理係 2004/4/1 無期限 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄
2004年度 大学の運営（財務・会計） 固定資産の登記に関するもの 登記関係 施設管理課施設管理係 2005/4/1 無期限 紙 事務室・金庫 財務企画課長 廃棄
2004年度 大学の運営（財務・会計） 固定資産の登記に関するもの 登記関係（法人化時） 施設管理課施設管理係 2005/4/1 無期限 紙 事務室・金庫 施設管理課長 廃棄

2013年度 大学の運営（財務・会計） 資産の運用に関するもの 平成25年度固定資産税関係 施設管理課施設管理係 2014/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 財務企画課長 廃棄

当初の保存期間満了日：
2019/3/31
・延長期間：4年間
・延長理由：病院再整備後
の都税事務所申請時に参
照するため

2014年度 大学の運営（財務・会計） 資産の運用に関するもの 平成26年度固定資産税関係 施設管理課施設管理係 2015/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 財務企画課長 廃棄

当初の保存期間満了日：
2020/3/31
・延長期間：3年間
・延長理由：病院再整備後
の都税事務所申請時に参
照するため

2015年度 大学の運営（財務・会計） 資産の運用に関するもの 平成27年度固定資産税関係 施設管理課施設管理係 2016/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 財務企画課長 廃棄

当初の保存期間満了日：
2020/3/31
・延長期間：2年間
・延長理由：病院再整備後
の都税事務所申請時に参
照するため
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2016年度 大学の運営（財務・会計） 資産の運用に関するもの 平成28年度固定資産税関係 施設管理課施設管理係 2017/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 財務企画課長 廃棄

当初の保存期間満了日：
2020/3/31
・延長期間：1年間
・延長理由：病院再整備後
の都税事務所申請時に参
照するため

2016年度 大学の運営（財務・会計） 資産の運用に関するもの 平成28年度資産貸付書類 施設管理課施設管理係 2017/4/1 期間終了後5年 紙 倉庫 財務企画課長 廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの　 2021年度民間資金獲得推進本部関係綴 財務企画課予算総括係 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 予算
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの　 2020年度民間資金獲得推進本部関係綴 財務企画課予算総 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 財務企画課長廃棄 予算
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの　 2019年度民間資金獲得推進本部関係綴 財務企画課予算総 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 財務企画課長廃棄 予算

2021年度 文書関係業務 各種統計調査に関するもの 2021年度調査・報告等書類 財務企画課予算総

2022/4/1 5 2027/3/31 紙及び電子 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄

予算（監査に関する通知及
び調査等に関するもの
2021年度監査に関する通
知及び調査等関係 ファイ
ルを本ファイルに一本化）

2020年度 文書関係業務 各種統計調査に関するもの 2020年度調査・報告等書類 財務企画課予算総 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 財務企画課長廃棄 予算
2019年度 文書関係業務 各種統計調査に関するもの 2019年度調査・報告等書類 財務企画課予算総 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 財務企画課長廃棄 予算
2018年度 文書関係業務 各種統計調査に関するもの 平成30年度調査・報告等書類 財務企画課予算総括係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 予算
2017年度 文書関係業務 各種統計調査に関するもの 平成29年度調査・報告等書類 財務企画課予算総括係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 予算
2021年度 計画・企画（財務・会計） 概算要求に関するもの 2021年度概算要求関係資料 財務企画課予算総括係 2022/4/1 7 2029/3/31 紙及び電子 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 予算
2020年度 計画・企画（財務・会計） 概算要求に関するもの 2020年度概算要求関係資料 財務企画課予算総 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室・倉 財務企画課長廃棄 予算
2019年度 計画・企画（財務・会計） 概算要求に関するもの 2019年度概算要求関係資料 財務企画課予算総 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室・倉 財務企画課長廃棄 予算
2018年度 計画・企画（財務・会計） 概算要求に関するもの 平成30年度概算要求関係資料 財務企画課予算総括係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 予算
2017年度 計画・企画（財務・会計） 概算要求に関するもの 平成29年度概算要求関係資料 財務企画課予算総括係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 予算
2016年度 計画・企画（財務・会計） 概算要求に関するもの 平成28年度概算要求関係資料 財務企画課予算総括係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 予算
2015年度 計画・企画（財務・会計） 概算要求に関するもの 平成27年度概算要求関係資料 財務企画課予算総括係 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 予算
2015年度 計画・企画（財務・会計） 概算要求に関するもの 平成27年度特別経費関係資料 財務企画課予算総括係 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 予算
2021年度 計画・企画（財務・会計） 概算要求に関するもの 2021年度補助金関係資料 財務企画課予算総括係 2022/4/1 7 2029/3/31 電子 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 予算
2020年度 計画・企画（財務・会計） 概算要求に関するもの 2020年度補助金関係資料 財務企画課予算総括係 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 予算
2019年度 計画・企画（財務・会計） 概算要求に関するもの 2019年度補助金関係資料 財務企画課予算総括係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 予算
2018年度 計画・企画（財務・会計） 概算要求に関するもの 平成30年度補助金関係資料 財務企画課予算総括係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 予算
2017年度 計画・企画（財務・会計） 概算要求に関するもの 平成29年度補助金関係資料 財務企画課予算総括係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 予算
2016年度 計画・企画（財務・会計） 概算要求に関するもの 平成28年度補助金関係資料 財務企画課予算総括係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 予算
2015年度 計画・企画（財務・会計） 概算要求に関するもの 平成27年度補助金関係資料 財務企画課予算総括係 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 予算
2021年度 計画・企画（財務・会計） 概算要求に関するもの 2021年度機能強化経費関係資料 財務企画課予算総 2022/4/1 7 2029/3/31 電子 事務室・倉 財務企画課長廃棄 予算
2020年度 計画・企画（財務・会計） 概算要求に関するもの 2020年度機能強化経費関係資料 財務企画課予算総括係 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 予算
2019年度 計画・企画（財務・会計） 概算要求に関するもの 2019年度機能強化経費関係資料 財務企画課予算総括係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 予算
2018年度 計画・企画（財務・会計） 概算要求に関するもの 平成30年度機能強化経費関係資料 財務企画課予算総括係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 予算
2017年度 計画・企画（財務・会計） 概算要求に関するもの 平成29年度機能強化経費関係資料 財務企画課予算総括係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 予算
2016年度 計画・企画（財務・会計） 概算要求に関するもの 平成28年度機能強化経費関係資料 財務企画課予算総括係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 予算
2015年度 計画・企画（財務・会計） 概算要求に関するもの 平成27年度機能強化経費関係資料 財務企画課予算総括係 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 予算
2021年度 計画・企画（財務・会計） 収支計画及び資金計画 2021年度年度計画 財務企画課予算総括係 2022/4/1 7 2029/3/31 電子 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 予算
2020年度 計画・企画（財務・会計） 収支計画及び資金計画 2020年度年度計画 財務企画課予算総 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室・倉 財務企画課長廃棄 予算
2019年度 計画・企画（財務・会計） 収支計画及び資金計画 2019年度年度計画 財務企画課予算総 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室・倉 財務企画課長廃棄 予算
2018年度 計画・企画（財務・会計） 収支計画及び資金計画 平成30年度年度計画 財務企画課予算総括係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 予算
2017年度 計画・企画（財務・会計） 収支計画及び資金計画 平成29年度年度計画 財務企画課予算総括係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 予算
2016年度 計画・企画（財務・会計） 収支計画及び資金計画 平成28年度年度計画 財務企画課予算総括係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 予算
2015年度 計画・企画（財務・会計） 収支計画及び資金計画 平成27年度年度計画 財務企画課予算総括係 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 予算
2018年度 計画・企画（財務・会計） 積立金に関するもの 剰余金の承認申請関係 財務企画課予算総括係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 予算
2017年度 計画・企画（財務・会計） 積立金に関するもの 剰余金の承認申請関係 財務企画課予算総括係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 予算
2016年度 計画・企画（財務・会計） 積立金に関するもの 剰余金の承認申請関係 財務企画課予算総括係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 予算
2015年度 計画・企画（財務・会計） 積立金に関するもの 剰余金の承認申請関係 財務企画課予算総括係 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 予算
2021年度 計画・企画（財務・会計） 予算配分に関するもの 2021年度予算配分関係 財務企画課予算総括係 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 予算
2020年度 計画・企画（財務・会計） 予算配分に関するもの 2020年度予算配分関係 財務企画課予算総 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 財務企画課長廃棄 予算
2019年度 計画・企画（財務・会計） 予算配分に関するもの 2019年度予算配分関係 財務企画課予算総 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 財務企画課長廃棄 予算
2018年度 計画・企画（財務・会計） 予算配分に関するもの 平成30年度予算配分関係 財務企画課予算総括係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 予算
2017年度 計画・企画（財務・会計） 予算配分に関するもの 平成29年度予算配分関係 財務企画課予算総括係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 予算

2020年度 大学の運営 監査に関する通知及び調査等に関するもの 2020年度監査に関する通知及び調査等関係 財務企画課予算総

2021/4/1 5 2026/3/31

紙 事務室・倉 財務企画課長廃棄

予算（2021年度より各種統
計調査に関するもの2021
年度調査・報告等書類ファ
イルへ一本化）

2019年度 大学の運営 監査に関する通知及び調査等に関するもの 2019年度監査に関する通知及び調査等関係 財務企画課予算総 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 財務企画課長廃棄 予算
2018年度 大学の運営 監査に関する通知及び調査等に関するもの 平成30年度監査に関する通知及び調査等関係 財務企画課予算総括係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 予算
2017年度 大学の運営 監査に関する通知及び調査等に関するもの 平成29年度監査に関する通知及び調査等関係 財務企画課予算総括係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 予算
2021年度 大学の運営（管理・運営） 休暇簿に関するもの 2021年度休暇簿 財務企画課予算総括係 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 事務室 財務企画課長 廃棄 予算
2020年度 大学の運営（管理・運営） 休暇簿に関するもの 2020年度休暇簿 財務企画課予算総 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 事務室 財務企画課長廃棄 予算
2019年度 大学の運営（管理・運営） 休暇簿に関するもの 2019年度休暇簿 財務企画課予算総 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 事務室 財務企画課長廃棄 予算
2018年度 大学の運営（管理・運営） 休暇簿に関するもの 平成30年度休暇簿 財務企画課予算総括係 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 事務室 財務企画課長 廃棄 予算
2017年度 大学の運営（管理・運営） 休暇簿に関するもの 平成29年度休暇簿 財務企画課予算総括係 2018/4/1 5 2023/3/31 電子 事務室 財務企画課長 廃棄 予算
2021年度 大学の運営（管理・運営） 労働状況記録簿 2021年度労働状況記録簿 財務企画課予算総括係 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 事務室 財務企画課長 廃棄 予算
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大分類 中分類 名称（小分類）

⑦保存媒体
の種別

⑧保存場所 ⑨管理者

⑩保存
期間

満了時
の措置

⑪備考⑥保存期間満了日①作成・取得年度等

②　分　　類
③作成者・取得者 ④起算日 ⑤保存期間

2020年度 大学の運営（管理・運営） 労働状況記録簿 2020年度労働状況記録簿 財務企画課予算総 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 事務室 財務企画課長廃棄 予算
2019年度 大学の運営（管理・運営） 労働状況記録簿 2019年度労働状況記録簿 財務企画課予算総 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 事務室 財務企画課長廃棄 予算
2018年度 大学の運営（管理・運営） 労働状況記録簿 平成30年度労働状況記録簿 財務企画課予算総括係 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 事務室 財務企画課長 廃棄 予算
2017年度 大学の運営（管理・運営） 労働状況記録簿 平成29年度労働状況記録簿 財務企画課予算総括係 2018/4/1 5 2023/3/31 電子 事務室 財務企画課長 廃棄 予算
2021年度 大学の運営（財務・会計） 概算要求に関するもの 2021年度内閣府イノベーション創出環境　強化促進事業関係 財務企画課予算総括係 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 予算
2020年度 大学の運営（財務・会計） 概算要求に関するもの 2020年度内閣府イノベーション創出環境　強化促進事業関係 財務企画課予算総 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 財務企画課長廃棄 予算
2019年度 大学の運営（財務・会計） 概算要求に関するもの 2019年度内閣府イノベーション創出環境　強化促進事業関係 財務企画課予算総 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 財務企画課長廃棄 予算
2021年度 文書関係業務 旅行命令簿 2021年度旅行命令簿 財務企画課予算総 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 事務室 財務企画課長廃棄 予算
2020年度 文書関係業務 旅行命令簿 2020年度旅行命令簿 財務企画課予算総 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 事務室 財務企画課長廃棄 予算
2019年度 文書関係業務 旅行命令簿 2019年度旅行命令簿 財務企画課予算総 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 事務室 財務企画課長廃棄 予算
2018年度 文書関係業務 旅行命令簿 平成30年度旅行命令簿 財務企画課予算総括係 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 事務室 財務企画課長 廃棄 予算
2017年度 文書関係業務 旅行命令簿 平成29年度旅行命令簿 財務企画課予算総括係 2018/4/1 5 2023/3/31 電子 事務室 財務企画課長 廃棄 予算
2017年度 大学の運営（財務・会計） 会計担当職員の異動に関するもの 金銭出納担当者所属補助者指定簿（平成29年度） 財務企画課収入管理係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2021年度 大学の運営（財務・会計） 会計担当職員の異動に関するもの 金銭出納担当者所属補助者指定簿（2021年度） 財務企画課資金管理係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入→資金管理
2017年度 大学の運営（財務・会計） 会計帳簿（総勘定元帳を除く。） 預金出納帳（平成29年度） 財務企画課収入管理係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2016年度 大学の運営（財務・会計） 会計帳簿（総勘定元帳を除く。） 預金出納帳（平成28年度） 財務企画課収入管理係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2015年度 大学の運営（財務・会計） 会計帳簿（総勘定元帳を除く。） 預金出納帳（平成27年度） 財務企画課収入管理係 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2017年度 大学の運営（財務・会計） 寄附金の振込依頼に関するもの 寄附金振込依頼書関係（平成29年度） 財務企画課収入管理係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2021年度 大学の運営（財務・会計） 寄附金の振込依頼に関するもの 寄附金振込依頼書関係（2021年度） 財務企画課資金管理係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入→資金管理
2017年度 大学の運営（財務・会計） 研究資金等の立替に関するもの 研究資金等立替申請書（平成29年度） 財務企画課収入管理係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 財務企画課長 廃棄 収入
2021年度 大学の運営（財務・会計） 研究資金等の立替に関するもの 研究資金等立替申請書（2021年度） 財務企画課資金管理係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 財務企画課長 廃棄 収入→資金管理
2017年度 大学の運営（財務・会計） 債権の管理・履行に関するもの 手持現金金種表（平成29年度） 財務企画課収入管理係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2021年度 大学の運営（財務・会計） 債権の管理・履行に関するもの 手持現金金種表（2021年度） 財務企画課資金管理係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入→資金管理
2017年度 大学の運営（財務・会計） 債権の管理・履行に関するもの 債権管理関係（平成29年度） 財務企画課収入管理係 2018/4/1 5 2023/3/31 電子 事務室 財務企画課長 廃棄 収入
2021年度 大学の運営（財務・会計） 債権の管理・履行に関するもの 債権管理関係（2021年度） 財務企画課資金管理係 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 事務室 財務企画課長 廃棄 収入→資金管理
2017年度 大学の運営（財務・会計） 債権の管理・履行に関するもの 授業料督促関係（平成29年度） 財務企画課収入管理係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2021年度 大学の運営（財務・会計） 債権の管理・履行に関するもの 授業料督促関係（2021年度） 財務企画課資金管理係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入→資金管理
2017年度 大学の運営（財務・会計） 債権の管理・履行に関するもの 請求書発行関係（平成29年度） 財務企画課収入管理係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2021年度 大学の運営（財務・会計） 債権の管理・履行に関するもの 請求書発行関係（2021年度） 財務企画課資金管理係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入→資金管理
2017年度 大学の運営（財務・会計） 債権の管理・履行に関するもの 預金口座振替依頼書（平成29年度） 財務企画課収入管理係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2021年度 大学の運営（財務・会計） 債権の管理・履行に関するもの 預金口座振替依頼書（2021年度） 財務企画課資金管理係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入→資金管理
2017年度 大学の運営（財務・会計） 資金管理・運用に関するもの 手持現金金種表（平成29年度） 財務企画課収入管理係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2016年度 大学の運営（財務・会計） 資金管理・運用に関するもの 手持現金金種表（平成28年度） 財務企画課収入管理係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2015年度 大学の運営（財務・会計） 資金管理・運用に関するもの 手持現金金種表（平成27年度） 財務企画課収入管理係 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2017年度 大学の運営（財務・会計） 資金管理・運用に関するもの 資金運用関係（平成29年度） 財務企画課収入管理係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室 財務企画課長 廃棄 収入
2016年度 大学の運営（財務・会計） 資金管理・運用に関するもの 資金運用関係（平成28年度） 財務企画課収入管理係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室 財務企画課長 廃棄 収入
2015年度 大学の運営（財務・会計） 資金管理・運用に関するもの 資金運用関係（平成27年度） 財務企画課収入管理係 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室 財務企画課長 廃棄 収入
2017年度 大学の運営（財務・会計） 資金管理・運用に関するもの 預金口座開設関係（平成29年度） 財務企画課収入管理係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2016年度 大学の運営（財務・会計） 資金管理・運用に関するもの 預金口座開設関係（平成28年度） 財務企画課収入管理係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2015年度 大学の運営（財務・会計） 資金管理・運用に関するもの 預金口座開設関係（平成27年度） 財務企画課収入管理係 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2017年度 大学の運営（財務・会計） 資金管理・運用に関するもの 預金残高確認表（平成29年度） 財務企画課収入管理係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2016年度 大学の運営（財務・会計） 資金管理・運用に関するもの 預金残高確認表（平成28年度） 財務企画課収入管理係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2015年度 大学の運営（財務・会計） 資金管理・運用に関するもの 預金残高確認表（平成27年度） 財務企画課収入管理係 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2017年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 寄附金関係（入金消込関係）（平成29年度） 財務企画課収入管理係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2016年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 寄附金関係（入金消込関係）（平成28年度） 財務企画課収入管理係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2017年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 光熱水料関係（平成29年度） 財務企画課収入管理係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2016年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 光熱水料関係（平成28年度） 財務企画課収入管理係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2017年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 財産貸付料（市川関係）（平成29年度） 財務企画課収入管理係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2016年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 財産貸付料（市川関係）（平成28年度） 財務企画課収入管理係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2017年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 財産貸付料（国際交流会館等）（平成29年度） 財務企画課収入管理係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2016年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 財産貸付料（国際交流会館等）（平成28年度） 財務企画課収入管理係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2017年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 財産貸付料（土地建物）（平成29年度） 財務企画課収入管理係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2017年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 財産貸付料（土地建物）（平成29年度） 財務企画課収入管理係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2016年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 財産貸付料（土地建物）（平成28年度） 財務企画課収入管理係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2016年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 財産貸付料（土地建物）（平成28年度） 財務企画課収入管理係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2017年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 財務関係振替伝票（平成29年度） 財務企画課収入管理係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2016年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 財務関係振替伝票（平成28年度） 財務企画課収入管理係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2017年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 授業料関係（平成29年度） 財務企画課収入管理係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2016年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 授業料関係（平成28年度） 財務企画課収入管理係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2017年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 受託研究関係（平成29年度） 財務企画課収入管理係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2016年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 受託研究関係（平成28年度） 財務企画課収入管理係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2017年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 入金伝票関係（平成29年度） 財務企画課収入管理係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2016年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 入金伝票関係（平成28年度） 財務企画課収入管理係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2017年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 病院収入関係（平成29年度） 財務企画課収入管理係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2016年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 病院収入関係（平成28年度） 財務企画課収入管理係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2017年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 月末現金残高表（平成29年度） 財務企画課収入管理係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2016年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 月末現金残高表（平成28年度） 財務企画課収入管理係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2015年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 月末現金残高表（平成27年度） 財務企画課収入管理係 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2017年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 小口現金出納帳（平成29年度） 財務企画課収入管理係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2016年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 小口現金出納帳（平成28年度） 財務企画課収入管理係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
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2017年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 小口現金補充申請書（平成29年度） 財務企画課収入管理係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2016年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 小口現金補充申請書（平成28年度） 財務企画課収入管理係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2017年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 領収書原符（学納金）（平成29年度） 財務企画課収入管理係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2016年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 領収書原符（学納金）（平成28年度） 財務企画課収入管理係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2015年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 領収書原符（学納金）（平成27年度） 財務企画課収入管理係 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2017年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 領収書原符（奨学寄附金）（平成29年度） 財務企画課収入管理係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2016年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 領収書原符（奨学寄附金）（平成28年度） 財務企画課収入管理係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2015年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 領収書原符（奨学寄附金）（平成27年度） 財務企画課収入管理係 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2017年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 領収書原符（窓口）（平成29年度） 財務企画課収入管理係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2016年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 領収書原符（窓口）（平成28年度） 財務企画課収入管理係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2015年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 領収書原符（窓口）（平成27年度） 財務企画課収入管理係 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2017年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 領収書原符（平成29年度） 財務企画課収入管理係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2016年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 領収書原符（平成28年度） 財務企画課収入管理係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2015年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 領収書原符（平成27年度） 財務企画課収入管理係 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2017年度 大学の運営（財務・会計） 会計帳簿（総勘定元帳を除く。） 現金出納帳（平成29年度） 財務企画課収入管理係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2016年度 大学の運営（財務・会計） 会計帳簿（総勘定元帳を除く。） 現金出納帳（平成28年度） 財務企画課収入管理係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2015年度 大学の運営（財務・会計） 会計帳簿（総勘定元帳を除く。） 現金出納帳（平成27年度） 財務企画課収入管理係 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2014年度 大学の運営（財務・会計） 会計帳簿（総勘定元帳を除く。） 現金出納帳（平成26年度） 財務企画課収入管理掛 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2013年度 大学の運営（財務・会計） 会計帳簿（総勘定元帳を除く。） 現金出納帳（平成25年度） 財務企画課収入管理掛 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2012年度 大学の運営（財務・会計） 会計帳簿（総勘定元帳を除く。） 現金出納帳（平成24年度） 財務企画課収入管理掛 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2021年度 大学の運営（財務・会計） 会計帳簿（総勘定元帳を除く。） 現金出納帳（2021年度） 財務企画課資金管理係 2022/4/1 10 2032/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入→資金管理
2014年度 大学の運営（財務・会計） 会計帳簿（総勘定元帳を除く。） 預金出納帳（平成26年度） 財務企画課収入管理掛 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2013年度 大学の運営（財務・会計） 会計帳簿（総勘定元帳を除く。） 預金出納帳（平成25年度） 財務企画課収入管理掛 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2012年度 大学の運営（財務・会計） 会計帳簿（総勘定元帳を除く。） 預金出納帳（平成24年度） 財務企画課収入管理掛 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2021年度 大学の運営（財務・会計） 会計帳簿（総勘定元帳を除く。） 預金出納帳（2021年度） 財務企画課資金管理係 2022/4/1 10 2032/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入→資金管理
2021年度 大学の運営（財務・会計） 資金管理・運用に関するもの 手持現金金種表（2021年度） 財務企画課資金管理係 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入→資金管理
2021年度 大学の運営（財務・会計） 資金管理・運用に関するもの 資金運用関係（2021年度） 財務企画課資金管理係 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 事務室 財務企画課長 廃棄 収入→資金管理
2021年度 大学の運営（財務・会計） 資金管理・運用に関するもの 預金口座開設関係（2021年度） 財務企画課資金管理係 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入→資金管理
2021年度 大学の運営（財務・会計） 資金管理・運用に関するもの 預金残高確認表（2021年度） 財務企画課資金管理係 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入→資金管理
2021年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 月末現金残高表（2021年度） 財務企画課資金管理係 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入→資金管理
2021年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 領収書原符（学納金）（2021年度） 財務企画課資金管理係 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入→資金管理
2021年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 領収書原符（奨学寄附金）（2021年度） 財務企画課資金管理係 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入→資金管理
2021年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 領収書原符（窓口）（2021年度） 財務企画課資金管理係 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入→資金管理
2021年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 領収書原符（2021年度） 財務企画課資金管理係 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入→資金管理
2021年度 計画・企画（財務・会計） 積立金に関するもの 剰余金の承認申請関係 財務企画課決算分析係 2022/4/1 7 2029/3/31 電子 事務室 財務企画課長 廃棄
2020年度 計画・企画（財務・会計） 積立金に関するもの 剰余金の承認申請関係 財務企画課決算分析係 2021/4/1 7 2028/3/31 紙及び電子 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄
2019年度 計画・企画（財務・会計） 積立金に関するもの 剰余金の承認申請関係 財務企画課決算分析係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙及び電子 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄
2018年度 計画・企画（財務・会計） 積立金に関するもの 剰余金の承認申請関係 財務企画課決算分析係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙及び電子 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄
2017年度 計画・企画（財務・会計） 積立金に関するもの 剰余金の承認申請関係 財務企画課決算分析係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙及び電子 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄
2016年度 計画・企画（財務・会計） 積立金に関するもの 剰余金の承認申請関係 財務企画課決算分析係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙及び電子 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄
2015年度 計画・企画（財務・会計） 積立金に関するもの 剰余金の承認申請関係 財務企画課決算分析係 2016/4/1 7 2023/3/31 紙及び電子 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 財務諸表 財務諸表等 財務企画課決算分析係 2022/4/1 無期限 紙及び電子 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄
2020年度 大学の運営（財務・会計） 財務諸表 財務諸表等 財務企画課決算分析係 2021/4/1 無期限 紙及び電子 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄
2019年度 大学の運営（財務・会計） 財務諸表 財務諸表等 財務企画課決算分析係 2020/4/1 無期限 紙及び電子 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄
2018年度 大学の運営（財務・会計） 財務諸表 財務諸表等 財務企画課決算分析係 2019/4/1 無期限 紙及び電子 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄
2017年度 大学の運営（財務・会計） 財務諸表 財務諸表等 財務企画課決算分析係 2018/4/1 無期限 紙及び電子 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄
2016年度 大学の運営（財務・会計） 財務諸表 財務諸表等 財務企画課決算分析係 2017/4/1 無期限 紙及び電子 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄
2015年度 大学の運営（財務・会計） 財務諸表 財務諸表等 財務企画課決算分析係 2016/4/1 無期限 紙及び電子 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄
2014年度 大学の運営（財務・会計） 財務諸表 財務諸表等 財務企画課決算分析係 2015/4/1 無期限 紙及び電子 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄
2013年度 大学の運営（財務・会計） 財務諸表 財務諸表等 財務企画課決算分析係 2014/4/1 無期限 紙及び電子 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄
2012年度 大学の運営（財務・会計） 財務諸表 財務諸表等 財務企画課決算分析係 2013/4/1 無期限 紙及び電子 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄
2011年度 大学の運営（財務・会計） 財務諸表 財務諸表等 財務企画課決算分析係 2012/4/1 無期限 紙及び電子 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄
2010年度 大学の運営（財務・会計） 財務諸表 財務諸表等 財務企画課決算分析係 2011/4/1 無期限 紙及び電子 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄
2009年度 大学の運営（財務・会計） 財務諸表 財務諸表等 財務企画課決算分析係 2010/4/1 無期限 紙及び電子 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄
2008年度 大学の運営（財務・会計） 財務諸表 財務諸表等 財務企画課決算分析係 2009/4/1 無期限 紙及び電子 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄
2007年度 大学の運営（財務・会計） 財務諸表 財務諸表等 財務企画課決算分析係 2008/4/1 無期限 紙及び電子 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄
2006年度 大学の運営（財務・会計） 財務諸表 財務諸表等 財務企画課決算分析係 2007/4/1 無期限 紙及び電子 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄
2005年度 大学の運営（財務・会計） 財務諸表 財務諸表等 財務企画課決算分析係 2006/4/1 無期限 紙及び電子 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄
2004年度 大学の運営（財務・会計） 財務諸表 財務諸表等 財務企画課決算分析係 2005/4/1 無期限 紙及び電子 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 総勘定元帳 総勘定元帳 財務企画課決算分析係 2022/4/1 無期限 電子 事務室 財務企画課長 廃棄
2020年度 大学の運営（財務・会計） 総勘定元帳 総勘定元帳 財務企画課決算分析係 2021/4/1 無期限 電子 事務室 財務企画課長 廃棄
2019年度 大学の運営（財務・会計） 総勘定元帳 総勘定元帳 財務企画課決算分析係 2020/4/1 無期限 電子 事務室 財務企画課長 廃棄
2018年度 大学の運営（財務・会計） 総勘定元帳 総勘定元帳 財務企画課決算分析係 2019/4/1 無期限 電子 事務室 財務企画課長 廃棄
2017年度 大学の運営（財務・会計） 総勘定元帳 総勘定元帳 財務企画課決算分析係 2018/4/1 無期限 電子 事務室 財務企画課長 廃棄
2016年度 大学の運営（財務・会計） 総勘定元帳 総勘定元帳 財務企画課決算分析係 2017/4/1 無期限 電子 事務室 財務企画課長 廃棄
2015年度 大学の運営（財務・会計） 総勘定元帳 総勘定元帳 財務企画課決算分析係 2016/4/1 無期限 電子 事務室 財務企画課長 廃棄
2014年度 大学の運営（財務・会計） 総勘定元帳 総勘定元帳 財務企画課決算分析係 2015/4/1 無期限 電子 事務室 財務企画課長 廃棄
2013年度 大学の運営（財務・会計） 総勘定元帳 総勘定元帳 財務企画課決算分析係 2014/4/1 無期限 電子 事務室 財務企画課長 廃棄
2012年度 大学の運営（財務・会計） 総勘定元帳 総勘定元帳 財務企画課決算分析係 2013/4/1 無期限 電子 事務室 財務企画課長 廃棄
2011年度 大学の運営（財務・会計） 総勘定元帳 総勘定元帳 財務企画課決算分析係 2012/4/1 無期限 電子 事務室 財務企画課長 廃棄
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2010年度 大学の運営（財務・会計） 総勘定元帳 総勘定元帳 財務企画課決算分析係 2011/4/1 無期限 電子 事務室 財務企画課長 廃棄
2009年度 大学の運営（財務・会計） 総勘定元帳 総勘定元帳 財務企画課決算分析係 2010/4/1 無期限 電子 事務室 財務企画課長 廃棄
2008年度 大学の運営（財務・会計） 総勘定元帳 総勘定元帳 財務企画課決算分析係 2009/4/1 無期限 電子 事務室 財務企画課長 廃棄
2007年度 大学の運営（財務・会計） 総勘定元帳 総勘定元帳 財務企画課決算分析係 2008/4/1 無期限 電子 事務室 財務企画課長 廃棄
2006年度 大学の運営（財務・会計） 総勘定元帳 総勘定元帳 財務企画課決算分析係 2007/4/1 無期限 電子 事務室 財務企画課長 廃棄
2005年度 大学の運営（財務・会計） 総勘定元帳 総勘定元帳 財務企画課決算分析係 2006/4/1 無期限 電子 事務室 財務企画課長 廃棄
2004年度 大学の運営（財務・会計） 総勘定元帳 総勘定元帳 財務企画課決算分析係 2005/4/1 無期限 電子 事務室 財務企画課長 廃棄
2021年度 文書関係業務 各種統計調査に関するもの 残高確認 財務企画課決算分析係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄
2020年度 文書関係業務 各種統計調査に関するもの 残高確認 財務企画課決算分析係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄
2019年度 文書関係業務 各種統計調査に関するもの 残高確認 財務企画課決算分析係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄
2018年度 文書関係業務 各種統計調査に関するもの 残高確認 財務企画課決算分析係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄
2017年度 文書関係業務 各種統計調査に関するもの 残高確認 財務企画課決算分析係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄
2021年度 文書関係業務 各種統計調査に関するもの 調査・報告・回答書類 財務企画課決算分析係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙及び電子 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄
2020年度 文書関係業務 各種統計調査に関するもの 調査・報告・回答書類 財務企画課決算分析係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙及び電子 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄
2019年度 文書関係業務 各種統計調査に関するもの 調査・報告・回答書類 財務企画課決算分析係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙及び電子 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄
2018年度 文書関係業務 各種統計調査に関するもの 調査・報告・回答書類 財務企画課決算分析係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙及び電子 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄
2017年度 文書関係業務 各種統計調査に関するもの 調査・報告・回答書類 財務企画課決算分析係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙及び電子 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 会計監査人の監査に関するもの 会計監査人監査 財務企画課決算分析係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙及び電子 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄
2020年度 大学の運営（財務・会計） 会計監査人の監査に関するもの 会計監査人監査 財務企画課決算分析係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙及び電子 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄
2019年度 大学の運営（財務・会計） 会計監査人の監査に関するもの 会計監査人監査 財務企画課決算分析係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙及び電子 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄
2018年度 大学の運営（財務・会計） 会計監査人の監査に関するもの 会計監査人監査 財務企画課決算分析係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙及び電子 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄
2017年度 大学の運営（財務・会計） 会計監査人の監査に関するもの 会計監査人監査 財務企画課決算分析係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙及び電子 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 計算証明に関するもの 合計残高試算表 財務企画課決算分析係 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 事務室 財務企画課長 廃棄
2020年度 大学の運営（財務・会計） 計算証明に関するもの 合計残高試算表 財務企画課決算分析係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙及び電子 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄
2019年度 大学の運営（財務・会計） 計算証明に関するもの 合計残高試算表 財務企画課決算分析係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙及び電子 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄
2018年度 大学の運営（財務・会計） 計算証明に関するもの 合計残高試算表 財務企画課決算分析係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙及び電子 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄
2017年度 大学の運営（財務・会計） 計算証明に関するもの 合計残高試算表 財務企画課決算分析係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙及び電子 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 決算書類（財務諸表を除く。） 財務諸表等 財務企画課決算分析係 2022/4/1 10 2032/3/31 紙及び電子 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 決算報告書、監事報告書等
2020年度 大学の運営（財務・会計） 決算書類（財務諸表を除く。） 財務諸表等 財務企画課決算分析係 2021/4/1 10 2031/3/31 紙及び電子 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 決算報告書、監事報告書等
2019年度 大学の運営（財務・会計） 決算書類（財務諸表を除く。） 財務諸表等 財務企画課決算分析係 2020/4/1 10 2030/3/31 紙及び電子 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 決算報告書、監事報告書等
2018年度 大学の運営（財務・会計） 決算書類（財務諸表を除く。） 財務諸表等 財務企画課決算分析係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙及び電子 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 決算報告書、監事報告書等
2017年度 大学の運営（財務・会計） 決算書類（財務諸表を除く。） 財務諸表等 財務企画課決算分析係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙及び電子 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 決算報告書、監事報告書等
2016年度 大学の運営（財務・会計） 決算書類（財務諸表を除く。） 財務諸表等 財務企画課決算分析係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙及び電子 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 決算報告書、監事報告書等
2015年度 大学の運営（財務・会計） 決算書類（財務諸表を除く。） 財務諸表等 財務企画課決算分析係 2016/4/1 10 2026/3/31 紙及び電子 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 決算報告書、監事報告書等
2014年度 大学の運営（財務・会計） 決算書類（財務諸表を除く。） 財務諸表等 財務企画課決算分析係 2015/4/1 10 2025/3/31 紙及び電子 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 決算報告書、監事報告書等
2013年度 大学の運営（財務・会計） 決算書類（財務諸表を除く。） 財務諸表等 財務企画課決算分析係 2014/4/1 10 2024/3/31 紙及び電子 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 決算報告書、監事報告書等
2012年度 大学の運営（財務・会計） 決算書類（財務諸表を除く。） 財務諸表等 財務企画課決算分析係 2013/4/1 10 2023/3/31 紙及び電子 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 決算報告書、監事報告書等
2021年度 大学の運営（財務・会計） 租税に関するもの 消費税及び地方消費税の確定申告書 財務企画課決算分析係 2022/4/1 7 2029/3/31 電子 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄
2020年度 大学の運営（財務・会計） 租税に関するもの 消費税及び地方消費税の確定申告書 財務企画課決算分析係 2021/4/1 7 2028/3/31 電子 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄
2019年度 大学の運営（財務・会計） 租税に関するもの 消費税及び地方消費税の確定申告書 財務企画課決算分析係 2020/4/1 7 2027/3/31 電子 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄
2018年度 大学の運営（財務・会計） 租税に関するもの 消費税及び地方消費税の確定申告書 財務企画課決算分析係 2019/4/1 7 2026/3/31 電子 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄
2017年度 大学の運営（財務・会計） 租税に関するもの 消費税及び地方消費税の確定申告書 財務企画課決算分析係 2018/4/1 7 2025/3/31 電子 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄
2016年度 大学の運営（財務・会計） 租税に関するもの 消費税及び地方消費税の確定申告書 財務企画課決算分析係 2017/4/1 7 2024/3/31 電子 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄
2015年度 大学の運営（財務・会計） 租税に関するもの 消費税及び地方消費税の確定申告書 財務企画課決算分析係 2016/4/1 7 2023/3/31 電子 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 振替伝票 財務企画課決算分析係 2022/4/1 7 2029/3/31 紙及び電子 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄
2020年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 振替伝票 財務企画課決算分析係 2021/4/1 7 2028/3/31 紙及び電子 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄
2019年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 振替伝票 財務企画課決算分析係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙及び電子 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄
2018年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 振替伝票 財務企画課決算分析係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙及び電子 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄
2017年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 振替伝票 財務企画課決算分析係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙及び電子 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄
2016年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 振替伝票 財務企画課決算分析係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙及び電子 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄
2015年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 振替伝票 財務企画課決算分析係 2016/4/1 7 2023/3/31 紙及び電子 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄
2014年度 大学の運営（財務・会計） 会計帳簿（総勘定元帳を除く。） 預金出納帳（平成26年度） 財務管理課支出管理掛 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 支出
2013年度 大学の運営（財務・会計） 会計帳簿（総勘定元帳を除く。） 預金出納帳（平成25年度） 財務管理課支出管理掛 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 支出
2012年度 大学の運営（財務・会計） 会計帳簿（総勘定元帳を除く。） 預金出納帳（平成24年度） 財務管理課支出管理掛 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 支出
2021年度 大学の運営（財務・会計） 会計帳簿（総勘定元帳を除く。） 預金出納帳（2021年度） 財務企画課資金管理係 2022/4/1 10 2032/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 支出→資金管理
2021年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 支払に関する伝票及び証憑（2021年度） 財務企画課資金管理係 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 支出→資金管理
2017年度 大学の運営（財務・会計） 科学研究費補助金の経理に関するもの（収支簿を含む。） 補助金受払表(平成29年度） 財務企画課支出管理係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 財務企画課長 廃棄 支出
2021年度 大学の運営（財務・会計） 科学研究費補助金の経理に関するもの（収支簿を含む。） 補助金受払表(2021年度） 財務企画課資金管理係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 財務管理課長 廃棄 支出→資金管理
2017年度 大学の運営（財務・会計） 会計帳簿（総勘定元帳を除く。） 預金出納帳（平成29年度） 財務企画課支出管理係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 支出
2016年度 大学の運営（財務・会計） 会計帳簿（総勘定元帳を除く。） 預金出納帳（平成28年度） 財務企画課支出管理係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 支出
2015年度 大学の運営（財務・会計） 会計帳簿（総勘定元帳を除く。） 預金出納帳（平成27年度） 財務企画課支出管理係 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 支出
2017年度 大学の運営（財務・会計） 銀行振込依頼書（諸謝金、旅費等） 支払債主登録依頼書（平成29年度） 財務企画課支出管理係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 支出
2021年度 大学の運営（財務・会計） 銀行振込依頼書（諸謝金、旅費等） 支払債主登録依頼書（2021年度） 財務企画課資金管理係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉庫 財務管理課長 廃棄 支出→資金管理
2017年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 支払に関する伝票及び証憑（平成29年度） 財務企画課支出管理係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 支出
2016年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 支払に関する伝票及び証憑（平成28年度） 財務企画課支出管理係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 支出
2015年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 支払に関する伝票及び証憑（平成27年度） 財務企画課支出管理係 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 支出
2020年度 大学の運営（財務・会計） 科学研究費補助金の経理に関するもの（収支簿を含む。） 科学研究費補助金の経理に関するもの（収支簿を含む。） 財務企画課資金管理係 2021/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 財務企画課長 廃棄 支出
2019年度 大学の運営（財務・会計） 科学研究費補助金の経理に関するもの（収支簿を含む。） 科学研究費補助金の経理に関するもの（収支簿を含む。） 財務企画課資金管理係 2020/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 財務企画課長 廃棄 支出
2018年度 大学の運営（財務・会計） 科学研究費補助金の経理に関するもの（収支簿を含む。） 補助金受払表(平成30年度） 財務企画課資金管理係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 財務企画課長 廃棄 支出
2020年度 大学の運営（財務・会計） 会計担当職員の異動に関するもの 金銭出納担当者所属補助者指定簿（2020年度） 財務企画課資金管理係 2021/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
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⑧保存場所 ⑨管理者

⑩保存
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⑪備考⑥保存期間満了日①作成・取得年度等

②　分　　類
③作成者・取得者 ④起算日 ⑤保存期間

2019年度 大学の運営（財務・会計） 会計担当職員の異動に関するもの 金銭出納担当者所属補助者指定簿（2019年度） 財務企画課資金管理係 2020/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2018年度 大学の運営（財務・会計） 会計担当職員の異動に関するもの 金銭出納担当者所属補助者指定簿（平成30年度） 財務企画課資金管理係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2020年度 大学の運営（財務・会計） 会計帳簿（総勘定元帳を除く。） 現金出納帳（2020年度） 財務企画課資金管理係 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2019年度 大学の運営（財務・会計） 会計帳簿（総勘定元帳を除く。） 現金出納帳（2019年度） 財務企画課資金管理係 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2018年度 大学の運営（財務・会計） 会計帳簿（総勘定元帳を除く。） 現金出納帳（平成30年度） 財務企画課資金管理係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2020年度 大学の運営（財務・会計） 会計帳簿（総勘定元帳を除く。） 預金出納帳（2020年度） 財務企画課資金管理係 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 支出
2020年度 大学の運営（財務・会計） 会計帳簿（総勘定元帳を除く。） 預金出納帳（2020年度） 財務企画課資金管理係 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2019年度 大学の運営（財務・会計） 会計帳簿（総勘定元帳を除く。） 預金出納帳（2019年度） 財務企画課資金管理係 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 支出
2019年度 大学の運営（財務・会計） 会計帳簿（総勘定元帳を除く。） 預金出納帳（2019年度） 財務企画課資金管理係 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2018年度 大学の運営（財務・会計） 会計帳簿（総勘定元帳を除く。） 預金出納帳（平成30年度） 財務企画課資金管理係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 支出
2018年度 大学の運営（財務・会計） 会計帳簿（総勘定元帳を除く。） 預金出納帳（平成30年度） 財務企画課資金管理係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2019年度 大学の運営（財務・会計） 寄附金の振込依頼に関するもの 寄附金振込依頼書関係（2019年度） 財務企画課資金管理係 2020/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2018年度 大学の運営（財務・会計） 寄附金の振込依頼に関するもの 寄附金振込依頼書関係（平成30年度） 財務企画課資金管理係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2019年度 大学の運営（財務・会計） 銀行振込依頼書（諸謝金、旅費等） 支払債主登録依頼書（2019年度） 財務企画課資金管理係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 支出
2018年度 大学の運営（財務・会計） 銀行振込依頼書（諸謝金、旅費等） 支払債主登録依頼書（平成30年度） 財務企画課資金管理係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 支出
2019年度 大学の運営（財務・会計） 研究資金等の立替に関するもの 研究資金等立替申請書（2019年度） 財務企画課資金管理係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 財務企画課長 廃棄 収入
2018年度 大学の運営（財務・会計） 研究資金等の立替に関するもの 研究資金等立替申請書（平成30年度） 財務企画課資金管理係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 財務企画課長 廃棄 収入
2019年度 大学の運営（財務・会計） 債権の管理・履行に関するもの 手持現金金種表（2019年度） 財務企画課資金管理係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2018年度 大学の運営（財務・会計） 債権の管理・履行に関するもの 手持現金金種表（平成30年度） 財務企画課資金管理係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2019年度 大学の運営（財務・会計） 債権の管理・履行に関するもの 債権管理関係（2019年度） 財務企画課資金管理係 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 事務室 財務企画課長 廃棄 収入
2018年度 大学の運営（財務・会計） 債権の管理・履行に関するもの 債権管理関係（平成30年度） 財務企画課資金管理係 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 事務室 財務企画課長 廃棄 収入
2019年度 大学の運営（財務・会計） 債権の管理・履行に関するもの 授業料督促関係（2019年度） 財務企画課資金管理係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2018年度 大学の運営（財務・会計） 債権の管理・履行に関するもの 授業料督促関係（平成30年度） 財務企画課資金管理係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2019年度 大学の運営（財務・会計） 債権の管理・履行に関するもの 請求書発行関係（2019年度） 財務企画課資金管理係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2018年度 大学の運営（財務・会計） 債権の管理・履行に関するもの 請求書発行関係（平成30年度） 財務企画課資金管理係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2019年度 大学の運営（財務・会計） 債権の管理・履行に関するもの 預金口座振替依頼書（2019年度） 財務企画課資金管理係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2018年度 大学の運営（財務・会計） 債権の管理・履行に関するもの 預金口座振替依頼書（平成30年度） 財務企画課資金管理係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2019年度 大学の運営（財務・会計） 資金管理・運用に関するもの 手持現金金種表（2019年度） 財務企画課資金管理係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2018年度 大学の運営（財務・会計） 資金管理・運用に関するもの 手持現金金種表（平成30年度） 財務企画課資金管理係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2019年度 大学の運営（財務・会計） 資金管理・運用に関するもの 資金運用関係（2019年度） 財務企画課資金管理係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室 財務企画課長 廃棄 収入
2018年度 大学の運営（財務・会計） 資金管理・運用に関するもの 資金運用関係（平成30年度） 財務企画課資金管理係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室 財務企画課長 廃棄 収入
2019年度 大学の運営（財務・会計） 資金管理・運用に関するもの 預金口座開設関係（2019年度） 財務企画課資金管理係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2018年度 大学の運営（財務・会計） 資金管理・運用に関するもの 預金口座開設関係（平成30年度） 財務企画課資金管理係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2019年度 大学の運営（財務・会計） 資金管理・運用に関するもの 預金残高確認表（2019年度） 財務企画課資金管理係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2018年度 大学の運営（財務・会計） 資金管理・運用に関するもの 預金残高確認表（平成30年度） 財務企画課資金管理係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2019年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 寄附金関係（入金消込関係）（2019年度） 財務企画課資金管理係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2018年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 寄附金関係（入金消込関係）（平成30年度） 財務企画課資金管理係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2019年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 光熱水料関係（2019年度） 財務企画課資金管理係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2018年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 光熱水料関係（平成30年度） 財務企画課資金管理係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2019年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 財産貸付料（市川関係）（2019年度） 財務企画課資金管理係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2018年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 財産貸付料（市川関係）（平成30年度） 財務企画課資金管理係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2019年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 財産貸付料（国際交流会館等）（2019年度） 財務企画課資金管理係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2018年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 財産貸付料（国際交流会館等）（平成30年度） 財務企画課資金管理係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2019年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 財産貸付料（土地建物）（2019年度） 財務企画課資金管理係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2019年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 財産貸付料（土地建物）（2019年度） 財務企画課資金管理係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2018年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 財産貸付料（土地建物）（平成30年度） 財務企画課資金管理係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2018年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 財産貸付料（土地建物）（平成30年度） 財務企画課資金管理係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2019年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 財務関係振替伝票（2019年度） 財務企画課資金管理係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2018年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 財務関係振替伝票（平成30年度） 財務企画課資金管理係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2019年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 授業料関係（2019年度） 財務企画課資金管理係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2018年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 授業料関係（平成30年度） 財務企画課資金管理係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2019年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 受託研究関係（2019年度） 財務企画課資金管理係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2018年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 受託研究関係（平成30年度） 財務企画課資金管理係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2019年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 入金伝票関係（2019年度） 財務企画課資金管理係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2018年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 入金伝票関係（平成30年度） 財務企画課資金管理係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2019年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 病院収入関係（2019年度） 財務企画課資金管理係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2018年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 病院収入関係（平成30年度） 財務企画課資金管理係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2019年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 月末現金残高表（2019年度） 財務企画課資金管理係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2018年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 月末現金残高表（平成30年度） 財務企画課資金管理係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2019年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 支払に関する伝票及び証憑（2019年度） 財務企画課資金管理係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 支出
2018年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 支払に関する伝票及び証憑（平成30年度） 財務企画課資金管理係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 支出
2019年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 小口現金出納帳（2019年度） 財務企画課資金管理係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2018年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 小口現金出納帳（平成30年度） 財務企画課資金管理係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2019年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 小口現金補充申請書（2019年度） 財務企画課資金管理係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2018年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 小口現金補充申請書（平成30年度） 財務企画課資金管理係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2019年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 領収書原符（学納金）（2019年度） 財務企画課資金管理係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2018年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 領収書原符（学納金）（平成30年度） 財務企画課資金管理係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2019年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 領収書原符（奨学寄附金）（2019年度） 財務企画課資金管理係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2018年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 領収書原符（奨学寄附金）（平成30年度） 財務企画課資金管理係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2019年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 領収書原符（窓口）（2019年度） 財務企画課資金管理係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
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③作成者・取得者 ④起算日 ⑤保存期間

2018年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 領収書原符（窓口）（平成30年度） 財務企画課資金管理係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2019年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 領収書原符（2019年度） 財務企画課資金管理係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2018年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 領収書原符（平成30年度） 財務企画課資金管理係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2015年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 寄附金関係（入金消込関係）（平成27年度） 財務管理課収入管理掛 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2021年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 寄附金関係（入金消込関係）（2021年度） 財務企画課資金管理係 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入→資金管理
2015年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 光熱水料関係（平成27年度） 財務管理課収入管理掛 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2021年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 光熱水料関係（2021年度） 財務企画課資金管理係 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入→資金管理
2015年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 財産貸付料（市川関係）（平成27年度） 財務管理課収入管理掛 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2021年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 財産貸付料（市川関係）（2021年度） 財務企画課資金管理係 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入→資金管理
2015年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 財産貸付料（国際交流会館等）（平成27年度） 財務管理課収入管理掛 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2021年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 財産貸付料（国際交流会館等）（2021年度） 財務企画課資金管理係 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入→資金管理
2015年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 財産貸付料（土地建物）（平成27年度） 財務管理課収入管理掛 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2015年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 財産貸付料（土地建物）（平成27年度） 財務管理課収入管理掛 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2021年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 財産貸付料（土地建物）（2021年度） 財務企画課資金管理係 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入→資金管理
2021年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 財産貸付料（土地建物）（2021年度） 財務企画課資金管理係 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入→資金管理
2015年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 財務関係振替伝票（平成27年度） 財務管理課収入管理掛 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2021年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 財務関係振替伝票（2021年度） 財務企画課資金管理係 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入→資金管理
2015年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 授業料関係（平成27年度） 財務管理課収入管理掛 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2021年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 授業料関係（2021年度） 財務企画課資金管理係 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入→資金管理
2015年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 受託研究関係（平成27年度） 財務管理課収入管理掛 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2021年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 受託研究関係（2021年度） 財務企画課資金管理係 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入→資金管理
2015年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 入金伝票関係（平成27年度） 財務管理課収入管理掛 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2021年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 入金伝票関係（2021年度） 財務企画課資金管理係 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入→資金管理
2015年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 病院収入関係（平成27年度） 財務管理課収入管理掛 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2021年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 病院収入関係（2021年度） 財務企画課資金管理係 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入→資金管理
2015年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 小口現金出納帳（平成27年度） 財務管理課収入管理掛 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2021年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 小口現金出納帳（2021年度） 財務企画課資金管理係 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入→資金管理
2015年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 小口現金補充申請書（平成27年度） 財務管理課収入管理掛 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2021年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 小口現金補充申請書（2021年度） 財務企画課資金管理係 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入→資金管理
2021年度 大学の運営（財務・会計） 物品検査に関するもの 2021年度検査担当職員指定書 財務企画課物品検収センター 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 財務企画課長 廃棄 検収センター
2020年度 大学の運営（財務・会計） 物品検査に関するもの 2020年度検査担当職員指定書 財務企画課物品検収センター 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 財務企画課長 廃棄 検収センター
2019年度 大学の運営（財務・会計） 物品検査に関するもの 2019年度検査担当職員指定書 財務企画課物品検収センター 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 財務企画課長 廃棄 検収センター
2018年度 大学の運営（財務・会計） 物品検査に関するもの 平成30年度検査担当職員指定書 財務企画課物品検収センター 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 財務企画課長 廃棄 検収センター
2018年度 管理運営（計画・企画） 外部監査に関するもの 会計実地検査 財務企画課資産活用係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 財務企画課長 廃棄
2016年度 管理運営（計画・企画） 中期目標・中期計画に関するもの 【第三期】重要な財産を譲渡する計画について 財務企画課資産活用係 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室 財務企画課長 廃棄
2016年度 大学の運営（財務・会計） 固定資産の登記に関するもの 白山地区売却関連 財務企画課資産活用係 2017/4/1 無期限 紙 倉庫 財務企画課長 廃棄
2016年度 大学の運営（財務・会計） 固定資産の登記に関するもの 若宮地区売却関連 財務企画課資産活用係 2017/4/1 無期限 紙 倉庫 財務企画課長 廃棄
2021年度 大学の運営（管理運営） 損害保険に関するもの 2021年度国大協保険（財産保険）更新用資料 財務企画課資産活用係 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 事務室 財務企画課長 廃棄
2020年度 大学の運営（管理運営） 損害保険に関するもの 2020年度国大協保険（財産保険）更新用資料 財務企画課資産活用係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 財務企画課長 廃棄
2019年度 大学の運営（管理運営） 損害保険に関するもの 2019年度国大協保険（財産保険）更新用資料 財務企画課資産活用係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 財務企画課長 廃棄
2018年度 大学の運営（管理運営） 損害保険に関するもの 2018年度国大協保険（財産保険）更新用資料 財務企画課資産活用係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 財務企画課長 廃棄
2017年度 大学の運営（管理運営） 損害保険に関するもの 2017年度国大協保険（財産保険）更新用資料 財務企画課資産活用係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 財務企画課長 廃棄
2017年度 大学の運営（財務・会計） 決算書類（財務諸表を除く。） 2017年度決算関係（減価償却費） 財務企画課資産活用係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 財務企画課長 廃棄
2017年度 大学の運営（財務・会計） 決算書類（財務諸表を除く。） 2017年度国立大学法人法第十四条に係る償却資産の指定に関する届出 財務企画課資産活用係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 財務企画課長 廃棄
2018年度 大学の運営（財務・会計） 決算書類（財務諸表を除く。） 2018年度決算関係（減価償却費） 財務企画課資産活用係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 財務企画課長 廃棄
2018年度 大学の運営（財務・会計） 決算書類（財務諸表を除く。） 2018年度国立大学法人法第十四条に係る償却資産の指定に関する届出 財務企画課資産活用係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 財務企画課長 廃棄
2019年度 大学の運営（財務・会計） 決算書類（財務諸表を除く。） 2019年度決算関係（減価償却費） 財務企画課資産活用係 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 財務企画課長 廃棄
2019年度 大学の運営（財務・会計） 決算書類（財務諸表を除く。） 2019年度国立大学法人法第十四条に係る償却資産の指定に関する届出 財務企画課資産活用係 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 財務企画課長 廃棄
2020年度 大学の運営（財務・会計） 決算書類（財務諸表を除く。） 2020年度決算関係（減価償却費） 財務企画課資産活用係 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 事務室 財務企画課長 廃棄
2020年度 大学の運営（財務・会計） 決算書類（財務諸表を除く。） 2020年度国立大学法人法第十四条に係る償却資産の指定に関する届出 財務企画課資産活用係 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 事務室 財務企画課長 廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 決算書類（財務諸表を除く。） 2021年度決算関係（減価償却費） 財務企画課資産活用係 2022/4/1 10 2032/3/31 電子 事務室 財務企画課長 廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 決算書類（財務諸表を除く。） 2021年度国立大学法人法第十四条に係る償却資産の指定に関する届出 財務企画課資産活用係 2022/4/1 10 2032/3/31 電子 事務室 財務企画課長 廃棄
2019年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 用途廃止関連書類・寄附受入関連書類 財務企画課資産活用係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室 財務企画課長 廃棄
2020年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 用途廃止関連書類・寄附受入関連書類 財務企画課資産活用係 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室 財務企画課長 廃棄
2020年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 振替伝票➀ 財務企画課資産活用係 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室 財務企画課長 廃棄
2020年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 振替伝票➁ 財務企画課資産活用係 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室 財務企画課長 廃棄
2019年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 振替伝票 財務企画課資産活用係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室 財務企画課長 廃棄
2018年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 振替伝票 財務企画課資産活用係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室 財務企画課長 廃棄
2017年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 振替伝票 財務企画課資産活用係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室 財務企画課長 廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 資産の運用に関するもの 2021年度資産貸付（業務委託） 財務企画課資産活用係 2022/4/1 期間終了後5年 紙 事務室 財務企画課長 廃棄
2020年度 大学の運営（財務・会計） 資産の運用に関するもの 2020年度資産貸付（業務委託） 財務企画課資産活用係 2021/4/1 期間終了後5年 紙 事務室 財務企画課長 廃棄
2019年度 大学の運営（財務・会計） 資産の運用に関するもの 2019年度資産貸付（業務委託） 財務企画課資産活用係 2020/4/1 期間終了後5年 紙 事務室 財務企画課長 廃棄
2018年度 大学の運営（財務・会計） 資産の運用に関するもの 2018年度資産貸付（業務委託） 財務企画課資産活用係 2019/4/1 期間終了後5年 紙 事務室 財務企画課長 廃棄
2017年度 大学の運営（財務・会計） 資産の運用に関するもの 2017年度資産貸付（業務委託） 財務企画課資産活用係 2018/4/1 期間終了後5年 紙 事務室 財務企画課長 廃棄
2018年度 大学の運営（財務・会計） 資産の運用に関するもの 湯島地区本郷通り埋設配管占用許可関係 財務企画課資産活用係 2019/4/1 期間終了後5年 紙 事務室 財務企画課長 廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 資産に関するもので特に軽易なもの（報告に関するもの等） 2021年度講堂等関係 財務企画課資産活用係 2022/4/1 1 2023/3/31 紙 事務室 財務企画課長 廃棄
2018年度 大学の運営（財務・会計） 資産の運用に関するもの 法人法第三十四条の二に基づく貸付●駿河台地区（12号館）① 財務企画課資産活用係 2019/4/1 期間終了後5年 紙 事務室 財務企画課長 廃棄
2019年度 大学の運営（財務・会計） 資産の運用に関するもの 法人法第三十四条の二に基づく貸付●駿河台地区（12号館）② 財務企画課資産活用係 2020/4/1 期間終了後5年 紙 事務室 財務企画課長 廃棄
2018年度 大学の運営（財務・会計） 資産の運用に関するもの 法人法第三十四条の二に基づく貸付●駿河台地区駐車場　別冊 財務企画課資産活用係 2019/4/1 期間終了後5年 紙 事務室 財務企画課長 廃棄
2017年度 大学の運営（財務・会計） 資産の運用に関するもの 法人法第三十四条の二に基づく貸付●駿河台地区駐車場① 財務企画課資産活用係 2018/4/1 期間終了後5年 紙 事務室 財務企画課長 廃棄
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2017年度 大学の運営（財務・会計） 資産の運用に関するもの 法人法第三十四条の二に基づく貸付●駿河台地区駐車場② 財務企画課資産活用係 2018/4/1 期間終了後5年 紙 事務室 財務企画課長 廃棄
2018年度 大学の運営（財務・会計） 資産の運用に関するもの 法人法第三十四条の二に基づく貸付●駿河台地区駐車場③ 財務企画課資産活用係 2019/4/1 期間終了後5年 紙 事務室 財務企画課長 廃棄
2018年度 大学の運営（財務・会計） 資産の運用に関するもの 法人法第三十四条の二に基づく貸付●塔の山宿舎① 財務企画課資産活用係 2019/4/1 期間終了後5年 紙 事務室 財務企画課長 廃棄
2019年度 大学の運営（財務・会計） 資産の運用に関するもの 法人法第三十四条の二に基づく貸付●塔の山宿舎② 財務企画課資産活用係 2020/4/1 期間終了後5年 紙 事務室 財務企画課長 廃棄
2017年度 大学の運営（財務・会計） 資産の運用に関するもの 2017年度減損会計 財務企画課資産活用係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 財務企画課長 廃棄
2017年度 大学の運営（財務・会計） 資産の運用に関するもの 2017年度固定資産税関係 財務企画課資産活用係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 財務企画課長 廃棄
2017年度 大学の運営（財務・会計） 資産の運用に関するもの 2017年度資産貸付（オープンラボ） 財務企画課資産活用係 2018/4/1 期間終了後5年 紙 事務室 財務企画課長 廃棄
2017年度 大学の運営（財務・会計） 資産の運用に関するもの 2017年度資産貸付（一時的な使用） 財務企画課資産活用係 2018/4/1 期間終了後5年 紙 事務室 財務企画課長 廃棄
2017年度 大学の運営（財務・会計） 資産の運用に関するもの 2017年度資産貸付（資産賃貸借契約）① 財務企画課資産活用係 2018/4/1 期間終了後5年 紙 倉庫 財務企画課長 廃棄
2017年度 大学の運営（財務・会計） 資産の運用に関するもの 2017年度資産貸付（資産賃貸借契約）② 財務企画課資産活用係 2018/4/1 期間終了後5年 紙 倉庫 財務企画課長 廃棄
2018年度 大学の運営（財務・会計） 資産の運用に関するもの 2018年度減損会計 財務企画課資産活用係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 財務企画課長 廃棄
2018年度 大学の運営（財務・会計） 資産の運用に関するもの 2018年度固定資産税関係 財務企画課資産活用係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 財務企画課長 廃棄
2018年度 大学の運営（財務・会計） 資産の運用に関するもの 2018年度資産貸付（オープンラボ） 財務企画課資産活用係 2019/4/1 期間終了後5年 紙 事務室 財務企画課長 廃棄
2018年度 大学の運営（財務・会計） 資産の運用に関するもの 2018年度資産貸付（一時的な使用） 財務企画課資産活用係 2019/4/1 期間終了後5年 紙 事務室 財務企画課長 廃棄
2018年度 大学の運営（財務・会計） 資産の運用に関するもの 2018年度資産貸付（資産賃貸借契約）① 財務企画課資産活用係 2019/4/1 期間終了後5年 紙 事務室 財務企画課長 廃棄
2018年度 大学の運営（財務・会計） 資産の運用に関するもの 2018年度資産貸付（資産賃貸借契約）② 財務企画課資産活用係 2019/4/1 期間終了後5年 紙 事務室 財務企画課長 廃棄
2019年度 大学の運営（財務・会計） 資産の運用に関するもの 2019年度減損会計 財務企画課資産活用係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 財務企画課長 廃棄
2019年度 大学の運営（財務・会計） 資産の運用に関するもの 2019年度固定資産税関係 財務企画課資産活用係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 財務企画課長 廃棄
2019年度 大学の運営（財務・会計） 資産の運用に関するもの 2019年度資産貸付（オープンラボ） 財務企画課資産活用係 2020/4/1 期間終了後5年 紙 事務室 財務企画課長 廃棄
2019年度 大学の運営（財務・会計） 資産の運用に関するもの 2019年度資産貸付（使用許可） 財務企画課資産活用係 2020/4/1 期間終了後5年 紙 事務室 財務企画課長 廃棄
2019年度 大学の運営（財務・会計） 資産の運用に関するもの 2019年度資産貸付（定期建物賃貸借契約） 財務企画課資産活用係 2020/4/1 期間終了後5年 紙 事務室 財務企画課長 廃棄
2019年度 大学の運営（財務・会計） 資産の運用に関するもの 2019年度資産貸付（レンタルオフィス） 財務企画課資産活用係 2020/4/1 期間終了後5年 紙 事務室 財務企画課長 廃棄
2019年度 大学の運営（財務・会計） 資産の運用に関するもの 2019年度資産貸付（一時的な使用） 財務企画課資産活用係 2020/4/1 期間終了後5年 紙 事務室 財務企画課長 廃棄
2019年度 大学の運営（財務・会計） 資産の運用に関するもの 2019年度資産貸付（資産賃貸借契約）① 財務企画課資産活用係 2020/4/1 期間終了後5年 紙 事務室 財務企画課長 廃棄
2019年度 大学の運営（財務・会計） 資産の運用に関するもの 2019年度資産貸付（資産賃貸借契約）② 財務企画課資産活用係 2020/4/1 期間終了後5年 紙 事務室 財務企画課長 廃棄
2020年度 大学の運営（財務・会計） 資産の運用に関するもの 2020年度減損会計 財務企画課資産活用係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 財務企画課長 廃棄
2020年度 大学の運営（財務・会計） 資産の運用に関するもの 2020年度固定資産税関係 財務企画課資産活用係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 財務企画課長 廃棄
2020年度 大学の運営（財務・会計） 資産の運用に関するもの 2020年度資産貸付（オープンラボ） 財務企画課資産活用係 2021/4/1 期間終了後5年 紙 事務室 財務企画課長 廃棄
2020年度 大学の運営（財務・会計） 資産の運用に関するもの 2020年度資産貸付（使用許可） 財務企画課資産活用係 2021/4/1 期間終了後5年 紙 事務室 財務企画課長 廃棄
2020年度 大学の運営（財務・会計） 資産の運用に関するもの 2020年度資産貸付（定期建物賃貸借契約） 財務企画課資産活用係 2021/4/1 期間終了後5年 紙 事務室 財務企画課長 廃棄
2020年度 大学の運営（財務・会計） 資産の運用に関するもの 資産貸付（使用貸借契約）●館山大賀寮 財務企画課資産活用係 2021/4/1 期間終了後5年 紙 事務室 財務企画課長 廃棄
2020年度 大学の運営（財務・会計） 資産の運用に関するもの 2020年度資産貸付（一時的な使用） 財務企画課資産活用係 2021/4/1 期間終了後5年 紙 事務室 財務企画課長 廃棄
2020年度 大学の運営（財務・会計） 資産の運用に関するもの 2020年度資産貸付（資産賃貸借契約）➀ 財務企画課資産活用係 2021/4/1 期間終了後5年 紙 事務室 財務企画課長 廃棄
2020年度 大学の運営（財務・会計） 資産の運用に関するもの 2020年度資産貸付（資産賃貸借契約）② 財務企画課資産活用係 2021/4/1 期間終了後5年 紙 事務室 財務企画課長 廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 資産の運用に関するもの 2021年度減損会計 財務企画課資産活用係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 財務企画課長 廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 資産の運用に関するもの 2021年度固定資産税関係 財務企画課資産活用係 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 事務室 財務企画課長 廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 資産の運用に関するもの 2021年度資産貸付（オープンラボ） 財務企画課資産活用係 2022/4/1 期間終了後5年 紙 事務室 財務企画課長 廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 資産の運用に関するもの 2021年度資産貸付（使用許可） 財務企画課資産活用係 2022/4/1 期間終了後5年 紙 事務室 財務企画課長 廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 資産の運用に関するもの 2021年度資産貸付（定期建物賃貸借契約） 財務企画課資産活用係 2022/4/1 期間終了後5年 紙 事務室 財務企画課長 廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 資産の運用に関するもの 資産貸付（使用貸借契約）●館山大賀寮 財務企画課資産活用係 2022/4/1 期間終了後5年 紙 事務室 財務企画課長 廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 資産の運用に関するもの 2021年度資産貸付（資産賃貸借契約）➀ 財務企画課資産活用係 2022/4/1 期間終了後5年 紙 事務室 財務企画課長 廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 資産の運用に関するもの 2021年度資産貸付（一時的な使用） 財務企画課資産活用係 2022/4/1 期間終了後5年 紙 事務室 財務企画課長 廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 資産の運用に関するもの 振替伝票関係 財務企画課資産活用係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 財務企画課長 廃棄
2020年度 大学の運営（財務・会計） 寄附金の振込依頼に関するもの 寄附金振込依頼書関係（2020年度） 財務企画課資金管理係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2020年度 大学の運営（財務・会計） 銀行振込依頼書（諸謝金、旅費等） 支払債主登録依頼書（2020年度） 財務企画課資金管理係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉庫 財務管理課長 廃棄 支出
2020年度 大学の運営（財務・会計） 研究資金等の立替に関するもの 研究資金等立替申請書（2020年度） 財務企画課資金管理係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 財務企画課長 廃棄 収入
2020年度 大学の運営（財務・会計） 債権の管理・履行に関するもの 手持現金金種表（2020年度） 財務企画課資金管理係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2020年度 大学の運営（財務・会計） 債権の管理・履行に関するもの 債権管理関係（2020年度） 財務企画課資金管理係 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 事務室 財務企画課長 廃棄 収入
2020年度 大学の運営（財務・会計） 債権の管理・履行に関するもの 授業料督促関係（2020年度） 財務企画課資金管理係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2020年度 大学の運営（財務・会計） 債権の管理・履行に関するもの 請求書発行関係（2020年度） 財務企画課資金管理係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2020年度 大学の運営（財務・会計） 債権の管理・履行に関するもの 預金口座振替依頼書（2020年度） 財務企画課資金管理係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2020年度 大学の運営（財務・会計） 資金管理・運用に関するもの 手持現金金種表（2020年度） 財務企画課資金管理係 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2020年度 大学の運営（財務・会計） 資金管理・運用に関するもの 資金運用関係（2020年度） 財務企画課資金管理係 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室 財務企画課長 廃棄 収入
2020年度 大学の運営（財務・会計） 資金管理・運用に関するもの 預金口座開設関係（2020年度） 財務企画課資金管理係 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2020年度 大学の運営（財務・会計） 資金管理・運用に関するもの 預金残高確認表（2020年度） 財務企画課資金管理係 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2020年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 寄附金関係（入金消込関係）（2020年度） 財務企画課資金管理係 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2020年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 光熱水料関係（2020年度） 財務企画課資金管理係 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2020年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 財産貸付料（市川関係）（2020年度） 財務企画課資金管理係 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2020年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 財産貸付料（国際交流会館等）（2020年度） 財務企画課資金管理係 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2020年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 財産貸付料（土地建物）（2020年度） 財務企画課資金管理係 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2020年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 財産貸付料（土地建物）（2020年度） 財務企画課資金管理係 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2020年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 財務関係振替伝票（2020年度） 財務企画課資金管理係 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2020年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 授業料関係（2020年度） 財務企画課資金管理係 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2020年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 受託研究関係（2020年度） 財務企画課資金管理係 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2020年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 入金伝票関係（2020年度） 財務企画課資金管理係 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2020年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 病院収入関係（2020年度） 財務企画課資金管理係 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2020年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 月末現金残高表（2020年度） 財務企画課資金管理係 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2020年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 支払に関する伝票及び証憑（2020年度） 財務企画課資金管理係 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 支出
2020年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 小口現金出納帳（2020年度） 財務企画課資金管理係 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2020年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 小口現金補充申請書（2020年度） 財務企画課資金管理係 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
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大分類 中分類 名称（小分類）

⑦保存媒体
の種別

⑧保存場所 ⑨管理者

⑩保存
期間

満了時
の措置

⑪備考⑥保存期間満了日①作成・取得年度等

②　分　　類
③作成者・取得者 ④起算日 ⑤保存期間

2020年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 領収書原符（学納金）（2020年度） 財務企画課資金管理係 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2020年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 領収書原符（奨学寄附金）（2020年度） 財務企画課資金管理係 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2020年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 領収書原符（窓口）（2020年度） 財務企画課資金管理係 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2020年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 領収書原符（2020年度） 財務企画課資金管理係 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室・倉庫 財務企画課長 廃棄 収入
2020年度 大学の運営（財務・会計） 補助金の経理に関するもの（収支簿を含む。） 補助金受払表(2020年度） 財務企画課資金管理係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 財務管理課長 廃棄 支出
2017年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 物品・役務調達関係 財務経理課経理第一係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2018年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 物品・役務調達関係 財務経理課経理第一係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2019年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 物品・役務調達関係 財務経理課経理第一係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2020年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 物品・役務調達関係 財務経理課経理第一係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 物品・役務調達関係 財務経理課経理第一係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2017年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 物品・役務調達関係 財務経理課経理第二係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2018年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 物品・役務調達関係 財務経理課経理第二係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2019年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 物品・役務調達関係 財務経理課経理第二係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2020年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 物品・役務調達関係 財務経理課経理第二係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 物品・役務調達関係 財務経理課経理第二係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2017年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 物品・役務調達関係 財務経理課経理第三係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2018年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 物品・役務調達関係 財務経理課経理第三係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2019年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 物品・役務調達関係 財務経理課経理第三係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2020年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 物品・役務調達関係 財務経理課経理第三係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 物品・役務調達関係 財務経理課経理第三係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2017年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 物品・役務調達関係 財務経理課経理第四係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2018年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 物品・役務調達関係 財務経理課経理第四係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2019年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 物品・役務調達関係 財務経理課経理第四係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2020年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 物品・役務調達関係 財務経理課経理第四係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 物品・役務調達関係 財務経理課経理第四係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2017年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 政府調達関係 財務経理課経理第一係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2018年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 政府調達関係 財務経理課経理第一係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2019年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 政府調達関係 財務経理課経理第一係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2020年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 政府調達関係 財務経理課経理第一係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 政府調達関係 財務経理課経理第一係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2017年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 政府調達関係 財務経理課経理第二係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2018年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 政府調達関係 財務経理課経理第二係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2019年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 政府調達関係 財務経理課経理第二係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2020年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 政府調達関係 財務経理課経理第二係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 政府調達関係 財務経理課経理第二係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2017年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 政府調達関係 財務経理課経理第三係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2018年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 政府調達関係 財務経理課経理第三係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2019年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 政府調達関係 財務経理課経理第三係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2020年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 政府調達関係 財務経理課経理第三係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 政府調達関係 財務経理課経理第三係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2017年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 政府調達関係 財務経理課経理第四係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2018年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 政府調達関係 財務経理課経理第四係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2019年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 政府調達関係 財務経理課経理第四係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2020年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 政府調達関係 財務経理課経理第四係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 政府調達関係 財務経理課経理第四係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2017年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 物品・役務調達関係（科学研究費補助金） 財務経理課科研経理係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2018年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 物品・役務調達関係（科学研究費補助金） 財務経理課科研経理係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2019年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 物品・役務調達関係（科学研究費補助金） 財務経理課科研経理係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2020年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 物品・役務調達関係（科学研究費補助金） 財務経理課科研経理係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 物品・役務調達関係（科学研究費補助金） 財務経理課科研経理係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2015年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 経理関係（運営費） 財務経理課経理第一係 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2016年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 経理関係（運営費） 財務経理課経理第一係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2017年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 経理関係（運営費） 財務経理課経理第一係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2018年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 経理関係（運営費） 財務経理課経理第一係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2019年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 経理関係（運営費） 財務経理課経理第一係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2020年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 経理関係（運営費） 財務経理課経理第一係 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 経理関係（運営費） 財務経理課経理第一係 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2015年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 経理関係（運営費） 財務経理課経理第二係 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2016年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 経理関係（運営費） 財務経理課経理第二係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2017年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 経理関係（運営費） 財務経理課経理第二係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2018年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 経理関係（運営費） 財務経理課経理第二係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2019年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 経理関係（運営費） 財務経理課経理第二係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2020年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 経理関係（運営費） 財務経理課経理第二係 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 経理関係（運営費） 財務経理課経理第二係 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2015年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 経理関係（運営費） 財務経理課経理第三係 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2016年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 経理関係（運営費） 財務経理課経理第三係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2017年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 経理関係（運営費） 財務経理課経理第三係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2018年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 経理関係（運営費） 財務経理課経理第三係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2019年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 経理関係（運営費） 財務経理課経理第三係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2020年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 経理関係（運営費） 財務経理課経理第三係 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄



01【まとめ】①法人文書ファイル管理簿_220401現在.xlsx

大分類 中分類 名称（小分類）

⑦保存媒体
の種別

⑧保存場所 ⑨管理者

⑩保存
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⑪備考⑥保存期間満了日①作成・取得年度等

②　分　　類
③作成者・取得者 ④起算日 ⑤保存期間

2021年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 経理関係（運営費） 財務経理課経理第三係 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2015年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 経理関係（運営費） 財務経理課経理第四係 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2016年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 経理関係（運営費） 財務経理課経理第四係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2017年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 経理関係（運営費） 財務経理課経理第四係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2018年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 経理関係（運営費） 財務経理課経理第四係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2019年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 経理関係（運営費） 財務経理課経理第四係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2020年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 経理関係（運営費） 財務経理課経理第四係 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 経理関係（運営費） 財務経理課経理第四係 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2015年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 経理関係（外部資金） 財務経理課経理第一係 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2016年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 経理関係（外部資金） 財務経理課経理第一係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2017年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 経理関係（外部資金） 財務経理課経理第一係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2018年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 経理関係（外部資金） 財務経理課経理第一係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2019年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 経理関係（外部資金） 財務経理課経理第一係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2020年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 経理関係（外部資金） 財務経理課経理第一係 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 経理関係（外部資金） 財務経理課経理第一係 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2015年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 経理関係（外部資金） 財務経理課経理第二係 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2016年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 経理関係（外部資金） 財務経理課経理第二係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2017年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 経理関係（外部資金） 財務経理課経理第二係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2018年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 経理関係（外部資金） 財務経理課経理第二係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2019年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 経理関係（外部資金） 財務経理課経理第二係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2020年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 経理関係（外部資金） 財務経理課経理第二係 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 経理関係（外部資金） 財務経理課経理第二係 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2015年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 経理関係（外部資金） 財務経理課経理第三係 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2016年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 経理関係（外部資金） 財務経理課経理第三係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2017年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 経理関係（外部資金） 財務経理課経理第三係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2018年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 経理関係（外部資金） 財務経理課経理第三係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2019年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 経理関係（外部資金） 財務経理課経理第三係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2020年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 経理関係（外部資金） 財務経理課経理第三係 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 経理関係（外部資金） 財務経理課経理第三係 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2015年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 経理関係（外部資金） 財務経理課経理第四係 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2016年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 経理関係（外部資金） 財務経理課経理第四係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2017年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 経理関係（外部資金） 財務経理課経理第四係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2018年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 経理関係（外部資金） 財務経理課経理第四係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2019年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 経理関係（外部資金） 財務経理課経理第四係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2020年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 経理関係（外部資金） 財務経理課経理第四係 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 経理関係（外部資金） 財務経理課経理第四係 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2017年度 大学の運営（財務・会計） 科学研究費補助金の経理に関するもの 経理関係（科学研究費補助金） 財務経理課科研経理係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2018年度 大学の運営（財務・会計） 科学研究費補助金の経理に関するもの 経理関係（科学研究費補助金） 財務経理課科研経理係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2019年度 大学の運営（財務・会計） 科学研究費補助金の経理に関するもの 経理関係（科学研究費補助金） 財務経理課科研経理係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2020年度 大学の運営（財務・会計） 科学研究費補助金の経理に関するもの 経理関係（科学研究費補助金） 財務経理課科研経理係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 科学研究費補助金の経理に関するもの 経理関係（科学研究費補助金） 財務経理課科研経理係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2015年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 知的財産権の出願費用の支払関係 財務経理課経理第一係→三係 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄 所掌変更による移行
2016年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 知的財産権の出願費用の支払関係 財務経理課経理第三係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2017年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 知的財産権の出願費用の支払関係 財務経理課経理第三係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2018年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 知的財産権の出願費用の支払関係 財務経理課経理第三係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2019年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 知的財産権の出願費用の支払関係 財務経理課経理第三係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2020年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 知的財産権の出願費用の支払関係 財務経理課経理第三係 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 知的財産権の出願費用の支払関係 財務経理課経理第三係 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2017年度 大学の運営（管理運営） 労働状況記録簿 労働状況記録簿 財務経理課経理総括経理係 2018/4/1 5 2023/3/31 電子 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2018年度 大学の運営（管理運営） 労働状況記録簿 労働状況記録簿 財務経理課経理総括経理係 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2019年度 大学の運営（管理運営） 労働状況記録簿 労働状況記録簿 財務経理課経理総括経理係 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2020年度 大学の運営（管理運営） 労働状況記録簿 労働状況記録簿 財務経理課経理総括経理係 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2021年度 大学の運営（管理運営） 労働状況記録簿 労働状況記録簿 財務経理課経理総括経理係 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2017年度 大学の運営（管理運営） 休暇簿に関するもの 休暇簿に関するもの 財務経理課経理総括経理係 2018/4/1 5 2023/3/31 電子 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2018年度 大学の運営（管理運営） 休暇簿に関するもの 休暇簿に関するもの 財務経理課経理総括経理係 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2019年度 大学の運営（管理運営） 休暇簿に関するもの 休暇簿に関するもの 財務経理課経理総括経理係 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2020年度 大学の運営（管理運営） 休暇簿に関するもの 休暇簿に関するもの 財務経理課経理総括経理係 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2021年度 大学の運営（管理運営） 休暇簿に関するもの 休暇簿に関するもの 財務経理課経理総括経理係 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2015年度 大学の運営（財務・会計） 租税に関するもの　 法定調書関係　 財務経理課総括経理係 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2016年度 大学の運営（財務・会計） 租税に関するもの　 法定調書関係　 財務経理課総括経理係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2017年度 大学の運営（財務・会計） 租税に関するもの　 法定調書関係　 財務経理課総括経理係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2018年度 大学の運営（財務・会計） 租税に関するもの　 法定調書関係　 財務経理課総括経理係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2019年度 大学の運営（財務・会計） 租税に関するもの　 法定調書関係　 財務経理課総括経理係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2020年度 大学の運営（財務・会計） 租税に関するもの　 法定調書関係　 財務経理課総括経理係 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 租税に関するもの　 法定調書関係　 財務経理課総括経理係 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2017年度 文書関係業務(管理運営） 旅行命令簿 自動車運行関係 財務経理課総括経理係 2018/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2018年度 文書関係業務(管理運営） 旅行命令簿 自動車運行関係 財務経理課総括経理係 2019/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2019年度 文書関係業務(管理運営） 旅行命令簿 自動車運行関係 財務経理課総括経理係 2020/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2020年度 文書関係業務(管理運営） 旅行命令簿 自動車運行関係 財務経理課総括経理係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2021年度 文書関係業務 旅行命令簿 自動車運行関係 財務経理課総括経理係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
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大分類 中分類 名称（小分類）

⑦保存媒体
の種別

⑧保存場所 ⑨管理者

⑩保存
期間

満了時
の措置

⑪備考⑥保存期間満了日①作成・取得年度等

②　分　　類
③作成者・取得者 ④起算日 ⑤保存期間

2017年度 大学の運営（財務・会計） 官公需契約実績額等に関するもの 官公需契約実績額調関係 財務経理課総括経理係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙及び電子 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2018年度 大学の運営（財務・会計） 官公需契約実績額等に関するもの 官公需契約実績額調関係 財務経理課総括経理係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙及び電子 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2019年度 大学の運営（財務・会計） 官公需契約実績額等に関するもの 官公需契約実績額調関係 財務経理課総括経理係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙及び電子 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2020年度 大学の運営（財務・会計） 官公需契約実績額等に関するもの 官公需契約実績額調関係 財務経理課総括経理係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙及び電子 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 官公需契約実績額等に関するもの 官公需契約実績額調関係 財務経理課総括経理係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙及び電子 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2017年度 大学の運営（財務・会計） グリーン購入法に関するもの グリーン購入法実績調関係 財務経理課総括経理係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙及び電子 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2018年度 大学の運営（財務・会計） グリーン購入法に関するもの グリーン購入法実績調関係 財務経理課総括経理係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙及び電子 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2019年度 大学の運営（財務・会計） グリーン購入法に関するもの グリーン購入法実績調関係 財務経理課総括経理係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙及び電子 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2020年度 大学の運営（財務・会計） グリーン購入法に関するもの グリーン購入法実績調関係 財務経理課総括経理係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙及び電子 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） グリーン購入法に関するもの グリーン購入法実績調関係 財務経理課総括経理係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙及び電子 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2017年度 大学の運営（財務・会計） 試験研究用アルコールに関するもの 試験研究用アルコール申請・報告関係 財務経理課総括経理係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙及び電子 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2018年度 大学の運営（財務・会計） 試験研究用アルコールに関するもの 試験研究用アルコール申請・報告関係 財務経理課総括経理係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙及び電子 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2019年度 大学の運営（財務・会計） 試験研究用アルコールに関するもの 試験研究用アルコール申請・報告関係 財務経理課総括経理係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙及び電子 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2020年度 大学の運営（財務・会計） 試験研究用アルコールに関するもの 試験研究用アルコール申請・報告関係 財務経理課総括経理係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙及び電子 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 試験研究用アルコールに関するもの 試験研究用アルコール申請・報告関係 財務経理課総括経理係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙及び電子 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2021年度 文書関係業務(管理運営） 通知文書のうち軽易なもの 学内通知文書 財務経理課総括経理係 2022/4/1 1 2023/3/31 紙及び電子 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2004年度 大学の運営（財務・会計） 資産台帳 資産管理ｼｽﾃﾑ(資産) 財務経理課経理第一掛→総括経理係・施設管理課施設管理係 2005/4/1 無期限 電子 事務室 財務経理課長・施設管理課長 廃棄
2017年度 大学の運営（財務・会計） 資産の運用に関するもの 物品実査、物品の寄附受入等 財務経理課総括経理係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2018年度 大学の運営（財務・会計） 資産の運用に関するもの 物品実査、物品の寄附受入等 財務経理課総括経理係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2019年度 大学の運営（財務・会計） 資産の運用に関するもの 物品実査、物品の寄附受入等 財務経理課総括経理係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2020年度 大学の運営（財務・会計） 資産の運用に関するもの 物品実査、物品の寄附受入等 財務経理課総括経理係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 資産の運用に関するもの 物品実査、物品の寄附受入等 財務経理課総括経理係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2017年度 大学の運営（財務・会計） 資産（土地・建物を除く）に関するもの 物品関係 財務経理課総括経理係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2018年度 大学の運営（財務・会計） 資産（土地・建物を除く）に関するもの 物品関係 財務経理課総括経理係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2019年度 大学の運営（財務・会計） 資産（土地・建物を除く）に関するもの 物品関係 財務経理課総括経理係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2020年度 大学の運営（財務・会計） 資産（土地・建物を除く）に関するもの 物品関係 財務経理課総括経理係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 資産（土地・建物を除く）に関するもの 物品関係 財務経理課総括経理係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉庫 財務経理課長 廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 特定調達契約に関する官報掲載に関するもの 特定調達に関する官報掲載 財務経理課経理監査係 2022/4/1 1 2023/3/31 紙及び電子 事務室 財務経理課長 廃棄
2017年度 大学の運営（財務・会計） 特定調達契約に関する調査・統計、苦情処理等に関するもの 特定調達契約に関する調査･統計 財務経理課経理監査係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 財務経理課長 廃棄
2018年度 大学の運営（財務・会計） 特定調達契約に関する調査・統計、苦情処理等に関するもの 特定調達契約に関する調査･統計 財務経理課経理監査係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 財務経理課長 廃棄
2019年度 大学の運営（財務・会計） 特定調達契約に関する調査・統計、苦情処理等に関するもの 特定調達契約に関する調査･統計 財務経理課経理監査係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 財務経理課長 廃棄
2020年度 大学の運営（財務・会計） 特定調達契約に関する調査・統計、苦情処理等に関するもの 特定調達契約に関する調査･統計 財務経理課経理監査係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 財務経理課長 廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 特定調達契約に関する調査・統計、苦情処理等に関するもの 特定調達契約に関する調査･統計 財務経理課経理監査係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 財務経理課長 廃棄
2017年度 会議(管理運営） 各種委員会の記録に関するもの 取引停止等審査委員会に関する資料 財務経理課経理監査係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 財務経理課長 廃棄
2018年度 会議(管理運営） 各種委員会の記録に関するもの 取引停止等審査委員会に関する資料 財務経理課経理監査係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 財務経理課長 廃棄
2019年度 会議(管理運営） 各種委員会の記録に関するもの 取引停止等審査委員会に関する資料 財務経理課経理監査係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 財務経理課長 廃棄
2020年度 会議(管理運営） 各種委員会の記録に関するもの 取引停止等審査委員会に関する資料 財務経理課経理監査係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 財務経理課長 廃棄
2021年度 会議(管理運営） 各種委員会の記録に関するもの 取引停止等審査委員会に関する資料 財務経理課経理監査係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 財務経理課長 廃棄
2020年度 文書関係業務(管理運営） 個人番号取扱執務記録 個人番号取扱執務記録 財務経理課総括経理係 2021/4/1 2 2023/3/31 紙 事務室 財務経理課長 廃棄
2021年度 文書関係業務(管理運営） 個人番号取扱執務記録 個人番号取扱執務記録 財務経理課総括経理係 2022/4/1 2 2024/3/31 紙 事務室 財務経理課長 廃棄
2012年度 契約 工事請負契約に関するもの（かしの修補等の請求の際に平成24年度工事・保守契約関係 施設企画課施設契 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 倉庫 施設企画課長 廃棄
2013年度 契約 工事請負契約に関するもの（かしの修補等の請求の際に平成25年度工事・保守契約関係 施設企画課施設契 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 倉庫 施設企画課長 廃棄
2014年度 契約 工事請負契約に関するもの（かしの修補等の請求の際に平成26年度工事・保守契約関係 施設企画課施設契 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 倉庫 施設企画課長 廃棄
2015年度 契約 工事請負契約に関するもの（かしの修補等の請求の際に平成27年度工事・保守契約関係 施設企画課施設契 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 倉庫 施設企画課長 廃棄
2016年度 契約 工事請負契約に関するもの（かしの修補等の請求の際に平成28年度工事・保守契約関係 施設企画課施設契 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 倉庫 施設企画課長 廃棄
2017年度 契約 工事請負契約に関するもの（かしの修補等の請求の際に平成29年度工事・保守契約関係 施設企画課施設契 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 倉庫 施設企画課長 廃棄
2018年度 契約 工事請負契約に関するもの（かしの修補等の請求の際に2018年度工事・保守契約関係 施設企画課施設契 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 倉庫 施設企画課長 廃棄
2019年度 契約 工事請負契約に関するもの（かしの修補等の請求の際に2019年度工事・保守契約関係 施設企画課施設契 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 倉庫 施設企画課長 廃棄
2020年度 契約 工事請負契約に関するもの（かしの修補等の請求の際に2020年度工事・保守契約関係 施設企画課施設契 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 倉庫 施設企画課長 廃棄
2021年度 契約 工事請負契約に関するもの（かしの修補等の請求の際に2021年度工事・保守契約関係 施設企画課施設契 2022/4/1 10 2032/3/31 紙 事務室 施設企画課長 廃棄
2012年度 契約 工事請負契約に関するもの（かしの修補等の請求の際に平成24年度補助金伝票及び附属資料 施設企画課施設契 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 倉庫 施設企画課長 廃棄
2013年度 契約 工事請負契約に関するもの（かしの修補等の請求の際に平成25年度補助金伝票及び附属資料 施設企画課施設契 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 倉庫 施設企画課長 廃棄
2014年度 契約 工事請負契約に関するもの（かしの修補等の請求の際に平成26年度補助金伝票及び附属資料 施設企画課施設契 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 倉庫 施設企画課長 廃棄
2015年度 契約 工事請負契約に関するもの（かしの修補等の請求の際に平成27年度補助金伝票及び附属資料 施設企画課施設契 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 倉庫 施設企画課長 廃棄
2016年度 契約 工事請負契約に関するもの（かしの修補等の請求の際に平成28年度補助金伝票及び附属資料 施設企画課施設契 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 倉庫 施設企画課長 廃棄
2017年度 契約 工事請負契約に関するもの（かしの修補等の請求の際に平成29年度補助金伝票及び附属資料 施設企画課施設契 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 倉庫 施設企画課長 廃棄
2018年度 契約 工事請負契約に関するもの（かしの修補等の請求の際に2018年度補助金伝票及び附属資料 施設企画課施設契 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 倉庫 施設企画課長 廃棄
2019年度 契約 工事請負契約に関するもの（かしの修補等の請求の際に2019年度補助金伝票及び附属資料 施設企画課施設契 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 倉庫 施設企画課長 廃棄
2020年度 契約 工事請負契約に関するもの（かしの修補等の請求の際に2020年度補助金伝票及び附属資料 施設企画課施設契 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 倉庫 施設企画課長 廃棄
2021年度 契約 工事請負契約に関するもの（かしの修補等の請求の際に2021年度補助金伝票及び附属資料 施設企画課施設契 2022/4/1 10 2032/3/31 紙 事務室 施設企画課長 廃棄
2012年度 契約 工事請負契約に関するもの（かしの修補等の請求の際に平成24年度伝票及び附属資料 施設企画課施設契 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 倉庫 施設企画課長 廃棄
2013年度 契約 工事請負契約に関するもの（かしの修補等の請求の際に平成25年度伝票及び附属資料 施設企画課施設契 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 倉庫 施設企画課長 廃棄
2014年度 契約 工事請負契約に関するもの（かしの修補等の請求の際に平成26年度伝票及び附属資料 施設企画課施設契 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 倉庫 施設企画課長 廃棄
2015年度 契約 工事請負契約に関するもの（かしの修補等の請求の際に平成27年度伝票及び附属資料 施設企画課施設契 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 倉庫 施設企画課長 廃棄
2016年度 契約 工事請負契約に関するもの（かしの修補等の請求の際に平成28年度伝票及び附属資料 施設企画課施設契 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 倉庫 施設企画課長 廃棄
2017年度 契約 工事請負契約に関するもの（かしの修補等の請求の際に平成29年度伝票及び附属資料 施設企画課施設契 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 倉庫 施設企画課長 廃棄
2018年度 契約 工事請負契約に関するもの（かしの修補等の請求の際に2018年度伝票及び附属資料 施設企画課施設契 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 倉庫 施設企画課長 廃棄
2019年度 契約 工事請負契約に関するもの（かしの修補等の請求の際に2019年度伝票及び附属資料 施設企画課施設契 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 倉庫 施設企画課長 廃棄
2020年度 契約 工事請負契約に関するもの（かしの修補等の請求の際に2020年度伝票及び附属資料 施設企画課施設契 2022/4/1 10 2031/3/31 紙 倉庫 施設企画課長 廃棄
2021年度 契約 工事請負契約に関するもの（かしの修補等の請求の際に2021年度伝票及び附属資料 施設企画課施設契 2021/4/2 10 2031/4/1 紙 事務室 施設企画課長 廃棄
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大分類 中分類 名称（小分類）

⑦保存媒体
の種別

⑧保存場所 ⑨管理者

⑩保存
期間

満了時
の措置

⑪備考⑥保存期間満了日①作成・取得年度等

②　分　　類
③作成者・取得者 ④起算日 ⑤保存期間

2019年度 契約 競争参加者資格審査に関するもの 2019年度競争参加者資格審査関係 施設企画課施設契 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 倉庫 施設企画課長 廃棄
2020年度 契約 競争参加者資格審査に関するもの 2020年度競争参加者資格審査関係 施設企画課施設契 2021/4/1 3 2024/3/31 紙 倉庫 施設企画課長 廃棄
2021年度 契約 競争参加者資格審査に関するもの 2021年度競争参加者資格審査関係 施設企画課施設契 2022/4/1 3 2025/3/31 紙 事務室 施設企画課長 廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成29年度建築委員会等 施設企画課施設企 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 施設企画課長 廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2018年度建築委員会等 施設企画課施設企 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 施設企画課長 廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2019年度建築委員会等 施設企画課施設企 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 施設企画課長 廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2020年度建築委員会等 施設企画課施設企 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 施設企画課長 廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2021年度建築委員会等 施設企画課施設企 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 施設企画課長 廃棄
2017年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 平成29年度学外起案 施設企画課施設企 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 倉庫 施設企画課長 廃棄
2018年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 2018年度学外起案 施設企画課施設企 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 施設企画課長 廃棄
2019年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 2019年度学外起案 施設企画課施設企 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 施設企画課長 廃棄
2020年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 2020年度学外起案 施設企画課施設企 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 施設企画課長 廃棄
2021年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 2021年度学外起案 施設企画課施設企 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 施設企画課長 廃棄
2017年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 平成29年度学内起案 施設企画課施設企 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 倉庫 施設企画課長 廃棄
2018年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 2018年度学内起案 施設企画課施設企 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 施設企画課長 廃棄
2019年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 2019年度学内起案 施設企画課施設企 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 施設企画課長 廃棄
2020年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 2020年度学内起案 施設企画課施設企 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 施設企画課長 廃棄
2021年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 2021年度学内起案 施設企画課施設企 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 施設企画課長 廃棄
2017年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 平成29年度学外通知 施設企画課施設企 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 倉庫 施設企画課長 廃棄
2018年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 2018年度学外通知 施設企画課施設企 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 施設企画課長 廃棄
2019年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 2019年度学外通知 施設企画課施設企 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 施設企画課長 廃棄
2020年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 2020年度学外通知 施設企画課施設企 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 施設企画課長 廃棄
2021年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 2021年度学外通知 施設企画課施設企 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 施設企画課長 廃棄
2017年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 平成29年度施設実態報告書 施設企画課施設企 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 施設企画課長 廃棄
2018年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 2018年度施設実態報告書 施設企画課施設企 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 施設企画課長 廃棄
2019年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 2019年度施設実態報告書 施設企画課施設企 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 施設企画課長 廃棄
2020年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 2020年度施設実態報告書 施設企画課施設企 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 施設企画課長 廃棄
2021年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 2021年度施設実態報告書 施設企画課施設企 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 施設企画課長 廃棄
2017年度 計画・企画（施設） 施設整備補助金に関するもの 施設整備補助金関係 施設企画課施設企画係 2018/4/1 5 2023/3/31 電子 事務室 施設企画課長 廃棄
2018年度 計画・企画（施設） 施設整備補助金に関するもの 施設整備補助金関係 施設企画課施設企画係 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 事務室 施設企画課長 廃棄
2019年度 計画・企画（施設） 施設整備補助金に関するもの 施設整備補助金関係 施設企画課施設企画係 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 事務室 施設企画課長 廃棄
2020年度 計画・企画（施設） 施設整備補助金に関するもの 施設整備補助金関係 施設企画課施設企画係 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 事務室 施設企画課長 廃棄
2021年度 計画・企画（施設） 施設整備補助金に関するもの 施設整備補助金関係 施設企画課施設企画係 2022/4/1 5 2026/4/1 電子 事務室 施設企画課長 廃棄
2012年度 計画・企画（施設） 概算要求に関するもの 平成24年度概算要求資料 施設企画課施設企 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室 施設企画課長 廃棄
2013年度 計画・企画（施設） 概算要求に関するもの 平成25年度概算要求資料 施設企画課施設企 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室 施設企画課長 廃棄
2014年度 計画・企画（施設） 概算要求に関するもの 平成26年度概算要求資料 施設企画課施設企 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室 施設企画課長 廃棄
2015年度 計画・企画（施設） 概算要求に関するもの 平成27年度概算要求資料 施設企画課施設企 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室 施設企画課長 廃棄
2016年度 計画・企画（施設） 概算要求に関するもの 平成28年度概算要求資料 施設企画課施設企 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 施設企画課長 廃棄
2017年度 計画・企画（施設） 概算要求に関するもの 平成29年度概算要求資料 施設企画課施設企 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 施設企画課長 廃棄
2018年度 計画・企画（施設） 概算要求に関するもの 2018年度概算要求資料 施設企画課施設企 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 施設企画課長 廃棄
2019年度 計画・企画（施設） 概算要求に関するもの 2019年度概算要求資料 施設企画課施設企 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 施設企画課長 廃棄
2020年度 計画・企画（施設） 概算要求に関するもの 2020年度概算要求資料 施設企画課施設企 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 事務室 施設企画課長 廃棄
2021年度 計画・企画（施設） 概算要求に関するもの 2021年度概算要求資料 施設企画課施設企 2021/4/1 10 2032/3/31 紙 事務室 施設企画課長 廃棄
2017年度 計画・企画（施設） 工事基本計画及び長期計画に関するもの 長期修繕計画 施設企画課施設計画係 2018/4/1 5 2023/3/31 電子 事務室 施設企画課長 廃棄
2018年度 計画・企画（施設） 工事基本計画及び長期計画に関するもの 長期修繕計画 施設企画課施設計画係 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 事務室 施設企画課長 廃棄
2019年度 計画・企画（施設） 工事基本計画及び長期計画に関するもの 長期修繕計画 施設企画課施設計画係 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 事務室 施設企画課長 廃棄
2020年度 計画・企画（施設） 工事基本計画及び長期計画に関するもの 長期修繕計画 施設企画課施設計画係 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 事務室 施設企画課長 廃棄
2021年度 計画・企画（施設） 工事基本計画及び長期計画に関するもの 長期修繕計画 施設企画課施設計画係 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 事務室 施設企画課長 廃棄
2017年度 維持・管理 施設定期検査及びエネルギーに関するもの エネルギー関係書類 施設企画課施設計画係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 施設企画課長 廃棄
2018年度 維持・管理 施設定期検査及びエネルギーに関するもの エネルギー関係書類 施設企画課施設計画係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 施設企画課長 廃棄
2019年度 維持・管理 施設定期検査及びエネルギーに関するもの エネルギー関係書類 施設企画課施設計画係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 施設企画課長 廃棄
2020年度 維持・管理 施設定期検査及びエネルギーに関するもの エネルギー関係書類 施設企画課施設計画係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 施設企画課長 廃棄
2021年度 維持・管理 施設定期検査及びエネルギーに関するもの エネルギー関係書類 施設企画課施設計画係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 施設企画課長 廃棄
2012年度 大学の運営（財務・会計） 防火･防災管理に関するもの 消防関係(平成24年度) 施設管理課施設管 2013/4/1 10年(計 2023/3/31 紙 倉庫 施設管理課長廃棄
2013年度 大学の運営（財務・会計） 防火･防災管理に関するもの 消防関係(平成25年度) 施設管理課施設管 2014/4/1 10年(計 2024/3/31 紙 倉庫 施設管理課長廃棄
2014年度 大学の運営（財務・会計） 防火･防災管理に関するもの 消防関係(平成26年度) 施設管理課施設管 2015/4/1 10年(計 2025/3/31 紙 倉庫 施設管理課長廃棄
2015年度 大学の運営（財務・会計） 防火･防災管理に関するもの 消防関係(平成27年度) 施設管理課施設管 2016/4/1 10年(計 2026/3/31 紙 倉庫 施設管理課長廃棄
2016年度 大学の運営（財務・会計） 防火･防災管理に関するもの 消防関係(平成28年度) 施設管理課施設管 2017/4/1 10年(計 2027/3/31 紙 倉庫 施設管理課長廃棄
2017年度 大学の運営（財務・会計） 防火･防災管理に関するもの 消防関係(平成29年度) 施設管理課施設管 2018/4/1 10年(計 2028/3/31 紙 倉庫 施設管理課長廃棄
2018年度 大学の運営（財務・会計） 防火･防災管理に関するもの 消防関係(平成30年度) 施設管理課施設管 2019/4/1 10年(計 2029/3/31 紙 倉庫 施設管理課長廃棄
2019年度 大学の運営（財務・会計） 防火･防災管理に関するもの 消防関係(2019年度) 施設管理課施設管 2020/4/1 10年(計 2030/3/31 紙 倉庫 施設管理課長廃棄
2020年度 大学の運営（財務・会計） 防火･防災管理に関するもの 消防関係(2020年度) 施設管理課施設管 2021/4/1 10年(計 2031/3/31 紙 事務室 施設管理課長廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 防火･防災管理に関するもの 消防関係(2021年度) 施設管理課施設管 2022/4/1 10年(計 2032/3/31 紙 事務室 施設管理課長廃棄
2020年度 大学の運営（財務・会計） 防火･防災管理に関するもの 消防用設備等点検結果報告書 施設管理課施設管 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 事務室 施設管理課長廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 防火･防災管理に関するもの 消防用設備等点検結果報告書 施設管理課施設管 2022/4/1 10 2032/3/31 紙 事務室 施設管理課長廃棄
2020年度 大学の運営（財務・会計） 防火･防災管理に関するもの 防火対象物点検・防災管理点検結果報告書（湯島地区） 施設管理課施設管 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 事務室 施設管理課長廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 防火･防災管理に関するもの 防火対象物点検・防災管理点検結果報告書（湯島地区） 施設管理課施設管 2022/4/1 10 2032/3/31 紙 事務室 施設管理課長廃棄
2020年度 大学の運営（財務・会計） 防火･防災管理に関するもの 防火管理技能者業務日誌(2020年度） 施設管理課施設管 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 事務室 施設管理課長廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 防火･防災管理に関するもの 防火管理技能者業務日誌(2021年度） 施設管理課施設管 2022/4/1 10 2032/3/31 紙 事務室 施設管理課長廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 資産に関するもので特に軽易なもの（報告に関するもの等駐車場管理報告(2021年度） 施設管理課施設管 2022/4/1 1 2023/3/31 紙 事務室 施設管理課長廃棄
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2021年度 大学の運営（財務・会計） 資産に関するもので特に軽易なもの（報告に関するもの等駐車許可申請書(2021年度） 施設管理課施設管 2022/4/1 1 2023/3/31 紙 事務室 施設管理課長廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 資産に関するもので特に軽易なもの（報告に関するもの等自転車等登録申請書(2021年度） 施設管理課施設管 2022/4/1 1 2023/3/31 紙 事務室 施設管理課長廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 資産に関するもので特に軽易なもの（報告に関するもの等電話関係(2021年度) 施設管理課施設管 2022/4/1 1 2023/3/31 紙 事務室 施設管理課長廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 資産に関するもので特に軽易なもの（報告に関するもの等電話交換室 日誌・勤務表 施設管理課施設管 2022/4/1 1 2023/3/31 紙 事務室 施設管理課長廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 資産に関するもので特に軽易なもの（報告に関するもの等警備業務日誌・鍵貸与日報 施設管理課施設管 2022/4/1 1 2023/3/31 紙 事務室 施設管理課長廃棄
2019年度 大学の運営（財務・会計） 宿舎に関するもの 宿舎維持管理請求 施設管理課施設管 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 施設管理課長廃棄 ～2019.7月
2019年度 大学の運営（財務・会計） 宿舎に関するもの 宿舎維持管理請求 施設管理課施設管 2020/4/1 3 2023/3/31 電子 共有サーバ施設管理課長廃棄 2019.8月～
2020年度 大学の運営（財務・会計） 宿舎に関するもの 宿舎維持管理請求 施設管理課施設管 2021/4/1 3 2024/3/31 電子 共有サーバ施設管理課長廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 宿舎に関するもの 宿舎維持管理請求 施設管理課施設管 2022/4/1 3 2025/3/31 電子 共有サーバ施設管理課長廃棄
2019年度 大学の運営（財務・会計） 宿舎に関するもの 宿舎関係 施設管理課施設管 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 施設管理課長廃棄
2020年度 大学の運営（財務・会計） 宿舎に関するもの 宿舎関係 施設管理課施設管 2021/4/1 3 2024/3/31 紙 事務室 施設管理課長廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 宿舎に関するもの 宿舎関係 施設管理課施設管 2022/4/1 3 2025/3/31 紙 事務室 施設管理課長廃棄
2019年度 大学の運営（財務・会計） 宿舎に関するもの 宿舎貸与承認書 施設管理課施設管 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 施設管理課長廃棄
2019年度 大学の運営（財務・会計） 宿舎に関するもの 宿舎明渡猶予申請書等(2019年度) 施設管理課施設管 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 施設管理課長廃棄
2020年度 大学の運営（財務・会計） 宿舎に関するもの 宿舎貸与申請書、退去・自動車保管場所使用廃止届、宿舎明渡猶予申請施設管理課施設管 2021/4/1 3 2024/3/31 紙 事務室 施設管理課長廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 宿舎に関するもの 宿舎貸与申請書、退去・自動車保管場所使用廃止届、宿舎明渡猶予申請施設管理課施設管 2022/4/1 3 2025/3/31 紙 事務室 施設管理課長廃棄
- 工事 施設に関するもので重要なもの（設計図書等） 構造計算書・地盤調査 施設管理課建築係 - 施設の廃 - 紙 倉庫 施設管理課長廃棄
- 工事 施設に関するもので重要なもの（設計図書等） 工事設計図・完成図 施設管理課建築係 - 施設の廃 - 紙 倉庫 施設管理課長廃棄
- 工事 施設に関するもので重要なもの（設計図書等） 工事諸手続書類 施設管理課建築係 - 施設の廃 - 紙 倉庫 施設管理課長廃棄
2017年度 工事 工事の積算に関するもの 平成29年度工事積算書類 施設管理課建築係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 倉庫 施設管理課長廃棄
2018年度 工事 工事の積算に関するもの 平成30年度工事積算書類 施設管理課建築係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 倉庫 施設管理課長廃棄
2019年度 工事 工事の積算に関するもの 2019年度工事積算書類 施設管理課建築係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 倉庫 施設管理課長廃棄
2020年度 工事 工事の積算に関するもの 2020年度工事積算書類 施設管理課建築係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 倉庫 施設管理課長廃棄
2021年度 工事 工事の積算に関するもの 2021年度工事積算書類 施設管理課建築係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 施設管理課長廃棄
2017年度 工事 工事の施工監理に関するもの（かしの修補等の請求の際に必要となるものを除く。） 平成29年度工事施工監理・検査書類 施設管理課建築係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 倉庫 施設管理課長廃棄
2018年度 工事 工事の施工監理に関するもの（かしの修補等の請求の際に必要となるものを除く。） 平成30年度工事施工監理・検査書類 施設管理課建築係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 倉庫 施設管理課長廃棄
2019年度 工事 工事の施工監理に関するもの（かしの修補等の請求の際に必要となるものを除く。） 2019年度工事施工監理・検査書類 施設管理課建築係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 倉庫 施設管理課長廃棄
2020年度 工事 工事の施工監理に関するもの（かしの修補等の請求の際に必要となるものを除く。） 2020年度工事施工監理・検査書類 施設管理課建築係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 倉庫 施設管理課長廃棄
2021年度 工事 工事の施工監理に関するもの（かしの修補等の請求の際に必要となるものを除く。） 2021年度工事施工監理・検査書類 施設管理課建築係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 施設管理課長廃棄
2017年度 工事 工事の資産額に関するもの 平成29年度工事資産額書類 施設管理課建築係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 倉庫 施設管理課長廃棄
2018年度 工事 工事の資産額に関するもの 平成30年度工事資産額書類 施設管理課建築係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 倉庫 施設管理課長廃棄
2019年度 工事 工事の資産額に関するもの 2019年度工事資産額書類 施設管理課建築係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 倉庫 施設管理課長廃棄
2020年度 工事 工事の資産額に関するもの 2020年度工事資産額書類 施設管理課建築係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 倉庫 施設管理課長廃棄
2021年度 工事 工事の資産額に関するもの 2021年度工事資産額書類 施設管理課建築係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 施設管理課長廃棄
2017年度 工事 工事用資材・検査・監守に関するもの 平成29年度工事用資材・検査・監守 施設管理課建築係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 倉庫 施設管理課長廃棄
2018年度 工事 工事用資材・検査・監守に関するもの 平成30年度工事用資材・検査・監守 施設管理課建築係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 倉庫 施設管理課長廃棄
2019年度 工事 工事用資材・検査・監守に関するもの 2019年度工事用資材・検査・監守 施設管理課建築係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 倉庫 施設管理課長廃棄
2020年度 工事 工事用資材・検査・監守に関するもの 2020年度工事用資材・検査・監守 施設管理課建築係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 倉庫 施設管理課長廃棄
2021年度 工事 工事用資材・検査・監守に関するもの 2021年度工事用資材・検査・監守 施設管理課建築係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 施設管理課長廃棄
- 維持・管理 施設維持管理に関するもの（定期検査の結果の記録に関するものを除く。） 施設維持管理 施設管理課建築係 - 施設の廃 - 紙 事務室 施設管理課長廃棄
2018年度 維持・管理 施設定期検査及びエネルギーに関するもの 平成30年度施設定期検査関係書類 施設管理課建築係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 施設管理課長廃棄
2019年度 維持・管理 施設定期検査及びエネルギーに関するもの 2019年度施設定期検査関係書類 施設管理課建築係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 施設管理課長廃棄
2020年度 維持・管理 施設定期検査及びエネルギーに関するもの 2020年度施設定期検査関係書類 施設管理課建築係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 施設管理課長廃棄
2021年度 維持・管理 施設定期検査及びエネルギーに関するもの 2021年度施設定期検査関係書類 施設管理課建築係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 施設管理課長廃棄
2017年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 平成29年度調査・報告 施設管理課建築係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 倉庫 施設管理課長廃棄
2018年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 平成30年度学外起案 施設管理課建築係、電気係、機械係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 施設管理課長廃棄
2018年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 平成30年度学内起案 施設管理課建築係、電気係、機械係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 施設管理課長廃棄
2019年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 2019年度学外起案 施設管理課建築係、電気係、機械係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 施設管理課長廃棄 ～2019.7月
2019年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 2019年度学内起案 施設管理課建築係、電気係、機械係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 施設管理課長廃棄 ～2019.7月
2019年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 2019年度学外起案・学内起案 施設管理課建築係 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 共有サーバ施設管理課長廃棄 2019.8月～
2020年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 2020年度学外起案・学内起案 施設管理課建築係 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 共有サーバ施設管理課長廃棄
2021年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 2021年度学外起案・学内起案 施設管理課建築係 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 共有サーバ施設管理課長廃棄
2020年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 2020年度学外起案・学内起案 電気係、機械係 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 共有サーバ施設管理課長廃棄
2021年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 2021年度学外起案・学内起案 電気係、機械係 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 共有サーバ施設管理課長廃棄
- 工事 施設に関するもので重要なもの（設計図書等） 工事設計図 施設管理課電気係、機械係 - 施設の廃 - 紙 倉庫 施設管理課長廃棄
2017年度 工事 工事の積算に関するもの 平成29年度工事積算書 施設管理課電気係、機械係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 倉庫 施設管理課長廃棄
2018年度 工事 工事の積算に関するもの 平成30年度工事積算書 施設管理課電気係、機械係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 倉庫 施設管理課長廃棄
2019年度 工事 工事の積算に関するもの 2019年度工事積算書 施設管理課電気係、機械係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 施設管理課長廃棄
2020年度 工事 工事の積算に関するもの 2020年度工事積算書 施設管理課電気係、機械係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 倉庫 施設管理課長廃棄
2021年度 工事 工事の積算に関するもの 2021年度工事積算書 施設管理課電気係、機械係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 倉庫 施設管理課長廃棄
2017年度 工事 工事の施工監理に関するもの（かしの修補等の請求の際に必要となるものを除く。） 平成29年度工事施工監理･検査書類 施設管理課電気係、機械係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 倉庫 施設管理課長廃棄
2018年度 工事 工事の施工監理に関するもの（かしの修補等の請求の際に必要となるものを除く。） 平成30年度工事施工監理･検査書類 施設管理課電気係、機械係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 倉庫 施設管理課長廃棄
2019年度 工事 工事の施工監理に関するもの（かしの修補等の請求の際に必要となるものを除く。） 2019年度工事施工監理･検査書類 施設管理課電気係、機械係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 施設管理課長廃棄
2020年度 工事 工事の施工監理に関するもの（かしの修補等の請求の際に必要となるものを除く。） 2020年度工事施工監理･検査書類 施設管理課電気係、機械係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 倉庫 施設管理課長廃棄
2021年度 工事 工事の施工監理に関するもの（かしの修補等の請求の際に必要となるものを除く。） 2021年度工事施工監理･検査書類 施設管理課電気係、機械係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 倉庫 施設管理課長廃棄
2017年度 工事 工事の資産額に関するもの 平成29年度工事資産額書類 施設管理課電気係、機械係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 倉庫 施設管理課長廃棄
2018年度 工事 工事の資産額に関するもの 平成30年度工事資産額書類 施設管理課電気係、機械係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 倉庫 施設管理課長廃棄
2019年度 工事 工事の資産額に関するもの 2019年度工事資産額書類 施設管理課電気係、機械係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 施設管理課長廃棄
2020年度 工事 工事の資産額に関するもの 2020年度工事資産額書類 施設管理課電気係、機械係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 倉庫 施設管理課長廃棄
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大分類 中分類 名称（小分類）
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⑩保存
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の措置

⑪備考⑥保存期間満了日①作成・取得年度等

②　分　　類
③作成者・取得者 ④起算日 ⑤保存期間

2021年度 工事 工事の資産額に関するもの 2021年度工事資産額書類 施設管理課電気係、機械係 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 共有サーバ施設管理課長廃棄
- 工事 施設に関するもので重要なもの（設計図書等） 工事諸手続書類 施設管理課電気係、機械係 - 施設の廃 - 紙 倉庫 施設管理課長廃棄
2017年度 工事 工事用資材・検査・監守に関するもの 平成29年度工事資材検査･監守書類 施設管理課電気係、機械係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 倉庫 施設管理課長廃棄
2018年度 工事 工事用資材・検査・監守に関するもの 平成30年度工事資材検査･監守書類 施設管理課電気係、機械係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 倉庫 施設管理課長廃棄
2019年度 工事 工事用資材・検査・監守に関するもの 2019年度工事資材検査･監守書類 施設管理課電気係、機械係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 施設管理課長廃棄
2020年度 工事 工事用資材・検査・監守に関するもの 2020年度工事資材検査･監守書類 施設管理課電気係、機械係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 倉庫 施設管理課長廃棄
2021年度 工事 工事用資材・検査・監守に関するもの 2021年度工事資材検査･監守書類 施設管理課電気係、機械係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 倉庫 施設管理課長廃棄
- 維持・管理 施設維持管理に関するもの（定期検査の結果の記録に関するものを除く。） 施設維持管理書類 施設管理課電気係、機械係 - 施設の廃 - 紙 倉庫 施設管理課長廃棄
2017年度 維持・管理 施設定期検査及びエネルギーに関するもの 平成29年度施設定期検査関係書類 施設管理課電気係、機械係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 倉庫 施設管理課長廃棄
2018年度 維持・管理 施設定期検査及びエネルギーに関するもの 平成30年度施設定期検査関係書類 施設管理課電気係、機械係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 倉庫 施設管理課長廃棄
2019年度 維持・管理 施設定期検査及びエネルギーに関するもの 2019年度施設定期検査関係書類 施設管理課電気係、機械係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 施設管理課長廃棄
2020年度 維持・管理 施設定期検査及びエネルギーに関するもの 2020年度施設定期検査関係書類 施設管理課電気係、機械係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 倉庫 施設管理課長廃棄
2021年度 維持・管理 施設定期検査及びエネルギーに関するもの 2021年度施設定期検査関係書類 施設管理課電気係、機械係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 倉庫 施設管理課長廃棄
2017年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 平成29年度調査･報告等書類 施設管理課電気係、機械係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 倉庫 施設管理課長廃棄
2012年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 平成24年度医療戦略会議 病院運営企画部病 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室・倉 病院統括部病廃棄
2013年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 平成25年度医療戦略会議 病院運営企画部病 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室・倉 病院統括部病廃棄
2012年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 平成24年度医病・歯病連携推進会議 病院運営企画部病 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室・倉 病院統括部病廃棄
2013年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 平成25年度医病・歯病連携推進会議 病院運営企画部病 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室・倉 病院統括部病廃棄
2014年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 平成26年度医病・歯病連携推進会議 病院統括部病院企 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室・倉 病院統括部病廃棄
2014年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 平成26年度医療戦略会議 病院統括部病院企 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室・倉 病院統括部病廃棄
2015年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 平成27年度医療戦略会議 病院統括部病院企 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室・倉 病院統括部病廃棄
2015年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 平成27年度医病・歯病連携推進会議 病院統括部病院企 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室・倉 病院統括部病廃棄
2016年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 平成28年度医療戦略会議 病院統括部病院企 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室・倉 病院統括部病廃棄
2016年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 平成28年度医病・歯病連携推進会議 病院統括部病院企 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室・倉 病院統括部病廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 平成29年度医療戦略会議 病院統括部病院企 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室・倉 病院統括部病廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 平成29年度統合診療機構コアミーティング 病院統括部病院企 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室・倉 病院統括部病廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 平成29年度医学部附属病院監査委員会 病院統括部病院企 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室・倉 病院統括部病廃棄
2017年度 大学の運営 労働状況記録簿 平成29年度労働状況記録簿 病院統括部病院企 2018/4/1 5 2023/3/31 電子 サーバー 病院統括部病廃棄
2017年度 大学の運営 休暇簿に関するもの 平成29年度休暇簿 病院統括部病院企 2018/4/1 5 2023/3/31 電子 サーバー 病院統括部病廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 2018年度医療戦略会議 病院統括部病院企 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室・倉 病院統括部病廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 2018年度統合診療機構コアミーティング 病院統括部病院企 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室・倉 病院統括部病廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 2018年度医学部附属病院監査委員会 病院統括部病院企 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室・倉 病院統括部病廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 2018年度臨床研究協議会 病院統括部病院企 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室・倉 病院統括部病廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 2018年度一体化検討ＷＧ 病院統括部病院企 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室・倉 病院統括部病廃棄
2018年度 大学の運営 情報公開・個人情報保護に関するもの 2018年度企業等からの資金提供状況の公表に関するガイドライン 病院統括部病院企 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室・倉 病院統括部病廃棄
2018年度 大学の運営 労働状況記録簿 2018年度労働状況記録簿 病院統括部病院企 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 サーバー 病院統括部病廃棄
2018年度 大学の運営 休暇簿に関するもの 2018年度休暇簿 病院統括部病院企 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 サーバー 病院統括部病廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 2019年度医療戦略会議 病院統括部病院企 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室・倉 病院統括部病廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 2019年度統合診療機構コアミーティング 病院統括部病院企 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室・倉 病院統括部病廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 2019年度医学部附属病院監査委員会 病院統括部病院企 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室・倉 病院統括部病廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 2019年度臨床研究協議会 病院統括部病院企 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室・倉 病院統括部病廃棄 2020年度より統合研究機構
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 2019年度一体化検討ＷＧ 病院統括部病院企 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室・倉 病院統括部病廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 2019年度一体化推進委員会 病院統括部病院企 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室・倉 病院統括部病廃棄
2019年度 大学の運営 情報公開・個人情報保護に関するもの 2019年度企業等からの資金提供状況の公表に関するガイドライン 病院統括部病院企 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室・倉 病院統括部病廃棄 2020年度より両附属病院総
2019年度 大学の運営 労働状況記録簿 2019年度労働状況記録簿 病院統括部病院企 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 サーバー 病院統括部病廃棄
2019年度 大学の運営 休暇簿に関するもの 2019年度休暇簿 病院統括部病院企 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 サーバー 病院統括部病廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 2020年度医療戦略会議 病院統括部病院企 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 事務室・倉 病院統括部病廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 2020年度統合診療機構コアミーティング 病院統括部病院企 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 事務室・倉 病院統括部病廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 2020年度医学部附属病院監査委員会 病院統括部病院企 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 事務室・倉 病院統括部病廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 2020年度一体化推進委員会 病院統括部病院企 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 事務室・倉 病院統括部病廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 一体化コアミーティング 病院統括部病院企 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 病院統括部病廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 病院一体化PT 病院統括部病院企 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 病院統括部病廃棄
2020年度 大学の運営 労働状況記録簿 2020年度労働状況記録簿 病院統括部病院企 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 サーバー 病院統括部病廃棄
2020年度 大学の運営 休暇簿に関するもの 2020年度休暇簿 病院統括部病院企 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 サーバー 病院統括部病廃棄
2020年度 外部資金 補助金の申請等に関するもの 2020年度補助金関係 病院統括部病院企 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 病院統括部病移管 コロナ関連
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 2021年度 医療戦略会議 医療企画部企画課 2022/4/1 10 2032/3/31 電子 サーバー 医療企画部企廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 2021年度 統合診療機構コアミーティング 医療企画部企画課 2022/4/1 10 2032/3/31 電子 サーバー 医療企画部企廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 2021年度 東京医科歯科大学病院監査委員会（旧：医学部附属病院監査医療企画部企画課 2022/4/1 10 2032/3/31 電子 サーバー 医療企画部企廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 2021年度 一体化推進委員会 医療企画部企画課 2022/4/1 10 2032/3/31 電子 サーバー 医療企画部企廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2021年度 病院一体化PT 医療企画部企画課 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 サーバー 医療企画部企廃棄
2021年度 大学の運営 労働状況記録簿 2021年度 労働状況記録簿（勤務月報） 医療企画部企画課 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 サーバー 医療企画部企廃棄
2021年度 大学の運営 休暇簿に関するもの 2021年度 休暇簿（年次有給休暇台帳・病気休暇等報告書） 医療企画部企画課 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 サーバー 医療企画部企廃棄
2021年度 会議 役員会、経営評議会、教育研究評議会、教授会の記録に2021年度教授会関係 医学部総務係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2017年度 会議 役員会、経営評議会、教育研究評議会、教授会の記録に平成２９年度教授会関係 医学部総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2018年度 会議 役員会、経営評議会、教育研究評議会、教授会の記録に平成３０年度教授会関係 医学部総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2019年度 会議 役員会、経営評議会、教育研究評議会、教授会の記録に2019年度教授会関係 医学部総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2020年度 会議 役員会、経営評議会、教育研究評議会、教授会の記録に2020年度教授会関係 医学部総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2021年度倫理審査委員会関係 医学部総務係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成２９年度倫理審査委員会関係 医学部総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
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2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成３０年度倫理審査委員会関係 医学部総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2019年度倫理審査委員会関係 医学部総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2020年度倫理審査委員会関係 医学部総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2021年度国際交流会議関係 医学部総務係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成２９年度国際交流会議関係 医学部総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成３０年度国際交流会議関係 医学部総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2019年度国際交流会議関係 医学部総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2020年度国際交流会議関係 医学部総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2021年度各種委員会関係（学内） 医学部総務係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成２９年度各種委員会関係（学内） 医学部総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成３０年度各種委員会関係（学内） 医学部総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2019年度各種委員会関係（学内） 医学部総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2020年度各種委員会関係（学内） 医学部総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2021年度 会議 各種会議の記録に関するもの 2021年度会議関係（学外） 医学部総務係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2017年度 会議 各種会議の記録に関するもの 平成２９年度会議関係（学外） 医学部総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2018年度 会議 各種会議の記録に関するもの 平成３０年度会議関係（学外） 医学部総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2019年度 会議 各種会議の記録に関するもの 2019年度会議関係（学外） 医学部総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2020年度 会議 各種会議の記録に関するもの 2020年度会議関係（学外） 医学部総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2021年度 文書関係業務 派遣に関するもの 2021年度職員の派遣関係 医学部総務係 2022/4/1 3 2025/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2019年度 文書関係業務 派遣に関するもの 2019年度職員の派遣関係 医学部総務係 2020/4/1 3 2025/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2020年度 文書関係業務 派遣に関するもの 2020年度職員の派遣関係 医学部総務係 2021/4/1 3 2024/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 銀行振込依頼書（諸謝金、旅費等） 2021年度立替払い関係 医学部総務係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2017年度 大学の運営（財務・会計） 銀行振込依頼書（諸謝金、旅費等） 平成２９年度立替払い関係 医学部総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成２９年度医学部臨床研究利益相反委員会関係 医学部総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成３０年度医学部臨床研究利益相反委員会関係 医学部総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2019年度医学部臨床研究利益相反委員会関係 医学部総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2020年度医学部臨床研究利益相反委員会関係 医学部総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2021年度 病院の運営 病理解剖に関すること 2021年度病理解剖関係 医学部総務係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2017年度 病院の運営 病理解剖に関すること 平成２９年度病理解剖関係 医学部総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2018年度 病院の運営 病理解剖に関すること 平成３０年度病理解剖関係 医学部総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2019年度 病院の運営 病理解剖に関すること 2019年度病理解剖関係 医学部総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2020年度 病院の運営 病理解剖に関すること 2020年度病理解剖関係 医学部総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 各種会議に関すること 2021年度会議費関係 医学部総務係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2017年度 大学の運営（財務・会計） 各種会議に関すること 平成２９年度会議費関係 医学部総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2018年度 大学の運営（財務・会計） 各種会議に関すること 平成３０年度会議費関係 医学部総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2019年度 大学の運営（財務・会計） 各種会議に関すること 2019年度会議費関係 医学部総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2020年度 大学の運営（財務・会計） 各種会議に関すること 2020年度会議費関係 医学部総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 謝金に関すること 2021年度謝金関係 医学部総務係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2017年度 大学の運営（財務・会計） 謝金に関すること 平成２９年度謝金関係 医学部総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2018年度 大学の運営（財務・会計） 謝金に関すること 平成３０年度謝金関係 医学部総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2019年度 大学の運営（財務・会計） 謝金に関すること 2019年度謝金関係 医学部総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2020年度 大学の運営（財務・会計） 謝金に関すること 2020年度謝金関係 医学部総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2021年度 計画・企画 年度計画に関すること 2021度中期目標・中期計画関係 医学部総務係 2022/4/1 10 2032/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2012年度 計画・企画 年度計画に関すること 平成２４年度中期目標・中期計画関係 総務課庶務第一掛 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2013年度 計画・企画 年度計画に関すること 平成２５年度中期目標・中期計画関係 総務課庶務第一掛 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2014年度 計画・企画 年度計画に関すること 平成２６年度中期目標・中期計画関係 医学部総務掛 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2015年度 計画・企画 年度計画に関すること 平成２７年度中期目標・中期計画関係 医学部総務係 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2016年度 計画・企画 年度計画に関すること 平成２８年度中期目標・中期計画関係 医学部総務係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2017年度 計画・企画 年度計画に関すること 平成２９年度中期目標・中期計画関係 医学部総務係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2018年度 計画・企画 年度計画に関すること 平成３０年度中期目標・中期計画関係 医学部総務係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2019年度 計画・企画 年度計画に関すること 2019年度中期目標・中期計画関係 医学部総務係 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2020年度 計画・企画 年度計画に関すること 2020年度中期目標・中期計画関係 医学部総務係 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2021年度 規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規程制定関係 医学部総務係 2022/4/1 30 2052/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
1992年度 　規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規程制定関係 総務課庶務第一掛 1993/4/1 30 2023/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
1993年度 　規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規程制定関係 総務課庶務第一掛 1994/4/1 30 2024/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
1994年度 　規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規程制定関係 総務課庶務第一掛 1995/4/1 30 2025/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
1995年度 　規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規程制定関係 総務課庶務第一掛 1996/4/1 30 2026/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
1996年度 　規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規程制定関係 総務課庶務第一掛 1997/4/1 30 2027/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
1997年度 　規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規程制定関係 総務課庶務第一掛 1998/4/1 30 2028/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
1998年度 　規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規程制定関係 総務課庶務第一掛 1999/4/1 30 2029/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
1999年度 　規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規程制定関係 総務課庶務第一掛 2000/4/1 30 2030/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2000年度 　規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規程制定関係 総務課庶務第一掛 2001/4/1 30 2031/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2001年度 　規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規程制定関係 総務課庶務第一掛 2002/4/1 30 2032/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2002年度 　規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規程制定関係 総務課庶務第一掛 2003/4/1 30 2033/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2003年度 　規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規程制定関係 総務課庶務第一掛 2004/4/1 30 2034/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2004年度 　規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規程制定関係 総務課庶務第一掛 2005/4/1 30 2035/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2005年度 　規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規程制定関係 総務課庶務第一掛 2006/4/1 30 2036/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2006年度 　規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規程制定関係 総務課庶務第一掛 2007/4/1 30 2037/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2007年度 　規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規程制定関係 総務課庶務第一掛 2008/4/1 30 2038/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2008年度 　規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規程制定関係 総務課庶務第一掛 2009/4/1 30 2039/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
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2009年度 　規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規程制定関係 総務課庶務第一掛 2010/4/1 30 2040/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2010年度 　規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規程制定関係 総務課庶務第一掛 2011/4/1 30 2041/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2011年度 　規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規程制定関係 総務課庶務第一掛 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2012年度 　規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規程制定関係 総務課庶務第一掛 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2013年度 　規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規程制定関係 総務課庶務第一掛 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2014年度 　規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規程制定関係 医学部総務掛 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2015年度 　規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規程制定関係 医学部総務係 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2016年度 　規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規程制定関係 医学部総務係 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2017年度 　規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規程制定関係 医学部総務係 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2018年度 　規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規程制定関係 医学部総務係 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2019年度 　規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規程制定関係 医学部総務係 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2020年度 　規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規程制定関係 医学部総務係 2021/4/1 30 2051/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2021年度 大学の運営 過半数代表者に関するもの 労働者の過半数代表者関係 医学部総務係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2017年度 大学の運営 過半数代表者に関するもの 労働者の過半数代表者関係 医学部総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2018年度 大学の運営 過半数代表者に関するもの 労働者の過半数代表者関係 医学部総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2019年度 大学の運営 過半数代表者に関するもの 労働者の過半数代表者関係 医学部総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2020年度 大学の運営 過半数代表者に関するもの 労働者の過半数代表者関係 医学部総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2021年度 文書関係業務 郵便物等に関するもの 2021年度郵便関係 医学部総務係 2021/4/1 3 2025/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2019年度 文書関係業務 郵便物等に関するもの 2019年度郵便関係 医学部総務係 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2020年度 文書関係業務 郵便物等に関するもの 2020年度郵便関係 医学部総務係 2021/4/1 3 2024/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2021年度 文書関係業務 公印使用簿 公印関係 医学部総務係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2017年度 文書関係業務 公印使用簿 公印関係 医学部総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2018年度 文書関係業務 公印使用簿 公印関係 医学部総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2019年度 文書関係業務 公印使用簿 公印関係 医学部総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2020年度 文書関係業務 公印使用簿 公印関係 医学部総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2021年度 文書関係業務 各種統計調査に関するもの 2021年度各種アンケート・調査関係 医学部総務係 2021/4/1 5 2027/3/31 電子 事務室 医学部事務長廃棄
2017年度 文書関係業務 各種統計調査に関するもの 平成２９年度各種アンケート・調査関係 医学部総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2018年度 文書関係業務 各種統計調査に関するもの 平成３０年度各種アンケート・調査関係 医学部総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2019年度 文書関係業務 各種統計調査に関するもの 2019年度各種アンケート・調査関係 医学部総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2020年度 文書関係業務 各種統計調査に関するもの 2020年度各種アンケート・調査関係 医学部総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2021年度 文書関係業務 各種通知等に関するもの 2021年度雑件 医学部総務係 2021/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2017年度 文書関係業務 各種通知等に関するもの 平成２９年度雑件 医学部総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2018年度 文書関係業務 各種通知等に関するもの 平成３０年度雑件 医学部総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2019年度 文書関係業務 各種通知等に関するもの 2019年度雑件 医学部総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2020年度 文書関係業務 各種通知等に関するもの 2020年度雑件 医学部総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2021年度医学部企画委員会 医学部総務係 2021/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成２９年度医学部企画委員会 医学部総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成３０年度医学部企画委員会 医学部総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2019年度医学部企画委員会 医学部総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2020年度医学部企画委員会 医学部総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2021年度 会議 会議の記録に関するもの 2021年度会議等（学外・学内）関係（医学教務係） 医学部医学教務係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2017年度 会議 会議の記録に関するもの 平成29年度会議等（学外・学内）関係（医学教務係） 医学部医学教務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2018年度 会議 会議の記録に関するもの 平成30年度会議等（学外・学内）関係（医学教務係） 医学部医学教務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2019年度 会議 会議の記録に関するもの 2019年度会議等（学外・学内）関係（医学教務係） 医学部医学教務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2020年度 会議 会議の記録に関するもの 2020年度会議等（学外・学内）関係（医学教務係） 医学部医学教務係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2021年度 証明書 各種証明書発行に関するもの 2021年度各種証明書等関係（医学教務掛） 医学部医学教務係 2022/4/1 3 2025/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2019年度 証明書 各種証明書発行に関するもの 2019年度各種証明書等関係（医学教務掛） 医学部医学教務掛 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2020年度 証明書 各種証明書発行に関するもの 2020年度各種証明書等関係（医学教務掛） 医学部医学教務掛 2021/4/1 3 2024/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2021年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 2021年度各種調査・統計等関係（医学教務係） 医学部医学教務係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙及び電子 事務室 医学部事務長廃棄
2017年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 平成29年度各種調査・統計等関係（医学教務係） 医学部医学教務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2018年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 平成30年度各種調査・統計等関係（医学教務係） 医学部医学教務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2019年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 2019年度各種調査・統計等関係（医学教務係） 医学部医学教務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2020年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 2020年度各種調査・統計等関係（医学教務係） 医学部医学教務係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2021年度 教育 定期試験に関するもの（採点表を除く） 2021年度学生の定期試験関係（採点表を除く）（医学教務係） 医学部医学教務係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉 医学部事務長廃棄
2017年度 教育 定期試験に関するもの（採点表を除く） 平成29年度学生の定期試験関係（採点表を除く）（医学教務係） 医学部医学教務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医学部事務長廃棄
2018年度 教育 定期試験に関するもの（採点表を除く） 平成30年度学生の定期試験関係（採点表を除く）（医学教務係） 医学部医学教務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医学部事務長廃棄
2019年度 教育 定期試験に関するもの（採点表を除く） 2019年度学生の定期試験関係（採点表を除く）（医学教務係） 医学部医学教務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医学部事務長廃棄
2020年度 教育 定期試験に関するもの（採点表を除く） 2020年度学生の定期試験関係（採点表を除く）（医学教務係） 医学部医学教務係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 医学部事務長廃棄
2012年度 教育 教育課程 平成24年度学生の実習等関係（医学教務掛） 教務課医学教務掛 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2013年度 教育 教育課程 平成25年度学生の実習等関係（医学教務掛） 教務課医学教務掛 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2014年度 教育 教育課程 平成26年度学生の実習等関係（医学教務掛） 医学部医学教務掛 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2015年度 教育 教育課程 平成27年度学生の実習等関係（医学教務係） 医学部医学教務係 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2016年度 教育 教育課程 平成28年度学生の実習等関係（医学教務係） 医学部医学教務係 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2017年度 教育 教育課程 平成29年度学生の実習等関係（医学教務係） 医学部医学教務係 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2018年度 教育 教育課程 平成30年度学生の実習等関係（医学教務係） 医学部医学教務係 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2019年度 教育 教育課程 2019年度学生の実習等関係（医学教務係） 医学部医学教務係 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2020年度 教育 教育課程 2020年度学生の実習等関係（医学教務係） 医学部医学教務係 2021/4/1 30 2051/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2021年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 2021年度休学、復学、退学（学部）（医学教務掛） 医学部医学教務係 2022/4/1 10 2032/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2012年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成24年度休学、復学、退学（学部）（医学教務掛） 教務課医学教務掛 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2013年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成25年度休学、復学、退学（学部）（医学教務掛） 教務課医学教務掛 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
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2014年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成26年度休学、復学、退学（学部）（医学教務掛） 医学部医学教務掛 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2015年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成27年度休学、復学、退学（学部）（医学教務係） 医学部医学教務係 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2016年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成28年度休学、復学、退学（学部）（医学教務係） 医学部医学教務係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2017年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成29年度休学、復学、退学（学部）（医学教務係） 医学部医学教務係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2018年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成30年度休学、復学、退学（学部）（医学教務係） 医学部医学教務係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2019年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 2019年度休学、復学、退学（学部）（医学教務係） 医学部医学教務係 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2020年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 2020年度休学、復学、退学（学部）（医学教務係） 医学部医学教務係 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2021年度 教育 国家試験に関するもの 2021度度国家試験受験手続等関係（医学教務掛） 医学部医学教務係 2022/4/1 3 2025/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2019年度 教育 国家試験に関するもの 2019年度国家試験受験手続等関係（医学教務掛） 医学部医学教務掛 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2020年度 教育 国家試験に関するもの 2020年度国家試験受験手続等関係（医学教務掛） 医学部医学教務掛 2021/4/1 3 2024/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2021年度 会議 会議の記録に関するもの 2021年度会議等（学外・学内）関係（保健衛生教務係） 医学部事務部保健 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2017年度 会議 会議の記録に関するもの 平成29年度会議等（学外・学内）関係（保健衛生教務係） 医学部事務部保健 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2018年度 会議 会議の記録に関するもの 平成30年度会議等（学外・学内）関係（保健衛生教務係） 医学部事務部保健 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2019年度 会議 会議の記録に関するもの 2019年度会議等（学外・学内）関係（保健衛生教務係） 医学部事務部保健 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2020年度 会議 会議の記録に関するもの 2020年度会議等（学外・学内）関係（保健衛生教務係） 医学部事務部保健 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2021年度 証明書 各種証明書発行に関するもの 2021年度各種証明書等関係（保健衛生教務係） 医学部事務部保健 2022/4/1 3 2025/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2019年度 証明書 各種証明書発行に関するもの 2019年度各種証明書等関係（保健衛生教務係） 医学部事務部保健 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2020年度 証明書 各種証明書発行に関するもの 2020年度各種証明書等関係（保健衛生教務係） 医学部事務部保健 2021/4/1 3 2024/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2021年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 2021年度各種調査・統計等関係（保健衛生教務係） 医学部事務部保健 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2017年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 平成29年度各種調査・統計等関係（保健衛生教務係） 医学部事務部保健 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2018年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 平成30年度各種調査・統計等関係（保健衛生教務係） 医学部事務部保健 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2019年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 2019年度各種調査・統計等関係（保健衛生教務係） 医学部事務部保健 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2020年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 2020年度各種調査・統計等関係（保健衛生教務係） 医学部事務部保健 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2021年度 教育 定期試験に関するもの（採点表を除く） 2021年度学生の定期試験関係（採点表を除く）（保健衛生教務係） 医学部事務部保健 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉 医学部事務長廃棄
2017年度 教育 定期試験に関するもの（採点表を除く） 平成29年度学生の定期試験関係（採点表を除く）（保健衛生教務係） 医学部事務部保健 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医学部事務長廃棄
2018年度 教育 定期試験に関するもの（採点表を除く） 平成30年度学生の定期試験関係（採点表を除く）（保健衛生教務係） 医学部事務部保健 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医学部事務長廃棄
2019年度 教育 定期試験に関するもの（採点表を除く） 2019年度学生の定期試験関係（採点表を除く）（保健衛生教務係） 医学部事務部保健 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医学部事務長廃棄
2020年度 教育 定期試験に関するもの（採点表を除く） 2020年度学生の定期試験関係（採点表を除く）（保健衛生教務係） 医学部事務部保健 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 医学部事務長廃棄
2021年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 2021年度休学、復学、退学（学部）（保健衛生教務係） 医学部事務部保健 2022/4/1 10 2032/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2012年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成24年度休学、復学、退学（学部）（保健衛生教務掛） 教務課保健衛生教 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2013年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成25年度休学、復学、退学（学部）（保健衛生教務掛） 教務課保健衛生教 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2014年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成26年度休学、復学、退学（学部）（保健衛生教務掛） 医学部事務部保健 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2015年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成27年度休学、復学、退学（学部）（保健衛生教務掛） 医学部事務部保健 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2016年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成28年度休学、復学、退学（学部）（保健衛生教務係） 医学部事務部保健 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2017年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成29年度休学、復学、退学（学部）（保健衛生教務係） 医学部事務部保健 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2018年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成30年度休学、復学、退学（学部）（保健衛生教務係） 医学部事務部保健 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2019年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 2019年度休学、復学、退学（学部）（保健衛生教務係） 医学部事務部保健 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2020年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 2020年度休学、復学、退学（学部）（保健衛生教務係） 医学部事務部保健 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2021年度 教育 教育課程 2021年度教育課程関係、学生の実習棟関係（保健衛生教務係） 医学部事務部保健 2022/4/1 30 2052/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
1992年度 教育 教育課程 平成4年度教育課程関係（学部）（保健衛生教務掛） 教務課保健衛生教 1993/4/1 30 2023/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
1993年度 教育 教育課程 平成5年度教育課程関係（学部）（保健衛生教務掛） 教務課保健衛生教 1994/4/1 30 2024/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
1994年度 教育 教育課程 平成6年度教育課程関係（学部）（保健衛生教務掛） 教務課保健衛生教 1995/4/1 30 2025/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
1995年度 教育 教育課程 平成7年度教育課程関係（学部）（保健衛生教務掛） 教務課保健衛生教 1996/4/1 30 2026/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
1996年度 教育 教育課程 平成8年度教育課程関係（学部）（保健衛生教務掛） 教務課保健衛生教 1997/4/1 30 2027/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
1997年度 教育 教育課程 平成9年度教育課程関係（学部）（保健衛生教務掛） 教務課保健衛生教 1998/4/1 30 2028/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
1998年度 教育 教育課程 平成10年度教育課程関係（学部）（保健衛生教務掛） 教務課保健衛生教 1999/4/1 30 2029/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
1999年度 教育 教育課程 平成11年度教育課程関係（学部）（保健衛生教務掛） 教務課保健衛生教 2000/4/1 30 2030/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2000年度 教育 教育課程 平成12年度教育課程関係（学部）（保健衛生教務掛） 教務課保健衛生教 2001/4/1 30 2031/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2001年度 教育 教育課程 平成13年度教育課程関係（学部）（保健衛生教務掛） 教務課保健衛生教 2002/4/1 30 2032/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2002年度 教育 教育課程 平成14年度教育課程関係（学部）（保健衛生教務掛） 教務課保健衛生教 2003/4/1 30 2033/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2003年度 教育 教育課程 平成15年度教育課程関係（学部）（保健衛生教務掛） 教務課保健衛生教 2004/4/1 30 2034/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2004年度 教育 教育課程 平成16年度教育課程関係（学部）（保健衛生教務掛） 教務課保健衛生教 2005/4/1 30 2035/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2005年度 教育 教育課程 平成17年度教育課程関係（学部）（保健衛生教務掛） 教務課保健衛生教 2006/4/1 30 2036/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2006年度 教育 教育課程 平成18年度教育課程関係（学部）（保健衛生教務掛） 教務課保健衛生教 2007/4/1 30 2037/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2007年度 教育 教育課程 平成19年度教育課程関係（学部）（保健衛生教務掛） 教務課保健衛生教 2008/4/1 30 2038/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2008年度 教育 教育課程 平成20年度教育課程関係（学部）（保健衛生教務掛） 教務課保健衛生教 2009/4/1 30 2039/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2009年度 教育 教育課程 平成21年度教育課程関係（学部）（保健衛生教務掛） 教務課保健衛生教 2010/4/1 30 2040/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2010年度 教育 教育課程 平成22年度教育課程関係（学部）（保健衛生教務掛） 教務課保健衛生教 2011/4/1 30 2041/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2011年度 教育 教育課程 平成23年度教育課程関係、学生の実習等関係（保健衛生教務掛） 教務課保健衛生教 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2012年度 教育 教育課程 平成24年度教育課程関係、学生の実習等関係（保健衛生教務掛） 教務課保健衛生教 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2013年度 教育 教育課程 平成25年度教育課程関係、学生の実習等関係（保健衛生教務掛） 教務課保健衛生教 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2014年度 教育 教育課程 平成26年度教育課程関係、学生の実習等関係（保健衛生教務掛） 医学部事務部保健 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2015年度 教育 教育課程 平成27年度教育課程関係、学生の実習等関係（保健衛生教務掛） 医学部事務部保健 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2016年度 教育 教育課程 平成28年度教育課程関係、学生の実習等関係（保健衛生教務係） 医学部事務部保健 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2017年度 教育 教育課程 平成29年度教育課程関係、学生の実習等関係（保健衛生教務係） 医学部事務部保健 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2018年度 教育 教育課程 平成30年度教育課程関係、学生の実習等関係（保健衛生教務係） 医学部事務部保健 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2019年度 教育 教育課程 2019年度教育課程関係、学生の実習等関係（保健衛生教務係） 医学部事務部保健 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2020年度 教育 教育課程 2020年度教育課程関係、学生の実習等関係（保健衛生教務係） 医学部事務部保健 2021/4/1 30 2051/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2021年度 教育 国家試験に関するもの 2021年度国家試験受験手続等関係（保健衛生教務係） 医学部事務部保健 2022/4/1 3 2025/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2019年度 教育 国家試験に関するもの 2019年度国家試験受験手続等関係（保健衛生教務係） 医学部事務部保健 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
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2020年度 教育 国家試験に関するもの 2019年度国家試験受験手続等関係（保健衛生教務係） 医学部事務部保健 2021/4/1 3 2024/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2021年度 研修関係 研修に関するもの 2021年度　東京医科歯科大学教職員FD・SD研修 医学部事務部総務係 2021/4/1 3 2025/3/31 紙 事務室 医学部事務長 廃棄
2019年度 研修関係 研修に関するもの 2019年度　東京医科歯科大学教職員FD・SD研修 医学部事務部総務係 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 医学部事務長 廃棄
2020年度 研修関係 研修に関するもの 2020年度　東京医科歯科大学教職員FD・SD研修 医学部事務部総務係 2021/4/1 3 2024/3/31 紙 事務室 医学部事務長 廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 正常解剖に関するもの 2021年度祭祀料関係 医学部事務部総務 2021/4/1 5 2027/3/31 電子 事務室 医学部事務長廃棄
2017年度 大学の運営（財務・会計） 正常解剖に関するもの 平成２９年度祭祀料関係 医学部事務部総務 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2018年度 大学の運営（財務・会計） 正常解剖に関するもの 平成３０年度祭祀料関係 医学部事務部総務 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2019年度 大学の運営（財務・会計） 正常解剖に関するもの 2019年度祭祀料関係 医学部事務部総務 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2020年度 大学の運営（財務・会計） 正常解剖に関するもの 2020年度祭祀料関係 医学部事務部総務 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 正常解剖に関するもの（火葬関係・解剖経験証明書） 2021年度解剖体関係 医学部事務部総務 2021/4/1 5 2027/3/31 電子 事務室 医学部事務長廃棄
2017年度 大学の運営（財務・会計） 正常解剖に関するもの（火葬関係・解剖経験証明書） 平成２９年度解剖体関係 医学部事務部総務 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2018年度 大学の運営（財務・会計） 正常解剖に関するもの（火葬関係・解剖経験証明書） 平成３０年度解剖体関係 医学部事務部総務 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2019年度 大学の運営（財務・会計） 正常解剖に関するもの（火葬関係・解剖経験証明書） 2019年度解剖体関係 医学部事務部総務 2020/4/1 5 2025/4/1 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2020年度 大学の運営（財務・会計） 正常解剖に関するもの（火葬関係・解剖経験証明書） 2020年度解剖体関係 医学部事務部総務 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2021年度 教育 教育課程 2021年度教育課程関係（学部）（医学教務関係） 医学部医学教務係 2022/4/1 30 2052/3/31 紙及び電子 事務室 医学部事務長廃棄
1992年度 教育 教育課程 平成4年度教育課程関係（学部）（医学教務関係） 教務課医学教務掛 1993/4/1 30 2023/3/31 紙及び電子 事務室 医学部事務長廃棄
1993年度 教育 教育課程 平成5年度教育課程関係（学部）（医学教務関係） 教務課医学教務掛 1994/4/1 30 2024/3/31 紙及び電子 事務室 医学部事務長廃棄
1994年度 教育 教育課程 平成6年度教育課程関係（学部）（医学教務関係） 教務課医学教務掛 1995/4/1 30 2025/3/31 紙及び電子 事務室 医学部事務長廃棄
1995年度 教育 教育課程 平成7年度教育課程関係（学部）（医学教務関係） 教務課医学教務掛 1996/4/1 30 2026/3/31 紙及び電子 事務室 医学部事務長廃棄
1996年度 教育 教育課程 平成8年度教育課程関係（学部）（医学教務関係） 教務課医学教務掛 1997/4/1 30 2027/3/31 紙及び電子 事務室 医学部事務長廃棄
1997年度 教育 教育課程 平成9年度教育課程関係（学部）（医学教務関係） 教務課医学教務掛 1998/4/1 30 2028/3/31 紙及び電子 事務室 医学部事務長廃棄
1998年度 教育 教育課程 平成10年度教育課程関係（学部）（医学教務関係） 教務課医学教務掛 1999/4/1 30 2029/3/31 紙及び電子 事務室 医学部事務長廃棄
1999年度 教育 教育課程 平成11年度教育課程関係（学部）（医学教務関係） 教務課医学教務掛 2000/4/1 30 2030/3/31 紙及び電子 事務室 医学部事務長廃棄
2000年度 教育 教育課程 平成12年度教育課程関係（学部）（医学教務関係） 教務課医学教務掛 2001/4/1 30 2031/3/31 紙及び電子 事務室 医学部事務長廃棄
2001年度 教育 教育課程 平成13年度教育課程関係（学部）（医学教務関係） 教務課医学教務掛 2002/4/1 30 2032/3/31 紙及び電子 事務室 医学部事務長廃棄
2002年度 教育 教育課程 平成14年度教育課程関係（学部）（医学教務関係） 教務課医学教務掛 2003/4/1 30 2033/3/31 紙及び電子 事務室 医学部事務長廃棄
2003年度 教育 教育課程 平成15年度教育課程関係（学部）（医学教務関係） 教務課医学教務掛 2004/4/1 30 2034/3/31 紙及び電子 事務室 医学部事務長廃棄
2004年度 教育 教育課程 平成16年度教育課程関係（学部）（医学教務関係） 教務課医学教務掛 2005/4/1 30 2035/3/31 紙及び電子 事務室 医学部事務長廃棄
2005年度 教育 教育課程 平成17年度教育課程関係（学部）（医学教務関係） 教務課医学教務掛 2006/4/1 30 2036/3/31 紙及び電子 事務室 医学部事務長廃棄
2006年度 教育 教育課程 平成18年度教育課程関係（学部）（医学教務関係） 教務課医学教務掛 2007/4/1 30 2037/3/31 紙及び電子 事務室 医学部事務長廃棄
2007年度 教育 教育課程 平成19年度教育課程関係（学部）（医学教務関係） 教務課医学教務掛 2008/4/1 30 2038/3/31 紙及び電子 事務室 医学部事務長廃棄
2008年度 教育 教育課程 平成20年度教育課程関係（学部）（医学教務関係） 教務課医学教務掛 2009/4/1 30 2039/3/31 紙及び電子 事務室 医学部事務長廃棄
2009年度 教育 教育課程 平成21年度教育課程関係（学部）（医学教務関係） 教務課医学教務掛 2010/4/1 30 2040/3/31 紙及び電子 事務室 医学部事務長廃棄
2010年度 教育 教育課程 平成22年度教育課程関係（学部）（医学教務関係） 教務課医学教務掛 2011/4/1 30 2041/3/31 紙及び電子 事務室 医学部事務長廃棄
2011年度 教育 教育課程 平成23年度教育課程関係（学部）（医学教務関係） 教務課医学教務掛 2012/4/1 30 2042/3/31 紙及び電子 事務室 医学部事務長廃棄
2012年度 教育 教育課程 平成24年度教育課程関係（学部）（医学教務関係） 教務課医学教務掛 2013/4/1 30 2043/3/31 紙及び電子 事務室 医学部事務長廃棄
2013年度 教育 教育課程 平成25年度教育課程関係（学部）（医学教務関係） 教務課医学教務掛 2014/4/1 30 2044/3/31 紙及び電子 事務室 医学部事務長廃棄
2014年度 教育 教育課程 平成26年度教育課程関係（学部）（医学教務関係） 医学部医学教務掛 2015/4/1 30 2045/3/31 紙及び電子 事務室 医学部事務長廃棄
2015年度 教育 教育課程 平成27年度教育課程関係（学部）（医学教務関係） 医学部医学教務係 2016/4/1 30 2046/3/31 紙及び電子 事務室 医学部事務長廃棄
2016年度 教育 教育課程 平成28年度教育課程関係（学部）（医学教務関係） 医学部医学教務係 2017/4/1 30 2047/3/31 紙及び電子 事務室 医学部事務長廃棄
2017年度 教育 教育課程 平成29年度教育課程関係（学部）（医学教務関係） 医学部医学教務係 2018/4/1 30 2048/3/31 紙及び電子 事務室 医学部事務長廃棄
2018年度 教育 教育課程 平成30年度教育課程関係（学部）（医学教務関係） 医学部医学教務係 2019/4/1 30 2049/3/31 紙及び電子 事務室 医学部事務長廃棄
2019年度 教育 教育課程 2019年度教育課程関係（学部）（医学教務関係） 医学部医学教務係 2020/4/1 30 2050/3/31 紙及び電子 事務室 医学部事務長廃棄
2020年度 教育 教育課程 2020年度教育課程関係（学部）（医学教務関係） 医学部医学教務係 2021/4/1 30 2051/3/31 紙及び電子 事務室 医学部事務長廃棄
2021年度 教育 保護者説明会に関するもの ２０２1年度保護者説明会 医学部事務部保健 2022/4/1 1 2023/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2021年度 教育 ガイダンスに関するもの ２０２１年度新年度ガイダンス 医学部事務部保健 2022/4/1 1 2023/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2021年度 労働時間管理 時間外労働命令、特殊勤務実績及び宿日直勤務に関するもの 2021年度労働状況報告書 医学部総務係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2021年度 労働時間管理 時間外労働命令、特殊勤務実績及び宿日直勤務に関するもの 2021年度年休簿 医学部総務係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 医学部事務長廃棄
2017年度 人事管理 役員及び職員の任用に関するもの 部長・センター長等候補者の推薦 総務課総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2018年度 人事管理 役員及び職員の任用に関するもの 病院長候補者選考委員会 総務課総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 医学部附属病院総務課長 廃棄
2019年度 人事管理 役員及び職員の任用に関するもの 病院長候補者選考委員会 総務課総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 医学部附属病院総務課長 廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成２９年度病院運営検討委員会 総務課総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成３０年度病院運営検討委員会 総務課総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2019年度病院運営検討委員会 総務課総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2020年度病院運営検討委員会 総務課総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 サーバー 医学部附属病廃棄
2017年度 病院の運営 損害保険に関するもの 国立大学附属病院損害賠償責任保険関係綴 総務課総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2018年度 病院の運営 損害保険に関するもの 国立大学附属病院損害賠償責任保険関係綴 総務課総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2019年度 病院の運営 損害保険に関するもの 国立大学附属病院損害賠償責任保険関係綴 総務課総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2020年度 病院の運営 損害保険に関するもの 国立大学附属病院損害賠償責任保険関係綴 総務課総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2017年度 大学の運営（財務・会計） 各種会議に関すること 平成２９年度会費納入関係綴 総務課総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2018年度 大学の運営（財務・会計） 各種会議に関すること 平成３０年度会費納入関係綴 総務課総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2019年度 大学の運営（財務・会計） 各種会議に関すること 2019年度会費納入関係綴 総務課総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2017年度 会議 各種会議の記録に関するもの 平成２９年度会議関係綴 総務課総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2018年度 会議 各種会議の記録に関するもの 平成３０年度会議関係綴 総務課総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2019年度 会議 各種会議の記録に関するもの 2019年度会議関係綴 総務課総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2020年度 会議 各種会議の記録に関するもの 2020年度会議関係綴 総務課総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2017年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 平成２９年度雑件 総務課総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2018年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 平成３０年度雑件 総務課総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2019年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 2019年度雑件 総務課総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2020年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 2020年度雑件 総務課総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 医学部附属病移管 コロナ関連含む
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2017年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 平成２９年度調査・アンケート関係 総務課総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2018年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 平成３０年度調査・アンケート関係 総務課総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2019年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 2019年度調査・アンケート関係 総務課総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2020年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 2020年度調査・アンケート関係 総務課総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 サーバー 医学部附属病移管 コロナ関連含む
2017年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 平成２９年度データベースセンター関係綴 総務課総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2018年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 平成３０年度データベースセンター関係綴 総務課総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2019年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 2019年度データベースセンター関係綴 総務課総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2020年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 2020年度データベースセンター関係綴 総務課総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 サーバー 医学部附属病廃棄
1992年度 病院の運営 各種統計調査に関するもの 報告書関係 総務課庶務第二掛 1993/4/1 30 2023/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
1993年度 病院の運営 各種統計調査に関するもの 報告書関係 総務課庶務第二掛 1994/4/1 30 2024/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
1994年度 病院の運営 各種統計調査に関するもの 報告書関係 総務課庶務第二掛 1995/4/1 30 2025/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
1995年度 病院の運営 各種統計調査に関するもの 報告書関係 総務課庶務第二掛 1996/4/1 30 2026/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
1996年度 病院の運営 各種統計調査に関するもの 報告書関係 総務課庶務第二掛 1997/4/1 30 2027/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
1997年度 病院の運営 各種統計調査に関するもの 報告書関係 総務課庶務第二掛 1998/4/1 30 2028/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
1998年度 病院の運営 各種統計調査に関するもの 報告書関係 総務課庶務第二掛 1999/4/1 30 2029/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
1999年度 病院の運営 各種統計調査に関するもの 報告書関係 総務課庶務第二掛 2000/4/1 30 2030/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2000年度 病院の運営 各種統計調査に関するもの 報告書関係 総務課庶務第二掛 2001/4/1 30 2031/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2001年度 病院の運営 各種統計調査に関するもの 報告書関係 総務課庶務第二掛 2002/4/1 30 2032/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2002年度 病院の運営 各種統計調査に関するもの 報告書関係 総務課庶務第二掛 2003/4/1 30 2033/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2003年度 病院の運営 各種統計調査に関するもの 報告書関係 総務課庶務第二掛 2004/4/1 30 2034/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2004年度 病院の運営 各種統計調査に関するもの 報告書関係 総務課庶務第二掛 2005/4/1 30 2035/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2005年度 病院の運営 各種統計調査に関するもの 報告書関係 総務課庶務第二掛 2006/4/1 30 2036/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2006年度 病院の運営 各種統計調査に関するもの 報告書関係 総務課庶務第二掛 2007/4/1 30 2037/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2007年度 病院の運営 各種統計調査に関するもの 報告書関係 総務課庶務第二掛 2008/4/1 30 2038/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2008年度 病院の運営 各種統計調査に関するもの 報告書関係 総務課庶務第二掛 2009/4/1 30 2039/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2009年度 病院の運営 各種統計調査に関するもの 報告書関係 総務課庶務第二掛 2010/4/1 30 2040/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2010年度 病院の運営 各種統計調査に関するもの 報告書関係 総務課庶務第二掛 2011/4/1 30 2041/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2011年度 病院の運営 各種統計調査に関するもの 報告書関係 総務課庶務第二掛 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2012年度 病院の運営 各種統計調査に関するもの 報告書関係 総務課庶務第二掛 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2013年度 病院の運営 各種統計調査に関するもの 報告書関係 総務課庶務第二掛 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2014年度 病院の運営 各種統計調査に関するもの 報告書関係 総務課総務掛 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2017年度 大学の運営 過半数代表者に関するもの 過半数代表者選出関係 総務課総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2018年度 大学の運営 過半数代表者に関するもの 過半数代表者選出関係 総務課総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2019年度 大学の運営 過半数代表者に関するもの 過半数代表者選出関係 総務課総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2020年度 大学の運営 過半数代表者に関するもの 過半数代表者選出関係 総務課総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 サーバー 医学部附属病廃棄
2017年度 文書関係業務 公印使用簿 公印簿 総務課総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2018年度 文書関係業務 公印使用簿 公印簿 総務課総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2019年度 文書関係業務 公印使用簿 公印簿 総務課総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2020年度 文書関係業務 公印使用簿 公印簿 総務課総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
1992年度 病院の運営 公職選挙法に関すること 不在者投票関係 総務課庶務第二掛 1993/4/1 30 2023/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
1993年度 病院の運営 公職選挙法に関すること 不在者投票関係 総務課庶務第二掛 1994/4/1 30 2024/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
1994年度 病院の運営 公職選挙法に関すること 不在者投票関係 総務課庶務第二掛 1995/4/1 30 2025/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
1995年度 病院の運営 公職選挙法に関すること 不在者投票関係 総務課庶務第二掛 1996/4/1 30 2026/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
1996年度 病院の運営 公職選挙法に関すること 不在者投票関係 総務課庶務第二掛 1997/4/1 30 2027/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
1997年度 病院の運営 公職選挙法に関すること 不在者投票関係 総務課庶務第二掛 1998/4/1 30 2028/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
1998年度 病院の運営 公職選挙法に関すること 不在者投票関係 総務課庶務第二掛 1999/4/1 30 2029/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
1999年度 病院の運営 公職選挙法に関すること 不在者投票関係 総務課庶務第二掛 2000/4/1 30 2030/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2000年度 病院の運営 公職選挙法に関すること 不在者投票関係 総務課庶務第二掛 2001/4/1 30 2031/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2001年度 病院の運営 公職選挙法に関すること 不在者投票関係 総務課庶務第二掛 2002/4/1 30 2032/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2002年度 病院の運営 公職選挙法に関すること 不在者投票関係 総務課庶務第二掛 2003/4/1 30 2033/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2003年度 病院の運営 公職選挙法に関すること 不在者投票関係 総務課庶務第二掛 2004/4/1 30 2034/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2004年度 病院の運営 公職選挙法に関すること 不在者投票関係 総務課庶務第二掛 2005/4/1 30 2035/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2005年度 病院の運営 公職選挙法に関すること 不在者投票関係 総務課庶務第二掛 2006/4/1 30 2036/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2006年度 病院の運営 公職選挙法に関すること 不在者投票関係 総務課庶務第二掛 2007/4/1 30 2037/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2007年度 病院の運営 公職選挙法に関すること 不在者投票関係 総務課庶務第二掛 2008/4/1 30 2038/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2008年度 病院の運営 公職選挙法に関すること 不在者投票関係 総務課庶務第二掛 2009/4/1 30 2039/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2009年度 病院の運営 公職選挙法に関すること 不在者投票関係 総務課庶務第二掛 2010/4/1 30 2040/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2010年度 病院の運営 公職選挙法に関すること 不在者投票関係 総務課庶務第二掛 2011/4/1 30 2041/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2011年度 病院の運営 公職選挙法に関すること 不在者投票関係 総務課庶務第二掛 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2012年度 病院の運営 公職選挙法に関すること 不在者投票関係 総務課庶務第二掛 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2013年度 病院の運営 公職選挙法に関すること 不在者投票関係 総務課庶務第二掛 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2014年度 病院の運営 患者の不在者投票に関するもの 不在者投票関係 総務課総務掛 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2015年度 病院の運営 患者の不在者投票に関するもの 不在者投票関係 総務課総務係 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2016年度 病院の運営 患者の不在者投票に関するもの 平成２８年度不在者投票関係 総務課総務係 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2017年度 病院の運営 患者の不在者投票に関するもの 平成２９年度不在者投票関係 総務課総務係 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2018年度 病院の運営 患者の不在者投票に関するもの 平成３０年度不在者投票関係 総務課総務係 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2019年度 病院の運営 患者の不在者投票に関するもの 2019年度不在者投票関係 総務課総務係 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2020年度 病院の運営 患者の不在者投票に関するもの 2020年度不在者投票関係 総務課総務係 2021/4/1 30 2051/3/31 電子 サーバー 医学部附属病廃棄
2012年度 病院の運営 災害に関すること 災害医療関係 総務課庶務第二掛 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2013年度 病院の運営 災害に関すること 災害医療関係 総務課庶務第二掛 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
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2014年度 大学の運営 防火・防災管理に関すること 災害医療関係 総務課総務掛 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2015年度 大学の運営 防火・防災管理に関すること 災害医療関係 総務課総務係 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2016年度 大学の運営 防火・防災管理に関すること 平成２８年度災害対策委員会・災害関連 総務課総務係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2017年度 大学の運営 防火・防災管理に関すること 平成２９年度災害対策委員会・災害関連 総務課総務係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2018年度 大学の運営 防火・防災管理に関すること 平成３０年度災害対策委員会・災害関連 総務課総務係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2019年度 大学の運営 防火・防災管理に関すること 2019年度災害対策委員会・災害関連 総務課総務係 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2020年度 大学の運営 防火・防災管理に関すること 2020年度災害対策委員会・災害関連 総務課総務係 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2017年度 大学の運営 銀行振込依頼書（諸謝金、旅費等） 平成２９年度職員派遣・謝金関係 総務課総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2018年度 大学の運営 銀行振込依頼書（諸謝金、旅費等） 平成３０年度職員派遣・謝金関係 総務課総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2019年度 大学の運営 銀行振込依頼書（諸謝金、旅費等） 2019年度職員派遣・謝金関係 総務課総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2020年度 大学の運営 銀行振込依頼書（諸謝金、旅費等） 2019年度職員派遣・謝金関係 総務課総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2017年度 病院の運営 消防に関すること 消防関係 総務課総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2012年度 病院の運営 消防に関すること 消防計画関係 総務課庶務第二掛 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2013年度 病院の運営 消防に関すること 消防計画関係 総務課庶務第二掛 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2014年度 病院の運営 消防に関すること 消防計画関係 総務課総務掛 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2015年度 病院の運営 消防に関すること 消防計画関係 総務課総務係 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2016年度 病院の運営 消防に関すること 消防計画関係 総務課総務係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2017年度 病院の運営 消防に関すること 消防計画関係 総務課総務係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2018年度 病院の運営 消防に関すること 消防計画関係 総務課総務係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
1992年度 規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規程制定関係 総務課庶務第一掛 1993/4/1 30 2023/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
1993年度 規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規程制定関係 総務課庶務第一掛 1994/4/1 30 2024/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
1994年度 規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規程制定関係 総務課庶務第一掛 1995/4/1 30 2025/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
1995年度 規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規程制定関係 総務課庶務第一掛 1996/4/1 30 2026/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
1996年度 規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規程制定関係 総務課庶務第一掛 1997/4/1 30 2027/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
1997年度 規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規程制定関係 総務課庶務第一掛 1998/4/1 30 2028/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
1998年度 規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規程制定関係 総務課庶務第一掛 1999/4/1 30 2029/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
1999年度 規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規程制定関係 総務課庶務第一掛 2000/4/1 30 2030/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2000年度 規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規程制定関係 総務課庶務第一掛 2001/4/1 30 2031/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2001年度 規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規程制定関係 総務課庶務第一掛 2002/4/1 30 2032/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2002年度 規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規程制定関係 総務課庶務第一掛 2003/4/1 30 2033/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2003年度 規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規程制定関係 総務課庶務第一掛 2004/4/1 30 2034/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2004年度 規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規程制定関係 総務課庶務第一掛 2005/4/1 30 2035/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2005年度 規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規程制定関係 総務課庶務第一掛 2006/4/1 30 2036/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2006年度 規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規程制定関係 総務課庶務第一掛 2007/4/1 30 2037/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2007年度 規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規程制定関係 総務課庶務第一掛 2008/4/1 30 2038/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2008年度 規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規程制定関係 総務課庶務第一掛 2009/4/1 30 2039/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2009年度 規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規程制定関係 総務課庶務第一掛 2010/4/1 30 2040/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2010年度 規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規程制定関係 総務課庶務第一掛 2011/4/1 30 2041/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2011年度 規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規程制定関係 総務課庶務第一掛 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2012年度 規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規程制定関係 総務課庶務第一掛 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2013年度 規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規程制定関係 総務課庶務第一掛 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2014年度 規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規程改正関係 総務課総務掛 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2015年度 規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規程改正関係 総務課総務係 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2016年度 規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規則改正関係 総務課総務係 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2017年度 規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規則改正関係 総務課総務係 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2018年度 規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規則改正関係 総務課総務係 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2019年度 規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規則改正関係 総務課総務係 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2020年度 規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規則改正関係 総務課総務係 2021/4/1 30 2051/3/31 電子 サーバー 医学部附属病廃棄
2017年度 病院の運営 診療従事に関するもの 平成２９年度医療行為実施申請・診療情報閲覧申請 総務課総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2018年度 病院の運営 診療従事に関するもの 平成３０年度医療行為実施申請・診療情報閲覧申請 総務課総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2019年度 病院の運営 診療従事に関するもの 2019年度医療行為実施申請・診療情報閲覧申請 総務課総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2020年度 病院の運営 診療従事に関するもの 2020年度医療行為実施申請・診療情報閲覧申請 総務課総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
1992年度 病院の運営 専門医に関すること 認定医登録関係 総務課庶務第一掛 1993/4/1 30 2023/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
1993年度 病院の運営 専門医に関すること 認定医登録関係 総務課庶務第一掛 1994/4/1 30 2024/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
1994年度 病院の運営 専門医に関すること 認定医登録関係 総務課庶務第一掛 1995/4/1 30 2025/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
1995年度 病院の運営 専門医に関すること 認定医登録関係 総務課庶務第一掛 1996/4/1 30 2026/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
1996年度 病院の運営 専門医に関すること 認定医登録関係 総務課庶務第一掛 1997/4/1 30 2027/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
1997年度 病院の運営 専門医に関すること 認定医登録関係 総務課庶務第一掛 1998/4/1 30 2028/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
1998年度 病院の運営 専門医に関すること 認定医登録関係 総務課庶務第一掛 1999/4/1 30 2029/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
1999年度 病院の運営 専門医に関すること 認定医登録関係 総務課庶務第一掛 2000/4/1 30 2030/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2000年度 病院の運営 専門医に関すること 認定医登録関係 総務課庶務第一掛 2001/4/1 30 2031/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2001年度 病院の運営 専門医に関すること 認定医登録関係 総務課庶務第一掛 2002/4/1 30 2032/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2002年度 病院の運営 専門医に関すること 認定医登録関係 総務課庶務第一掛 2003/4/1 30 2033/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2003年度 病院の運営 専門医に関すること 認定医登録関係 総務課庶務第一掛 2004/4/1 30 2034/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2004年度 病院の運営 専門医に関すること 認定医登録関係 総務課庶務第一掛 2005/4/1 30 2035/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2005年度 病院の運営 専門医に関すること 認定医登録関係 総務課庶務第一掛 2006/4/1 30 2036/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2006年度 病院の運営 専門医に関すること 認定医登録関係 総務課庶務第一掛 2007/4/1 30 2037/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2007年度 病院の運営 専門医に関すること 認定医登録関係 総務課庶務第一掛 2008/4/1 30 2038/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2008年度 病院の運営 専門医に関すること 認定医登録関係 総務課庶務第一掛 2009/4/1 30 2039/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2009年度 病院の運営 専門医に関すること 認定医登録関係 総務課庶務第一掛 2010/4/1 30 2040/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
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2010年度 病院の運営 専門医に関すること 認定医登録関係 総務課庶務第一掛 2011/4/1 30 2041/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2011年度 病院の運営 専門医に関すること 認定医登録関係 総務課庶務第二掛 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2012年度 病院の運営 専門医に関すること 認定医登録関係 総務課庶務第二掛 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2013年度 病院の運営 専門医に関すること 認定医登録関係 総務課庶務第二掛 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2014年度 病院の運営 専門医に関すること 認定医登録関係 総務課総務掛 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2015年度 病院の運営 専門医に関すること 認定医登録関係 総務課総務係 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2019年度 病院の運営 受託実習生、病院研修生に関するもの 2019年度病院研修生・研修登録医 総務課総務係 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2020年度 病院の運営 受託実習生、病院研修生に関するもの 2020年度病院研修生・研修登録医 総務課総務係 2021/4/1 3 2024/3/31 電子 サーバー 医学部附属病廃棄
2019年度 病院の運営 受託実習生、病院研修生に関するもの 2019年度ダヴィンチ見学関係 総務課総務係 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2020年度 病院の運営 受託実習生、病院研修生に関するもの 2020年度ダヴィンチ見学関係 総務課総務係 2021/4/1 3 2024/3/31 電子 サーバー 医学部附属病廃棄
2017年度 大学の運営 麻薬・毒物に関するもの 平成２９年度麻薬施用者免許申請等 総務課総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2018年度 大学の運営 麻薬・毒物に関するもの 平成３０年度麻薬施用者免許申請等 総務課総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2019年度 大学の運営 麻薬・毒物に関するもの 2019年度麻薬施用者免許申請等 総務課総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2020年度 大学の運営 麻薬・毒物に関するもの 2020年度麻薬施用者免許申請等 総務課総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 サーバー 医学部附属病廃棄
2017年度 会議 役員会、経営協議会、教育研究評議会・教授会の記録に平成２９年度病院運営会議関係 総務課総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2018年度 会議 役員会、経営協議会、教育研究評議会・教授会の記録に平成３０年度病院運営会議関係 総務課総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2019年度 会議 役員会、経営協議会、教育研究評議会・教授会の記録に2019年度病院運営会議関係 総務課総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2020年度 会議 役員会、経営協議会、教育研究評議会・教授会の記録に2020年度病院運営会議関係 総務課総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2019年度 文書関係業務 郵便物等に関するもの 平成２９年度郵便物発送表控え 総務課総務係 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2020年度 文書関係業務 郵便物等に関するもの 2019年度郵便物発送表控え 総務課総務係 2021/4/1 3 2024/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2019年度 文書関係業務 郵便物等に関するもの 2019年度切手払出し簿 総務課総務係 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2020年度 文書関係業務 郵便物等に関するもの 2020年度切手払出し簿 総務課総務係 2021/4/1 3 2024/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2017年度 大学の運営（財務・会計） 銀行振込依頼書（諸謝金、旅費等） 平成２９年度立替払い関係 総務課総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2018年度 大学の運営（財務・会計） 銀行振込依頼書（諸謝金、旅費等） 平成３０年度立替払い関係 総務課総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2019年度 大学の運営（財務・会計） 銀行振込依頼書（諸謝金、旅費等） 2019年度立替払い関係 総務課総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2020年度 大学の運営（財務・会計） 銀行振込依頼書（諸謝金、旅費等） 2019年度立替払い関係 総務課総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2012年度 病院の運営 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 放射線装置設置関係 総務課庶務第二掛 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2013年度 病院の運営 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 放射線装置設置関係 総務課庶務第二掛 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2014年度 病院の運営 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 放射線装置設置関係 総務課総務係 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2015年度 病院の運営 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 放射線装置設置関係 総務課総務係 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2016年度 病院の運営 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 放射線装置等設置・移転・変更届綴 総務課総務係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2017年度 病院の運営 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 放射線装置等設置・移転・変更届綴 総務課総務係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2018年度 病院の運営 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 放射線装置等設置・移転・変更届綴 総務課総務係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2019年度 病院の運営 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 放射線装置等設置・移転・変更届綴 総務課総務係 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2020年度 病院の運営 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 放射線装置等設置・移転・変更届綴 総務課総務係 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
1992年度 病院の運営 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 保険医関係 総務課庶務第二掛 1993/4/1 30 2023/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
1993年度 病院の運営 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 保険医関係 総務課庶務第二掛 1994/4/1 30 2024/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
1994年度 病院の運営 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 保険医関係 総務課庶務第二掛 1995/4/1 30 2025/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
1995年度 病院の運営 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 保険医関係 総務課庶務第二掛 1996/4/1 30 2026/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
1996年度 病院の運営 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 保険医関係 総務課庶務第二掛 1997/4/1 30 2027/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
1997年度 病院の運営 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 保険医関係 総務課庶務第二掛 1998/4/1 30 2028/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
1998年度 病院の運営 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 保険医関係 総務課庶務第二掛 1999/4/1 30 2029/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
1999年度 病院の運営 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 保険医関係 総務課庶務第二掛 2000/4/1 30 2030/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2000年度 病院の運営 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 保険医関係 総務課庶務第二掛 2001/4/1 30 2031/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2001年度 病院の運営 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 保険医関係 総務課庶務第二掛 2002/4/1 30 2032/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2002年度 病院の運営 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 保険医関係 総務課庶務第二掛 2003/4/1 30 2033/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2003年度 病院の運営 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 保険医関係 総務課庶務第二掛 2004/4/1 30 2034/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2004年度 病院の運営 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 保険医関係 総務課庶務第二掛 2005/4/1 30 2035/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2005年度 病院の運営 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 保険医関係 総務課庶務第二掛 2006/4/1 30 2036/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2006年度 病院の運営 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 保険医関係 総務課庶務第二掛 2007/4/1 30 2037/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2007年度 病院の運営 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 保険医関係 総務課庶務第二掛 2008/4/1 30 2038/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2008年度 病院の運営 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 保険医関係 総務課庶務第二掛 2009/4/1 30 2039/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2009年度 病院の運営 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 保険医関係 総務課庶務第二掛 2010/4/1 30 2040/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2010年度 病院の運営 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 保険医関係 総務課庶務第二掛 2011/4/1 30 2041/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2011年度 病院の運営 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 保険医関係 総務課庶務第二掛 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2012年度 病院の運営 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 保険医関係 総務課庶務第二掛 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2013年度 病院の運営 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 保険医関係 総務課庶務第二掛 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2014年度 病院の運営 保険医の登録に関するもの 保険医関係 総務課総務掛 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2015年度 病院の運営 保険医の登録に関するもの 保険医関係 総務課総務係 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2016年度 病院の運営 保険医の登録に関するもの 平成２８年度保険医・保険薬剤師 総務課総務係 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2017年度 病院の運営 保険医の登録に関するもの 平成２９年度保険医・保険薬剤師 総務課総務係 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2018年度 病院の運営 保険医の登録に関するもの 平成３０年度保険医・保険薬剤師 総務課総務係 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2019年度 病院の運営 保険医の登録に関するもの 2019年度保険医・保険薬剤師 総務課総務係 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2020年度 病院の運営 保険医の登録に関するもの 2020年度保険医・保険薬剤師 総務課総務係 2021/4/1 30 2051/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2019年度 証明書 各種証明書発行に関するもの 2019年度学会専門医等申請に係る実務経験証明関係（個人） 総務課総務係 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2019年度 証明書 各種証明書発行に関するもの 2019年度学会専門医等申請に係る実務経験証明関係（施設） 総務課総務係 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2020年度 証明書 各種証明書発行に関するもの 2020年度学会専門医等申請に係る実務経験証明関係（個人） 総務課総務係 2021/4/1 3 2024/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2020年度 証明書 各種証明書発行に関するもの 2020年度学会専門医等申請に係る実務経験証明関係（施設） 総務課総務係 2021/4/1 3 2024/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2017年度 会議 役員会、経営協議会、教育研究評議会・教授会の記録に平成29年度スポーツサイエンス機構会議関係 総務課総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2018年度 会議 役員会、経営協議会、教育研究評議会・教授会の記録に平成30年度スポーツサイエンス機構会議関係 総務課総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
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2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成２９年度広報WG 総務課総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成３０年度広報WG 総務課総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2019年度広報WG 総務課総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2020年度広報WG 総務課総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2016年度 大学の運営 情報公開・個人情報保護に関するもの 法人文書・個人情報等開示請求関係 総務課総務係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2017年度 大学の運営 情報公開・個人情報保護に関するもの 法人文書・個人情報等開示請求関係 総務課総務係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2018年度 大学の運営 情報公開・個人情報保護に関するもの 法人文書・個人情報等開示請求関係 総務課総務係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2017年度 病院評価 病院評価に関するもの 病院機能評価 総務課総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2017年度 病院の運営 臨床研修に関するもの 平成２９年度卒後臨床研修関係 総務課総合教育研 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2018年度 病院の運営 臨床研修に関するもの 平成３０年度卒後臨床研修関係 総務課総合教育研 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2019年度 病院の運営 臨床研修に関するもの 2019年度卒後臨床研修関係 総務課総合教育研 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2020年度 病院の運営 臨床研修に関するもの 2020年度医師臨床研修関係 総務課総合教育研 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2017年度 病院の運営 後期研修に関するもの 平成２９年度後期研修関係 総務課総合教育研 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2018年度 病院の運営 専門研修に関するもの 平成３０年度専門研修関係 総務課総合教育研 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2019年度 病院の運営 専門研修に関するもの 2019年度専門研修関係 総務課総合教育研 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2020年度 病院の運営 専門研修に関するもの 2020年度専門研修関係 総務課総合教育研 2020/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2014年度 研修関係 研修に関するもの 平成２６年度病院職員研修関係 総務課総合教育研 2015/4/1 10 2025/3/31 電子 サーバー 医学部附属病廃棄
2015年度 研修関係 研修に関するもの 平成２７年度病院職員研修関係 総務課総合教育研 2016/4/1 10 2026/3/31 電子 サーバー 医学部附属病廃棄
2016年度 研修関係 研修に関するもの 平成２８年度病院職員研修関係 総務課総合教育研 2017/4/1 10 2027/3/31 電子 サーバー 医学部附属病廃棄
2017年度 研修関係 研修に関するもの 平成２９年度病院職員研修関係 総務課総合教育研 2018/4/1 10 2028/3/31 電子 サーバー 医学部附属病廃棄
2018年度 研修関係 研修に関するもの 平成３０年度病院職員研修関係 総務課総合教育研 2019/4/1 10 2029/3/31 電子 サーバー 医学部附属病廃棄
2019年度 研修関係 研修に関するもの 2019年度病院職員研修関係 総務課総合教育研 2020/4/1 10 2030/3/31 電子 サーバー 医学部附属病廃棄
2020年度 研修関係 研修に関するもの 2020年度病院職員研修関係 総務課総合教育研 2021/4/1 10 2031/3/31 電子 サーバー 医学部附属病廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの ５Ｓ推進委員会（平成29年度） 歯学部附属病院総 2018/4/1 5 2023/3/31 紙及び電子 事務室 歯学部附属病廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの ５Ｓ推進委員会（平成30年度） 歯学部附属病院総 2019/4/1 5 2024/3/31 紙及び電子 事務室 歯学部附属病廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの さわやかサービス推進委員会（平成29年度） 歯学部附属病院総 2018/4/1 5 2023/3/31 紙及び電子 事務室 歯学部附属病廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの さわやかサービス推進委員会（平成30年度） 歯学部附属病院総 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 事務室 歯学部附属病廃棄
1967年度 病院の運営 医療法・厚生労働省令に基づく各種報告書 開設承認事項変更・医療法関係（昭和42年度～平成4年度） 歯学部附属病院総 1993/4/1 30 2023/3/31 紙 事務室 歯学部・歯学廃棄
2001年度 病院の運営 医療法・厚生労働省令に基づく各種報告書 開設承認事項変更・医療法関係（平成13年度～） 歯学部附属病院総 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務室 歯学部・歯学廃棄 継続使用
1994年度 病院の運営 医療法・厚生労働省令に基づく各種報告書 開設承認事項変更・医療法関係（平成6年度～平成9年度） 歯学部附属病院総 1998/4/1 30 2028/3/31 紙 事務室 歯学部・歯学廃棄
2009年度 規則の制定・改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 学内規則等改正関係（平成21年度～） 歯学部附属病院総 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務室 歯学部・歯学廃棄 継続使用
2017年度 大学広報 各種統計調査に関するもの 国立大学病院資料関係（平成29年度） 歯学部附属病院総 2018/4/1 5 2023/3/31 電子 事務室 歯学部附属病廃棄
2018年度 大学広報 各種統計調査に関するもの 国立大学病院資料関係（平成30年度） 歯学部附属病院総 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 事務室 歯学部附属病廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 総務委員会（平成29年度） 歯学部附属病院総 2018/4/1 5 2023/3/31 電子 事務室 歯学部附属病廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 総務委員会（平成30年度） 歯学部附属病院総 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 事務室 歯学部附属病廃棄
2017年度 会議 役員会、経営協議会、教育研究評議会・教授会の記録に病院運営会議（平成29年度） 歯学部附属病院総 2018/4/1 5 2023/3/31 紙及び電子 事務室 歯学部附属病廃棄
2018年度 会議 役員会、経営協議会、教育研究評議会・教授会の記録に病院運営会議（平成30年度） 歯学部附属病院総 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 事務室 歯学部附属病廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 病院運営企画会議（平成29年度） 歯学部附属病院総 2018/4/1 5 2023/3/31 紙及び電子 事務室 歯学部附属病廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 病院運営企画会議（平成30年度） 歯学部附属病院総 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 事務室 歯学部附属病廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 病院連絡会（平成29年度） 歯学部附属病院総 2018/4/1 5 2023/3/31 紙及び電子 事務室 歯学部附属病廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 病院連絡会（平成30年度） 歯学部附属病院総 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 事務室 歯学部附属病廃棄
1992年度 病院の運営 保険医の登録に関するもの 保険医登録関係（平成4年度） 歯学部附属病院総 1993/4/1 30 2023/3/31 紙 事務室 歯学部・歯学廃棄
1993年度 病院の運営 保険医の登録に関するもの 保険医登録関係（平成5年度） 歯学部附属病院総 1994/4/1 30 2024/3/31 紙 事務室 歯学部・歯学廃棄
1994年度 病院の運営 保険医の登録に関するもの 保険医登録関係（平成6年度） 歯学部附属病院総 1995/4/1 30 2025/3/31 紙 事務室 歯学部・歯学廃棄
1995年度 病院の運営 保険医の登録に関するもの 保険医登録関係（平成7年度） 歯学部附属病院総 1996/4/1 30 2026/3/31 紙 事務室 歯学部・歯学廃棄
1996年度 病院の運営 保険医の登録に関するもの 保険医登録関係（平成8年度） 歯学部附属病院総 1997/4/1 30 2027/3/31 紙 事務室 歯学部・歯学廃棄
1997年度 病院の運営 保険医の登録に関するもの 保険医登録関係（平成9年度） 歯学部附属病院総 1998/4/1 30 2028/3/31 紙 事務室 歯学部・歯学廃棄
1998年度 病院の運営 保険医の登録に関するもの 保険医登録関係（平成10年度） 歯学部附属病院総 1999/4/1 30 2029/3/31 紙 事務室 歯学部・歯学廃棄
1999年度 病院の運営 保険医の登録に関するもの 保険医登録関係（平成11年度） 歯学部附属病院総 2000/4/1 30 2030/3/31 紙 事務室 歯学部・歯学廃棄
2000年度 病院の運営 保険医の登録に関するもの 保険医登録関係（平成12年度） 歯学部附属病院総 2001/4/1 30 2031/3/31 紙 事務室 歯学部・歯学廃棄
2001年度 病院の運営 保険医の登録に関するもの 保険医登録関係（平成13年度） 歯学部附属病院総 2002/4/1 30 2032/3/31 紙 事務室 歯学部・歯学廃棄
2002年度 病院の運営 保険医の登録に関するもの 保険医登録関係（平成14年度） 歯学部附属病院総 2003/4/1 30 2033/3/31 紙 事務室 歯学部・歯学廃棄
2003年度 病院の運営 保険医の登録に関するもの 保険医登録関係（平成15年度） 歯学部附属病院総 2004/4/1 30 2034/3/31 紙 事務室 歯学部・歯学廃棄
2004年度 病院の運営 保険医の登録に関するもの 保険医登録関係（平成16年度） 歯学部附属病院総 2005/4/1 30 2035/3/31 紙 事務室 歯学部・歯学廃棄
2005年度 病院の運営 保険医の登録に関するもの 保険医登録関係（平成17年度） 歯学部附属病院総 2006/4/1 30 2036/3/31 紙 事務室 歯学部・歯学廃棄
2006年度 病院の運営 保険医の登録に関するもの 保険医登録関係（平成18年度） 歯学部附属病院総 2007/4/1 30 2037/3/31 紙 事務室 歯学部・歯学廃棄
2007年度 病院の運営 保険医の登録に関するもの 保険医登録関係（平成19年度） 歯学部附属病院総 2008/4/1 30 2038/3/31 紙 事務室 歯学部・歯学廃棄
2008年度 病院の運営 保険医の登録に関するもの 保険医登録関係（平成20年度） 歯学部附属病院総 2009/4/1 30 2039/3/31 紙 事務室 歯学部附属病廃棄
2009年度 病院の運営 保険医の登録に関するもの 保険医登録関係（平成21年度） 歯学部附属病院総 2010/4/1 30 2040/3/31 紙 事務室 歯学部・歯学廃棄
2010年度 病院の運営 保険医の登録に関するもの 保険医登録関係（平成22年度） 歯学部附属病院総 2011/4/1 30 2041/3/31 紙 事務室 歯学部・歯学廃棄
2011年度 病院の運営 保険医の登録に関するもの 保険医登録関係（平成23年度） 歯学部附属病院総 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務室 歯学部・歯学廃棄
2012年度 病院の運営 保険医の登録に関するもの 保険医登録関係（平成24年度） 歯学部附属病院総 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務室 歯学部・歯学廃棄
2013年度 病院の運営 保険医の登録に関するもの 保険医登録関係（平成25年度） 歯学部附属病院総 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 事務室 歯学部・歯学廃棄
2014年度 病院の運営 保険医の登録に関するもの 保険医登録関係（平成26年度） 歯学部附属病院総 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 事務室 歯学部・歯学廃棄
2015年度 病院の運営 保険医の登録に関するもの 保険医登録関係（平成27年度） 歯学部附属病院総 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務室 歯学部・歯学廃棄
2016年度 病院の運営 保険医の登録に関するもの 保険医登録関係（平成28年度） 歯学部附属病院総 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室 歯学部・歯学廃棄
2017年度 病院の運営 保険医の登録に関するもの 保険医登録関係（平成29年度） 歯学部附属病院総 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室 歯学部・歯学廃棄
2018年度 病院の運営 保険医の登録に関するもの 保険医登録関係（平成30年度） 歯学部附属病院総 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室 歯学部・歯学廃棄
2017年度 大学の運営（管理・運営） 麻薬、毒物に関するもの 麻薬・向精神薬関係（平成29年度） 歯学部附属病院総 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 歯学部附属病廃棄
2018年度 大学の運営（管理・運営） 麻薬、毒物に関するもの 麻薬・向精神薬関係（平成30年度） 歯学部附属病院総 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 歯学部附属病廃棄
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2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの ５Ｓ推進委員会（令和元年度） 歯学部附属病院総 2020/4/1 5 2025/3/31 紙及び電子 事務室 歯学部附属病廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの さわやかサービス推進委員会（令和元年度） 歯学部附属病院総 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 事務室 歯学部附属病廃棄
2019年度 病院の運営 研修登録医受入れに関するもの 研修登録医関係（令和元年度） 歯学部附属病院総 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 歯学部附属病廃棄
2019年度 大学広報 各種統計調査に関するもの 国立大学病院資料関係（令和元年度） 歯学部附属病院総 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 事務室 歯学部附属病廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 災害対策委員会（令和元年度） 歯学部附属病院総 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 事務室 歯学部附属病廃棄 2020年度よりWGから新設
2019年度 会議 役員会、経営協議会、教育研究評議会・教授会の記録に病院運営会議（令和元年度） 歯学部附属病院総 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 事務室 歯学部附属病廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 病院運営企画会議（令和元年度） 歯学部附属病院総 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 事務室 歯学部附属病廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 病院連絡会（令和元年度） 歯学部附属病院総 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 事務室 歯学部附属病廃棄
2019年度 病院の運営 保険医の登録に関するもの 保険医登録関係（令和元年度） 歯学部附属病院総 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室 歯学部・歯学廃棄
2019年度 大学の運営（管理・運営） 麻薬、毒物に関するもの 麻薬・向精神薬関係（令和元年度） 歯学部附属病院総 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 歯学部附属病廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの ５Ｓ推進委員会（令和2年度） 歯学部附属病院総 2021/4/1 5 2026/3/31 紙及び電子 事務室 歯学部附属病廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの さわやかサービス推進委員会（令和2年度） 歯学部附属病院総 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 事務室 歯学部附属病廃棄
2020年度 病院の運営 研修登録医受入れに関するもの 研修登録医関係（令和2年度） 歯学部附属病院総 2021/4/1 3 2026/3/31 紙 事務室 歯学部附属病廃棄
2020年度 大学広報 各種統計調査に関するもの 国立大学病院資料関係（令和2年度） 歯学部附属病院総 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 事務室 歯学部附属病廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 災害対策委員会（令和2年度） 歯学部附属病院総 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 事務室 歯学部附属病廃棄
2020年度 会議 役員会、経営協議会、教育研究評議会・教授会の記録に病院運営会議（令和2年度） 歯学部附属病院総 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 事務室 歯学部附属病廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 病院運営企画会議（令和2年度） 歯学部附属病院総 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 事務室 歯学部附属病廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 病院連絡会（令和2年度） 歯学部附属病院総 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 事務室 歯学部附属病廃棄
2020年度 病院の運営 保険医の登録に関するもの 保険医登録関係（令和2年度） 歯学部附属病院総 2021/4/1 30 2026/3/31 紙 事務室 歯学部附属病廃棄
2020年度 大学の運営（管理・運営） 麻薬、毒物に関するもの 麻薬・向精神薬関係（令和2年度） 歯学部附属病院総 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 歯学部附属病廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2021年度病院運営検討委員会 総務課総務係 2022/4/1 5 2027/4/1 電子 サーバー 医学部附属病廃棄
2021年度 病院の運営 損害保険に関するもの 国立大学附属病院損害賠償責任保険関係綴 総務課総務係 2022/4/1 5 2027/4/1 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2021年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 2021年度雑件 総務課総務係 2022/4/1 5 2027/4/1 紙 事務室 医学部附属病移管 コロナ関連含む
2021年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 2021年度調査・アンケート関係 総務課総務係 2022/4/1 5 2027/4/1 電子 サーバー 医学部附属病移管 コロナ関連含む
2021年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 2021年度データベースセンター関係綴 総務課総務係 2022/4/1 5 2027/4/1 電子 サーバー 医学部附属病廃棄
2021年度 大学の運営 過半数代表者に関するもの 過半数代表者選出関係 総務課総務係 2022/4/1 5 2027/4/1 電子 サーバー 医学部附属病廃棄
2021年度 文書関係業務 公印使用簿 公印簿 総務課総務係 2022/4/1 5 2027/4/1 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2021年度 病院の運営 患者の不在者投票に関するもの 2021年度不在者投票関係 総務課総務係 2022/4/1 30 2052/4/1 電子 サーバー 医学部附属病廃棄
2021年度 大学の運営 防火・防災管理に関すること 2021年度災害対策委員会・災害関連 総務課総務係 2022/4/1 10 2032/4/1 電子 サーバー 医学部附属病廃棄
2021年度 大学の運営 銀行振込依頼書（諸謝金、旅費等） 2021年度職員派遣・謝金関係 総務課総務係 2022/4/1 5 2027/4/1 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2021年度 規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規則改正関係 総務課総務係 2022/4/1 30 2052/4/1 電子 サーバー 医学部附属病廃棄
2021年度 病院の運営 診療従事に関するもの 2021年度医療行為実施申請・診療情報閲覧申請 総務課総務係 2022/4/1 5 2027/4/1 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2021年度 病院の運営 受託実習生、病院研修生に関するもの 2021年度病院研修生・研修登録医 総務課総務係 2022/4/1 3 2025/4/1 電子 サーバー 医学部附属病廃棄
2021年度 病院の運営 受託実習生、病院研修生に関するもの 2021年度ダヴィンチ見学関係 総務課総務係 2022/4/1 3 2025/4/1 電子 サーバー 医学部附属病廃棄
2021年度 大学の運営 麻薬・毒物に関するもの 2021年度麻薬施用者免許申請等 総務課総務係 2022/4/1 5 2027/4/1 電子 サーバー 医学部附属病廃棄
2021年度 会議 役員会、経営協議会、教育研究評議会・教授会の記録に2021年度病院運営会議関係 総務課総務係 2022/4/1 5 2027/4/1 電子 サーバー 医学部附属病廃棄
2021年度 文書関係業務 郵便物等に関するもの 2021年度郵便物発送表控え 総務課総務係 2022/4/1 3 2025/4/1 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2021年度 文書関係業務 郵便物等に関するもの 2021年度切手払出し簿 総務課総務係 2022/4/1 3 2025/4/1 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 銀行振込依頼書（諸謝金、旅費等） 2021年度立替払い関係 総務課総務係 2022/4/1 5 2027/4/1 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2021年度 病院の運営 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 放射線装置等設置・移転・変更届綴 総務課総務係 2022/4/1 10 2032/4/1 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2021年度 病院の運営 保険医の登録に関するもの 2021年度保険医・保険薬剤師 総務課総務係 2022/4/1 30 2052/4/1 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2021年度 証明書 各種証明書発行に関するもの 2021年度学会専門医等申請に係る実務経験証明関係（個人） 総務課総務係 2022/4/1 3 2025/4/1 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2021年度 証明書 各種証明書発行に関するもの 2021年度学会専門医等申請に係る実務経験証明関係（施設） 総務課総務係 2022/4/1 3 2025/4/1 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2021年度広報WG 総務課総務係 2022/4/1 5 2027/4/1 電子 サーバー 医学部附属病廃棄
2021年度 病院の運営 臨床研修に関するもの 2021年度医師臨床研修関係 総務課総合教育研 2022/4/1 5 2027/4/1 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2021年度 病院の運営 専門研修に関するもの 2021年度専門研修関係 総務課総合教育研 2022/4/1 5 2027/4/1 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2021年度 研修関係 研修に関するもの 2021年度病院職員研修関係 総務課総合教育研 2022/4/1 10 2032/4/1 電子 サーバー 医学部附属病廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの ５Ｓ推進委員会（2021年度） 歯学部附属病院総 2022/4/1 5 2027/4/1 紙及び電子 事務室 歯学部附属病廃棄 歯系
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの さわやかサービス推進委員会（2021年度） 歯学部附属病院総 2022/4/1 5 2027/4/1 電子 事務室 歯学部附属病廃棄 歯系
2021年度 病院の運営 研修登録医受入れに関するもの 研修登録医関係（2021年度） 歯学部附属病院総 2022/4/1 3 2025/4/1 紙 事務室 歯学部附属病廃棄 歯系
2021年度 大学広報 各種統計調査に関するもの 国立大学病院資料関係（2021年度） 歯学部附属病院総 2022/4/1 5 2027/4/1 電子 事務室 歯学部附属病廃棄 歯系
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 災害対策委員会（2021年度） 歯学部附属病院総 2022/4/1 5 2027/4/1 電子 事務室 歯学部附属病廃棄 歯系
2021年度 会議 役員会、経営協議会、教育研究評議会・教授会の記録に病院運営会議（2021年度） 歯学部附属病院総 2022/4/1 5 2027/4/1 電子 事務室 歯学部附属病廃棄 歯系
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 病院運営企画会議（2021年度） 歯学部附属病院総 2022/4/1 5 2027/4/1 電子 事務室 歯学部附属病廃棄 歯系
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 病院連絡会（2021年度） 歯学部附属病院総 2022/4/1 5 2027/4/1 電子 事務室 歯学部附属病廃棄 歯系
2021年度 病院の運営 保険医の登録に関するもの 保険医登録関係（2021年度） 歯学部附属病院総 2022/4/1 30 2052/4/1 紙 事務室 歯学部附属病廃棄 歯系
2021年度 大学の運営（管理・運営） 麻薬、毒物に関するもの 麻薬・向精神薬関係（2021年度） 歯学部附属病院総 2022/4/1 5 2027/4/1 紙 事務室 歯学部附属病廃棄 歯系
2014年度 研修関係 研修に関するもの 平成２６年度病院職員研修関係 労務課労務係 2015/4/1 10 2025/3/31 電子 サーバー 病院事務部労廃棄
2015年度 研修関係 研修に関するもの 平成２７年度病院職員研修関係 労務課労務係 2016/4/1 10 2026/3/31 電子 サーバー 病院事務部労廃棄
2016年度 研修関係 研修に関するもの 平成２８年度病院職員研修関係 労務課労務係 2017/4/1 10 2027/3/31 電子 サーバー 病院事務部労廃棄
2017年度 病院の運営 後期研修に関するもの 平成２９年度後期研修関係 労務課労務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 病院事務部労廃棄
2017年度 病院の運営 臨床研修に関するもの 平成２９年度卒後臨床研修関係 労務課労務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 病院事務部労廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 医師等負担軽減検討委員会 総務課総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2017年度 病院の運営 クリニカルアシスタントに関すること 平成２９年度クリニカルアシスタント関係 労務課労務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 病院事務部労廃棄
2017年度 安全衛生管理関係 被爆線量記録に関するもの 平成２９年度放射線従事者登録申請書・各種届出書 労務課労務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 病院事務部労廃棄
2017年度 病院評価 病院評価に関するもの 病院機能評価 総務課総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 研修管理委員会（平成29年度） 労務課労務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 病院事務部労廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成２９年度業績評価委員会関係 労務課労務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 病院事務部労廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成２９年度個人評価委員会関係 労務課労務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 病院事務部労廃棄
2017年度 研修関係 研修に関するもの 平成２９年度病院職員研修関係 労務課労務係 2018/4/1 10 2028/3/31 電子 サーバー 病院事務部労廃棄
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大分類 中分類 名称（小分類）

⑦保存媒体
の種別

⑧保存場所 ⑨管理者

⑩保存
期間

満了時
の措置

⑪備考⑥保存期間満了日①作成・取得年度等

②　分　　類
③作成者・取得者 ④起算日 ⑤保存期間

2017年度 労働時間管理 時間外労働命令、特殊勤務実績及び宿日直勤務に関す歯科医師・事務・当直日誌（平成29年度） 労務課労務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 病院事務部労廃棄
2017年度 労働時間管理 時間外労働命令、特殊勤務実績及び宿日直勤務に関す当直交替願（平成29年度） 労務課労務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 病院事務部労廃棄
2017年度 文書関係業務 労務管理に関すること 平成２９年度労働時間関係 労務課労務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 病院事務部労廃棄
2018年度 病院の運営 専門研修に関するもの 平成３０年度専門研修関係 労務課労務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 病院事務部労廃棄
2018年度 病院の運営 臨床研修に関するもの 平成３０年度卒後臨床研修関係 労務課労務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 病院事務部労廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 医師等負担軽減検討委員会 総務課総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2018年度 病院の運営 クリニカルアシスタントに関すること 平成３０年度クリニカルアシスタント関係 労務課労務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 病院事務部労廃棄
2018年度 安全衛生管理関係 被爆線量記録に関するもの 平成３０年度放射線従事者登録申請書・各種届出書 労務課労務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 病院事務部労廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 研修管理委員会（平成30年度） 労務課労務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 病院事務部労廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成３０年度業績評価委員会関係 労務課労務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 病院事務部労廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成３０年度個人評価委員会関係 労務課労務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 病院事務部労廃棄
2018年度 研修関係 研修に関するもの 平成３０年度病院職員研修関係 労務課労務係 2019/4/1 10 2029/3/31 電子 サーバー 病院事務部労廃棄
2018年度 労働時間管理 時間外労働命令、特殊勤務実績及び宿日直勤務に関す歯科医師・事務・当直日誌（平成30年度） 労務課労務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 病院事務部労廃棄
2018年度 労働時間管理 時間外労働命令、特殊勤務実績及び宿日直勤務に関す当直交替願（平成30年度） 労務課労務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 病院事務部労廃棄
2018年度 文書関係業務 労務管理に関すること 平成３０年度労働時間関係 労務課労務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 病院事務部労廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 研修管理委員会（令和元年度） 労務課労務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 病院事務部労廃棄
2019年度 労働時間管理 時間外労働命令、特殊勤務実績及び宿日直勤務に関す歯科医師・事務・当直日誌（令和元年度） 労務課労務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙及び電子 事務室 病院事務部労廃棄
2019年度 労働時間管理 時間外労働命令、特殊勤務実績及び宿日直勤務に関す当直交替願（令和元年度） 労務課労務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙及び電子 事務室 病院事務部労廃棄
2019年度 病院の運営 専門研修に関するもの 2019年度専門研修関係 労務課労務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 病院事務部労廃棄
2019年度 研修関係 研修に関するもの 2019年度病院職員研修関係 労務課労務係 2020/4/1 10 2030/3/31 電子 サーバー 病院事務部労廃棄
2019年度 病院の運営 臨床研修に関するもの 2019年度卒後臨床研修関係 労務課労務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 病院事務部労廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 医師等負担軽減検討委員会 総務課総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 医学部附属病廃棄
2019年度 病院の運営 クリニカルアシスタントに関すること ２０１９年度クリニカルアシスタント関係 労務課労務係 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 事務室 病院事務部労廃棄
2019年度 安全衛生管理関係 被爆線量記録に関するもの ２０１９年度放射線従事者登録申請書・各種届出書 労務課労務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 病院事務部労廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2019年度業績評価委員会関係 労務課労務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 病院事務部労廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの ２０１９年度個人評価委員会関係 労務課労務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 病院事務部労廃棄
2019年度 大学の運営（管理・運営） 宿舎に関するもの ２０１９年度宿舎関係 労務課労務係 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 病院事務部労廃棄
2019年度 文書関係業務 労務管理に関すること ２０１９年度労働時間関係 労務課労務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 病院事務部労廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 研修管理委員会（令和2年度） 労務課労務係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 病院事務部労廃棄
2020年度 労働時間管理 時間外労働命令、特殊勤務実績及び宿日直勤務に関す歯科医師・事務・当直日誌（令和2年度） 労務課労務係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙及び電子 事務室 病院事務部労廃棄
2020年度 労働時間管理 時間外労働命令、特殊勤務実績及び宿日直勤務に関す当直交替願（令和2年度） 労務課労務係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙及び電子 事務室 病院事務部労廃棄
2020年度 病院の運営 専門研修に関するもの 2020年度専門研修関係 労務課労務係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 病院事務部労廃棄
2020年度 研修関係 研修に関するもの 2020年度病院職員研修関係 労務課労務係 2021/4/1 10 2031/3/31 電子 サーバー 病院事務部労廃棄
2020年度 病院の運営 臨床研修に関するもの 2020年度医師臨床研修関係 労務課労務係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 病院事務部労廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 医師等負担軽減検討委員会 総務課総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 サーバー 医学部附属病廃棄
2020年度 病院の運営 クリニカルアシスタントに関すること ２０２０年度クリニカルアシスタント関係 労務課労務係 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 事務室 病院事務部労廃棄
2020年度 安全衛生管理関係 被爆線量記録に関するもの ２０２０年度放射線従事者登録申請書・各種届出書 労務課労務係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 病院事務部労廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2020年度業績評価委員会関係 労務課労務係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 病院事務部労廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの ２０２０年度個人評価委員会関係 労務課労務係 2021/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 病院事務部労廃棄
2020年度 大学の運営（管理・運営） 宿舎に関するもの ２０２０年度宿舎関係 労務課労務係 2021/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 病院事務部労廃棄
2020年度 文書関係業務 労務管理に関すること ２０２０年度労働時間関係 労務課労務係 2021/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 病院事務部労廃棄
2021年度 病院の運営 クリニカルアシスタントに関すること 2021年度クリニカルアシスタント関係 労務課労務係 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 事務室 病院事務部労廃棄
2021年度 病院の運営 専門研修に関するもの 2021年度専門研修関係 労務課労務係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 病院事務部労廃棄
2021年度 安全衛生管理関係 被爆線量記録に関するもの 2021年度放射線従事者登録申請書・各種届出書 労務課労務係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 病院事務部労廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2021年度業績評価委員会関係 労務課労務係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 病院事務部労廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2021年度個人評価委員会関係 労務課労務係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 病院事務部労廃棄
2021年度 研修関係 研修に関するもの 2021年度病院職員研修関係 労務課労務係 2022/4/1 10 2032/3/31 電子 サーバー 病院事務部労廃棄
2021年度 大学の運営（管理・運営） 宿舎に関するもの 2021年度宿舎関係 労務課労務係 2022/4/1 3 2025/3/31 紙 事務室 病院事務部労廃棄
2021年度 病院の運営 臨床研修に関するもの 2021年度医師臨床研修関係 労務課労務係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 病院事務部労廃棄
2021年度 文書関係業務 労務管理に関すること 2021年度労働時間関係 労務課労務係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 病院事務部労廃棄
2017年度 大学の運営 休暇簿に関するもの 休暇簿 管理課　総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 電子 管理課執務管理課長 廃棄
2018年度 大学の運営 休暇簿に関するもの 休暇簿 管理課　総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 管理課執務管理課長 廃棄
2019年度 大学の運営 休暇簿に関するもの 休暇簿 管理課　総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 管理課執務管理課長 廃棄
2020年度 大学の運営 休暇簿に関するもの 休暇簿 管理課　総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 管理課執務管理課長 廃棄
2021年度 大学の運営 休暇簿に関するもの 休暇簿 管理課　総務係 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 管理課執務管理課長 廃棄
2017年度 大学の運営 契約手続きに関するもの 契約関係 管理課　総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2018年度 大学の運営 契約手続きに関するもの 契約関係 管理課　総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2019年度 大学の運営 契約手続きに関するもの 契約関係 管理課　総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2020年度 大学の運営 契約手続きに関するもの 契約関係 管理課　総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2021年度 大学の運営 契約手続きに関するもの 契約関係 管理課　総務係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙及び電子 管理課執務管理課長 廃棄
2017年度 大学の運営 労働状況記録簿 労働状況記録簿 管理課　総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 電子 管理課執務管理課長 廃棄
2018年度 大学の運営 労働状況記録簿 労働状況記録簿 管理課　総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 管理課執務管理課長 廃棄
2019年度 大学の運営 労働状況記録簿 労働状況記録簿 管理課　総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 管理課執務管理課長 廃棄
2020年度 大学の運営 労働状況記録簿 労働状況記録簿 管理課　総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 管理課執務管理課長 廃棄
2021年度 大学の運営 労働状況記録簿 労働状況記録簿 管理課　総務係 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 管理課執務管理課長 廃棄
2017年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 調査・報告等書類 管理課　総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2018年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 調査・報告等書類 管理課　総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2019年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 調査・報告等書類 管理課　総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2020年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 調査・報告等書類 管理課　総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2021年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 調査・報告等書類 管理課　総務係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
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大分類 中分類 名称（小分類）

⑦保存媒体
の種別

⑧保存場所 ⑨管理者

⑩保存
期間

満了時
の措置

⑪備考⑥保存期間満了日①作成・取得年度等

②　分　　類
③作成者・取得者 ④起算日 ⑤保存期間

2015年度 大学の運営 伝票及び証憑 収入関係(外部資金・雑収入等) 管理課　総務係 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2016年度 大学の運営 伝票及び証憑 収入関係(外部資金・雑収入等) 管理課　総務係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2017年度 大学の運営 伝票及び証憑 収入関係(外部資金・雑収入等) 管理課　総務係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2018年度 大学の運営 伝票及び証憑 収入関係(外部資金・雑収入等) 管理課　総務係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2020年度 大学の運営 伝票及び証憑 収入関係(外部資金・雑収入等) 管理課　総務係 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2021年度 大学の運営 伝票及び証憑 収入関係(外部資金・雑収入等) 管理課　総務係 2022/4/1 7 2029/3/31 紙及び電子 管理課執務管理課長 廃棄
2015年度 大学の運営 伝票及び証憑 国立大学附属病院長会議予算関係 管理課　経理係 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2016年度 大学の運営 伝票及び証憑 国立大学附属病院長会議予算関係 管理課　経理係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2017年度 大学の運営 伝票及び証憑 国立大学附属病院長会議予算関係 管理課　経理係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2018年度 大学の運営 伝票及び証憑 国立大学附属病院長会議予算関係 管理課　経理係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2015年度 大学の運営 伝票及び証憑 診療科等研究費関係 管理課　経理係 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2016年度 大学の運営 伝票及び証憑 診療科等研究費関係 管理課　経理係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2017年度 大学の運営 伝票及び証憑 診療科等研究費関係 管理課　経理係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2018年度 大学の運営 伝票及び証憑 診療科等研究費関係 管理課　経理係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2019年度 大学の運営 伝票及び証憑 診療科等研究費関係 管理課　経理係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2020年度 大学の運営 伝票及び証憑 診療科等研究費関係 管理課　経理係 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2021年度 大学の運営 伝票及び証憑 診療科等研究費関係 管理課　経理係 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2015年度 大学の運営 伝票及び証憑 診療料金過誤納金関係 管理課　経理係 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2016年度 大学の運営 伝票及び証憑 診療料金過誤納金関係 管理課　経理係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2017年度 大学の運営 伝票及び証憑 診療料金過誤納金関係 管理課　経理係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2018年度 大学の運営 伝票及び証憑 診療料金過誤納金関係 管理課　経理係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2019年度 大学の運営 伝票及び証憑 診療料金過誤納金関係 管理課　経理係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2020年度 大学の運営 伝票及び証憑 診療料金過誤納金関係 管理課　経理係 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2021年度 大学の運営 伝票及び証憑 診療料金過誤納金関係 管理課　経理係 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2015年度 大学の運営 伝票及び証憑 補助金・受託研究費・受託事業費関係 管理課　経理係 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2016年度 大学の運営 伝票及び証憑 補助金・受託研究費・受託事業費関係 管理課　経理係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2017年度 大学の運営 伝票及び証憑 補助金・受託研究費・受託事業費関係 管理課　経理係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2018年度 大学の運営 伝票及び証憑 補助金・受託研究費・受託事業費関係 管理課　経理係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2019年度 大学の運営 伝票及び証憑 補助金・受託研究費・受託事業費関係 管理課　経理係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2020年度 大学の運営 伝票及び証憑 補助金・受託研究費・受託事業費関係 管理課　経理係 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2021年度 大学の運営 伝票及び証憑 補助金・受託研究費・受託事業費関係 管理課　経理係 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2015年度 大学の運営 伝票及び証憑 旅費・謝金関係 管理課　経理係 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2016年度 大学の運営 伝票及び証憑 旅費・謝金関係 管理課　経理係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2017年度 大学の運営 伝票及び証憑 旅費・謝金関係 管理課　経理係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2018年度 大学の運営 伝票及び証憑 旅費・謝金関係 管理課　経理係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2019年度 大学の運営 伝票及び証憑 旅費・謝金関係 管理課　経理係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2020年度 大学の運営 伝票及び証憑 旅費・謝金関係 管理課　経理係 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2021年度 大学の運営 伝票及び証憑 旅費・謝金関係 管理課　経理係 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2015年度 大学の運営 伝票及び証憑 決議書・伝票関係 管理課　用度係 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2016年度 大学の運営 伝票及び証憑 決議書・伝票関係 管理課　用度係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2017年度 大学の運営 伝票及び証憑 決議書・伝票関係 管理課　用度係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2018年度 大学の運営 伝票及び証憑 決議書・伝票関係 管理課　用度係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2019年度 大学の運営 伝票及び証憑 決議書・伝票関係 管理課　用度係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2020年度 大学の運営 伝票及び証憑 決議書・伝票関係 管理課　用度係 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2021年度 大学の運営 伝票及び証憑 決議書・伝票関係 管理課　用度係 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2017年度 大学の運営 契約手続きに関するもの 契約関係 管理課　用度係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2018年度 大学の運営 契約手続きに関するもの 契約関係 管理課　用度係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2019年度 大学の運営 契約手続きに関するもの 契約関係 管理課　用度係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2020年度 大学の運営 契約手続きに関するもの 契約関係 管理課　用度係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2021年度 大学の運営 契約手続きに関するもの 契約関係 管理課　用度係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 医療材料管理委員会関係 管理課　医療材料 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 医療材料管理委員会関係 管理課　医療材料 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 医療材料管理委員会関係 管理課　医療材料 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 医療材料管理委員会関係 管理課　医療材料 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 医療材料管理委員会関係 管理課　医療材料 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2017年度 大学の運営 契約手続きに関するもの 契約関係 管理課　医療材料 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2018年度 大学の運営 契約手続きに関するもの 契約関係 管理課　医療材料 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2019年度 大学の運営 契約手続きに関するもの 契約関係 管理課　医療材料 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2020年度 大学の運営 契約手続きに関するもの 契約関係 管理課　医療材料 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2021年度 大学の運営 契約手続きに関するもの 契約関係 管理課　医療材料 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2017年度 大学の運営 契約手続きに関するもの 契約関係 管理課　医療材料 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2018年度 大学の運営 契約手続きに関するもの 契約関係 管理課　医療材料 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2019年度 大学の運営 契約手続きに関するもの 契約関係 管理課　医療材料 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2020年度 大学の運営 契約手続きに関するもの 契約関係 管理課　医療材料 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2021年度 大学の運営 契約手続きに関するもの 契約関係 管理課　医療材料 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2017年度 大学の運営 契約手続きに関するもの 棚卸関係 管理課　医療材料 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2018年度 大学の運営 契約手続きに関するもの 棚卸関係 管理課　医療材料 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2019年度 大学の運営 契約手続きに関するもの 棚卸関係 管理課　医療材料 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2020年度 大学の運営 契約手続きに関するもの 棚卸関係 管理課　医療材料 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2021年度 大学の運営 契約手続きに関するもの 棚卸関係 管理課　医療材料 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
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2017年度 大学の運営 契約手続きに関するもの 契約関係 管理課　医療材料 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2018年度 大学の運営 契約手続きに関するもの 契約関係 管理課　医療材料 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2019年度 大学の運営 契約手続きに関するもの 契約関係 管理課　医療材料 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2020年度 大学の運営 契約手続きに関するもの 契約関係 管理課　医療材料 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2021年度 大学の運営 契約手続きに関するもの 契約関係 管理課　医療材料 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2015年度 大学の運営 伝票及び証憑 決議書・伝票関係 管理課　医療材料 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2016年度 大学の運営 伝票及び証憑 決議書・伝票関係 管理課　医療材料 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2017年度 大学の運営 伝票及び証憑 決議書・伝票関係 管理課　医療材料 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2018年度 大学の運営 伝票及び証憑 決議書・伝票関係 管理課　医療材料 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2019年度 大学の運営 伝票及び証憑 決議書・伝票関係 管理課　医療材料 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2020年度 大学の運営 伝票及び証憑 決議書・伝票関係 管理課　医療材料 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2021年度 大学の運営 伝票及び証憑 決議書・伝票関係 管理課　医療材料 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2017年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 調査・報告等書類 管理課　医療材料 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2018年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 調査・報告等書類 管理課　医療材料 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2019年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 調査・報告等書類 管理課　医療材料 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2020年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 調査・報告等書類 管理課　医療材料 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2021年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 調査・報告等書類 管理課　医療材料 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄

2014年度 外部資金 受託研究に関するもの 製造販売後調査 管理課　臨床試験係 2015/4/1 個々の契約書に規定する期間（少なくとも研究終了後５年間） ― 紙 管理課執務室 管理課長 廃棄

・当初の保存期間満了日：
2020/3/31
・延長期間：研究終了時ま
で
・延長理由：研究が終了し

2015年度 外部資金 受託研究に関するもの 製造販売後調査 管理課　臨床試験係 2016/4/1 個々の契約書に規定する期間（少なくとも研究終了後５年間） ― 紙 管理課執務室 管理課長 廃棄

・当初の保存期間満了日：
2021/3/31
・延長期間：研究終了時ま
で
・延長理由：研究が終了し

2016年度 外部資金 受託研究に関するもの 製造販売後調査 管理課　臨床試験係 2017/4/1 個々の契約書に規定する期間（少なくとも研究終了後５年間） ― 紙 管理課執務室 管理課長 廃棄

・当初の保存期間満了日：
2022/3/31
・延長期間：研究終了時ま
で
・延長理由：研究が終了し

2017年度 外部資金 受託研究に関するもの 製造販売後調査 管理課　臨床試験係 2018/4/1 個々の契約書に規定する期間（少なくとも研究終了後５年間） 2023/3/31 紙 管理課執務室 管理課長 廃棄
2018年度 外部資金 受託研究に関するもの 製造販売後調査 管理課　臨床試験係 2019/4/1 個々の契約書に規定する期間（少なくとも研究終了後５年間） 2024/3/31 紙 管理課執務室 管理課長 廃棄
2019年度 外部資金 受託研究に関するもの 製造販売後調査 管理課　臨床試験係 2020/4/1 個々の契約書に規定する期間（少なくとも研究終了後5年間） 2025/3/31 紙 管理課執務室 管理課長 廃棄
2020年度 外部資金 受託研究に関するもの 製造販売後調査 管理課　臨床試験係 2021/4/1 個々の契約書に規定する期間（少なくとも研究終了後5年間） 2026/3/31 紙 管理課執務室 管理課長 廃棄
2021年度 外部資金 受託研究に関するもの 製造販売後調査 管理課　臨床試験係 2022/4/1 個々の契約書に規定する期間（少なくとも研究終了後5年間） 2027/3/31 紙 管理課執務室 管理課長 廃棄

2014年度 外部資金 受託研究に関するもの 治験 管理課　臨床試験係 2015/4/1 個々の契約書に規定する期間（少なくとも研究終了後５年間） ― 紙 管理課執務室 管理課長 廃棄

・当初の保存期間満了日：
2020/3/31
・延長期間：研究終了時ま
で
・延長理由：研究が終了し

2015年度 外部資金 受託研究に関するもの 治験 管理課　臨床試験係 2016/4/1 個々の契約書に規定する期間（少なくとも研究終了後５年間） ― 紙 管理課執務室 管理課長 廃棄

・当初の保存期間満了日：
2021/3/31
・延長期間：研究終了時ま
で
・延長理由：研究が終了し

2016年度 外部資金 受託研究に関するもの 治験 管理課　臨床試験係 2017/4/1 個々の契約書に規定する期間（少なくとも研究終了後５年間） ― 紙 管理課執務室 管理課長 廃棄

・当初の保存期間満了日：
2022/3/31
・延長期間：研究終了時ま
で
・延長理由：研究が終了し

2017年度 外部資金 受託研究に関するもの 治験 管理課　臨床試験係 2018/4/1 個々の契約書に規定する期間（少なくとも研究終了後５年間） 2023/3/31 紙 管理課執務室 管理課長 廃棄
2018年度 外部資金 受託研究に関するもの 治験 管理課　臨床試験係 2019/4/1 個々の契約書に規定する期間（少なくとも研究終了後５年間） 2024/3/31 紙 管理課執務室 管理課長 廃棄
2019年度 外部資金 受託研究に関するもの 治験 管理課　臨床試験係 2020/4/1 個々の契約書に規定する期間（少なくとも研究終了後5年間） 2025/3/31 紙 管理課執務室 管理課長 廃棄
2020年度 外部資金 受託研究に関するもの 治験 管理課　臨床試験係 2021/4/1 個々の契約書に規定する期間（少なくとも研究終了後5年間） 2026/3/31 紙 管理課執務室 管理課長 廃棄
2021年度 外部資金 受託研究に関するもの 治験 管理課　臨床試験係 2022/4/1 個々の契約書に規定する期間（少なくとも研究終了後5年間） 2027/3/31 紙 管理課執務室 管理課長 廃棄
2014年度 外部資金 民間等との共同研究に関するもの 共同研究 管理課　臨床試験係 2015/4/1 個々の契約書に規定する期間（少なくとも研究終了後５年間） ― 紙 管理課執務室 管理課長 廃棄 ・当初の保存期間満了日：2020/3/31・延長期間：研究終了時まで・延長理由：研究が終了していないため

2015年度 外部資金 民間等との共同研究に関するもの 共同研究 管理課　臨床試験係 2016/4/1 個々の契約書に規定する期間（少なくとも研究終了後５年間） ― 紙 管理課執務室 管理課長 廃棄 ・当初の保存期間満了日：2021/3/31・延長期間：研究終了時まで・延長理由：研究が終了していないため

2016年度 外部資金 民間等との共同研究に関するもの 共同研究 管理課　臨床試験係 2017/4/1 個々の契約書に規定する期間（少なくとも研究終了後５年間） ― 紙 管理課執務室 管理課長 廃棄

・当初の保存期間満了日：
2022/3/31
・延長期間：研究終了時ま
で
・延長理由：研究が終了し

2017年度 外部資金 民間等との共同研究に関するもの 共同研究 管理課　臨床試験係 2018/4/1 個々の契約書に規定する期間（少なくとも研究終了後５年間） 2023/3/31 紙 管理課執務室 管理課長 廃棄
2018年度 外部資金 民間等との共同研究に関するもの 共同研究 管理課　臨床試験係 2019/4/1 個々の契約書に規定する期間（少なくとも研究終了後５年間） 2024/3/31 紙 管理課執務室 管理課長 廃棄
2019年度 外部資金 民間等との共同研究に関するもの 共同研究 管理課　臨床試験係 2020/4/1 個々の契約書に規定する期間（少なくとも研究終了後5年間） 2025/3/31 紙 管理課執務室 管理課長 廃棄
2020年度 外部資金 民間等との共同研究に関するもの 共同研究 管理課　臨床試験係 2021/4/1 個々の契約書に規定する期間（少なくとも研究終了後5年間） 2026/3/31 紙 管理課執務室 管理課長 廃棄
2021年度 外部資金 民間等との共同研究に関するもの 共同研究 管理課　臨床試験係 2022/4/1 個々の契約書に規定する期間（少なくとも研究終了後5年間） 2027/3/31 紙 管理課執務室 管理課長 廃棄
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2014年度 外部資金 受託研究に関するもの 臨床研究 管理課　臨床試験係 2015/4/1 個々の契約書に規定する期間（少なくとも研究終了後５年間） ― 紙 管理課執務室 管理課長 廃棄

・当初の保存期間満了日：
2020/3/31
・延長期間：研究終了時ま
で
・延長理由：研究が終了し

2015年度 外部資金 受託研究に関するもの 臨床研究 管理課　臨床試験係 2016/4/1 個々の契約書に規定する期間（少なくとも研究終了後５年間） ― 紙 管理課執務室 管理課長 廃棄 ・当初の保存期間満了日：2021/3/31・延長期間：研究終了時まで・延長理由：研究が終了していないため

2016年度 外部資金 受託研究に関するもの 臨床研究 管理課　臨床試験係 2017/4/1 個々の契約書に規定する期間（少なくとも研究終了後５年間） ― 紙 管理課執務室 管理課長 廃棄

・当初の保存期間満了日：
2022/3/31
・延長期間：研究終了時ま
で
・延長理由：研究が終了し

2017年度 外部資金 受託研究に関するもの 臨床研究 管理課　臨床試験係 2018/4/1 個々の契約書に規定する期間（少なくとも研究終了後５年間） 2023/3/31 紙 管理課執務室 管理課長 廃棄
2018年度 外部資金 受託研究に関するもの 臨床研究 管理課　臨床試験係 2019/4/1 個々の契約書に規定する期間（少なくとも研究終了後５年間） 2024/3/31 紙 管理課執務室 管理課長 廃棄
2019年度 外部資金 受託研究に関するもの 臨床研究 管理課　臨床試験係 2020/4/1 個々の契約書に規定する期間（少なくとも研究終了後５年間） 2025/3/31 紙 管理課執務室 管理課長 廃棄
2020年度 外部資金 受託研究に関するもの 臨床研究 管理課　臨床試験係 2021/4/1 個々の契約書に規定する期間（少なくとも研究終了後５年間） 2026/3/31 紙 管理課執務室 管理課長 廃棄
2021年度 外部資金 受託研究に関するもの 臨床研究 管理課　臨床試験係 2022/4/1 個々の契約書に規定する期間（少なくとも研究終了後５年間） 2027/3/31 紙 管理課執務室 管理課長 廃棄

2014年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 治験に係わる委員会関係 管理課　臨床試験 2015/4/1 製造も し くは輸入の承認を受ける日又は治験の中止若し くは終了後、３年を経過し た日のうちいずれか遅い日まで ― 紙 管理課執務管理課長 廃棄

・当初の保存期間満了日：
2018/3/31
・延長期間：研究終了時ま
で
・延長理由：研究が終了し

2015年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 治験に係わる委員会関係 管理課　臨床試験 2016/4/1 製造も し くは輸入の承認を受ける日又は治験の中止若し くは終了後、３年を経過し た日のうちいずれか遅い日まで ― 紙 管理課執務管理課長 廃棄

・当初の保存期間満了日：
2019/3/31
・延長期間：研究終了時ま
で
・延長理由：研究が終了し

2016年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 治験に係わる委員会関係 管理課　臨床試験 2017/4/1 製造も し くは輸入の承認を受ける日又は治験の中止若し くは終了後、３年を経過し た日のうちいずれか遅い日まで ― 紙 管理課執務管理課長 廃棄

・当初の保存期間満了日：
2020/3/31
・延長期間：研究終了時ま
で
・延長理由：研究が終了し

2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 治験に係わる委員会関係 管理課　臨床試験 2018/4/1 製造も し くは輸入の承認を受ける日又は治験の中止若し くは終了後、３年を経過し た日のうちいずれか遅い日まで ― 紙 管理課執務管理課長 廃棄

・当初の保存期間満了日：
2021/3/31
・延長期間：研究終了時ま
で
・延長理由：研究が終了し

2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 治験に係わる委員会関係 管理課　臨床試験 2019/4/1 製造も し くは輸入の承認を受ける日又は治験の中止若し くは終了後、３年を経過し た日のうちいずれか遅い日まで ― 紙 管理課執務管理課長 廃棄

・当初の保存期間満了日：
2022/3/31
・延長期間：研究終了時ま
で
・延長理由：研究が終了し

2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 治験に係わる委員会関係 管理課　臨床試験 2020/4/1 製造も し くは輸入の承認を受ける日又は治験の中止若し くは終了後、３年を経過し た日のうちいずれか遅い日まで 2023/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 治験に係わる委員会関係 管理課　臨床試験 2021/4/1 製造も し くは輸入の承認を受ける日又は治験の中止若し くは終了後、３年を経過し た日のうちいずれか遅い日まで 2024/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 治験に係わる委員会関係 管理課　臨床試験 2021/4/1 製造も し くは輸入の承認を受ける日又は治験の中止若し くは終了後、３年を経過し た日のうちいずれか遅い日まで 2025/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄

2014年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 臨床研究審査委員会関係 管理課　臨床試験係 2015/4/1 個々の研究終了後5年を経過し た日又は当該研究結果の最終公表について報告さ れた日から 3年を経過し た日のいずれか遅い日まで ― 紙 管理課執務室 管理課長 廃棄

・当初の保存期間満了日：
2018/3/31
・延長期間：研究終了時ま
で
・延長理由：研究が終了し

2015年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 臨床研究審査委員会関係 管理課　臨床試験係 2016/4/1 個々の研究終了後5年を経過し た日又は当該研究結果の最終公表について報告さ れた日から 3年を経過し た日のいずれか遅い日まで ― 紙 管理課執務室 管理課長 廃棄

・当初の保存期間満了日：
2019/3/31
・延長期間：研究終了時ま
で
・延長理由：研究が終了し

2016年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 臨床研究審査委員会関係 管理課　臨床試験係 2017/4/1 個々の研究終了後5年を経過し た日又は当該研究結果の最終公表について報告さ れた日から 3年を経過し た日のいずれか遅い日まで ― 紙 管理課執務室 管理課長 廃棄

・当初の保存期間満了日：
2020/3/31
・延長期間：研究終了時ま
で
・延長理由：研究が終了し

2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 臨床研究審査委員会関係 管理課　臨床試験係 2018/4/1 個々の研究終了後5年を経過し た日又は当該研究結果の最終公表について報告さ れた日から 3年を経過し た日のいずれか遅い日まで ― 紙 管理課執務室 管理課長 廃棄

・当初の保存期間満了日：
2021/3/31
・延長期間：研究終了時ま
で
・延長理由：研究が終了し

2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 臨床研究審査委員会関係 管理課　臨床試験係 2019/4/1 個々の研究終了後5年を経過し た日又は当該研究結果の最終公表について報告さ れた日から 3年を経過し た日のいずれか遅い日まで ― 紙 管理課執務室 管理課長 廃棄

・当初の保存期間満了日：
2022/3/31
・延長期間：研究終了時ま
で
・延長理由：研究が終了し

2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 臨床研究審査委員会関係 管理課　臨床試験係 2020/4/1 個々の研究終了後5年を経過し た日又は当該研究結果の最終公表について報告さ れた日から 3年を経過し た日のいずれか遅い日まで 2023/3/31 紙 管理課執務室 管理課長 廃棄
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2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 臨床研究審査委員会関係 管理課　臨床試験係 2021/4/1 個々の研究終了後5年を経過し た日又は当該研究結果の最終公表について報告さ れた日から 3年を経過し た日のいずれか遅い日まで 2024/3/31 紙 管理課執務室 管理課長 廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 臨床研究審査委員会関係 管理課　臨床試験係 2022/4/1 個々の研究終了後5年を経過し た日又は当該研究結果の最終公表について報告さ れた日から 3年を経過し た日のいずれか遅い日まで 2025/3/31 紙 管理課執務室 管理課長 廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 認定臨床研究審査委員会関係 管理課　臨床試験係 2019/4/1 個々の研究終了後5年を経過し た日又は当該研究結果の最終公表について報告さ れた日から 5年を経過し た日のいずれか遅い日まで 2024/3/31 紙 管理課執務室 管理課長 廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 認定臨床研究審査委員会関係 管理課　臨床試験係 2020/4/1 個々の研究終了後5年を経過し た日又は当該研究結果の最終公表について報告さ れた日から 5年を経過し た日のいずれか遅い日まで 2025/3/31 紙 管理課執務室 管理課長 廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 認定臨床研究審査委員会関係 管理課　臨床試験係 2021/4/1 個々の研究終了後5年を経過し た日又は当該研究結果の最終公表について報告さ れた日から 5年を経過し た日のいずれか遅い日まで 2026/3/31 紙 管理課執務室 管理課長 廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 認定臨床研究審査委員会関係 管理課　臨床試験係 2022/4/1 個々の研究終了後5年を経過し た日又は当該研究結果の最終公表について報告さ れた日から 5年を経過し た日のいずれか遅い日まで 2026/3/31 紙 管理課執務室 管理課長 廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 未承認新規医薬品等評価委員会関係 管理課　臨床試験係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 管理課執務室 管理課長 廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 未承認新規医薬品等評価委員会関係 管理課　臨床試験係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 管理課執務室 管理課長 廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 未承認新規医薬品等評価委員会関係 管理課　臨床試験係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 管理課執務室 管理課長 廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 未承認新規医薬品等評価委員会関係 管理課　臨床試験係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 管理課執務室 管理課長 廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 未承認新規医薬品等評価委員会関係 管理課　臨床試験係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 管理課執務室 管理課長 廃棄

- 工事 施設に関するもので重要なもの（設計図書等） 工事設計図・完成図、関係官庁届出書等 管理課　施設係・ - 施設の廃 - 紙 管理課執務管理課長 廃棄 工事設計図、完成図、施工図、竣工図、機器完成図、機器性能試験成績書、機器取扱説明書、測定試験結果報告書、保全指導書、関係官庁届出書（消防設備設置届出書、検査済証等）

- 維持・管理 施設維持管理に関するもの（定期検査の結果の記録に関施設維持管理書類 管理課　施設係・ - 施設の廃 - 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2012年度 契約 設計監理委託に関するもの 設計監理委託契約関係 管理課　施設係・ 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄 設計業務委託契約書等
2013年度 契約 設計監理委託に関するもの 設計監理委託契約関係 管理課　施設係・ 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄 設計業務委託契約書等
2014年度 契約 設計監理委託に関するもの 設計監理委託契約関係 管理課　施設係・ 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄 設計業務委託契約書等
2015年度 契約 設計監理委託に関するもの 設計監理委託契約関係 管理課　施設係・ 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄 設計業務委託契約書等
2016年度 契約 設計監理委託に関するもの 設計監理委託契約関係 管理課　施設係・ 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄 設計業務委託契約書等
2017年度 契約 設計監理委託に関するもの 設計監理委託契約関係 管理課　施設係・ 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄 設計業務委託契約書等
2018年度 契約 設計監理委託に関するもの 設計監理委託契約関係 管理課　施設係・ 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄 設計業務委託契約書等
2019年度 契約 設計監理委託に関するもの 設計監理委託契約関係 管理課　施設係・ 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄 設計業務委託契約書等
2020年度 契約 設計監理委託に関するもの 設計監理委託契約関係 管理課　施設係・ 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄 設計業務委託契約書等
2021年度 契約 設計監理委託に関するもの 設計監理委託契約関係 管理課　施設係・ 2022/4/1 10 2032/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄 設計業務委託契約書等
2012年度 契約 工事請負契約に関するもの 入札関係、伝票及び証憑 管理課　施設係・ 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄 入札公告、予定価格調書、契約伺い、物品等請求伝票（発注決議書）、証憑

2013年度 契約 工事請負契約に関するもの 入札関係、伝票及び証憑 管理課　施設係・ 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄 入札公告、予定価格調書、契約伺い、物品等請求伝票（発注決議書）、証憑

2014年度 契約 工事請負契約に関するもの 入札関係、伝票及び証憑 管理課　施設係・ 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄 入札公告、予定価格調書、契約伺い、物品等請求伝票（発注決議書）、証憑

2015年度 契約 工事請負契約に関するもの 入札関係、伝票及び証憑 管理課　施設係・ 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄 入札公告、予定価格調書、契約伺い、物品等請求伝票（発注決議書）、証憑

2016年度 契約 工事請負契約に関するもの 入札関係、伝票及び証憑 管理課　施設係・ 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄 入札公告、予定価格調書、契約伺い、物品等請求伝票（発注決議書）、証憑

2017年度 契約 工事請負契約に関するもの 入札関係、伝票及び証憑 管理課　施設係・ 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄 入札公告、予定価格調書、契約伺い、物品等請求伝票（発注決議書）、証憑

2018年度 契約 工事請負契約に関するもの 入札関係、伝票及び証憑 管理課　施設係・ 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄 入札公告、予定価格調書、契約伺い、物品等請求伝票（発注決議書）、証憑

2019年度 契約 工事請負契約に関するもの 入札関係、伝票及び証憑 管理課　施設係・ 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄 入札公告、予定価格調書、契約伺い、物品等請求伝票（発注決議書）、証憑

2020年度 契約 工事請負契約に関するもの 入札関係、伝票及び証憑 管理課　施設係・ 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄 入札公告、予定価格調書、契約伺い、物品等請求伝票（発注決議書）、証憑

2021年度 契約 工事請負契約に関するもの 入札関係、伝票及び証憑 管理課　施設係・ 2022/4/1 10 2032/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄 入札公告、予定価格調書、契約伺い、物品等請求伝票（発注決議書）、証憑

2012年度 契約 かしの修補等の請求の際に必要となるもの 請負契約書関係 管理課　施設係・ 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄 工事請負契約書、保守点検業務請負契約書

2013年度 契約 かしの修補等の請求の際に必要となるもの 請負契約書関係 管理課　施設係・ 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄 工事請負契約書、保守点検業務請負契約書

2014年度 契約 かしの修補等の請求の際に必要となるもの 請負契約書関係 管理課　施設係・ 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄 工事請負契約書、保守点検業務請負契約書

2015年度 契約 かしの修補等の請求の際に必要となるもの 請負契約書関係 管理課　施設係・ 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄 工事請負契約書、保守点検業務請負契約書

2016年度 契約 かしの修補等の請求の際に必要となるもの 請負契約書関係 管理課　施設係・ 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄 工事請負契約書、保守点検業務請負契約書

2017年度 契約 かしの修補等の請求の際に必要となるもの 請負契約書関係 管理課　施設係・ 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄 工事請負契約書、保守点検業務請負契約書

2018年度 契約 かしの修補等の請求の際に必要となるもの 請負契約書関係 管理課　施設係・ 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄 工事請負契約書、保守点検業務請負契約書

2019年度 契約 かしの修補等の請求の際に必要となるもの 請負契約書関係 管理課　施設係・ 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄 工事請負契約書、保守点検業務請負契約書

2020年度 契約 かしの修補等の請求の際に必要となるもの 請負契約書関係 管理課　施設係・ 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄 工事請負契約書、保守点検業務請負契約書

2021年度 契約 かしの修補等の請求の際に必要となるもの 請負契約書関係 管理課　施設係・ 2022/4/1 10 2032/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄 工事請負契約書、保守点検業務請負契約書

2017年度 工事 工事用資材・検査・監守に関するもの 工事資材検査・監守書類 管理課　施設係・ 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄 使用機材発注先一覧表
2018年度 工事 工事用資材・検査・監守に関するもの 工事資材検査・監守書類 管理課　施設係・ 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄 使用機材発注先一覧表
2019年度 工事 工事用資材・検査・監守に関するもの 工事資材検査・監守書類 管理課　施設係・ 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄 使用機材発注先一覧表
2020年度 工事 工事用資材・検査・監守に関するもの 工事資材検査・監守書類 管理課　施設係・ 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄 使用機材発注先一覧表
2021年度 工事 工事用資材・検査・監守に関するもの 工事資材検査・監守書類 管理課　施設係・ 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄 使用機材発注先一覧表
2017年度 工事 工事の資産額に関するもの 工事資産額書類 管理課　施設係・ 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄 建物しゅん工調書
2018年度 工事 工事の資産額に関するもの 工事資産額書類 管理課　施設係・ 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄 建物しゅん工調書
2019年度 工事 工事の資産額に関するもの 工事資産額書類 管理課　施設係・ 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄 建物しゅん工調書
2020年度 工事 工事の資産額に関するもの 工事資産額書類 管理課　施設係・ 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄 建物しゅん工調書
2021年度 工事 工事の資産額に関するもの 工事資産額書類 管理課　施設係・ 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄 建物しゅん工調書
2017年度 工事 工事の積算に関するもの 工事積算書類 管理課　施設係・ 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄 工事積算書類
2018年度 工事 工事の積算に関するもの 工事積算書類 管理課　施設係・ 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄 工事積算書類
2019年度 工事 工事の積算に関するもの 工事積算書類 管理課　施設係・ 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄 工事積算書類
2020年度 工事 工事の積算に関するもの 工事積算書類 管理課　施設係・ 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄 工事積算書類
2021年度 工事 工事の積算に関するもの 工事積算書類 管理課　施設係・ 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄 工事積算書類
2017年度 工事 工事の施工監理に関するもの（かしの修補等の請求の際に必要となるものを除く。） 工事施工監理・検査書類 管理課　施設係・ 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄 検査調書
2018年度 工事 工事の施工監理に関するもの（かしの修補等の請求の際に必要となるものを除く。） 工事施工監理・検査書類 管理課　施設係・ 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄 検査調書
2019年度 工事 工事の施工監理に関するもの（かしの修補等の請求の際に必要となるものを除く。） 工事施工監理・検査書類 管理課　施設係・ 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄 検査調書
2020年度 工事 工事の施工監理に関するもの（かしの修補等の請求の際に必要となるものを除く。） 工事施工監理・検査書類 管理課　施設係・ 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄 検査調書
2021年度 工事 工事の施工監理に関するもの（かしの修補等の請求の際に必要となるものを除く。） 工事施工監理・検査書類 管理課　施設係・ 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄 検査調書
2017年度 維持・管理 施設定期検査及びエネルギーに関するもの 施設定期検査及びエネルギー関係書類 管理課　施設係・ 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄 特殊建築物定期検査、建築設備定期検査保守点検計画書、保守点検報告書

2018年度 維持・管理 施設定期検査及びエネルギーに関するもの 施設定期検査及びエネルギー関係書類 管理課　施設係・ 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄 特殊建築物定期検査、建築設備定期検査保守点検計画書、保守点検報告書

2019年度 維持・管理 施設定期検査及びエネルギーに関するもの 施設定期検査及びエネルギー関係書類 管理課　施設係・ 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄 特殊建築物定期検査、建築設備定期検査保守点検計画書、保守点検報告書

2020年度 維持・管理 施設定期検査及びエネルギーに関するもの 施設定期検査及びエネルギー関係書類 管理課　施設係・ 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄 特殊建築物定期検査、建築設備定期検査保守点検計画書、保守点検報告書

2021年度 維持・管理 施設定期検査及びエネルギーに関するもの 施設定期検査及びエネルギー関係書類 管理課　施設係・ 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄 特殊建築物定期検査、建築設備定期検査保守点検計画書、保守点検報告書

2017年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 調査・報告等書類 管理課　施設係・ 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄 　
2018年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 調査・報告等書類 管理課　施設係・ 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄 　
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③作成者・取得者 ④起算日 ⑤保存期間

2019年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 調査・報告等書類 管理課　施設係・ 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄 　
2020年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 調査・報告等書類 管理課　施設係・ 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄 　
2021年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 調査・報告等書類 管理課　施設係・ 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 管理課執務管理課長 廃棄 　
2021年度 文書関係業務 通知文書のうち軽易なもの 一般文書関係 管理課　施設係・ 2022/4/1 1 2023/3/31 電子 管理課執務管理課長 廃棄 　
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 附属病院医療ガス安全管理委員会関係 管理課　施設係・ 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 附属病院医療ガス安全管理委員会関係 管理課　施設係・ 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 附属病院医療ガス安全管理委員会関係 管理課　施設係・ 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 附属病院医療ガス安全管理委員会関係 管理課　施設係・ 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 附属病院医療ガス安全管理委員会関係 管理課　施設係・ 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 管理課執務管理課長 廃棄
2019年度 契約 競争参加者資格審査に関するもの 競争参加者資格審査関係 管理課　施設係・ 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄 競争参加資格審査関係書類
2020年度 契約 競争参加者資格審査に関するもの 競争参加者資格審査関係 管理課　施設係・ 2021/4/1 3 2024/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄 競争参加資格審査関係書類
2021年度 契約 競争参加者資格審査に関するもの 競争参加者資格審査関係 管理課　施設係・ 2022/4/1 3 2025/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄 競争参加資格審査関係書類
2019年度 工事 工事契約・施工に関する報告に関するもの 工事契約施工に関する報告関係 管理課　施設係・ 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄 工事着工届、現場代理人等通知書、電気保安技術者通知書、下請負者通知書、工事保険証書、CORINS登録書、施工計画書、工事記録写真撮影計画書、工事記録写真、竣工検査報告書、マニフェスト伝票、ＣＯＲＩＮＳ完了登録

2020年度 工事 工事契約・施工に関する報告に関するもの 工事契約施工に関する報告関係 管理課　施設係・ 2021/4/1 3 2024/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄 工事着工届、現場代理人等通知書、電気保安技術者通知書、下請負者通知書、工事保険証書、CORINS登録書、施工計画書、工事記録写真撮影計画書、工事記録写真、竣工検査報告書、マニフェスト伝票、ＣＯＲＩＮＳ完了登録

2021年度 工事 工事契約・施工に関する報告に関するもの 工事契約施工に関する報告関係 管理課　施設係・ 2022/4/1 3 2025/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄 工事着工届、現場代理人等
2021年度 大学の運営 伝票及び証憑 決議書・伝票関係 管理課　調達・移 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2021年度 大学の運営 契約手続きに関するもの 契約関係 管理課　調達・移 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 管理課執務管理課長 廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの ユニット委員会（平成29年度） 歯学部附属病院総務課用度係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 歯学部附属病院総務課長 廃棄 2022/10/1一体化後病院総務課より移管

2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの ユニット委員会（平成30年度） 歯学部附属病院総務課用度係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 歯学部附属病院総務課長 廃棄 2022/10/1一体化後病院総務課より移管

2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 医療ガス安全管理委員会（平成29年度） 歯学部附属病院総務課用度係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 歯学部附属病院総務課長 廃棄 2022/10/1一体化後病院総務課より移管

2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 医療ガス安全管理委員会（平成30年度） 歯学部附属病院総務課用度係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 歯学部附属病院総務課長 廃棄 2022/10/1一体化後病院総務課より移管

2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 医療機器安全管理委員会（平成29年度） 歯学部附属病院総務課用度係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 歯学部附属病院総務課長 廃棄 2022/10/1一体化後病院総務課より移管

2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 医療機器安全管理委員会（平成30年度） 歯学部附属病院総務課用度係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 歯学部附属病院総務課長 廃棄 2022/10/1一体化後病院総務課より移管

2017年度 資産（土地・建物を除く）に関するもの 棚卸しに関するもの 期末　棚卸し関係（平成29年度） 歯学部附属病院総務課用度係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 歯学部附属病院総務課長 廃棄 2022/10/1一体化後病院総務課より移管

2018年度 資産（土地・建物を除く）に関するもの 棚卸しに関するもの 期末　棚卸し関係（平成30年度） 歯学部附属病院総務課用度係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 歯学部附属病院総務課長 廃棄 2022/10/1一体化後病院総務課より移管

2012年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 契約関係綴（平成24年度） 歯学部附属病院総務課用度係 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 歯学部・歯学部附属病院総務課長 廃棄 2022/10/1一体化後病院総務課より移管

2013年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 契約関係綴（平成25年度） 歯学部附属病院総務課用度係 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 歯学部・歯学部附属病院総務課長 廃棄 2022/10/1一体化後病院総務課より移管

2014年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 契約関係綴（平成26年度） 歯学部附属病院総務課用度係 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 歯学部・歯学部附属病院総務課長 廃棄 2022/10/1一体化後病院総務課より移管

2015年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 契約関係綴（平成27年度） 歯学部附属病院総務課用度係 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 歯学部・歯学部附属病院総務課長 廃棄 2022/10/1一体化後病院総務課より移管

2016年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 契約関係綴（平成28年度） 歯学部附属病院総務課用度係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 歯学部・歯学部附属病院総務課長 廃棄 2022/10/1一体化後病院総務課より移管

2017年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 契約関係綴（平成29年度） 歯学部附属病院総務課用度係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 歯学部附属病院総務課長 廃棄 2022/10/1一体化後病院総務課より移管

2018年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 契約関係綴（平成30年度） 歯学部附属病院総務課用度係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 歯学部附属病院総務課長 廃棄 2022/10/1一体化後病院総務課より移管

2017年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 支出契約決議等（平成29年度） 歯学部附属病院総務課用度係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 歯学部附属病院総務課長 廃棄 2022/10/1一体化後病院総務課より移管

2018年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 支出契約決議等（平成30年度） 歯学部附属病院総務課用度係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 歯学部附属病院総務課長 廃棄 2022/10/1一体化後病院総務課より移管

2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 歯科器材・中材委員会（平成29年度） 歯学部附属病院総務課用度係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 歯学部附属病院総務課長 廃棄 2022/10/1一体化後病院総務課より移管

2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 歯科器材・中材委員会（平成30年度） 歯学部附属病院総務課用度係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 歯学部附属病院総務課長 廃棄 2022/10/1一体化後病院総務課より移管

2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 歯科技工部運営委員会（平成29年度） 歯学部附属病院総務課用度係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 歯学部附属病院総務課長 廃棄 2022/10/1一体化後病院総務課より移管

2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 歯科技工部運営委員会（平成30年度） 歯学部附属病院総務課用度係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 歯学部附属病院総務課長 廃棄 2022/10/1一体化後病院総務課より移管

2017年度 資産（土地・建物を除く）に関するもの 棚卸しに関するもの 中間　棚卸し関係（平成29年度） 歯学部附属病院総務課用度係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 歯学部附属病院総務課長 廃棄 2022/10/1一体化後病院総務課より移管

2018年度 資産（土地・建物を除く）に関するもの 棚卸しに関するもの 中間　棚卸し関係（平成30年度） 歯学部附属病院総務課用度係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 歯学部附属病院総務課長 廃棄 2022/10/1一体化後病院総務課より移管

2017年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 調査・報告関係綴（平成29年度） 歯学部附属病院総務課用度係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 歯学部附属病院総務課長 廃棄 2022/10/1一体化後病院総務課より移管

2018年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 調査・報告関係綴（平成30年度） 歯学部附属病院総務課用度係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 歯学部附属病院総務課長 廃棄 2022/10/1一体化後病院総務課より移管

2012年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 特定調達契約に関する契約関係綴（平成24年度） 歯学部附属病院総務課用度係 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 歯学部・歯学部附属病院総務課長 廃棄 2022/10/1一体化後病院総務課より移管

2013年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 特定調達契約に関する契約関係綴（平成25年度） 歯学部附属病院総務課用度係 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 歯学部・歯学部附属病院総務課長 廃棄 2022/10/1一体化後病院総務課より移管

2014年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 特定調達契約に関する契約関係綴（平成26年度） 歯学部附属病院総務課用度係 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 歯学部・歯学部附属病院総務課長 廃棄 2022/10/1一体化後病院総務課より移管

2015年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 特定調達契約に関する契約関係綴（平成27年度） 歯学部附属病院総務課用度係 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 歯学部・歯学部附属病院総務課長 廃棄 2022/10/1一体化後病院総務課より移管

2016年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 特定調達契約に関する契約関係綴（平成28年度） 歯学部附属病院総務課用度係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 歯学部・歯学部附属病院総務課長 廃棄 2022/10/1一体化後病院総務課より移管

2017年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 特定調達契約に関する契約関係綴（平成29年度） 歯学部附属病院総務課用度係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 歯学部附属病院総務課長 廃棄 2022/10/1一体化後病院総務課より移管

2018年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 特定調達契約に関する契約関係綴（平成30年度） 歯学部附属病院総務課用度係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 歯学部附属病院総務課長 廃棄 2022/10/1一体化後病院総務課より移管

2017年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 無償貸借契約関係 歯学部附属病院総務課用度係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 歯学部附属病院総務課長 廃棄 2022/10/1一体化後病院総務課より移管

2018年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 無償貸借契約関係 歯学部附属病院総務課用度係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 歯学部附属病院総務課長 廃棄 2022/10/1一体化後病院総務課より移管

2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 薬剤委員会（平成29年度） 歯学部附属病院総務課用度係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 歯学部附属病院総務課長 廃棄 2022/10/1一体化後病院総務課より移管

2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 薬剤委員会（平成30年度） 歯学部附属病院総務課用度係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 歯学部附属病院総務課長 廃棄 2022/10/1一体化後病院総務課より移管

2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの ユニット委員会（令和元年度） 歯学部附属病院総務課用度係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 歯学部附属病院総務課長 廃棄 2022/10/1一体化後病院総務課より移管

2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 医療ガス安全管理委員会（令和元年度） 歯学部附属病院総務課用度係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 歯学部附属病院総務課長 廃棄 2022/10/1一体化後病院総務課より移管

2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 医療機器安全管理委員会（令和元年度） 歯学部附属病院総務課用度係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 歯学部附属病院総務課長 廃棄 2022/10/1一体化後病院総務課より移管

2019年度 資産（土地・建物を除く）に関するもの 棚卸しに関するもの 期末　棚卸し関係（令和元年度） 歯学部附属病院総務課用度係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 歯学部附属病院総務課長 廃棄 2022/10/1一体化後病院総務課より移管

2019年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 契約関係綴（令和元年度） 歯学部附属病院総務課用度係 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 歯学部附属病院総務課長 廃棄 2022/10/1一体化後病院総務課より移管

2019年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 支出契約決議等（令和元年度） 歯学部附属病院総務課用度係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 歯学部附属病院総務課長 廃棄 2022/10/1一体化後病院総務課より移管

2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 歯科器材・中材委員会（令和元年度） 歯学部附属病院総務課用度係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 歯学部附属病院総務課長 廃棄 2022/10/1一体化後病院総務課より移管

2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 歯科技工部運営委員会（令和元年度） 歯学部附属病院総務課用度係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 歯学部附属病院総務課長 廃棄 2022/10/1一体化後病院総務課より移管

2019年度 資産（土地・建物を除く）に関するもの 棚卸しに関するもの 中間　棚卸し関係（令和元年度） 歯学部附属病院総務課用度係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 歯学部附属病院総務課長 廃棄 2022/10/1一体化後病院総務課より移管

2019年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 調査・報告関係綴（令和元年度） 歯学部附属病院総務課用度係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 歯学部附属病院総務課長 廃棄 2022/10/1一体化後病院総務課より移管

2019年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 特定調達契約に関する契約関係綴（令和元年度） 歯学部附属病院総務課用度係 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 歯学部附属病院総務課長 廃棄 2022/10/1一体化後病院総務課より移管

2019年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 無償貸借契約関係 歯学部附属病院総務課用度係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 歯学部附属病院総務課長 廃棄 2022/10/1一体化後病院総務課より移管

2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 薬剤委員会（令和元年度） 歯学部附属病院総務課用度係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 歯学部附属病院総務課長 廃棄 2022/10/1一体化後病院総務課より移管

2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの ユニット委員会（2020年度） 歯学部附属病院総務課用度係 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 歯学部附属病院総務課長 廃棄 2022/10/1一体化後病院総務課より移管

2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 医療ガス安全管理委員会（2020年度） 歯学部附属病院総務課用度係 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 歯学部附属病院総務課長 廃棄 2022/10/1一体化後病院総務課より移管

2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 医療機器安全管理委員会（2020年度） 歯学部附属病院総務課用度係 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 歯学部附属病院総務課長 廃棄 2022/10/1一体化後病院総務課より移管

2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 歯科器材・中材委員会（2020年度） 歯学部附属病院総務課用度係 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 歯学部附属病院総務課長 廃棄 2022/10/1一体化後病院総務課より移管
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の措置

⑪備考⑥保存期間満了日①作成・取得年度等

②　分　　類
③作成者・取得者 ④起算日 ⑤保存期間

2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 歯科技工部運営委員会（2020年度） 歯学部附属病院総務課用度係 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 歯学部附属病院総務課長 廃棄 2022/10/1一体化後病院総務課より移管

2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 薬剤委員会（2020年度） 歯学部附属病院総務課用度係 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 歯学部附属病院総務課長 廃棄 2022/10/1一体化後病院総務課より移管

2020年度 資産（土地・建物を除く）に関するもの 棚卸しに関するもの 期末　棚卸し関係（2020年度） 歯学部附属病院総務課用度係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 歯学部附属病院総務課長 廃棄 2022/10/1一体化後病院総務課より移管

2020年度 資産（土地・建物を除く）に関するもの 棚卸しに関するもの 中間　棚卸し関係（2020年度） 歯学部附属病院総務課用度係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 歯学部附属病院総務課長 廃棄 2022/10/1一体化後病院総務課より移管

2020年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 契約関係綴（2020年度） 歯学部附属病院総務課用度係 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 歯学部附属病院総務課長 廃棄 2022/10/1一体化後病院総務課より移管

2020年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 支出契約決議等（2020年度） 歯学部附属病院総務課用度係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 歯学部附属病院総務課長 廃棄 2022/10/1一体化後病院総務課より移管

2020年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 調査・報告関係綴（2020年度） 歯学部附属病院総務課用度係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 歯学部附属病院総務課長 廃棄 2022/10/1一体化後病院総務課より移管

2020年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 特定調達契約に関する契約関係綴（2020年度） 歯学部附属病院総務課用度係 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 歯学部附属病院総務課長 廃棄 2022/10/1一体化後病院総務課より移管

2020年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 無償貸借契約関係 歯学部附属病院総務課用度係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 歯学部附属病院総務課長 廃棄 2022/10/1一体化後病院総務課より移管

2007年度 病院の運営 各種指定医療機関申請に関する申請書類 （東京都知事への指定医療機関申請書類で重要なもの）救命救急センタ医療支援課救命救 2007/4/1 30 2037/3/31 紙 事務室・倉 医療支援課長廃棄

2014年度 病院の運営 各種指定医療機関申請に関する申請書類 （東京都知事への指定医療機関申請書類で重要なもの）地域がん診療連医療支援課腫瘍セ 2015/4/1 30 2045/3/31 紙
事務室・
倉庫

医療支援課
長

廃棄

2019年度 病院の運営 各種指定医療機関申請に関する申請書類 （東京都知事への指定医療機関申請書類で重要なもの）地域がん診療連医療支援課腫瘍セ 2020/4/1 30 2050/3/31 紙
事務室・
倉庫

医療支援課
長

廃棄

2015年度 病院の運営 各種指定医療機関申請に関する申請書類 （東京都知事への指定医療機関申請書類で重要なもの）小児がん診療病医療支援課腫瘍セ 2016/4/1 30 2046/3/31 紙
事務室・
倉庫

医療支援課
長

廃棄

2017年度 病院の運営 各種指定医療機関申請に関する申請書類 （東京都知事への指定医療機関申請書類で重要なもの）小児がん診療病医療支援課腫瘍セ 2018/4/1 30 2048/3/31 紙
事務室・
倉庫

医療支援課
長

廃棄

2018年度 病院の運営 各種指定医療機関申請に関する申請書類 （東京都知事への指定医療機関申請書類で重要なもの）小児がん診療病医療支援課腫瘍セ 2019/4/1 30 2049/3/31 紙
事務室・
倉庫

医療支援課
長

廃棄

2019年度 病院の運営 各種指定医療機関申請に関する申請書類 （東京都知事への指定医療機関申請書類で重要なもの）小児がん診療病医療支援課腫瘍セ 2020/4/1 30 2050/3/31 紙
事務室・
倉庫

医療支援課
長

廃棄

2020年度 病院の運営 各種指定医療機関申請に関する申請書類 （東京都知事への指定医療機関申請書類で重要なもの）小児がん診療病医療支援課腫瘍セ 2021/4/1 30 2051/3/31 紙
事務室・
倉庫

医療支援課
長

廃棄

2014年度 病院の運営 各種指定医療機関申請に関する申請書類 （東京都知事への指定医療機関申請書類で重要なもの）地域周産期母子医療支援課企画係 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 事務室・倉 医療支援課長廃棄

2019年度 病院の運営 各種指定医療機関申請に関する申請書類 （厚生労働大臣への指定医療機関申請書類で重要なもの）がんゲノム医医療支援課腫瘍セ 2020/4/1 30 2050/3/31 紙
事務室・
倉庫

医療支援課
長

廃棄

2019年度 病院の運営 各種指定医療機関申請に関する申請書類 （関東甲信越地域小児がん医療提供体制協議会国立成育医療研究セン医療支援課腫瘍セ 2020/4/1 30 2050/3/31 紙
事務室・
倉庫

医療支援課
長

廃棄

2005年度 病院の運営 高度先進医療承認申請書類 （高度）先進医療関係 医療支援課企画係 2005/4/1 30 2035/3/31 紙 事務室・倉 医療支援課長廃棄
1995年度 病院の運営 保険医の登録に関するもの 身体障害者指定医申請・変更関係 医療支援課企画係 1995/4/1 30 2025/3/31 紙 事務室・倉 医療支援課長廃棄
2017年度 病院の運営 鑑定人、病状照会、捜査関係に関するもの 捜査関係 医療支援課副課長 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医療支援課長廃棄
2018年度 病院の運営 鑑定人、病状照会、捜査関係に関するもの 捜査関係 医療支援課副課長 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医療支援課長廃棄
2019年度 病院の運営 鑑定人、病状照会、捜査関係に関するもの 捜査関係 医療支援課企画係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医療支援課長廃棄 2019年度より作成者・取得者
2020年度 病院の運営 鑑定人、病状照会、捜査関係に関するもの 捜査関係 医療支援課企画係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 医療支援課長廃棄
2021年度 病院の運営 鑑定人、病状照会、捜査関係に関するもの 捜査関係 医療支援課企画係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉 医療支援課長廃棄
2017年度 病院の運営 救急患者に関するもの 救命救急センター診療受付簿 医療支援課救命救 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医療支援課長廃棄
2018年度 病院の運営 救急患者に関するもの 救命救急センター診療受付簿 医療支援課救命救 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医療支援課長廃棄
2019年度 病院の運営 救急患者に関するもの 救命救急センター診療受付簿 医療支援課救命救 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医療支援課長廃棄
2020年度 病院の運営 救急患者に関するもの 救命救急センター診療受付簿 医療支援課救命救 2021/4/1 5 2026/3/31 紙及び電子 事務室・倉 医療支援課長廃棄
2021年度 病院の運営 救急患者に関するもの 救命救急センター診療受付簿 医療支援課救急事 2022/4/1 5 2027/3/31 紙及び電子 事務室・倉 医療支援課長廃棄
2019年度 病院の運営 救急患者に関するもの 東京医科歯科大学病院　DMATカー搬送記録表 医療支援課救命救 2020/4/1 5 2025/3/31 紙及び電子 事務室・倉 医療支援課長移管 コロナ関連
2020年度 病院の運営 救急患者に関するもの 東京医科歯科大学病院　搬送記録表 医療支援課救命救 2021/4/1 5 2026/3/31 紙及び電子 事務室・倉 医療支援課長移管 コロナ関連
2021年度 病院の運営 救急患者に関するもの 東京医科歯科大学病院　搬送記録表 医療支援課救急事 2022/4/1 5 2027/3/31 紙及び電子 事務室・倉 医療支援課長移管 コロナ関連
2017年度 病院の運営 診療録等に関するもの 外来診療録 医療支援課病歴管 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医療支援課長廃棄
2018年度 病院の運営 診療録等に関するもの 外来診療録 医療支援課病歴管 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医療支援課長廃棄
2019年度 病院の運営 診療録等に関するもの 外来診療録 医療支援課病歴管 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医療支援課長廃棄
2020年度 病院の運営 診療録等に関するもの 外来診療録 医療支援課病歴管 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 倉庫 医療支援課長廃棄
2021年度 病院の運営 診療録等に関するもの 外来診療録 医療支援課病歴管 2022/4/1 5 2027/3/31 紙及び電子 事務室・倉 医療支援課長廃棄 紙の保存は1年。その後廃棄
2017年度 病院の運営 診療録等に関するもの 入院診療録 医療支援課病歴管 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医療支援課長廃棄
2018年度 病院の運営 診療録等に関するもの 入院診療録 医療支援課病歴管 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医療支援課長廃棄
2019年度 病院の運営 診療録等に関するもの 入院診療録 医療支援課病歴管 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医療支援課長廃棄
2020年度 病院の運営 診療録等に関するもの 入院診療録 医療支援課病歴管 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 倉庫 医療支援課長廃棄
2021年度 病院の運営 診療録等に関するもの 入院診療録 医療支援課病歴管 2022/4/1 5 2027/3/31 紙及び電子 事務室・倉 医療支援課長廃棄 紙の保存は1年。その後廃棄

2017年度 病院の運営 各種統計調査に関するもの がん登録関係 医療支援課腫瘍セ 2018/4/1 5 2023/3/31 紙
事務室・
倉庫

医療支援課
長

廃棄

2018年度 病院の運営 各種統計調査に関するもの がん登録関係 医療支援課腫瘍セ 2019/4/1 5 2024/3/31 紙
事務室・
倉庫

医療支援課
長

廃棄

2019年度 病院の運営 各種統計調査に関するもの がん登録関係 医療支援課腫瘍セ 2020/4/1 5 2025/3/31 紙
事務室・
倉庫

医療支援課
長

廃棄

2020年度 病院の運営 各種統計調査に関するもの がん登録関係 医療支援課腫瘍セ 2021/4/1 5 2026/3/31 紙
事務室・
倉庫

医療支援課
長

廃棄

2021年度 病院の運営 各種統計調査に関するもの がん登録関係 医療支援課がん先 2022/4/1 5 2027/3/31 紙
事務室・
倉庫

医療支援課
長

廃棄

2017年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 救命救急センター患者数報告書 医療支援課救命救 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医療支援課長廃棄
2018年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 救命救急センター患者数報告書 医療支援課救命救 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医療支援課長廃棄
2019年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 救命救急センター患者数報告書 医療支援課救命救 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医療支援課長廃棄
2020年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 救命救急センター患者数報告書 医療支援課救命救 2021/4/1 5 2026/3/31 紙及び電子 事務室・倉 医療支援課長廃棄
2021年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 救命救急センター患者数報告書 医療支援課救急事 2022/4/1 5 2027/3/31 紙及び電子 事務室・倉 医療支援課長廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （中央診療施設運営委員会関係）周産期母子医療センター運営委員会関医療支援課企画係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医療支援課長廃棄
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大分類 中分類 名称（小分類）
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⑪備考⑥保存期間満了日①作成・取得年度等

②　分　　類
③作成者・取得者 ④起算日 ⑤保存期間

2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （中央診療施設運営委員会関係）周産期母子医療センター運営委員会関医療支援課企画係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医療支援課長廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （中央診療施設運営委員会関係）周産期母子医療センター運営委員会関医療支援課企画係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医療支援課長廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （中央診療施設運営委員会関係）周産期母子医療センター運営委員会関医療支援課企画係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 医療支援課長廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （中央診療施設運営委員会関係）周産期母子医療センター運営委員会関医療支援課企画係 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 事務室・倉 医療支援課長廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （中央診療施設運営委員会関係）診療情報委員会関係 医療支援課企画係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医療支援課長廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （中央診療施設運営委員会関係）診療情報委員会関係 医療支援課企画係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医療支援課長廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （中央診療施設運営委員会関係）診療情報委員会関係 医療支援課企画係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医療支援課長廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （中央診療施設運営委員会関係）診療情報委員会関係 医療支援課企画係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 医療支援課長廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （中央診療施設運営委員会関係）診療情報委員会関係 医療支援課企画係 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 事務室・倉 医療支援課長廃棄

2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （中央診療施設運営委員会関係）レジメン審査委員会関係 医療支援課腫瘍セ 2018/4/1 5 2023/3/31 紙
事務室・
倉庫

医療支援課
長

廃棄

2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （中央診療施設運営委員会関係）レジメン審査委員会関係 医療支援課腫瘍セ 2019/4/1 5 2024/3/31 紙
事務室・
倉庫

医療支援課
長

廃棄

2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （中央診療施設運営委員会関係）レジメン審査委員会関係 医療支援課腫瘍セ 2020/4/1 5 2025/3/31 紙
事務室・
倉庫

医療支援課
長

廃棄

2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （中央診療施設運営委員会関係）レジメン審査委員会関係 医療支援課腫瘍セ 2021/4/1 5 2026/3/31 電子
事務室・
倉庫

医療支援課
長

廃棄

2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （中央診療施設運営委員会関係）レジメン審査委員会関係 医療支援課がん先 2022/4/1 5 2027/3/31 電子
事務室・
倉庫

医療支援課
長

廃棄

2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （中央診療施設運営委員会関係）救命救急センター運営検討委員会関係医療支援課救命救 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医療支援課長廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （中央診療施設運営委員会関係）救命救急センター運営検討委員会関係医療支援課救命救 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医療支援課長廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （中央診療施設運営委員会関係）救命救急センター運営検討委員会関係医療支援課救命救 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医療支援課長廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （中央診療施設運営委員会関係）救命救急センター運営検討委員会関係医療支援課救命救 2021/4/1 5 2026/3/31 紙及び電子 事務室・倉 医療支援課長廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （中央診療施設運営委員会関係）救命救急センター運営検討委員会関係医療支援課救急事 2022/4/1 5 2027/3/31 紙及び電子 事務室・倉 医療支援課長廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （中央診療施設運営委員会関係）検査部運営委員会関係 医療支援課企画係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医療支援課長廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （中央診療施設運営委員会関係）検査部運営委員会関係 医療支援課企画係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医療支援課長廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （中央診療施設運営委員会関係）検査部運営委員会関係 医療支援課企画係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医療支援課長廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （中央診療施設運営委員会関係）検査部運営委員会関係 医療支援課企画係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 医療支援課長廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （中央診療施設運営委員会関係）検査部運営委員会関係 医療支援課企画係 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 事務室・倉 医療支援課長廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （中央診療施設運営委員会関係）手術部運営委員会関係 医療支援課企画係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医療支援課長廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （中央診療施設運営委員会関係）手術部運営委員会関係 医療支援課企画係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医療支援課長廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （中央診療施設運営委員会関係）手術部運営委員会関係 医療支援課企画係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医療支援課長廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （中央診療施設運営委員会関係）手術部運営委員会関係 医療支援課企画係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 医療支援課長廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （中央診療施設運営委員会関係）手術部運営委員会関係 医療支援課企画係 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 事務室・倉 医療支援課長廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （中央診療施設運営委員会関係）集中治療部運営協議会関係 医療支援課企画係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医療支援課長廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （中央診療施設運営委員会関係）集中治療部運営協議会関係 医療支援課企画係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医療支援課長廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （中央診療施設運営委員会関係）放射線部運営委員会関係 医療支援課企画係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医療支援課長廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （中央診療施設運営委員会関係）放射線部運営委員会関係 医療支援課企画係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医療支援課長廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （中央診療施設運営委員会関係）放射線部運営委員会関係 医療支援課企画係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医療支援課長廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （中央診療施設運営委員会関係）放射線部運営委員会関係 医療支援課企画係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 医療支援課長廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （中央診療施設運営委員会関係）放射線部運営委員会関係 医療支援課企画係 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 事務室・倉 医療支援課長廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （中央診療施設運営委員会関係）輸血療法委員会関係 医療支援課企画係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医療支援課長廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （中央診療施設運営委員会関係）輸血療法委員会関係 医療支援課企画係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医療支援課長廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （中央診療施設運営委員会関係）輸血療法委員会関係 医療支援課企画係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医療支援課長廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （中央診療施設運営委員会関係）輸血療法委員会関係 医療支援課企画係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 医療支援課長廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （中央診療施設運営委員会関係）輸血療法委員会関係 医療支援課企画係 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 事務室・倉 医療支援課長廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （中央診療施設運営委員会関係）臨床栄養部運営委員会関係 医療支援課企画係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医療支援課長廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （中央診療施設運営委員会関係）臨床栄養部運営委員会関係 医療支援課企画係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医療支援課長廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （中央診療施設運営委員会関係）臨床栄養部運営委員会関係 医療支援課企画係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医療支援課長廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （中央診療施設運営委員会関係）臨床栄養部運営委員会関係 医療支援課企画係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 医療支援課長廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （中央診療施設運営委員会関係）臨床栄養部運営委員会関係 医療支援課企画係 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 事務室・倉 医療支援課長廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （中央診療施設運営委員会関係）病理部運営委員会関係 医療支援課企画係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医療支援課長廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （中央診療施設運営委員会関係）病理部運営委員会関係 医療支援課企画係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医療支援課長廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （中央診療施設運営委員会関係）病理部運営委員会関係 医療支援課企画係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医療支援課長廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （中央診療施設運営委員会関係）病理部運営委員会関係 医療支援課企画係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 医療支援課長廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （中央診療施設運営委員会関係）病理部運営委員会関係 医療支援課企画係 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 事務室・倉 医療支援課長廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （中央診療施設運営委員会関係）低侵襲医療センター運営委員会関係 医療支援課企画係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医療支援課長廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （中央診療施設運営委員会関係）低侵襲医療センター運営委員会関係 医療支援課企画係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医療支援課長廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （中央診療施設運営委員会関係）低侵襲医療センター運営委員会関係 医療支援課企画係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医療支援課長廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （中央診療施設運営委員会関係）低侵襲医療センター運営委員会関係 医療支援課企画係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 医療支援課長廃棄
2017年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 通知・調査・雑件関係 医療支援課企画係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医療支援課長廃棄
2018年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 通知・調査・雑件関係 医療支援課企画係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医療支援課長廃棄
2019年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 通知・調査・雑件関係 医療支援課企画係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医療支援課長廃棄
2020年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 通知・調査・雑件関係 医療支援課企画係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 医療支援課長廃棄
2021年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 通知・調査・雑件関係 医療支援課企画係 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 事務室・倉 医療支援課長廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成29年度　セカンドオピニオン運営委員会 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 医療支援課長廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成29年度　セカンドオピニオン運営委員会 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 医療支援課長廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成30年度　セカンドオピニオン運営委員会 歯学部附属病院業 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 医療支援課長廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成30年度　セカンドオピニオン運営委員会 歯学部附属病院業 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 医療支援課長廃棄
2017年度 病院の運営 外来患者に関するもの 平成29年度　セカンドオピニオン受付関係 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 医療支援課長廃棄
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大分類 中分類 名称（小分類）

⑦保存媒体
の種別

⑧保存場所 ⑨管理者

⑩保存
期間

満了時
の措置

⑪備考⑥保存期間満了日①作成・取得年度等

②　分　　類
③作成者・取得者 ④起算日 ⑤保存期間

2017年度 病院の運営 外来患者に関するもの 平成29年度　セカンドオピニオン受付関係 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 医療支援課長廃棄
2018年度 病院の運営 外来患者に関するもの 平成30年度　セカンドオピニオン受付関係 歯学部附属病院業 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 医療支援課長廃棄
2018年度 病院の運営 外来患者に関するもの 平成30年度　セカンドオピニオン受付関係 歯学部附属病院業 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 医療支援課長廃棄
2019年度 病院の運営 外来患者に関するもの 2019年度　セカンドオピニオン関係 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 1F事務室 医療支援課長廃棄
2020年度 病院の運営 外来患者に関するもの 2020年度　セカンドオピニオン関係 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 医療支援課長廃棄
2021年度 病院の運営 外来患者に関するもの 2021年度  セカンドオピニオン関係 歯学部附属病院業 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 1F事務室 医療支援課長廃棄
2017年度 病院の運営 外来患者に関するもの 平成29年度　歯科医療相談室　管理・運営関係 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 医療支援課長廃棄
2018年度 病院の運営 外来患者に関するもの 平成30年度　歯科医療相談室　管理・運営関係 歯学部附属病院業 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 医療支援課長廃棄
2017年度 病院の運営 外来患者に関するもの 平成29年度　歯科医療相談室　管理日誌 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 医療支援課長廃棄
2018年度 病院の運営 外来患者に関するもの 平成30年度　歯科医療相談室　管理日誌 歯学部附属病院業 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 医療支援課長廃棄
2019年度 病院の運営 外来患者に関するもの 2019年度　歯科医療相談室　管理日誌/管理・運営関係 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 1F事務室 医療支援課長廃棄
2020年度 病院の運営 外来患者に関するもの 2020年度　歯科医療相談室　管理日誌/管理・運営関係 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 医療支援課長廃棄
2021年度 病院の運営 外来患者に関するもの 2021年度  歯科医療相談室  管理日誌/管理・運営関係 歯学部附属病院業 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 1F事務室 医療支援課長廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （安全管理に関する委員会関係）リスクマネージャー会議関係 医療支援課医療安 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧医療支援課分
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （安全管理に関する委員会関係）リスクマネージャー会議関係 医療支援課医療安 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧医療支援課分
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （安全管理に関する委員会関係）リスクマネージャー会議関係 医療支援課医療安 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧医療支援課分
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （安全管理に関する委員会関係）リスクマネージャー会議関係 医療支援課医療安 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧医療支援課分
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （安全管理に関する委員会関係）リスクマネージャー会議関係 医療品質管理課 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （安全管理に関する委員会関係）安全管理委員会関係 医療支援課医療安 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧医療支援課分
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （安全管理に関する委員会関係）安全管理委員会関係 医療支援課医療安 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧医療支援課分
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （安全管理に関する委員会関係）安全管理委員会関係 医療支援課医療安 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧医療支援課分
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （安全管理に関する委員会関係）安全管理委員会関係 医療支援課医療安 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧医療支援課分
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （安全管理に関する委員会関係）安全管理委員会関係 医療品質管理課 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （安全管理に関する委員会関係）安全管理対策会議関係 医療支援課医療安 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧医療支援課分
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （安全管理に関する委員会関係）安全管理対策会議関係 医療支援課医療安 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧医療支援課分
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （安全管理に関する委員会関係）安全管理対策会議関係 医療支援課医療安 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧医療支援課分
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （安全管理に関する委員会関係）安全管理対策会議関係 医療支援課医療安 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧医療支援課分
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （安全管理に関する委員会関係）未承認新規医薬等関係 医療支援課医療安 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧医療支援課分
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （安全管理に関する委員会関係）未承認新規医薬等関係 医療支援課医療安 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧医療支援課分
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （安全管理に関する委員会関係）未承認新規医薬等関係 医療支援課医療安 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧医療支援課分
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （安全管理に関する委員会関係）未承認新規医薬等関係 医療支援課医療安 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧医療支援課分
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （安全管理に関する委員会関係）未承認新規医薬等関係 医療品質管理課 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （安全管理に関する委員会関係）高難度新規医療技術関係 医療支援課医療安 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧医療支援課分
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （安全管理に関する委員会関係）高難度新規医療技術関係 医療支援課医療安 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧医療支援課分
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （安全管理に関する委員会関係）高難度新規医療技術関係 医療支援課医療安 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧医療支援課分
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （安全管理に関する委員会関係）高難度新規医療技術関係 医療支援課医療安 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧医療支援課分
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （安全管理に関する委員会関係）高難度新規医療技術関係 医療品質管理課 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （感染対策に関する委員会関係）感染対策委員会関係 医療支援課感染対 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧医療支援課分
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （感染対策に関する委員会関係）感染対策委員会関係 医療支援課感染対 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧医療支援課分
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （感染対策に関する委員会関係）感染対策委員会関係 医療支援課感染対 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧医療支援課分
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （感染対策に関する委員会関係）感染対策委員会関係 医療支援課感染対 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧医療支援課分
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （感染対策に関する委員会関係）感染対策委員会関係 医療品質管理課感 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの ICT会議関係 医療支援課感染対 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧医療支援課分
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの ICT会議関係 医療支援課感染対 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧医療支援課分
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの ICT会議関係 医療支援課感染対 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧医療支援課分
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの ICT会議関係 医療支援課感染対 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧医療支援課分
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの ICT会議関係 医療品質管理課感 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （感染対策に関する）地域連携カンファレンス 医療支援課感染対 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧医療支援課分
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （感染対策に関する）地域連携カンファレンス 医療支援課感染対 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧医療支援課分
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （感染対策に関する）地域連携カンファレンス 医療支援課感染対 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧医療支援課分
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （感染対策に関する）地域連携カンファレンス 医療支援課感染対 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧医療支援課分
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの （感染対策に関する）地域連携カンファレンス 医療品質管理課感 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄
2019年度 病院の運営 研修関係 感染対策研修 医療支援課感染対 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧医療支援課分
2020年度 病院の運営 研修関係 感染対策研修 医療支援課感染対 2021/4/1 3 2024/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧医療支援課分
2021年度 病院の運営 研修関係 感染対策研修 医療品質管理課感 2022/4/1 3 2025/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄
2017年度 病院の運営 職員の健康管理に関するもの ４種抗体・４種ウイルス疾患ワクチン接種関係 医療支援課感染対 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧医療支援課分
2018年度 病院の運営 職員の健康管理に関するもの ４種抗体・４種ウイルス疾患ワクチン接種関係 医療支援課感染対 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧医療支援課分
2019年度 病院の運営 職員の健康管理に関するもの ４種抗体・４種ウイルス疾患ワクチン接種関係、職員抗体検査・ワクチン接種データベース 医療支援課感染対 2020/4/1 5 2025/3/31 紙及び電子 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧医療支援課分
2020年度 病院の運営 職員の健康管理に関するもの ４種抗体・４種ウイルス疾患ワクチン接種関係、職員抗体検査・ワクチン接種データベース 医療支援課感染対 2021/4/1 5 2026/3/31 紙及び電子 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧医療支援課分
2021年度 病院の運営 職員の健康管理に関するもの ４種抗体・４種ウイルス疾患ワクチン接種関係、職員抗体検査・ワクチン接種データベース 医療品質管理課感 2022/4/1 5 2027/3/31 紙及び電子 事務室・倉 医療品質管理廃棄
2018年度 病院の運営 職員の健康管理に関するもの 結核接触者健診 医療支援課感染対 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧医療支援課分
2019年度 病院の運営 職員の健康管理に関するもの 結核接触者健診 医療支援課感染対 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧医療支援課分
2020年度 病院の運営 職員の健康管理に関するもの 結核接触者健診 医療支援課感染対 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧医療支援課分
2021年度 病院の運営 職員の健康管理に関するもの 結核接触者健診 医療品質管理課感 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄
2017年度 病院の運営 職員の健康管理に関するもの 針刺し・切創関係 医療支援課感染対 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧医療支援課分
2018年度 病院の運営 職員の健康管理に関するもの 針刺し・切創関係 医療支援課感染対 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧医療支援課分
2019年度 病院の運営 職員の健康管理に関するもの 針刺し・切創関係 医療支援課感染対 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧医療支援課分
2020年度 病院の運営 職員の健康管理に関するもの 針刺し・切創関係 医療支援課感染対 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧医療支援課分
2021年度 病院の運営 職員の健康管理に関するもの 針刺し・切創関係 医療品質管理課感 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄
2017年度 病院の運営 各種統計調査に関するもの エイズ診療拠点病院関係 医療支援課感染対 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧医療支援課分
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大分類 中分類 名称（小分類）

⑦保存媒体
の種別

⑧保存場所 ⑨管理者

⑩保存
期間

満了時
の措置

⑪備考⑥保存期間満了日①作成・取得年度等

②　分　　類
③作成者・取得者 ④起算日 ⑤保存期間

2018年度 病院の運営 各種統計調査に関するもの エイズ診療拠点病院関係 医療支援課感染対 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧医療支援課分
2019年度 病院の運営 各種統計調査に関するもの エイズ診療拠点病院関係 医療支援課感染対 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧医療支援課分
2020年度 病院の運営 各種統計調査に関するもの エイズ診療拠点病院関係 医療支援課感染対 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧医療支援課分
2021年度 病院の運営 各種統計調査に関するもの エイズ診療拠点病院関係 医療品質管理課感 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄
2017年度 病院の運営 各種届出に関するもの 指定感染症関係（発生届・終了報告書） 医療支援課感染対 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧医療支援課分
2018年度 病院の運営 各種届出に関するもの 指定感染症関係（発生届・終了報告書） 医療支援課感染対 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧医療支援課分
2019年度 病院の運営 各種届出に関するもの 指定感染症関係（発生届・終了報告書） 医療支援課感染対 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧医療支援課分
2020年度 病院の運営 各種届出に関するもの 指定感染症関係（発生届・終了報告書） 医療支援課感染対 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧医療支援課分
2021年度 病院の運営 各種届出に関するもの 指定感染症関係（発生届・終了報告書） 医療品質管理課感 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄
2017年度 病院の運営 危機管理に関するもの 指定感染症関係（接触者対応・感染管理レポート） 医療支援課感染対 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧医療支援課分
2018年度 病院の運営 危機管理に関するもの 指定感染症関係（接触者対応・感染管理レポート） 医療支援課感染対 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧医療支援課分
2019年度 病院の運営 危機管理に関するもの 指定感染症関係（接触者対応・感染管理レポート） 医療支援課感染対 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧医療支援課分
2020年度 病院の運営 危機管理に関するもの 指定感染症関係（接触者対応・感染管理レポート） 医療支援課感染対 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧医療支援課分
2021年度 病院の運営 危機管理に関するもの 指定感染症関係（接触者対応・感染管理レポート） 医療品質管理課感 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄
2020年度 病院の運営 危機管理に関するもの 新型コロナウイルス感染症対応（フロー関係） 医療支援課感染対 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 事務室 医療品質管理移管 コロナ関連、旧医療支援課分
2021年度 病院の運営 危機管理に関するもの 新型コロナウイルス感染症対応（フロー関係） 医療品質管理課感 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 事務室 医療品質管理移管 コロナ関連
2012年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 平成24年度  事故調査委員会 歯学部・歯学部附 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧業務課分
2012年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 平成24年度  日本医療機能評価機構関係 歯学部・歯学部附 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧業務課分
2016年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 平成28年 口腔外科外来インシデント関係 歯学部附属病院業 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧業務課分
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成29年度  インシデント報告書 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧業務課分
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成29年度  リスクマネージャー会議 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧業務課分
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成29年度  安全対策研修会 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧業務課分
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成29年度  医療安全管理委員会 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧業務課分
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成29年度  医療安全管理室 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧業務課分
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成29年度  院内感染対策講習会 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 医療品質管理廃棄 旧業務課分
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成29年度 感染対策委員会綴 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 医療品質管理廃棄 旧業務課分
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成30年度  インシデント報告書 歯学部附属病院業 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧業務課分
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成30年度  リスクマネージャー会議 歯学部附属病院業 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧業務課分
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成30年度  安全対策研修会 歯学部附属病院業 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧業務課分
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成30年度  医療安全管理委員会 歯学部附属病院業 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧業務課分
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成30年度  医療安全管理室 歯学部附属病院業 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧業務課分
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成30年度  院内感染対策講習会 歯学部附属病院業 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 医療品質管理廃棄 旧業務課分
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成30年度 感染対策委員会綴 歯学部附属病院業 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 医療品質管理廃棄 旧業務課分
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2019年度  インシデント報告書 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧業務課分
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2019年度  リスクマネージャー会議 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧業務課分
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2019年度  安全対策研修会 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧業務課分
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2019年度  医療安全管理委員会 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧業務課分
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2019年度  医療安全管理室 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧業務課分
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2019年度  医薬品安全管理委員会 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧業務課分
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2019年度  高難度新規医療技術評価委員会 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧業務課分
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2019年度  院内感染対策講習会 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 1F事務室 医療品質管理廃棄 旧業務課分
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2019年度 　感染対策委員会綴 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 1F事務室 医療品質管理廃棄 旧業務課分
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2020年度  インシデント報告書 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧業務課分
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2020年度  リスクマネージャー会議 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧業務課分
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2020年度  安全対策研修会 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧業務課分
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2020年度  医療安全管理委員会 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧業務課分
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2020年度  医療安全管理室 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧業務課分
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2020年度  医薬品安全管理委員会 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧業務課分
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2020年度  高難度新規医療技術評価委員会 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 医療品質管理廃棄 旧業務課分
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2020年度  院内感染対策講習会 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 医療品質管理廃棄 旧業務課分
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2020年度 　感染対策委員会綴 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 医療品質管理廃棄 旧業務課分
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2020年度  新型コロナウイルス対策関連（感染対策室） 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 1F事務室 医療品質管理移管 コロナ関連、旧業務課分
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成29年度企画戦略会議 企画室　企画・予 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 倉庫 経営企画課長廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成30年度企画戦略会議 企画室　企画・予 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 倉庫 経営企画課長廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2019年度企画戦略会議 企画室　企画・予 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 倉庫 経営企画課長廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2020年度企画戦略会議 企画室　企画・予 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 倉庫 経営企画課長廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2021年度企画戦略会議 経営企画課　経営 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 サーバー 経営企画課長廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成29年度病院長ヒアリング資料 企画室　企画・予 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 倉庫 経営企画課長廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成30年度病院長ヒアリング資料 企画室　企画・予 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 経営企画課長廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2019年度病院長ヒアリング資料 企画室　企画・予 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 経営企画課長廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2020年度病院長ヒアリング資料 企画室　企画・予 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 倉庫 経営企画課長廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2021年度病院長ヒアリング資料 経営企画課　経営 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 サーバー 経営企画課長廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成29年度病院長ヒアリング資料（進捗状況） 企画室　企画・予 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 倉庫 経営企画課長廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成30年度病院長ヒアリング資料（進捗状況） 企画室　企画・予 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 経営企画課長廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2019年度病院長ヒアリング資料（進捗状況） 企画室　企画・予 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 経営企画課長廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成29年度　HOMAS関係会議 企画室　管理会計 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 経営企画課長廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成30年度　HOMAS関係会議 企画室　管理会計 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 経営企画課長廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2019年度　HOMAS関係会議 企画室　管理会計 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 経営企画課長廃棄
2017年度 大学の運営 労働状況記録簿 平成29年度労働状況記録簿 企画室　企画・予 2018/4/1 5 2023/3/31 電子 サーバー 経営企画課長廃棄
2018年度 大学の運営 労働状況記録簿 平成30年度労働状況記録簿 企画室　企画・予 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 サーバー 経営企画課長廃棄



01【まとめ】①法人文書ファイル管理簿_220401現在.xlsx

大分類 中分類 名称（小分類）

⑦保存媒体
の種別

⑧保存場所 ⑨管理者

⑩保存
期間

満了時
の措置

⑪備考⑥保存期間満了日①作成・取得年度等

②　分　　類
③作成者・取得者 ④起算日 ⑤保存期間

2019年度 大学の運営 労働状況記録簿 2019年度労働状況記録簿 企画室　企画・予 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 サーバー 経営企画課長廃棄
2020年度 大学の運営 労働状況記録簿 2020年度労働状況記録簿 企画室　企画・予 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 サーバー 経営企画課長廃棄
2021年度 大学の運営 労働状況記録簿 2021年度労働状況記録簿 経営企画課　経営 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 サーバー 経営企画課長廃棄
2017年度 大学の運営 休暇簿に関するもの 平成29年度休暇簿 企画室　企画・予 2018/4/1 5 2023/3/31 電子 サーバー 経営企画課長廃棄
2018年度 大学の運営 休暇簿に関するもの 平成30年度休暇簿 企画室　企画・予 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 サーバー 経営企画課長廃棄
2019年度 大学の運営 休暇簿に関するもの 2019年度休暇簿 企画室　企画・予 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 サーバー 経営企画課長廃棄
2017年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 平成29年度企画・予算係　回答・報告 企画室　企画・予 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 倉庫 経営企画課長廃棄
2017年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 平成29年度管理会計係　回答・報告 企画室　管理会計 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 倉庫 経営企画課長廃棄
2018年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 平成30年度管理会計係　回答・報告 企画室　管理会計 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 倉庫 経営企画課長廃棄
2019年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 2019年度管理会計係　回答・報告 企画室　管理会計 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 倉庫 経営企画課長廃棄
2020年度 外部資金 補助金の申請等に関するもの 2020年度補助金関係 企画室　企画・予 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 経営企画課長移管 コロナ関連
2020年度 外部資金 寄附金に関するもの 2020年度寄附金・助成金関係 企画室　企画・予 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 経営企画課長移管 コロナ関連
2021年度 外部資金 補助金の申請等に関するもの 2021年度補助金関係 企画室　企画・予 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 経営企画課長移管 コロナ関連
2021年度 外部資金 委託契約等に関するもの 2021年度委託契約関係 企画室　企画・予 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 経営企画課長廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの デジタル推進WG（平成29年度） 歯学部附属病院総 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 経営企画課長廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの デジタル推進WG（平成30年度） 歯学部附属病院総 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 経営企画課長廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの デジタル推進WG（2019年度） 歯学部附属病院総 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 経営企画課長廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの デジタル推進WG（2020年度） 歯学部附属病院総 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 事務室 経営企画課長廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの デジタル推進WG（2021年度） 病院経営企画課 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 事務室 経営企画課長廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 総合診療センターWG（平成29年度） 歯学部附属病院総 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 経営企画課長廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 総合診療センターWG（平成30年度） 歯学部附属病院総 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 経営企画課長廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 総合診療センターWG（2019年度） 歯学部附属病院総 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 経営企画課長廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 総合診療センターWG（2020年度） 歯学部附属病院総 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 事務室 経営企画課長廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 歯病企画戦略会議（平成29年度） 歯学部附属病院総 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 経営企画課長廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 企画戦略会議（平成30年度） 歯学部附属病院総 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 事務室 経営企画課長廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 企画戦略会議（2019年度） 歯学部附属病院総 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 事務室 経営企画課長廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 企画戦略会議（2020年度） 歯学部附属病院総 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 事務室 経営企画課長廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 歯系診療部門企画戦略会議（2021年度） 病院経営企画課 2021/4/1 5 2027/3/31 電子 事務室 経営企画課長廃棄
2017年度 大学広報 各種統計調査に関するもの 報告と回答綴（平成29年度） 歯学部附属病院総 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 経営企画課長廃棄
2018年度 大学広報 各種統計調査に関するもの 報告と回答綴（平成30年度） 歯学部附属病院総 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 経営企画課長廃棄
2019年度 大学広報 各種統計調査に関するもの 報告と回答綴（2019年度） 歯学部附属病院総 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 経営企画課長廃棄
2020年度 大学の運営（管理・運営） 伝票及び証憑 支出契約決議（2020年度） 歯学部附属病院総 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室 経営企画課長廃棄
2020年度 大学の運営（管理・運営） 伝票及び証憑 収入契約決議（2020年度） 歯学部附属病院総 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室 経営企画課長廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 治験等審査委員会（2020年度） 歯学部附属病院総 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 経営企画課長廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 未承認新規医薬品等評価委員会(2020年度) 歯学部附属病院総 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 経営企画課長廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 歯科器材・薬品開発センター（2020年度） 歯学部附属病院総 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 経営企画課長廃棄
2017年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 補助金関係綴 総務課総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 医学部附属病院総務課長 廃棄 2022/10/1一体化後病院総務課より移管

2018年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 補助金関係綴 総務課総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 医学部附属病院総務課長 廃棄 2022/10/1一体化後病院総務課より移管

2019年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 補助金関係綴 総務課総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 医学部附属病院総務課長 廃棄 2022/10/1一体化後病院総務課より移管

2020年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 補助金関係綴 総務課総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 医学部附属病院総務課長 廃棄 2022/10/1一体化後病院総務課より移管

2017年度 病院の運営 外来患者に関するもの 外来患者初診予約記録関係 医療連携支援セン 2018/4/1 5 2023/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2018年度 病院の運営 外来患者に関するもの 外来患者初診予約記録関係 医療連携支援セン 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2019年度 病院の運営 外来患者に関するもの 外来患者初診予約記録関係 医療連携支援セン 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2020年度 病院の運営 外来患者に関するもの 外来患者初診予約記録関係 医療連携支援セン 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2021年度 病院の運営 外来患者に関するもの 外来患者初診予約記録関係 医療連携支援セン 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2017年度 病院の運営 外来患者に関するもの 患者数集計データ 医療連携支援セン 2018/4/1 5 2023/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2018年度 病院の運営 外来患者に関するもの 患者数集計データ 医療連携支援セン 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2019年度 病院の運営 外来患者に関するもの 患者数集計データ 医療連携支援セン 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2020年度 病院の運営 外来患者に関するもの 患者数集計データ 医療連携支援セン 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2021年度 病院の運営 外来患者に関するもの 患者数集計データ 医療連携支援セン 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2017年度 病院の運営 外来患者に関するもの 逆紹介先検索依頼書関係 医療連携支援セン 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医療連携支援廃棄
2018年度 病院の運営 外来患者に関するもの 逆紹介先検索依頼書関係 医療連携支援セン 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医療連携支援廃棄
2019年度 病院の運営 外来患者に関するもの 逆紹介先検索依頼書関係 医療連携支援セン 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医療連携支援廃棄
2020年度 病院の運営 外来患者に関するもの 逆紹介先検索依頼書関係 医療連携支援セン 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 医療連携支援廃棄
2021年度 病院の運営 外来患者に関するもの 逆紹介先検索依頼書関係 医療連携支援セン 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉 医療連携支援廃棄
2017年度 病院の運営 入院患者に関するもの 入院オリエンテーション関係 医療連携支援セン 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医療連携支援廃棄
2018年度 病院の運営 入院患者に関するもの 入院オリエンテーション関係 医療連携支援セン 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医療連携支援廃棄
2019年度 病院の運営 入院患者に関するもの 入院オリエンテーション関係 医療連携支援セン 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医療連携支援廃棄
2020年度 病院の運営 入院患者に関するもの 入院オリエンテーション関係 医療連携支援セン 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 医療連携支援廃棄
2021年度 病院の運営 入院患者に関するもの 入院オリエンテーション関係 医療連携支援セン 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉 医療連携支援廃棄
2021年度 病院の運営 入院患者に関するもの 褥瘡評価書未作成確認関係 医療連携支援セン 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2021年度 病院の運営 入院患者に関するもの 職員分娩カタログギフト関係 医療連携支援セン 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2019年度 引継関係 事務引継書 引継書関係 医療連携支援セン 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室・倉 医療連携支援廃棄
2020年度 引継関係 事務引継書 引継書関係 医療連携支援セン 2021/4/1 3 2024/3/31 紙 事務室・倉 医療連携支援廃棄
2021年度 引継関係 事務引継書 引継書関係 医療連携支援セン 2022/4/1 3 2025/3/31 紙 事務室・倉 医療連携支援廃棄
2017年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 原議書及び調査・回答関係 医療連携支援セン 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医療連携支援廃棄
2018年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 原議書及び調査・回答関係 医療連携支援セン 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医療連携支援廃棄
2019年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 原議書及び調査・回答関係 医療連携支援セン 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医療連携支援廃棄
2020年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 原議書及び調査・回答関係 医療連携支援セン 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 医療連携支援廃棄
2021年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 原議書及び調査・回答関係 医療連携支援セン 2022/4/1 5 2027/3/31 紙及び電子 サーバー、 医療連携支援廃棄
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2017年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 未返信リスト関係 医療連携支援セン 2018/4/1 5 2023/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2018年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 未返信リスト関係 医療連携支援セン 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2019年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 未返信リスト関係 医療連携支援セン 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2020年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 未返信リスト関係 医療連携支援セン 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2021年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 未返信リスト関係 医療連携支援セン 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2020年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 転院関係 医療連携支援セン 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 サーバー 医療連携支援移管 コロナ関連
2021年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 転院関係 医療連携支援セン 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 サーバー 医療連携支援移管 コロナ関連
2017年度 大学広報 本学が発行する広報・学級・職員録等に関すること メールマガジン関係 医療連携支援セン 2018/4/1 5 2023/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2018年度 大学広報 本学が発行する広報・学級・職員録等に関すること メールマガジン関係 医療連携支援セン 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2019年度 大学広報 本学が発行する広報・学級・職員録等に関すること メールマガジン関係 医療連携支援セン 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2020年度 大学広報 本学が発行する広報・学級・職員録等に関すること メールマガジン関係 医療連携支援セン 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2021年度 大学広報 本学が発行する広報・学級・職員録等に関すること メールマガジン関係 医療連携支援セン 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2012年度 大学広報 本学が発行する広報・学級・職員録等（保存用） メールマガジン 医療連携支援セン 2013/4/1 30 2043/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2013年度 大学広報 本学が発行する広報・学級・職員録等（保存用） メールマガジン 医療連携支援セン 2014/4/1 30 2044/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2014年度 大学広報 本学が発行する広報・学級・職員録等（保存用） メールマガジン 医療連携支援セン 2015/4/1 30 2045/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2015年度 大学広報 本学が発行する広報・学級・職員録等（保存用） メールマガジン 医療連携支援セン 2016/4/1 30 2046/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2016年度 大学広報 本学が発行する広報・学級・職員録等（保存用） メールマガジン 医療連携支援セン 2017/4/1 30 2047/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2017年度 大学広報 本学が発行する広報・学級・職員録等（保存用） メールマガジン 医療連携支援セン 2018/4/1 30 2048/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2018年度 大学広報 本学が発行する広報・学級・職員録等（保存用） メールマガジン 医療連携支援セン 2019/4/1 30 2049/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2019年度 大学広報 本学が発行する広報・学級・職員録等（保存用） メールマガジン 医療連携支援セン 2020/4/1 30 2050/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2020年度 大学広報 本学が発行する広報・学級・職員録等（保存用） メールマガジン 医療連携支援セン 2021/4/1 30 2051/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2021年度 大学広報 本学が発行する広報・学級・職員録等（保存用） メールマガジン 医療連携支援セン 2022/4/1 30 2052/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2017年度 大学広報 本学が発行する広報・学級・職員録等に関すること 連携だより関係 医療連携支援セン 2018/4/1 5 2023/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2018年度 大学広報 本学が発行する広報・学級・職員録等に関すること 連携だより関係 医療連携支援セン 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2019年度 大学広報 本学が発行する広報・学級・職員録等に関すること 連携だより関係 医療連携支援セン 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2020年度 大学広報 本学が発行する広報・学級・職員録等に関すること 連携だより関係 医療連携支援セン 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2021年度 大学広報 本学が発行する広報・学級・職員録等に関すること 連携だより関係 医療連携支援セン 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2012年度 大学広報 本学が発行する広報・学級・職員録等（保存用） 連携だより 医療連携支援セン 2013/4/1 30 2043/3/31 紙及び電子 サーバー、 医療連携支援廃棄
2013年度 大学広報 本学が発行する広報・学級・職員録等（保存用） 連携だより 医療連携支援セン 2014/4/1 30 2044/3/31 紙及び電子 サーバー、 医療連携支援廃棄
2014年度 大学広報 本学が発行する広報・学級・職員録等（保存用） 連携だより 医療連携支援セン 2015/4/1 30 2045/3/31 紙及び電子 サーバー、 医療連携支援廃棄
2015年度 大学広報 本学が発行する広報・学級・職員録等（保存用） 連携だより 医療連携支援セン 2016/4/1 30 2046/3/31 紙及び電子 サーバー、 医療連携支援廃棄
2016年度 大学広報 本学が発行する広報・学級・職員録等（保存用） 連携だより 医療連携支援セン 2017/4/1 30 2047/3/31 紙及び電子 サーバー、 医療連携支援廃棄
2017年度 大学広報 本学が発行する広報・学級・職員録等（保存用） 連携だより 医療連携支援セン 2018/4/1 30 2048/3/31 紙及び電子 サーバー、 医療連携支援廃棄
2018年度 大学広報 本学が発行する広報・学級・職員録等（保存用） 連携だより 医療連携支援セン 2019/4/1 30 2049/3/31 紙及び電子 サーバー、 医療連携支援廃棄
2019年度 大学広報 本学が発行する広報・学級・職員録等（保存用） 連携だより 医療連携支援セン 2020/4/1 30 2050/3/31 紙及び電子 サーバー、 医療連携支援廃棄
2020年度 大学広報 本学が発行する広報・学級・職員録等（保存用） 連携だより 医療連携支援セン 2021/4/1 30 2051/3/31 紙及び電子 サーバー、 医療連携支援廃棄
2021年度 大学広報 本学が発行する広報・学級・職員録等（保存用） 連携だより 医療連携支援セン 2022/4/1 30 2052/3/31 紙及び電子 サーバー、 医療連携支援廃棄
2019年度 病院の運営 医療情報システムに関すること カルテ閲覧申請書関係 医療連携支援セン 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室・倉 医療連携支援廃棄
2020年度 病院の運営 医療情報システムに関すること カルテ閲覧申請書関係 医療連携支援セン 2021/4/1 3 2024/3/31 紙 事務室・倉 医療連携支援廃棄
2021年度 病院の運営 医療情報システムに関すること カルテ閲覧申請書関係 医療連携支援セン 2022/4/1 3 2025/3/31 紙 事務室・倉 医療連携支援廃棄
2019年度 病院の運営 医療情報システムに関すること 患者番号発行記録 医療連携支援セン 2020/4/1 3 2023/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2020年度 病院の運営 医療情報システムに関すること 患者番号発行記録 医療連携支援セン 2021/4/1 3 2024/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2021年度 病院の運営 医療情報システムに関すること 患者番号発行記録 医療連携支援セン 2022/4/1 3 2025/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2021年度 病院の運営 危機管理に関するもの コロナ病棟販売関係 医療連携支援セン 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 サーバー 医療連携支援移管 コロナ関連
2020年度 大学の運営(管理運営） 危機管理に関するもの COVID-19関連対応 医療連携支援セン 2021/4/1 5 2026/3/31 紙及び電子 サーバー、 医療連携支援移管 コロナ関連
2021年度 大学の運営(管理運営） 危機管理に関するもの COVID-19関連対応 医療連携支援セン 2022/4/1 5 2027/3/31 紙及び電子 サーバー、 医療連携支援移管 コロナ関連
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 医療連携支援センター運営委員会関係 医療連携支援セン 2018/4/1 5 2023/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 医療連携支援センター運営委員会関係 医療連携支援セン 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 医療連携支援センター運営委員会関係 医療連携支援セン 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 医療連携支援センター運営委員会関係 医療連携支援セン 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 医療連携支援センター運営委員会関係 医療連携支援セン 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 医療連携会関係 医療連携支援セン 2018/4/1 5 2023/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 医療連携会関係 医療連携支援セン 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 医療連携会関係 医療連携支援セン 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 医療連携会関係 医療連携支援セン 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 医療連携会関係 医療連携支援セン 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 医療連携支援センター幹事会関係 医療連携支援セン 2018/4/1 5 2023/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 医療連携支援センター幹事会関係 医療連携支援セン 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 医療連携支援センター幹事会関係 医療連携支援セン 2020/4/1 5 2026/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 医療連携支援センター幹事会関係 医療連携支援セン 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 医療連携支援センター幹事会関係 医療連携支援セン 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 国立大学医療連携・退院支援関連部門連絡協議会関係 医療連携支援セン 2018/4/1 5 2023/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 国立大学医療連携・退院支援関連部門連絡協議会関係 医療連携支援セン 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 国立大学医療連携・退院支援関連部門連絡協議会関係 医療連携支援セン 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 国立大学医療連携・退院支援関連部門連絡協議会関係 医療連携支援セン 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 国立大学医療連携・退院支援関連部門連絡協議会関係 医療連携支援セン 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 児童安全保護委員会関係 医療連携支援セン 2018/4/1 5 2023/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 児童安全保護委員会関係 医療連携支援セン 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 児童安全保護委員会関係 医療連携支援セン 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 児童安全保護委員会関係 医療連携支援セン 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
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2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 児童安全保護委員会関係 医療連携支援セン 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 東京都脳卒中地域連携パス合同会議関係 医療連携支援セン 2018/4/1 5 2023/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 東京都脳卒中地域連携パス合同会議関係 医療連携支援セン 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 東京都脳卒中地域連携パス合同会議関係 医療連携支援セン 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 東京都脳卒中地域連携パス合同会議関係 医療連携支援セン 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 東京都脳卒中地域連携パス合同会議関係 医療連携支援セン 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 東京医科歯科大学関連病院長会議 医療連携支援セン 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの WEB講演会 医療連携支援セン 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2021年度 文書関係業務 通知文書のうち軽易なもの ＦＡＸ送信書類関係 医療連携支援セン 2022/4/1 1 2023/3/31 紙 事務室・倉 医療連携支援廃棄
2021年度 文書関係業務 通知文書のうち軽易なもの ＦＡＸ送信書類関係 医療連携支援セン 2022/4/1 1 2023/3/31 紙 事務室・倉 医療連携支援廃棄
2021年度 文書関係業務 通知文書のうち軽易なもの 診療情報提供書等送付依頼票関係 医療連携支援セン 2022/4/1 1 2023/3/31 紙 事務室・倉 医療連携支援廃棄
2019年度 文書関係業務 郵便物等に関するもの 礼書関係 医療連携支援セン 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室・倉 医療連携支援廃棄
2020年度 文書関係業務 郵便物等に関するもの 礼書関係 医療連携支援セン 2021/4/1 3 2024/3/31 紙 事務室・倉 医療連携支援廃棄
2021年度 文書関係業務 郵便物等に関するもの 礼書関係 医療連携支援セン 2022/4/1 3 2025/3/31 紙 事務室・倉 医療連携支援廃棄
2017年度 情報システム 情報システムの調達・導入に関するもの かかりつけ医検索システム 医療連携支援セン 2018/4/1 5 2023/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2018年度 情報システム 情報システムの調達・導入に関するもの かかりつけ医検索システム 医療連携支援セン 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2019年度 情報システム 情報システムの調達・導入に関するもの かかりつけ医検索システム 医療連携支援セン 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2020年度 情報システム 情報システムの調達・導入に関するもの かかりつけ医検索システム 医療連携支援セン 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2021年度 情報システム 情報システムの調達・導入に関するもの かかりつけ医検索システム 医療連携支援セン 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2017年度 情報システム 情報システムの調達・導入に関するもの ホームページ管理関係 医療連携支援セン 2018/4/1 5 2023/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2018年度 情報システム 情報システムの調達・導入に関するもの ホームページ管理関係 医療連携支援セン 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2019年度 情報システム 情報システムの調達・導入に関するもの ホームページ管理関係 医療連携支援セン 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2020年度 情報システム 情報システムの調達・導入に関するもの ホームページ管理関係 医療連携支援セン 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2021年度 情報システム 情報システムの調達・導入に関するもの ホームページ管理関係 医療連携支援セン 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2020年度 大学広報 本学が発行する広報・学級・職員録等に関すること 紹介お役立ちBOOK関係 医療連携支援セン 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2021年度 大学広報 本学が発行する広報・学級・職員録等に関すること 紹介お役立ちBOOK関係 医療連携支援セン 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2020年度 大学広報 本学が発行する広報・学級・職員録等（保存用） 紹介お役立ちBOOK 医療連携支援セン 2021/4/1 30 2051/3/31 紙及び電子 サーバー、 医療連携支援廃棄
2021年度 大学広報 本学が発行する広報・学級・職員録等（保存用） 紹介お役立ちBOOK 医療連携支援セン 2022/4/1 30 2052/3/31 紙及び電子 サーバー、 医療連携支援廃棄
2021年度 病院の運営 医療連携に関するもの 医歯連携（病院一体化）関係 医療連携支援セン 2022/4/1 10 2032/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2017年度 病院の運営 医療連携に関するもの 連携・協力・関係病院一覧 医療連携支援セン 2018/4/1 5 2023/3/31 紙及び電子 サーバー、 医療連携支援廃棄
2018年度 病院の運営 医療連携に関するもの 連携・協力・関係病院一覧 医療連携支援セン 2019/4/1 5 2024/3/31 紙及び電子 サーバー、 医療連携支援廃棄
2019年度 病院の運営 医療連携に関するもの 連携・協力・関係病院一覧 医療連携支援セン 2020/4/1 5 2025/3/31 紙及び電子 サーバー、 医療連携支援廃棄
2020年度 病院の運営 医療連携に関するもの 連携・協力・関係病院一覧 医療連携支援セン 2021/4/1 5 2026/3/31 紙及び電子 サーバー、 医療連携支援廃棄
2021年度 病院の運営 医療連携に関するもの 連携・協力・関係病院一覧 医療連携支援セン 2022/4/1 5 2027/3/31 紙及び電子 サーバー、 医療連携支援廃棄
2018年度 病院の運営 医療連携に関するもの 医療連携関係 医療連携支援セン 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2019年度 病院の運営 医療連携に関するもの 医療連携関係 医療連携支援セン 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2020年度 病院の運営 医療連携に関するもの 医療連携関係 医療連携支援セン 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2021年度 病院の運営 医療連携に関するもの 医療連携関係 医療連携支援セン 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2017年度 人事管理 非常勤職員の履歴等に関するもの 派遣職員の任用関係 医療連携支援セン 2018/4/1 5 2023/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2018年度 人事管理 非常勤職員の履歴等に関するもの 派遣職員の任用関係 医療連携支援セン 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2019年度 人事管理 非常勤職員の履歴等に関するもの 派遣職員の任用関係 医療連携支援セン 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2020年度 人事管理 非常勤職員の履歴等に関するもの 派遣職員の任用関係 医療連携支援セン 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2021年度 人事管理 非常勤職員の履歴等に関するもの 派遣職員の任用関係 医療連携支援セン 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 サーバー 医療連携支援廃棄
2017年度 病院の運営 各種統計調査に関するもの 債権管理に関する諸調書 医事課（債権回収 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2018年度 病院の運営 各種統計調査に関するもの 債権管理に関する諸調書 医事課（債権回収 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2019年度 病院の運営 各種統計調査に関するもの 債権管理に関する諸調書 医事課（債権回収 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2020年度 病院の運営 各種統計調査に関するもの 債権管理に関する諸調書 医事課（債権回収 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2021年度 病院の運営 各種統計調査に関するもの 債権管理に関する諸調書 医事一課（債権回 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉 医事一課長 廃棄
2015年度 大学の運営 伝票及び証憑 振替伝票（社会福祉所掌分） 医事課社会福祉係 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2016年度 大学の運営 伝票及び証憑 振替伝票（社会福祉所掌分） 医事課社会福祉係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2017年度 大学の運営 伝票及び証憑 振替伝票（社会福祉所掌分） 医事課社会福祉係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2018年度 大学の運営 伝票及び証憑 振替伝票（社会福祉所掌分） 医事課社会福祉係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2019年度 大学の運営 伝票及び証憑 振替伝票（社会福祉所掌分） 医事課社会福祉係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2020年度 大学の運営 伝票及び証憑 振替伝票（社会福祉所掌分） 医事課社会福祉係 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2021年度 大学の運営 伝票及び証憑 振替伝票（社会福祉所掌分） 医事一課社会福祉 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 事務室・倉 医事一課長 廃棄
2017年度 病院の運営 公費負担に関する申請書類 育成医療意見書（控） 医事課社会福祉係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2018年度 病院の運営 公費負担に関する申請書類 育成医療意見書（控） 医事課社会福祉係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2019年度 病院の運営 公費負担に関する申請書類 育成医療意見書（控） 医事課社会福祉係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2020年度 病院の運営 公費負担に関する申請書類 育成医療意見書（控） 医事課社会福祉係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2021年度 病院の運営 公費負担に関する申請書類 育成医療意見書（控） 医事一課社会福祉 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉 医事一課長 廃棄
2017年度 病院の運営 公費負担に関する申請書類 介護保険主治医意見書（写） 医事課社会福祉係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2018年度 病院の運営 公費負担に関する申請書類 介護保険主治医意見書（写） 医事課社会福祉係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2019年度 病院の運営 公費負担に関する申請書類 介護保険主治医意見書（写） 医事課社会福祉係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2020年度 病院の運営 公費負担に関する申請書類 介護保険主治医意見書（写） 医事課社会福祉係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2021年度 病院の運営 公費負担に関する申請書類 介護保険主治医意見書（写） 医事一課社会福祉 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉 医事一課長 廃棄
2017年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 介護保険主治医意見書料管理簿 医事課社会福祉係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2018年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 介護保険主治医意見書料管理簿 医事課社会福祉係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2019年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 介護保険主治医意見書料管理簿 医事課社会福祉係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2020年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 介護保険主治医意見書料管理簿 医事課社会福祉係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2021年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 介護保険主治医意見書料管理簿 医事一課社会福祉 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉 医事一課長 廃棄
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2017年度 病院の運営 公費負担に関する申請書類 結核公費負担申請書（写） 医事課社会福祉係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2018年度 病院の運営 公費負担に関する申請書類 結核公費負担申請書（写） 医事課社会福祉係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2019年度 病院の運営 公費負担に関する申請書類 結核公費負担申請書（写） 医事課社会福祉係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2020年度 病院の運営 公費負担に関する申請書類 結核公費負担申請書（写） 医事課社会福祉係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2021年度 病院の運営 公費負担に関する申請書類 結核公費負担申請書（写） 医事一課社会福祉 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉 医事一課長 廃棄
2017年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 公害診療報酬請求書（控） 医事課社会福祉係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2018年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 公害診療報酬請求書（控） 医事課社会福祉係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2019年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 公害診療報酬請求書（控） 医事課社会福祉係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2020年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 公害診療報酬請求書（控） 医事課社会福祉係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2021年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 公害診療報酬請求書（控） 医事一課社会福祉 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉 医事一課長 廃棄
2017年度 病院の運営 公費負担に関する申請書類 更生医療要否意見書（控） 医事課社会福祉係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2018年度 病院の運営 公費負担に関する申請書類 更生医療要否意見書（控） 医事課社会福祉係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2019年度 病院の運営 公費負担に関する申請書類 更生医療要否意見書（控） 医事課社会福祉係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2020年度 病院の運営 公費負担に関する申請書類 更生医療要否意見書（控） 医事課社会福祉係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2021年度 病院の運営 公費負担に関する申請書類 更生医療要否意見書（控） 医事一課社会福祉 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉 医事一課長 廃棄
2017年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 生活保護検診料（診療料・検査料）請求書（控） 医事課社会福祉係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2018年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 生活保護検診料（診療料・検査料）請求書（控） 医事課社会福祉係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2019年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 生活保護検診料（診療料・検査料）請求書（控） 医事課社会福祉係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2020年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 生活保護検診料（診療料・検査料）請求書（控） 医事課社会福祉係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2021年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 生活保護検診料（診療料・検査料）請求書（控） 医事一課社会福祉 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉 医事一課長 廃棄
2017年度 病院の運営 公費負担に関する申請書類 生活保護法医療券 医事課社会福祉係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2018年度 病院の運営 公費負担に関する申請書類 生活保護法医療券 医事課社会福祉係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2019年度 病院の運営 公費負担に関する申請書類 生活保護法医療券 医事課社会福祉係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2020年度 病院の運営 公費負担に関する申請書類 生活保護法医療券 医事課社会福祉係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2021年度 病院の運営 公費負担に関する申請書類 生活保護法医療券 医事一課社会福祉 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉 医事一課長 廃棄
2019年度 病院の運営 医療情報システムに関すること 医療情報システムの運用・通知等 医事課医療情報事 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2020年度 病院の運営 医療情報システムに関すること 医療情報システムの運用・通知等 医事課医療情報事 2021/4/1 3 2024/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2021年度 病院の運営 医療情報システムに関すること 医療情報システムの運用・通知等 医事一課医療情報 2022/4/1 3 2025/3/31 紙 事務室・倉 医事一課長 廃棄
2015年度 大学の運営 伝票及び証憑 振替伝票（外来掛所掌分） 医事課外来係 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2016年度 大学の運営 伝票及び証憑 振替伝票（外来掛所掌分） 医事課外来係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2017年度 大学の運営 伝票及び証憑 振替伝票（外来掛所掌分） 医事課外来係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2018年度 大学の運営 伝票及び証憑 振替伝票（外来掛所掌分） 医事課外来係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2019年度 大学の運営 伝票及び証憑 振替伝票（外来掛所掌分） 医事課外来係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2020年度 大学の運営 伝票及び証憑 振替伝票（外来掛所掌分） 医事課外来係 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2021年度 大学の運営 伝票及び証憑 振替伝票（外来掛所掌分） 医事一課外来係 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 事務室・倉 医事一課長 廃棄
2017年度 病院の運営 外来患者に関するもの 外来基本カード等の伝票類 医事課外来係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2018年度 病院の運営 外来患者に関するもの 外来基本カード等の伝票類 医事課外来係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2019年度 病院の運営 外来患者に関するもの 外来基本カード等の伝票類 医事課外来係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2020年度 病院の運営 外来患者に関するもの 外来基本カード等の伝票類 医事課外来係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2021年度 病院の運営 外来患者に関するもの 外来基本カード等の伝票類 医事一課外来係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉 医事一課長 廃棄
2017年度 病院の運営 外来患者に関するもの 診療申込書 医事課外来係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2018年度 病院の運営 外来患者に関するもの 診療申込書 医事課外来係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2019年度 病院の運営 外来患者に関するもの 診療申込書 医事課外来係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2020年度 病院の運営 外来患者に関するもの 診療申込書 医事課外来係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2021年度 病院の運営 外来患者に関するもの 診療申込書 医事一課外来係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉 医事一課長 廃棄
2017年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 増減点数連絡書等通知書 医事課診療報酬対 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2018年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 増減点数連絡書等通知書 医事課診療報酬対 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2019年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 増減点数連絡書等通知書 医事課診療報酬対 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2020年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 増減点数連絡書等通知書 医事課診療報酬対 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2021年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 増減点数連絡書等通知書 医事課診療報酬対 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉 医事一課長 廃棄
2017年度 病院の運営 各種統計調査に関するもの 病院報告 医事課入院係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2018年度 病院の運営 各種統計調査に関するもの 病院報告 医事課入院係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2019年度 病院の運営 各種統計調査に関するもの 病院報告 医事課入院係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2020年度 病院の運営 各種統計調査に関するもの 病院報告 医事課入院係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2021年度 病院の運営 各種統計調査に関するもの 病院報告 医事一課入院係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉 医事一課長 廃棄
2015年度 大学の運営 伝票及び証憑 振替伝票（入院掛所掌分） 医事課入院係 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2016年度 大学の運営 伝票及び証憑 振替伝票（入院掛所掌分） 医事課入院係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2017年度 大学の運営 伝票及び証憑 振替伝票（入院掛所掌分） 医事課入院係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2018年度 大学の運営 伝票及び証憑 振替伝票（入院掛所掌分） 医事課入院係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2019年度 大学の運営 伝票及び証憑 振替伝票（入院掛所掌分） 医事課入院係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2020年度 大学の運営 伝票及び証憑 振替伝票（入院掛所掌分） 医事課入院係 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2021年度 大学の運営 伝票及び証憑 振替伝票（入院掛所掌分） 医事一課入院係 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 事務室・倉 医事一課長 廃棄
2017年度 病院の運営 入院患者に関するもの 外来基本カード等の伝票類（入院分） 医事課入院係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2018年度 病院の運営 入院患者に関するもの 外来基本カード等の伝票類（入院分） 医事課入院係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2019年度 病院の運営 入院患者に関するもの 外来基本カード等の伝票類（入院分） 医事課入院係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2020年度 病院の運営 入院患者に関するもの 外来基本カード等の伝票類（入院分） 医事課入院係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2021年度 病院の運営 入院患者に関するもの 外来基本カード等の伝票類（入院分） 医事一課入院係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉 医事一課長 廃棄
2017年度 病院の運営 入院患者に関するもの 検査伝票 医事課入院係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2018年度 病院の運営 入院患者に関するもの 検査伝票 医事課入院係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2019年度 病院の運営 入院患者に関するもの 検査伝票 医事課入院係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
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2020年度 病院の運営 入院患者に関するもの 検査伝票 医事課入院係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2021年度 病院の運営 入院患者に関するもの 検査伝票 医事一課入院係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉 医事一課長 廃棄
2017年度 病院の運営 入院患者に関するもの 指示書 医事課入院係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2018年度 病院の運営 入院患者に関するもの 指示書 医事課入院係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2019年度 病院の運営 入院患者に関するもの 指示書 医事課入院係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2020年度 病院の運営 入院患者に関するもの 指示書 医事課入院係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2021年度 病院の運営 入院患者に関するもの 指示書 医事一課入院係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉 医事一課長 廃棄
2017年度 病院の運営 入院患者に関するもの 死亡診断書（控） 医事課入院係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2018年度 病院の運営 入院患者に関するもの 死亡診断書（控） 医事課入院係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2019年度 病院の運営 入院患者に関するもの 死亡診断書（控） 医事課入院係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2020年度 病院の運営 入院患者に関するもの 死亡診断書（控） 医事課入院係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2021年度 病院の運営 入院患者に関するもの 死亡診断書（控） 医事一課入院係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉 医事一課長 廃棄
2017年度 病院の運営 入院患者に関するもの 手術票 医事課入院係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2018年度 病院の運営 入院患者に関するもの 手術票 医事課入院係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2019年度 病院の運営 入院患者に関するもの 手術票 医事課入院係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2020年度 病院の運営 入院患者に関するもの 手術票 医事課入院係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2021年度 病院の運営 入院患者に関するもの 手術票 医事一課入院係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉 医事一課長 廃棄
2017年度 病院の運営 入院患者に関するもの 精神保健福祉法関係 医事課入院係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2018年度 病院の運営 入院患者に関するもの 精神保健福祉法関係 医事課入院係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2019年度 病院の運営 入院患者に関するもの 精神保健福祉法関係 医事課入院係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2020年度 病院の運営 入院患者に関するもの 精神保健福祉法関係 医事課入院係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2021年度 病院の運営 入院患者に関するもの 精神保健福祉法関係 医事一課入院係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉 医事一課長 廃棄
2017年度 病院の運営 入院患者に関するもの 選択食加算伝票 医事課入院係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2018年度 病院の運営 入院患者に関するもの 選択食加算伝票 医事課入院係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2019年度 病院の運営 入院患者に関するもの 選択食加算伝票 医事課入院係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2020年度 病院の運営 入院患者に関するもの 選択食加算伝票 医事課入院係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2021年度 病院の運営 入院患者に関するもの 選択食加算伝票 医事一課入院係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉 医事一課長 廃棄
2017年度 病院の運営 入院患者に関するもの 退院通知書 医事課入院係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2018年度 病院の運営 入院患者に関するもの 退院通知書 医事課入院係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2019年度 病院の運営 入院患者に関するもの 退院通知書 医事課入院係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2020年度 病院の運営 入院患者に関するもの 退院通知書 医事課入院係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2021年度 病院の運営 入院患者に関するもの 退院通知書 医事一課入院係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉 医事一課長 廃棄
2017年度 病院の運営 入院患者に関するもの 注射処方箋 医事課入院係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2018年度 病院の運営 入院患者に関するもの 注射処方箋 医事課入院係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2019年度 病院の運営 入院患者に関するもの 注射処方箋 医事課入院係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2020年度 病院の運営 入院患者に関するもの 注射処方箋 医事課入院係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2021年度 病院の運営 入院患者に関するもの 注射処方箋 医事一課入院係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉 医事一課長 廃棄
2017年度 病院の運営 入院患者に関するもの 特別室使用申込書 医事課入院係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2018年度 病院の運営 入院患者に関するもの 特別室使用申込書 医事課入院係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2019年度 病院の運営 入院患者に関するもの 特別室使用申込書 医事課入院係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2020年度 病院の運営 入院患者に関するもの 特別室使用申込書 医事課入院係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2021年度 病院の運営 入院患者に関するもの 特別室使用申込書 医事一課入院係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉 医事一課長 廃棄
2017年度 病院の運営 入院患者に関するもの 入院申込書 医事課入院係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2018年度 病院の運営 入院患者に関するもの 入院申込書 医事課入院係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2019年度 病院の運営 入院患者に関するもの 入院申込書 医事課入院係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2020年度 病院の運営 入院患者に関するもの 入院申込書 医事課入院係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2021年度 病院の運営 入院患者に関するもの 入院申込書 医事一課入院係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉 医事一課長 廃棄
2017年度 病院の運営 入院患者に関するもの 入院台帳 医事課入院係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2018年度 病院の運営 入院患者に関するもの 入院台帳 医事課入院係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2019年度 病院の運営 入院患者に関するもの 入院台帳 医事課入院係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2020年度 病院の運営 入院患者に関するもの 入院台帳 医事課入院係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2021年度 病院の運営 入院患者に関するもの 入院台帳 医事一課入院係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉 医事一課長 廃棄
2017年度 病院の運営 入院患者に関するもの 入院保証書 医事課入院係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2018年度 病院の運営 入院患者に関するもの 入院保証書 医事課入院係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2019年度 病院の運営 入院患者に関するもの 入院保証書 医事課入院係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2020年度 病院の運営 入院患者に関するもの 入院保証書 医事課入院係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2021年度 病院の運営 入院患者に関するもの 入院保証書 医事一課入院係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉 医事一課長 廃棄
2017年度 病院の運営 入院患者に関するもの 麻酔票 医事課入院係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2018年度 病院の運営 入院患者に関するもの 麻酔票 医事課入院係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2019年度 病院の運営 入院患者に関するもの 麻酔票 医事課入院係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2020年度 病院の運営 入院患者に関するもの 麻酔票 医事課入院係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2021年度 病院の運営 入院患者に関するもの 麻酔票 医事一課入院係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉 医事一課長 廃棄
2017年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 各調書・報告書 医事課医事係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2018年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 各調書・報告書 医事課医事係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2019年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 各調書・報告書 医事課医事係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2020年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 各調書・報告書 医事課医事係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2021年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 各調書・報告書 医事一課医事係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉 医事一課長 廃棄
2013年度 病院の運営 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 施設基準 医事課医事掛 1996/4/1 30 2026/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2020年度 病院の運営 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 施設基準（新型コロナ簡易報告） 医事課医事係 2021/4/1 30 2051/7/31 紙 事務室・倉 医事課長 移管 コロナ関連
2017年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 診療報酬明細書等の開示に係る照会 医事課医事係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
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2018年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 診療報酬明細書等の開示に係る照会 医事課医事係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2019年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 診療報酬明細書等の開示に係る照会 医事課医事係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2020年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 診療報酬明細書等の開示に係る照会 医事課医事係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2021年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 診療報酬明細書等の開示に係る照会 医事一課医事係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉 医事一課長 廃棄
2017年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 妊婦・乳幼児健康診査請求書 医事課医事係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2018年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 妊婦・乳幼児健康診査請求書 医事課医事係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2019年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 妊婦・乳幼児健康診査請求書 医事課医事係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2020年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 妊婦・乳幼児健康診査請求書 医事課医事係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2021年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 妊婦・乳幼児健康診査請求書 医事一課医事係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉 医事一課長 廃棄
2015年度 大学の運営 伝票及び証憑 振替伝票（医事掛所掌分） 医事課医事係 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2016年度 大学の運営 伝票及び証憑 振替伝票（医事掛所掌分） 医事課医事係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2017年度 大学の運営 伝票及び証憑 振替伝票（医事掛所掌分） 医事課医事係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2018年度 大学の運営 伝票及び証憑 振替伝票（医事掛所掌分） 医事課医事係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2019年度 大学の運営 伝票及び証憑 振替伝票（医事掛所掌分） 医事課医事係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2020年度 大学の運営 伝票及び証憑 振替伝票（医事掛所掌分） 医事課医事係 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2021年度 大学の運営 伝票及び証憑 振替伝票（医事掛所掌分） 医事一課医事係 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 事務室・倉 医事一課長 廃棄
2017年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 国保連合会請求関係 医事課医事係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2018年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 国保連合会請求関係 医事課医事係 2019/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2019年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 国保連合会請求関係 医事課医事係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2020年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 国保連合会請求関係 医事課医事係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2021年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 国保連合会請求関係 医事一課医事係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉 医事一課長 廃棄
2017年度 病院の運営 骨髄移植に関するもの 骨髄移植覚書綴 医事課医事係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2018年度 病院の運営 骨髄移植に関するもの 骨髄移植覚書綴 医事課医事係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2019年度 病院の運営 骨髄移植に関するもの 骨髄移植覚書綴 医事課医事係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2020年度 病院の運営 骨髄移植に関するもの 骨髄移植覚書綴 医事課医事係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2021年度 病院の運営 骨髄移植に関するもの 骨髄移植覚書綴 医事一課医事係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉 医事一課長 廃棄
2017年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 再審査請求の結果綴 医事課医事係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2018年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 再審査請求の結果綴 医事課医事係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2019年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 再審査請求の結果綴 医事課医事係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2020年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 再審査請求の結果綴 医事課医事係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2021年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 再審査請求の結果綴 医事一課医事係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉 医事一課長 廃棄
2017年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 支払基金請求関係 医事課医事係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2018年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 支払基金請求関係 医事課医事係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2019年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 支払基金請求関係 医事課医事係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2020年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 支払基金請求関係 医事課医事係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2021年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 支払基金請求関係 医事一課医事係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉 医事一課長 廃棄
2017年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 診療費用請求額報告書 医事課医事係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2018年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 診療費用請求額報告書 医事課医事係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2019年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 診療費用請求額報告書 医事課医事係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2020年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 診療費用請求額報告書 医事課医事係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2021年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 診療費用請求額報告書 医事一課医事係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉 医事一課長 廃棄
2017年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 診療報酬請求明細書（控） 医事課医事係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2018年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 診療報酬請求明細書（控） 医事課医事係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2019年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 診療報酬請求明細書（控） 医事課医事係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2020年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 診療報酬請求明細書（控） 医事課医事係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2021年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 診療報酬請求明細書（控） 医事一課医事係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉 医事一課長 廃棄
2017年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 返戻依頼書（国保連合会） 医事課医事係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2018年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 返戻依頼書（国保連合会） 医事課医事係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2019年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 返戻依頼書（国保連合会） 医事課医事係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2020年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 返戻依頼書（国保連合会） 医事課医事係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2021年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 返戻依頼書（国保連合会） 医事一課医事係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉 医事一課長 廃棄
2017年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 返戻依頼書（支払基金） 医事課医事係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2018年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 返戻依頼書（支払基金） 医事課医事係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2019年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 返戻依頼書（支払基金） 医事課医事係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2020年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 返戻依頼書（支払基金） 医事課医事係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2021年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 返戻依頼書（支払基金） 医事一課医事係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉 医事一課長 廃棄
2015年度 病院の運営 診療費に関するもの 日々集計表（平成24年度） 医事課収入係 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2016年度 病院の運営 診療費に関するもの 日々集計表（平成25年度） 医事課収入係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2017年度 病院の運営 診療費に関するもの 日々集計表（平成26年度） 医事課収入係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2018年度 病院の運営 診療費に関するもの 日々集計表（平成26年度） 医事課収入係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2019年度 病院の運営 診療費に関するもの 日々集計表 医事課収入係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2020年度 病院の運営 診療費に関するもの 日々集計表 医事課収入係 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2021年度 病院の運営 診療費に関するもの 日々集計表 医事一課収入係 2022/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室・倉 医事一課長 廃棄
2015年度 大学の運営 伝票及び証憑 振替伝票（収入掛所掌分） 医事課収入係 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2016年度 大学の運営 伝票及び証憑 振替伝票（収入掛所掌分） 医事課収入係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2017年度 大学の運営 伝票及び証憑 振替伝票（収入掛所掌分） 医事課収入係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2018年度 大学の運営 伝票及び証憑 振替伝票（収入掛所掌分） 医事課収入係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2019年度 大学の運営 伝票及び証憑 振替伝票（収入掛所掌分） 医事課収入係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2020年度 大学の運営 伝票及び証憑 振替伝票（収入掛所掌分） 医事課収入係 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2021年度 大学の運営 伝票及び証憑 振替伝票（収入掛所掌分） 医事一課収入係 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 事務室・倉 医事一課長 廃棄
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2015年度 病院の運営 診療費に関するもの 現金出納簿 医事課収入係 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2016年度 病院の運営 診療費に関するもの 現金出納簿 医事課収入係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2017年度 病院の運営 診療費に関するもの 現金出納簿 医事課収入係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2018年度 病院の運営 診療費に関するもの 現金出納簿 医事課収入係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2019年度 病院の運営 診療費に関するもの 現金出納簿 医事課収入係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2020年度 病院の運営 診療費に関するもの 現金出納簿 医事課収入係 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2021年度 病院の運営 診療費に関するもの 現金出納簿 医事一課収入係 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 事務室・倉 医事一課長 廃棄
2015年度 病院の運営 診療費に関するもの 債権管理簿 医事課収入係 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2016年度 病院の運営 診療費に関するもの 債権管理簿 医事課収入係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2017年度 病院の運営 診療費に関するもの 債権管理簿 医事課収入係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2018年度 病院の運営 診療費に関するもの 債権管理簿 医事課収入係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2019年度 病院の運営 診療費に関するもの 債権管理簿 医事課収入係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2020年度 病院の運営 診療費に関するもの 債権管理簿 医事課収入係 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2021年度 病院の運営 診療費に関するもの 債権管理簿 医事一課収入係 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 事務室・倉 医事一課長 廃棄
2015年度 病院の運営 診療費に関するもの 債権発生・変更・消滅通知書 医事課収入係 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2016年度 病院の運営 診療費に関するもの 債権発生・変更・消滅通知書 医事課収入係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2017年度 病院の運営 診療費に関するもの 債権発生・変更・消滅通知書 医事課収入係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2018年度 病院の運営 診療費に関するもの 債権発生・変更・消滅通知書 医事課収入係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2019年度 病院の運営 診療費に関するもの 債権発生・変更・消滅通知書 医事課収入係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2020年度 病院の運営 診療費に関するもの 債権発生・変更・消滅通知書 医事課収入係 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2021年度 病院の運営 診療費に関するもの 債権発生・変更・消滅通知書 医事一課収入係 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 事務室・倉 医事一課長 廃棄
2015年度 病院の運営 診療費に関するもの 収納に関する諸書類 医事課収入係 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2016年度 病院の運営 診療費に関するもの 収納に関する諸書類 医事課収入係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2017年度 病院の運営 診療費に関するもの 収納に関する諸書類 医事課収入係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2018年度 病院の運営 診療費に関するもの 収納に関する諸書類 医事課収入係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2019年度 病院の運営 診療費に関するもの 収納に関する諸書類 医事課収入係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2020年度 病院の運営 診療費に関するもの 収納に関する諸書類 医事課収入係 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2021年度 病院の運営 診療費に関するもの 収納に関する諸書類 医事一課収入係 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 事務室・倉 医事一課長 廃棄
2017年度 病院の運営 診断書等申込に関するもの 診断書等申込書 医事課収入係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2018年度 病院の運営 診断書等申込に関するもの 診断書等申込書 医事課収入係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2019年度 病院の運営 診断書等申込に関するもの 診断書等申込書 医事課収入係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2020年度 病院の運営 診断書等申込に関するもの 診断書等申込書 医事課収入係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2021年度 病院の運営 診断書等申込に関するもの 診断書等申込書 医事一課収入係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉 医事一課長 廃棄
2015年度 病院の運営 診療費に関するもの 領収済証明書等 医事課収入係 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2016年度 病院の運営 診療費に関するもの 領収済証明書等 医事課収入係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2017年度 病院の運営 診療費に関するもの 領収済証明書等 医事課収入係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2018年度 病院の運営 診療費に関するもの 領収済証明書等 医事課収入係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2019年度 病院の運営 診療費に関するもの 領収済証明書等 医事課収入係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2020年度 病院の運営 診療費に関するもの 領収済証明書等 医事課収入係 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室・倉 医事課長 廃棄
2021年度 病院の運営 診療費に関するもの 領収済証明書等 医事一課収入係 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 事務室・倉 医事一課長 廃棄
1999年度 病院の運営 高度先進医療承認申請書類 （参考）高度先進医療申請取り下げ分 歯学部業務課医事 2006/4/1 30 2036/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2012年度 大学の運営（管理・運営） 証拠保全・訴訟に関するもの 平成24年度　医事紛争 歯学部・歯学部附 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2012年度 大学の運営（管理・運営） 証拠保全・訴訟に関するもの 平成24年度　医療訴訟 歯学部・歯学部附 2013/4/1 30 2042/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2013年度 大学の運営（管理・運営） 証拠保全・訴訟に関するもの 平成25年度　医事紛争 歯学部・歯学部附 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2013年度 大学の運営（管理・運営） 証拠保全・訴訟に関するもの 平成25年度　医療訴訟 歯学部・歯学部附 2014/4/1 30 2043/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2014年度 大学の運営（管理・運営） 証拠保全・訴訟に関するもの 平成26年度　医事紛争 歯学部・歯学部附 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2014年度 大学の運営（管理・運営） 証拠保全・訴訟に関するもの 平成26年度　医療訴訟 歯学部・歯学部附 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2015年度 大学の運営（管理・運営） 証拠保全・訴訟に関するもの 平成27年度　医療訴訟 歯学部・歯学部附 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
1992年度 病院の運営 高度先進医療承認申請書類 インプラント義歯変更申請関係綴 歯学部業務課医事 1993/4/1 30 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
1978年度 病院の運営 診療契約に関するもの 医療機関の指定申請書綴　昭和五十四年～ 歯学部業務課医事 1993/4/1 30 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
1998年度 病院の運営 診療契約に関するもの 医療費助成制度に関する契約関係綴 歯学部業務課医事 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
1987年度 病院の運営 高度先進医療承認申請書類 高度先進　インプラント義歯 歯学部業務課医事 1994/4/1 30 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
1993年度 病院の運営 諸料金規程に関するもの 高度先進・各種インプラント関係H5.4～ 歯学部業務課医事 1994/4/1 30 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
1993年度 病院の運営 高度先進医療承認申請書類 高度先進医療関係 歯学部業務課医事 1994/4/1 30 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
1991年度 病院の運営 医療法・厚生労働省令に基づく各種報告書 高度先進医療実績報告書等綴 歯学部業務課医事 2005/4/1 30 2035/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2005年度 病院の運営 医療法・厚生労働省令に基づく各種報告書 高度先進医療実績報告書等綴② 歯学部業務課医事 2006/4/1 30 2036/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
1990年度 病院の運営 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 施設基準等に関する届出関係綴① 歯学部業務課医事 1998/4/1 30 2028/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
1997年度 病院の運営 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 施設基準等に関する届出関係綴② 歯学部業務課医事 2006/4/1 30 2036/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2005年度 病院の運営 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 施設基準等に関する届出関係綴③ 歯学部業務課医事 2009/4/1 30 2039/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2009年度 病院の運営 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 施設基準等に関する届出関係綴④ 歯学部業務課医事 2011/4/1 30 2041/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2013年度 病院の運営 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 施設基準等に関する届出関係綴⑤ 歯学部・歯学部附 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2015年度 病院の運営 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 施設基準等に関する届出関係綴⑥ 歯学部・歯学部附 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2015年度 病院の運営 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 施設基準等に関する届出関係綴⑦ 歯学部・歯学部附 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
1996年度 病院の運営 医療法・厚生労働省令に基づく各種報告書 施設基準等に関する報告関係① 歯学部業務課医事 2002/4/1 30 2032/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2001年度 病院の運営 医療法・厚生労働省令に基づく各種報告書 施設基準等に関する報告関係② 歯学部業務課医事 2005/4/1 30 2035/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2005年度 病院の運営 医療法・厚生労働省令に基づく各種報告書 施設基準等に関する報告関係③ 歯学部業務課医事 2007/4/1 30 2037/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2007年度 病院の運営 医療法・厚生労働省令に基づく各種報告書 施設基準等に関する報告関係④ 歯学部業務課医事 2010/4/1 30 2040/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2010年度 病院の運営 医療法・厚生労働省令に基づく各種報告書 施設基準等に関する報告関係⑤ 歯学部業務課医事 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2013年度 病院の運営 医療法・厚生労働省令に基づく各種報告書 施設基準等に関する報告関係⑥ 歯学部・歯学部附 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2016年度 病院の運営 医療法・厚生労働省令に基づく各種報告書 施設基準等に関する報告関係⑦ 歯学部附属病院業 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
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大分類 中分類 名称（小分類）

⑦保存媒体
の種別

⑧保存場所 ⑨管理者

⑩保存
期間

満了時
の措置

⑪備考⑥保存期間満了日①作成・取得年度等

②　分　　類
③作成者・取得者 ④起算日 ⑤保存期間

2004年度 病院の運営 諸料金規程に関するもの 私費料金関係　平成17年10月～ 歯学部業務課医事 2010/4/1 30 2040/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2005年度 病院の運営 諸料金規程に関するもの 私費料金関係　平成18年1月～ 歯学部業務課医事 2007/4/1 30 2037/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2006年度 病院の運営 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 事前届出ブリッジ 歯学部業務課医事 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
1996年度 病院の運営 高度先進医療承認申請書類 先進医療申請書 歯学部業務課医事 2011/4/1 30 2041/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2005年度 病院の運営 高度先進医療承認申請書類 先進医療申請書（X線CT診断装置及び手術用顕微鏡を用いた歯根端切除手術） 歯学部業務課医事 2008/4/1 30 2038/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2010年度 病院の運営 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 入院時食事療養（Ⅰ）届出書 歯学部業務課医事 2011/4/1 30 2041/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2009年度 病院の運営 諸料金規程に関するもの 平成21年度～　諸料金規定改定（保険適用外料金改定） 歯学部業務課医事 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2012年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 平成24年度　日本医療機能評価機構関係 歯学部・歯学部附 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2012年度 病院の運営 診療録等に関するもの 平成24年度　診療情報開示請求綴　No.1 歯学部業務課医事 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2012年度 病院の運営 診療録等に関するもの 平成24年度　診療情報開示請求綴　No.2　CASE18（入院診療記録　全6回） 歯学部業務課医事 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2012年度 病院の運営 診療録等に関するもの 平成24年度　診療情報開示請求綴　No.3 歯学部業務課医事 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2012年度 病院の運営 診療録等に関するもの 平成24年度　診療情報開示請求綴　No.4 歯学部業務課医事 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2003年度 病院の運営 医療法・厚生労働省令に基づく各種報告書 平成15年度　病院報告（患者票） 歯学部・歯学部附 2004/4/1 30 2034/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2004年度 病院の運営 医療法・厚生労働省令に基づく各種報告書 平成16年度　病院報告（患者票） 歯学部・歯学部附 2005/4/1 30 2035/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2005年度 病院の運営 医療法・厚生労働省令に基づく各種報告書 平成17年度　病院報告（患者票） 歯学部・歯学部附 2006/4/1 30 2036/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2006年度 病院の運営 医療法・厚生労働省令に基づく各種報告書 平成18年度　病院報告（患者票） 歯学部・歯学部附 2007/4/1 30 2037/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2007年度 病院の運営 医療法・厚生労働省令に基づく各種報告書 平成19年度　病院報告（患者票） 歯学部・歯学部附 2008/4/1 30 2038/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2008年度 病院の運営 医療法・厚生労働省令に基づく各種報告書 平成20年度　病院報告（患者票） 歯学部・歯学部附 2009/4/1 30 2039/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2009年度 病院の運営 医療法・厚生労働省令に基づく各種報告書 平成21年度　病院報告（患者票） 歯学部・歯学部附 2010/4/1 30 2040/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2010年度 病院の運営 医療法・厚生労働省令に基づく各種報告書 平成22年度　病院報告（患者票） 歯学部・歯学部附 2011/4/1 30 2041/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2011年度 病院の運営 医療法・厚生労働省令に基づく各種報告書 平成23年度　病院報告（患者票） 歯学部・歯学部附 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2012年度 病院の運営 医療法・厚生労働省令に基づく各種報告書 平成24年度　病院報告（患者票） 歯学部・歯学部附 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2013年度 病院の運営 医療法・厚生労働省令に基づく各種報告書 平成25年度　病院報告（患者票） 歯学部・歯学部附 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2014年度 病院の運営 医療法・厚生労働省令に基づく各種報告書 平成26年度　病院報告（患者票） 歯学部・歯学部附 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2015年度 病院の運営 医療法・厚生労働省令に基づく各種報告書 平成27年度　病院報告（患者票） 歯学部・歯学部附 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 大学の運営（管理・運営） 各種統計調査に関するもの 平成29年度　診療費請求額報告書 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 B2倉庫2 歯学部附属病 廃棄 保存場所の変更
2012年度 大学の運営（財務・会計） 決算書類（財務諸表を除く。） 平成24年度　医療収納伝票関係 歯学部・歯学部附 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 B2倉庫2 歯学部・歯学 廃棄 保存場所の変更
2012年度 大学の運営（財務・会計） 決算書類（財務諸表を除く。） 平成24年度　財務関係 歯学部・歯学部附 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 B2倉庫2 歯学部・歯学 廃棄 保存場所の変更
2012年度 大学の運営（財務・会計） 決算書類（財務諸表を除く。） 平成24年度　振替伝票送付票 歯学部・歯学部附 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 B2倉庫2 歯学部・歯学 廃棄 保存場所の変更
2012年度 大学の運営（財務・会計） 決算書類（財務諸表を除く。） 平成24年度　日通入金振替伝票関係 歯学部・歯学部附 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 B2倉庫2 歯学部・歯学 廃棄 保存場所の変更
2013年度 大学の運営（財務・会計） 決算書類（財務諸表を除く。） 平成25年度　医療収納伝票関係 歯学部・歯学部附 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 B2倉庫2 歯学部・歯学 廃棄 保存場所の変更
2013年度 大学の運営（財務・会計） 決算書類（財務諸表を除く。） 平成25年度　財務関係 歯学部・歯学部附 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 B2倉庫2 歯学部・歯学 廃棄 保存場所の変更
2013年度 大学の運営（財務・会計） 決算書類（財務諸表を除く。） 平成25年度　振替伝票送付票 歯学部・歯学部附 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 B2倉庫2 歯学部・歯学 廃棄 保存場所の変更
2013年度 大学の運営（財務・会計） 決算書類（財務諸表を除く。） 平成25年度　日通入金振替伝票関係 歯学部・歯学部附 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 B2倉庫2 歯学部・歯学 廃棄 保存場所の変更
2014年度 大学の運営（財務・会計） 決算書類（財務諸表を除く。） 平成26年度　医療収納伝票関係 歯学部・歯学部附 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 B2倉庫2 歯学部・歯学 廃棄 保存場所の変更
2014年度 大学の運営（財務・会計） 決算書類（財務諸表を除く。） 平成26年度　財務関係 歯学部・歯学部附 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 B2倉庫2 歯学部・歯学 廃棄 保存場所の変更
2014年度 大学の運営（財務・会計） 決算書類（財務諸表を除く。） 平成26年度　振替伝票送付票 歯学部・歯学部附 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 B2倉庫2 歯学部・歯学 廃棄 保存場所の変更
2014年度 大学の運営（財務・会計） 決算書類（財務諸表を除く。） 平成26年度　日通入金振替伝票関係 歯学部・歯学部附 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 B2倉庫2 歯学部・歯学 廃棄 保存場所の変更
2015年度 大学の運営（財務・会計） 決算書類（財務諸表を除く。） 平成27年度　医療収納伝票関係 歯学部・歯学部附 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 B2倉庫2 歯学部・歯学 廃棄 保存場所の変更
2015年度 大学の運営（財務・会計） 決算書類（財務諸表を除く。） 平成27年度　財務関係 歯学部・歯学部附 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 B2倉庫2 歯学部・歯学 廃棄 保存場所の変更
2015年度 大学の運営（財務・会計） 決算書類（財務諸表を除く。） 平成27年度　振替伝票送付票 歯学部・歯学部附 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 B2倉庫2 歯学部・歯学 廃棄 保存場所の変更
2015年度 大学の運営（財務・会計） 決算書類（財務諸表を除く。） 平成27年度　日通入金振替伝票関係 歯学部・歯学部附 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 B2倉庫2 歯学部・歯学 廃棄 保存場所の変更
2009年度 大学の運営（財務・会計） 決算書類（財務諸表を除く。） 平成21年度～平成25年度　決算関係 歯学部業務課収入 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 B2倉庫2 歯学部・歯学 廃棄 保存場所の変更
2015年度 大学の運営（財務・会計） 決算書類（財務諸表を除く。） 平成26年度～平成30年度　決算関係 歯学部業務課収入 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 B2倉庫1 歯学部・歯学 廃棄 名称、起算日、保存場所の変更

2016年度 大学の運営（財務・会計） 決算書類（財務諸表を除く。） 平成28年度　医療収納伝票関係 歯学部附属病院業 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 B2倉庫2 歯学部附属病 廃棄 保存場所の変更
2016年度 大学の運営（財務・会計） 決算書類（財務諸表を除く。） 平成28年度　財務関係 歯学部附属病院業 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 B2倉庫2 歯学部附属病 廃棄 保存場所の変更
2016年度 大学の運営（財務・会計） 決算書類（財務諸表を除く。） 平成28年度　振替伝票送付票 歯学部附属病院業 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 B2倉庫2 歯学部附属病 廃棄 保存場所の変更
2016年度 大学の運営（財務・会計） 決算書類（財務諸表を除く。） 平成28年度　日通入金振替伝票関係 歯学部附属病院業 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 B2倉庫2 歯学部附属病 廃棄 保存場所の変更
2017年度 大学の運営（財務・会計） 決算書類（財務諸表を除く。） 平成29年度　日通入金振替伝票関係 歯学部附属病院業 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 B2倉庫2 歯学部附属病 廃棄 保存場所の変更
2017年度 大学の運営（財務・会計） 決算書類（財務諸表を除く。） 平成29年度　医療収納伝票関係 歯学部附属病院業 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 B2倉庫2 歯学部附属病 廃棄 保存場所の変更
2017年度 大学の運営（財務・会計） 決算書類（財務諸表を除く。） 平成29年度　財務関係 歯学部附属病院業 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 B2倉庫2 歯学部附属病 廃棄 保存場所の変更
2017年度 大学の運営（財務・会計） 決算書類（財務諸表を除く。） 平成29年度　振替伝票送付票 歯学部附属病院業 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 B2倉庫2 歯学部附属病 廃棄 保存場所の変更
1998年度 大学の運営（管理・運営） 証拠保全・訴訟に関するもの 平成10年度　医療訴訟 歯学部業務課 1999/4/1 30 2029/3/31 紙 B2倉庫1 歯学部・歯学 廃棄
1999年度 大学の運営（管理・運営） 証拠保全・訴訟に関するもの 平成11年度　医療訴訟 歯学部業務課 2000/4/1 30 2030/3/31 紙 B2倉庫1 歯学部・歯学 廃棄
2000年度 大学の運営（管理・運営） 証拠保全・訴訟に関するもの 平成12年度　医療訴訟 歯学部業務課 2001/4/1 30 2031/3/31 紙 B2倉庫1 歯学部・歯学 廃棄
2001年度 大学の運営（管理・運営） 証拠保全・訴訟に関するもの 平成13年度　医事紛争 歯学部業務課 2002/4/1 30 2032/3/31 紙 B2倉庫1 歯学部・歯学 廃棄
2001年度 大学の運営（管理・運営） 証拠保全・訴訟に関するもの 平成13年度　医療訴訟 歯学部業務課 2002/4/1 30 2032/3/31 紙 B2倉庫1 歯学部・歯学 廃棄
2003年度 大学の運営（管理・運営） 証拠保全・訴訟に関するもの 平成15年度　医事紛争 歯学部業務課 2004/4/1 30 2034/3/31 紙 B2倉庫1 歯学部・歯学 廃棄
2004年度 大学の運営（管理・運営） 証拠保全・訴訟に関するもの 平成16年度　医事紛争 歯学部業務課 2005/4/1 30 2035/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2004年度 大学の運営（管理・運営） 証拠保全・訴訟に関するもの 平成16年度　医療訴訟 歯学部業務課 2005/4/1 30 2035/3/31 紙 B2倉庫1 歯学部・歯学 廃棄
2005年度 大学の運営（管理・運営） 証拠保全・訴訟に関するもの 平成17年度　医事紛争 歯学部業務課 2006/4/1 30 2036/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2005年度 大学の運営（管理・運営） 証拠保全・訴訟に関するもの 平成17年度　医療訴訟 歯学部業務課 2006/4/1 30 2036/3/31 紙 B2倉庫1 歯学部・歯学 廃棄
2006年度 大学の運営（管理・運営） 証拠保全・訴訟に関するもの 平成18年度　医事紛争 歯学部業務課 2007/4/1 30 2037/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2006年度 大学の運営（管理・運営） 証拠保全・訴訟に関するもの 平成18年度　医療訴訟 歯学部業務課 2007/4/1 30 2037/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2007年度 大学の運営（管理・運営） 証拠保全・訴訟に関するもの 平成19年度　医事紛争 歯学部業務課 2008/4/1 30 2038/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2007年度 大学の運営（管理・運営） 証拠保全・訴訟に関するもの 平成19年度　医療訴訟 歯学部業務課 2008/4/1 30 2038/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2008年度 大学の運営（管理・運営） 証拠保全・訴訟に関するもの 平成20年度　医事紛争 歯学部業務課 2009/4/1 30 2039/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2008年度 大学の運営（管理・運営） 証拠保全・訴訟に関するもの 平成20年度　医療訴訟 歯学部業務課 2009/4/1 30 2039/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2009年度 大学の運営（管理・運営） 証拠保全・訴訟に関するもの 平成21年度　医事紛争 歯学部業務課 2010/4/1 30 2040/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2009年度 大学の運営（管理・運営） 証拠保全・訴訟に関するもの 平成21年度　医療訴訟 歯学部業務課 2010/4/1 30 2040/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
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2010年度 大学の運営（管理・運営） 証拠保全・訴訟に関するもの 平成22年度　医事紛争 歯学部業務課 2011/4/1 30 2041/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2010年度 大学の運営（管理・運営） 証拠保全・訴訟に関するもの 平成22年度　医療訴訟 歯学部業務課 2011/4/1 30 2041/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2011年度 大学の運営（管理・運営） 証拠保全・訴訟に関するもの 平成23年度　医事紛争 歯学部業務課 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2011年度 大学の運営（管理・運営） 証拠保全・訴訟に関するもの 平成23年度　医療訴訟 歯学部業務課 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
1993年度 大学の運営（管理・運営） 証拠保全・訴訟に関するもの 平成5年度　医療訴訟 歯学部業務課 1994/4/1 30 2024/3/31 紙 B2倉庫1 歯学部・歯学 廃棄
1996年度 大学の運営（管理・運営） 証拠保全・訴訟に関するもの 平成8年度　医療訴訟 歯学部業務課 1997/4/1 30 2027/3/31 紙 B2倉庫1 歯学部・歯学 廃棄
1997年度 大学の運営（管理・運営） 証拠保全・訴訟に関するもの 平成9年度　医療訴訟 歯学部業務課 1998/4/1 30 2028/3/31 紙 B2倉庫1 歯学部・歯学 廃棄
2013年度 病院の運営 診療録等に関するもの 平成25年度　診療情報開示請求綴　No.1 歯学部・歯学部附 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2013年度 病院の運営 診療録等に関するもの 平成25年度　診療情報開示請求綴　No.2 歯学部・歯学部附 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2013年度 病院の運営 診療録等に関するもの 平成25年度　診療情報開示請求綴　No.3 歯学部・歯学部附 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2013年度 病院の運営 診療録等に関するもの 平成25年度　診療情報開示請求綴　No.4 歯学部・歯学部附 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2014年度 病院の運営 診療録等に関するもの 平成26年度　診療情報開示請求綴　No.1 歯学部・歯学部附 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 1Ｆ事務室 歯学部・歯学 廃棄
2014年度 病院の運営 診療録等に関するもの 平成26年度　診療情報開示請求綴　No.2 歯学部・歯学部附 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2014年度 病院の運営 診療録等に関するもの 平成26年度　診療情報開示請求綴　No.3 歯学部・歯学部附 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2014年度 病院の運営 診療録等に関するもの 平成26年度　診療情報開示請求綴　No.4 歯学部・歯学部附 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2015年度 病院の運営 診療録等に関するもの 平成27年度　診療情報開示請求綴　No.1 歯学部・歯学部附 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 1Ｆ事務室 歯学部・歯学 廃棄
2015年度 病院の運営 診療録等に関するもの 平成27年度　診療情報開示請求綴　No.2 歯学部・歯学部附 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2015年度 病院の運営 診療録等に関するもの 平成27年度　診療情報開示請求綴　No.3 歯学部・歯学部附 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2015年度 病院の運営 診療録等に関するもの 平成27年度　診療情報開示請求綴　No.4 歯学部・歯学部附 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2016年度 病院の運営 診療録等に関するもの 平成28年度　診療情報開示請求綴　No.1 歯学部附属病院業 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 1Ｆ事務室 歯学部附属病 廃棄
2016年度 病院の運営 診療録等に関するもの 平成28年度　診療情報開示請求綴　No.2 歯学部附属病院業 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2016年度 病院の運営 診療録等に関するもの 平成28年度　診療情報開示請求綴　No.3 歯学部附属病院業 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2016年度 病院の運営 診療録等に関するもの 平成28年度　診療情報開示請求綴　No.4 歯学部附属病院業 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
1995年度 病院の運営 諸料金規程に関するもの 平成7年度　保険適用外料金の改訂準備小委員会 歯学部業務課医事 1997/4/1 30 2027/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
1996年度 病院の運営 諸料金規程に関するもの 平成8年度　私費料金改訂等 歯学部業務課医事 1997/4/1 30 2027/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
1992年度 病院の運営 諸料金規程に関するもの 保険適用外料金改定関係1　平成六年四月一日分 歯学部業務課医事 1993/4/1 30 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
1992年度 病院の運営 諸料金規程に関するもの 保険適用外料金改定関係2　平成六年四月一日分 歯学部業務課医事 1994/4/1 30 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
1993年度 病院の運営 諸料金規程に関するもの 保険適用外料金改定関係3　平成六年四月一日分 歯学部業務課医事 1994/4/1 30 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
1994年度 病院の運営 諸料金規程に関するもの 保険適用外料金改訂関係　平成九年四月　予定分 歯学部業務課医事 1995/4/1 30 2025/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 大学の運営（財務・会計） 債権の管理・履行に関するもの 平成29年度　債権回収簿 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 B2倉庫2 歯学部附属病 廃棄 保存場所の変更
2017年度 大学の運営（財務・会計） 債権の管理・履行に関するもの 平成29年度　未収整理簿 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 B2倉庫2 歯学部附属病 廃棄 保存場所の変更
2017年度 病院の運営 診断書等申込に関するもの 平成29年度　診断書発行原符 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 B2倉庫2 歯学部附属病 廃棄 保存場所の変更
2015年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 平成27年度　POSレジ入金一覧表 歯学部・歯学部附 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 B2倉庫2 歯学部・歯学 廃棄 大中分類、保存場所の変更
2015年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 平成23年度～平成27年度　現金出納帳 歯学部業務課収入 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 B2倉庫2 歯学部・歯学 廃棄 大中分類、保存場所の変更
2016年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 平成28年度　POSレジ入金一覧表 歯学部附属病院業 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 B2倉庫2 歯学部附属病 廃棄 大中分類、保存場所の変更
2016年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 平成28年度　現金出納帳 歯学部附属病院業 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 B2倉庫2 歯学部附属病 廃棄 大中分類、保存場所の変更、満了日の訂正

2017年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 平成29年度　収入関係 歯学部附属病院業 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 B2倉庫2 歯学部附属病 廃棄 大中分類、保存場所の変更、合綴による名称の変更

2017年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 平成29年度　現金出納帳 歯学部附属病院業 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 B2倉庫2 歯学部附属病 廃棄 大中分類、保存場所の変更

2016年度 病院の運営 診療費に関するもの 平成28年度　請求書関係綴 歯学部附属病院業 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 B2倉庫2 歯学部附属病 廃棄

・当初の保存期間満了日：
2022/3/31
・延長期間：2024/3/31
・円超理由：廃棄日を５年
から７年に延長したため

2017年度 大学の運営（管理・運営） 各種統計調査に関するもの 平成29年度　収入額調 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 B2倉庫2 歯学部附属病 廃棄 大中分類、保存場所の変更
2017年度 病院の運営 診療費に関するもの 平成29年度　書損綴 歯学部附属病院業 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 B2倉庫2 歯学部附属病 廃棄 中分類、保存期間、保存場所の変更

2017年度 病院の運営 診療費に関するもの 平成29年度　請求書関係綴 歯学部附属病院業 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 B2倉庫1 歯学部附属病 廃棄 中分類、保存期間、保存場所の変更

2017年度 病院の運営 診療費に関するもの 平成29年度　入院納付書綴 歯学部附属病院業 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 B2倉庫2 歯学部附属病 廃棄 中分類、保存期間、保存場所の変更

2017年度 病院の運営 診療費に関するもの 平成29年度　納付書 歯学部附属病院業 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 B2倉庫2 歯学部附属病 廃棄 中分類、保存期間、保存場所の変更

2017年度 病院の運営 診療費に関するもの 平成29年度　売り上げ記載票 歯学部附属病院業 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 B2倉庫2 歯学部附属病 廃棄 中分類、保存期間、保存場所の変更

2017年度 病院の運営 診療費に関するもの 平成29年度　領収済み証明書 歯学部附属病院業 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 B2倉庫2 歯学部附属病 廃棄 中分類、保存期間、保存場所の変更

2017年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 平成29年度　診療報酬決定通知書綴1 歯学部・歯学部附 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 平成29年度　診療報酬決定通知書綴2 歯学部・歯学部附 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 平成29年度　診療報酬決定通知書綴3 歯学部・歯学部附 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 平成29年度　診療報酬決定通知書綴4 歯学部・歯学部附 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 平成29年度　診療報酬請求書綴1 歯学部・歯学部附 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 平成29年度　診療報酬請求書綴2 歯学部・歯学部附 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 平成29年度　診療報酬請求書綴3 歯学部・歯学部附 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成29年度　病院運営企画会議 歯学部・歯学部附 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 大学の運営（管理・運営） 各種統計調査に関するもの 平成29年度　患者数・請求額等 歯学部・歯学部附 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 平成29年度　外注・院内技工物（取消・変更）申請書 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 4F事務室 歯学部附属病 廃棄
2017年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 平成29年度　貴金属材料受払明細書（外注）№1 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 4F事務室 歯学部附属病 廃棄
2017年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 平成29年度　貴金属材料受払明細書（外注）№2 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 4F事務室 歯学部附属病 廃棄
2017年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 平成29年度　貴金属材料受払明細書（金銀パラジュウム１） 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 4F事務室 歯学部附属病 廃棄
2017年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 平成29年度　貴金属材料受払明細書（金銀パラジュウム２） 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 4F事務室 歯学部附属病 廃棄
2017年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 平成29年度　貴金属材料受払明細書（金合金） 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 4F事務室 歯学部附属病 廃棄
2017年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 平成29年度　貴金属材料受払明細書（白金加金） 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 4F事務室 歯学部附属病 廃棄
2017年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 平成29年度　貴金属払出簿（供用簿記載用）整理簿 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 4F事務室 歯学部附属病 廃棄
2017年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 平成29年度　物品共用簿兼受払簿（人工歯） 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 4F事務室 歯学部附属病 廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成29年度　インプラント治療にかかる診療許可申請書 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成29年度　インプラント治療にかかる診療許可申請書 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
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大分類 中分類 名称（小分類）

⑦保存媒体
の種別

⑧保存場所 ⑨管理者

⑩保存
期間

満了時
の措置

⑪備考⑥保存期間満了日①作成・取得年度等

②　分　　類
③作成者・取得者 ④起算日 ⑤保存期間

2017年度 病院の運営 医療情報システムに関すること 医療情報処理システム利用申請書綴H29.4.1～ 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 B1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 平成28年10月分　保存レセプト（外来） 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 電子 B1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 平成28年10月分　保存レセプト（入院） 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 電子 B1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 平成28年11月分　保存レセプト（外来） 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 電子 B1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 平成28年11月分　保存レセプト（入院） 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 電子 B1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 平成28年12月分　保存レセプト（外来） 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 電子 B1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 平成28年12月分　保存レセプト（入院） 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 電子 B1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 平成29年1月分　保存レセプト（入院） 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 電子 B1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 平成29年2月分　保存レセプト（入院） 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 電子 B1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 平成29年3月分　保存レセプト（入院） 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 電子 B1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 平成28年4月分　保存レセプト（外来） 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 電子 B1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 平成28年4月分　保存レセプト（入院） 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 電子 B1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 平成28年5月分　保存レセプト（外来） 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 電子 B1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 平成28年5月分　保存レセプト（入院） 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 電子 B1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 平成28年6月分　保存レセプト（外来） 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 電子 B1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 平成28年6月分　保存レセプト（入院） 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 電子 B1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 平成28年7月分　保存レセプト（外来） 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 電子 B1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 平成28年7月分　保存レセプト（入院） 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 電子 B1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 平成28年8月分　保存レセプト（外来） 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 電子 B1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 平成28年8月分　保存レセプト（入院） 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 電子 B1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 平成28年9月分　保存レセプト（外来） 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 電子 B1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 平成28年9月分　保存レセプト（入院） 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 電子 B1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 平成29年1月分　保存レセプト（外来） 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 電子 B1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 平成29年2月分　保存レセプト（外来） 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 電子 B1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 平成29年3月分　保存レセプト（外来） 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 電子 B1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成29年度　歯科医療情報センター運営委員会綴 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2017年度 病院の運営 診療録等に関するもの 平成29年度　診療情報開示請求綴　No.1 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2017年度 病院の運営 診録等等に関するもの 平成29年度　診療情報開示請求綴　No.2 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2017年度 病院の運営 診録等等に関するもの 平成29年度　診療情報開示請求綴　No.3 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2017年度 病院の運営 診療録等に関するもの 平成29年度　診療情報開示請求綴　No.4 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2017年度 病院の運営 診療録等に関するもの 平成29年　外来診療録 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄 ＊電子カルテで管理できないものをファイル管理

2017年度 病院の運営 診療録等に関するもの 平成29年　入院診療録　 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 10号館倉庫 歯学部附属病 廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成29年度　診療情報委員会綴 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1Ｆ事務室 歯学部附属病 廃棄
2016年 病院の運営 医療法・厚生労働省令に基づく各種報告書 平成28年　患者数・請求額等（全国がん登録申請名簿） 歯学部附属病院業 2017/1/1 30 2047/3/31 電子 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2017年度 病院の運営 外来患者に関するもの 平成29年　歯科診療行為カード 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成29年　組織診受付追加票 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成29年　短期入院クリティカルパス 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成29年　注射伝票 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成29年10月分　処置指示書 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成29年11月分　処置指示書 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成29年12月分　処置指示書 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成29年4月分　処置指示書 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成29年5月分　処置指示書 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成29年6月分　処置指示書 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成29年7月分　処置指示書 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成29年8月分　処置指示書 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成29年9月分　処置指示書 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成30年1月分　処置指示書 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成30年2月分　処置指示書 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成30年3月分　処置指示書 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成29年度　栄養委員会綴 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成29年度　家族付添許可願 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 大学の運営（管理・運営） 各種統計調査に関するもの 平成29年度　患者数等調 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 大学の運営（管理・運営） 各種統計調査に関するもの 平成29年度　患者報告書 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成29年度　緩和ケアチーム会議綴 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成29年度　検査部運営委員会綴 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 献立表に関するもの 平成29年度　献立表 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 8F管理室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 平成29年度　公務災害・療法補償請求書 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成29年度　高額診療審査小委員会 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成29年度　手術室病棟委員会 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 外来患者に関するもの 平成29年度　傷病者搬送通知書 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 食事指示に関するもの 平成29年度　食事指示書 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 8F管理室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成29年度　寝具実施集計表 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 平成29年度　診療費負担報告書 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成29年度　輸血療法委員会綴 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 外来患者に関するもの 平成29年度　レントゲン複写申請手続き 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 平成29年度　過誤納診療料金 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 外来患者に関するもの 平成29年度　外出・外泊許可書 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 大学の運営（管理・運営） 各種統計調査に関するもの 平成29年度　外来患者集計表 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 外来患者に関するもの 平成29年度　血液検査外注伝票 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
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2017年度 病院の運営 外来患者に関するもの 平成29年度　歯科診療申込書 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 外来患者に関するもの 平成29年度　歯科診療申込書（変更） 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 平成29年度　治験請求書 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成29年度　社会保険委員会綴 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成29年度　手術処置簿 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成29年度　処方箋（計算用） 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 外来患者に関するもの 平成29年度　紹介状送付先控え 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 診療録等に関するもの 平成29年度　特定生物由来製品使用についての説明・同意書 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成29年度　特別室申込書 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成29年度　特別室退出通知書 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成29年度　特別療養環境室使用料免除申請書 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成29年度　特別療養環境室使用料免除退出通知書 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成29年度　入院申込書 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成29年度　入院台帳簿 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 電子 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成29年度　入院保証書 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成29年度　入院臨時処方箋 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成29年度　保険講習会綴 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成29年度　麻薬処方箋 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成29年度　麻薬注射液施用票 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成29年度　薬剤管理指導 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 診療録等に関するもの 平成29年度　輸血説明・同意通知書 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成29年度　輸血用血液 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 外来患者に関するもの 平成29年度　労災・自賠リスト 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 平成29年度　労災請求書 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2016年度 病院の運営 医療法・厚生労働省令に基づく各種報告書 平成28年度　病院報告（患者票） 歯学部・歯学部附 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2017年度 病院の運営 医療法・厚生労働省令に基づく各種報告書 平成29年度　病院報告（患者票） 歯学部・歯学部附 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2018年度 病院の運営 診療録等に関するもの 平成30年　外来カルテ 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 診療録等に関するもの 平成30年　入院カルテ 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 10号館倉庫 歯学部附属病 廃棄
2018年度 大学の運営（管理・運営） 各種統計調査に関するもの 平成30年度　患者数・請求額等 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成30年度　業務課定例会議 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成30年度　診療情報委員会綴 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1Ｆ事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 平成30年度　診療報酬決定通知書綴1 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 平成30年度　診療報酬決定通知書綴2 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 平成30年度　診療報酬決定通知書綴3 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 平成30年度　診療報酬決定通知書綴4 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 平成30年度　診療報酬請求書綴1 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 平成30年度　診療報酬請求書綴2 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 平成30年度　診療報酬請求書綴3 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成30年度　病院運営企画会議 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 大学の運営（財務・会計） 資産（土地・建物を除く）に関するもの 平成30年度　本院における診察に使用するパソコン等の使用・使用中止申告書 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 医療法・厚生労働省令に基づく各種報告書 平成30年度　病院報告（患者票） 歯学部・歯学部附 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄 記載漏れ
2018年度 大学の運営（管理・運営） 各種統計調査に関するもの 平成30年度　自費リスト 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 外来患者に関するもの 平成30年　歯科診療行為カード 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成30年　組織診受付追加票 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成30年　短期入院クリティカルパス 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成30年　注射伝票 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成30年10月分　処置指示書 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成30年11月分　処置指示書 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成30年12月分　処置指示書 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成30年1月分　処置指示書 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成30年2月分　処置指示書 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成30年3月分　処置指示書 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成30年4月分　処置指示書 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成30年5月分　処置指示書 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成30年6月分　処置指示書 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成30年7月分　処置指示書 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成30年8月分　処置指示書 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成30年9月分　処置指示書 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成30年度　栄養委員会綴 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成30年度　家族付添許可願 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 大学の運営（管理・運営） 各種統計調査に関するもの 平成30年度　患者数等調 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 大学の運営（管理・運営） 各種統計調査に関するもの 平成30年度　患者報告書 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成30年度　緩和ケアチーム会議綴 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成30年度　検査部運営委員会綴 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 献立表に関するもの 平成30年度　献立表 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 8F管理室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 平成30年度　公務災害・療法補償請求書 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成30年度　高額診療審査小委員会 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成30年度　手術室病棟委員会 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 外来患者に関するもの 平成30年度　傷病者搬送通知書 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 食事指示に関するもの 平成30年度　食事指示書 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 8F管理室 歯学部附属病 廃棄
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2018年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成30年度　寝具実施集計表 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 平成30年度　診療費負担報告書 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成30年度　輸血療法委員会綴 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 外来患者に関するもの 平成30年度　レントゲン複写申請手続き 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 平成30年度　過誤納診療料金 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 外来患者に関するもの 平成30年度　外出・外泊許可書 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 大学の運営（管理・運営） 各種統計調査に関するもの 平成30年度　外来患者集計表 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 外来患者に関するもの 平成30年度　血液検査外注伝票 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 外来患者に関するもの 平成30年度　歯科診療申込書 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 平成30年度　治験請求書 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成30年度　社会保険委員会綴 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成30年度　手術処置簿 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成30年度　処方箋（計算用） 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 外来患者に関するもの 平成30年度　紹介状送付先控え 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 診療録等に関するもの 平成30年度　特定生物由来製品使用についての説明・同意書 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成30年度　特別室申込書 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成30年度　特別室退出通知書 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成30年度　特別療養環境室使用料免除申請書 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成30年度　特別療養環境室使用料免除退出通知書 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成30年度　入院申込書 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成30年度　入院台帳簿 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成30年度　入院保証書 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成30年度　入院臨時処方箋 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成30年度　保険講習会綴 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成30年度　麻薬処方箋 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成30年度　麻薬注射液施用票 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成30年度　薬剤管理指導 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 診療録等に関するもの 平成30年度　輸血説明・同意通知書 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成30年度　輸血用血液 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 外来患者に関するもの 平成30年度　労災・自賠リスト 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 平成30年度　労災請求書 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成30年1月分　処置指示書 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成30年2月分　処置指示書 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成30年3月分　処置指示書 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 平成30年度　労災請求書 歯学部・歯学部附 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成30年度　インプラント治療にかかる診療許可申請書 歯学部附属病院業 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 平成30年度　外注・院内技工物（取消・変更）申請書 歯学部附属病院業 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 4F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 平成30年度　貴金属材料受払明細書（外注）№1 歯学部附属病院業 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 4F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 平成30年度　貴金属材料受払明細書（外注）№2 歯学部附属病院業 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 4F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 平成30年度　貴金属材料受払明細書（金銀パラジュウム１） 歯学部附属病院業 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 4F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 平成30年度　貴金属材料受払明細書（金銀パラジュウム２） 歯学部附属病院業 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 4F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 平成30年度　貴金属材料受払明細書（金合金） 歯学部附属病院業 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 4F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 平成30年度　貴金属材料受払明細書（白金加金） 歯学部附属病院業 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 4F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 平成30年度　貴金属払出簿（供用簿記載用）整理簿 歯学部附属病院業 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 4F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 平成30年度　物品共用簿兼受払簿（人工歯） 歯学部附属病院業 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 4F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 大学の運営（財務・会計） 決算書類（財務諸表を除く。） 平成30年度　振替伝票送付票 歯学部附属病院業 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 B2倉庫2 歯学部附属病 廃棄 保存場所の変更
2018年度 大学の運営（財務・会計） 決算書類（財務諸表を除く。） 平成30年度　日通入金振替伝票関係 歯学部附属病院業 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 B2倉庫2 歯学部附属病 廃棄 保存場所の変更
2018年度 大学の運営（財務・会計） 決算書類（財務諸表を除く。） 平成30年度　医療収納伝票関係 歯学部附属病院業 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 B2倉庫2 歯学部附属病 廃棄 保存場所の変更
2018年度 大学の運営（財務・会計） 決算書類（財務諸表を除く。） 平成30年度　財務関係 歯学部附属病院業 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 B2倉庫2 歯学部附属病 廃棄 保存場所の変更
2018年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 平成30年度　現金出納帳 歯学部附属病院業 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 B2倉庫2 歯学部附属病 廃棄 大中分類、保存場所の変更
2018年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 平成30年度　収入関係 歯学部附属病院業 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 B2倉庫2 歯学部附属病 廃棄 大中分類、保存場所の変更、合綴による名称の変更

2018年度 大学の運営（財務・会計） 債権の管理・履行に関するもの 平成30年度　債権回収簿 歯学部附属病院業 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B2倉庫1 歯学部附属病 廃棄 保存場所の変更
2018年度 大学の運営（財務・会計） 債権の管理・履行に関するもの 平成30年度　未収整理簿 歯学部附属病院業 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B2倉庫2 歯学部附属病 廃棄 保存場所の変更
2018年度 大学の運営（管理・運営） 各種統計調査に関するもの 平成30年度　診療費請求額報告書 歯学部附属病院業 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B2倉庫2 歯学部附属病 廃棄 保存場所の変更
2018年度 病院の運営 診断書等申込に関するもの 平成30年度　診断書発行原符 歯学部附属病院業 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B2倉庫2 歯学部附属病 廃棄 保存場所の変更
2018年度 大学の運営（管理・運営） 各種統計調査に関するもの 平成30年度　収入額調 歯学部附属病院業 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B2倉庫2 歯学部附属病 廃棄 大中分類、保存場所の変更
2018年度 病院の運営 診療費に関するもの 平成30年度　書損綴 歯学部附属病院業 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 B2倉庫2 歯学部附属病 廃棄 中分類、保存期間、保存場所の変更

2018年度 病院の運営 診療費に関するもの 平成30年度　請求書関係綴 歯学部附属病院業 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 B2倉庫1 歯学部附属病 廃棄 中分類、保存期間、保存場所の変更

2018年度 病院の運営 診療費に関するもの 平成30年度　入院納付書綴 歯学部附属病院業 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 B2倉庫2 歯学部附属病 廃棄 中分類、保存期間、保存場所の変更

2018年度 病院の運営 診療費に関するもの 平成30年度　売り上げ記載票 歯学部附属病院業 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 B2倉庫2 歯学部附属病 廃棄 中分類、保存期間、保存場所の変更

2018年度 病院の運営 診療費に関するもの 平成30年度　領収済み証明書 歯学部附属病院業 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 B2倉庫2 歯学部附属病 廃棄 中分類、保存期間、保存場所の変更

2018年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2018年10月分　保存レセプト（外来） 歯学部附属病院業 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2018年10月分　保存レセプト（入院） 歯学部附属病院業 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2018年11月分　保存レセプト（外来） 歯学部附属病院業 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2018年11月分　保存レセプト（入院） 歯学部附属病院業 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2018年12月分　保存レセプト（外来） 歯学部附属病院業 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2018年12月分　保存レセプト（入院） 歯学部附属病院業 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2019年1月分　保存レセプト（入院） 歯学部附属病院業 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2019年2月分　保存レセプト（入院） 歯学部附属病院業 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2019年3月分　保存レセプト（入院） 歯学部附属病院業 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
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2018年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2018年4月分　保存レセプト（外来） 歯学部附属病院業 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2018年4月分　保存レセプト（入院） 歯学部附属病院業 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2018年5月分　保存レセプト（外来） 歯学部附属病院業 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2018年5月分　保存レセプト（入院） 歯学部附属病院業 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2018年6月分　保存レセプト（外来） 歯学部附属病院業 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2018年6月分　保存レセプト（入院） 歯学部附属病院業 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2018年7月分　保存レセプト（外来） 歯学部附属病院業 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2018年7月分　保存レセプト（入院） 歯学部附属病院業 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2018年8月分　保存レセプト（外来） 歯学部附属病院業 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2018年8月分　保存レセプト（入院） 歯学部附属病院業 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2018年9月分　保存レセプト（外来） 歯学部附属病院業 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2018年9月分　保存レセプト（入院） 歯学部附属病院業 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2019年1月分　保存レセプト（外来） 歯学部附属病院業 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2019年2月分　保存レセプト（外来） 歯学部附属病院業 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2019年3月分　保存レセプト（外来） 歯学部附属病院業 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 病院の運営 医療情報システムに関すること 医療情報処理システム利用申請書綴2018.4.1～ 歯学部附属病院業 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2018年度　歯科医療情報センター運営委員会綴 歯学部附属病院業 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 大学の運営（財務・会計） 決算書類（財務諸表を除く。） 2019年度　決算関係 歯学部業務課収入 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 B2倉庫1 歯学部附属病 廃棄 名称、保存場所の変更
2019年度 大学の運営（財務・会計） 決算書類（財務諸表を除く。） 2019年度　振替伝票送付票 歯学部附属病院業 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 B2倉庫1 歯学部附属病 廃棄 保存場所の変更
2019年度 大学の運営（財務・会計） 決算書類（財務諸表を除く。） 2019年度　日通入金振替伝票関係 歯学部附属病院業 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 B2倉庫1 歯学部附属病 廃棄 保存場所の変更
2019年度 大学の運営（財務・会計） 決算書類（財務諸表を除く。） 2019年度　医療収納伝票関係 歯学部附属病院業 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 B2倉庫1 歯学部附属病 廃棄 保存場所の変更
2019年度 大学の運営（財務・会計） 決算書類（財務諸表を除く。） 2019年度　財務関係 歯学部附属病院業 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 B2倉庫1 歯学部附属病 廃棄 保存場所の変更
2019年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 2019年度　現金出納帳 歯学部附属病院業 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄 大中分類の変更
2019年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 2019年度　収入関係 歯学部附属病院業 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 B2倉庫1 歯学部附属病 廃棄 大中分類、保存場所の変更、合綴による名称の変更

2019年度 大学の運営（財務・会計） 債権の管理・履行に関するもの 2019年度　債権回収簿 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 B2倉庫1 歯学部附属病 廃棄 保存場所の変更
2019年度 大学の運営（財務・会計） 債権の管理・履行に関するもの 2019年度　未収整理簿 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 B2倉庫1 歯学部附属病 廃棄 保存場所の変更
2019年度 大学の運営（管理・運営） 各種統計調査に関するもの 2019年度　診療費請求額報告書 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 1F事務室 歯学部附属病 廃棄 保存媒体の種別の訂正
2019年度 病院の運営 診断書等申込に関するもの 2019年度　診断書発行原符 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 B2倉庫1 歯学部附属病 廃棄 保存場所の変更
2019年度 大学の運営（管理・運営） 各種統計調査に関するもの 2019年度　収入額調 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 1F事務室 歯学部附属病 廃棄 大中分類の変更、保存媒体の種別の訂正

2019年度 病院の運営 診療費に関するもの 2019年度　書損綴 歯学部附属病院業 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 B2倉庫1 歯学部附属病 廃棄 中分類、保存期間、保存場所の変更

2019年度 病院の運営 診療費に関するもの 2019年度　請求書関係綴 歯学部附属病院業 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄 中分類、保存期間の変更
2019年度 病院の運営 診療費に関するもの 2019年度　入院納付書綴 歯学部附属病院業 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄 中分類、保存期間の変更
2019年度 病院の運営 診療費に関するもの 2019年度　売り上げ記載票 歯学部附属病院業 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄 中分類、保存期間の変更
2019年度 病院の運営 診療費に関するもの 2019年度　領収済み証明書 歯学部附属病院業 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 B2倉庫1 歯学部附属病 廃棄 中分類、保存期間、保存場所の変更

2019年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 2019年度　外注・院内技工物（取消・変更）申請書 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 4F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 2019年度　貴金属材料受払明細書（外注）№1 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 4F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 2019年度　貴金属材料受払明細書（外注）№2 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 4F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 2019年度　貴金属材料受払明細書（金銀パラジュウム１） 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 4F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 2019年度　貴金属材料受払明細書（金銀パラジュウム２） 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 4F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 2019年度　貴金属材料受払明細書（金合金） 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 4F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 2019年度　貴金属材料受払明細書（白金加金） 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 4F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 2019年度　貴金属払出簿（供用簿記載用）整理簿 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 4F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 2019年度　物品共用簿兼受払簿（人工歯） 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 4F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2019年度　インプラント専門委員会 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 4F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 医療法・厚生労働省令に基づく各種報告書 平成31年度　病院報告（患者票） 歯学部附属病院業 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄 小分類の年度誤り
2019年度 大学の運営（管理・運営） 各種統計調査に関するもの 平成31年度　自費リスト 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 外来患者に関するもの 平成31年　歯科診療行為カード 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成31年　組織診受付追加票 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成31年　短期入院クリティカルパス 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成31年　注射伝票 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成31年度10月分　処置指示書 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成31年度11月分　処置指示書 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成31年度12月分　処置指示書 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成31年度1月分　処置指示書 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成31年度2月分　処置指示書 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成31年度3月分　処置指示書 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成31年度4月分　処置指示書 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成31年度5月分　処置指示書 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成31年度6月分　処置指示書 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成31年度7月分　処置指示書 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成31年度8月分　処置指示書 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成31年度9月分　処置指示書 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成31年度　栄養委員会綴 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成31年度　家族付添許可願 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 大学の運営（管理・運営） 各種統計調査に関するもの 平成31年度　患者数等調 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 大学の運営（管理・運営） 各種統計調査に関するもの 平成31年度　患者報告書 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成31年度　緩和ケアチーム会議綴 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成31年度　検査部運営委員会綴 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 献立表に関するもの 平成31年度　献立表 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 8F管理室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 平成31年度　公務災害・療法補償請求書 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
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2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成31年度　高額診療審査小委員会 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成31年度　手術室病棟委員会 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 外来患者に関するもの 平成31年度　傷病者搬送通知書 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 食事指示に関するもの 平成31年度　食事指示書 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 8F管理室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成31年度　寝具実施集計表 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 平成31年度　診療費負担報告書 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成31年度　輸血療法委員会綴 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 外来患者に関するもの 平成31年度　レントゲン複写申請手続き 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 平成31年度　過誤納診療料金 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 外来患者に関するもの 平成31年度　外出・外泊許可書 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 大学の運営（管理・運営） 各種統計調査に関するもの 平成31年度　外来患者集計表 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 外来患者に関するもの 平成31年度　血液検査外注伝票 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 外来患者に関するもの 平成31年度　歯科診療申込書 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 平成31年度　治験請求書 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成31年度　社会保険委員会綴 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成31年度　手術処置簿 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成31年度　処方箋（計算用） 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 外来患者に関するもの 平成31年度　紹介状送付先控え 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 診療録等に関するもの 平成31年度　特定生物由来製品使用についての説明・同意書 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成31年度　特別室申込書 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成31年度　特別室退出通知書 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成31年度　特別療養環境室使用料免除申請書 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成31年度　特別療養環境室使用料免除退出通知書 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成31年度　入院申込書 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成31年度　入院台帳簿 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成31年度　入院保証書 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成31年度　入院臨時処方箋 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成31年度　保険講習会綴 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成31年度　麻薬処方箋 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成31年度　麻薬注射液施用票 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成31年度　薬剤管理指導 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 診療録等に関するもの 平成31年度　輸血説明・同意通知書 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 入院患者に関するもの 平成31年度　輸血用血液 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 外来患者に関するもの 平成31年度　労災・自賠リスト 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 平成31年度　労災請求書 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2019年10月分　保存レセプト（外来） 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2019年10月分　保存レセプト（入院） 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2019年11月分　保存レセプト（外来） 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2019年11月分　保存レセプト（入院） 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2019年12月分　保存レセプト（外来） 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2019年12月分　保存レセプト（入院） 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2020年1月分　保存レセプト（入院） 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2020年2月分　保存レセプト（入院） 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2020年3月分　保存レセプト（入院） 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2019年4月分　保存レセプト（外来） 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2019年4月分　保存レセプト（入院） 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2019年5月分　保存レセプト（外来） 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2019年5月分　保存レセプト（入院） 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2019年6月分　保存レセプト（外来） 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2019年6月分　保存レセプト（入院） 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2019年7月分　保存レセプト（外来） 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2019年7月分　保存レセプト（入院） 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2019年8月分　保存レセプト（外来） 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2019年8月分　保存レセプト（入院） 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2019年9月分　保存レセプト（外来） 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2019年9月分　保存レセプト（入院） 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2020年1月分　保存レセプト（外来） 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2020年2月分　保存レセプト（外来） 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2020年3月分　保存レセプト（外来） 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 医療情報システムに関すること 医療情報処理システム利用申請書綴2019.4.1～ 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2019年度　歯科医療情報センター運営委員会綴 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 診療録等に関するもの 2019年　外来カルテ 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 診療録等に関するもの 2019年　入院カルテ 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 10号館倉庫 歯学部附属病 廃棄
2019年度 大学の運営（管理・運営） 各種統計調査に関するもの 2019年度　患者数・請求額等 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2019年度　診療情報委員会綴 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 1Ｆ事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2019年度　診療報酬決定通知書綴1 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2019年度　診療報酬決定通知書綴2 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2019年度　診療報酬決定通知書綴3 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2019年度　診療報酬決定通知書綴4 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2019年度　診療報酬請求書綴1 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
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大分類 中分類 名称（小分類）

⑦保存媒体
の種別

⑧保存場所 ⑨管理者

⑩保存
期間

満了時
の措置

⑪備考⑥保存期間満了日①作成・取得年度等

②　分　　類
③作成者・取得者 ④起算日 ⑤保存期間

2019年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2019年度　診療報酬請求書綴2 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2019年度　診療報酬請求書綴3 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 診療録等に関するもの 2019年度　診療情報開示請求綴　No.1 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 診録等等に関するもの 2019年度　診療情報開示請求綴　No.2 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 診録等等に関するもの 2019年度　診療情報開示請求綴　No.3 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 歯科矯正保険申請書 歯学部附属病院業 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 施設基準等に関する届出関係綴⑧ 歯学部附属病院業 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 病院の運営 医療法・厚生労働省令に基づく各種報告書 施設基準等に関する報告関係⑧ 歯学部附属病院業 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄 中分類の訂正
2016年度 大学の運営（管理・運営） 証拠保全・訴訟に関するもの 2016年度　医療紛争・医療訴訟 歯学部・歯学部附 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄 中分類、名称、保存期間の訂正

2017年度 大学の運営（管理・運営） 証拠保全・訴訟に関するもの 2017年度　医療紛争・医療訴訟 歯学部・歯学部附 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄 中分類、名称、保存期間の訂正

2018年度 大学の運営（管理・運営） 証拠保全・訴訟に関するもの 2018年度　医療紛争・医療訴訟 歯学部・歯学部附 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄 中分類、名称、保存期間の訂正

2019年度 大学の運営（管理・運営） 証拠保全・訴訟に関するもの 2019年度　医療紛争・医療訴訟 歯学部・歯学部附 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄 中分類、名称、保存期間の訂正

2020年度 大学の運営（管理・運営） 証拠保全・訴訟に関するもの 2020年度　医療紛争・医療訴訟 歯学部・歯学部附 2021/4/1 30 2051/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄 中分類、名称、保存期間の訂正

2020年度 病院の運営 診療録等に関するもの レセプト開示綴（2020年4月～） 歯学部・歯学部附 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部・歯学 廃棄
2020年度 大学の運営（管理・運営） 各種統計調査に関するもの 2020年度　患者数・請求額等 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2020年度　診療報酬決定通知書綴1 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2020年度　診療報酬決定通知書綴2 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2020年度　診療報酬決定通知書綴3 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2020年度　診療報酬決定通知書綴4 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2020年度　診療報酬請求書綴1 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2020年度　診療報酬請求書綴2 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2020年度　診療報酬請求書綴3 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2020年度　診療情報委員会綴 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1Ｆ事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 診療録等に関するもの 2020年　外来診療録 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 診療録等に関するもの 2020年　入院診療録 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 10号館倉庫 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 診療録等に関するもの 2020年度　診療情報開示請求綴　No.1 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 診録等等に関するもの 2020年度　診療情報開示請求綴　No.2 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 診録等等に関するもの 2020年度　診療情報開示請求綴　No.3 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 医療法・厚生労働省令に基づく各種報告書 2020年度　病院報告（患者票） 歯学部附属病院業 2021/4/1 30 2051/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 大学の運営（管理・運営） 各種統計調査に関するもの 2020年度　自費リスト 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 外来患者に関するもの 2020年　歯科診療行為カード 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 入院患者に関するもの 2020年　組織診受付追加票 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 入院患者に関するもの 2020年　短期入院クリティカルパス 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 入院患者に関するもの 2020年　注射伝票 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 入院患者に関するもの 2020年度10月分　処置指示書 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 入院患者に関するもの 2020年度11月分　処置指示書 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 入院患者に関するもの 2020年度12月分　処置指示書 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 入院患者に関するもの 2020年度1月分　処置指示書 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 入院患者に関するもの 2020年度2月分　処置指示書 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 入院患者に関するもの 2020年度3月分　処置指示書 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 入院患者に関するもの 2020年度4月分　処置指示書 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 入院患者に関するもの 2020年度5月分　処置指示書 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 入院患者に関するもの 2020年度6月分　処置指示書 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 入院患者に関するもの 2020年度7月分　処置指示書 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 入院患者に関するもの 2020年度8月分　処置指示書 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 入院患者に関するもの 2020年度9月分　処置指示書 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2020年度　栄養委員会綴 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 入院患者に関するもの 2020年度　家族付添許可願 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 大学の運営（管理・運営） 各種統計調査に関するもの 2020年度　患者数等調 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 大学の運営（管理・運営） 各種統計調査に関するもの 2020年度　患者報告書 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2020年度　緩和ケアチーム会議綴 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2020年度　検査部運営委員会綴 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 献立表に関するもの 2020年度　献立表 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 8F管理室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2020年度　公務災害・療法補償請求書 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2020年度　高額診療審査小委員会 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2020年度　手術室病棟委員会 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 外来患者に関するもの 2020年度　傷病者搬送通知書 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 食事指示に関するもの 2020年度　食事指示書 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 8F管理室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 入院患者に関するもの 2020年度　寝具実施集計表 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2020年度　診療費負担申請書 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2020年度　診療費負担報告書 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2020年度　輸血療法委員会綴 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 外来患者に関するもの 2020年度　レントゲン複写申請手続き 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2020年度　過誤納診療料金 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 外来患者に関するもの 2020年度　外出・外泊許可書 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 大学の運営（管理・運営） 各種統計調査に関するもの 2020年度　外来患者集計表 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 外来患者に関するもの 2020年度　血液検査外注伝票 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 外来患者に関するもの 2020年度　歯科診療申込書 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2020年度　治験請求書 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2020年度　社会保険委員会綴 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
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大分類 中分類 名称（小分類）
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③作成者・取得者 ④起算日 ⑤保存期間

2020年度 病院の運営 入院患者に関するもの 2020年度　手術処置簿 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 入院患者に関するもの 2020年度　処方箋（計算用） 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 外来患者に関するもの 2020年度　紹介状送付先控え 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 診療録等に関するもの 2020年度　特定生物由来製品使用についての説明・同意書 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 入院患者に関するもの 2020年度　特別室申込書 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 入院患者に関するもの 2020年度　特別室退出通知書 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 入院患者に関するもの 2020年度　特別療養環境室使用料免除申請書 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
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2020年度 病院の運営 入院患者に関するもの 2020年度　特別療養環境室使用料免除退出通知書 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 入院患者に関するもの 2020年度　入院申込書 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 入院患者に関するもの 2020年度　入院台帳簿 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 入院患者に関するもの 2020年度　入院保証書 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 入院患者に関するもの 2020年度　入院臨時処方箋 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2020年度　保険講習会綴 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 入院患者に関するもの 2020年度　麻薬処方箋 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 入院患者に関するもの 2020年度　麻薬注射液施用票 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 入院患者に関するもの 2020年度　薬剤管理指導 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 診療録等に関するもの 2020年度　輸血説明・同意通知書 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 入院患者に関するもの 2020年度　輸血用血液申込書 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 外来患者に関するもの 2020年度　労災・自賠リスト 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2020年度　労災請求書 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 2020年度　外注・院内技工物（取消・変更）申請書 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 4F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 2020年度　貴金属材料受払明細書（外注）№1 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 4F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 2020年度　貴金属材料受払明細書（外注）№2 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 4F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 2020年度　貴金属材料受払明細書（金銀パラジュウム１） 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 4F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 2020年度　貴金属材料受払明細書（金銀パラジュウム２） 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 4F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 2020年度　貴金属材料受払明細書（金合金） 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 4F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 2020年度　貴金属材料受払明細書（白金加金） 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 4F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 2020年度　貴金属払出簿（供用簿記載用）整理簿 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 4F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 2020年度　物品共用簿兼受払簿（人工歯） 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 4F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2020年度　インプラント専門委員会 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 4F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2020年4月分　保存レセプト（外来） 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2020年4月分　保存レセプト（入院） 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2020年5月分　保存レセプト（外来） 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2020年5月分　保存レセプト（入院） 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2020年6月分　保存レセプト（外来） 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2020年6月分　保存レセプト（入院） 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2020年7月分　保存レセプト（外来） 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2020年7月分　保存レセプト（入院） 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2020年8月分　保存レセプト（外来） 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2020年8月分　保存レセプト（入院） 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2020年9月分　保存レセプト（外来） 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2020年9月分　保存レセプト（入院） 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2020年10月分　保存レセプト（外来） 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2020年10月分　保存レセプト（入院） 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2020年11月分　保存レセプト（外来） 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2020年11月分　保存レセプト（入院） 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2020年12月分　保存レセプト（外来） 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2020年12月分　保存レセプト（入院） 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2021年1月分　保存レセプト（外来） 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2021年1月分　保存レセプト（入院） 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2021年2月分　保存レセプト（外来） 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2021年2月分　保存レセプト（入院） 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2021年3月分　保存レセプト（外来） 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2021年3月分　保存レセプト（入院） 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 病院の運営 医療情報システムに関すること 医療情報処理システム利用申請書綴2020.4.1～ 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2020年度　歯科医療情報センター運営委員会綴 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 B1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 大学の運営（財務・会計） 決算書類（財務諸表を除く。） 2020年度　決算関係 歯学部附属病院業 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄 名称の変更
2020年度 大学の運営（財務・会計） 決算書類（財務諸表を除く。） 2020年度　日通入金振替伝票関係 歯学部附属病院業 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 B2倉庫1 歯学部附属病 廃棄 保存場所の変更
2020年度 大学の運営（財務・会計） 決算書類（財務諸表を除く。） 2020年度　予算執行振替伝票関係 歯学部附属病院業 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 B2倉庫1 歯学部附属病 廃棄 名称、保存場所の変更
2020年度 大学の運営（財務・会計） 決算書類（財務諸表を除く。） 2020年度　財務関係 歯学部附属病院業 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 2020年度　現金出納帳 歯学部附属病院業 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄 大中分類の変更
2020年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 2020年度　収入関係 歯学部附属病院業 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 B2倉庫1 歯学部附属病 廃棄 大中分類、保存場所の変更、合綴による名称の変更

2020年度 大学の運営（財務・会計） 債権の管理・履行に関するもの 2020年度　債権回収簿 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 大学の運営（財務・会計） 債権の管理・履行に関するもの 2020年度　未収整理簿 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 大学の運営（管理・運営） 各種統計調査に関するもの 2020年度　診療費請求額報告書 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 1F事務室 歯学部附属病 廃棄 保存媒体の種別の訂正
2020年度 病院の運営 診断書等申込に関するもの 2020年度　診断書発行原符 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 大学の運営（管理・運営） 各種統計調査に関するもの 2020年度　収入額調 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 1F事務室 歯学部附属病 廃棄 大中分類の変更、保存媒体の種別の訂正

2020年度 病院の運営 診療費に関するもの 2020年度　書損綴 歯学部附属病院業 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄 中分類、保存期間の変更
2020年度 病院の運営 診療費に関するもの 2020年度　請求書関係綴 歯学部附属病院業 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄 中分類、保存期間の変更
2020年度 病院の運営 診療費に関するもの 2020年度　入院納付書綴 歯学部附属病院業 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄 中分類、保存期間の変更
2020年度 病院の運営 診療費に関するもの 2020年度　売り上げ記載票 歯学部附属病院業 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄 中分類、保存期間の変更
2020年度 病院の運営 診療費に関するもの 2020年度　領収済み証明書 歯学部附属病院業 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄 中分類、保存期間の変更
2020年度 病院の運営 外来患者に関するもの 2020年度　レントゲン複写申請手続き 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2017年度 大学の運営（財務・会計） 債権の管理・履行に関するもの 平成29年度　材料精算伝票整理簿 歯学部附属病院業 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2018年度 大学の運営（財務・会計） 債権の管理・履行に関するもの 平成30年度　材料精算伝票整理簿 歯学部附属病院業 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2019年度 大学の運営（財務・会計） 債権の管理・履行に関するもの 2019年度　材料精算伝票整理簿 歯学部附属病院業 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄
2020年度 大学の運営（財務・会計） 債権の管理・履行に関するもの 2020年度　材料精算伝票整理簿 歯学部附属病院業 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 1F事務室 歯学部附属病 廃棄



01【まとめ】①法人文書ファイル管理簿_220401現在.xlsx

大分類 中分類 名称（小分類）

⑦保存媒体
の種別

⑧保存場所 ⑨管理者

⑩保存
期間

満了時
の措置

⑪備考⑥保存期間満了日①作成・取得年度等

②　分　　類
③作成者・取得者 ④起算日 ⑤保存期間

2021年度 大学の運営（管理・運営） 証拠保全・訴訟に関するもの 2021年度　医療紛争・医療訴訟 医事二課 2022/4/1 30 2052/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 厚生労働大臣が定める基準等に関する申請書類 施設基準等に関する届出関係綴⑨ 医事二課医事係 2022/4/1 30 2052/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 診療録等に関するもの レセプト開示綴（2021年4月～） 医事二課医事係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 大学の運営（管理・運営） 各種統計調査に関するもの 2021年度　患者数・請求額等 医事二課医事係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2021年度　診療報酬決定通知書綴 医事二課医事係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2021年度　診療報酬請求書綴 医事二課医事係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2021年度　診療情報委員会綴 医事二課医事係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 1Ｆ事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 診療録等に関するもの 2021年　外来診療録 医事二課医事係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 診療録等に関するもの 2021年　入院診療録 医事二課医事係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 10号館倉庫 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 医療法・厚生労働省令に基づく各種報告書 2021年度　病院報告（患者票） 医事二課患者係 2022/4/1 30 2052/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 大学の運営（管理・運営） 各種統計調査に関するもの 2021年度　自費リスト 医事二課患者係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 外来患者に関するもの 2021年　歯科診療行為カード 医事二課患者係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 入院患者に関するもの 2021年　組織診受付追加票 医事二課患者係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 入院患者に関するもの 2021年　短期入院クリティカルパス 医事二課患者係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 入院患者に関するもの 2021年　注射伝票 医事二課患者係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 入院患者に関するもの 2021年度4月分　処置指示書 医事二課患者係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 入院患者に関するもの 2021年度5月分　処置指示書 医事二課患者係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 入院患者に関するもの 2021年度6月分　処置指示書 医事二課患者係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 入院患者に関するもの 2021年度7月分　処置指示書 医事二課患者係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 入院患者に関するもの 2021年度8月分　処置指示書 医事二課患者係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 入院患者に関するもの 2021年度9月分　処置指示書 医事二課患者係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 入院患者に関するもの 2021年度10月分　処置指示書 医事二課患者係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 入院患者に関するもの 2021年度11月分　処置指示書 医事二課患者係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 入院患者に関するもの 2021年度12月分　処置指示書 医事二課患者係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 入院患者に関するもの 2022年度1月分　処置指示書 医事二課患者係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 入院患者に関するもの 2022年度2月分　処置指示書 医事二課患者係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 入院患者に関するもの 2022年度3月分　処置指示書 医事二課患者係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2021年度  栄養委員会綴 医事二課患者係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 入院患者に関するもの 2021年度  家族付添許可願 医事二課患者係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 大学の運営（管理・運営） 各種統計調査に関するもの 2021年度  患者数等調 医事二課患者係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 大学の運営（管理・運営） 各種統計調査に関するもの 2021年度  患者報告書 医事二課患者係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2021年度  緩和ケアチーム会議綴 医事二課患者係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2021年度  検査部運営委員会綴 医事二課患者係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 献立表に関するもの 2021年度  献立表 医事二課患者係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 8F管理室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2021年度  公務災害・療法補償請求書 医事二課患者係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2021年度  高額診療審査小委員会 医事二課患者係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2021年度  手術室病棟委員会 医事二課患者係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 外来患者に関するもの 2021年度  傷病者搬送通知書 医事二課患者係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 食事指示に関するもの 2021年度  食事指示書 医事二課患者係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 8F管理室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 入院患者に関するもの 2021年度  寝具実施集計表 医事二課患者係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2021年度  診療費負担申請書 医事二課患者係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2021年度  診療費負担報告書 医事二課患者係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2021年度  輸血療法委員会綴 医事二課患者係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 外来患者に関するもの 2021年度　レントゲン複写申請手続き 医事二課患者係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2021年度　過誤納診療料金 医事二課患者係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 外来患者に関するもの 2021年度　外出・外泊許可書 医事二課患者係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 大学の運営（管理・運営） 各種統計調査に関するもの 2021年度　外来患者集計表 医事二課患者係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 外来患者に関するもの 2021年度　血液検査外注伝票 医事二課患者係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 外来患者に関するもの 2021年度　歯科診療申込書 医事二課患者係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2021年度　治験請求書 医事二課患者係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2021年度　社会保険委員会綴 医事二課患者係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 入院患者に関するもの 2021年度　手術処置簿 医事二課患者係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 入院患者に関するもの 2021年度　処方箋（計算用） 医事二課患者係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 外来患者に関するもの 2021年度　紹介状送付先控え 医事二課患者係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 診療録等に関するもの 2021年度　特定生物由来製品使用についての説明・同意書 医事二課患者係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 入院患者に関するもの 2021年度　特別室申込書 医事二課患者係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 入院患者に関するもの 2021年度　特別室退出通知書 医事二課患者係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 入院患者に関するもの 2021年度　特別療養環境室使用料免除申請書 医事二課患者係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 入院患者に関するもの 2021年度　特別療養環境室使用料免除退出通知書 医事二課患者係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 入院患者に関するもの 2021年度　入院申込書 医事二課患者係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 入院患者に関するもの 2021年度　入院台帳簿 医事二課患者係 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 入院患者に関するもの 2021年度　入院保証書 医事二課患者係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 入院患者に関するもの 2021年度　入院臨時処方箋 医事二課患者係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2021年度　保険講習会綴 医事二課患者係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 入院患者に関するもの 2021年度　麻薬処方箋 医事二課患者係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 入院患者に関するもの 2021年度　麻薬注射液施用票 医事二課患者係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 入院患者に関するもの 2021年度　薬剤管理指導 医事二課患者係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 診療録等に関するもの 2021年度　輸血説明・同意通知書 医事二課患者係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 入院患者に関するもの 2021年度　輸血用血液申込書 医事二課患者係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 外来患者に関するもの 2021年度　労災・自賠リスト 医事二課患者係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
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2021年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2021年度　労災請求書 医事二課患者係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 2021年度　収入関係 医事二課収入係 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 決算書類（財務諸表を除く。） 2021年度　決算関係 医事二課収入係 2022/4/1 10 2032/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 決算書類（財務諸表を除く。） 2021年度　日通入金振替伝票関係 医事二課収入係 2022/4/1 10 2032/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 決算書類（財務諸表を除く。） 2021年度　予算執行振替伝票関係 医事二課収入係 2022/4/1 10 2032/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 決算書類（財務諸表を除く。） 2021年度　財務関係 医事二課収入係 2022/4/1 10 2032/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 伝票及び証憑 2021年度　現金出納帳 医事二課収入係 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 債権の管理・履行に関するもの 2021年度　債権回収簿 医事二課収入係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 債権の管理・履行に関するもの 2021年度　未収整理簿 医事二課収入係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 大学の運営（管理・運営） 各種統計調査に関するもの 2021年度　診療費請求額報告書 医事二課収入係 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 診断書等申込に関するもの 2021年度　診断書発行原符 医事二課収入係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 大学の運営（管理・運営） 各種統計調査に関するもの 2021年度　収入額調 医事二課収入係 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 診療費に関するもの 2021年度　書損綴 医事二課収入係 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 診療費に関するもの 2021年度　請求書関係綴 医事二課収入係 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 診療費に関するもの 2021年度　入院納付書綴 医事二課収入係 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 診療費に関するもの 2021年度　売り上げ記載票 医事二課収入係 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 診療費に関するもの 2021年度　領収済み証明書 医事二課収入係 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 診療録等に関するもの 2021年度　診療情報開示請求綴 医事二課収入係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 外来患者に関するもの 2021年度　レントゲン複写申請手続き 医事二課収入係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 債権の管理・履行に関するもの 2021年度　材料精算伝票整理簿 医事二課収入係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 2021年度　外注・院内技工物（取消・変更）申請書 医事二課金属材料 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 4F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 2021年度　貴金属材料受払明細書（外注）№1 医事二課金属材料 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 4F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 2021年度　貴金属材料受払明細書（外注）№2 医事二課金属材料 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 4F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 2021年度　貴金属材料受払明細書（金銀パラジュウム１） 医事二課金属材料 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 4F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 2021年度　貴金属材料受払明細書（金銀パラジュウム２） 医事二課金属材料 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 4F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 2021年度　貴金属材料受払明細書（金合金） 医事二課金属材料 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 4F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 2021年度　貴金属材料受払明細書（白金加金） 医事二課金属材料 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 4F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 2021年度　貴金属払出簿（供用簿記載用）整理簿 医事二課金属材料 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 4F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 大学の運営（財務・会計） 契約手続きに関するもの 2021年度　物品共用簿兼受払簿（人工歯） 医事二課金属材料 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 4F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2021年度　インプラント専門委員会 医事二課金属材料 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 4F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2021年4月分　保存レセプト（外来） 医事二課歯科情報 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 B1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2021年4月分　保存レセプト（入院） 医事二課歯科情報 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 B1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2021年5月分　保存レセプト（外来） 医事二課歯科情報 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 B1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2021年5月分　保存レセプト（入院） 医事二課歯科情報 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 B1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2021年6月分　保存レセプト（外来） 医事二課歯科情報 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 B1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2021年6月分　保存レセプト（入院） 医事二課歯科情報 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 B1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2021年7月分　保存レセプト（外来） 医事二課歯科情報 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 B1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2021年7月分　保存レセプト（入院） 医事二課歯科情報 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 B1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2021年8月分　保存レセプト（外来） 医事二課歯科情報 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 B1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2021年8月分　保存レセプト（入院） 医事二課歯科情報 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 B1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2021年9月分　保存レセプト（外来） 医事二課歯科情報 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 B1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2021年9月分　保存レセプト（入院） 医事二課歯科情報 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 B1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2021年10月分　保存レセプト（外来） 医事二課歯科情報 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 B1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2021年10月分　保存レセプト（入院） 医事二課歯科情報 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 B1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2021年11月分　保存レセプト（外来） 医事二課歯科情報 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 B1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2021年11月分　保存レセプト（入院） 医事二課歯科情報 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 B1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2021年12月分　保存レセプト（外来） 医事二課歯科情報 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 B1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2021年12月分　保存レセプト（入院） 医事二課歯科情報 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 B1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2022年1月分　保存レセプト（外来） 医事二課歯科情報 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 B1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2022年1月分　保存レセプト（入院） 医事二課歯科情報 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 B1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2022年2月分　保存レセプト（外来） 医事二課歯科情報 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 B1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2022年2月分　保存レセプト（入院） 医事二課歯科情報 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 B1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2022年3月分　保存レセプト（外来） 医事二課歯科情報 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 B1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 診療報酬請求に関するもの 2022年3月分　保存レセプト（入院） 医事二課歯科情報 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 B1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 病院の運営 医療情報システムに関すること 医療情報処理システム利用申請書綴2021.4.1～ 医事二課歯科情報 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 B1F事務室 医事二課長 廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2020年度　歯科医療情報センター運営委員会綴 医事二課歯科情報 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 B1F事務室 医事二課長 廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成29年度臨床研究監視委員会 臨床研究監視室臨 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 臨床研究監視廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成30年度臨床研究監視委員会 臨床研究監視室臨 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 臨床研究監視廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2019年度臨床研究監視委員会 臨床研究監視室臨 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 臨床研究監視廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2020年度臨床研究監視委員会 臨床研究監視室臨 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 臨床研究監視廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2021年度臨床研究監視委員会 臨床研究監視室臨 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 臨床研究監視廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成29年度臨床研究監視委員会意見書 臨床研究監視室臨 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 臨床研究監視廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成30年度臨床研究監視委員会意見書 臨床研究監視室臨 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 臨床研究監視廃棄
2005年度 病院の運営 医療法・厚生労働省令に基づく各種報告書 平成17年度特定機能病院に関する業務報告書 医事課医事掛 2006/4/1 30 2036/3/31 紙 事務室 臨床研究監視廃棄 H27.8 管理者変更（医事課長
2006年度 病院の運営 医療法・厚生労働省令に基づく各種報告書 平成18年度特定機能病院に関する業務報告書 医事課医事掛 2007/4/1 30 2037/3/31 紙 事務室 臨床研究監視廃棄 H27.8 管理者変更（医事課長
2007年度 病院の運営 医療法・厚生労働省令に基づく各種報告書 平成19年度特定機能病院に関する業務報告書 医事課医事掛 2008/4/1 30 2038/3/31 紙 事務室 臨床研究監視廃棄 H27.8 管理者変更（医事課長
2008年度 病院の運営 医療法・厚生労働省令に基づく各種報告書 平成20年度特定機能病院に関する業務報告書 医事課医事掛 2009/4/1 30 2039/3/31 紙 事務室 臨床研究監視廃棄 H27.8 管理者変更（医事課長
2009年度 病院の運営 医療法・厚生労働省令に基づく各種報告書 平成21年度特定機能病院に関する業務報告書 医事課医事掛 2010/4/1 30 2040/3/31 紙 事務室 臨床研究監視廃棄 H27.8 管理者変更（医事課長
2010年度 病院の運営 医療法・厚生労働省令に基づく各種報告書 平成22年度特定機能病院に関する業務報告書 医事課医事掛 2011/4/1 30 2041/3/31 紙 事務室 臨床研究監視廃棄 H27.8 管理者変更（医事課長
2011年度 病院の運営 医療法・厚生労働省令に基づく各種報告書 平成23年度特定機能病院に関する業務報告書 医事課医事掛 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務室 臨床研究監視廃棄 H27.8 管理者変更（医事課長
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2012年度 病院の運営 医療法・厚生労働省令に基づく各種報告書 平成24年度特定機能病院に関する業務報告書 医事課医事掛 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務室 臨床研究監視廃棄 H27.8 管理者変更（医事課長
2013年度 病院の運営 医療法・厚生労働省令に基づく各種報告書 平成25年度特定機能病院に関する業務報告書 医事課医事掛 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 事務室 臨床研究監視廃棄 H27.8 管理者変更（医事課長
2014年度 病院の運営 医療法・厚生労働省令に基づく各種報告書 平成26年度特定機能病院に関する業務報告書 医事課医事掛 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 事務室 臨床研究監視廃棄 H27.8 管理者変更（医事課長
2015年度 病院の運営 医療法・厚生労働省令に基づく各種報告書 平成27年度特定機能病院に関する業務報告書 臨床研究監視室臨 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務室 臨床研究監視廃棄
2016年度 病院の運営 医療法・厚生労働省令に基づく各種報告書 平成28年度特定機能病院に関する業務報告書 臨床研究監視室臨 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室 臨床研究監視廃棄
2017年度 病院の運営 医療法・厚生労働省令に基づく各種報告書 平成29年度特定機能病院に関する業務報告書 臨床研究監視室臨 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室 臨床研究監視廃棄
2018年度 病院の運営 医療法・厚生労働省令に基づく各種報告書 平成30年度特定機能病院に関する業務報告書 臨床研究監視室臨 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室 臨床研究監視廃棄
2019年度 病院の運営 医療法・厚生労働省令に基づく各種報告書 2019年度特定機能病院に関する業務報告書 臨床研究監視室臨 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室 臨床研究監視廃棄
2020年度 病院の運営 医療法・厚生労働省令に基づく各種報告書 2020年度特定機能病院に関する業務報告書 臨床研究監視室臨 2021/4/1 30 2051/3/31 紙 事務室 臨床研究監視廃棄
2021年度 病院の運営 医療法・厚生労働省令に基づく各種報告書 2021年度特定機能病院に関する業務報告書 臨床研究監視室臨 2022/4/1 30 2052/3/31 紙 事務室 臨床研究監視廃棄
2005年度 病院の運営 医療法・厚生労働省令に基づく各種報告書 平成17年度医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施に係る施医事課医事掛 2006/4/1 30 2036/3/31 紙 事務室 臨床研究監視廃棄 H27.8 管理者変更（医事課長
2006年度 病院の運営 医療法・厚生労働省令に基づく各種報告書 平成18年度医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施に係る施医事課医事掛 2007/4/1 30 2037/3/31 紙 事務室 臨床研究監視廃棄 H27.8 管理者変更（医事課長
2007年度 病院の運営 医療法・厚生労働省令に基づく各種報告書 平成19年度医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施に係る施医事課医事掛 2008/4/1 30 2038/3/31 紙 事務室 臨床研究監視廃棄 H27.8 管理者変更（医事課長
2008年度 病院の運営 医療法・厚生労働省令に基づく各種報告書 平成20年度医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施に係る施医事課医事掛 2009/4/1 30 2039/3/31 紙 事務室 臨床研究監視廃棄 H27.8 管理者変更（医事課長
2009年度 病院の運営 医療法・厚生労働省令に基づく各種報告書 平成21年度医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施に係る施医事課医事掛 2010/4/1 30 2040/3/31 紙 事務室 臨床研究監視廃棄 H27.8 管理者変更（医事課長
2010年度 病院の運営 医療法・厚生労働省令に基づく各種報告書 平成22年度医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施に係る施医事課医事掛 2011/4/1 30 2041/3/31 紙 事務室 臨床研究監視廃棄 H27.8 管理者変更（医事課長
2011年度 病院の運営 医療法・厚生労働省令に基づく各種報告書 平成23年度医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施に係る施医事課医事掛 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務室 臨床研究監視廃棄 H27.8 管理者変更（医事課長
2012年度 病院の運営 医療法・厚生労働省令に基づく各種報告書 平成24年度医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施に係る施医事課医事掛 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務室 臨床研究監視廃棄 H27.8 管理者変更（医事課長
2013年度 病院の運営 医療法・厚生労働省令に基づく各種報告書 平成25年度医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施に係る施医事課医事掛 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 事務室 臨床研究監視廃棄 H27.8 管理者変更（医事課長
2014年度 病院の運営 医療法・厚生労働省令に基づく各種報告書 平成26年度医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施に係る施医事課医事掛 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 事務室 臨床研究監視廃棄 H27.8 管理者変更（医事課長
2015年度 病院の運営 医療法・厚生労働省令に基づく各種報告書 平成27年度医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施に係る施医事課医事掛 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務室 臨床研究監視廃棄 H27.8 管理者変更（医事課長
2016年度 病院の運営 医療法・厚生労働省令に基づく各種報告書 平成28年度医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施に係る施臨床研究監視室臨 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室 臨床研究監視廃棄
2017年度 病院の運営 医療法・厚生労働省令に基づく各種報告書 平成29年度医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施に係る施臨床研究監視室臨 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室 臨床研究監視廃棄
2018年度 病院の運営 医療法・厚生労働省令に基づく各種報告書 平成30年度医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施に係る施臨床研究監視室臨 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室 臨床研究監視廃棄
2019年度 病院の運営 医療法・厚生労働省令に基づく各種報告書 2019年度医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施に係る施設臨床研究監視室臨 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室 臨床研究監視廃棄
2020年度 病院の運営 医療法・厚生労働省令に基づく各種報告書 2020年度医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施に係る施設臨床研究監視室臨 2021/4/1 30 2051/3/31 紙 事務室 臨床研究監視廃棄
2021年度 病院の運営 医療法・厚生労働省令に基づく各種報告書 2021年度医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施に係る施設臨床研究監視室臨 2022/4/1 30 2052/3/31 紙 事務室 臨床研究監視廃棄
2017年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 平成29年度医療法第25条第1項に基づく立入検査（H29.10.4） 臨床研究監視室臨 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 臨床研究監視廃棄
2018年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 平成30年度医療法第25条第1項に基づく立入検査（H30.10.3） 臨床研究監視室臨 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 臨床研究監視廃棄
2019年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 2019年度医療法第25条第1項に基づく立入検査（2019.10.9） 臨床研究監視室臨 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 臨床研究監視廃棄
2020年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 2020年度医療法第25条第1項に基づく立入検査（2020.10.21） 臨床研究監視室臨 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 臨床研究監視廃棄
2021年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 2021年度医療法第25条第1項に基づく立入検査（書類調査） 臨床研究監視室臨 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 臨床研究監視廃棄
2017年度 病院評価 病院評価に関するもの 病院機能評価関係・ケアプロセス調査関係（H29.5.30-5.31） 臨床研究監視室臨 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 臨床研究監視室長補佐 廃棄
2013年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 平成25年度教育委員会 学務部教務課歯学 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室 学務部教務課廃棄
2014年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 平成26年度教育委員会 歯学部・歯学部附 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室 歯学部・歯学廃棄
2015年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 平成27年度教育委員会 歯学部・歯学部附 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室 歯学部・歯学廃棄
2016年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 平成28年度教育委員会 歯学部・歯学部附 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 歯学部・歯学廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 平成29年度教育委員会 歯学部事務部歯学 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 歯学部事務長廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 2018年度教育委員会 歯学部事務部歯学 2019/4/1 10 2029/3/31 電子 事務室 歯学部事務長廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 2019年度教育委員会 歯学部事務部歯学 2020/4/1 10 2030/3/31 電子 事務室 歯学部事務長廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 2020年度教育委員会 歯学部事務部歯学 2021/4/1 10 2031/3/31 電子 事務室 歯学部事務長廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 2021年度教育委員会 歯学部事務部歯学 2022/4/1 10 2032/3/31 電子 事務室 歯学部事務長廃棄
2019年度 証明書 各種証明書発行に関するもの 2019年度証明書関係（歯学系教務係） 歯学部事務部歯学 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 歯学部事務長廃棄
2020年度 証明書 各種証明書発行に関するもの 2020年度証明書関係（歯学系教務係） 歯学部事務部歯学 2021/4/1 3 2024/3/31 紙 事務室 歯学部事務長廃棄
2021年度 証明書 各種証明書発行に関するもの 2021年度証明書関係（歯学系教務係） 歯学部事務部歯学 2022/4/1 3 2025/3/31 紙 事務室 歯学部事務長廃棄
2012年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成24年度休学、復学、退学（学部）（歯学系教務掛） 学務部教務課歯学 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室 学務部教務課廃棄
2013年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成25年度休学、復学、退学（学部）（歯学系教務掛） 学務部教務課歯学 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室 学務部教務課廃棄
2014年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成26年度休学、復学、退学（学部）（歯学系教務掛） 歯学部・歯学部附 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室 歯学部・歯学廃棄
2015年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成27年度休学、復学、退学（学部）（歯学系教務係） 歯学部・歯学部附 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室 歯学部・歯学廃棄
2016年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成28年度休学、復学、退学（学部）（歯学系教務係） 歯学部・歯学部附 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 歯学部・歯学廃棄
2017年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成29年度休学、復学、退学（学部）（歯学系教務係） 歯学部事務部歯学 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 歯学部事務長廃棄
2018年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 2018年度休学、復学、退学（学部）（歯学系教務係） 歯学部事務部歯学 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 歯学部事務長廃棄
2019年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 2019年度休学、復学、退学（学部）（歯学系教務係） 歯学部事務部歯学 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 歯学部事務長廃棄
2020年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 2020年度休学、復学、退学（学部）（歯学系教務係） 歯学部事務部歯学 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 事務室 歯学部事務長廃棄
2021年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 2021年度休学、復学、退学（学部）（歯学系教務係） 歯学部事務部歯学 2022/4/1 10 2032/3/31 紙 事務室 歯学部事務長廃棄
1992年度 教育 教育課程 平成4年度教育課程関係（学部）（歯学系教務掛） 学務部教務課歯学 1993/4/1 30 2023/3/31 紙 事務室 学務部教務課廃棄
1993年度 教育 教育課程 平成5年度教育課程関係（学部）（歯学系教務掛） 学務部教務課歯学 1994/4/1 30 2024/3/31 紙 事務室 学務部教務課廃棄
1994年度 教育 教育課程 平成6年度教育課程関係（学部）（歯学系教務掛） 学務部教務課歯学 1995/4/1 30 2025/3/31 紙 事務室 学務部教務課廃棄
1995年度 教育 教育課程 平成7年度教育課程関係（学部）（歯学系教務掛） 学務部教務課歯学 1996/4/1 30 2026/3/31 紙 事務室 学務部教務課廃棄
1996年度 教育 教育課程 平成8年度教育課程関係（学部）（歯学系教務掛） 学務部教務課歯学 1997/4/1 30 2027/3/31 紙 事務室 学務部教務課廃棄
1997年度 教育 教育課程 平成9年度教育課程関係（学部）（歯学系教務掛） 学務部教務課歯学 1998/4/1 30 2028/3/31 紙 事務室 学務部教務課廃棄
1998年度 教育 教育課程 平成10年度教育課程関係（学部）（歯学系教務掛） 学務部教務課歯学 1999/4/1 30 2029/3/31 紙 事務室 学務部教務課廃棄
1999年度 教育 教育課程 平成11年度教育課程関係（学部）（歯学系教務掛） 学務部教務課歯学 2000/4/1 30 2030/3/31 紙 事務室 学務部教務課廃棄
2000年度 教育 教育課程 平成12年度教育課程関係（学部）（歯学系教務掛） 学務部教務課歯学 2001/4/1 30 2031/3/31 紙 事務室 学務部教務課廃棄
2001年度 教育 教育課程 平成13年度教育課程関係（学部）（歯学系教務掛） 学務部教務課歯学 2002/4/1 30 2032/3/31 紙 事務室 学務部教務課廃棄
2002年度 教育 教育課程 平成14年度教育課程関係（学部）（歯学系教務掛） 学務部教務課歯学 2003/4/1 30 2033/3/31 紙 事務室 学務部教務課廃棄
2003年度 教育 教育課程 平成15年度教育課程関係（学部）（歯学系教務掛） 学務部教務課歯学 2004/4/1 30 2034/3/31 紙 事務室 学務部教務課廃棄
2004年度 教育 教育課程 平成16年度教育課程関係（学部）（歯学系教務掛） 学務部教務課歯学 2005/4/1 30 2035/3/31 紙 事務室 学務部教務課廃棄
2005年度 教育 教育課程 平成17年度教育課程関係（学部）（歯学系教務掛） 学務部教務課歯学 2006/4/1 30 2036/3/31 紙 事務室 学務部教務課廃棄
2006年度 教育 教育課程 平成18年度教育課程関係（学部）（歯学系教務掛） 学務部教務課歯学 2007/4/1 30 2037/3/31 紙 事務室 学務部教務課廃棄
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2007年度 教育 教育課程 平成19年度教育課程関係（学部）（歯学系教務掛） 学務部教務課歯学 2008/4/1 30 2038/3/31 紙 事務室 学務部教務課廃棄
2008年度 教育 教育課程 平成20年度教育課程関係（学部）（歯学系教務掛） 学務部教務課歯学 2009/4/1 30 2039/3/31 紙 事務室 学務部教務課廃棄
2009年度 教育 教育課程 平成21年度教育課程関係（学部）（歯学系教務掛） 学務部教務課歯学 2010/4/1 30 2040/3/31 紙 事務室 学務部教務課廃棄
2010年度 教育 教育課程 平成22年度教育課程関係（学部）（歯学系教務掛） 学務部教務課歯学 2011/4/1 30 2041/3/31 紙 事務室 学務部教務課廃棄
2011年度 教育 教育課程 平成23年度教育課程関係（学部）（歯学系教務掛） 学務部教務課歯学 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務室 学務部教務課廃棄
2012年度 教育 教育課程 平成24年度教育課程関係（学部）（歯学系教務掛） 学務部教務課歯学 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務室 学務部教務課廃棄
2013年度 教育 教育課程 平成25年度教育課程関係（学部）（歯学系教務掛） 学務部教務課歯学 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 事務室 学務部教務課廃棄
2014年度 教育 教育課程 平成26年度教育課程関係（学部）（歯学系教務掛） 歯学部・歯学部附 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 事務室 歯学部・歯学廃棄
2015年度 教育 教育課程 平成27年度教育課程関係（学部）（歯学系教務係） 歯学部・歯学部附 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務室 歯学部・歯学廃棄
2016年度 教育 教育課程 平成28年度教育課程関係（学部）（歯学系教務係） 歯学部・歯学部附 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室 歯学部・歯学廃棄
2017年度 教育 教育課程 平成29年度教育課程関係（学部）（歯学系教務係） 歯学部事務部歯学 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室 歯学部事務長廃棄
2018年度 教育 教育課程 2018年度教育課程関係（学部）（歯学系教務係） 歯学部事務部歯学 2019/4/1 30 2049/3/31 電子 事務室 歯学部事務長廃棄
2019年度 教育 教育課程 2019年度教育課程関係（学部）（歯学系教務係） 歯学部事務部歯学 2020/4/1 30 2050/3/31 電子 事務室 歯学部事務長廃棄
2020年度 教育 教育課程 2020年度教育課程関係（学部）（歯学系教務係） 歯学部事務部歯学 2021/4/1 30 2051/3/31 電子 事務室 歯学部事務長廃棄
2021年度 教育 教育課程 2021年度教育課程関係（学部）（歯学系教務係） 歯学部事務部歯学 2022/4/1 30 2052/3/31 電子 事務室 歯学部事務長廃棄
2019年度 教育 国家試験に関するもの 2019年度国家試験受験手続等関係（歯学系教務係） 歯学部事務部歯学 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 歯学部事務長廃棄
2020年度 教育 国家試験に関するもの 2020年度国家試験受験手続等関係（歯学系教務係） 歯学部事務部歯学 2021/4/1 3 2024/3/31 紙 事務室 歯学部事務長廃棄
2021年度 教育 国家試験に関するもの 2021年度国家試験受験手続等関係（歯学系教務係） 歯学部事務部歯学 2022/4/1 3 2025/3/31 紙 事務室 歯学部事務長廃棄
2017年度 教育 定期試験に関するもの（採点表を除く） 平成29年度学生の定期試験関係（採点表を除く）（歯学系教務係） 歯学部事務部歯学 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 歯学部事務長廃棄
2018年度 教育 定期試験に関するもの（採点表を除く） 2018年度学生の定期試験関係（採点表を除く）（歯学系教務係） 歯学部事務部歯学 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 事務室 歯学部事務長廃棄
2019年度 教育 定期試験に関するもの（採点表を除く） 2019年度学生の定期試験関係（採点表を除く）（歯学系教務係） 歯学部事務部歯学 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 事務室 歯学部事務長廃棄
2020年度 教育 定期試験に関するもの（採点表を除く） 2020年度学生の定期試験関係（採点表を除く）（歯学系教務係） 歯学部事務部歯学 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 事務室 歯学部事務長廃棄
2021年度 教育 定期試験に関するもの（採点表を除く） 2021年度学生の定期試験関係（採点表を除く）（歯学系教務係） 歯学部事務部歯学 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 事務室 歯学部事務長廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 教育研究臨床評価委員会（平成29年度） 歯学部事務部総務 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 歯学部事務長廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 教育研究臨床評価委員会（2018年度） 歯学部事務部総務 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 歯学部事務長廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 教育研究臨床評価委員会（2019年度） 歯学部事務部総務 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 事務室 歯学部事務長廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 教育研究臨床評価委員会（2020年度） 歯学部事務部総務 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 事務室 歯学部事務長廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 教育研究臨床評価委員会（2021年度） 歯学部事務部総務 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 事務室 歯学部事務長廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 歯学系倫理審査委員会（平成29年度） 歯学部事務部総務 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 歯学部事務長廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 歯学系倫理審査委員会（2018年度） 歯学部事務部総務 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 歯学部事務長廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 歯学系倫理審査委員会（2019年度） 歯学部事務部総務 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 事務室 歯学部事務長廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 歯学系倫理審査委員会（2020年度） 歯学部事務部総務 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 事務室 歯学部事務長廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 歯学系倫理審査委員会（2021年度） 歯学部事務部総務 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 事務室 歯学部事務長廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 利益相反委員会（平成29年度） 歯学部事務部総務 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 歯学部事務長廃棄
2017年度 会議 役員会、経営協議会、教育研究評議会・教授会の記録に教授会（平成29年度） 歯学部事務部総務 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 歯学部事務長廃棄
2018年度 会議 役員会、経営協議会、教育研究評議会・教授会の記録に教授会（2018年度） 歯学部事務部総務 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 事務室 歯学部事務長廃棄
2019年度 会議 役員会、経営協議会、教育研究評議会・教授会の記録に教授会（2019年度） 歯学部事務部総務 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 事務室 歯学部事務長廃棄
2020年度 会議 役員会、経営協議会、教育研究評議会・教授会の記録に教授会（2020年度） 歯学部事務部総務 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 事務室 歯学部事務長廃棄
2021年度 会議 役員会、経営協議会、教育研究評議会・教授会の記録に教授会（2021年度） 歯学部事務部総務 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 事務室 歯学部事務長廃棄
2017年度 会議 学長会議、事務局長会議、部長会議などに関するもので国立大学歯学部長・歯学部附属病院長会議（平成29年度） 歯学部事務部総務 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 歯学部事務長廃棄
2018年度 会議 学長会議、事務局長会議、部長会議などに関するもので国立大学歯学部長・歯学部附属病院長会議（2018年度） 歯学部事務部総務 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 歯学部事務長廃棄
2019年度 会議 学長会議、事務局長会議、部長会議などに関するもので国立大学歯学部長・歯学部附属病院長会議（2019年度） 歯学部事務部総務 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 歯学部事務長廃棄
2020年度 会議 学長会議、事務局長会議、部長会議などに関するもので国立大学歯学部長・歯学部附属病院長会議（2020年度） 歯学部事務部総務 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 歯学部事務長廃棄
2021年度 会議 学長会議、事務局長会議、部長会議などに関するもので国立大学歯学部長・歯学部附属病院長会議（2021年度） 歯学部事務部総務 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 歯学部事務長廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 歯学部国際交流委員会（平成29年度） 歯学部事務部総務 2017/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 歯学部事務長廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 歯学部国際交流委員会（2018年度） 歯学部事務部総務 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 事務室 歯学部事務長廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 歯学部国際交流委員会（2019年度） 歯学部事務部総務 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 事務室 歯学部事務長廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 歯学部国際交流委員会（2020年度） 歯学部事務部総務 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 事務室 歯学部事務長廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 歯学部国際交流委員会（2021年度） 歯学部事務部総務 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 事務室 歯学部事務長廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 歯学部広報委員会（平成29年度） 歯学部事務部総務 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 歯学部事務長廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 歯学部広報委員会（2018年度） 歯学部事務部総務 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 歯学部事務長廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 歯学部広報委員会（2019年度） 歯学部事務部総務 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 事務室 歯学部事務長廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 歯学部広報委員会（2020年度） 歯学部事務部総務 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 事務室 歯学部事務長廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 歯学部広報委員会（2021年度） 歯学部事務部総務 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 事務室 歯学部事務長廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 歯学部企画調整委員会（平成29年度） 歯学部事務部総務 2018/4/1 5 2023/3/31 電子 事務室 歯学部事務長廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 歯学部企画調整委員会（2018年度） 歯学部事務部総務 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 事務室 歯学部事務長廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 歯学部企画調整委員会（2019年度） 歯学部事務部総務 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 事務室 歯学部事務長廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 歯学部企画調整委員会（2020年度） 歯学部事務部総務 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 事務室 歯学部事務長廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 歯学部運営企画会議（2021年度） 歯学部事務部総務 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 事務室 歯学部事務長廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 歯学科教員選考委員会（2020年度） 歯学部事務部総務 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 事務室 歯学部事務長廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 歯学科教員選考委員会（2021年度） 歯学部事務部総務 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 事務室 歯学部事務長廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 口腔保健学科教員選考委員会（2020年度） 歯学部事務部総務 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 事務室 歯学部事務長廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 口腔保健学科教員選考委員会（2021年度） 歯学部事務部総務 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 事務室 歯学部事務長廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 歯学部自己点検・評価委員会（平成29年度） 歯学部事務部総務 2018/4/1 5 2023/3/31 電子 事務室 歯学部事務長廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 歯学部自己点検・評価委員会（2018年度） 歯学部事務部総務 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 事務室 歯学部事務長廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 歯学部自己点検・評価委員会（2019年度） 歯学部事務部総務 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 事務室 歯学部事務長廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 歯学部自己点検・評価委員会（2020年度） 歯学部事務部総務 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 事務室 歯学部事務長廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 歯学部自己点検・評価委員会（2021年度） 歯学部事務部総務 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 事務室 歯学部事務長廃棄
2019年度 文書関係業務 公印使用簿 公印使用簿（2019年度） 歯学部事務部総務 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 歯学部事務長廃棄
2020年度 文書関係業務 公印使用簿 公印使用簿（2020年度） 歯学部事務部総務 2021/4/1 3 2024/3/31 紙 事務室 歯学部事務長廃棄
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⑪備考⑥保存期間満了日①作成・取得年度等

②　分　　類
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2021年度 文書関係業務 公印使用簿 公印使用簿（2021年度） 歯学部事務部総務 2022/4/1 3 2025/3/31 紙 事務室 歯学部事務長廃棄
2019年度 文書関係業務 郵便物等に関するもの 郵便物等関係（2019年度） 歯学部事務部総務 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 歯学部事務長廃棄
2020年度 文書関係業務 郵便物等に関するもの 郵便物等関係（2020年度） 歯学部事務部総務 2021/4/1 3 2024/3/31 紙 事務室 歯学部事務長廃棄
2021年度 文書関係業務 郵便物等に関するもの 郵便物等関係（2021年度） 歯学部事務部総務 2022/4/1 3 2025/3/31 紙 事務室 歯学部事務長廃棄
2017年度 会議 役員会、経営協議会、教育研究評議会・教授会の記録に平成29年度教授会 教養部総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2018年度 会議 役員会、経営協議会、教育研究評議会・教授会の記録に2018年度教授会 教養部総務掛 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2019年度 会議 役員会、経営協議会、教育研究評議会・教授会の記録に2019年度教授会 教養部総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2020年度 会議 役員会、経営協議会、教育研究評議会・教授会の記録に2020年度教授会 教養部総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2021年度 会議 役員会、経営協議会、教育研究評議会・教授会の記録に2021年度教授会 教養部総務係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成29年度運営委員会 教養部総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成30年度運営委員会 教養部総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2019年度運営委員会 教養部総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2020年度運営委員会 教養部総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2021年度運営委員会 教養部総務係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2017年度 文書関係業務 文書処理に関する表簿 平成29年度警備取締り・清掃日誌 教養部総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2018年度 文書関係業務 文書処理に関する表簿 2018年度警備取締り・清掃日誌 教養部総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2019年度 文書関係業務 文書処理に関する表簿 2019年度警備取締り・清掃日誌 教養部総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2020年度 文書関係業務 文書処理に関する表簿 2020年度警備取締り・清掃日誌 教養部総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2021年度 文書関係業務 文書処理に関する表簿 2021年度警備取締り・清掃日誌 教養部総務係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2017年度 文書関係業務 文書処理に関する表簿 平成29年度文書処理簿 教養部総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2018年度 文書関係業務 文書処理に関する表簿 2018年度文書処理簿 教養部総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2019年度 文書関係業務 文書処理に関する表簿 2019年度文書処理簿 教養部総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2020年度 文書関係業務 文書処理に関する表簿 2020年度文書処理簿 教養部総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2021年度 文書関係業務 文書処理に関する表簿 2021年度文書処理簿 教養部総務係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2017年度 大学の運営（管理・運営） 労働状況記録簿 平成29年度労働状況記録簿 教養部総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2018年度 大学の運営（管理・運営） 労働状況記録簿 2018年度労働状況記録簿 教養部総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2019年度 大学の運営（管理・運営） 労働状況記録簿 2019年度労働状況記録簿 教養部総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2020年度 大学の運営（管理・運営） 労働状況記録簿 2020年度労働状況記録簿 教養部総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2021年度 大学の運営（管理・運営） 労働状況記録簿 2021年度労働状況記録簿 教養部総務係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
201７年度 大学の運営（管理・運営） 休暇簿に関するもの 平成29年度休暇簿 教養部総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2018年度 大学の運営（管理・運営） 休暇簿に関するもの 2018年度休暇簿 教養部総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2019年度 大学の運営（管理・運営） 休暇簿に関するもの 2019年度休暇簿 教養部総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2020年度 大学の運営（管理・運営） 休暇簿に関するもの 2020年度休暇簿 教養部総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2021年度 大学の運営（管理・運営） 休暇簿に関するもの 2021年度休暇簿 教養部総務係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
201７年度 大学の運営（管理・運営） 休暇簿に関するもの 平成29年度休日に労働することを命じた場合の振替・代休簿 教養部総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2018年度 大学の運営（管理・運営） 休暇簿に関するもの 2018年度休日に労働することを命じた場合の振替・代休簿 教養部総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2019年度 大学の運営（管理・運営） 休暇簿に関するもの 2019年度休日に労働することを命じた場合の振替・代休簿 教養部総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2020年度 大学の運営（管理・運営） 休暇簿に関するもの 2020年度休日に労働することを命じた場合の振替・代休簿 教養部総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2021年度 大学の運営（管理・運営） 休暇簿に関するもの 2021年度休日に労働することを命じた場合の振替・代休簿 教養部総務係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2019年度 文書関係業務 郵便物等に関するもの 2019年度郵便受領簿 教養部総務係 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2020年度 文書関係業務 郵便物等に関するもの 2020年度郵便受領簿 教養部総務係 2021/4/1 3 2024/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2021年度 文書関係業務 郵便物等に関するもの 2021年度郵便受領簿 教養部総務係 2022/4/1 3 2025/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2017年度 文書関係業務 旅行命令簿 平成29年度旅行命令簿 教養部総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2018年度 文書関係業務 旅行命令簿 2018年度旅行命令簿 教養部総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2019年度 文書関係業務 旅行命令簿 2019年度旅行命令簿 教養部総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2020年度 文書関係業務 旅行命令簿 2020年度旅行命令簿 教養部総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2021年度 文書関係業務 旅行命令簿 2021年度旅行命令簿 教養部総務係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2016年度 文書関係業務 公印使用簿 公印使用簿（平成28年度～） 教養部総務掛 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2015年度 大学の運営 資産（土地・建物を除く）に関するもの 切手受払簿（平成25年度～2019年度） 教養部総務掛 2014/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2011年度 大学の運営 防火・防災管理に関するもの 消防関係（2011年度～） 教養部総務掛 2022/4/1 10 2032/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2017年度 大学広報 学術講演会の実施に関するもの 平成29年度公開講座 教養部総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2018年度 大学広報 学術講演会の実施に関するもの 2018年度公開講座 教養部総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2019年度 大学広報 学術講演会の実施に関するもの 2019年度公開講座 教養部総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2019年度 人事評価関係 教員個人評価に関するもの 2019年度教員業績評価 教養部総務係 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2020年度 人事評価関係 教員個人評価に関するもの 2020年度教員業績評価 教養部総務係 2021/4/1 3 2024/3/31 紙及び電子 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2021年度 人事評価関係 教員個人評価に関するもの 2021年度教員業績評価 教養部総務係 2022/4/1 3 2025/3/31 紙及び電子 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2019年度 人事評価関係 教員個人評価に関するもの 2019年度教員自己評価 教養部総務係 2020/4/1 3 2023/3/31 電子 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2020年度 人事評価関係 教員個人評価に関するもの 2020年度教員自己評価 教養部総務係 2021/4/1 3 2024/3/31 電子 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2021年度 人事評価関係 教員個人評価に関するもの 2021年度教員自己評価 教養部総務係 2022/4/1 3 2025/3/31 電子 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2017年度 文書関係業務 文書処理に関する表簿 平成29年度庶務関係 教養部総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2018年度 文書関係業務 文書処理に関する表簿 2018年度庶務関係 教養部総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2019年度 文書関係業務 文書処理に関する表簿 2019年度庶務関係 教養部総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成29年度学生委員会 教養部教養教務 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成30年度学生委員会 教養部教養教務 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2019年度学生委員会 教養部教養教務 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2020年度学生委員会 教養部教養教務 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2021年度学生委員会 教養部教養教務 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 教養事務室教養事務室事廃棄
2009年度 教育 定期試験採点表 定期試験採点表 教養部教養教務 2010/4/1 13 2023/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2010年度 教育 定期試験採点表 定期試験採点表 教養部教養教務 2011/4/1 13 2024/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2011年度 教育 定期試験採点表 定期試験採点表 教養部教養教務 2012/4/1 13 2025/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
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2012年度 教育 定期試験採点表 定期試験採点表 教養部教養教務 2013/4/1 13 2026/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2013年度 教育 定期試験採点表 定期試験採点表 教養部教養教務 2014/4/1 13 2027/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2014年度 教育 定期試験採点表 定期試験採点表 教養部教養教務 2015/4/1 13 2028/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2015年度 教育 定期試験採点表 定期試験採点表 教養部教養教務 2016/4/1 13 2029/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2016年度 教育 定期試験採点表 定期試験採点表 教養部教養教務 2017/4/1 13 2030/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2017年度 教育 定期試験採点表 定期試験採点表 教養部教養教務 2018/4/1 13 2031/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2018年度 教育 定期試験採点表 定期試験採点表 教養部教養教務 2019/4/1 13 2032/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2019年度 教育 定期試験採点表 定期試験採点表 教養部教養教務 2020/4/1 13 2033/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2020年度 教育 定期試験採点表 定期試験採点表 教養部教養教務 2021/4/1 13 2034/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2021年度 教育 定期試験採点表 定期試験採点表 教養部教養教務 2022/4/1 13 2035/3/31 紙 事務室・倉 教養事務室事廃棄
2017年度 教育 定期試験に関するもの（採点表を除く） 平成29年度学生の定期試験関係（採点表を除く） 教養部教養教務 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2018年度 教育 定期試験に関するもの（採点表を除く） 平成30年度学生の定期試験関係（採点表を除く） 教養部教養教務 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2019年度 教育 定期試験に関するもの（採点表を除く） 2019年度学生の定期試験関係（採点表を除く） 教養部教養教務 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2020年度 教育 定期試験に関するもの（採点表を除く） 2020年度学生の定期試験関係（採点表を除く） 教養部教養教務 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2021年度 教育 定期試験に関するもの（採点表を除く） 2021年度学生の定期試験関係（採点表を除く） 教養部教養教務 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉 教養事務室事廃棄
1992年度 教育 教育課程 平成4年度教育課程関係（学部） 教養部教養教務 1993/4/1 30 2023/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
1993年度 教育 教育課程 平成5年度教育課程関係（学部） 教養部教養教務 1994/4/1 30 2024/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
1994年度 教育 教育課程 平成6年度教育課程関係（学部） 教養部教養教務 1995/4/1 30 2025/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
1995年度 教育 教育課程 平成7年度教育課程関係（学部） 教養部教養教務 1996/4/1 30 2026/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
1996年度 教育 教育課程 平成8年度教育課程関係（学部） 教養部教養教務 1997/4/1 30 2027/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
1997年度 教育 教育課程 平成9年度教育課程関係（学部） 教養部教養教務 1998/4/1 30 2028/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
1998年度 教育 教育課程 平成10年度教育課程関係（学部） 教養部教養教務 1999/4/1 30 2029/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
1999年度 教育 教育課程 平成11年度教育課程関係（学部） 教養部教養教務 2000/4/1 30 2030/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2000年度 教育 教育課程 平成12年度教育課程関係（学部） 教養部教養教務 2001/4/1 30 2031/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2001年度 教育 教育課程 平成13年度教育課程関係（学部） 教養部教養教務 2002/4/1 30 2032/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2002年度 教育 教育課程 平成14年度教育課程関係（学部） 教養部教養教務 2003/4/1 30 2033/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2003年度 教育 教育課程 平成15年度教育課程関係（学部） 教養部教養教務 2004/4/1 30 2034/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2004年度 教育 教育課程 平成16年度教育課程関係（学部） 教養部教養教務 2005/4/1 30 2035/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2005年度 教育 教育課程 平成17年度教育課程関係（学部） 教養部教養教務 2006/4/1 30 2036/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2006年度 教育 教育課程 平成18年度教育課程関係（学部） 教養部教養教務 2007/4/1 30 2037/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2007年度 教育 教育課程 平成19年度教育課程関係（学部） 教養部教養教務 2008/4/1 30 2038/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2008年度 教育 教育課程 平成20年度教育課程関係（学部） 教養部教養教務 2009/4/1 30 2039/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2009年度 教育 教育課程 平成21年度教育課程関係（学部） 教養部教養教務 2010/4/1 30 2040/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2010年度 教育 教育課程 平成22年度教育課程関係（学部） 教養部教養教務 2011/4/1 30 2041/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2011年度 教育 教育課程 平成23年度教育課程関係（学部） 教養部教養教務 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2012年度 教育 教育課程 平成24年度教育課程関係（学部） 教養部教養教務 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2013年度 教育 教育課程 平成25年度教育課程関係（学部） 教養部教養教務 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2014年度 教育 教育課程 平成26年度教育課程関係（学部） 教養部教養教務 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2015年度 教育 教育課程 平成27年度教育課程関係（学部） 教養部教養教務 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2016年度 教育 教育課程 平成28年度教育課程関係（学部） 教養部教養教務 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2017年度 教育 教育課程 平成29年度教育課程関係（学部） 教養部教養教務 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2018年度 教育 教育課程 平成30年度教育課程関係（学部） 教養部教養教務 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2019年度 教育 教育課程 2019年度教育課程関係（学部） 教養部教養教務 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2020年度 教育 教育課程 2020年度教育課程関係（学部） 教養部教養教務 2021/4/1 30 2051/3/31 紙 事務室・倉 教養部事務長廃棄
2021年度 教育 教育課程 2021年度教育課程関係（学部） 教養部教養教務 2022/4/1 30 2052/3/31 紙 事務室・倉 教養事務室事廃棄
2017年度 会議 役員会、経営協議会、教育研究評議会・教授会の記録に平成29年度教授会 生体工学研究所総 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2018年度 会議 役員会、経営協議会、教育研究評議会・教授会の記録に平成30年度教授会 生体工学研究所総 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2019年度 会議 役員会、経営協議会、教育研究評議会・教授会の記録に令和元年度教授会 生体工学研究所総 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2020年度 会議 役員会、経営協議会、教育研究評議会・教授会の記録に令和２年度教授会 生体工学研究所総 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2021年度 会議 役員会、経営協議会、教育研究評議会・教授会の記録に令和３年度教授会 生体工学研究所総 2022/4/1 5 2027/3/31 紙及び電子 生体工学研生体工学研究廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成29年度国立大学附置研究所・センター長会議 生体工学研究所総 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成30年度国立大学附置研究所・センター長会議 生体工学研究所総 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 令和元年度国立大学附置研究所・センター長会議 生体工学研究所総 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 令和２年度国立大学附置研究所・センター長会議 生体工学研究所総 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 令和３年度国立大学附置研究所・センター長会議 生体工学研究所総 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成29年度四大学連合の附置研究所長懇談会 生体工学研究所総 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成30年度四大学連合の附置研究所長懇談会 生体工学研究所総 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 令和元年度四大学連合の附置研究所長懇談会 生体工学研究所総 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 令和２年度四大学連合の附置研究所長懇談会 生体工学研究所総 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 令和３年度四大学連合の附置研究所長懇談会 生体工学研究所総 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成29年度倫理審査委員会 生体工学研究所総 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成30年度倫理審査委員会 生体工学研究所総 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 令和元年度倫理審査委員会 生体工学研究所総 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2017年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 平成29年各種統計調査に関するもの 生体工学研究所事 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2018年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 平成30年各種統計調査に関するもの 生体工学研究所事 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2019年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 令和元年各種統計調査に関するもの 生体工学研究所事 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2020年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 令和２年各種統計調査に関するもの 生体工学研究所事 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2021年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 令和３年各種統計調査に関するもの 生体工学研究所事 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2017年度 文書関係業務 公印使用簿 平成29年公印使用簿 生体工学研究所総 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2018年度 文書関係業務 公印使用簿 平成30年公印使用簿 生体工学研究所総 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
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2019年度 文書関係業務 公印使用簿 令和元年度公印使用簿 生体工学研究所総 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2020年度 文書関係業務 公印使用簿 令和２年度公印使用簿 生体工学研究所総 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2021年度 文書関係業務 公印使用簿 令和３年度公印使用簿 生体工学研究所総 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2017年度 文書関係業務 旅行命令簿 平成29年度旅行命令簿 生体工学研究所総 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2018年度 文書関係業務 旅行命令簿 平成30年度旅行命令簿 生体工学研究所総 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2019年度 文書関係業務 旅行命令簿 令和元年度旅行命令簿 生体工学研究所総 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2020年度 文書関係業務 旅行命令簿 令和２年度旅行命令簿 生体工学研究所総 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2021年度 文書関係業務 旅行命令簿 令和３年度旅行命令簿 生体工学研究所総 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2019年度 文書関係業務 郵便物等に関するもの 令和元年度郵便発送控簿 生体工学研究所総 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2020年度 文書関係業務 郵便物等に関するもの 令和２年度郵便発送控簿 生体工学研究所総 2021/4/1 3 2024/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2021年度 文書関係業務 郵便物等に関するもの 令和３年度郵便発送控簿 生体工学研究所総 2022/4/1 3 2025/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2017年度 大学の運営 労働状況記録簿 平成29年度労働状況記録簿 生体工学研究所総 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2017年度 大学の運営 労働状況記録簿 平成29年度出勤簿に関するもの 生体工学研究所総 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2018年度 大学の運営 労働状況記録簿 平成30年度出勤簿に関するもの 生体工学研究所総 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2019年度 大学の運営 労働状況記録簿 令和元年度出勤簿に関するもの 生体工学研究所総 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2020年度 大学の運営 労働状況記録簿 令和２年度出勤簿に関するもの 生体工学研究所総 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2021年度 大学の運営 労働状況記録簿 令和３年度出勤簿に関するもの 生体工学研究所総 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2017年度 大学の運営 労働状況記録簿 平成29年度休暇簿に関するもの 生体工学研究所総 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2019年度 大学の運営 労働状況記録簿 令和元年度休暇簿に関するもの 生体工学研究所総 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2020年度 大学の運営 労働状況記録簿 令和２年度休暇簿に関するもの 生体工学研究所総 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2021年度 大学の運営 労働状況記録簿 令和３年度休暇簿に関するもの 生体工学研究所総 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
1999年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 生体材料工学研究所年報1999 生体工学研究所総 2000/4/1 30 2030/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2000年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 生体材料工学研究所年報2000 生体工学研究所総 2001/4/1 30 2031/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2001年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 生体材料工学研究所年報2001 生体工学研究所総 2002/4/1 30 2032/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2002年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 生体材料工学研究所年報2002 生体工学研究所総 2003/4/1 30 2033/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2003年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 生体材料工学研究所年報2003 生体工学研究所総 2004/4/1 30 2034/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2004年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 生体材料工学研究所年報2004 生体工学研究所総 2005/4/1 30 2035/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2005年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 生体材料工学研究所年報2005 生体工学研究所総 2006/4/1 30 2036/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2006年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 生体材料工学研究所年報2006 生体工学研究所総 2007/4/1 30 2037/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2007年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 生体材料工学研究所年報2007 生体工学研究所総 2008/4/1 30 2038/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2008年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 生体材料工学研究所年報2008 生体工学研究所総 2009/4/1 30 2039/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2009年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 生体材料工学研究所年報2009 生体工学研究所総 2010/4/1 30 2040/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2010年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 生体材料工学研究所年報2010 生体工学研究所総 2011/4/1 30 2041/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2011年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 生体材料工学研究所年報2011 生体工学研究所総 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2012年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 生体材料工学研究所年報2012 生体工学研究所総 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2013年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 生体材料工学研究所年報2013 生体工学研究所総 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2014年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 生体材料工学研究所年報2014 生体工学研究所総 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2015年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 生体材料工学研究所年報2015 生体工学研究所総 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2016年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 生体材料工学研究所年報2016 生体工学研究所総 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2017年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 生体材料工学研究所年報2017 生体工学研究所総 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2018年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 生体材料工学研究所年報2018 生体工学研究所総 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2019年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 生体材料工学研究所年報2019 生体工学研究所総 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2020年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 生体材料工学研究所年報2020 生体工学研究所総 2021/4/1 30 2051/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2021年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 生体材料工学研究所年報2021 生体工学研究所総 2022/4/1 30 2052/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
1973年度 教育 学籍簿 専攻生学籍簿 生体工学研究所総 1974/4/1 無期限 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2017年度 教育 学生の受け入れに関するもの 平成29年度学生受入関係 生体工学研究所総 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2018年度 教育 学生の受け入れに関するもの 平成30年度学生受入関係 生体工学研究所総 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2019年度 教育 学生の受け入れに関するもの 2019年度学生受入関係 生体工学研究所総 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2020年度 教育 学生の受け入れに関するもの 2020年度学生受入関係 生体工学研究所総 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2021年度 教育 学生の受け入れに関するもの 2021年度学生受入関係 生体工学研究所総 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2017年度 会議 人事委員会に関するもの 2017年度人事委員会 生体工学研究所総 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2018年度 会議 人事委員会に関するもの 2018年度人事委員会 生体工学研究所総 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2019年度 会議 人事委員会に関するもの 2019年度人事委員会 生体工学研究所総 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2020年度 会議 人事委員会に関するもの 2020年度人事委員会 生体工学研究所総 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2021年度 会議 人事委員会に関するもの 2021年度人事委員会 生体工学研究所総 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2017年度 大学の運営 実験廃液等処理に関するもの 2017年度実験廃液処理関係 生体工学研究所総 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2018年度 大学の運営 実験廃液等処理に関するもの 2018年度実験廃液処理関係 生体工学研究所総 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2019年度 大学の運営 実験廃液等処理に関するもの 2019年度実験廃液処理関係 生体工学研究所総 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2020年度 大学の運営 実験廃液等処理に関するもの 2020年度実験廃液処理関係 生体工学研究所総 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2021年度 大学の運営 実験廃液等処理に関するもの 2021年度実験廃液処理関係 生体工学研究所総 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 生体工学研生体工学研究廃棄
2017年度 大学の運営 労働状況記録簿 2017年度出勤簿 難治疾患研究所事務部 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2018年度 大学の運営 労働状況記録簿 2018年度出勤簿 難治疾患研究所事務部 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2019年度 大学の運営 労働状況記録簿 2019年度出勤簿 難治疾患研究所事務部 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2020年度 大学の運営 労働状況記録簿 2020年度労働状況記録簿 難治疾患研究所事務部 2021/4/1 5 2026/3/31 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2021年度 大学の運営 労働状況記録簿 2021年度労働状況記録簿 難治疾患研究所事務部 2022/4/1 5 2027/3/31 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2017年度 大学の運営 労働状況記録簿 2017年度労働状況報告書 難治疾患研究所事務部 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2018年度 大学の運営 労働状況記録簿 2018年度労働状況報告書 難治疾患研究所事務部 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2019年度 大学の運営 労働状況記録簿 2019年度労働状況報告書 難治疾患研究所事務部 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2020年度 大学の運営 労働状況記録簿 2020年度労働状況報告書 難治疾患研究所事務部 2021/4/1 5 2026/3/31 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2021年度 大学の運営 労働状況記録簿 2021年度労働状況報告書 難治疾患研究所事務部 2022/4/1 5 2027/3/31 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
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2017年度 大学の運営 休暇簿に関するもの 2017年度休暇簿・振替簿 難治疾患研究所事務部 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2018年度 大学の運営 休暇簿に関するもの 2018年度休暇簿・振替簿 難治疾患研究所事務部 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2019年度 大学の運営 休暇簿に関するもの 2019年度休暇簿・振替簿 難治疾患研究所事務部 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2020年度 大学の運営 休暇簿に関するもの 2020年度休暇簿・振替簿 難治疾患研究所事務部 2021/4/1 5 2026/3/31 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2021年度 大学の運営 休暇簿に関するもの 2021年度休暇簿・振替簿 難治疾患研究所事務部 2022/4/1 5 2027/3/31 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2021年度 大学の運営 身分証明書に関するもの 2021年度貸出用身分証明書発行台帳 難治疾患研究所事務部 2022/4/1 1 2023/3/31 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2017年度 会議 学長会議、事務局長会議、部長会議などに関するもので重要なもの 2017年度国立大学附置研究所・センター会議 難治疾患研究所事務部 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2018年度 会議 学長会議、事務局長会議、部長会議などに関するもので重要なもの 2018年度国立大学附置研究所・センター会議 難治疾患研究所事務部 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2019年度 会議 学長会議、事務局長会議、部長会議などに関するもので重要なもの 2019年度国立大学附置研究所・センター会議 難治疾患研究所事務部 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2020年度 会議 学長会議、事務局長会議、部長会議などに関するもので重要なもの 2020年度国立大学附置研究所・センター会議 難治疾患研究所事務部 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2021年度 会議 学長会議、事務局長会議、部長会議などに関するもので重要なもの 2021年度国立大学附置研究所・センター会議 難治疾患研究所事務部 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2017年度 会議 学長会議、事務局長会議、部長会議などに関するもので重要なもの 2017年度四大学連合附置研究所懇談会 難治疾患研究所事務部 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2018年度 会議 学長会議、事務局長会議、部長会議などに関するもので重要なもの 2018年度四大学連合附置研究所懇談会 難治疾患研究所事務部 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2019年度 会議 学長会議、事務局長会議、部長会議などに関するもので重要なもの 2019年度四大学連合附置研究所懇談会 難治疾患研究所事務部 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2020年度 会議 学長会議、事務局長会議、部長会議などに関するもので重要なもの 2020年度四大学連合附置研究所懇談会 難治疾患研究所事務部 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2021年度 会議 学長会議、事務局長会議、部長会議などに関するもので重要なもの 2021年度四大学連合附置研究所懇談会 難治疾患研究所事務部 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2017年度 会議 役員会、経営協議会、教育研究評議会・教授会の記録に関するもの 2017年度難治疾患研究所運営協議会 難治疾患研究所事務部 2018/4/1 5 2023/3/31 電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2018年度 会議 役員会、経営協議会、教育研究評議会・教授会の記録に関するもの 2018年度難治疾患研究所運営協議会 難治疾患研究所事務部 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2019年度 会議 役員会、経営協議会、教育研究評議会・教授会の記録に関するもの 2019年度難治疾患研究所運営協議会 難治疾患研究所事務部 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2020年度 会議 役員会、経営協議会、教育研究評議会・教授会の記録に関するもの 2020年度難治疾患研究所運営協議会 難治疾患研究所事務部 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2021年度 会議 役員会、経営協議会、教育研究評議会・教授会の記録に関するもの 2021年度難治疾患研究所運営協議会 難治疾患研究所事務部 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2017年度 会議 役員会、経営協議会、教育研究評議会・教授会の記録に関するもの 2017年度難治疾患研究所教授会 難治疾患研究所事務部 2018/4/1 5 2023/3/31 電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2018年度 会議 役員会、経営協議会、教育研究評議会・教授会の記録に関するもの 2018年度難治疾患研究所教授会 難治疾患研究所事務部 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2019年度 会議 役員会、経営協議会、教育研究評議会・教授会の記録に関するもの 2019年度難治疾患研究所教授会 難治疾患研究所事務部 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2020年度 会議 役員会、経営協議会、教育研究評議会・教授会の記録に関するもの 2020年度難治疾患研究所教授会 難治疾患研究所事務部 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2020年度 会議 役員会、経営協議会、教育研究評議会・教授会の記録に関するもの 2020年度難治疾患研究所教授会 難治疾患研究所事務部 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2021年度 会議 役員会、経営協議会、教育研究評議会・教授会の記録に関するもの 2021年度難治疾患研究所教授会 難治疾患研究所事務部 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2021年度難治疾患研究所運営諮問委員会 難治疾患研究所事務部 2022/4/1 5 2027/3/31 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
1992年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 1992年難治疾患研究所年報 難治疾患研究所事務部 1993/4/1 30 2023/3/31 紙 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
1993年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 1993年難治疾患研究所年報 難治疾患研究所事務部 1994/4/1 30 2024/3/31 紙 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
1994年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 1994年難治疾患研究所年報 難治疾患研究所事務部 1995/4/1 30 2025/3/31 紙 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
1995年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 1995年難治疾患研究所年報 難治疾患研究所事務部 1996/4/1 30 2026/3/31 紙 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
1996年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 1996年難治疾患研究所年報 難治疾患研究所事務部 1997/4/1 30 2027/3/31 紙 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
1997年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 1997年難治疾患研究所年報 難治疾患研究所事務部 1998/4/1 30 2028/3/31 紙 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
1998年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 1998年難治疾患研究所年報 難治疾患研究所事務部 1999/4/1 30 2029/3/31 紙 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
1999年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 1999年難治疾患研究所年報 難治疾患研究所事務部 2000/4/1 30 2030/3/31 紙 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2000年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 2000年難治疾患研究所年報 難治疾患研究所事務部 2001/4/1 30 2031/3/31 紙 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2001年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 2001年難治疾患研究所年報 難治疾患研究所事務部 2002/4/1 30 2032/3/31 紙 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2002年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 2002年難治疾患研究所年報 難治疾患研究所事務部 2003/4/1 30 2033/3/31 紙 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2003年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 2003年難治疾患研究所年報 難治疾患研究所事務部 2004/4/1 30 2034/3/31 紙 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2004年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 2004年難治疾患研究所年報 難治疾患研究所事務部 2005/4/1 30 2035/3/31 紙 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2005年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 2005年難治疾患研究所年報 難治疾患研究所事務部 2006/4/1 30 2036/3/31 紙 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2006年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 2006年難治疾患研究所年報 難治疾患研究所事務部 2007/4/1 30 2037/3/31 紙 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2007年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 2007年難治疾患研究所年報 難治疾患研究所事務部 2008/4/1 30 2038/3/31 紙 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2008年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 2008年難治疾患研究所年報 難治疾患研究所事務部 2009/4/1 30 2039/3/31 紙 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2009年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 2009年難治疾患研究所年報 難治疾患研究所事務部 2010/4/1 30 2040/3/31 紙 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2010年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 2010年難治疾患研究所年報 難治疾患研究所事務部 2011/4/1 30 2041/3/31 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2011年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 2011年難治疾患研究所年報 難治疾患研究所事務部 2012/4/1 30 2042/3/31 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2012年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 2012年難治疾患研究所年報 難治疾患研究所事務部 2013/4/1 30 2043/3/31 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2013年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 2013年難治疾患研究所年報 難治疾患研究所事務部 2014/4/1 30 2044/3/31 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2014年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 2014年難治疾患研究所年報 難治疾患研究所事務部 2015/4/1 30 2045/3/31 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2015年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 2015年難治疾患研究所年報 難治疾患研究所事務部 2016/4/1 30 2046/3/31 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2016年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 2016年難治疾患研究所年報 難治疾患研究所事務部 2017/4/1 30 2047/3/31 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2017年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 2017年難治疾患研究所年報 難治疾患研究所事務部 2018/4/1 30 2048/3/31 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2018年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 2018年難治疾患研究所年報 難治疾患研究所事務部 2019/4/1 30 2049/3/31 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2019年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 2019年難治疾患研究所年報 難治疾患研究所事務部 2020/4/1 30 2050/3/31 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2020年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 2020年難治疾患研究所年報 難治疾患研究所事務部 2021/4/1 30 2051/3/31 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2021年度 大学広報 本学が発行する広報・学報・職員録等（保存用） 2021年難治疾患研究所年報 難治疾患研究所事務部 2022/4/1 30 2052/3/31 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2017年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 2017年度一般原議書 難治疾患研究所事務部 2018/4/1 5 2023/3/31 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2018年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 2018年度一般原議書 難治疾患研究所事務部 2019/4/1 5 2024/3/31 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2019年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 2019年度一般原議書 難治疾患研究所事務部 2020/4/1 5 2025/3/31 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2020年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 2020年度一般原議書 難治疾患研究所事務部 2021/4/1 5 2026/3/31 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2021年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 2021年度一般原議書 難治疾患研究所事務部 2022/4/1 5 2027/3/31 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2019年度 文書関係業務 郵便物等に関するもの 2019年度郵便発送簿 難治疾患研究所事務部 2020/4/1 3 2023/3/31 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2020年度 文書関係業務 郵便物等に関するもの 2020年度郵便発送簿 難治疾患研究所事務部 2021/4/1 3 2024/3/31 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2021年度 文書関係業務 郵便物等に関するもの 2021年度郵便発送簿 難治疾患研究所事務部 2022/4/1 3 2025/3/31 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2013年度 人事管理 教職員の人事管理に関するもの 2013年度教員選考資料 難治疾患研究所事務部 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2014年度 人事管理 教職員の人事管理に関するもの 2014年度教員選考資料 難治疾患研究所事務部 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2015年度 人事管理 教職員の人事管理に関するもの 2015年度教員選考資料 難治疾患研究所事務部 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2016年度 人事管理 教職員の人事管理に関するもの 2016年度教員選考資料 難治疾患研究所事務部 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
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⑩保存
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の措置

⑪備考⑥保存期間満了日①作成・取得年度等

②　分　　類
③作成者・取得者 ④起算日 ⑤保存期間

2017年度 人事管理 教職員の人事管理に関するもの 2017年度教員選考資料 難治疾患研究所事務部 2018/4/1 10 2028/3/31 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2018年度 人事管理 教職員の人事管理に関するもの 2018年度教員選考資料 難治疾患研究所事務部 2019/4/1 10 2029/3/31 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2019年度 人事管理 教職員の人事管理に関するもの 2019年度教員選考資料 難治疾患研究所事務部 2020/4/1 10 2030/3/31 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2020年度 人事管理 教職員の人事管理に関するもの 2020年度教員選考資料 難治疾患研究所事務部 2021/4/1 10 2031/3/31 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2021年度 人事管理 教職員の人事管理に関するもの 2021年度教員選考資料 難治疾患研究所事務部 2022/4/1 10 2032/3/31 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2021年度 人事管理 人事事項の証明に関するもの 専攻生に係る各種証明書（2021年度発行分） 難治疾患研究所事務部 2022/4/1 1 2023/3/31 電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2019年度 人事評価関係 教員個人評価に関するもの 2019年度教員個人評価 難治疾患研究所事務部 2020/4/1 3 2023/3/31 電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2020年度 人事評価関係 教員個人評価に関するもの 2020年度教員個人評価 難治疾患研究所事務部 2021/4/1 3 2024/3/31 電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2021年度 人事評価関係 教員個人評価に関するもの 2021年度教員個人評価 難治疾患研究所事務部 2022/4/1 3 2025/3/31 電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2013年度 人事評価関係 教員個人評価に関するもの 2013年度教員業績評価 難治疾患研究所事務部 ※ 3 ※ 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄 ※教員ごとにファイルを作成しているため、特定の保存期間は設定しない。当該教員辞職後から起算して3年間保管

2014年度 人事評価関係 教員個人評価に関するもの 2014年度教員業績評価 難治疾患研究所事務部 ※ 3 ※ 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄 ※教員ごとにファイルを作成しているため、特定の保存期間は設定しない。当該教員辞職後から起算して3年間保管

2015年度 人事評価関係 教員個人評価に関するもの 2015年度教員業績評価 難治疾患研究所事務部 ※ 3 ※ 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄 ※教員ごとにファイルを作成しているため、特定の保存期間は設定しない。当該教員辞職後から起算して3年間保管

2016年度 人事評価関係 教員個人評価に関するもの 2016年度教員業績評価 難治疾患研究所事務部 ※ 3 ※ 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄 ※教員ごとにファイルを作成しているため、特定の保存期間は設定しない。当該教員辞職後から起算して3年間保管

2017年度 人事評価関係 教員個人評価に関するもの 2017年度教員業績評価 難治疾患研究所事務部 ※ 3 ※ 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄 ※教員ごとにファイルを作成しているため、特定の保存期間は設定しない。当該教員辞職後から起算して3年間保管

2018年度 人事評価関係 教員個人評価に関するもの 2018年度教員業績評価 難治疾患研究所事務部 ※ 3 ※ 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄 ※教員ごとにファイルを作成しているため、特定の保存期間は設定しない。当該教員辞職後から起算して3年間保管

2019年度 人事評価関係 教員個人評価に関するもの 2019年度教員業績評価 難治疾患研究所事務部 ※ 3 ※ 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄 ※教員ごとにファイルを作成しているため、特定の保存期間は設定しない。当該教員辞職後から起算して3年間保管

2020年度 人事評価関係 教員個人評価に関するもの 2020年度教員業績評価 難治疾患研究所事務部 ※ 3 ※ 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2021年度 人事評価関係 教員個人評価に関するもの 2021年度教員業績評価 難治疾患研究所事務部 ※ 3 ※ 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2019年度 研修関係 研修に関するもの 2019年度難研セミナー 難治疾患研究所事務部 2020/4/1 3 2023/3/31 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2020年度 研修関係 研修に関するもの 2020年度難研セミナー 難治疾患研究所事務部 2021/4/1 3 2024/3/31 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2021年度 研修関係 研修に関するもの 2021年度難研セミナー 難治疾患研究所事務部 2022/4/1 3 2025/3/31 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2019年度 研修関係 研修に関するもの 2019年度難治疾患研究所駿河台国際シンポジウム 難治疾患研究所事務部 2020/4/1 3 2023/3/31 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2020年度 研修関係 研修に関するもの 2020年度難治疾患研究所駿河台国際シンポジウム 難治疾患研究所事務部 2021/4/1 3 2024/3/31 電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2021年度 研修関係 研修に関するもの 2021年度難治疾患研究所駿河台国際シンポジウム 難治疾患研究所事務部 2022/4/1 3 2025/3/31 電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2019年度 研修関係 研修に関するもの 2019年度難治疾患研究所教職員研修（ＦＤ） 難治疾患研究所事務部 2020/4/1 3 2023/3/31 電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2020年度 研修関係 研修に関するもの 2020年度難治疾患研究所教職員研修（ＦＤ） 難治疾患研究所事務部 2021/4/1 3 2024/3/31 電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2021年度 研修関係 研修に関するもの 2021年度難治疾患研究所教職員研修（ＦＤ） 難治疾患研究所事務部 2022/4/1 3 2025/3/31 電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2017年度 外部資金 補助金の申請等に関するもの 2017年度共同利用・共同研究拠点（難治疾患共同研究拠点） 難治疾患研究所事務部 2018/4/1 5 2023/3/31 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2018年度 外部資金 補助金の申請等に関するもの 2018年度共同利用・共同研究拠点（難治疾患共同研究拠点） 難治疾患研究所事務部 2019/4/1 5 2024/3/31 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2019年度 外部資金 補助金の申請等に関するもの 2019年度共同利用・共同研究拠点（難治疾患共同研究拠点） 難治疾患研究所事務部 2020/4/1 5 2025/3/31 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2020年度 外部資金 補助金の申請等に関するもの 2020年度共同利用・共同研究拠点（難治疾患共同研究拠点） 難治疾患研究所事務部 2021/4/1 5 2026/3/31 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2021年度 外部資金 補助金の申請等に関するもの 2021年度共同利用・共同研究拠点（難治疾患共同研究拠点） 難治疾患研究所事務部 2022/4/1 5 2027/3/31 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2017年度 外部資金 研究者の受入に関するもの 2017年度難治疾患研究所連携研究員受入関係 難治疾患研究所事務部 2018/4/1 5 2023/3/31 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2018年度 外部資金 研究者の受入に関するもの 2018年度難治疾患研究所連携研究員受入関係 難治疾患研究所事務部 2019/4/1 5 2024/3/31 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2019年度 外部資金 研究者の受入に関するもの 2019年度難治疾患研究所連携研究員受入関係 難治疾患研究所事務部 2020/4/1 5 2025/3/31 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2020年度 外部資金 研究者の受入に関するもの 2020年度難治疾患研究所連携研究員受入関係 難治疾患研究所事務部 2021/4/1 5 2026/3/31 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2021年度 外部資金 研究者の受入に関するもの 2021年度難治疾患研究所連携研究員受入関係 難治疾患研究所事務部 2022/4/1 5 2027/3/31 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2012年度 研究協力 利益相反マネージメントに関するもの 2012年度難治疾患研究所臨床研究利益相反委員会 難治疾患研究所事務部 2013/4/1 10 2023/3/31 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2013年度 研究協力 利益相反マネージメントに関するもの 2013年度難治疾患研究所臨床研究利益相反委員会 難治疾患研究所事務部 2014/4/1 10 2024/3/31 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2014年度 研究協力 利益相反マネージメントに関するもの 2014年度難治疾患研究所臨床研究利益相反委員会 難治疾患研究所事務部 2015/4/1 10 2025/3/31 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2015年度 研究協力 利益相反マネージメントに関するもの 2015年度難治疾患研究所臨床研究利益相反委員会 難治疾患研究所事務部 2016/4/1 10 2026/3/31 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2016年度 研究協力 利益相反マネージメントに関するもの 2016年度難治疾患研究所臨床研究利益相反委員会 難治疾患研究所事務部 2017/4/1 10 2027/3/31 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2017年度 研究協力 利益相反マネージメントに関するもの 2017年度難治疾患研究所臨床研究利益相反委員会 難治疾患研究所事務部 2018/4/1 10 2028/3/31 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2018年度 研究協力 利益相反マネージメントに関するもの 2018年度利益相反自己申告書受付表 難治疾患研究所事務部 2019/4/1 10 2029/3/31 電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄 2018年度より利益相反マネジメントが全学へ統一されたため、部局総務においては受付表のみ作成・保管（自己申告書の原本は統合研究機構産学連携係へ提出）

2019年度 研究協力 利益相反マネージメントに関するもの 2019年度利益相反自己申告書受付表 難治疾患研究所事務部 2020/4/1 10 2030/3/31 電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄 2018年度より利益相反マネジメントが全学へ統一されたため、部局総務においては受付表のみ作成・保管（自己申告書の原本は統合研究機構産学連携係へ提出）

2020年度 研究協力 利益相反マネージメントに関するもの 2020年度利益相反自己申告書受付表 難治疾患研究所事務部 2021/4/1 10 2031/3/31 電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄 2018年度より利益相反マネジメントが全学へ統一されたため、部局総務においては受付表のみ作成・保管（自己申告書の原本は統合研究機構産学連携係へ提出）

2021年度 研究協力 利益相反マネージメントに関するもの 2021年度利益相反自己申告書受付表 難治疾患研究所事務部 2022/4/1 10 2032/3/31 電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄 2018年度より利益相反マネジメントが全学へ統一されたため、部局総務においては受付表のみ作成・保管（自己申告書の原本は統合研究機構産学連携係へ提出）

2013年度 研究協力 研究に係る倫理審査に関するもの 2013年度難治疾患研究所倫理審査委員会 難治疾患研究所事務部 ※ 5 ※ 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄 ※当該研究課題終了後から起算して５年間保管

2014年度 研究協力 研究に係る倫理審査に関するもの 2014年度難治疾患研究所倫理審査委員会 難治疾患研究所事務部 ※ 5 ※ 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄 ※当該研究課題終了後から起算して５年間保管

2015年度 研究協力 研究に係る倫理審査に関するもの 2015年度難治疾患研究所倫理審査委員会 難治疾患研究所事務部 ※ 5 ※ 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄 ※当該研究課題終了後から起算して５年間保管

2016年度 研究協力 研究に係る倫理審査に関するもの 2016年度難治疾患研究所倫理審査委員会 難治疾患研究所事務部 ※ 5 ※ 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄 ※当該研究課題終了後から起算して５年間保管

2017年度 研究協力 研究に係る倫理審査に関するもの 2017年度難治疾患研究所倫理審査委員会 難治疾患研究所事務部 ※ 5 ※ 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄 ※当該研究課題終了後から起算して５年間保管

2018年度 研究協力 研究に係る倫理審査に関するもの 2018年度難治疾患研究所倫理審査委員会 難治疾患研究所事務部 ※ 5 ※ 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄 ※当該研究課題終了後から起算して５年間保管

2019年度 研究協力 研究に係る倫理審査に関するもの 2019年度難治疾患研究所倫理審査委員会 難治疾患研究所事務部 ※ 5 ※ 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄 ※当該研究課題終了後から起算して５年間保管

2020年度 研究協力 研究に係る倫理審査に関するもの 2020年度難治疾患研究所倫理審査委員会 難治疾患研究所事務部 ※ 5 ※ 電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2021年度 研究協力 研究に係る倫理審査に関するもの 2021年度難治疾患研究所倫理審査委員会 難治疾患研究所事務部 ※ 5 ※ 電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2017年度 研究協力 共同利用研究施設等の管理・運営関係文書 2017年度難治疾患研究所教育研究支援実験施設関係 難治疾患研究所事務部 2018/4/1 5 2023/3/31 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2018年度 研究協力 共同利用研究施設等の管理・運営関係文書 2018年度難治疾患研究所教育研究支援実験施設関係 難治疾患研究所事務部 2019/4/1 5 2024/3/31 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2019年度 研究協力 共同利用研究施設等の管理・運営関係文書 2019年度難治疾患研究所教育研究支援実験施設関係 難治疾患研究所事務部 2020/4/1 5 2025/3/31 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2020年度 研究協力 共同利用研究施設等の管理・運営関係文書 2020年度難治疾患研究所教育研究支援実験施設関係 難治疾患研究所事務部 2021/4/1 5 2026/3/31 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2021年度 研究協力 共同利用研究施設等の管理・運営関係文書 2021年度難治疾患研究所教育研究支援実験施設関係 難治疾患研究所事務部 2022/4/1 5 2027/3/31 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2017年度 計画・企画 予算配分に関するもの 2017年度予算配分関係 難治疾患研究所事務部 2018/4/1 5 2023/3/31 電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2018年度 計画・企画 予算配分に関するもの 2018年度予算配分関係 難治疾患研究所事務部 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2019年度 計画・企画 予算配分に関するもの 2019年度予算配分関係 難治疾患研究所事務部 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2020年度 計画・企画 予算配分に関するもの 2020年度予算配分関係 難治疾患研究所事務部 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2021年度 計画・企画 予算配分に関するもの 2021年度予算配分関係 難治疾患研究所事務部 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
― 教育 学籍簿 専攻生学籍簿 難治疾患研究所事務部 ― 無期限 ― 紙 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
― 教育 課外教育の実施に関するもので重要なもの 短期交流学生受入協定関係 難治疾患研究所事務部 ※ 5 ※ 紙 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄 ※当該協定の終了後から起算して５年間保管

― 教育 課外教育の実施に関するもので重要なもの 国際交流協定関係 難治疾患研究所事務部 ※ 5 ※ 紙 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄 ※当該協定の終了後から起算して５年間保管

2017年度 学生支援 短期留学（派遣）に関するもの 2017年度難治疾患研究所海外派遣プログラム 難治疾患研究所事務部 2018/4/1 5 2023/3/31 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
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2018年度 学生支援 短期留学（派遣）に関するもの 2018年度難治疾患研究所海外派遣プログラム 難治疾患研究所事務部 2019/4/1 5 2024/3/31 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2019年度 学生支援 短期留学（派遣）に関するもの 2019年度難治疾患研究所海外派遣プログラム 難治疾患研究所事務部 2020/4/1 5 2025/3/31 紙及び電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2020年度 学生支援 短期留学（派遣）に関するもの 2020年度難治疾患研究所海外派遣プログラム 難治疾患研究所事務部 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2021年度 学生支援 短期留学（派遣）に関するもの 2021年度難治疾患研究所海外派遣プログラム 難治疾患研究所事務部 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 難治疾患研究所事務室 難治疾患研究所事務長 廃棄
2019年度 図書館の運営 ＩＬＬ（相互貸借）に関するもの 2019年度相互利用（文献複写）申込書 図書館係 2020/4/1 3 2023/3/31 電子 図書館サー学術情報課長廃棄
2019年度 図書館の運営 ＩＬＬ（相互貸借）に関するもの 2019年度相互利用（文献複写）受付書 図書館係 2020/4/1 3 2023/3/31 電子 図書館サー学術情報課長廃棄
2019年度 図書館の運営 ＩＬＬ（相互貸借）に関するもの 2019年度文献複写相殺料金通知書 図書館係 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2019年度 図書館の運営 ＩＬＬ（相互貸借）に関するもの 2019年度ILL受付・依頼簿 図書館係 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄 記入漏れ2021/7/20追記
2020年度 図書館の運営 ＩＬＬ（相互貸借）に関するもの 2020年度相互利用（文献複写）申込書 図書館係 2021/4/1 3 2024/3/31 電子 図書館サー学術情報課長廃棄
2020年度 図書館の運営 ＩＬＬ（相互貸借）に関するもの 2020年度相互利用（文献複写）受付書 図書館係 2021/4/1 3 2024/3/31 電子 図書館サー学術情報課長廃棄
2020年度 図書館の運営 ＩＬＬ（相互貸借）に関するもの 2020年度文献複写相殺料金通知書 図書館係 2021/4/1 3 2024/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2020年度 図書館の運営 ＩＬＬ（相互貸借）に関するもの 2020年度ILL受付・依頼簿 図書館係 2021/4/1 3 2024/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2021年度 図書館の運営 ＩＬＬ（相互貸借）に関するもの 2021年度相互利用（文献複写）申込書 図書館係 2022/4/1 3 2025/3/31 電子 図書館サー学術情報課長廃棄
2021年度 図書館の運営 ＩＬＬ（相互貸借）に関するもの 2021年度相互利用（文献複写）受付書 図書館係 2022/4/1 3 2025/3/31 電子 図書館サー学術情報課長廃棄
2021年度 図書館の運営 ＩＬＬ（相互貸借）に関するもの 2021年度文献複写相殺料金通知書 図書館係 2022/4/1 3 2025/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2021年度 図書館の運営 ＩＬＬ（相互貸借）に関するもの 2021年度ILL受付・依頼簿 図書館係 2022/4/1 3 2025/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2019年度 図書館の運営 閲覧業務に関するもの 2019年度利用登録申請書 図書館係 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2019年度 図書館の運営 閲覧業務に関するもの 2019年度閲覧申込書 図書館係 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2020年度 図書館の運営 閲覧業務に関するもの 2020年度利用登録申請書 図書館係 2021/4/1 3 2024/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2020年度 図書館の運営 閲覧業務に関するもの 2020年度閲覧申込書 図書館係 2021/4/1 3 2024/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2021年度 図書館の運営 閲覧業務に関するもの 2021年度利用登録申請書 図書館係 2022/4/1 3 2025/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2021年度 図書館の運営 閲覧業務に関するもの 2021年度閲覧申込書 図書館係 2022/4/1 3 2025/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2018年度 図書館の運営 閲覧業務に関するもの 図書館利用者ファイル 図書館サービス係 2019/4/1 無期限 電子 図書館サー学術情報課長廃棄 iLiswave-JV3（専用サーバ）

2017年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 平成29年度図書館統計 図書館サービス係 2018/4/1 5 2023/3/31 電子 図書館サー学術情報課長廃棄

・当初の保存期間満了日：
2048/3/31
・変更理由：分類を変更し
たため

2018年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 2018年度図書館統計 図書館サービス係 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 図書館サー学術情報課長廃棄
2019年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 2019年度図書館統計 図書館係 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 図書館サー学術情報課長廃棄
2020年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 2020年度図書館統計 図書館係 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 図書館サー学術情報課長廃棄
2021年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 2021年度図書館統計 図書館係 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 図書館サー学術情報課長廃棄

2015年度 図書館の運営 資料の利用に関するもの 平成27年度雑誌受入台帳 図書・雑誌係 2016/4/1 6 2023/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄

・当初の保存期間満了日：
2019/3/31
・延長期間：2年間
・理由：到着遅延の号があ
るため
・再延長期間：1年間
・理由：遅延が解消されて
いないため
・再々延長期間：1年間
・理由：遅延が解消されて
いないため

2016年度 図書館の運営 資料の利用に関するもの 平成28年度雑誌受入台帳 図書・雑誌係 2017/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄

・当初の保存期間満了日：
2020/3/31
・延長期間：2年間
・理由：到着遅延の号があ
るため
・再延長期間：1年間
・理由：遅延が解消されて
いないため

2018年度 図書館の運営 資料の利用に関するもの 2018年度雑誌受入台帳 図書館係 2019/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄

・当初の保存期間満了日：
2022/3/31
・延長期間：1年間
・理由：到着遅延の号があ
るため

2019年度 図書館の運営 資料の利用に関するもの 2019年度雑誌受入台帳 図書館係 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2020年度 図書館の運営 資料の利用に関するもの 2020年度雑誌受入台帳 図書館係 2021/4/1 3 2024/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2021年度 図書館の運営 資料の利用に関するもの 2021年度雑誌受入台帳 図書館係 2022/4/1 3 2025/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄

2018年度 図書館の運営 資料の利用に関するもの 2018年度分野別購読雑誌申込書 図書・雑誌係 2019/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄

・当初の保存期間満了日：
2022/3/31
・延長期間：1年間
・理由：到着遅延の号があ
るため

2019年度 図書館の運営 資料の利用に関するもの 2019年度分野別購読雑誌申込書 図書館係 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2020年度 図書館の運営 資料の利用に関するもの 2020年度分野別購読雑誌申込書 図書館係 2021/4/1 3 2024/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2021年度 図書館の運営 資料の利用に関するもの 2021年度分野別購読雑誌申込書 図書館係 2022/4/1 3 2025/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2017年度 図書館の運営 蔵書目録 図書目録ファイル 図書・雑誌係 2018/4/1 無期限 電子 図書館サー学術情報課長廃棄 iLiswave-JV3（専用サーバ）
2001年度 図書館の運営 蔵書目録 貴重書参考資料 図書・雑誌掛 2002/4/1 無期限 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2017年度 図書館の運営 資料の製本及び修理に関するもの 平成29年度製本関係資料 図書・雑誌係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2015年度 大学の運営 伝票及び証憑 平成27年度即支出決定決議（本館） 図書館メディア推 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
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大分類 中分類 名称（小分類）

⑦保存媒体
の種別

⑧保存場所 ⑨管理者

⑩保存
期間

満了時
の措置

⑪備考⑥保存期間満了日①作成・取得年度等

②　分　　類
③作成者・取得者 ④起算日 ⑤保存期間

2015年度 大学の運営 伝票及び証憑 平成27年度即支出決定決議（分館） 図書館メディア推 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2015年度 大学の運営 伝票及び証憑 平成27年度即支出決定決議書①（各部局分） 図書館メディア推 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2015年度 大学の運営 伝票及び証憑 平成27年度即支出決定決議書②（各部局分） 図書館メディア推 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2015年度 大学の運営 伝票及び証憑 平成27年度即支出決定決議書③（各部局分） 図書館メディア推 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2015年度 大学の運営 伝票及び証憑 平成27年度即支出決定決議書④（各部局分） 図書館メディア推 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2015年度 大学の運営 伝票及び証憑 平成27年度他部局依頼控え 図書館メディア推 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2015年度 大学の運営 伝票及び証憑 平成27年度電子ジャーナル・外国雑誌・データベース伝票綴 図書館メディア推 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2015年度 大学の運営 伝票及び証憑 平成27年度寄贈図書・除籍 図書館メディア推 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2015年度 大学の運営 伝票及び証憑 平成27年度科研費振替 図書館メディア推 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2015年度 大学の運営 伝票及び証憑 平成27年度振替伝票（赤伝・黒伝） 図書館メディア推 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2016年度 大学の運営 伝票及び証憑 平成28年度即支出決定決議（本館） 学術情報課 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2016年度 大学の運営 伝票及び証憑 平成28年度即支出決定決議（分館） 学術情報課 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2016年度 大学の運営 伝票及び証憑 平成28年度即支出決定決議書①（各部局分） 学術情報課 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2016年度 大学の運営 伝票及び証憑 平成28年度即支出決定決議書②（各部局分） 学術情報課 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2016年度 大学の運営 伝票及び証憑 平成28年度即支出決定決議書③（各部局分） 学術情報課 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2016年度 大学の運営 伝票及び証憑 平成28年度他部局依頼控え 学術情報課 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2016年度 大学の運営 伝票及び証憑 平成28年度電子ジャーナル・外国雑誌・データベース伝票綴 学術情報課 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2016年度 大学の運営 伝票及び証憑 平成28年度寄贈図書・除籍 学術情報課 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2016年度 大学の運営 伝票及び証憑 平成28年度科研費振替 学術情報課 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2016年度 大学の運営 伝票及び証憑 平成28年度振替伝票（赤伝・黒伝） 学術情報課 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2017年度 大学の運営 伝票及び証憑 平成29年度即支出決定決議（本館） 学術情報課 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2017年度 大学の運営 伝票及び証憑 平成29年度即支出決定決議（分館） 学術情報課 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2017年度 大学の運営 伝票及び証憑 平成29年度即支出決定決議書①（各部局分） 学術情報課 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2017年度 大学の運営 伝票及び証憑 平成29年度即支出決定決議書②（各部局分） 学術情報課 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2017年度 大学の運営 伝票及び証憑 平成29年度即支出決定決議書③（各部局分） 学術情報課 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2017年度 大学の運営 伝票及び証憑 平成29年度他部局依頼控え 学術情報課 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2017年度 大学の運営 伝票及び証憑 平成29年度電子ジャーナル・外国雑誌・データベース伝票綴 学術情報課 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2017年度 大学の運営 伝票及び証憑 平成29年度寄贈図書・除籍 学術情報課 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2017年度 大学の運営 伝票及び証憑 平成29年度科研費振替 学術情報課 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2017年度 大学の運営 伝票及び証憑 平成29年度振替伝票（赤伝・黒伝） 学術情報課 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2018年度 大学の運営 伝票及び証憑 2018年度即支出決定決議（本館） 学術情報課 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2018年度 大学の運営 伝票及び証憑 2018年度即支出決定決議（分館） 学術情報課 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2018年度 大学の運営 伝票及び証憑 2018年度即支出決定決議書①（各部局分） 学術情報課 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2018年度 大学の運営 伝票及び証憑 2018年度即支出決定決議書②（各部局分） 学術情報課 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2018年度 大学の運営 伝票及び証憑 2018年度即支出決定決議書③（各部局分） 学術情報課 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2018年度 大学の運営 伝票及び証憑 2018年度他部局依頼控え 学術情報課 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2018年度 大学の運営 伝票及び証憑 2018年度電子ジャーナル・外国雑誌・データベース伝票綴 学術情報課 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2018年度 大学の運営 伝票及び証憑 2018年度寄贈図書・除籍 学術情報課 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2018年度 大学の運営 伝票及び証憑 2018年度科研費振替 学術情報課 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2018年度 大学の運営 伝票及び証憑 2018年度振替伝票（赤伝・黒伝） 学術情報課 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2019年度 大学の運営 伝票及び証憑 2019年度即支出決定決議（本館） 学術情報課 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2019年度 大学の運営 伝票及び証憑 2019年度即支出決定決議（分館） 学術情報課 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2019年度 大学の運営 伝票及び証憑 2019年度即支出決定決議書①（各部局分） 学術情報課 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2019年度 大学の運営 伝票及び証憑 2019年度即支出決定決議書②（各部局分） 学術情報課 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2019年度 大学の運営 伝票及び証憑 2019年度即支出決定決議書③（各部局分） 学術情報課 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2019年度 大学の運営 伝票及び証憑 2019年度他部局依頼控え 学術情報課 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2019年度 大学の運営 伝票及び証憑 2019年度電子ジャーナル・外国雑誌・データベース伝票綴 学術情報課 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2019年度 大学の運営 伝票及び証憑 2019年度寄贈図書・除籍 学術情報課 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2019年度 大学の運営 伝票及び証憑 2019年度振替伝票（赤伝・黒伝） 学術情報課 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2017年度 大学の運営 契約手続きに関するもの 平成29年度電子ジャーナルおよび外国雑誌の調達1/2 学術情報課 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2017年度 大学の運営 契約手続きに関するもの 平成29年度電子ジャーナルおよび外国雑誌の調達2/2 学術情報課 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2018年度 大学の運営 契約手続きに関するもの 2018年度電子ジャーナルおよび外国雑誌の調達1/2 学術情報課 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2018年度 大学の運営 契約手続きに関するもの 2018年度電子ジャーナルおよび外国雑誌の調達2/2 学術情報課 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2019年度 大学の運営 契約手続きに関するもの 2019年度電子ジャーナルおよび外国雑誌の調達1/2 学術情報課 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄 名称誤記訂正2/2→1/2 202
2019年度 大学の運営 契約手続きに関するもの 2019年度電子ジャーナルおよび外国雑誌の調達2/2 学術情報課 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2020年度 大学の運営 伝票及び証憑 2020年度債務計上票（本館） 学術情報課 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2020年度 大学の運営 伝票及び証憑 2020年度債務計上票（分館） 学術情報課 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2020年度 大学の運営 伝票及び証憑 2020年度債務計上票各部局分① 学術情報課 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2020年度 大学の運営 伝票及び証憑 2020年度債務計上票各部局分② 学術情報課 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2020年度 大学の運営 伝票及び証憑 2020年度債務計上票各部局分③ 学術情報課 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2020年度 大学の運営 伝票及び証憑 2020年度電子ジャーナル・外国雑誌・データベース伝票綴 学術情報課 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2020年度 大学の運営 伝票及び証憑 2020年度寄贈図書・除籍 学術情報課 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2020年度 大学の運営 伝票及び証憑 2020年度振替伝票・予算執行振替伝票 学術情報課 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2020年度 大学の運営 伝票及び証憑 2020年度他部局依頼控え 学術情報課 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2021年度 大学の運営 伝票及び証憑 2021年度債務計上票（本館） 学術情報課 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2021年度 大学の運営 伝票及び証憑 2021年度債務計上票（分館） 学術情報課 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2021年度 大学の運営 伝票及び証憑 2021年度債務計上票（分館）2 学術情報課 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2021年度 大学の運営 伝票及び証憑 2021年度債務計上票各部局分① 学術情報課 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2021年度 大学の運営 伝票及び証憑 2021年度債務計上票各部局分② 学術情報課 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2021年度 大学の運営 伝票及び証憑 2021年度債務計上票各部局分③ 学術情報課 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
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2021年度 大学の運営 伝票及び証憑 2021年度電子ジャーナル・外国雑誌・データベース 学術情報課 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2021年度 大学の運営 伝票及び証憑 2021年度寄贈図書・除籍 学術情報課 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2021年度 大学の運営 伝票及び証憑 2021年度振替伝票・予算執行振替伝票 学術情報課 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2020年度 大学の運営 契約手続きに関するもの 2020年度電子ジャーナルおよび外国雑誌の調達1/2 学術情報課 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄 名称誤記訂正 2/2→1/2 20
2020年度 大学の運営 契約手続きに関するもの 2020年度電子ジャーナルおよび外国雑誌の調達2/2 学術情報課 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2021年度 大学の運営 契約手続きに関するもの 2021年度電子ジャーナルおよび外国雑誌の調達1/2 学術情報課 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2021年度 大学の運営 契約手続きに関するもの 2021年度電子ジャーナルおよび外国雑誌の調達2/2 学術情報課 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2017年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 平成29年度調査関係 総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄

2018年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 2018年度統計調査 総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 図書館サー学術情報課長廃棄

名称変更　学術基盤実態
調査（文科省）・大学図書
館調査（日図協）・会員統
計調査（医図協）→統計調
査  2022/6/10

2019年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 2019年度統計調査 総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 図書館サー学術情報課長廃棄

名称変更　学術基盤実態
調査（文科省）・大学図書
館調査（日図協）・会員統
計調査（医図協）→統計調
査  2022/6/10

2020年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 2020年度統計調査 総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 図書館サー学術情報課長廃棄

名称変更　学術基盤実態
調査（文科省）・大学図書
館調査（日図協）・会員統
計調査（医図協）→統計調
査  2022/6/10

2021年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 2021年度統計調査 総務係 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 図書館サー学術情報課長廃棄
2017年度 大学の運営 労働状況記録簿 平成29年度勤務命令書 総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2018年度 大学の運営 労働状況記録簿 2018年度勤務命令書 総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2019年度情報戦略会議 総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 図書館サー学術情報課長廃棄 第6回以前は情報推進課で管
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2020年度情報戦略会議 総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 図書館サー学術情報課長廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2021年度情報戦略会議 総務係 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 図書館サー学術情報課長廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成29年度図書館運営委員会 総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 電子 図書館サー学術情報課長廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2018年度図書館運営委員会 総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 図書館サー学術情報課長廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2019年度図書館運営委員会 総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 図書館サー学術情報課長廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2020年度図書館運営委員会 総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 図書館サー学術情報課長廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2021年度図書館運営委員会 総務係 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 図書館サー学術情報課長廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成29年度　紀要編集委員会 総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 電子 図書館サー学術情報課長廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2018年度紀要編集委員会 総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 図書館サー学術情報課長廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2019年度紀要編集委員会 総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 図書館サー学術情報課長廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2020年度紀要編集委員会 総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 図書館サー学術情報課長廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2021年度紀要編集委員会 総務係 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 図書館サー学術情報課長廃棄
2017年度 図書館の運営 大学紀要に関するもの 大学紀要64巻　投稿者資料 総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 電子 netXDC（デ学術情報課長廃棄
2018年度 図書館の運営 大学紀要に関するもの 大学紀要65巻　投稿者資料 総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 netXDC（デ学術情報課長廃棄
2019年度 図書館の運営 大学紀要に関するもの 大学紀要66巻　投稿資料 総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 netXDC（デ学術情報課長廃棄
2020年度 図書館の運営 大学紀要に関するもの 大学紀要67巻　投稿資料 総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 netXDC（デ学術情報課長廃棄
2021年度 図書館の運営 大学紀要に関するもの 大学紀要68巻　投稿資料 総務係 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 netXDC（デ学術情報課長廃棄
2017年度 図書館の運営 大学紀要に関するもの 大学紀要64巻　査読期限切論文 総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 学術情報課長廃棄
2017年度 計画・企画（財務・会計） 予算配分に関するもの 平成29年度統合情報利用料 総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 電子 図書館サー学術情報課長廃棄
2018年度 計画・企画（財務・会計） 予算配分に関するもの 2018年度統合情報利用料 総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 図書館サー学術情報課長廃棄
2019年度 計画・企画（財務・会計） 予算配分に関するもの 2019年度統合情報利用料 総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 図書館サー学術情報課長廃棄
2020年度 計画・企画（財務・会計） 予算配分に関するもの 2020年度統合情報利用料 総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 図書館サー学術情報課長廃棄
2021年度 計画・企画（財務・会計） 予算配分に関するもの 2021年度統合情報利用料 総務係 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 図書館サー学術情報課長廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成29年度教育技法開発チームミーティング 情報サービス係 2018/4/1 5 2023/3/31 電子 図書館サー学術情報課長廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2018年度教育技法開発チームミーティング 情報サービス係 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 図書館サー学術情報課長廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2019年度教育技法開発チームミーティング 総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 図書館サー学術情報課長廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2020年度教育技法開発チームミーティング 総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 図書館サー学術情報課長廃棄
2015年度 大学の運営 伝票及び証憑 平成27年度物件等請求伝票 分館掛 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 分館事務室学術情報課長廃棄
2016年度 大学の運営 伝票及び証憑 平成28年度物件等請求伝票 分館係 2017/4/1 7 2024/3/31 紙 分館事務室学術情報課長廃棄
2017年度 大学の運営 伝票及び証憑 平成29年度物件等請求伝票 分館係 2018/4/1 7 2025/3/31 紙 分館事務室学術情報課長廃棄
2018年度 大学の運営 伝票及び証憑 2018年度物件等請求伝票 分館係 2019/4/1 7 2026/3/31 紙 分館事務室学術情報課長廃棄
2019年度 大学の運営 伝票及び証憑 2019年度物件等請求伝票 分館係 2020/4/1 7 2027/3/31 紙 分館事務室学術情報課長廃棄
2020年度 大学の運営 伝票及び証憑 2020年度購入依頼書 分館係 2021/4/1 7 2028/3/31 紙 分館事務室学術情報課長廃棄
2021年度 大学の運営 伝票及び証憑 2021年度購入依頼書 分館係 2022/4/1 7 2029/3/31 紙 分館事務室学術情報課長廃棄
2019年度 図書館の運営 ＩＬＬ（相互貸借）に関するもの 2019年度ILL受付・依頼簿 分館係 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 分館事務室学術情報課長廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成29年度分館運営委員会 分館係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 分館事務室学術情報課長廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2018年度分館運営委員会 分館係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 分館事務室学術情報課長廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2019年度分館運営委員会 分館係 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 分館事務室学術情報課長廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2020年度分館運営委員会 分館係 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 分館事務室学術情報課長廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2021年度分館運営委員会 分館係 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 分館事務室学術情報課長廃棄
2017年度 文書関係業務 労働状況記録簿 労働状況記録簿 情報推進課 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 情報推進課長 廃棄 記載漏れ
2017年度 文書関係業務 旅行命令簿 旅行命令簿 情報推進課 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2018年度 文書関係業務 旅行命令簿 旅行命令簿 情報推進課 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
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2019年度 文書関係業務 旅行命令簿 旅行命令簿 情報推進課 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 情報システム企画委員会 情報推進課 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 情報システム企画委員会 情報推進課 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 情報システム企画委員会 情報推進課 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 情報システム企画委員会 情報推進課 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 共有サーバー上のもの 情報推進課長 廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 情報戦略会議 情報推進課 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 情報戦略会議 情報推進課 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 情報戦略会議 情報推進課 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 最高情報セキュリティ責任者会議 情報推進課 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 最高情報セキュリティ責任者会議 情報推進課 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 最高情報セキュリティ責任者会議 情報推進課 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 最高情報セキュリティ責任者会議 情報推進課 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 共有サーバー上のもの 情報推進課長 廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの デジタル化推進本部会 情報推進課 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 共有サーバー上のもの 情報推進課長 廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 最高情報セキュリティ責任者会議 情報推進課 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 共有サーバー上のもの 情報推進課長 廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの デジタル化推進本部会 情報推進課 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 共有サーバー上のもの 情報推進課長 廃棄
2017年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 各種統計調査に関するもの 情報推進課 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2018年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 各種統計調査に関するもの 情報推進課 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2017年度 情報システム 整備計画に関するもの ITグランドデザイン策定WG 情報推進課 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2013年度 情報システム 整備計画に関するもの 情報化グランドデザイン関係 情報推進課 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2009年度 情報システム 情報基盤の調達・導入に関するもの Ⅱ期棟　講堂・講義室ネットワークシステム関係 情報推進課 2010/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
1993年度 情報システム 情報基盤の調達・導入に関するもの キャンパス情報ネットワーク関係 情報推進課 1994/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
1994年度 情報システム 情報基盤の調達・導入に関するもの キャンパス情報ネットワーク関係 情報推進課 1995/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
1995年度 情報システム 情報基盤の調達・導入に関するもの キャンパス情報ネットワーク関係 情報推進課 1996/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
1996年度 情報システム 情報基盤の調達・導入に関するもの キャンパス情報ネットワーク関係 情報推進課 1997/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
1998年度 情報システム 情報基盤の調達・導入に関するもの キャンパス情報ネットワーク関係 情報推進課 1999/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2000年度 情報システム 情報基盤の調達・導入に関するもの キャンパス情報ネットワーク関係 情報推進課 2001/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2001年度 情報システム 情報基盤の調達・導入に関するもの キャンパス情報ネットワーク関係 情報推進課 2002/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2010年度 情報システム 情報基盤の調達・導入に関するもの キャンパス情報ネットワーク関係 情報推進課 2011/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2011年度 情報システム 情報基盤の調達・導入に関するもの キャンパス情報ネットワーク関係 情報推進課 2012/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2012年度 情報システム 情報基盤の調達・導入に関するもの キャンパス情報ネットワーク関係 情報推進課 2013/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2013年度 情報システム 情報基盤の調達・導入に関するもの キャンパス情報ネットワーク関係 情報推進課 2014/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2015年度 情報システム 情報基盤の調達・導入に関するもの キャンパス情報ネットワーク関係 情報推進課 2016/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2020年度 情報システム 情報基盤の調達・導入に関するもの キャンパス情報ネットワーク関係 情報推進課 2021/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2020年度 情報システム 情報基盤の調達・導入に関するもの キャンパス情報ネットワーク関係 情報推進課 2021/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2020年度 情報システム 情報基盤の調達・導入に関するもの キャンパス情報ネットワーク関係 情報推進課 2021/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2014年度 情報システム 情報基盤の調達・導入に関するもの マイクロソフト調達関係 情報推進課 2015/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2015年度 情報システム 情報基盤の調達・導入に関するもの マイクロソフト調達関係 情報推進課 2016/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2016年度 情報システム 情報基盤の調達・導入に関するもの マイクロソフト調達関係 情報推進課 2017/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2017年度 情報システム 情報基盤の調達・導入に関するもの マイクロソフト調達関係 情報推進課 2018/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2018年度 情報システム 情報基盤の調達・導入に関するもの マイクロソフト調達関係 情報推進課 2019/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2019年度 情報システム 情報基盤の調達・導入に関するもの マイクロソフト調達関係 情報推進課 2020/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2020年度 情報システム 情報基盤の調達・導入に関するもの マイクロソフト調達関係 情報推進課 2021/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、6年 電子 共有サーバー上のもの 情報推進課長 廃棄
2021年度 情報システム 情報基盤の調達・導入に関するもの マイクロソフト調達関係 情報推進課 2022/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、6年 電子 共有サーバー上のもの 情報推進課長 廃棄
2009年度 情報システム 情報基盤の調達・導入に関するもの 医歯学総合研究棟（Ⅱ期棟）事務LAN接続作業関係 情報推進課 2010/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2013年度 情報システム 情報基盤の調達・導入に関するもの 防災情報配信システム関係 情報推進課 2014/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2014年度 情報システム 情報基盤の調達・導入に関するもの 防災情報配信システム関係 情報推進課 2015/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2015年度 情報システム 情報基盤の調達・導入に関するもの 防災情報配信システム関係 情報推進課 2016/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2018年度 情報システム 情報基盤の調達・導入に関するもの SeciossLinkサービス関係 情報推進課 2019/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2018年度 情報システム 情報基盤の調達・導入に関するもの 迷惑メール対策システム関係 情報推進課 2019/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2013年度 情報システム 情報基盤の調達・導入に関するもの 災害用無線LAN装置関係 情報推進課 2014/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2014年度 情報システム 情報基盤の調達・導入に関するもの 災害用無線LAN装置関係 情報推進課 2015/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2017年度 情報システム 情報基盤の調達・導入に関するもの 医科A棟・B棟有線認証機器関係 情報推進課 2018/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2017年度 情報システム 情報基盤の調達・導入に関するもの 鈴木章夫記念講堂ネットワークシステム関係 情報推進課 2018/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2009年度 情報システム 情報基盤の調達・導入に関するもの 医歯学総合研究棟（Ⅱ期棟）講堂・講義室ネットワークシステム関係 情報推進課 2010/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2013年度 情報システム 情報基盤の調達・導入に関するもの 3号館　無線ネットワーク関係 情報推進課 2014/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2013年度 情報システム 情報基盤の調達・導入に関するもの 1号館東機械室空調機器交換工事関係 情報推進課 2014/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2011年度 情報システム 情報基盤の調達・導入に関するもの 事務LAN敷設関係 情報推進課 2012/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2015年度 情報システム 情報基盤の調達・導入に関するもの 事務LAN敷設関係 情報推進課 2016/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2009年度 情報システム 情報基盤の調達・導入に関するもの 医歯学総合研究棟（Ⅱ期南側）ネットワーク関係 情報推進課 2010/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2018年度 情報システム 情報基盤の調達・導入に関するもの 機密保持契約書 情報推進課 2019/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2019年度 情報システム 情報基盤の調達・導入に関するもの 機密保持契約書 情報推進課 2020/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2020年度 情報システム 情報基盤の調達・導入に関するもの 機密保持契約書 情報推進課 2021/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、6年 電子 共有サーバー上のもの 情報推進課長 廃棄
2021年度 情報システム 情報基盤の調達・導入に関するもの 機密保持契約書 情報推進課 2022/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、6年 電子 共有サーバー上のもの 情報推進課長 廃棄
2016年度 情報システム 情報基盤の運用に関する重要なもの WEB閲覧システム権限付与登録申請書 情報推進課 2017/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2014年度 情報システム 情報基盤の運用に関する重要なもの システム保守リモートアクセスVPN接続申請書 情報推進課 2015/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2016年度 情報システム 情報基盤の運用に関する重要なもの システム保守リモートアクセスVPN接続申請書 情報推進課 2017/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2016年度 情報システム 情報基盤の運用に関する重要なもの ネットワーク接続機器変更申請書 情報推進課 2017/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2015年度 情報システム 情報基盤の運用に関する重要なもの 外部公開用WEBサーバ登録申請書 情報推進課 2016/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2016年度 情報システム 情報基盤の運用に関する重要なもの 外部公開用WEBサーバ登録申請書 情報推進課 2017/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2014年度 情報システム 情報基盤の運用に関する重要なもの 情報コンセント設置許可申請書 情報推進課 2015/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
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の措置

⑪備考⑥保存期間満了日①作成・取得年度等

②　分　　類
③作成者・取得者 ④起算日 ⑤保存期間

2016年度 情報システム 情報基盤の運用に関する重要なもの 情報コンセント設置許可申請書 情報推進課 2017/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2012年度 情報システム 情報システムの調達・導入に関するもの ReaD & Researchmap関係 情報推進課 2013/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2012年度 情報システム 情報システムの調達・導入に関するもの イントラマート関係 情報推進課 2013/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2014年度 情報システム 情報システムの調達・導入に関するもの イントラマート関係 情報推進課 2015/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2015年度 情報システム 情報システムの調達・導入に関するもの イントラマート関係 情報推進課 2016/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2017年度 情報システム 情報システムの調達・導入に関するもの イントラマート関係 情報推進課 2018/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2012年度 情報システム 情報システムの調達・導入に関するもの 安否確認システム関係 情報推進課 2013/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2013年度 情報システム 情報システムの調達・導入に関するもの 安否確認システム関係 情報推進課 2014/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2012年度 情報システム 情報システムの調達・導入に関するもの 研究テーマ検索システム・機関リポジトリ関係 情報推進課 2013/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2012年度 情報システム 情報システムの調達・導入に関するもの 電力使用量公開システム関係 情報推進課 2013/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2015年度 情報システム 情報システムの調達・導入に関するもの 博士人材データベース関係 情報推進課 2016/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2012年度 情報システム 情報システムの調達・導入に関するもの 労務管理システム関係 情報推進課 2013/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2003年度 情報システム 情報システムの調達・導入に関するもの 学納金管理システム関係 情報推進課 2004/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2010年度 情報システム 情報システムの調達・導入に関するもの 科研費システム関係 情報推進課 2011/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2014年度 情報システム 情報システムの調達・導入に関するもの ファイルサーバEXASV関係 情報推進課 2015/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2016年度 情報システム 情報システムの調達・導入に関するもの ファイルサーバEXASV関係 情報推進課 2017/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2002年度 情報システム 情報システムの調達・導入に関するもの 財務会計システム関係 情報推進課 2003/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2003年度 情報システム 情報システムの調達・導入に関するもの 財務会計システム関係 情報推進課 2004/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2008年度 情報システム 情報システムの調達・導入に関するもの 財務会計システム関係 情報推進課 2009/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2013年度 情報システム 情報システムの調達・導入に関するもの 財務会計システム関係 情報推進課 2014/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2016年度 情報システム 情報システムの調達・導入に関するもの 財務会計システム関係 情報推進課 2017/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2017年度 情報システム 情報システムの調達・導入に関するもの 財務会計システム関係 情報推進課 2018/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2018年度 情報システム 情報システムの調達・導入に関するもの 財務会計システム関係 情報推進課 2019/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2018年度 情報システム 情報システムの調達・導入に関するもの 事務用電子計算機システム関係 情報推進課 2019/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2015年度 情報システム 情報システムの調達・導入に関するもの 留学生管理システム関係 情報推進課 2016/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2012年度 情報システム 情報システムの調達・導入に関するもの アンケートシステム関係 情報推進課 2013/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2010年度 情報システム 情報システムの調達・導入に関するもの 教務システム関係 情報推進課 2011/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
1998年度 情報システム 情報システムの調達・導入に関するもの 文部省政府調達情報システム（統計処理システム）関係 情報推進課 1999/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2003年度 情報システム 情報システムの調達・導入に関するもの 官報作成システム関係 情報推進課 2004/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2012年度 情報システム 情報システムの調達・導入に関するもの 医事課コンビニあと払いサービス関係 情報推進課 2013/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2010年度 情報システム 情報システムの調達・導入に関するもの 入退館システム関係 情報推進課 2011/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2015年度 情報システム 情報システムの調達・導入に関するもの IT資産管理システム　Lanscope関係 情報推進課 2016/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2016年度 情報システム 情報システムの調達・導入に関するもの IT資産管理システム　Lanscope関係 情報推進課 2017/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2010年度 情報システム 情報システムの調達・導入に関するもの 統合ID管理システム関係 情報推進課 2011/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2013年度 情報システム 情報システムの調達・導入に関するもの 統合ID管理システム関係 情報推進課 2014/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2015年度 情報システム 情報システムの調達・導入に関するもの 統合ID管理システム関係 情報推進課 2016/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2016年度 情報システム 情報システムの調達・導入に関するもの 統合ID管理システム関係 情報推進課 2017/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2017年度 情報システム 情報システムの調達・導入に関するもの 統合ID管理システム関係 情報推進課 2018/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2006年度 情報システム 情報システムの調達・導入に関するもの 人事給与システム関係 情報推進課 2007/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2018年度 情報システム 情報システムの調達・導入に関するもの 事務用レンタルPC関係 情報推進課 2019/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2019年度 情報システム 情報システムの調達・導入に関するもの 事務用レンタルPC関係 情報推進課 2020/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2013年度 情報システム 情報システムの調達・導入に関するもの 研究管理支援システム関係 情報推進課 2014/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2013年度 情報システム 情報システムの調達・導入に関するもの 研究者情報システム関係 情報推進課 2014/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2019年度 情報システム 情報システムの調達・導入に関するもの 財務会計システムGROWONE関係 情報推進課 2020/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2017年度 情報システム 情報システムの運用に関する重要なもの 開発支援申請書類 情報推進課 2018/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2018年度 情報システム 情報システムの運用に関する重要なもの 開発支援申請書類 情報推進課 2019/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2019年度 情報システム 情報システムの運用に関する重要なもの 開発支援申請書類 情報推進課 2020/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2014年度 情報システム 情報システムの運用に関する重要なもの プログラム変更関係 情報推進課 2015/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2018年度 情報システム 情報システムの運用に関する重要なもの 特権ID関係 情報推進課 2019/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2017年度 情報システム 情報システムの運用に関する重要なもの サーバアセスメント関係 情報推進課 2018/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2019年度 情報システム 情報システムの運用に関するもの ベンダー定例会関係 情報推進課 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2019年度 情報システム 情報システムの運用に関するもの ID申請関係 情報推進課 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2020年度 情報システム 情報システムの運用に関するもの ID申請関係 情報推進課 2021/4/1 3 2024/3/31 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2021年度 情報システム 情報システムの運用に関するもの ID申請関係 情報推進課 2022/4/1 3 2025/3/31 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2019年度 情報システム 情報システムの運用に関するもの 作業報告関係 情報推進課 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2015年度 情報システム 情報セキュリティに関するもの 情報セキュリティ関連活動関係 情報推進課 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2016年度 情報システム 情報セキュリティに関するもの 情報セキュリティ関連活動関係 情報推進課 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2015年度 情報システム 情報セキュリティに関するもの 情報セキュリティインシデント関係 情報推進課 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2016年度 情報システム 情報セキュリティに関するもの 情報セキュリティインシデント関係 情報推進課 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2017年度 情報システム 情報セキュリティに関するもの 情報セキュリティインシデント関係 情報推進課 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2018年度 情報システム 情報セキュリティに関するもの 情報セキュリティインシデント関係 情報推進課 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2014年度 情報システム 情報セキュリティに関するもの 情報セキュリティ脆弱性診断結果 情報推進課 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2013年度 情報システム システム監査に関するもの 情報セキュリティ内部監査関係 情報推進課 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2014年度 情報システム システム監査に関するもの 情報セキュリティ内部監査関係 情報推進課 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2015年度 情報システム システム監査に関するもの 情報セキュリティ内部監査関係 情報推進課 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2016年度 情報システム システム監査に関するもの 情報セキュリティ内部監査関係 情報推進課 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2017年度 情報システム システム監査に関するもの 情報セキュリティ内部監査関係 情報推進課 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2013年度 情報システム システム監査に関するもの 情報セキュリティ外部監査関係 情報推進課 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2015年度 情報システム システム監査に関するもの 情報セキュリティ外部監査関係 情報推進課 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
2018年度 情報システム システム監査に関するもの 情報セキュリティ外部監査関係 情報推進課 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 情報推進課長 廃棄
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2020年度 情報システム システム監査に関するもの 情報セキュリティ外部監査関係 情報推進課 2021/4/1 10 2029/3/31 電子 共有サーバー上のもの 情報推進課長 廃棄
2021年度 情報システム システム監査に関するもの 情報セキュリティ外部監査関係 情報推進課 2022/4/1 10 2030/3/31 電子 共有サーバー上のもの 情報推進課長 廃棄
2012年度 大学の運営 各種統計調査に関するもので重要なもの 学校基本調査（平成２４年度） 戦略企画課 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室 IR事務室長 廃棄
2013年度 大学の運営 各種統計調査に関するもので重要なもの 学校基本調査（平成２５年度） 戦略企画課 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室 IR事務室長 廃棄
2014年度 大学の運営 各種統計調査に関するもので重要なもの 学校基本調査（平成２６年度） 戦略企画課 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室 IR事務室長 廃棄
2015年度 大学の運営 各種統計調査に関するもので重要なもの 学校基本調査（平成２７年度） 戦略企画課 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室 IR事務室長 廃棄
2016年度 大学の運営 各種統計調査に関するもので重要なもの 学校基本調査（平成２８年度） 戦略企画課 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 IR事務室長 廃棄
2017年度 大学の運営 各種統計調査に関するもので重要なもの 学校基本調査（平成２９年度） 戦略企画課 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 IR事務室長 廃棄
2018年度 大学の運営 各種統計調査に関するもので重要なもの 学校基本調査（平成３０年度） 戦略企画課 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 IR事務室長 廃棄
2019年度 大学の運営 各種統計調査に関するもので重要なもの 学校基本調査（２０１９年度） 戦略企画課 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 IR事務室長 廃棄
2020年度 大学の運営 各種統計調査に関するもので重要なもの 学校基本調査（２０２０年度） 戦略企画課 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 事務室 IR事務室長 廃棄
2020年度 大学の運営 各種統計調査に関するもので重要なもの 学校基本調査（２０２０年度） 戦略企画課 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 事務室 IR事務室長 廃棄
2021年度 大学の運営 各種統計調査に関するもので重要なもの 学校基本調査（２０２１年度） IR事務室 2022/4/1 10 2032/3/31 電子 IR事務室長 廃棄
2016年度 大学の運営 各種統計調査に関するもので重要なもの 学校教員統計調査（平成28年度） 戦略企画課 2016/4/1 10 2026/3/31 電子 IR事務室長 廃棄
2019年度 大学の運営 各種統計調査に関するもので重要なもの 学校教員統計調査（2019年度） 戦略企画課 2020/4/1 10 2030/3/31 電子 IR事務室長 廃棄
2017年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 国立大学法人等の教育研究評価に使用するデータ（2017年度） 戦略企画課 2018/4/1 5 2023/3/31 電子 IR事務室長 廃棄
2018年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 国立大学法人等の教育研究評価に使用するデータ（2018年度） 戦略企画課 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 IR事務室長 廃棄
2019年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 国立大学法人等の教育研究評価に使用するデータ（2019年度） 戦略企画課 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 IR事務室長 廃棄
2020年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 国立大学法人等の教育研究評価に使用するデータ（2020年度） 戦略企画課 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 IR事務室長 廃棄
2021年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 国立大学法人等の教育研究評価に使用するデータ（2021年度） IR事務室 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 IR事務室長 廃棄
2019年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 「研究力の分析に資するデータ標準化の推進に関するガイドライン」に係 統合研究機構 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 IR事務室長 廃棄
2020年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 「研究力の分析に資するデータ標準化の推進に関するガイドライン」に係 IR事務室 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 IR事務室長 廃棄
2021年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 「研究力の分析に資するデータ標準化の推進に関するガイドライン」に係 IR事務室 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 IR事務室長 廃棄
2020年度 大学の運営 労働状況記録簿 労働状況記録簿（２０２０年度） IR事務室 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 IR事務室長 廃棄 労務管理システムで把握
2021年度 大学の運営 労働状況記録簿 労働状況記録簿（２０２１年度） IR事務室 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 IR事務室長 廃棄 労務管理システムで把握
2020年度 大学の運営 休暇簿 休暇簿（２０２０年度） IR事務室 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 IR事務室長 廃棄 労務管理システムで把握
2021年度 大学の運営 休暇簿 休暇簿（２０２１年度） IR事務室 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 IR事務室長 廃棄 労務管理システムで把握
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの IR室運営会議（2020年度） IR事務室 2021/4/1 10 2031/3/31 電子 IR事務室長 廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの IR室運営会議（2021年度） IR事務室 2022/4/1 10 2032/3/31 電子 IR事務室長 廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの デジタル化推進本部会 デジタル変革推進 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 デジタル変革廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの デジタル化推進本部会タスクフォース デジタル変革推進 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 デジタル変革廃棄
2021年度 大学の運営 労働状況記録簿 労働状況記録簿（２０２１年度） デジタル変革推進 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 デジタル変革廃棄 労務管理システムで把握
2021年度 大学の運営 休暇簿 休暇簿（２０２１年度） デジタル変革推進 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 デジタル変革廃棄 労務管理システムで把握
2021年度 情報システム 情報システムの調達・導入に関するもの RPA関係 デジタル変革推進 2022/4/1 次期ｼｽﾃﾑ移行後、5年 電子 デジタル変革廃棄
2009年度 研究協力 受託研究に関するもの NEDO産業技術研究助成事業費助成金（平成21年度～　） 学術国際部研究推 2014/4/1 5年（当 2024/3/31 紙 倉庫 統合研究機構廃棄
2004年度 知的財産 エイジェント契約に関するもの エイジェント契約関連（平成16年度） 産学連携係 2005/4/1 無期限 無期限 紙 機構倉庫 統合研究機構廃棄
2005年度 知的財産 エイジェント契約に関するもの エイジェント契約関連（平成17年度） 産学連携係 2006/4/1 無期限 無期限 紙 機構倉庫 統合研究機構廃棄
2006年度 知的財産 エイジェント契約に関するもの エイジェント契約関連（平成18年度） 産学連携係 2007/4/1 無期限 無期限 紙 機構倉庫 統合研究機構廃棄
2007年度 知的財産 エイジェント契約に関するもの エイジェント契約関連（平成19年度） 産学連携係 2008/4/1 無期限 無期限 紙 機構倉庫 統合研究機構廃棄
2008年度 知的財産 エイジェント契約に関するもの エイジェント契約関連（平成20年度） 産学連携係 2009/4/1 無期限 無期限 紙 機構倉庫 統合研究機構廃棄
2009年度 知的財産 エイジェント契約に関するもの エイジェント契約関連（平成21年度） 産学連携係 2010/4/1 無期限 無期限 紙 機構倉庫 統合研究機構廃棄
2010年度 知的財産 エイジェント契約に関するもの エイジェント契約関連（平成22年度） 産学連携係 2011/4/1 無期限 無期限 紙 機構倉庫 統合研究機構廃棄
2011年度 知的財産 エイジェント契約に関するもの エイジェント契約関連（平成23年度） 産学連携係 2012/4/1 無期限 無期限 紙 機構倉庫 統合研究機構廃棄
2012年度 知的財産 エイジェント契約に関するもの エイジェント契約関連（平成24年度） 産学連携係 2013/4/1 無期限 無期限 紙 機構倉庫 統合研究機構廃棄
2013年度 知的財産 エイジェント契約に関するもの エイジェント契約関連（平成25年度） 産学連携係 2014/4/1 無期限 無期限 紙 機構倉庫 統合研究機構廃棄
2014年度 知的財産 エイジェント契約に関するもの エイジェント契約関連（平成26年度） 産学連携係 2015/4/1 無期限 無期限 紙 機構倉庫 統合研究機構廃棄
2015年度 知的財産 エイジェント契約に関するもの エイジェント契約関連（平成27年度） 産学連携係 2016/4/1 無期限 無期限 紙 機構倉庫 統合研究機構廃棄
2016年度 知的財産 エイジェント契約に関するもの エイジェント契約関連（平成28年度） 産学連携係 2017/4/1 無期限 無期限 紙 機構倉庫 統合研究機構廃棄
2019年度 研究協力 寄附金に関するもの 大久保仁奨学資金関係 産学連携係 - 5年（当 - 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2018年度 研究協力 寄附金に関するもの 土田直樹研究助成金 産学連携係 - 5年（当 - 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2021年度 研究協力 寄附金に関するもの 土田直樹研究助成金 産学連携係 - 5年（当 - 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2016年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 外部資金等による職員採用等連絡票　平成28年度分 研究・産学連携推 2017/4/1 5年（当 2027/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2017年度 大学の運営（管理・運営） 各種統計調査に関するもの 科学技術研究調査関係（平成29年度） 統合研究機構事務 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2018年度 大学の運営（管理・運営） 各種統計調査に関するもの 科学技術研究調査関係（平成30年度） 統合研究機構事務 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2019年度 大学の運営（管理・運営） 各種統計調査に関するもの 科学技術研究調査関係（平成31年度） 統合研究機構事務 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2012年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業研究計画調書（平成25年度） 研究・産学連携推 2013/4/1 5年（当 2023/3/31 紙 倉庫 統合研究機構廃棄
2013年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業研究計画調書（平成26年度） 研究・産学連携推 2014/4/1 5年（当 2024/3/31 紙 倉庫 統合研究機構廃棄
2014年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業研究計画調書（平成27年度） 研究・産学連携推 2015/4/1 5年（当 2025/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2015年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業研究計画調書（平成28年度） 研究・産学連携推 2016/4/1 5年（当 2026/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2016年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業研究計画調書（平成29年度） 統合研究機構事務 2017/4/1 5年（当 2027/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2017年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業研究計画調書（平成30年度） 統合研究機構事務 2018/4/1 5年（当 2028/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2018年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業研究計画調書（平成31年度） 統合研究機構事務 2019/4/1 5年（当 2029/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2019年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業研究計画調書（令和2年度） 統合研究機構事務 2020/4/1 5年（当 2030/3/31 電子 研究推進課統合研究機構廃棄
2020年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業研究計画調書（令和3年度） 統合研究機構事務 2021/4/1 5年（当 2031/3/31 電子 研究推進課統合研究機構廃棄
2015年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業国際共同研究加速基金関係 研究・産学連携推 2016/4/1 5年（当 2026/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2012年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業交付決定通知書（平成24年度） 研究・産学連携推 2013/4/1 5年（当 2023/3/31 紙 倉庫 統合研究機構廃棄
2013年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業交付決定通知書（平成25年度） 研究・産学連携推 2014/4/1 5年（当 2024/3/31 紙 倉庫 統合研究機構廃棄
2014年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業交付決定通知書（平成26年度） 研究・産学連携推 2015/4/1 5年（当 2025/3/31 紙 倉庫 統合研究機構廃棄
2015年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業交付決定通知書（平成27年度） 研究・産学連携推 2016/4/1 5年（当 2026/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2016年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業交付決定通知書（平成28年度） 統合研究機構事務 2017/4/1 5年（当 2027/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
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2017年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業交付決定通知書（平成29年度） 統合研究機構事務 2018/4/1 5年（当 2028/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2018年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業交付決定通知書（平成30年度） 統合研究機構事務 2019/4/1 5年（当 2029/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2019年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業交付決定通知書（平成31年度） 統合研究機構事務 2020/4/1 5年（当 2030/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2020年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業交付決定通知書（令和2年度） 統合研究機構事務 2021/4/1 5年（当 2031/3/31 電子 研究推進課統合研究機構廃棄
2012年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業交付申請書等（平成24年度） 研究・産学連携推 2013/4/1 5年（当 2023/3/31 紙 倉庫 統合研究機構廃棄
2013年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業交付申請書等（平成25年度） 研究・産学連携推 2014/4/1 5年（当 2024/3/31 紙 倉庫 統合研究機構廃棄
2014年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業交付申請書等（平成26年度） 研究・産学連携推 2015/4/1 5年（当 2025/3/31 紙 倉庫 統合研究機構廃棄
2015年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業交付申請書等（平成27年度） 研究・産学連携推 2016/4/1 5年（当 2026/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2016年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業交付申請書等（平成28年度） 統合研究機構事務 2017/4/1 5年（当 2027/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2017年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業交付申請書等（平成29年度） 統合研究機構事務 2018/4/1 5年（当 2028/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2018年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業交付申請書等（平成30年度） 統合研究機構事務 2019/4/1 5年（当 2029/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2019年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業交付申請書等（平成31年度） 統合研究機構事務 2020/4/1 5年（当 2030/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2020年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業交付申請一覧等（令和2年度） 統合研究機構事務 2021/4/1 5年（当 2031/3/31 電子 研究推進課統合研究機構廃棄
2012年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業交付内定通知書（平成24年度） 研究・産学連携推 2013/4/1 5年（当 2023/3/31 紙 倉庫 統合研究機構廃棄
2016年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業交付内定通知書（全研究種目）（平成28年度） 統合研究機構事務 2017/4/1 5年（当 2027/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2016年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業交付内定通知書（全研究種目）（平成29年度） 統合研究機構事務 2018/4/1 5年（当 2028/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2018年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業交付内定通知書（全研究種目）（平成30年度） 統合研究機構事務 2019/4/1 5年（当 2029/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2019年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業交付内定通知書（全研究種目）（平成31年度） 統合研究機構事務 2020/4/1 5年（当 2030/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2020年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業交付内定通知書（全研究種目）（令和2年度） 統合研究機構事務 2021/4/1 5年（当 2031/3/31 電子 研究推進課統合研究機構廃棄
2012年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業公募要領（平成25年度） 研究・産学連携推 2013/4/1 5年（当 2023/3/31 紙 倉庫 統合研究機構廃棄
2013年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業公募要領（平成26年度） 研究・産学連携推 2014/4/1 5年（当 2024/3/31 紙 倉庫 統合研究機構廃棄
2014年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業公募要領（平成27年度） 研究・産学連携推 2015/4/1 5年（当 2025/3/31 紙 倉庫 統合研究機構廃棄
2015年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業公募要領（平成28年度） 研究・産学連携推 2016/4/1 5年（当 2026/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2016年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業公募要領（平成29年度） 統合研究機構事務 2017/4/1 5年（当 2027/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2017年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業公募要領（平成30年度） 統合研究機構事務 2018/4/1 5年（当 2028/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2018年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業公募要領（平成31年度） 統合研究機構事務 2019/4/1 5年（当 2029/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2019年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業公募要領（令和2年度） 統合研究機構事務 2020/4/1 5年（当 2030/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2020年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業公募要領（令和3年度） 統合研究機構事務 2021/4/1 5年（当 2031/3/31 電子 研究推進課統合研究機構廃棄
2012年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業使用にあたっての確認書（平成24年度） 研究・産学連携推 2013/4/1 5年（当 2023/3/31 紙 倉庫 統合研究機構廃棄
2013年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業使用にあたっての確認書（平成25年度） 研究・産学連携推 2014/4/1 5年（当 2024/3/31 紙 倉庫 統合研究機構廃棄
2014年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業使用にあたっての確認書（平成26年度） 研究・産学連携推 2015/4/1 5年（当 2025/3/31 紙 倉庫 統合研究機構廃棄
2015年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業使用にあたっての確認書（平成27年度） 研究・産学連携推 2016/4/1 5年（当 2026/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2016年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業使用にあたっての確認書（平成28年度） 統合研究機構事務 2017/4/1 5年（当 2027/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2017年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業使用にあたっての確認書（平成29年度） 統合研究機構事務 2018/4/1 5年（当 2028/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2018年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業使用にあたっての確認書（平成30年度） 統合研究機構事務 2019/4/1 5年（当 2029/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2019年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業使用にあたっての確認書（平成31年度） 統合研究機構事務 2020/4/1 5年（当 2030/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2020年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業使用にあたっての確認書（令和2年度） 統合研究機構事務 2021/4/1 5年（当 2031/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2016年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業分担金配分依頼書・生命倫理安全対策等の対応に統合研究機構事務 2017/4/1 5年（当 2027/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2012年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業他機関からの配分予定通知書（平成24年度） 研究・産学連携推 2013/4/1 5年（当 2023/3/31 紙 倉庫 統合研究機構廃棄
2013年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業他機関からの配分予定通知書（平成25年度） 研究・産学連携推 2014/4/1 5年（当 2024/3/31 紙 倉庫 統合研究機構廃棄
2014年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業他機関からの配分予定通知書（平成26年度） 研究・産学連携推 2015/4/1 5年（当 2025/3/31 紙 倉庫 統合研究機構廃棄
2015年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業他機関からの分担金送金関係書類（平成27年度） 研究・産学連携推 2016/4/1 5年（当 2026/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2016年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業他機関からの分担金送金関係書類（平成28年度） 統合研究機構事務 2017/4/1 5年（当 2027/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2017年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業他機関からの分担金送金関係書類（平成29年度） 統合研究機構事務 2018/4/1 5年（当 2028/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2018年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業他機関からの分担金送金関係書類（平成30年度） 統合研究機構事務 2019/4/1 5年（当 2029/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2019年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業他機関からの分担金送金関係書類（平成31年度） 統合研究機構事務 2020/4/1 5年（当 2030/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2020年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業他機関からの分担金送金関係書類（令和2年度） 統合研究機構事務 2021/4/1 5年（当 2031/3/31 電子 研究推進課統合研究機構廃棄
2012年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業他機関への配分予定通知書（平成24年度） 研究・産学連携推 2013/4/1 5年（当 2023/3/31 紙 倉庫 統合研究機構廃棄
2013年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業他機関への配分予定通知書（平成25年度） 研究・産学連携推 2014/4/1 5年（当 2024/3/31 紙 倉庫 統合研究機構廃棄
2014年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業他機関への配分予定通知書（平成26年度） 研究・産学連携推 2015/4/1 5年（当 2025/3/31 紙 倉庫 統合研究機構廃棄
2015年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業他機関への分担金送金関係書類（平成27年度） 研究・産学連携推 2016/4/1 5年（当 2026/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2016年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業他機関への分担金送金関係書類（平成28年度） 統合研究機構事務 2017/4/1 5年（当 2027/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2017年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業他機関への分担金送金関係書類（平成29年度） 統合研究機構事務 2018/4/1 5年（当 2028/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2018年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業他機関への分担金送金関係書類（平成30年度） 統合研究機構事務 2019/4/1 5年（当 2029/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2019年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業他機関への分担金送金関係書類（平成31年度） 統合研究機構事務 2020/4/1 5年（当 2030/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2020年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業他機関への分担金送金関係書類（令和2年度） 統合研究機構事務 2021/4/1 5年（当 2031/3/31 電子 研究推進課統合研究機構廃棄
2015年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業各種変更（平成27年度） 研究・産学連携推 2016/4/1 5年（当 2026/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2016年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業各種変更（平成28年度） 統合研究機構事務 2017/4/1 5年（当 2027/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2017年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業各種変更（平成29年度） 統合研究機構事務 2018/4/1 5年（当 2028/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2015年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業入金記録（平成27年度） 研究・産学連携推 2016/4/1 5年（当 2026/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2016年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業入金記録（平成28年度） 統合研究機構事務 2017/4/1 5年（当 2027/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2017年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業入金記録（平成29年度） 統合研究機構事務 2018/4/1 5年（当 2028/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2018年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業入金記録（平成30年度） 統合研究機構事務 2019/4/1 5年（当 2029/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2019年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業入金記録（平成31年度） 統合研究機構事務 2020/4/1 5年（当 2030/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2020年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業入金記録（令和2年度） 統合研究機構事務 2021/4/1 5年（当 2031/3/31 電子 研究推進課統合研究機構廃棄
2015年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業雑件（平成27年度） 研究・産学連携推 2016/4/1 5年（当 2026/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2016年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業雑件（平成28年度） 統合研究機構事務 2017/4/1 5年（当 2027/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2017年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業雑件（平成29年度） 統合研究機構事務 2018/4/1 5年（当 2028/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2018年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業雑件（平成30年度） 統合研究機構事務 2019/4/1 5年（当 2029/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2019年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業雑件（平成31年度） 統合研究機構事務 2020/4/1 5年（当 2030/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
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2020年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業雑件（令和2年度） 統合研究機構事務 2021/4/1 5年（当 2031/3/31 電子 研究推進課統合研究機構廃棄
2016年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 平成28年度科学研究費助成事業実地検査関係書類一式 統合研究機構事務 2017/4/1 5年（当 2027/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2012年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業繰越を必要とする理由書（平成24年度） 研究・産学連携推 2013/4/1 5年（当 2023/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2012年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費補助金研究実績報告書（平成23年度） 研究・産学連携推 2013/4/1 5年（当 2023/3/31 紙 倉庫 統合研究機構廃棄
2013年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費補助金研究実績報告書（平成24年度） 研究・産学連携推 2014/4/1 5年（当 2024/3/31 紙 倉庫 統合研究機構廃棄
2014年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費補助金研究実績報告書（平成25年度） 研究・産学連携推 2015/4/1 5年（当 2025/3/31 紙 倉庫 統合研究機構廃棄
2015年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費補助金研究実績報告書（平成26年度） 研究・産学連携推 2016/4/1 5年（当 2026/3/31 紙 倉庫 統合研究機構廃棄
2016年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費補助金研究実績報告書（平成27年度） 統合研究機構事務 2017/4/1 5年（当 2027/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2017年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費補助金研究実績報告書（平成28年度） 統合研究機構事務 2018/4/1 5年（当 2028/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2018年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費補助金研究実績報告書（平成29年度） 統合研究機構事務 2019/4/1 5年（当 2029/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2019年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費補助金研究実績報告書（平成30年度） 統合研究機構事務 2020/4/1 5年（当 2030/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2020年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費補助金研究実績報告一覧等（平成31年度） 統合研究機構事務 2021/4/1 5年（当 2031/3/31 電子 研究推進課統合研究機構廃棄
2016年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費補助金額の確定通知書（平成27年度） 研究・産学連携推 2017/4/1 5年（当 2027/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2017年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業研究成果報告書（平成28年度） 統合研究機構事務 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2018年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業研究成果報告書（平成29年度） 統合研究機構事務 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2019年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業研究成果報告書（平成30年度） 統合研究機構事務 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2020年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業研究成果報告一覧等（平成31年度） 統合研究機構事務 2021/4/1 5年 2026/3/31 電子 研究推進課統合研究機構廃棄
2012年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費補助金自己評価報告書（平成23年度） 研究・産学連携推 2013/4/1 5年（当 2023/3/31 紙 倉庫 統合研究機構廃棄
2012年度 研究協力 科学研究費補助金の申請等に関するもの 科学研究費助成事業補助事業廃止承認申請書（平成24年度） 研究・産学連携推 2013/4/1 5年（当 2023/3/31 紙 倉庫 統合研究機構廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 学内共同教育研究施設等・委員会関係（平成２９年度） 統合研究機構事務 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙及び電子 研究推進課統合研究機構廃棄
2004年度 知的財産 共同出願契約に関するもの 共同出願契約関連（平成16年度） 産学連携係 2005/4/1 無期限 無期限 紙 機構倉庫 統合研究機構廃棄
2005年度 知的財産 共同出願契約に関するもの 共同出願契約関連（平成17年度） 産学連携係 2006/4/1 無期限 無期限 紙 機構倉庫 統合研究機構廃棄
2006年度 知的財産 共同出願契約に関するもの 共同出願契約関連（平成18年度） 産学連携係 2007/4/1 無期限 無期限 紙 機構倉庫 統合研究機構廃棄
2007年度 知的財産 共同出願契約に関するもの 共同出願契約関連（平成19年度） 産学連携係 2008/4/1 無期限 無期限 紙 機構倉庫 統合研究機構廃棄
2008年度 知的財産 共同出願契約に関するもの 共同出願契約関連（平成20年度） 産学連携係 2009/4/1 無期限 無期限 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2009年度 知的財産 共同出願契約に関するもの 共同出願契約関連（平成21年度） 産学連携係 2010/4/1 無期限 無期限 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2010年度 知的財産 共同出願契約に関するもの 共同出願契約関連（平成22年度） 産学連携係 2011/4/1 無期限 無期限 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2011年度 知的財産 共同出願契約に関するもの 共同出願契約関連（平成23年度） 産学連携係 2012/4/1 無期限 無期限 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2012年度 知的財産 共同出願契約に関するもの 共同出願契約関連（平成24年度） 産学連携係 2013/4/1 無期限 無期限 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2013年度 知的財産 共同出願契約に関するもの 共同出願契約関連（平成25年度） 産学連携係 2014/4/1 無期限 無期限 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2014年度 知的財産 共同出願契約に関するもの 共同出願契約関連（平成26年度） 産学連携係 2015/4/1 無期限 無期限 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2015年度 知的財産 共同出願契約に関するもの 共同出願契約関連（平成27年度） 産学連携係 2016/4/1 無期限 無期限 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2013年度 知的財産 共同出願契約に関するもの 共同出願契約関連（平成28年度） 産学連携係 2017/4/1 無期限 無期限 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2014年度 知的財産 共同出願契約に関するもの 共同出願契約関連（平成29年度） 産学連携係 2018/4/1 無期限 無期限 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2015年度 知的財産 共同出願契約に関するもの 共同出願契約関連（平成30年度） 産学連携係 2019/4/1 無期限 無期限 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2019年度 知的財産 共同出願契約に関するもの 共同出願契約関連（2019年度） 産学連携係 2020/4/1 無期限 無期限 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2020年度 知的財産 共同出願契約に関するもの 共同出願契約関連（2020年度） 産学連携係 2021/4/1 無期限 無期限 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2021年度 知的財産 共同出願契約に関するもの 共同出願契約関連（2021年度） 産学連携係 2022/4/1 無期限 無期限 紙及び電子 産連課事務統合研究機構廃棄
2004年度 知的財産 共同出願契約に関するもの その他特許関連契約（平成16年度） 産学連携係 2005/4/1 無期限 無期限 紙 機構倉庫 統合研究機構廃棄
2005年度 知的財産 共同出願契約に関するもの その他特許関連契約（平成17年度） 産学連携係 2006/4/1 無期限 無期限 紙 機構倉庫 統合研究機構廃棄
2006年度 知的財産 共同出願契約に関するもの その他特許関連契約（平成18年度） 産学連携係 2007/4/1 無期限 無期限 紙 機構倉庫 統合研究機構廃棄
2007年度 知的財産 共同出願契約に関するもの その他特許関連契約（平成19年度） 産学連携係 2008/4/1 無期限 無期限 紙 機構倉庫 統合研究機構廃棄
2008年度 知的財産 共同出願契約に関するもの その他特許関連契約（平成20年度） 産学連携係 2009/4/1 無期限 無期限 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2009年度 知的財産 共同出願契約に関するもの その他特許関連契約（平成21年度） 産学連携係 2010/4/1 無期限 無期限 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2010年度 知的財産 共同出願契約に関するもの その他特許関連契約（平成22年度） 産学連携係 2011/4/1 無期限 無期限 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2011年度 知的財産 共同出願契約に関するもの その他特許関連契約（平成23年度） 産学連携係 2012/4/1 無期限 無期限 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2012年度 知的財産 共同出願契約に関するもの その他特許関連契約（平成24年度） 産学連携係 2013/4/1 無期限 無期限 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2013年度 知的財産 共同出願契約に関するもの その他特許関連契約（平成25年度） 産学連携係 2014/4/1 無期限 無期限 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2014年度 知的財産 共同出願契約に関するもの その他特許関連契約（平成26年度） 産学連携係 2015/4/1 無期限 無期限 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2015年度 知的財産 共同出願契約に関するもの その他特許関連契約（平成27年度） 産学連携係 2016/4/1 無期限 無期限 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2013年度 知的財産 共同出願契約に関するもの その他特許関連契約（平成28年度） 産学連携係 2017/4/1 無期限 無期限 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2014年度 知的財産 共同出願契約に関するもの その他特許関連契約（平成29年度） 産学連携係 2018/4/1 無期限 無期限 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2015年度 知的財産 共同出願契約に関するもの その他特許関連契約（平成30年度） 産学連携係 2019/4/1 無期限 無期限 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2019年度 知的財産 共同出願契約に関するもの その他特許関連契約（2019年度） 産学連携係 2020/4/1 無期限 無期限 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2020年度 知的財産 共同出願契約に関するもの その他特許関連契約（2020年度） 産学連携係 2021/4/1 無期限 無期限 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2021年度 知的財産 共同出願契約に関するもの その他特許関連契約（2021年度） 産学連携係 2022/4/1 無期限 無期限 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2012年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 研究推進協議会（平成24年度） 産学連携係 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2012年度 研究推進 厚生労働科学研究費補助金に関するもの 厚生労働科学研究費補助金　学外代表者（本学分担研究者）申請書・交研究・産学連携推 2013/4/1 5年（当 2023/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2013年度 研究推進 厚生労働科学研究費補助金に関するもの 厚生労働科学研究費補助金　学外代表者（本学分担研究者）申請書・交研究・産学連携推 2014/4/1 5年（当 2024/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2014年度 研究推進 厚生労働科学研究費補助金に関するもの 厚生労働科学研究費補助金　学外代表者（本学分担研究者）申請書・交研究・産学連携推 2015/4/1 5年（当 2025/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2015年度 研究推進 厚生労働科学研究費補助金に関するもの 厚生労働科学研究費補助金　学外代表者（本学分担研究者）申請書・交研究・産学連携推 2016/4/1 5年（当 2026/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2016年度 研究推進 厚生労働科学研究費補助金に関するもの 厚生労働科学研究費補助金　学外代表者（本学分担研究者）申請書・交研究・産学連携推 2017/4/1 5年（当 2027/3/31 電子 研究推進課統合研究機構廃棄
2017年度 研究推進 厚生労働科学研究費補助金に関するもの 厚生労働科学研究費補助金　学外代表者（本学分担研究者）申請書・交統合研究機構事務 2018/4/1 5年（当 2028/3/31 電子 研究推進課統合研究機構廃棄
2018年度 研究推進 厚生労働科学研究費補助金に関するもの 厚生労働科学研究費補助金　学外代表者（本学分担研究者）申請書・交統合研究機構事務 2019/4/1 5年（当 2029/3/31 電子 研究推進課統合研究機構廃棄
2019年度 研究推進 厚生労働科学研究費補助金に関するもの 厚生労働科学研究費補助金　学外代表者（本学分担研究者）申請書・交統合研究機構事務 2020/4/1 5年（当 2030/3/31 電子 研究推進課統合研究機構廃棄
2020年度 研究推進 厚生労働科学研究費補助金に関するもの 厚生労働科学研究費補助金　学外代表者（本学分担研究者）申請書・交統合研究機構事務 2021/4/1 5年（当 2031/3/31 電子 研究推進課統合研究機構廃棄
2021年度 研究推進 厚生労働科学研究費補助金に関するもの 厚生労働科学研究費補助金　学外代表者（本学分担研究者）申請書・交統合研究機構事務 2022/4/1 5年（当 2032/3/31 電子 研究推進課統合研究機構廃棄
2012年度 研究推進 厚生労働科学研究費補助金に関するもの 厚生労働科学研究費補助金　研究実施・経理・受領　委任状・承諾書　綴研究・産学連携推 2013/4/1 5年（当 2023/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2013年度 研究推進 厚生労働科学研究費補助金に関するもの 厚生労働科学研究費補助金　研究実施・経理・受領　委任状・承諾書　綴研究・産学連携推 2014/4/1 5年（当 2024/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2014年度 研究推進 厚生労働科学研究費補助金に関するもの 厚生労働科学研究費補助金　研究実施・経理・受領　委任状・承諾書　綴研究・産学連携推 2015/4/1 5年（当 2025/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
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2015年度 研究推進 厚生労働科学研究費補助金に関するもの 厚生労働科学研究費補助金　研究実施・経理・受領　委任状・承諾書　綴研究・産学連携推 2016/4/1 5年（当 2026/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2016年度 研究推進 厚生労働科学研究費補助金に関するもの 厚生労働科学研究費補助金　研究実施・経理・受領　委任状・承諾書　綴研究推進係 2017/4/1 5年（当 2027/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2017年度 研究推進 厚生労働科学研究費補助金に関するもの 厚生労働科学研究費補助金　研究実施・経理・受領　委任状・承諾書　綴研究推進係 2018/4/1 5年（当 2028/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2018年度 研究推進 厚生労働科学研究費補助金に関するもの 厚生労働科学研究費補助金　研究実施・経理・受領　委任状・承諾書　綴研究推進係 2019/4/1 5年（当 2029/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2019年度 研究推進 厚生労働科学研究費補助金に関するもの 厚生労働科学研究費補助金　研究実施・経理・受領　委任状・承諾書　綴統合研究機構事務 2020/4/1 5年（当 2030/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2020年度 研究推進 厚生労働科学研究費補助金に関するもの 厚生労働科学研究費補助金　研究実施・経理・受領　委任状・承諾書　綴統合研究機構事務 2021/4/1 5年（当 2031/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2021年度 研究推進 厚生労働科学研究費補助金に関するもの 厚生労働科学研究費補助金　研究実施・経理・受領　委任状・承諾書　綴統合研究機構事務 2022/4/1 5年（当 2032/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2012年度 研究推進 厚生労働科学研究費補助金に関するもの 厚生労働科学研究費補助金　研究代表者関係（平成24年度） 研究・産学連携推 2013/4/1 5年（当 2023/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2013年度 研究推進 厚生労働科学研究費補助金に関するもの 厚生労働科学研究費補助金　研究代表者関係（平成25年度） 研究・産学連携推 2014/4/1 5年（当 2024/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2014年度 研究推進 厚生労働科学研究費補助金に関するもの 厚生労働科学研究費補助金　研究代表者関係（平成26年度） 研究・産学連携推 2015/4/1 5年（当 2025/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2015年度 研究推進 厚生労働科学研究費補助金に関するもの 厚生労働科学研究費補助金　研究代表者関係（平成27年度） 研究・産学連携推 2016/4/1 5年（当 2026/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2016年度 研究推進 厚生労働科学研究費補助金に関するもの 厚生労働科学研究費補助金　研究代表者関係（平成28年度） 研究・産学連携推 2017/4/1 5年（当 2027/3/31 電子 研究推進課統合研究機構廃棄
2017年度 研究推進 厚生労働科学研究費補助金に関するもの 厚生労働科学研究費補助金　研究代表者関係（平成29年度） 統合研究機構事務 2018/4/1 5年（当 2028/3/31 電子 研究推進課統合研究機構廃棄
2018年度 研究推進 厚生労働科学研究費補助金に関するもの 厚生労働科学研究費補助金　研究代表者関係（平成30年度） 統合研究機構事務 2019/4/1 5年（当 2029/3/31 電子 研究推進課統合研究機構廃棄
2019年度 研究推進 厚生労働科学研究費補助金に関するもの 厚生労働科学研究費補助金　研究代表者関係（平成31年度） 統合研究機構事務 2020/4/1 5年（当 2030/3/31 電子 研究推進課統合研究機構廃棄
2020年度 研究推進 厚生労働科学研究費補助金に関するもの 厚生労働科学研究費補助金　研究代表者関係（2020年度） 統合研究機構事務 2021/4/1 5年（当 2031/3/31 電子 研究推進課統合研究機構廃棄
2021年度 研究推進 厚生労働科学研究費補助金に関するもの 厚生労働科学研究費補助金　研究代表者関係（2021年度） 統合研究機構事務 2022/4/1 5年（当 2032/3/31 電子 研究推進課統合研究機構廃棄
2013年度 研究推進 厚生労働科学研究費補助金に関するもの 厚生労働科学研究費補助金　公募計画調書（平成25年度） 研究・産学連携推 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2012年度 研究推進 厚生労働科学研究費補助金に関するもの 厚生労働科学研究費補助金　収支決算報告書（平成24年度） 研究・産学連携推 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2012年度 研究推進 研究資金等の立替に関するもの 厚生労働科学研究費補助金　立替申請（平成24年度） 研究・産学連携推 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2012年度 研究推進 厚生労働科学研究費補助金に関するもの 厚生労働科学研究費補助金　分担金送金関係書類（平成24年度） 研究・産学連携推 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2013年度 研究推進 厚生労働科学研究費補助金に関するもの 厚生労働科学研究費補助金　分担金送金関係書類（平成25年度） 研究・産学連携推 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2014年度 研究推進 厚生労働科学研究費補助金に関するもの 厚生労働科学研究費補助金　分担金送金関係書類（平成26年度） 研究・産学連携推 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2015年度 研究推進 厚生労働科学研究費補助金に関するもの 厚生労働科学研究費補助金　分担金送金関係書類（平成27年度） 研究・産学連携推 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2016年度 研究推進 厚生労働科学研究費補助金に関するもの 厚生労働科学研究費補助金　分担金送金関係書類（平成2８年度） 研究推進係 2017/4/1 5年（当 2027/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2017年度 研究推進 厚生労働科学研究費補助金に関するもの 厚生労働科学研究費補助金　分担金送金関係書類（平成29年度） 研究推進係 2018/4/1 5年（当 2028/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2018年度 研究推進 厚生労働科学研究費補助金に関するもの 厚生労働科学研究費補助金　分担金送金関係書類（平成30年度） 研究推進係 2019/4/1 5年（当 2029/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2019年度 研究推進 厚生労働科学研究費補助金に関するもの 厚生労働科学研究費補助金　分担金送金関係書類（平成31年度） 統合研究機構事務 2020/4/1 5年（当 2030/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2020年度 研究推進 厚生労働科学研究費補助金に関するもの 厚生労働科学研究費補助金　分担金送金関係書類（2020年度） 統合研究機構事務 2021/4/1 5年（当 2031/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2021年度 研究推進 厚生労働科学研究費補助金に関するもの 厚生労働科学研究費補助金　分担金送金関係書類（2021年度） 統合研究機構事務 2022/4/1 5年（当 2032/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2012年度 研究推進 厚生労働科学研究費補助金に関するもの 厚生労働科学研究費補助金証拠書類（平成24年度） 研究・産学連携推 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2013年度 研究推進 厚生労働科学研究費補助金に関するもの 厚生労働科学研究費補助金証拠書類（平成25年度） 研究・産学連携推 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2014年度 研究推進 厚生労働科学研究費補助金に関するもの 厚生労働科学研究費補助金証拠書類（平成26年度） 研究・産学連携推 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2015年度 研究推進 厚生労働科学研究費補助金に関するもの 厚生労働科学研究費補助金証拠書類（平成27年度） 研究・産学連携推 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2016年度 研究推進 厚生労働科学研究費補助金に関するもの 厚生労働科学研究費補助金証拠書類（平成28年度） 研究・産学連携推 2017/4/1 5年（当 2027/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2017年度 研究推進 厚生労働科学研究費補助金に関するもの 厚生労働科学研究費補助金証拠書類（平成29年度） 統合研究機構事務 2018/4/1 5年（当 2028/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2018年度 研究推進 厚生労働科学研究費補助金に関するもの 厚生労働科学研究費補助金証拠書類（平成30年度） 統合研究機構事務 2019/4/1 5年（当 2029/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2019年度 研究推進 厚生労働科学研究費補助金に関するもの 厚生労働科学研究費補助金証拠書類（平成31年度） 統合研究機構事務 2020/4/1 5年（当 2030/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2020年度 研究推進 厚生労働科学研究費補助金に関するもの 厚生労働科学研究費補助金証拠書類（2020年度） 統合研究機構事務 2021/4/1 5年（当 2031/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2014年度 研究推進 厚生労働科学研究委託費にかかるもの 厚生労働科学研究委託費契約書（代表） 研究・産学連携推 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2014年度 研究推進 厚生労働科学研究委託費にかかるもの 厚生労働科学研究委託費契約書（分担） 研究・産学連携推 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2014年度 研究推進 厚生労働科学研究委託費にかかるもの 厚生労働科学研究委託費実績報告書 研究・産学連携推 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2012年度 研究協力 知的財産本部及び産学連携に関連する調書等に関する産学連携推進本部関連（平成24年度） 産学連携係 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2017年度 研究協力 受託研究に関するもの 受託研究関係（平成29年度） 産学連携係 2018/4/1 5年（当 2023/3/31 紙 倉庫 統合研究機構廃棄
2018年度 研究協力 受託研究に関するもの 受託研究関係（平成30年度） 産学連携係 2019/4/1 5年（当 2024/3/31 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2019年度 研究協力 受託研究に関するもの 受託研究関係（2019年度） 産学連携係 2020/4/1 5年（当 2025/3/31 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2020年度 研究協力 受託研究に関するもの 受託研究関係（2020年度） 産学連携係 2021/4/1 5年（当 2026/3/31 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2021年度 研究協力 受託研究に関するもの 受託研究関係（2021年度） 産学連携係 2022/4/1 5年（当 2027/3/31 紙及び電子 産連課事務統合研究機構廃棄
2017年度 研究協力 寄附金に関するもの 奨学寄附金（部局からの受入関係）（平成29年度） 産学連携係 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 共有倉庫 統合研究機構廃棄
2018年度 研究協力 寄附金に関するもの 奨学寄附金（部局からの受入関係）（平成30年度） 産学連携係 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2019年度 研究協力 寄附金に関するもの 奨学寄附金（部局からの受入関係）（2019年度） 産学連携係 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2020年度 研究協力 寄附金に関するもの 奨学寄附金（部局からの受入関係）（2020年度） 産学連携係 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2021年度 研究協力 寄附金に関するもの 奨学寄附金（部局からの受入関係）（2021年度） 産学連携係 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙及び電子 産連課事務統合研究機構廃棄
2017年度 研究協力 寄附金に関するもの 奨学寄附金（振込依頼書・受入通知書関係）（平成29年度） 産学連携係 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 共有倉庫 統合研究機構廃棄
2018年度 研究協力 寄附金に関するもの 奨学寄附金（振込依頼書・受入通知書関係）（平成30年度） 産学連携係 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2019年度 研究協力 寄附金に関するもの 奨学寄附金（振込依頼書・受入通知書関係）（2019年度） 産学連携係 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2020年度 研究協力 寄附金に関するもの 奨学寄附金（振込依頼書・受入通知書関係）（2020年度） 産学連携係 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2021年度 研究協力 寄附金に関するもの 奨学寄附金（振込依頼書・受入通知書関係）（2021年度） 産学連携係 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2017年度 研究協力 寄附金に関するもの 奨学寄附金・口座管理（平成29年度） 産学連携係 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 共有倉庫 統合研究機構廃棄
2018年度 研究協力 寄附金に関するもの 奨学寄附金・口座管理（平成30年度） 産学連携係 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2019年度 研究協力 寄附金に関するもの 奨学寄附金・口座管理（2019年度） 産学連携係 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2020年度 研究協力 寄附金に関するもの 奨学寄附金・口座管理（2020年度） 産学連携係 2021/4/1 5年 2025/3/31 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2021年度 研究協力 寄附金に関するもの 奨学寄附金・口座管理（2021年度） 産学連携係 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2021年度 研究協力 寄附金に関するもの 研究助成金誓約書（2021年度） 産学連携係 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2017年度 知的財産 職務発明補償金に関するもの 職務発明補償金（平成29年度） 産学連携係 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2018年度 知的財産 職務発明補償金に関するもの 職務発明補償金（平成30年度） 産学連携係 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2019年度 知的財産 職務発明補償金に関するもの 職務発明補償金（2019年度） 産学連携係 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2020年度 知的財産 職務発明補償金に関するもの 職務発明補償金（2020年度） 産学連携係 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2021年度 知的財産 職務発明補償金に関するもの 職務発明補償金（2021年度） 産学連携係 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2017年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの 特定病原体等安全管理委員会関係（平成２９年度） 統合研究機構事務 2018/4/1 5年（当 2023/3/31 紙及び電子 研究推進課統合研究機構廃棄
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大分類 中分類 名称（小分類）

⑦保存媒体
の種別

⑧保存場所 ⑨管理者

⑩保存
期間

満了時
の措置

⑪備考⑥保存期間満了日①作成・取得年度等

②　分　　類
③作成者・取得者 ④起算日 ⑤保存期間

2018年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの 特定病原体等安全管理委員会関係（平成３０年度） 統合研究機構事務 2019/4/1 5年（当 2024/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2019年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの 特定病原体等安全管理委員会関係（2019年度） 統合研究機構事務 2020/4/1 5年（当 2025/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2017年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの 特定病原体立入検査（準備試料等）（平成２９年度） 統合研究機構事務 2018/4/1 5年（当 2023/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2017年度 知的財産 特許実施料等収入に関するもの 特許実施料等収入関連（平成29年度） 産学連携係 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2018年度 知的財産 特許実施料等収入に関するもの 特許実施料等収入関連（平成30年度） 産学連携係 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2019年度 知的財産 特許実施料等収入に関するもの 特許実施料等収入関連（2019年度） 産学連携係 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2020年度 知的財産 特許実施料等収入に関するもの 特許実施料等収入関連（2020年度） 産学連携係 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2021年度 知的財産 特許実施料等収入に関するもの 特許実施料等収入関連（2021年度） 産学連携係 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2017年度 知的財産 特許出願支援制度に関するもの 特許出願支援制度関連（平成29年度） 産学連携係 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2018年度 知的財産 特許出願支援制度に関するもの 特許出願支援制度関連（平成30年度） 産学連携係 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2019年度 知的財産 特許出願支援制度に関するもの 特許出願支援制度関連（2019年度） 産学連携係 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2020年度 知的財産 特許出願支援制度に関するもの 特許出願支援制度関連（2020年度） 産学連携係 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2021年度 知的財産 特許出願支援制度に関するもの 特許出願支援制度関連（2021年度） 産学連携係 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2015年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの ヒトiPS細胞使用研究関係（平成２７年度） 研究協力掛 2016/4/1 5年（当 2025/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄

2016年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの ヒトiPS細胞使用研究関係（平成２８年度） 研究協力係 2017/4/1 5年（当 2027/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄

・当初の保存期間満了日：
2022/3/31
・延長期間：5年間
・延長理由：実験終了後5
年間を経過していないもの
があり調査研究用務に必
要があるため

2017年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの ヒトiPS細胞使用研究関係（平成２９年度） 統合研究機構事務 2018/4/1 5年（当 2023/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2018年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの ヒトiPS細胞使用研究関係（平成３０年度） 統合研究機構事務 2019/4/1 5年（当 2024/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2019年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの ヒトiPS細胞使用研究関係（2019年度） 統合研究機構事務 2020/4/1 5年（当 2025/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2020年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの ヒトiPS細胞使用研究関係（2020年度） 統合研究機構事務 2021/4/1 5年（当 2026/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2021年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの ヒトiPS細胞使用研究関係（2021年度） 統合研究機構事務 2022/4/1 5年（当 2027/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2006年度 知的財産 秘密（機密）保持契約に関するもの 秘密（機密）保持契約関連（平成18年度） 産学連携係 2007/4/1 無期限 無期限 紙 機構倉庫 統合研究機構廃棄
2007年度 知的財産 秘密（機密）保持契約に関するもの 秘密（機密）保持契約関連（平成19年度） 産学連携係 2008/4/1 無期限 無期限 紙 機構倉庫 統合研究機構廃棄
2008年度 知的財産 秘密（機密）保持契約に関するもの 秘密（機密）保持契約関連（平成20年度） 産学連携係 2009/4/1 無期限 無期限 紙 機構倉庫 統合研究機構廃棄
2009年度 知的財産 秘密（機密）保持契約に関するもの 秘密（機密）保持契約関連（平成21年度） 産学連携係 2010/4/1 無期限 無期限 紙 機構倉庫 統合研究機構廃棄
2010年度 知的財産 秘密（機密）保持契約に関するもの 秘密（機密）保持契約関連（平成22年度） 産学連携係 2011/4/1 無期限 無期限 紙 機構倉庫 統合研究機構廃棄
2011年度 知的財産 秘密（機密）保持契約に関するもの 秘密（機密）保持契約関連（平成23年度） 産学連携係 2012/4/1 無期限 無期限 紙 機構倉庫 統合研究機構廃棄
2012年度 知的財産 秘密（機密）保持契約に関するもの 秘密（機密）保持契約関連（平成24年度） 産学連携係 2013/4/1 無期限 無期限 紙 機構倉庫 統合研究機構廃棄
2013年度 知的財産 秘密（機密）保持契約に関するもの 秘密（機密）保持契約関連（平成25年度） 産学連携係 2014/4/1 無期限 無期限 紙 機構倉庫 統合研究機構廃棄
2014年度 知的財産 秘密（機密）保持契約に関するもの 秘密（機密）保持契約関連（平成26年度） 産学連携係 2015/4/1 無期限 無期限 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2015年度 知的財産 秘密（機密）保持契約に関するもの 秘密（機密）保持契約関連（平成27年度） 産学連携係 2016/4/1 無期限 無期限 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2016年度 知的財産 秘密（機密）保持契約に関するもの 秘密（機密）保持契約関連（平成28年度） 産学連携係 2017/4/1 無期限 無期限 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2017年度 知的財産 秘密（機密）保持契約に関するもの 秘密（機密）保持契約関連（平成29年度） 産学連携係 2018/4/1 無期限 無期限 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2018年度 知的財産 秘密（機密）保持契約に関するもの 秘密（機密）保持契約関連（平成30年度） 産学連携係 2019/4/1 無期限 無期限 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2019年度 知的財産 秘密（機密）保持契約に関するもの 秘密（機密）保持契約関連（2019年度） 産学連携係 2020/4/1 無期限 無期限 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2020年度 知的財産 秘密（機密）保持契約に関するもの 秘密（機密）保持契約関連（2020年度） 産学連携係 2021/4/1 無期限 無期限 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2021年度 知的財産 秘密（機密）保持契約に関するもの 秘密（機密）保持契約関連（2021年度） 産学連携係 2022/4/1 無期限 無期限 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2017年度 研究協力 各種研究助成金の申請等に関するもの／学術団体等と 民間等研究助成事業・公募・申請関係（平成29年度） 産学連携係 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 共有倉庫 統合研究機構廃棄
2018年度 研究協力 各種研究助成金の申請等に関するもの／学術団体等と 民間等研究助成事業・公募・申請関係（平成30年度） 産学連携係 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2019年度 研究協力 各種研究助成金の申請等に関するもの／学術団体等と 民間等研究助成事業・公募・申請関係（2019年度） 産学連携係 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2020年度 研究協力 各種研究助成金の申請等に関するもの／学術団体等と 民間等研究助成事業・公募・申請関係（2020年度） 産学連携係 2021/4/1 5年 2025/3/31 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2021年度 研究協力 各種研究助成金の申請等に関するもの／学術団体等と 民間等研究助成事業・公募・申請関係（2021年度） 産学連携係 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2017年度 研究協力 共同研究に関するもの 民間等との共同研究関係（平成29年度） 産学連携係 2018/4/1 5年（当 2023/3/31 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2018年度 研究協力 共同研究に関するもの 民間等との共同研究関係（平成30年度） 産学連携係 2019/4/1 5年（当 2024/3/31 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2019年度 研究協力 共同研究に関するもの 民間等との共同研究関係（2019年度） 産学連携係 2020/4/1 5年（当 2025/3/31 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2020年度 研究協力 共同研究に関するもの 民間等との共同研究関係（2020年度） 産学連携係 2021/4/1 5年（当 2026/3/31 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2021年度 研究協力 共同研究に関するもの 民間等との共同研究関係（2021年度） 産学連携係 2022/4/1 5年（当 2027/3/31 紙及び電子 産連課事務統合研究機構廃棄
2012年度 研究協力 受託研究に関するもの 文科省委託費（平成24年度） 研究・産学連携推 2013/4/1 5年（当 2023/3/31 紙 倉庫 統合研究機構廃棄
2012年度 研究協力 利益相反マネジメントに関するもの 利益相反マネージメント委員会（平成24年度） 産学連携係 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 共有倉庫 統合研究機構廃棄
2013年度 研究協力 利益相反マネジメントに関するもの 利益相反マネージメント委員会（平成25年度） 産学連携係 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 共有倉庫 統合研究機構廃棄
2014年度 研究協力 利益相反マネジメントに関するもの 利益相反マネージメント委員会（平成26年度） 産学連携係 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 共有倉庫 統合研究機構廃棄
2015年度 研究協力 利益相反マネジメントに関するもの 利益相反マネージメント委員会（平成27年度） 産学連携係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 共有倉庫 統合研究機構廃棄
2016年度 研究協力 利益相反マネジメントに関するもの 利益相反マネージメント委員会（平成28年度） 産学連携係 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 共有倉庫 統合研究機構廃棄
2017年度 研究協力 利益相反マネジメントに関するもの 利益相反マネジメント委員会（平成29年度） 産学連携係 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 共有倉庫 統合研究機構廃棄
2018年度 研究協力 利益相反マネジメントに関するもの 利益相反マネジメント委員会（平成30年度） 産学連携係 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 共有倉庫 統合研究機構廃棄
2019年度 研究協力 利益相反マネジメントに関するもの 利益相反マネジメント委員会（2019年度） 産学連携係 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2020年度 研究協力 利益相反マネジメントに関するもの 利益相反マネジメント委員会（2020年度） 産学連携係 2021/4/1 10年 2031/3/31 電子 産連課事務統合研究機構廃棄
2021年度 研究協力 利益相反マネジメントに関するもの 利益相反マネジメント委員会（2021年度） 産学連携係 2022/4/1 10年 2032/3/31 電子 産連課事務統合研究機構廃棄
2018年度 大学の運営 労働状況記録簿 労働時間報告書等関係（産学連携推進本部）（平成29-30年度） 産学連携係 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2019年度 大学の運営 労働状況記録簿 労働時間報告書等関係（産学連携研究センター・高等研究院）（平成31-令総務企画係 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2017年度 研究協力 共同利用研究施設等の管理・運営関係文書 学内共同教育研究施設等・使用料徴収関係（平成２９年度） 統合研究機構事務 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2018年度 研究協力 共同利用研究施設等の管理・運営関係文書 学内共同教育研究施設等・使用料徴収関係（平成３０年度） 統合研究機構事務 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2021年度 研究協力 共同利用研究施設等の管理・運営関係文書 学内共同教育研究施設等・使用料徴収関係（2021年度） 統合研究機構事務 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2017年度 大学の運営 労働状況記録簿 学内共同教育研究施設等・労働時間報告書関係（平成２９年度） 統合研究機構事務 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2018年度 大学の運営 労働状況記録簿 学内共同教育研究施設等・労働時間報告書関係（平成３０年度） 統合研究機構事務 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
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2019年度 大学の運営 労働状況記録簿 学内共同教育研究施設等・労働時間報告書関係（2019年度） 統合研究機構事務 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2020年度 大学の運営 労働状況記録簿 学内共同教育研究施設等・労働時間報告書関係（2020年度） 統合研究機構事務 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2021年度 大学の運営 労働状況記録簿 学内共同教育研究施設等・労働時間報告書関係（2021年度） 統合研究機構事務 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2017年度 大学の運営 休暇簿に関するもの 学内共同教育研究施設等・休暇簿（平成２９年度） 統合研究機構事務 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2018年度 大学の運営 休暇簿に関するもの 学内共同教育研究施設等・休暇簿（平成３０年度） 統合研究機構事務 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2019年度 大学の運営 休暇簿に関するもの 学内共同教育研究施設等・休暇簿（2019年度） 統合研究機構事務 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2020年度 大学の運営 休暇簿に関するもの 学内共同教育研究施設等・休暇簿（2020年度） 統合研究機構事務 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2021年度 大学の運営 休暇簿に関するもの 学内共同教育研究施設等・休暇簿（2021年度） 統合研究機構事務 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2012年度 知的財産 研究成果有体物の提供・譲受に関するもの 研究成果有体物関係（平成24年度） 産学連携係 - 5年（当 - 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2013年度 知的財産 研究成果有体物の提供・譲受に関するもの 研究成果有体物関係（平成25年度） 産学連携係 - 5年（当 - 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2014年度 知的財産 研究成果有体物の提供・譲受に関するもの 研究成果有体物関係（平成26年度） 産学連携係 - 5年（当 - 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2015年度 知的財産 研究成果有体物の提供・譲受に関するもの 研究成果有体物関係（平成27年度） 産学連携係 - 5年（当 - 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2016年度 知的財産 研究成果有体物の提供・譲受に関するもの 研究成果有体物関係（平成28年度） 産学連携係 - 5年（当 - 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2017年度 知的財産 研究成果有体物の提供・譲受に関するもの 研究成果有体物関係（平成29年度） 産学連携係 - 5年（当 - 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2018年度 知的財産 研究成果有体物の提供・譲受に関するもの 研究成果有体物関係（平成30年度） 産学連携係 - 5年（当 - 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2019年度 知的財産 研究成果有体物の提供・譲受に関するもの 研究成果有体物関係（2019年度） 産学連携係 - 5年（当 - 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2020年度 知的財産 研究成果有体物の提供・譲受に関するもの 研究成果有体物関係（2020年度） 産学連携係 - 5年（当 - 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2021年度 知的財産 研究成果有体物の提供・譲受に関するもの 研究成果有体物関係（2021年度） 産学連携係 - 5年（当 - 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2010年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの 組換えDNA実験関係（平成２２年度） 研究協力掛 2016/4/1 5年（当 2026/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2011年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの 組換えDNA実験関係（平成２３年度） 研究協力掛 2017/4/1 5年（当 2027/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2012年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの 組換えDNA実験関係（平成２４年度） 研究協力掛 2018/4/1 5年（当 2028/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2013年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの 組換えDNA実験関係（平成２５年度） 研究協力掛 2019/4/1 5年（当 2029/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2014年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの 組換えDNA実験関係（平成２６年度） 研究協力掛 2020/4/1 5年（当 2030/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2015年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの 組換えDNA実験関係（平成２７年度） 研究協力掛 2021/4/1 5年（当 2031/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2016年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの 組換えDNA実験関係（平成２８年度） 研究協力掛 2022/4/1 5年（当 2032/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2017年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの 組換えDNA実験関係（平成２９年度） 統合研究機構事務 2023/4/1 5年（当 2033/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2018年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの 組換えDNA実験関係（平成３０年度） 統合研究機構事務 2024/4/1 5年（当 2034/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2019年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの 組換えDNA実験関係（2019年度） 統合研究機構事務 2025/4/1 5年（当 2035/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2020年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの 遺伝子組換え生物等実験関係（2020年度） 統合研究機構事務 2026/4/1 5年（当 2030/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2021年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの 遺伝子組換え生物等実験関係（2021年度） 統合研究機構事務 2027/4/1 5年（当 2031/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2020年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの 遺伝子組換え生物等実験関係（譲渡計画書）（2020年度） 統合研究機構事務 2026/4/1 5年（当 2030/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2021年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの 遺伝子組換え生物等実験関係（譲渡計画書）（2021年度） 統合研究機構事務 2027/4/1 5年（当 2031/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2017年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの 動物実験計画書関係（平成２９年度） 統合研究機構事務 2018/4/1 5年（当 2023/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2018年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの 動物実験計画書関係（平成３０年度） 統合研究機構事務 2019/4/1 5年（当 2024/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2019年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの 動物実験計画書関係（2019年度） 統合研究機構事務 2020/4/1 5年（当 2025/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2020年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの 動物実験計画書関係（2020年度） 統合研究機構事務 2021/4/1 5年（当 2026/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2021年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの 動物実験計画書関係（2021年度） 統合研究機構事務 2022/4/1 5年（当 2027/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄

2011年度 研究協力 研究に係る倫理審査に関するもの 倫理審査委員会の審査結果関係（平成２３年度） 研究協力掛 2017/4/1 5年（当 2027/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄

・当初の保存期間満了日：
2022/3/31
・延長期間：5年間
・延長理由：実験終了後5
年間を経過していないもの
があり調査研究用務に必
要があるため

2012年度 研究協力 研究に係る倫理審査に関するもの 倫理審査委員会の審査結果関係（平成２４年度） 統合研究機構事務 2018/4/1 5年（当 2023/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄

2016年度 研究協力 研究に係る倫理審査に関するもの 臨床倫理委員会 統合研究機構事務 2017/4/1 5年（当 2027/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄

・当初の保存期間満了日：
2022/3/31
・延長期間：5年間
・延長理由：実験終了後5
年間を経過していないもの
があり調査研究用務に必
要があるため

2014年度 研究協力 研究に係る倫理審査に関するもの 臨床試料活用委員会① 統合研究機構事務 2015/4/1 5年（当 2025/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2019年度 研究協力 研究に係る倫理審査に関するもの 臨床試料活用委員会② 統合研究機構事務 2020/4/1 5年（当 2025/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2018年度 研究推進 補助事業に係るもの オープンイノベーション機構の整備事業（平成３０年度） 研究推進係 2019/4/1 5年（当 2028/3/31 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2019年度 研究推進 補助事業に係るもの オープンイノベーション機構の整備事業（平成３１年度） 統合研究機構事務 2020/4/1 5年（当 2029/3/31 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2020年度 研究推進 補助事業に係るもの オープンイノベーション機構の整備事業（2020年度） 統合研究機構事務 2021/4/1 5年（当 2030/3/31 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2021年度 研究推進 補助事業に係るもの オープンイノベーション機構の整備事業（2021年度） 統合研究機構事務 2022/4/1 5年（当 2031/3/31 紙及び電子 産連課事務統合研究機構廃棄
2018年度 研究推進 労働状況記録簿 オープンイノベーション機構　労働状況記録簿・休暇簿（平成３０年度） 研究推進係 2019/4/1 5年（当 2024/3/31 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2019年度 研究推進 労働状況記録簿 オープンイノベーション機構　労働状況記録簿・休暇簿（平成３１年度） 統合研究機構事務 2020/4/1 5年（当 2025/3/31 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2020年度 研究推進 労働状況記録簿 オープンイノベーション機構　労働状況記録簿・休暇簿（2020年度） 統合研究機構事務 2021/4/1 5年（当 2026/3/31 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2021年度 研究推進 労働状況記録簿 オープンイノベーション機構　労働状況記録簿・休暇簿（2021年度） 統合研究機構事務 2022/4/1 5年（当 2027/3/31 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2013年度 研究推進 内部監査に関するもの 平成25年度内部監査 研究・産学連携推 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2016年度 研究推進 日本学術振興会に事業に関するもの 特別研究員関係（平成28年度） 研究推進係 2017/4/1 5年（当 2024/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2017年度 研究推進 日本学術振興会に事業に関するもの 特別研究員関係（平成29年度） 研究推進係 2018/4/1 5年（当 2025/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2018年度 研究推進 日本学術振興会に事業に関するもの 特別研究員関係（平成30年度） 研究推進係 2019/4/1 5年（当 2026/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2019年度 研究推進 日本学術振興会に事業に関するもの 特別研究員関係（平成31年度） 統合研究機構事務 2020/4/1 5年（当 2027/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2018年度 研究協力 教育研究組織等の管理・運営関係文書 廃棄物・リサイクル・清掃立入関係 統合研究機構事務 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2018年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの 特定病原体等安全管理委員会関係綴 統合研究機構事務 2019/4/1 5年（当 2024/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2013年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 研究推進協議会（平成25年度） 研究・産学連携推 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
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2014年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 研究推進協議会（平成26年度） 研究・産学連携推 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2014年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの 特定病原体等利用・保管届出書 研究・産学連携推 2014/4/1 5年（当 2024/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2014年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの 病原微生物等利用・保管届出書（レベル２・レベル３・毒素） 研究・産学連携推 2014/4/1 5年（当 2024/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2015年度 研究協力 各種委員会の記録に関するもの 平成２７年度特定再生医療等委員会 研究・産学連携推 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2015年度 研究協力 各種委員会の記録に関するもの 平成２７年度特定再生医療等委員会（第１回～５回） 研究・産学連携推 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2016年度 研究協力 各種委員会の記録に関するもの 特定再生医療等委員会（平成２８年度～　　） 研究・産学連携推 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2016年度 研究協力 各種委員会の記録に関するもの 平成２８年度特定再生医療等委員会（第１回～６回） 研究・産学連携推 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2017年度 研究協力 各種委員会の記録に関するもの 平成２９年度特定再生医療等委員会（第１回～６回） 統合研究機構事務 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2018年度 研究協力 各種委員会の記録に関するもの 平成３０年度特定再生医療等委員会（第１回～７回） 統合研究機構事務 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2019年度 研究協力 各種委員会の記録に関するもの 2019年度特定再生医療等委員会（第１回～６回） 統合研究機構事務 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2020年度特定再生医療等委員会 統合研究機構事務 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2021年度特定再生医療等委員会 統合研究機構事務 2022/4/1 10年 2032/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2018年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの 病原微生物等安全管理委員会関係綴（平成３０年度） 統合研究機構事務 2019/4/1 5年（当 2024/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2019年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの 病原微生物等安全管理委員会関係綴（2019年度） 統合研究機構事務 2020/4/1 5年（当 2025/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2020年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの 病原微生物等安全管理委員会関係綴（2020年度） 統合研究機構事務 2021/4/1 5年（当 2026/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2021年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの 病原微生物等安全管理委員会関係綴（2021年度） 統合研究機構事務 2022/4/1 5年（当 2027/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2014年度 研究協力 通知文書に関するもの 雑件　綴り（平成２６年度） 研究・産学連携推 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2017年度 研究協力 通知文書に関するもの 雑件　綴り（平成２９年度） 統合研究機構事務 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2018年度 研究協力 通知文書に関するもの 雑件　綴り（平成３０年度） 統合研究機構事務 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2019年度 研究協力 通知文書に関するもの 雑件　綴り（平成３１年度、令和１年度①） 統合研究機構事務 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2019年度 研究協力 通知文書に関するもの 雑件　綴り（平成３１年度、令和１年度②） 統合研究機構事務 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2015年度 研究協力 研究大学強化促進事業（平成27年度） 研究・産学連携推 2016/4/1 5年（当 2028/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2017年度 研究協力 研究大学強化促進事業（平成29年度） 研究・産学連携推 2018/4/1 5年（当 2023/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2018年度 研究協力 研究大学強化促進事業（平成30年度） 統合研究機構事務 2019/4/1 5年（当 2024/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2019年度 研究協力 研究大学強化促進事業（平成31年度） 統合研究機構事務 2020/4/1 5年（当 2025/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2015年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 研究推進協議会（平成27年度） 研究・産学連携推 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2016年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 研究推進協議会（平成28年度） 研究・産学連携推 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 研究推進協議会（平成29年度） 研究・産学連携推 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 不正防止計画・推進委員会 研究・産学連携推 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2015年度 研究協力 研究に係る倫理審査に関するもの ヒトES細胞倫理審査委員会（平成27年度） 研究・産学連携推 2016/4/1 5年（当 2025/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2019年度 研究協力 研究に係る倫理審査に関するもの ヒトES細胞倫理審査委員会（2019年度） 統合研究機構事務 2020/4/1 5年（当 2025/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄

2017年度 研究協力
文科省委託費「産学官連携リスクマネジメントモデル事業（利益相反マ
ネジメント） 」

研究推進係 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄

2018年度 研究協力
文科省委託費「産学官連携リスクマネジメントモデル事業（利益相反マ
ネジメント） 」

研究推進係 2019/10/1 5年 2024/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄

2015年度 研究推進 平成２７年度戦略的創造研究推進事業（ＣＲＥＳＴ・さきがけ・他） 研究推進係 2016/4/1 5年（当 2026/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2016年度 研究推進 平成２８年度戦略的創造研究推進事業（ＣＲＥＳＴ・さきがけ・他） 研究推進係 2017/4/1 5年（当 2027/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2017年度 研究推進 平成２９年度戦略的創造研究推進事業（ＣＲＥＳＴ・さきがけ・他） 研究推進係 2018/4/1 5年（当 2028/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2018年度 研究推進 平成３０年度戦略的創造研究推進事業（ＣＲＥＳＴ・さきがけ・他） 研究推進係 2019/4/1 5年（当 2029/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄

2019年度
研究推進 平成３１年度戦略的創造研究推進事業（ＣＲＥＳＴ・さきがけ・他） 統合研究機構事

務部研究推進係
2020/4/1

5年（当
2030/3/31

紙 研究推進課統合研究機構廃棄

2015年度 研究推進 平成２７年度～　「長寿医療研究開発事業」 研究推進係 2016/4/1 5年（当 2026/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2017年度 研究推進 平成２９年度～　「長寿医療研究開発事業」 研究推進係 2018/4/1 5年（当 2028/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2018年度 研究推進 平成３０年度～　「長寿医療研究開発事業」 研究推進係 2019/4/1 5年（当 2029/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄

2019年度
研究推進 平成３１年度～　「長寿医療研究開発事業」 統合研究機構事

務部研究推進係
2020/4/1

5年（当
2030/3/31

紙 研究推進課統合研究機構廃棄

2016年度 研究推進 受託研究に関するもの 平成28年度 「日本医療研究開発機構委託費」　契約書・請求書 3A～ 研究推進係 2017/4/1 5年（当 2027/3/31 紙 共有倉庫 統合研究機構廃棄
2016年度 研究推進 受託研究に関するもの 平成28年度 「日本医療研究開発機構委託費」　契約書・請求書 3A111～研究推進係 2017/4/1 5年（当 2027/3/31 紙 共有倉庫 統合研究機構廃棄
2016年度 研究推進 受託研究に関するもの 平成28年度 「日本医療研究開発機構委託費」　契約書・請求書 3A121～研究推進係 2017/4/1 5年（当 2027/3/31 紙 共有倉庫 統合研究機構廃棄
2016年度 研究推進 受託研究に関するもの 平成28年度 「日本医療研究開発機構委託費」　契約書・請求書 3B～ 研究推進係 2017/4/1 5年（当 2027/3/31 紙 共有倉庫 統合研究機構廃棄
2016年度 研究推進 受託研究に関するもの 平成28年度 「日本医療研究開発機構委託費」　契約書・請求書 4A～ 研究推進係 2017/4/1 5年（当 2027/3/31 紙 共有倉庫 統合研究機構廃棄
2016年度 研究推進 受託研究に関するもの 平成28年度 「日本医療研究開発機構委託費」　契約書・請求書 4A191～研究推進係 2017/4/1 5年（当 2027/3/31 紙 共有倉庫 統合研究機構廃棄
2016年度 研究推進 受託研究に関するもの 平成28年度 「日本医療研究開発機構委託費」　契約書・請求書 4B以降 研究推進係 2017/4/1 5年（当 2027/3/31 紙 共有倉庫 統合研究機構廃棄
2016年度 研究推進 受託研究に関するもの 平成28年度 「日本医療研究開発機構委託費」　契約書・請求書 3A～ 研究推進係 2017/4/1 5年（当 2027/3/31 紙 共有倉庫 統合研究機構廃棄
2017年度 研究推進 受託研究に関するもの 平成29年度 「日本医療研究開発機構委託費」　契約書・請求書 1A～1J 研究推進係 2018/4/1 5年（当 2028/3/31 紙 共有倉庫 統合研究機構廃棄
2017年度 研究推進 受託研究に関するもの 平成29年度 「日本医療研究開発機構委託費」　契約書・請求書 1K以降 研究推進係 2018/4/1 5年（当 2028/3/31 紙 共有倉庫 統合研究機構廃棄
2017年度 研究推進 受託研究に関するもの 平成29年度 「日本医療研究開発機構委託費」　契約書・請求書 3A以降 研究推進係 2018/4/1 5年（当 2028/3/31 紙 共有倉庫 統合研究機構廃棄
2017年度 研究推進 受託研究に関するもの 平成29年度 「日本医療研究開発機構委託費」　契約書・請求書 3A123以研究推進係 2018/4/1 5年（当 2028/3/31 紙 共有倉庫 統合研究機構廃棄
2017年度 研究推進 受託研究に関するもの 平成29年度 「日本医療研究開発機構委託費」　契約書・請求書 4A番台 研究推進係 2018/4/1 5年（当 2028/3/31 紙 共有倉庫 統合研究機構廃棄
2017年度 研究推進 受託研究に関するもの 平成29年度 「日本医療研究開発機構委託費」　契約書・請求書 4B以降 研究推進係 2018/4/1 5年（当 2028/3/31 紙 共有倉庫 統合研究機構廃棄
2018年度 研究推進 受託研究に関するもの 平成30年度 「日本医療研究開発機構委託費」　契約書・請求書 1A～1J 研究推進係 2019/4/1 5年（当 2029/3/31 紙 共有倉庫 統合研究機構廃棄
2018年度 研究推進 受託研究に関するもの 平成30年度 「日本医療研究開発機構委託費」　契約書・請求書 1K以降 研究推進係 2019/4/1 5年（当 2029/3/31 紙 共有倉庫 統合研究機構廃棄
2018年度 研究推進 受託研究に関するもの 平成30年度 「日本医療研究開発機構委託費」　契約書・請求書 3A以降 研究推進係 2019/4/1 5年（当 2029/3/31 紙 共有倉庫 統合研究機構廃棄
2018年度 研究推進 受託研究に関するもの 平成30年度 「日本医療研究開発機構委託費」　契約書・請求書 3A123以研究推進係 2019/4/1 5年（当 2029/3/31 紙 共有倉庫 統合研究機構廃棄
2018年度 研究推進 受託研究に関するもの 平成30年度 「日本医療研究開発機構委託費」　契約書・請求書 4A番台 研究推進係 2019/4/1 5年（当 2029/3/31 紙 共有倉庫 統合研究機構廃棄
2018年度 研究推進 受託研究に関するもの 平成30年度 「日本医療研究開発機構委託費」　契約書・請求書 4B以降 研究推進係 2019/4/1 5年（当 2029/3/31 紙 共有倉庫 統合研究機構廃棄

2019年度 研究推進 受託研究に関するもの 平成31年度 「日本医療研究開発機構委託費」　契約書・請求書 1A～1J
統合研究機構事
務部研究推進係

2020/4/1 5年（当 2030/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄

2019年度 研究推進 受託研究に関するもの 平成31年度 「日本医療研究開発機構委託費」　契約書・請求書 1K以降
統合研究機構事
務部研究推進係

2020/4/1 5年（当 2030/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
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2019年度 研究推進 受託研究に関するもの 平成31年度 「日本医療研究開発機構委託費」　契約書・請求書 3A以降
統合研究機構事
務部研究推進係

2020/4/1 5年（当 2030/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄

2019年度 研究推進 受託研究に関するもの 平成31年度 「日本医療研究開発機構委託費」　契約書・請求書 3A123以
統合研究機構事
務部研究推進係

2020/4/1 5年（当 2030/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄

2019年度 研究推進 受託研究に関するもの 平成31年度 「日本医療研究開発機構委託費」　契約書・請求書 4A番台
統合研究機構事
務部研究推進係

2020/4/1 5年（当 2030/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄

2019年度 研究推進 受託研究に関するもの 平成31年度 「日本医療研究開発機構委託費」　契約書・請求書 4B以降
統合研究機構事
務部研究推進係

2020/4/1 5年（当 2030/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄

2020年度 研究推進 受託研究に関するもの 令和2年度 「日本医療研究開発機構委託費」　契約書・請求書 AA30018
統合研究機構事
務部研究推進係

2021/4/1 5年（当 2031/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄

2020年度 研究推進 受託研究に関するもの 令和2年度 「日本医療研究開発機構委託費」　契約書・請求書 AA40012
統合研究機構事
務部研究推進係

2021/4/1 5年（当 2031/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄

2020年度 研究推進 受託研究に関するもの 令和2年度 「日本医療研究開発機構委託費」　契約書・請求書 AA40013
統合研究機構事
務部研究推進係

2021/4/1 5年（当 2031/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄

2020年度 研究推進 受託研究に関するもの 令和2年度 「日本医療研究開発機構委託費」　契約書・請求書 BA30019
統合研究機構事
務部研究推進係

2021/4/1 5年（当 2031/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄

2020年度 研究推進 受託研究に関するもの 令和2年度 「日本医療研究開発機構委託費」　契約書・請求書 KA40010
統合研究機構事
務部研究推進係

2021/4/1 5年（当 2031/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄

2020年度 研究推進 受託研究に関するもの 令和2年度 「日本医療研究開発機構委託費」　契約書・請求書 MC40010
統合研究機構事
務部研究推進係

2021/4/1 5年（当 2031/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄

2020年度 研究推進 受託研究に関するもの 令和2年度 「日本医療研究開発機構委託費」　契約書・請求書 ZA300007
統合研究機構事
務部研究推進係

2021/4/1 5年（当 2031/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄

2016年度 研究推進 受託研究に関するもの 平成28年度 「日本医療研究開発機構委託費」　契約書・請求書の原議書研究推進係 2017/4/1 5年（当 2027/3/31 紙 共有倉庫 統合研究機構廃棄
2017年度 研究推進 受託研究に関するもの 平成29年度 「日本医療研究開発機構委託費」　契約書・請求書の原議書研究推進係 2018/4/1 5年（当 2028/3/31 紙 共有倉庫 統合研究機構廃棄
2017年度 研究推進 受託研究に関するもの 平成29年度 「日本医療研究開発機構委託費」　契約書・請求書の原議書研究推進係 2018/4/1 5年（当 2028/3/31 紙 共有倉庫 統合研究機構廃棄
2017年度 研究推進 受託研究に関するもの 平成29年度 「日本医療研究開発機構委託費」　契約書・請求書の原議書研究推進係 2018/4/1 5年（当 2028/3/31 紙 共有倉庫 統合研究機構廃棄
2018年度 研究推進 受託研究に関するもの 平成30年度 「日本医療研究開発機構委託費」　契約書・請求書の原議書研究推進係 2019/4/1 5年（当 2029/3/31 紙 共有倉庫 統合研究機構廃棄

2019年度 研究推進 受託研究に関するもの 平成31年度 「日本医療研究開発機構委託費」　契約書・請求書の原議書
統合研究機構事
務部研究推進係

2020/4/1 5年（当 2030/3/31 電子 研究推進課統合研究機構廃棄

2020年度 研究推進 受託研究に関するもの 令和2年度 「日本医療研究開発機構委託費」　契約書・請求書の原議書
統合研究機構事
務部研究推進係

2021/4/1 5年（当 2031/3/31 電子 研究推進課統合研究機構廃棄

2016年度 研究推進 受託研究に関するもの 平成28年度 「日本医療研究開発機構委託費」　契約書・請求書 文科省及研究推進係 2017/4/1 5年（当 2023/3/31 紙 共有倉庫 統合研究機構廃棄
2016年度 研究推進 受託研究に関するもの 平成28年度 「日本医療研究開発機構委託費」　実績・成果報告書 研究推進係 2017/4/1 5年（当 2023/3/31 紙 共有倉庫 統合研究機構廃棄
2017年度 研究推進 受託研究に関するもの 平成29年度 「日本医療研究開発機構委託費」　実績・成果報告書 研究推進係 2018/4/1 5年（当 2028/3/31 紙 共有倉庫 統合研究機構廃棄
2018年度 研究推進 受託研究に関するもの 平成30年度 「日本医療研究開発機構委託費」　実績・成果報告書 研究推進係 2019/4/1 5年（当 2029/3/31 紙 共有倉庫 統合研究機構廃棄

2019年度 研究推進 受託研究に関するもの 平成31年度 「日本医療研究開発機構委託費」　実績・成果報告書
統合研究機構事
務部研究推進係

2020/4/1 5年（当 2030/3/31 紙 共有倉庫 統合研究機構廃棄

2020年度 研究推進 受託研究に関するもの 令和2年度 「日本医療研究開発機構委託費」　実績・成果報告書
統合研究機構事
務部研究推進係

2021/4/1 5年（当 2031/3/31 電子 研究推進課統合研究機構廃棄

2020年度 研究推進 受託研究に関するもの 令和2年度 「日本医療研究開発機構委託費」　額の確定通知書
統合研究機構事
務部研究推進係

2021/4/1 5年（当 2031/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄

2016年度 研究推進 受託研究に関するもの 平成28年度 「日本医療研究開発機構委託費」　倫理審査・利益相反報告研究推進係 2017/4/1 5年（当 2023/3/31 紙 共有倉庫 統合研究機構廃棄
2017年度 研究推進 受託研究に関するもの 平成29年度 「日本医療研究開発機構委託費」　利益相反管理状況報告書研究推進係 2018/4/1 5年（当 2028/3/31 紙 共有倉庫 統合研究機構廃棄
2018年度 研究推進 受託研究に関するもの 平成30年度 「日本医療研究開発機構委託費」　利益相反管理状況報告書研究推進係 2019/4/1 5年（当 2029/3/31 紙 共有倉庫 統合研究機構廃棄

2019年度 研究推進 受託研究に関するもの 平成31年度 「日本医療研究開発機構委託費」　利益相反管理状況報告書
統合研究機構事
務部研究推進係

2020/4/1 5年（当 2030/3/31 紙 共有倉庫 統合研究機構廃棄

2017年度 研究推進 受託研究に関するもの 平成29年度国際医療研究開発事業　および　雑件 研究推進係 2017/4/1 5年（当 2023/3/31 紙 倉庫 統合研究機構廃棄
2016年度 研究推進 受託研究に関するもの 受託研究契約関係書類 研究推進係 2017/4/1 5年（当 2027/3/31 紙 倉庫 統合研究機構廃棄
2017年度 研究推進 受託研究に関するもの 受託研究契約関係書類 研究推進係 2018/4/1 5年（当 2028/3/31 紙 倉庫 統合研究機構廃棄
2018年度 研究推進 受託研究に関するもの 受託研究契約関係書類 研究推進係 2019/4/1 5年（当 2029/3/31 紙 倉庫 統合研究機構廃棄

2019年度 研究推進 受託研究に関するもの
受託研究契約関係書類 統合研究機構事

務部研究推進係
2020/4/1 5年（当 2030/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄

2020年度 研究推進 受託研究に関するもの
受託研究契約関係書類　JST 統合研究機構事

務部研究推進係
2021/4/1 5年（当 2031/3/31 紙 倉庫 統合研究機構廃棄

2020年度 研究推進 受託研究に関するもの
受託研究契約関係書類　NEDO 統合研究機構事

務部研究推進係
2021/4/1 5年（当 2031/3/31 紙 倉庫 統合研究機構廃棄

2020年度 研究推進 受託研究に関するもの
受託研究契約関係書類　その他委託費（JSTとNEDO以外） 統合研究機構事

務部研究推進係
2021/4/1 5年（当 2031/3/31 紙 倉庫 統合研究機構廃棄

2020年度 研究推進 受託研究に関するもの
受託研究契約関係書類 統合研究機構事

務部研究推進係
2021/4/1 5年（当 2031/3/31 紙 倉庫 統合研究機構廃棄

2021年度 研究推進 受託研究に関するもの
受託研究契約関係書類　JST 統合研究機構事

務部研究推進係
2022/4/1 5年（当 2032/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄

2021年度 研究推進 受託研究に関するもの
受託研究契約関係書類　その他委託費（JSTとNEDO以外） 統合研究機構事

務部研究推進係
2022/4/1 5年（当 2032/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄

2017年度 研究推進 受託研究に関するもの 平成29年度 「日本医療研究開発機構委託費」　 AMED公募綴り 研究推進係 2018/4/1 5年（当 2028/3/31 紙 共有倉庫 統合研究機構廃棄
2017年度 研究推進 受託研究に関するもの 平成29年度 「日本医療研究開発機構委託費」　 委託費・採用連絡票 研究推進係 2018/4/1 5年（当 2028/3/31 紙 共有倉庫 統合研究機構廃棄
2017年度 研究推進 受託研究に関するもの 平成29年度  AMED ・その他委託費　立替申請書 研究推進係 2018/4/1 5年（当 2028/3/31 紙 共有倉庫 統合研究機構廃棄
2018年度 研究推進 受託研究に関するもの 平成30年度 「日本医療研究開発機構委託費」　 AMED公募綴り 研究推進係 2019/4/1 5年（当 2029/3/31 紙 共有倉庫 統合研究機構廃棄
2018年度 研究推進 受託研究に関するもの 平成30年度 「日本医療研究開発機構委託費」　 委託費・採用連絡票 研究推進係 2019/4/1 5年（当 2029/3/31 紙 共有倉庫 統合研究機構廃棄
2018年度 研究推進 受託研究に関するもの 平成30年度  AMED ・その他委託費　立替申請書 研究推進係 2019/4/1 5年（当 2029/3/31 紙 共有倉庫 統合研究機構廃棄
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2019年度 研究推進 受託研究に関するもの 平成31年度 「日本医療研究開発機構委託費」　 AMED公募綴り
統合研究機構事
務部研究推進係

2020/4/1 5年（当 2030/3/31 紙 共有倉庫 統合研究機構廃棄

2019年度 研究推進 受託研究に関するもの 平成31年度 「日本医療研究開発機構委託費」　 委託費・採用連絡票
統合研究機構事
務部研究推進係

2020/4/1 5年（当 2030/3/31 紙 共有倉庫 統合研究機構廃棄

2019年度 研究推進 受託研究に関するもの 平成31年度  AMED ・その他委託費　立替申請書
統合研究機構事
務部研究推進係

2020/4/1 5年（当 2030/3/31 紙 共有倉庫 統合研究機構廃棄

2020年度 研究推進 受託研究に関するもの 令和2年度 「日本医療研究開発機構委託費」　応募提案書
統合研究機構事
務部研究推進係

2021/4/1 5年（当 2031/3/31 電子 研究推進課統合研究機構廃棄

2017年度 大学の運営（管理・運営） 各種統計調査に関するもの 照復文書（平成29年度） 統合研究機構事務 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2018年度 大学の運営（管理・運営） 各種統計調査に関するもの 照復文書（平成30年度） 統合研究機構事務 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2019年度 大学の運営（管理・運営） 各種統計調査に関するもの 照復文書（平成31年度） 統合研究機構事務 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2017年度 管理運営 文部科学省等への報告等で重要なもの 文部科学大臣表彰、日本学術振興会賞、学術調査官・研究員推薦（2017統合研究機構事務 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2018年度 管理運営 文部科学省等への報告等で重要なもの 文部科学大臣表彰、日本学術振興会賞、学術調査官・研究員推薦（2018統合研究機構事務 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2019年度 管理運営 文部科学省等への報告等で重要なもの 文部科学大臣表彰、日本学術振興会賞、学術調査官・研究員推薦（2019統合研究機構事務 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2017年度 管理運営 文部科学省等への報告等で重要なもの 特定大学技術移転事業に関する計画 統合研究機構事務 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2018年度 管理運営 文部科学省等への報告等で重要なもの 特定大学技術移転事業に関する計画 統合研究機構事務 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2017年度 管理運営 通知文書に関するもの 雑件綴 統合研究機構事務 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2018年度 管理運営 通知文書に関するもの 雑件綴 統合研究機構事務 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2019年度 管理運営 通知文書に関するもの 雑件綴 統合研究機構事務 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2019年度 人事 教員個人評価に関するもの 教員個人評価委員会、教員業績評価委員会、その他機構人事 統合研究機構事務 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2017年度 外部資金 研究者の受入に関するもの 受託研究員関係（平成29～34年度） 産学連携係 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2011年度 研究協力 共同研究に関するもの ソニー包括連携協定 産学連携係 - 5年（当 - 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2018年度 研究協力 共同研究に関するもの 日立製作所包括連携協定 産学連携係 - 5年（当 - 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2017年度 研究協力 共同研究に関するもの ソニー包括連携協定（特別研究生・特別聴講生・クリニカルサミット）（201 産学連携係 2019/4/1 5年（当 2024/3/31 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2018年度 研究協力 共同研究に関するもの ソニー包括連携協定（特別研究生・特別聴講生・クリニカルサミット）（201 産学連携係 2020/4/1 5年（当 2025/3/31 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2019年度 研究協力 共同研究に関するもの ソニー包括連携協定（特別研究生・特別聴講生・クリニカルサミット）（201 産学連携係 2021/4/1 5年（当 2026/3/31 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2020年度 研究協力 共同研究に関するもの ソニー包括連携協定（特別研究生・特別聴講生・クリニカルサミット）（202 産学連携係 2022/4/1 5年（当 2027/3/31 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2020年度 研究協力 共同研究に関するもの 包括連携協定関係書類 産学連携係 2020/4/1 5年（当 2025/3/31 紙 産連課事務統合研究機構廃棄 新規作成
2021年度 研究協力 共同研究に関するもの 包括連携協定関係書類 産学連携係 2021/4/1 5年（当 2026/3/31 紙 産連課事務統合研究機構廃棄 新規作成
2015年度 知的財産 大学発ベンチャー企業に関するもの 大学発ベンチャー企業への称号授与関係（2012年度～2015年度） 産学連携係 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 産連課事務統合研究機構廃棄
2005年度 研究協力 寄附講座及び寄附研究部門に関するもの ナノメディスン（ＤＮＰ）講座 統合研究機構 2018/4/1 5年（当 2023/3/31 紙 機構倉庫 統合研究機構廃棄
2005年度 研究協力 寄附講座及び寄附研究部門に関するもの 応用腫瘍学講座 統合研究機構 2019/4/1 5年（当 2024/3/31 紙 機構倉庫 統合研究機構廃棄
2006年度 研究協力 寄附講座及び寄附研究部門に関するもの 軟骨再生学講座 統合研究機構 2019/4/1 5年（当 2024/3/31 紙 機構倉庫 統合研究機構廃棄
2011年度 研究協力 寄附講座及び寄附研究部門に関するもの 臓器代謝ネットワーク講座 統合研究機構 2019/4/1 5年（当 2024/3/31 紙 機構倉庫 統合研究機構廃棄
2013年度 研究協力 寄附講座及び寄附研究部門に関するもの メタボ先制医療講座 統合研究機構 2019/4/1 5年（当 2024/3/31 紙 機構倉庫 統合研究機構廃棄
2014年度 研究協力 寄附講座及び寄附研究部門に関するもの 脱細胞化再生医療材料学研究部門 統合研究機構 2018/4/1 5年（当 2023/3/31 紙 機構倉庫 統合研究機構廃棄
2015年度 研究協力 寄附講座及び寄附研究部門に関するもの 茨城県循環器地域医療学講座 統合研究機構 2018/4/1 5年（当 2023/3/31 紙 機構倉庫 統合研究機構廃棄
2017年度 管理運営 文書関係業務 旅行命令簿 統合研究機構事務 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2018年度 管理運営 文書関係業務 旅行命令簿 統合研究機構事務 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2019年度 管理運営 文書関係業務 旅行命令簿 統合研究機構事務 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2020年度 管理運営 文書関係業務 旅行命令簿 統合研究機構事務 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2021年度 管理運営 文書関係業務 旅行命令簿 統合研究機構事務 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2021年度 施設 維持・管理 大和アトミックエンジニアリング株式会社放射線施設設備点検表 統合研究機構事務 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2021年度 情報システム 情報システム 実験動物センター・リサーチコアセンター入退室認証システム登録申請 統合研究機構事務 2022/4/1 3年 2025/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2021年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの ヒトiPS細胞使用計画書 統合研究機構事務 2022/4/1 5年（当 2027/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄

2016年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの マウスキーバンク寄託・利用申請書（2016年度） 統合研究機構事務 2017/4/1 5年（当 2027/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄

・当初の保存期間満了日：
2022/3/31
・延長期間：5年間
・延長理由：実験終了後5
年間を経過していないもの
があり調査研究用務に必
要があるため

2017年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの マウスキーバンク寄託・利用申請書（2017年度） 統合研究機構事務 2018/4/1 5年（当 2023/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2018年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの マウスキーバンク寄託・利用申請書（2018年度） 統合研究機構事務 2019/4/1 5年（当 2024/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2019年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの マウスキーバンク寄託・利用申請書（2019年度） 統合研究機構事務 2020/4/1 5年（当 2025/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2020年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの マウスキーバンク寄託・利用申請書（2020年度） 統合研究機構事務 2021/4/1 5年（当 2026/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2021年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの マウスキーバンク寄託・利用申請書（2021年度） 統合研究機構事務 2022/4/1 5年（当 2027/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2020年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの 実験動物センター動物飼育管理料①（2020年度4月分） 統合研究機構事務 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2020年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの 実験動物センター動物飼育管理料②（2020年度5月分） 統合研究機構事務 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2020年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの 実験動物センター動物飼育管理料③（2020年度6月分） 統合研究機構事務 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2020年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの 実験動物センター動物飼育管理料④（2020年度7月分） 統合研究機構事務 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2020年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの 実験動物センター動物飼育管理料⑤（2020年度8月分） 統合研究機構事務 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2020年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの 実験動物センター動物飼育管理料⑥（2020年度9月分） 統合研究機構事務 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2020年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの 実験動物センター動物飼育管理料⑦（2020年度10月分） 統合研究機構事務 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2020年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの 実験動物センター動物飼育管理料⑧（2020年度11月分） 統合研究機構事務 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2020年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの 実験動物センター動物飼育管理料⑨（2020年度12月分） 統合研究機構事務 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2020年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの 実験動物センター動物飼育管理料⑩（2020年度1月分） 統合研究機構事務 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2020年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの 実験動物センター動物飼育管理料⑪（2020年度2月分） 統合研究機構事務 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2020年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの 実験動物センター動物飼育管理料⑫（2020年度3月分） 統合研究機構事務 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2021年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの 実験動物センター動物飼育管理料①（2021年度4月分） 統合研究機構事務 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
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大分類 中分類 名称（小分類）

⑦保存媒体
の種別

⑧保存場所 ⑨管理者

⑩保存
期間

満了時
の措置

⑪備考⑥保存期間満了日①作成・取得年度等

②　分　　類
③作成者・取得者 ④起算日 ⑤保存期間

2020年度 研究推進 補助金に関するもの
補助金関係書類 統合研究機構事

務部研究推進係
2021/4/1 5年（当 2031/3/31 紙 倉庫 統合研究機構廃棄

2021年度 研究推進 補助金に関するもの
補助金関係書類 統合研究機構事

務部研究推進係
2022/4/1 5年（当 2032/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄

2021年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの 実験動物センター動物飼育管理料②（2021年度5月分） 統合研究機構事務 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄 新規作成
2021年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの 実験動物センター動物飼育管理料③（2021年度6月分） 統合研究機構事務 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄 新規作成
2020年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの リサーチコアセンター　利用料①（2020年度4月～6月） 統合研究機構事務 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄 新規作成
2020年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの リサーチコアセンター　利用料②（2020年度7月～9月） 統合研究機構事務 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄 新規作成
2020年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの リサーチコアセンター　利用料③（2020年度10月～12月） 統合研究機構事務 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄 新規作成
2020年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの リサーチコアセンター　利用料④（2020年度1月～3月） 統合研究機構事務 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄 新規作成
2021年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの リサーチコアセンター　利用料①（2021年度4月～6月） 統合研究機構事務 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄 新規作成
2021年度 大学の運営 労働状況記録簿 労働時間報告書等関係（医療イノベーション推進機構・産学連携研究セン産学連携課総務係 2022/4/1 5年（当 2027/3/31 紙 産連課事務統合研究機構廃棄 新規作成
2021年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの 実験動物センター動物飼育管理料④（2021年度7月分） 統合研究機構事務 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄 新規作成
2021年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの リサーチコアセンター　利用料②　　　（2021年度7月～9月） 統合研究機構事務 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄 新規作成
2021年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの 実験動物センター動物飼育管理料⑤（2021年度8月分） 統合研究機構事務 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄 新規作成
2021年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの 実験動物センター動物飼育管理料⑥（2021年度9月分） 統合研究機構事務 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄 新規作成
2021年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの 実験動物センター動物飼育管理料⑦（2021年度10月分） 統合研究機構事務 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄 新規作成
2021年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの 　雑件 統合研究機構事務 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄 新規作成
2021年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの 実験動物センター動物飼育管理料⑧（2021年度11月分） 統合研究機構事務 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄 新規作成
2021年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの リサーチコアセンター　利用料③　　　（2021年度10月～12月） 統合研究機構事務 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄 新規作成
2021年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの リサーチコアセンター　利用料④　　　（2021年度1月） 統合研究機構事務 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄 新規作成
2021年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの リサーチコアセンター　利用料⑤　　　（2021年度2月） 統合研究機構事務 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄 新規作成
2021年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの リサーチコアセンター　設備利用申請書　　　（2021年度） 統合研究機構事務 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄 新規作成
2021年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの リサーチコアセンター　利用料⑥　　　（2021年度3月） 統合研究機構事務 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄 新規作成
2021年度 研究協力 補助事業に係るもの 創薬・医療系オープンイノベーションに資する大学保有機器等の共用に関 　　　統合研究機構事務 2022/4/1 5年 2027/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄 新規作成
2020年度 研究協力 研究に係る倫理審査に関するもの ヒトES細胞倫理審査委員会（2020年度） 統合研究機構事務 2021/4/1 5年（当 2026/3/31 電子 研究推進課統合研究機構廃棄 新規作成
2021年度 研究協力 研究に係る倫理審査に関するもの ヒトES細胞倫理審査委員会（2021年度） 統合研究機構事務 2022/4/1 5年（当 2027/3/31 電子 研究推進課統合研究機構廃棄 新規作成
2020年度 研究協力 各種実験の審査等に関するもの 特定病原体等利用・保管届出書　2020年度～ 統合研究機構事務 2021/4/1 5年（当 2026/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄 新規作成
2021年度 研究推進 厚生労働科学研究費補助金に関するもの 厚生労働科学研究費補助金　研究代表者関係（2022年度） 統合研究機構事務 2022/4/1 5年（当 2033/3/31 電子 研究推進課統合研究機構廃棄
2021年度 研究推進 厚生労働科学研究費補助金に関するもの 厚生労働科学研究費補助金　分担金送金関係書類（2022年度） 統合研究機構事務 2022/4/1 5年（当 2033/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2020年度 研究推進 厚生労働科学研究費補助金に関するもの 厚生労働科学研究費補助金証拠書類（2021年度） 統合研究機構事務 2022/4/1 5年（当 2032/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2021年度 研究推進 厚生労働科学研究費補助金に関するもの 厚生労働科学研究費補助金　研究実施・経理・受領　委任状・承諾書　綴統合研究機構事務 2022/4/1 5年（当 2033/3/31 電子 研究推進課統合研究機構廃棄
2021年度 研究推進 厚生労働科学研究費補助金に関するもの 厚生労働科学研究費補助金　学外代表者（本学分担研究者）申請書・交統合研究機構事務 2022/4/1 5年（当 2033/3/31 電子 研究推進課統合研究機構廃棄
2019年度 研究推進 日本学術振興会に事業に関するもの 特別研究員関係（2020年度） 統合研究機構事務 2021/4/1 5年（当 2031/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2019年度 研究推進 日本学術振興会に事業に関するもの 特別研究員関係（2021年度） 統合研究機構事務 2022/4/1 5年（当 2032/3/31 紙 研究推進課統合研究機構廃棄
2021年度 大学の運営（管理・運営） 各種統計調査に関するもの・雑件 照復文書（2021年度） 統合研究機構産学 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙及び電子 産連課事務統合研究機構廃棄 新規作成
2021年度 研究協力 JST共創の場研究支援プログラム・ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟｴｺｼｽﾃﾑ(GTIE）関係 統合研究機構産学 2021/4/1 5年（当 2026/3/31 紙及び電子 産連課事務統合研究機構廃棄 新規作成
2013年度 大学の運営 文部科学省等への報告等で重要なもの 平成25年度教育系補助金関係 学務企画課総務掛 2014/4/1終了後） 2024/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄 国立大学法人東京医科歯科大学法人文書管理規則第20条第2項に基づき，保存期間を延長する場合がある。

2014年度 大学の運営 文部科学省等への報告等で重要なもの 平成26年度教育系補助金関係 学務企画課総務掛 2015/4/1終了後） 2025/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄 国立大学法人東京医科歯科大学法人文書管理規則第20条第2項に基づき，保存期間を延長する場合がある。

2015年度 大学の運営 文部科学省等への報告等で重要なもの 平成27年度教育系補助金関係 学務企画課総務掛 2016/4/1終了後） 2026/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄 国立大学法人東京医科歯科大学法人文書管理規則第20条第2項に基づき，保存期間を延長する場合がある。

2016年度 大学の運営 文部科学省等への報告等で重要なもの 平成28年度教育系補助金関係 学務企画課総務掛 2017/4/1終了後） 2027/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄 国立大学法人東京医科歯科大学法人文書管理規則第20条第2項に基づき，保存期間を延長する場合がある。

2017年度 大学の運営 文部科学省等への報告等で重要なもの 平成29年度教育系補助金関係 学務企画課総務係 2018/4/1終了後） 2028/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄 国立大学法人東京医科歯科大学法人文書管理規則第20条第2項に基づき，保存期間を延長する場合がある。

2018年度 大学の運営 文部科学省等への報告等で重要なもの 2018年度教育系補助金関係 学務企画課総務係 2019/4/1終了後） 2029/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄 国立大学法人東京医科歯科大学法人文書管理規則第20条第2項に基づき，保存期間を延長する場合がある。

2019年度 大学の運営 文部科学省等への報告等で重要なもの 2019年度教育系補助金関係 学務企画課総務係 2020/4/1終了後） 2030/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄 国立大学法人東京医科歯科大学法人文書管理規則第20条第2項に基づき，保存期間を延長する場合がある。

2020年度 大学の運営 文部科学省等への報告等で重要なもの 2020年度教育系補助金関係 学務企画課総務係 2021/4/1終了後） 2031/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄 国立大学法人東京医科歯科大学法人文書管理規則第20条第2項に基づき，保存期間を延長する場合がある。

2021年度 大学の運営 文部科学省等への報告等で重要なもの 2021年度教育系補助金関係 学務企画課教育事業支援係 2022/4/1終了後） 2032/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄 国立大学法人東京医科歯科大学法人文書管理規則第20条第3項に基づき，保存期間を延長する場合がある。

2017年度 大学の運営 労働状況記録簿 平成29年度労働状況報告書 学務企画課総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2018年度 大学の運営 労働状況記録簿 2018年度労働状況報告書 学務企画課総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2019年度 大学の運営 労働状況記録簿 2019年度労働状況報告書 学務企画課総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2020年度 大学の運営 労働状況記録簿 2020年度労働状況報告書 学務企画課総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2021年度 大学の運営 労働状況記録簿 2021年度労働状況報告書 学務企画課総務係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2017年度 大学の運営 労働状況記録簿 平成29年度ＴＡ・ＲＡ関係 学務企画課総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2018年度 大学の運営 労働状況記録簿 2018年度ＴＡ・ＲＡ関係 学務企画課総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2019年度 大学の運営 労働状況記録簿 2019年度ＴＡ・ＲＡ関係 学務企画課総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2020年度 大学の運営 労働状況記録簿 2020年度ＴＡ・ＲＡ関係 学務企画課総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2021年度 大学の運営 労働状況記録簿 2021年度ＴＡ・ＲＡ関係 学務企画課総務係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2017年度 大学の運営 休暇簿に関するもの 平成29年度休暇簿 学務企画課総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2018年度 大学の運営 休暇簿に関するもの 2018年度休暇簿 学務企画課総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2019年度 大学の運営 休暇簿に関するもの 2019年度休暇簿 学務企画課総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2020年度 大学の運営 休暇簿に関するもの 2020年度休暇簿 学務企画課総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2010年度 大学の運営 中期目標・中期計画に関するもの 中期目標・中期計画関係 学務企画課企画調査掛 2011/4/1 30 2041/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2011年度 大学の運営 中期目標・中期計画に関するもの 中期目標・中期計画関係 学務企画課企画調査掛 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2012年度 大学の運営 中期目標・中期計画に関するもの 中期目標・中期計画関係 学務企画課企画調査掛 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2013年度 大学の運営 中期目標・中期計画に関するもの 中期目標・中期計画関係 学務企画課企画調査掛 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2014年度 大学の運営 中期目標・中期計画に関するもの 中期目標・中期計画関係 学務企画課企画調査掛 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2015年度 大学の運営 中期目標・中期計画に関するもの 中期目標・中期計画関係 学務企画課企画調査掛 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2016年度 大学の運営 中期目標・中期計画に関するもの 中期目標・中期計画関係 学務企画課企画調査係 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2017年度 大学の運営 中期目標・中期計画に関するもの 中期目標・中期計画関係 学務企画課企画調査係 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2018年度 大学の運営 中期目標・中期計画に関するもの 中期目標・中期計画関係 学務企画課企画調査係 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2019年度 大学の運営 中期目標・中期計画に関するもの 中期目標・中期計画関係 学務企画課総務係 2020/4/1 30 2050/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
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2020年度 大学の運営 中期目標・中期計画に関するもの 中期目標・中期計画関係 学務企画課総務係 2021/4/1 30 2051/3/31 電子 事務室 学務企画課長廃棄
2021年度 大学の運営 中期目標・中期計画に関するもの 中期目標・中期計画関係 学務企画課総務係 2022/4/1 30 2052/3/31 電子 事務室 学務企画課長廃棄
2017年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 平成29年度教育系調査関係 学務企画課企画調査係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2018年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 平成30年度教育系調査関係 学務企画課企画調査係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2019年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 2019年度教育系調査関係 学務企画課企画調査係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2020年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 2020年度教育系調査関係 学務企画課企画調査係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2021年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 2021年度教育系調査関係 学務企画課企画調査係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2012年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 平成24年度大学院手当関係（大学院医学系）（教務第一掛） 教務課教務第一掛 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2013年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 平成25年度大学院手当関係（大学院医学系）（教務第一掛） 教務課教務第一掛 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2014年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 平成26年度大学院手当関係（大学院医学系）（教務第一掛） 学務企画課大学院教務第一掛 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2015年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 平成27年度大学院手当関係（大学院医学系）（教務第一掛） 学務企画課大学院教務第一掛 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2016年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 平成28年度大学院手当関係（大学院医学系）（教務第一掛） 学務企画課大学院教務第一係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2017年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 平成29年度大学院手当関係（大学院医学系）（教務第一掛） 学務企画課大学院教務第一係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2018年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 平成30年度大学院手当関係（大学院医学系）（教務第一掛） 学務企画課大学院教務第一係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2019年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 2019年度大学院手当関係（大学院医学系）（教務第一掛） 学務企画課大学院教務第一係 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2020年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 2020年度大学院手当関係（大学院医学系）（教務第一掛） 学務企画課大学院教務第一係 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2021年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 2021年度大学院手当関係（大学院医学系）（教務第一掛） 学務企画課大学院教務第一係 2022/4/1 10 2032/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長 廃棄
2012年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 平成24年度大学院手当関係（大学院歯学系）（教務第一掛） 教務課教務第一掛 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2013年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 平成25年度大学院手当関係（大学院歯学系）（教務第一掛） 教務課教務第一掛 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2014年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 平成26年度大学院手当関係（大学院歯学系）（教務第一掛） 学務企画課大学院教務第一掛 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2015年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 平成27年度大学院手当関係（大学院歯学系）（教務第一掛） 学務企画課大学院教務第一掛 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2016年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 平成28年度大学院手当関係（大学院歯学系）（教務第一掛） 学務企画課大学院教務第一係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2017年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 平成29年度大学院手当関係（大学院歯学系）（教務第一掛） 学務企画課大学院教務第一係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2018年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 平成30年度大学院手当関係（大学院歯学系）（教務第一掛） 学務企画課大学院教務第一係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2019年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 2019年度大学院手当関係（大学院歯学系）（教務第一掛） 学務企画課大学院教務第一係 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2020年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 2020年度大学院手当関係（大学院歯学系）（教務第一掛） 学務企画課大学院教務第一係 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2021年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 2021年度大学院手当関係（大学院歯学系）（教務第一掛） 学務企画課大学院教務第一係 2022/4/1 10 2032/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長 廃棄
2018年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 平成30年度大学院手当関係（修士課程）（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2019年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 令和元年度大学院手当関係（修士課程）（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2020/4/1 10 2030/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2020年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 令和2（2020）年度大学院手当関係（修士課程）（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2021/4/1 10 2031/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2021年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 令和3（2021）年度大学院手当関係（修士課程）（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2022/4/1 10 2032/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2012年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 平成24年度大学院手当関係（大学院生命理工学系）（教務第二掛） 学務企画課大学院教務第二掛 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2013年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 平成25年度大学院手当関係（大学院生命理工学系）（教務第二掛） 学務企画課大学院教務第二掛 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2014年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 平成26年度大学院手当関係（大学院生命理工学系）（教務第二掛） 学務企画課大学院教務第二掛 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2015年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 平成27年度大学院手当関係（大学院生命理工学系）（教務第二掛） 学務企画課大学院教務第二掛 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2016年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 平成28年度大学院手当関係（大学院生命理工学系）（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2017年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 平成29年度大学院手当関係（大学院生命理工学系）（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2018年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 平成30年度大学院手当関係（大学院生命理工医療科学系）（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2019年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 令和元年度大学院手当関係（大学院生命理工医療科学系）（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2020/4/1 10 2030/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2020年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 令和2（2020）年度大学院手当関係（大学院生命理工医療科学系）（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2021/4/1 10 2031/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2021年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 令和3（2021）年度大学院手当関係（大学院生命理工医療科学系）（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2022/4/1 10 2032/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2012年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 平成24年度大学院手当関係（大学院保健衛生）（教務第二掛） 教務課教務第二掛 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2013年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 平成25年度大学院手当関係（大学院保健衛生）（教務第二掛） 教務課教務第二掛 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2014年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 平成26年度大学院手当関係（大学院保健衛生）（教務第二掛） 学務企画課大学院教務第二掛 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2015年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 平成27年度大学院手当関係（大学院保健衛生）（教務第二掛） 学務企画課大学院教務第二掛 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2016年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 平成28年度大学院手当関係（大学院保健衛生）（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2017年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 平成29年度大学院手当関係（大学院保健衛生）（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2018年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 平成30年度大学院手当関係（大学院保健衛生）（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2019年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 令和元年度大学院手当関係（大学院保健衛生）（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2020/4/1 10 2030/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2020年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 令和2（2020）年度大学院手当関係（大学院保健衛生）（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2021/4/1 10 2031/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2021年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 令和3（2021）年度大学院手当関係（大学院保健衛生）（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2022/4/1 10 2032/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2017年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 平成29年度調査統計関係（大学院生命理工学系）（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2018年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 平成30年度調査統計関係（大学院生命理工医療科学系）（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2019年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 令和元年度調査統計関係（大学院生命理工医療科学系）（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2020年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 令和2（2020）年度調査統計関係（大学院生命理工医療科学系）（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2021年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 令和3（2021）年度調査統計関係（大学院生命理工医療科学系）（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2010年度 規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 学内規則等改正関係 学務企画課企画調査掛 2011/4/1 30 2041/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2011年度 規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 学内規則等改正関係 学務企画課企画調査掛 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2012年度 規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 学内規則等改正関係 学務企画課企画調査掛 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2013年度 規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 学内規則等改正関係 学務企画課企画調査掛 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2014年度 規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 学内規則等改正関係 学務企画課企画調査掛 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2015年度 規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 学内規則等改正関係 学務企画課企画調査掛 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2016年度 規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 学内規則等改正関係 学務企画課企画調査係 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2017年度 規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 学内規則等改正関係 学務企画課企画調査係 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2018年度 規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 学内規則等改正関係 学務企画課企画調査係 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2019年度 規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 学内規則等改正関係 学務企画課総務係 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2020年度 規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 学内規則等改正関係 学務企画課総務係 2021/4/1 30 2051/3/31 電子 事務室 学務企画課長廃棄
2021年度 規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 学内規則等改正関係 学務企画課総務係 2022/4/1 30 2052/3/31 電子 事務室 学務企画課長廃棄
2017年度 会議 役員会、経営協議会、教育研究評議会・教授会の記録に関するもの 平成29年度教育戦略会議 学務企画課総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2018年度 会議 役員会、経営協議会、教育研究評議会・教授会の記録に関するもの 2018年度教育戦略会議 学務企画課総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
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2019年度 会議 役員会、経営協議会、教育研究評議会・教授会の記録に関するもの 2019年度教育戦略会議 学務企画課総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2020年度 会議 役員会、経営協議会、教育研究評議会・教授会の記録に関するもの 2020年度教育戦略会議 学務企画課総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 事務室 学務企画課長廃棄
2021年度 会議 役員会、経営協議会、教育研究評議会・教授会の記録に関するもの 2021年度教育戦略会議 学務企画課総務係 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 事務室 学務企画課長廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成29年度医歯学総合研究科委員会 学務企画課総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2018年度医歯学総合研究科委員会 学務企画課総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2019年度医歯学総合研究科委員会 学務企画課総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2020年度医歯学総合研究科委員会 学務企画課総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 事務室 学務企画課長廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2021年度医歯学総合研究科委員会 学務企画課総務係 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 事務室 学務企画課長廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成29年度医歯学総合研究科医学系研究科運営委員会 学務企画課総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2018年度医歯学総合研究科医学系研究科運営委員会 学務企画課総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2019年度医歯学総合研究科医学系研究科運営委員会 学務企画課総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2020年度医歯学総合研究科医学系研究科運営委員会 学務企画課総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 事務室 学務企画課長廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2021年度医歯学総合研究科医学系研究科運営委員会 学務企画課総務係 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 事務室 学務企画課長廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成29年度医歯学総合研究科歯学系研究科運営委員会 学務企画課総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2018年度医歯学総合研究科歯学系研究科運営委員会 学務企画課総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2019年度医歯学総合研究科歯学系研究科運営委員会 学務企画課総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2020年度医歯学総合研究科歯学系研究科運営委員会 学務企画課総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 事務室 学務企画課長廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2021年度医歯学総合研究科歯学系研究科運営委員会 学務企画課総務係 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 事務室 学務企画課長廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成29年度医歯学総合研究科生命理工学系研究科運営委員会 学務企画課総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2018年度医歯学総合研究科生命理工医療科学研究科運営委員会 学務企画課総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2019年度医歯学総合研究科生命理工医療科学研究科運営委員会 学務企画課総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2020年度医歯学総合研究科生命理工医療科学研究科運営委員会 学務企画課総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 事務室 学務企画課長廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2021年度医歯学総合研究科生命理工医療科学研究科運営委員会 学務企画課総務係 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 事務室 学務企画課長廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成29年度医歯学総合研究科修士課程総務委員会 学務企画課総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2018年度医歯学総合研究科修士課程総務委員会 学務企画課総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2019年度医歯学総合研究科修士課程総務委員会 学務企画課総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2020年度医歯学総合研究科修士課程総務委員会 学務企画課総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 事務室 学務企画課長廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成29年度保健衛生学研究科委員会 学務企画課総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2018年度保健衛生学研究科委員会 学務企画課総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2019年度保健衛生学研究科委員会 学務企画課総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2020年度保健衛生学研究科委員会 学務企画課総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 事務室 学務企画課長廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2021年度保健衛生学研究科委員会 学務企画課総務係 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 事務室 学務企画課長廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成29年度医学系学位に関する委員会 学務企画課企画調査係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成30年度医学系学位に関する委員会 学務企画課企画調査係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2019年度医学系学位に関する委員会 学務企画課企画調査係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2020年度医学系学位に関する委員会 学務企画課企画調査係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2021年度医学系学位に関する委員会 学務企画課企画調査係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成29年度歯学系学位に関する委員会 学務企画課企画調査係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成30年度歯学系学位に関する委員会 学務企画課企画調査係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2019年度歯学系学位に関する委員会 学務企画課企画調査係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2020年度歯学系学位に関する委員会 学務企画課企画調査係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2021年度歯学系学位に関する委員会 学務企画課企画調査係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成29年度生命理工学系学位に関する委員会 学務企画課企画調査係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成30年度生命理工医療科学学位に関する委員会 学務企画課企画調査係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2019年度生命理工医療科学学位に関する委員会 学務企画課企画調査係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2020年度生命理工医療科学学位に関する委員会 学務企画課企画調査係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2021年度生命理工医療科学学位に関する委員会 学務企画課企画調査係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 医歯学総合研究科博士課程教育委員会関係 学務企画課大学院教務第一係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 医歯学総合研究科博士課程教育委員会関係 学務企画課大学院教務第一係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 医歯学総合研究科博士課程教育委員会関係 学務企画課大学院教務第一係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 医歯学総合研究科博士課程教育委員会関係 学務企画課大学院教務第一係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 医歯学総合研究科教育委員会関係 学務企画課大学院教務第一係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長 廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成29年度医学系大学院教務委員会 学務企画課大学院教務第一係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成30年度医学系大学院教務委員会 学務企画課大学院教務第一係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2019年度医学系大学院教務委員会 学務企画課大学院教務第一係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2020年度医学系大学院教務委員会 学務企画課大学院教務第一係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2021年度医学系大学院教務委員会 学務企画課大学院教務第一係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長 廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成29年度修士課程教育委員会（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長 廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成29年度歯学系大学院教務委員会 学務企画課大学院教務第一係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成30年度歯学系大学院教務委員会 学務企画課大学院教務第一係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2019年度歯学系大学院教務委員会 学務企画課大学院教務第一係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2020年度歯学系大学院教務委員会 学務企画課大学院教務第一係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2021年度歯学系大学院教務委員会 学務企画課大学院教務第一係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長 廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成29年度保健衛生学研究科教育委員会 学務企画課大学院教務第二係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成30年度保健衛生学研究科教育委員会 学務企画課大学院教務第二係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 令和元年度保健衛生学研究科教育委員会 学務企画課大学院教務第二係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 令和2(2020)年度保健衛生学研究科教育委員会 学務企画課大学院教務第二係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 令和3(2021)年度保健衛生学研究科教育委員会 学務企画課大学院教務第二係 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 事務室 廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成29年度生命理工学系大学院教務委員会 学務企画課大学院教務第二係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成30年度生命理工医療科学大学院教務委員会 学務企画課大学院教務第二係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
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②　分　　類
③作成者・取得者 ④起算日 ⑤保存期間

2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 令和元年度生命理工医療科学大学院教務委員会 学務企画課大学院教務第二係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 令和2（2020）年度生命理工医療科学大学院教務委員会 学務企画課大学院教務第二係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 令和3（2021）年度生命理工医療科学大学院教務委員会 学務企画課大学院教務第二係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 医療管理政策学（MMA）コース運営協議会 学務企画課大学院教務第二係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 医療管理政策学（MMA）コース運営協議会 学務企画課大学院教務第二係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 医療管理政策学（MMA）コース運営協議会 学務企画課大学院教務第二係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 医療管理政策学（MMA）コース運営協議会 学務企画課大学院教務第二係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 医療管理政策学（MMA）コース運営協議会 学務企画課大学院教務第二係 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 事務室 学務企画課長廃棄
2003年度 学位 学位授与に関するもの 学位授与関係 学務企画課企画調査掛 2004/4/1 50 2054/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2004年度 学位 学位授与に関するもの 学位授与関係 学務企画課企画調査掛 2005/4/1 50 2055/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2005年度 学位 学位授与に関するもの 学位授与関係 学務企画課企画調査掛 2006/4/1 50 2056/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2006年度 学位 学位授与に関するもの 学位授与関係 学務企画課企画調査掛 2007/4/1 50 2057/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2007年度 学位 学位授与に関するもの 学位授与関係 学務企画課企画調査掛 2008/4/1 50 2058/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2008年度 学位 学位授与に関するもの 学位授与関係 学務企画課企画調査掛 2009/4/1 50 2059/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2009年度 学位 学位授与に関するもの 学位授与関係 学務企画課企画調査掛 2010/4/1 50 2060/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2010年度 学位 学位授与に関するもの 学位授与関係 学務企画課企画調査掛 2011/4/1 50 2061/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2011年度 学位 学位授与に関するもの 学位授与関係 学務企画課企画調査掛 2012/4/1 50 2062/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2012年度 学位 学位授与に関するもの 学位授与関係 学務企画課企画調査掛 2013/4/1 50 2063/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2013年度 学位 学位授与に関するもの 学位授与関係 学務企画課企画調査掛 2014/4/1 50 2064/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2014年度 学位 学位授与に関するもの 学位授与関係 学務企画課企画調査掛 2015/4/1 50 2065/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2015年度 学位 学位授与に関するもの 学位授与関係 学務企画課企画調査掛 2016/4/1 50 2066/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2016年度 学位 学位授与に関するもの 学位授与関係 学務企画課企画調査係 2017/4/1 50 2067/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2017年度 学位 学位授与に関するもの 学位授与関係 学務企画課企画調査係 2018/4/1 50 2068/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2018年度 学位 学位授与に関するもの 学位授与関係 学務企画課企画調査係 2019/4/1 50 2069/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2019年度 学位 学位授与に関するもの 学位授与関係 学務企画課企画調査係 2020/4/1 50 2070/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2020年度 学位 学位授与に関するもの 学位授与関係 学務企画課企画調査係 2021/4/1 50 2071/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2021年度 学位 学位授与に関するもの 学位授与関係 学務企画課企画調査係 2022/4/1 50 2072/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2019年度 証明書 各種証明書発行に関するもの 2019年度証明書発行関係 学務企画課企画調査係 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2020年度 証明書 各種証明書発行に関するもの 2020年度証明書発行関係 学務企画課企画調査係 2021/4/1 3 2024/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2021年度 証明書 各種証明書発行に関するもの 2021年度証明書発行関係 学務企画課企画調査係 2022/4/1 3 2025/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2017年度 文書関係業務 公印使用簿 平成29年度公印使用簿 学務企画課総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2018年度 文書関係業務 公印使用簿 2018年度公印使用簿 学務企画課総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2019年度 文書関係業務 公印使用簿 2019年度公印使用簿 学務企画課総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2020年度 文書関係業務 公印使用簿 2020年度公印使用簿 学務企画課総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2021年度 文書関係業務 公印使用簿 2021年度公印使用簿 学務企画課総務係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2017年度 文書関係業務 各種届出に関するもの 複合領域コース関係 学務企画課大学院教務第一係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2018年度 文書関係業務 各種届出に関するもの 複合領域コース関係 学務企画課大学院教務第一係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2019年度 文書関係業務 各種届出に関するもの 複合領域コース関係 学務企画課大学院教務第一係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2020年度 文書関係業務 各種届出に関するもの 複合領域コース関係 学務企画課大学院教務第一係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2021年度 文書関係業務 各種届出に関するもの 複合領域コース関係 学務企画課教育事業支援係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2021年度 文書関係業務 文書処理に関する表簿 文書処理に関する表簿 学務企画課教育事業支援係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
- 教育 指導要録 指導要録（学部生） 学務企画課企画調査掛 - 無期限 紙 事務室 学務企画課長廃棄
- 教育 学籍簿 学籍簿（大学院生） 学務企画課企画調査掛 - 無期限 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
- 教育 学籍簿 卒業証書台帳 学務企画課企画調査掛 - 無期限 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2012年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成24年度休学、復学、退学（大学院医学系）（教務第一掛） 教務課教務第一掛 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2013年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成25年度休学、復学、退学（大学院医学系）（教務第一掛） 教務課教務第一掛 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2014年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成26年度休学、復学、退学（大学院医学系）（教務第一掛） 学務企画課大学院教務第一掛 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2015年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成27年度休学、復学、退学（大学院医学系）（教務第一掛） 学務企画課大学院教務第一掛 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2016年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成28年度休学、復学、退学（大学院医学系）（教務第一係） 学務企画課大学院教務第一係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2017年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成29年度休学、復学、退学（大学院医学系）（教務第一係） 学務企画課大学院教務第一係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2018年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成30年度休学、復学、退学（大学院医学系）（教務第一係） 学務企画課大学院教務第一係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2019年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 2019年度休学、復学、退学（大学院医学系）（教務第一係） 学務企画課大学院教務第一係 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2020年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 2020年度休学、復学、退学（大学院医学系）（教務第一係） 学務企画課大学院教務第一係 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2021年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 2021年度休学、復学、退学（大学院医学系）（教務第一係） 学務企画課大学院教務第一係 2022/4/1 10 2032/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2012年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成24年度休学、復学、退学（大学院歯学系）（教務第一掛） 教務課教務第一掛 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2013年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成25年度休学、復学、退学（大学院歯学系）（教務第一掛） 教務課教務第一掛 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2014年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成26年度休学、復学、退学（大学院歯学系）（教務第一掛） 学務企画課大学院教務第一掛 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2015年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成27年度休学、復学、退学（大学院歯学系）（教務第一掛） 学務企画課大学院教務第一掛 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2016年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成28年度休学、復学、退学（大学院歯学系）（教務第一係） 学務企画課大学院教務第一係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2017年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成29年度休学、復学、退学（大学院歯学系）（教務第一係） 学務企画課大学院教務第一係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2018年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成30年度休学、復学、退学（大学院歯学系）（教務第一係） 学務企画課大学院教務第一係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2019年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 2019年度休学、復学、退学（大学院歯学系）（教務第一係） 学務企画課大学院教務第一係 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2020年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 2020年度休学、復学、退学（大学院歯学系）（教務第一係） 学務企画課大学院教務第一係 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2021年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 2021年度休学、復学、退学（大学院歯学系）（教務第一係） 学務企画課大学院教務第一係 2022/4/1 10 2032/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
1992年度 教育 教育課程 平成4年度教育課程関係（大学院医学系）（教務第一掛） 教務課教務第一掛 1993/4/1 30 2023/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
1993年度 教育 教育課程 平成5年度教育課程関係（大学院医学系）（教務第一掛） 教務課教務第一掛 1994/4/1 30 2024/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
1994年度 教育 教育課程 平成6年度教育課程関係（大学院医学系）（教務第一掛） 教務課教務第一掛 1995/4/1 30 2025/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
1995年度 教育 教育課程 平成7年度教育課程関係（大学院医学系）（教務第一掛） 教務課教務第一掛 1996/4/1 30 2026/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
1996年度 教育 教育課程 平成8年度教育課程関係（大学院医学系）（教務第一掛） 教務課教務第一掛 1997/4/1 30 2027/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
1997年度 教育 教育課程 平成9年度教育課程関係（大学院医学系）（教務第一掛） 教務課教務第一掛 1998/4/1 30 2028/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
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大分類 中分類 名称（小分類）
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の種別

⑧保存場所 ⑨管理者

⑩保存
期間

満了時
の措置

⑪備考⑥保存期間満了日①作成・取得年度等

②　分　　類
③作成者・取得者 ④起算日 ⑤保存期間

1998年度 教育 教育課程 平成10年度教育課程関係（大学院医学系）（教務第一掛） 教務課教務第一掛 1999/4/1 30 2029/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
1999年度 教育 教育課程 平成11年度教育課程関係（大学院医学系）（教務第一掛） 教務課教務第一掛 2000/4/1 30 2030/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2000年度 教育 教育課程 平成12年度教育課程関係（大学院医学系）（教務第一掛） 教務課教務第一掛 2001/4/1 30 2031/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2001年度 教育 教育課程 平成13年度教育課程関係（大学院医学系）（教務第一掛） 教務課教務第一掛 2002/4/1 30 2032/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2002年度 教育 教育課程 平成14年度教育課程関係（大学院医学系）（教務第一掛） 教務課教務第一掛 2003/4/1 30 2033/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2003年度 教育 教育課程 平成15年度教育課程関係（大学院医学系）（教務第一掛） 教務課教務第一掛 2004/4/1 30 2034/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2004年度 教育 教育課程 平成16年度教育課程関係（大学院医学系）（教務第一掛） 教務課教務第一掛 2005/4/1 30 2035/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2005年度 教育 教育課程 平成17年度教育課程関係（大学院医学系）（教務第一掛） 教務課教務第一掛 2006/4/1 30 2036/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2006年度 教育 教育課程 平成18年度教育課程関係（大学院医学系）（教務第一掛） 教務課教務第一掛 2007/4/1 30 2037/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2007年度 教育 教育課程 平成19年度教育課程関係（大学院医学系）（教務第一掛） 教務課教務第一掛 2008/4/1 30 2038/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2008年度 教育 教育課程 平成20年度教育課程関係（大学院医学系）（教務第一掛） 教務課教務第一掛 2009/4/1 30 2039/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2009年度 教育 教育課程 平成21年度教育課程関係（大学院医学系）（教務第一掛） 教務課教務第一掛 2010/4/1 30 2040/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2010年度 教育 教育課程 平成22年度教育課程関係（大学院医学系）（教務第一掛） 教務課教務第一掛 2011/4/1 30 2041/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2011年度 教育 教育課程 平成23年度教育課程関係（大学院医学系）（教務第一掛） 教務課教務第一掛 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2012年度 教育 教育課程 平成24年度教育課程関係（大学院医学系）（教務第一掛） 教務課教務第一掛 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2013年度 教育 教育課程 平成25年度教育課程関係（大学院医学系）（教務第一掛） 教務課教務第一掛 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2014年度 教育 教育課程 平成26年度教育課程関係（大学院医学系）（教務第一掛） 学務企画課大学院教務第一掛 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2015年度 教育 教育課程 平成27年度教育課程関係（大学院医学系）（教務第一掛） 学務企画課大学院教務第一掛 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2016年度 教育 教育課程 平成28年度教育課程関係（大学院医学系）（教務第一係） 学務企画課大学院教務第一係 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2017年度 教育 教育課程 平成29年度教育課程関係（大学院医学系）（教務第一係） 学務企画課大学院教務第一係 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2018年度 教育 教育課程 平成30年度教育課程関係（大学院医学系）（教務第一係） 学務企画課大学院教務第一係 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2019年度 教育 教育課程 2019年度教育課程関係（大学院医学系）（教務第一係） 学務企画課大学院教務第一係 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2020年度 教育 教育課程 2020年度教育課程関係（大学院医学系）（教務第一係） 学務企画課大学院教務第一係 2021/4/1 30 2051/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2021年度 教育 教育課程 2021年度教育課程関係（大学院医学系）（教務第一係） 学務企画課大学院教務第一係 2022/4/1 30 2052/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
1992年度 教育 教育課程 平成4年度教育課程関係（大学院歯学系）（教務第一掛） 教務課教務第一掛 1993/4/1 30 2023/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
1993年度 教育 教育課程 平成5年度教育課程関係（大学院歯学系）（教務第一掛） 教務課教務第一掛 1994/4/1 30 2024/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
1994年度 教育 教育課程 平成6年度教育課程関係（大学院歯学系）（教務第一掛） 教務課教務第一掛 1995/4/1 30 2025/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
1995年度 教育 教育課程 平成7年度教育課程関係（大学院歯学系）（教務第一掛） 教務課教務第一掛 1996/4/1 30 2026/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
1996年度 教育 教育課程 平成8年度教育課程関係（大学院歯学系）（教務第一掛） 教務課教務第一掛 1997/4/1 30 2027/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
1997年度 教育 教育課程 平成9年度教育課程関係（大学院歯学系）（教務第一掛） 教務課教務第一掛 1998/4/1 30 2028/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
1998年度 教育 教育課程 平成10年度教育課程関係（大学院歯学系）（教務第一掛） 教務課教務第一掛 1999/4/1 30 2029/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
1999年度 教育 教育課程 平成11年度教育課程関係（大学院歯学系）（教務第一掛） 教務課教務第一掛 2000/4/1 30 2030/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2000年度 教育 教育課程 平成12年度教育課程関係（大学院歯学系）（教務第一掛） 教務課教務第一掛 2001/4/1 30 2031/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2001年度 教育 教育課程 平成13年度教育課程関係（大学院歯学系）（教務第一掛） 教務課教務第一掛 2002/4/1 30 2032/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2002年度 教育 教育課程 平成14年度教育課程関係（大学院歯学系）（教務第一掛） 教務課教務第一掛 2003/4/1 30 2033/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2003年度 教育 教育課程 平成15年度教育課程関係（大学院歯学系）（教務第一掛） 教務課教務第一掛 2004/4/1 30 2034/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2004年度 教育 教育課程 平成16年度教育課程関係（大学院歯学系）（教務第一掛） 教務課教務第一掛 2005/4/1 30 2035/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2005年度 教育 教育課程 平成17年度教育課程関係（大学院歯学系）（教務第一掛） 教務課教務第一掛 2006/4/1 30 2036/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2006年度 教育 教育課程 平成18年度教育課程関係（大学院歯学系）（教務第一掛） 教務課教務第一掛 2007/4/1 30 2037/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2007年度 教育 教育課程 平成19年度教育課程関係（大学院歯学系）（教務第一掛） 教務課教務第一掛 2008/4/1 30 2038/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2008年度 教育 教育課程 平成20年度教育課程関係（大学院歯学系）（教務第一掛） 教務課教務第一掛 2009/4/1 30 2039/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2009年度 教育 教育課程 平成21年度教育課程関係（大学院歯学系）（教務第一掛） 教務課教務第一掛 2010/4/1 30 2040/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2010年度 教育 教育課程 平成22年度教育課程関係（大学院歯学系）（教務第一掛） 教務課教務第一掛 2011/4/1 30 2041/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2011年度 教育 教育課程 平成23年度教育課程関係（大学院歯学系）（教務第一掛） 教務課教務第一掛 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2012年度 教育 教育課程 平成24年度教育課程関係（大学院歯学系）（教務第一掛） 教務課教務第一掛 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2013年度 教育 教育課程 平成25年度教育課程関係（大学院歯学系）（教務第一掛） 教務課教務第一掛 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2014年度 教育 教育課程 平成26年度教育課程関係（大学院歯学系）（教務第一掛） 学務企画課大学院教務第一掛 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2015年度 教育 教育課程 平成27年度教育課程関係（大学院歯学系）（教務第一掛） 学務企画課大学院教務第一掛 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2016年度 教育 教育課程 平成28年度教育課程関係（大学院歯学系）（教務第一係） 学務企画課大学院教務第一係 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2017年度 教育 教育課程 平成29年度教育課程関係（大学院歯学系）（教務第一係） 学務企画課大学院教務第一係 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2018年度 教育 教育課程 平成30年度教育課程関係（大学院歯学系）（教務第一係） 学務企画課大学院教務第一係 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2019年度 教育 教育課程 2019年度教育課程関係（大学院歯学系）（教務第一係） 学務企画課大学院教務第一係 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2020年度 教育 教育課程 2020年度教育課程関係（大学院歯学系）（教務第一係） 学務企画課大学院教務第一係 2021/4/1 30 2051/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2021年度 教育 教育課程 2021年度教育課程関係（大学院歯学系）（教務第一係） 学務企画課大学院教務第一係 2022/4/1 30 2052/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2012年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成24年度研究指導委託・特別研究学生・特別聴講学生関係（大学院医学系）（教務第一掛） 教務課教務第一掛 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2013年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成25年度研究指導委託・特別研究学生・特別聴講学生関係（大学院医学系）（教務第一掛） 教務課教務第一掛 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2014年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成26年度研究指導委託・特別研究学生・特別聴講学生関係（大学院医学系）（教務第一掛） 学務企画課大学院教務第一掛 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2015年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成27年度研究指導委託・特別研究学生・特別聴講学生関係（大学院医学系）（教務第一掛） 学務企画課大学院教務第一掛 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2016年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成28年度研究指導委託・特別研究学生・特別聴講学生関係（大学院医学系）（教務第一係） 学務企画課大学院教務第一係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2012年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成24年度研究指導委託・特別研究学生・特別聴講学生関係（大学院歯学系）（教務第一掛） 教務課教務第一掛 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2013年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成25年度研究指導委託・特別研究学生・特別聴講学生関係（大学院歯学系）（教務第一掛） 教務課教務第一掛 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2014年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成26年度研究指導委託・特別研究学生・特別聴講学生関係（大学院歯学系）（教務第一掛） 学務企画課大学院教務第一掛 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2015年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成27年度研究指導委託・特別研究学生・特別聴講学生関係（大学院歯学系）（教務第一掛） 学務企画課大学院教務第一掛 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2016年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成28年度研究指導委託・特別研究学生・特別聴講学生関係（大学院歯学系）（教務第一係） 学務企画課大学院教務第一係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2017年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成29年度研究指導委託・特別研究学生・特別聴講学生関係（大学院歯学系）（教務第一係） 学務企画課大学院教務第一係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2018年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成30年度研究指導委託・特別研究学生・特別聴講学生関係（大学院歯学系）（教務第一係） 学務企画課大学院教務第一係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2019年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 2019年度研究指導委託・特別研究学生・特別聴講学生関係（大学院歯学系）（教務第一係） 学務企画課大学院教務第一係 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2012年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成24年度修士課程休学・復学・退学・除籍・在学期間延長・研究指導委託・特別研究学生関係（大学院歯学系）（教務第一掛） 教務課教務第一掛 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2013年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成25年度修士課程休学・復学・退学・除籍・在学期間延長・研究指導委託・特別研究学生関係（大学院歯学系）（教務第一掛） 学務企画課大学院教務第一掛 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2014年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成26年度修士課程休学・復学・退学・除籍・在学期間延長・研究指導委託・特別研究学生関係（大学院歯学系）（教務第一掛） 学務企画課大学院教務第一掛 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
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大分類 中分類 名称（小分類）

⑦保存媒体
の種別

⑧保存場所 ⑨管理者

⑩保存
期間

満了時
の措置

⑪備考⑥保存期間満了日①作成・取得年度等

②　分　　類
③作成者・取得者 ④起算日 ⑤保存期間

2015年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成27年度修士課程休学・復学・退学・除籍・在学期間延長・研究指導委託・特別研究学生関係（大学院歯学系）（教務第一掛） 学務企画課大学院教務第一掛 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2016年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成27年度修士課程休学・復学・退学・除籍・在学期間延長・研究指導委託・特別研究学生関係（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2017年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成28年度修士課程休学・復学・退学・除籍・在学期間延長・研究指導委託・特別研究学生関係（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2018年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成29年度修士課程休学・復学・退学・除籍・在学期間延長・研究指導委託・特別研究学生関係（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2018年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成30年度修士課程休学・復学・退学・除籍・在学期間延長・研究指導委託・特別研究学生関係（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2019年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 令和元年度修士課程休学・復学・退学・除籍・在学期間延長・研究指導委託・特別研究学生関係（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2020年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 令和2（2020）年度修士課程休学・復学・退学・除籍・在学期間延長・研究指導委託・特別研究学生関係（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2021年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 令和3（2021）年度修士課程休学・復学・退学・除籍・在学期間延長・研究指導委託・特別研究学生関係（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2022/4/1 10 2032/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2011年度 教育 教育課程 平成23年度大学院特別講義関係（大学院医学系）（教務第一掛） 教務課教務第一掛 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2012年度 教育 教育課程 平成24年度大学院特別講義関係（大学院医学系）（教務第一掛） 教務課教務第一掛 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2013年度 教育 教育課程 平成25年度大学院特別講義関係（大学院医学系）（教務第一掛） 教務課教務第一掛 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2014年度 教育 教育課程 平成26年度大学院特別講義関係（大学院医学系）（教務第一掛） 学務企画課大学院教務第一掛 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2015年度 教育 教育課程 平成27年度大学院特別講義関係（大学院医学系）（教務第一掛） 学務企画課大学院教務第一掛 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2016年度 教育 教育課程 平成28年度大学院特別講義関係（大学院医学系）（教務第一係） 学務企画課大学院教務第一係 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2017年度 教育 教育課程 平成29年度大学院特別講義関係（大学院医学系）（教務第一係） 学務企画課大学院教務第一係 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2018年度 教育 教育課程 平成30年度大学院特別講義関係（大学院医学系）（教務第一係） 学務企画課大学院教務第一係 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2019年度 教育 教育課程 2019年度大学院特別講義関係（大学院医学系）（教務第一係） 学務企画課大学院教務第一係 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2020年度 教育 教育課程 2020年度大学院特別講義関係（大学院医学系）（教務第一係） 学務企画課大学院教務第一係 2021/4/1 30 2051/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2021年度 教育 教育課程 2021年度大学院特別講義関係（大学院医学系）（教務第一係） 学務企画課大学院教務第一係 2022/4/1 30 2052/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2011年度 教育 教育課程 平成23年度大学院特別講義関係（大学院歯学系）（教務第一掛） 教務課教務第一掛 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2012年度 教育 教育課程 平成24年度大学院特別講義関係（大学院歯学系）（教務第一掛） 教務課教務第一掛 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2013年度 教育 教育課程 平成25年度大学院特別講義関係（大学院歯学系）（教務第一掛） 教務課教務第一掛 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2014年度 教育 教育課程 平成26年度大学院特別講義関係（大学院歯学系）（教務第一掛） 学務企画課大学院教務第一掛 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2015年度 教育 教育課程 平成27年度大学院特別講義関係（大学院歯学系）（教務第一掛） 学務企画課大学院教務第一掛 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2016年度 教育 教育課程 平成28年度大学院特別講義関係（大学院歯学系）（教務第一係） 学務企画課大学院教務第一係 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2017年度 教育 教育課程 平成29年度大学院特別講義関係（大学院歯学系）（教務第一係） 学務企画課大学院教務第一係 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2018年度 教育 教育課程 平成30年度大学院特別講義関係（大学院歯学系）（教務第一係） 学務企画課大学院教務第一係 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2019年度 教育 教育課程 2019年度大学院特別講義関係（大学院歯学系）（教務第一係） 学務企画課大学院教務第一係 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2020年度 教育 教育課程 2020年度大学院特別講義関係（大学院歯学系）（教務第一係） 学務企画課大学院教務第一係 2021/4/1 30 2051/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2021年度 教育 教育課程 2021年度大学院特別講義関係（大学院歯学系）（教務第一係） 学務企画課大学院教務第一係 2022/4/1 30 2052/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2012年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成24年度博士課程休学・復学・退学・除籍・在学期間延長関係（大学院医学系）（教務第一掛） 教務課教務第一掛 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2013年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成25年度博士課程休学・復学・退学・除籍・在学期間延長関係（大学院医学系）（教務第一掛） 教務課教務第一掛 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2014年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成26年度博士課程休学・復学・退学・除籍・在学期間延長関係（大学院医学系）（教務第一掛） 学務企画課大学院教務第一掛 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2015年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成27年度博士課程休学・復学・退学・除籍・在学期間延長関係（大学院医学系）（教務第一掛） 学務企画課大学院教務第一掛 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2016年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成28年度博士課程休学・復学・退学・除籍・在学期間延長関係（大学院医学系）（教務第一係） 学務企画課大学院教務第一係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2017年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成29年度博士課程休学・復学・退学・除籍・在学期間延長関係（大学院医学系）（教務第一係） 学務企画課大学院教務第一係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2018年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成30年度博士課程休学・復学・退学・除籍・在学期間延長関係（大学院医学系）（教務第一係） 学務企画課大学院教務第一係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2019年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 2019年度博士課程休学・復学・退学・除籍・在学期間延長関係（大学院医学系）（教務第一係） 学務企画課大学院教務第一係 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2020年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 2020年度博士課程休学・復学・退学・除籍・在学期間延長関係（大学院医学系）（教務第一係） 学務企画課大学院教務第一係 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2021年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 2021年度博士課程休学・復学・退学・除籍・在学期間延長関係（大学院医学系）（教務第一係） 学務企画課大学院教務第一係 2022/4/1 10 2032/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2012年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成24年度博士課程休学・復学・退学・除籍・在学期間延長関係（大学院歯学系）（教務第一掛） 教務課教務第一掛 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2013年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成25年度博士課程休学・復学・退学・除籍・在学期間延長関係（大学院歯学系）（教務第一掛） 教務課教務第一掛 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2014年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成26年度博士課程休学・復学・退学・除籍・在学期間延長関係（大学院歯学系）（教務第一掛） 学務企画課大学院教務第一掛 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2015年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成27年度博士課程休学・復学・退学・除籍・在学期間延長関係（大学院歯学系）（教務第一掛） 学務企画課大学院教務第一掛 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2016年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成28年度博士課程休学・復学・退学・除籍・在学期間延長関係（大学院歯学系）（教務第一係） 学務企画課大学院教務第一係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2017年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成29年度博士課程休学・復学・退学・除籍・在学期間延長関係（大学院歯学系）（教務第一係） 学務企画課大学院教務第一係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2018年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成30年度博士課程休学・復学・退学・除籍・在学期間延長関係（大学院歯学系）（教務第一係） 学務企画課大学院教務第一係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2019年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 2019年度博士課程休学・復学・退学・除籍・在学期間延長関係（大学院歯学系）（教務第一係） 学務企画課大学院教務第一係 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2020年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 2020年度博士課程休学・復学・退学・除籍・在学期間延長関係（大学院歯学系）（教務第一係） 学務企画課大学院教務第一係 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2021年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 2021年度博士課程休学・復学・退学・除籍・在学期間延長関係（大学院歯学系）（教務第一係） 学務企画課大学院教務第一係 2022/4/1 10 2032/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2019年度 証明書 各種証明書発行に関するもの 2019年度証明書関係（大学院医学系）（教務第一係） 学務企画課大学院教務第一係 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2020年度 証明書 各種証明書発行に関するもの 2020年度証明書関係（大学院医学系）（教務第一係） 学務企画課大学院教務第一係 2021/4/1 3 2024/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2021年度 証明書 各種証明書発行に関するもの 2021年度証明書関係（大学院医学系）（教務第一係） 学務企画課大学院教務第一係 2022/4/1 3 2025/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2019年度 証明書 各種証明書発行に関するもの 2019年度証明書関係（大学院歯学系）（教務第一係） 学務企画課大学院教務第一係 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2020年度 証明書 各種証明書発行に関するもの 2020年度証明書関係（大学院歯学系）（教務第一係） 学務企画課大学院教務第一係 2021/4/1 3 2024/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2021年度 証明書 各種証明書発行に関するもの 2021年度証明書関係（大学院歯学系）（教務第一係） 学務企画課大学院教務第一係 2022/4/1 3 2025/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2018年度 教育 定期試験採点表 平成30年度学生の定期試験・単位認定（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2019/4/1 13 2032/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2019年度 教育 定期試験採点表 令和元年度学生の定期試験・単位認定（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2020/4/1 13 2033/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2020年度 教育 定期試験採点表 令和2（2020）年度学生の定期試験・単位認定（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2021/4/1 13 2034/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2021年度 教育 定期試験採点表 令和3（2021）年度学生の定期試験・単位認定（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2022/4/1 13 2035/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2012年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成24年度休学、復学、退学（大学院保健衛生）（学務企画課大学院教務第二掛） 学務企画課大学院教務第二掛 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2013年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成25年度休学、復学、退学（大学院保健衛生）（学務企画課大学院教務第二掛） 学務企画課大学院教務第二掛 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2014年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成26年度休学、復学、退学（大学院保健衛生）（学務企画課大学院教務第二掛） 学務企画課大学院教務第二掛 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2015年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成27年度休学、復学、退学（大学院保健衛生）（学務企画課大学院教務第二掛） 学務企画課大学院教務第二掛 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2016年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成28年度休学、復学、退学（大学院保健衛生）（学務企画課大学院教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2017年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成29年度休学、復学、退学（大学院保健衛生）（学務企画課大学院教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2012年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成24年度休学、復学、退学（大学院生命理工学系）（教務第二掛） 学務企画課大学院教務第二掛 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2013年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成25年度休学、復学、退学（大学院生命理工学系）（教務第二掛） 学務企画課大学院教務第二掛 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2014年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成26年度休学、復学、退学（大学院生命理工学系 ）（教務第二掛） 学務企画課大学院教務第二掛 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2015年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成27年度休学、復学、退学（大学院生命理工学系 ）（教務第二掛） 学務企画課大学院教務第二掛 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
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2016年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成28年度休学、復学、退学（大学院生命理工学系 ）（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2017年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成29年度休学、復学、退学（大学院生命理工学系 ）（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2013年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成25年度休学、復学、退学（大学院生命情報）（教務第二掛） 教務課教務第二掛 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2018年度 教育 教育課程 平成30年度教育課程関係（修士課程）（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2019/4/1 30 2049/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2019年度 教育 教育課程 令和元年度教育課程関係（修士課程）（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2020/4/1 30 2050/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2020年度 教育 教育課程 令和2（2020）年度教育課程関係（修士課程）（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2021/4/1 30 2051/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2021年度 教育 教育課程 令和3（2021）年度教育課程関係（修士課程）（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2022/4/1 30 2052/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
1993年度 教育 教育課程 平成5年度教育課程関係（大学院保健衛生）（教務第二掛） 教務課教務第二掛 1994/4/1 30 2024/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
1994年度 教育 教育課程 平成6年度教育課程関係（大学院保健衛生）（教務第二掛） 教務課教務第二掛 1995/4/1 30 2025/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
1995年度 教育 教育課程 平成7年度教育課程関係（大学院保健衛生）（教務第二掛） 教務課教務第二掛 1996/4/1 30 2026/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
1996年度 教育 教育課程 平成8年度教育課程関係（大学院保健衛生）（教務第二掛） 教務課教務第二掛 1997/4/1 30 2027/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
1997年度 教育 教育課程 平成9年度教育課程関係（大学院保健衛生）（教務第二掛） 教務課教務第二掛 1998/4/1 30 2028/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
1998年度 教育 教育課程 平成10年度教育課程関係（大学院保健衛生）（教務第二掛） 教務課教務第二掛 1999/4/1 30 2029/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
1999年度 教育 教育課程 平成11年度教育課程関係（大学院保健衛生）（教務第二掛） 教務課教務第二掛 2000/4/1 30 2030/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2000年度 教育 教育課程 平成12年度教育課程関係（大学院保健衛生）（教務第二掛） 教務課教務第二掛 2001/4/1 30 2031/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2001年度 教育 教育課程 平成13年度教育課程関係（大学院保健衛生）（教務第二掛） 教務課教務第二掛 2002/4/1 30 2032/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2002年度 教育 教育課程 平成14年度教育課程関係（大学院保健衛生）（教務第二掛） 教務課教務第二掛 2003/4/1 30 2033/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2003年度 教育 教育課程 平成15年度教育課程関係（大学院保健衛生）（教務第二掛） 教務課教務第二掛 2004/4/1 30 2034/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2004年度 教育 教育課程 平成16年度教育課程関係（大学院保健衛生）（教務第二掛） 教務課教務第二掛 2005/4/1 30 2035/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2005年度 教育 教育課程 平成17年度教育課程関係（大学院保健衛生）（教務第二掛） 教務課教務第二掛 2006/4/1 30 2036/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2006年度 教育 教育課程 平成18年度教育課程関係（大学院保健衛生）（教務第二掛） 教務課教務第二掛 2007/4/1 30 2037/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2007年度 教育 教育課程 平成19年度教育課程関係（大学院保健衛生）（教務第二掛） 教務課教務第二掛 2008/4/1 30 2038/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2008年度 教育 教育課程 平成20年度教育課程関係（大学院保健衛生）（教務第二掛） 教務課教務第二掛 2009/4/1 30 2039/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2009年度 教育 教育課程 平成21年度教育課程関係（大学院保健衛生）（教務第二掛） 教務課教務第二掛 2010/4/1 30 2040/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2010年度 教育 教育課程 平成22年度教育課程関係（大学院保健衛生）（教務第二掛） 教務課教務第二掛 2011/4/1 30 2041/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2011年度 教育 教育課程 平成23年度教育課程関係（大学院保健衛生）（教務第二掛） 教務課教務第二掛 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2012年度 教育 教育課程 平成24年度教育課程関係（大学院保健衛生）（教務第二掛） 教務課教務第二掛 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2013年度 教育 教育課程 平成25年度教育課程関係（大学院保健衛生）（教務第二掛） 教務課教務第二掛 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2014年度 教育 教育課程 平成26年度教育課程関係（大学院保健衛生）（教務第二掛） 学務企画課大学院教務第二掛 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2015年度 教育 教育課程 平成27年度教育課程関係（大学院保健衛生）（教務第二掛） 学務企画課大学院教務第二掛 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2016年度 教育 教育課程 平成28年度教育課程関係（大学院保健衛生）（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2017年度 教育 教育課程 平成29年度教育課程関係（大学院保健衛生）（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2018/4/1 30 2048/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2018年度 教育 教育課程 平成30年度教育課程関係（大学院保健衛生）（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2019/4/1 30 2049/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2019年度 教育 教育課程 令和元年度教育課程関係（大学院保健衛生）（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2020/4/1 30 2050/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2020年度 教育 教育課程 令和2（2020）年度教育課程関係（大学院保健衛生）（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2021/4/1 30 2051/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2021年度 教育 教育課程 令和3（2021）年度教育課程関係（大学院保健衛生）（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2022/4/1 30 2052/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2003年度 教育 教育課程 平成15年度教育課程関係（大学院生命情報）（教務第二掛） 教務課教務第二掛 2004/4/1 30 2034/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2004年度 教育 教育課程 平成16年度教育課程関係（大学院生命情報）（教務第二掛） 教務課教務第二掛 2005/4/1 30 2035/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2005年度 教育 教育課程 平成17年度教育課程関係（大学院生命情報）（教務第二掛） 教務課教務第二掛 2006/4/1 30 2036/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2006年度 教育 教育課程 平成18年度教育課程関係（大学院生命情報）（教務第二掛） 教務課教務第二掛 2007/4/1 30 2037/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2007年度 教育 教育課程 平成19年度教育課程関係（大学院生命情報）（教務第二掛） 教務課教務第二掛 2008/4/1 30 2038/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2008年度 教育 教育課程 平成20年度教育課程関係（大学院生命情報）（教務第二掛） 教務課教務第二掛 2009/4/1 30 2039/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2009年度 教育 教育課程 平成21年度教育課程関係（大学院生命情報）（教務第二掛） 教務課教務第二掛 2010/4/1 30 2040/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2010年度 教育 教育課程 平成22年度教育課程関係（大学院生命情報）（教務第二掛） 教務課教務第二掛 2011/4/1 30 2041/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2011年度 教育 教育課程 平成23年度教育課程関係（大学院生命情報）（教務第二掛） 教務課教務第二掛 2012/4/1 30 2042/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2012年度 教育 教育課程 平成24年度教育課程関係（大学院生命理工学系）（教務第二掛） 学務企画課大学院教務第二掛 2013/4/1 30 2043/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2013年度 教育 教育課程 平成25年度教育課程関係（大学院生命理工学系）（教務第二掛） 学務企画課大学院教務第二掛 2014/4/1 30 2044/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2014年度 教育 教育課程 平成26年度教育課程関係（大学院生命理工学系）（教務第二掛） 学務企画課大学院教務第二掛 2015/4/1 30 2045/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2015年度 教育 教育課程 平成27年度教育課程関係（大学院生命理工学系）（教務第二掛） 学務企画課大学院教務第二掛 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2016年度 教育 教育課程 平成28年度教育課程関係（大学院生命理工学系）（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2017年度 教育 教育課程 平成29年度教育課程関係（大学院生命理工学系）（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2018/4/1 30 2048/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2018年度 教育 教育課程 平成30年度教育課程関係（大学院生命理工医療科学系）（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2019/4/1 30 2049/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2019年度 教育 教育課程 令和元年度教育課程関係（大学院生命理工医療科学系）（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2020/4/1 30 2050/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2020年度 教育 教育課程 令和2（2020）年度教育課程関係（大学院生命理工医療科学系）（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2021/4/1 30 2051/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2021年度 教育 教育課程 令和3（2021）年度教育課程関係（大学院生命理工医療科学系）（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2022/4/1 30 2052/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2013年度 教育 教育課程 平成25年度教育課程関係（共同災害看護学専攻）（教務第二掛） 学務企画課大学院教務第二掛 2014/4/1 30 2044/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2014年度 教育 教育課程 平成26年度教育課程関係（共同災害看護学専攻）（教務第二掛） 学務企画課大学院教務第二掛 2015/4/1 30 2045/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2015年度 教育 教育課程 平成27年度教育課程関係（共同災害看護学専攻）（教務第二掛） 学務企画課大学院教務第二掛 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2016年度 教育 教育課程 平成28年度教育課程関係（共同災害看護学専攻）（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2017年度 教育 教育課程 平成29年度教育課程関係（共同災害看護学専攻）（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2018/4/1 30 2048/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2018年度 教育 教育課程 平成30年度教育課程関係（共同災害看護学専攻）（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2019/4/1 30 2049/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2019年度 教育 教育課程 令和元年度教育課程関係（共同災害看護学専攻）（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2020/4/1 30 2050/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2020年度 教育 教育課程 令和2（2020）年度教育課程関係（共同災害看護学専攻）（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2021/4/1 30 2051/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2021年度 教育 教育課程 令和2（2020）年度教育課程関係（共同災害看護学専攻）（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2022/4/1 30 2052/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2012年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成24年度研究指導委託・特別研究学生・特別聴講学生関係（生命理工学系）（教務第二掛） 学務企画課大学院教務第二掛 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2013年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成25年度研究指導委託・特別研究学生・特別聴講学生関係（生命理工学系）（教務第二掛） 学務企画課大学院教務第二掛 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2014年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成26年度研究指導委託・特別研究学生・特別聴講学生関係（生命理工学系）（教務第二掛） 学務企画課大学院教務第二掛 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2015年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成27年度研究指導委託・特別研究学生・特別聴講学生関係（生命理工学系）（教務第二掛） 学務企画課大学院教務第二掛 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2016年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成28年度研究指導委託・特別研究学生・特別聴講学生関係（生命理工学系）（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2017年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成29年度研究指導委託・特別研究学生・特別聴講学生関係（生命理工学系）（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
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③作成者・取得者 ④起算日 ⑤保存期間

2018年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成30年度研究指導委託・特別研究学生・特別聴講学生関係（生命理工医療科学系）（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2019年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 令和元年度研究指導委託・特別研究学生・特別聴講学生関係（生命理工医療科学系）（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2020年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 令和2（2020）年度研究指導委託・特別研究学生・特別聴講学生関係（生命理工医療科学系）（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2021年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 令和3（2021）年度研究指導委託・特別研究学生・特別聴講学生関係（生命理工医療科学系）（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2022/4/1 10 2032/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2011年度 教育 教育課程 平成23年度専攻生・科目等履修生等関係（教務第二掛） 教務課教務第二掛 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2012年度 教育 教育課程 平成24年度専攻生・科目等履修生等関係（教務第二掛） 教務課教務第二掛 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2013年度 教育 教育課程 平成25年度専攻生・科目等履修生等関係（教務第二掛） 教務課教務第二掛 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2014年度 教育 教育課程 平成26年度専攻生・科目等履修生等関係（教務第二掛） 学務企画課大学院教務第二掛 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2015年度 教育 教育課程 平成27年度専攻生・科目等履修生等関係（教務第二掛） 学務企画課大学院教務第二掛 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2016年度 教育 教育課程 平成28年度専攻生・科目等履修生等関係（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2017年度 教育 教育課程 平成29年度専攻生・科目等履修生等関係（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2018/4/1 30 2048/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2018年度 教育 教育課程 平成30年度専攻生・科目等履修生等関係（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2019/4/1 30 2049/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2019年度 教育 教育課程 令和元年度専攻生・科目等履修生等関係（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2020/4/1 30 2050/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2020年度 教育 教育課程 令和2（2020）年度専攻生・科目等履修生等関係（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2021/4/1 30 2051/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2021年度 教育 教育課程 令和3（2021）年度科目等履修生等関係（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2022/4/1 30 2052/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2011年度 教育 教育課程 平成23年度大学院特別講義関係（大学院生命情報）（教務第二掛） 教務課教務第二掛 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2012年度 教育 教育課程 平成24年度大学院特別講義関係（大学院生命理工学系）（教務第二掛） 学務企画課大学院教務第二掛 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2013年度 教育 教育課程 平成25年度大学院特別講義関係（大学院生命理工学系）（教務第二掛） 学務企画課大学院教務第二掛 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2014年度 教育 教育課程 平成26年度大学院特別講義関係（大学院生命理工学系）（教務第二掛） 学務企画課大学院教務第二掛 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2015年度 教育 教育課程 平成27年度大学院特別講義関係（大学院生命理工学系）（教務第二掛） 学務企画課大学院教務第二掛 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2012年度 留学生 大使館推薦国費外国人留学生の受入に関するもの 平成24年度大使館推薦による国費外国人留学生（大学院生命理工学系）（教務第二掛） 学務企画課大学院教務第二掛 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2013年度 留学生 大使館推薦国費外国人留学生の受入に関するもの 平成25年度大使館推薦による国費外国人留学生（大学院生命理工学系）（教務第二掛） 学務企画課大学院教務第二掛 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2014年度 留学生 大使館推薦国費外国人留学生の受入に関するもの 平成26年度大使館推薦による国費外国人留学生（大学院生命理工学系）（教務第二掛） 学務企画課大学院教務第二掛 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2015年度 留学生 大使館推薦国費外国人留学生の受入に関するもの 平成27年度大使館推薦による国費外国人留学生（大学院生命理工学系）（教務第二掛） 学務企画課大学院教務第二掛 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2012年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成24年度博士課程休学・復学・退学・除籍・在学期間延長関係（大学院生命理工学系）（教務第二掛） 学務企画課大学院教務第二掛 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2013年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成25年度博士課程休学・復学・退学・除籍・在学期間延長関係（大学院生命理工学系）（教務第二掛） 学務企画課大学院教務第二掛 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2014年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成26年度博士課程休学・復学・退学・除籍・在学期間延長関係（大学院生命理工学系）（教務第二掛） 学務企画課大学院教務第二掛 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2015年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成27年度博士課程休学・復学・退学・除籍・在学期間延長関係（大学院生命理工学系）（教務第二掛） 学務企画課大学院教務第二掛 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2016年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成28年度博士課程休学・復学・退学・除籍・在学期間延長関係（大学院生命理工学系）（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2017年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成29年度博士課程休学・復学・退学・除籍・在学期間延長関係（大学院生命理工学系）（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2018年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成30年度博士課程休学・復学・退学・除籍・在学期間延長関係（大学院生命理工医療科学系）（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2019年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 令和元年度博士課程休学・復学・退学・除籍・在学期間延長関係（大学院生命理工医療科学系）（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2020年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 令和2（2020）年度博士課程休学・復学・退学・除籍・在学期間延長関係（大学院生命理工医療科学系）（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2021年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 令和3（2021）年度博士課程休学・復学・退学・除籍・在学期間延長関係（大学院生命理工医療科学系）（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2022/4/1 10 2032/3/31 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2012年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成24年度博士課程休学・復学・退学・除籍・在学期間延長関係（大学院保健衛生）（教務第二掛） 教務課教務第二掛 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2013年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成25年度博士課程休学・復学・退学・除籍・在学期間延長関係（大学院保健衛生）（教教務第二掛） 教務課教務第二掛 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2014年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成26年度博士課程休学・復学・退学・除籍・在学期間延長関係（大学院保健衛生）（教教務第二掛） 学務企画課大学院教務第二掛 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2015年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成27年度博士課程休学・復学・退学・除籍・在学期間延長関係（大学院保健衛生）（教教務第二掛） 学務企画課大学院教務第二掛 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2016年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成28年度博士課程休学・復学・退学・除籍・在学期間延長関係（大学院保健衛生）（教教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2017年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成29年度博士課程休学・復学・退学・除籍・在学期間延長関係（大学院保健衛生）（教教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2018年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成30年度博士課程休学・復学・退学・除籍・在学期間延長関係（大学院保健衛生）（教教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2019年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 令和元年度博士課程休学・復学・退学・除籍・在学期間延長関係（大学院保健衛生）（教教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2020年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 令和2（2020）年度博士課程休学・復学・退学・除籍・在学期間延長関係（大学院保健衛生）（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2021年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 令和3（2021）年度博士課程休学・復学・退学・除籍・在学期間延長関係（大学院保健衛生）（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2022/4/1 10 2032/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2005年度 教育 学籍簿 保健衛生学研究科学生の学籍簿 教務課教務第二掛 2006/4/1 無期限 紙及び電子 事務室 学務企画課長廃棄
2012年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成24年度保健衛生学研究科特別研究聴講学生・特別研究学生 教務課教務第二掛 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2013年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成25年度保健衛生学研究科特別研究聴講学生・特別研究学生 教務課教務第二掛 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2014年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成26年度保健衛生学研究科特別研究聴講学生・特別研究学生 学務企画課大学院教務第二掛 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2015年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成27年度保健衛生学研究科特別研究聴講学生・特別研究学生 学務企画課大学院教務第二掛 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2016年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成28年度保健衛生学研究科特別研究聴講学生・特別研究学生 学務企画課大学院教務第二係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2017年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成29年度保健衛生学研究科特別研究聴講学生・特別研究学生 学務企画課大学院教務第二係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2018年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 平成30年度保健衛生学研究科特別研究聴講学生・特別研究学生 学務企画課大学院教務第二係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2019年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 令和元年度保健衛生学研究科特別研究聴講学生・特別研究学生 学務企画課大学院教務第二係 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2020年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 令和2（2020）年度保健衛生学研究科特別研究聴講学生・特別研究学生 学務企画課大学院教務第二係 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2021年度 教育 学生の休学、復学及び退学に関するもの 令和3（2021）年度保健衛生学研究科特別研究聴講学生・特別研究学生 学務企画課大学院教務第二係 2022/4/1 10 2032/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2019年度 証明書 各種証明書発行に関するもの 令和元年度証明書関係（大学院生命理工医療科学系）（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2020年度 証明書 各種証明書発行に関するもの 令和2（2020）年度証明書関係（大学院生命理工医療科学系）（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2021/4/1 3 2024/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2021年度 証明書 各種証明書発行に関するもの 令和3（2021）年度証明書関係（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2022/4/1 3 2025/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2013年度 研究協力 各種研究助成金等の申請等に関するもの 平成25年度災害看護グローバルリーダー養成ブログラム（教務第二掛） 学務企画課大学院教務第二掛 2014/4/1 5年（当 2024/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2014年度 研究協力 各種研究助成金等の申請等に関するもの 平成26年度災害看護グローバルリーダー養成ブログラム（教務第二掛） 学務企画課大学院教務第二掛 2015/4/1 5年（当 2024/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2015年度 研究協力 各種研究助成金等の申請等に関するもの 平成27年度災害看護グローバルリーダー養成ブログラム（教務第二掛） 学務企画課大学院教務第二掛 2016/4/1 5年（当 2024/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2016年度 研究協力 各種研究助成金等の申請等に関するもの 平成28年度災害看護グローバルリーダー養成ブログラム（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2017/4/1 5年（当 2024/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2017年度 研究協力 各種研究助成金等の申請等に関するもの 平成29年度災害看護グローバルリーダー養成ブログラム（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2018/4/1 5年（当 2024/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2018年度 研究協力 各種研究助成金等の申請等に関するもの 平成30年度災害看護グローバルリーダー養成ブログラム（教務第二係） 学務企画課大学院教務第二係 2019/4/1 5年（当 2024/3/31 紙 事務室 学務企画課長廃棄
2017年度 大学の運営 文部科学省等からの諸令達・通達及び往復書簡 平成29年度文部科学省関係 入試課入試総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2018年度 大学の運営 文部科学省等からの諸令達・通達及び往復書簡 平成30年度文部科学省関係 入試課入試総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2019年度 大学の運営 文部科学省等からの諸令達・通達及び往復書簡 2019年度文部科学省関係 入試課入試総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2020年度 大学の運営 文部科学省等からの諸令達・通達及び往復書簡 2020年度文部科学省関係 入試課入試総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 事務室 入試課長 廃棄
2021年度 大学の運営 文部科学省等からの諸令達・通達及び往復書簡 2021年度文部科学省関係 入試課入試総務係 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 事務室 入試課長 廃棄
2017年度 大学の運営 文部科学省等からの諸令達・通達及び往復書簡 平成29年度国立大学協会関係 入試課入試総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
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大分類 中分類 名称（小分類）

⑦保存媒体
の種別

⑧保存場所 ⑨管理者

⑩保存
期間

満了時
の措置

⑪備考⑥保存期間満了日①作成・取得年度等

②　分　　類
③作成者・取得者 ④起算日 ⑤保存期間

2018年度 大学の運営 文部科学省等からの諸令達・通達及び往復書簡 平成30年度国立大学協会関係 入試課入試総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2019年度 大学の運営 文部科学省等からの諸令達・通達及び往復書簡 2019年度国立大学協会関係 入試課入試総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2020年度 大学の運営 文部科学省等からの諸令達・通達及び往復書簡 2020年度国立大学協会関係 入試課入試総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 事務室 入試課長 廃棄
2021年度 大学の運営 文部科学省等からの諸令達・通達及び往復書簡 2021年度国立大学協会関係 入試課入試総務係 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 事務室 入試課長 廃棄
2017年度 大学の運営 労働状況記録簿 平成29年度労務関係 入試課入試総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2018年度 大学の運営 労働状況記録簿 平成30年度労務関係 入試課入試総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2019年度 大学の運営 労働状況記録簿 2019年度労務関係 入試課入試総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2020年度 大学の運営 労働状況記録簿 2020年度労務関係 入試課入試総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2021年度 大学の運営 労働状況記録簿 2021年度労務関係 入試課入試総務係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成29年度全国会議関係 入試課入試総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成30年度全国会議関係 入試課入試総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2019年度全国会議関係 入試課入試総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2020年度全国会議関係 入試課入試総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 事務室 入試課長 廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2021年度全国会議関係 入試課入試総務係 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 事務室 入試課長 廃棄
2017年度 文書関係業務 旅行命令簿 平成29年度出張関係 入試課入試総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2018年度 文書関係業務 旅行命令簿 平成30年度出張関係 入試課入試総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2019年度 文書関係業務 旅行命令簿 2019年度出張関係 入試課入試総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2020年度 文書関係業務 旅行命令簿 2020年度出張関係 入試課入試総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2021年度 文書関係業務 旅行命令簿 2021年度出張関係 入試課入試総務係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2017年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 平成29年度通知文書関係 入試課入試総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2018年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 平成30年度通知文書関係 入試課入試総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2019年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 2019年度通知文書関係 入試課入試総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2020年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 2020年度通知文書関係 入試課入試総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2021年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 2021年度通知文書関係 入試課入試総務係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2017年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 平成29年度学外調査関係 入試課入試総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2018年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 平成30年度学外調査関係 入試課入試総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2019年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 2019年度学外調査関係 入試課入試総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2020年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 2020年度学外調査関係 入試課入試総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2021年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 2021年度学外調査関係 入試課入試総務係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2017年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 平成29年度学内調査関係 入試課入試総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2018年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 平成30年度学内調査関係 入試課入試総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2019年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 2019年度学内調査関係 入試課入試総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2020年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 2020年度学内調査関係 入試課入試総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2021年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 2021年度学内調査関係 入試課入試総務係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2017年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 平成29年度雑件 入試課入試総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2018年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 平成30年度雑件 入試課入試総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2019年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 2019年度雑件 入試課入試総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2020年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 2020年度雑件 入試課入試総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2021年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 2021年度雑件 入試課入試総務係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2012年度 入試 入学試験に関するもの 平成24年度入学試験委員会 入試課入試総務掛 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2013年度 入試 入学試験に関するもの 平成25年度入学試験委員会 入試課入試総務掛 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2014年度 入試 入学試験に関するもの 平成26年度入学試験委員会 入試課入試総務掛 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2015年度 入試 入学試験に関するもの 平成27年度入学試験委員会 入試課入試総務掛 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2016年度 入試 入学試験に関するもの 平成28年度入学試験委員会 入試課入試総務係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2017年度 入試 入学試験に関するもの 平成29年度入学試験委員会 入試課入試総務係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2018年度 入試 入学試験に関するもの 平成30年度入学試験委員会 入試課入試総務係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2019年度 入試 入学試験に関するもの 2019年度入学試験委員会 入試課入試総務係 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2020年度 入試 入学試験に関するもの 2020年度入学試験委員会 入試課入試総務係 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2021年度 入試 入学試験に関するもの 2021年度入学試験委員会 入試課入試総務係 2022/4/1 10 2032/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2012年度 入試 入学試験に関するもの 平成24年度入学者選抜方法改善委員会 入試課入試総務掛 2013/4/1 10 2023/3/31 電子 事務室 入試課長 廃棄
2013年度 入試 入学試験に関するもの 平成25年度入学者選抜方法改善委員会 入試課入試総務掛 2014/4/1 10 2024/3/31 電子 事務室 入試課長 廃棄
2014年度 入試 入学試験に関するもの 平成26年度入学者選抜方法改善委員会 入試課入試総務掛 2015/4/1 10 2025/3/31 電子 事務室 入試課長 廃棄
2015年度 入試 入学試験に関するもの 平成27年度入学者選抜方法改善委員会 入試課入試総務掛 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2016年度 入試 入学試験に関するもの 平成28年度入学者選抜方法改善委員会 入試課入試総務係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2017年度 入試 入学試験に関するもの 平成29年度入学者選抜方法改善委員会 入試課入試総務係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2018年度 入試 入学試験に関するもの 平成30年度入学者選抜方法改善委員会 入試課入試総務係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2019年度 入試 入学試験に関するもの 2019年度入学者選抜方法改善委員会 入試課入試総務係 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2020年度 入試 入学試験に関するもの 2020年度入学者選抜方法改善委員会 入試課入試総務係 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2021年度 入試 入学試験に関するもの 2021年度入学者選抜方法改善委員会 入試課入試総務係 2022/4/1 10 2032/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2015年度 入試 入学試験に関するもの 平成27年度医学部入学試験検討委員会 入試課入試総務掛 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2016年度 入試 入学試験に関するもの 平成28年度医学部入学試験検討委員会 入試課入試総務係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2017年度 入試 入学試験に関するもの 平成29年度医学部入学試験検討委員会 入試課入試総務係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2018年度 入試 入学試験に関するもの 平成30年度医学部入学試験検討委員会 入試課入試総務係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2019年度 入試 入学試験に関するもの 2019年度医学部入学試験検討委員会 入試課入試総務係 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2020年度 入試 入学試験に関するもの 2020年度医学部入学試験検討委員会 入試課入試総務係 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2021年度 入試 入学試験に関するもの 2021年度医学部入学試験検討委員会 入試課入試総務係 2022/4/1 10 2032/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2015年度 入試 入学試験に関するもの 平成27年度歯学部入学試験検討委員会 入試課入試総務掛 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2016年度 入試 入学試験に関するもの 平成28年度歯学部入学試験検討委員会 入試課入試総務係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2017年度 入試 入学試験に関するもの 平成29年度歯学部入学試験検討委員会 入試課入試総務係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2018年度 入試 入学試験に関するもの 平成30年度歯学部入学試験検討委員会 入試課入試総務係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
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大分類 中分類 名称（小分類）

⑦保存媒体
の種別

⑧保存場所 ⑨管理者

⑩保存
期間

満了時
の措置

⑪備考⑥保存期間満了日①作成・取得年度等

②　分　　類
③作成者・取得者 ④起算日 ⑤保存期間

2019年度 入試 入学試験に関するもの 2019年度歯学部入学試験検討委員会 入試課入試総務係 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2020年度 入試 入学試験に関するもの 2020年度歯学部入学試験検討委員会 入試課入試総務係 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2021年度 入試 入学試験に関するもの 2021年度歯学部入学試験検討委員会 入試課入試総務係 2022/4/1 10 2032/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2016年度 入試 入学試験に関するもの 平成28年度アドミッションチーム 入試課入試総務係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2017年度 入試 入学試験に関するもの 平成29年度アドミッションチーム 入試課入試総務係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2018年度 入試 入学試験に関するもの 平成30年度アドミッションチーム 入試課入試総務係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2019年度 入試 入学試験に関するもの 2019年度アドミッションチーム 入試課入試総務係 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2020年度 入試 入学試験に関するもの 2020年度アドミッションチーム 入試課入試総務係 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2021年度 入試 入学試験に関するもの 2021年度アドミッションチーム 入試課入試総務係 2022/4/1 10 2032/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2016年度 入試 入学試験に関するもの 平成28年度議題提出 入試課入試総務係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2017年度 入試 入学試験に関するもの 平成29年度議題提出 入試課入試総務係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2018年度 入試 入学試験に関するもの 平成30年度議題提出 入試課入試総務係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2019年度 入試 入学試験に関するもの 2019年度議題提出 入試課入試総務係 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2020年度 入試 入学試験に関するもの 2020年度議題提出 入試課入試総務係 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2021年度 入試 入学試験に関するもの 2021年度議題提出 入試課入試総務係 2022/4/1 10 2032/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2012年度 入試 入学試験に関するもの 平成24年度大学入試センター試験 入試課入試総務掛 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2013年度 入試 入学試験に関するもの 平成25年度大学入試センター試験 入試課入試総務掛 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2014年度 入試 入学試験に関するもの 平成26年度大学入試センター試験 入試課入試総務掛 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2015年度 入試 入学試験に関するもの 平成27年度大学入試センター試験 入試課入試総務掛 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2016年度 入試 入学試験に関するもの 平成28年度大学入試センター試験 入試課入試総務係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2017年度 入試 入学試験に関するもの 平成29年度大学入試センター試験 入試課入試総務係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2018年度 入試 入学試験に関するもの 平成30年度大学入試センター試験 入試課入試総務係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2019年度 入試 入学試験に関するもの 2019年度大学入試センター試験 入試課入試総務係 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2020年度 入試 入学試験に関するもの 2020年度大学入試センター試験 入試課入試総務係 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2021年度 入試 入学試験に関するもの 2021年度大学入学共通テスト 入試課入試総務係 2022/4/1 10 2032/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2012年度 入試 入学試験に関するもの 平成24年度大学入試センター試験・一般入試（前期日程・後期日程）　監督者等選出依頼・委嘱通知関係 入試課入試総務掛 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2013年度 入試 入学試験に関するもの 平成25年度大学入試センター試験・一般入試（前期日程・後期日程）　監督者等選出依頼・委嘱通知関係 入試課入試総務掛 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2014年度 入試 入学試験に関するもの 平成26年度大学入試センター試験・一般入試（前期日程・後期日程）　監督者等選出依頼・委嘱通知関係 入試課入試総務掛 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2015年度 入試 入学試験に関するもの 平成27年度大学入試センター試験・一般入試（前期日程・後期日程）　監督者等選出依頼・委嘱通知関係 入試課入試総務掛 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2016年度 入試 入学試験に関するもの 平成28年度大学入試センター試験・一般入試（前期日程・後期日程）　監督者等選出依頼・委嘱通知関係 入試課入試総務係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2017年度 入試 入学試験に関するもの 平成29年度大学入試センター試験・一般入試（前期日程・後期日程）　監督者等選出依頼・委嘱通知関係 入試課入試総務係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2018年度 入試 入学試験に関するもの 平成30年度大学入試センター試験・一般入試（前期日程・後期日程）　監督者等選出依頼・委嘱通知関係 入試課入試総務係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2019年度 入試 入学試験に関するもの 2019年度大学入試センター試験・一般入試（前期日程・後期日程）　監督者等選出依頼・委嘱通知関係 入試課入試総務係 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2020年度 入試 入学試験に関するもの 2020年度大学入試センター試験・一般入試（前期日程・後期日程）　監督者等選出依頼・委嘱通知関係 入試課入試総務係 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2021年度 入試 入学試験に関するもの 2021年度大学入学共通テスト・一般入試（前期日程・後期日程）　監督者等選出依頼・委嘱通知関係 入試課入試総務係 2022/4/1 10 2032/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2012年度 入試 入学試験に関するもの 平成24年度学部募集要項 入試課入試総務掛 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2013年度 入試 入学試験に関するもの 平成25年度学部募集要項 入試課入試総務掛 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2014年度 入試 入学試験に関するもの 平成26年度学部募集要項 入試課入試総務掛 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2015年度 入試 入学試験に関するもの 平成27年度学部募集要項 入試課入試総務掛 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2016年度 入試 入学試験に関するもの 平成28年度学部募集要項 入試課入試総務係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2017年度 入試 入学試験に関するもの 平成29年度学部募集要項 入試課入試総務係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2018年度 入試 入学試験に関するもの 平成30年度学部募集要項 入試課入試総務係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2019年度 入試 入学試験に関するもの 2019年度学部募集要項 入試課入試総務係 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2020年度 入試 入学試験に関するもの 2020年度学部募集要項 入試課入試総務係 2021/4/1 10 2031/3/31 電子 事務室 入試課長 廃棄
2021年度 入試 入学試験に関するもの 2021年度学部募集要項 入試課入試総務係 2022/4/1 10 2032/3/31 電子 事務室 入試課長 廃棄
2012年度 入試 入学試験に関するもの 平成24年度大学案内関係 入試課入試総務掛 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2013年度 入試 入学試験に関するもの 平成25年度大学案内関係 入試課入試総務掛 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2014年度 入試 入学試験に関するもの 平成26年度大学案内関係 入試課入試総務掛 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2015年度 入試 入学試験に関するもの 平成27年度大学案内関係 入試課入試総務掛 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2016年度 入試 入学試験に関するもの 平成28年度大学案内関係 入試課入試総務係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2017年度 入試 入学試験に関するもの 平成29年度大学案内関係 入試課入試総務係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2018年度 入試 入学試験に関するもの 平成30年度大学案内関係 入試課入試総務係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2019年度 入試 入学試験に関するもの 2019年度大学案内関係 入試課入試総務係 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2020年度 入試 入学試験に関するもの 2020年度大学案内関係 入試課入試総務係 2021/4/1 10 2031/3/31 電子 事務室 入試課長 廃棄
2021年度 入試 入学試験に関するもの 2021年度大学案内関係 入試課入試総務係 2022/4/1 10 2032/3/31 電子 事務室 入試課長 廃棄
2012年度 入試 入学試験に関するもの 平成24年度出願書類・志願票・調査書等 入試課学部入試掛 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2013年度 入試 入学試験に関するもの 平成25年度出願書類・志願票・調査書等 入試課学部入試掛 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2014年度 入試 入学試験に関するもの 平成26年度出願書類・志願票・調査書等 入試課学部入試掛 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2015年度 入試 入学試験に関するもの 平成27年度出願書類・志願票・調査書等 入試課学部入試掛 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2016年度 入試 入学試験に関するもの 平成28年度出願書類・志願票・調査書等 入試課学部入試係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2017年度 入試 入学試験に関するもの 平成29年度出願書類・志願票・調査書等 入試課学部入試係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2018年度 入試 入学試験に関するもの 平成30年度出願書類・志願票・調査書等 入試課学部入試係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2019年度 入試 入学試験に関するもの 平成31年度出願書類・志願票・調査書等 入試課学部入試係 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2020年度 入試 入学試験に関するもの 令和2(2020)年度出願書類・志願票・調査書等 入試課学部入試係 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2021年度 入試 入学試験に関するもの 令和3(2021)年度出願書類・志願票・調査書等 入試課学部入試係 2022/4/1 10 2032/3/31 紙及び電子 事務室・倉 入試課長 廃棄
2012年度 入試 入学試験に関するもの 平成24年度合否判定資料 入試課学部入試掛 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2013年度 入試 入学試験に関するもの 平成25年度合否判定資料 入試課学部入試掛 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2014年度 入試 入学試験に関するもの 平成26年度合否判定資料 入試課学部入試掛 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2015年度 入試 入学試験に関するもの 平成27年度合否判定資料 入試課学部入試掛 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2016年度 入試 入学試験に関するもの 平成28年度合否判定資料 入試課学部入試係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
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大分類 中分類 名称（小分類）

⑦保存媒体
の種別

⑧保存場所 ⑨管理者

⑩保存
期間

満了時
の措置

⑪備考⑥保存期間満了日①作成・取得年度等

②　分　　類
③作成者・取得者 ④起算日 ⑤保存期間

2017年度 入試 入学試験に関するもの 平成29年度合否判定資料 入試課学部入試係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2018年度 入試 入学試験に関するもの 平成30年度合否判定資料 入試課学部入試係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2019年度 入試 入学試験に関するもの 平成31年度合否判定資料 入試課学部入試係 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2020年度 入試 入学試験に関するもの 令和2(2020)年度合否判定資料 入試課学部入試係 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2021年度 入試 入学試験に関するもの 令和3(2021)年度合否判定資料 入試課学部入試係 2022/4/1 10 2032/3/31 紙及び電子 事務室・倉 入試課長 廃棄
2012年度 入試 入学試験に関するもの 平成24年度日本留学試験の成績 入試課学部入試掛 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2013年度 入試 入学試験に関するもの 平成25年度日本留学試験の成績 入試課学部入試掛 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2014年度 入試 入学試験に関するもの 平成26年度日本留学試験の成績 入試課学部入試掛 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2015年度 入試 入学試験に関するもの 平成27年度日本留学試験の成績 入試課学部入試掛 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2016年度 入試 入学試験に関するもの 平成28年度日本留学試験の成績 入試課学部入試係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2017年度 入試 入学試験に関するもの 平成29年度日本留学試験の成績 入試課学部入試係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2018年度 入試 入学試験に関するもの 平成30年度日本留学試験の成績 入試課学部入試係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2019年度 入試 入学試験に関するもの 平成31年度日本留学試験の成績 入試課学部入試係 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2020年度 入試 入学試験に関するもの 令和2(2020)年度日本留学試験の成績 入試課学部入試係 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2021年度 入試 入学試験に関するもの 令和3(2021)年度日本留学試験の成績 入試課学部入試係 2022/4/1 10 2032/3/31 紙及び電子 事務室・倉 入試課長 廃棄
2012年度 入試 入学試験に関するもの 平成24年度合格者・不合格者の入試成績データ 入試課学部入試掛 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2013年度 入試 入学試験に関するもの 平成25年度合格者・不合格者の入試成績データ 入試課学部入試掛 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2014年度 入試 入学試験に関するもの 平成26年度合格者・不合格者の入試成績データ 入試課学部入試掛 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2015年度 入試 入学試験に関するもの 平成27年度合格者・不合格者の入試成績データ 入試課学部入試掛 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2016年度 入試 入学試験に関するもの 平成28年度合格者・不合格者の入試成績データ 入試課学部入試係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2017年度 入試 入学試験に関するもの 平成29年度合格者・不合格者の入試成績データ 入試課学部入試係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2018年度 入試 入学試験に関するもの 平成30年度合格者・不合格者の入試成績データ 入試課学部入試係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2019年度 入試 入学試験に関するもの 平成31年度合格者・不合格者の入試成績データ 入試課学部入試係 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2020年度 入試 入学試験に関するもの 令和2(2020)年度合格者・不合格者の入試成績データ 入試課学部入試係 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2021年度 入試 入学試験に関するもの 令和3(2021)年度合格者・不合格者の入試成績データ 入試課学部入試係 2022/4/1 10 2032/3/31 紙及び電子 事務室・倉 入試課長 廃棄
2012年度 入試 入学試験に関するもの 平成24年度入学試験問題作成委員会 入試課学部入試掛 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2013年度 入試 入学試験に関するもの 平成25年度入学試験問題作成委員会 入試課学部入試掛 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2014年度 入試 入学試験に関するもの 平成26年度入学試験問題作成委員会 入試課学部入試掛 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2015年度 入試 入学試験に関するもの 平成27年度入学試験問題作成委員会 入試課学部入試掛 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2016年度 入試 入学試験に関するもの 平成28年度入学試験問題作成委員会 入試課学部入試係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2017年度 入試 入学試験に関するもの 平成29年度入学試験問題作成委員会 入試課学部入試係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2018年度 入試 入学試験に関するもの 平成30年度入学試験問題作成委員会 入試課学部入試係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2019年度 入試 入学試験に関するもの 平成31年度入学試験問題作成委員会 入試課学部入試係 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2020年度 入試 入学試験に関するもの 令和2(2020)年度入学試験問題作成委員会 入試課学部入試係 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2021年度 入試 入学試験に関するもの 令和3(2021)年度入学試験問題作成委員会 入試課学部入試係 2022/4/1 10 2032/3/31 紙及び電子 事務室・倉 入試課長 廃棄
2012年度 入試 入学試験に関するもの 平成24年度各試験評価総括委員会 入試課学部入試掛 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2013年度 入試 入学試験に関するもの 平成25年度各試験評価総括委員会 入試課学部入試掛 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2014年度 入試 入学試験に関するもの 平成26年度各試験評価総括委員会 入試課学部入試掛 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2015年度 入試 入学試験に関するもの 平成27年度各試験評価総括委員会 入試課学部入試掛 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2016年度 入試 入学試験に関するもの 平成28年度各試験評価総括委員会 入試課学部入試係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2017年度 入試 入学試験に関するもの 平成29年度各試験評価総括委員会 入試課学部入試係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2018年度 入試 入学試験に関するもの 平成30年度各試験評価総括委員会 入試課学部入試係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2019年度 入試 入学試験に関するもの 平成31年度各試験評価総括委員会 入試課学部入試係 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2020年度 入試 入学試験に関するもの 令和2(2020)年度各試験評価総括委員会 入試課学部入試係 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2021年度 入試 入学試験に関するもの 令和3(2021)年度各試験評価総括委員会 入試課学部入試係 2022/4/1 10 2032/3/31 紙及び電子 事務室・倉 入試課長 廃棄
2012年度 入試 大学入試センター試験の成績に関するもの 平成24年度大学入試センター試験の成績 入試課学部入試掛 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2013年度 入試 大学入試センター試験の成績に関するもの 平成25年度大学入試センター試験の成績 入試課学部入試掛 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2014年度 入試 大学入試センター試験の成績に関するもの 平成26年度大学入試センター試験の成績 入試課学部入試掛 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2015年度 入試 大学入試センター試験の成績に関するもの 平成27年度大学入試センター試験の成績 入試課学部入試掛 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2016年度 入試 大学入試センター試験の成績に関するもの 平成28年度大学入試センター試験の成績 入試課学部入試係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2017年度 入試 大学入試センター試験の成績に関するもの 平成29年度大学入試センター試験の成績 入試課学部入試係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2018年度 入試 大学入試センター試験の成績に関するもの 平成30年度大学入試センター試験の成績 入試課学部入試係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2019年度 入試 大学入試センター試験の成績に関するもの 平成31年度大学入試センター試験の成績 入試課学部入試係 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2020年度 入試 大学入試センター試験の成績に関するもの 令和2年度大学入試センター試験の成績 入試課学部入試係 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2021年度 入試 大学入学共通テストの成績に関するもの 令和3年度大学入学共通テストの成績 入試課学部入試係 2022/4/1 10 2032/3/31 紙及び電子 事務室・倉 入試課長 廃棄
2021年度 入試 入学試験答案 令和3(2021)年度答案 入試課学部入試係 2022/4/1 1 2023/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2021年度 入試 入学試験答案 令和3(2021)年度答案採点欄 入試課学部入試係 2022/4/1 1 2023/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2021年度 入試 入学試験面接評価等 令和3(2021)年度面接評価票 入試課学部入試係 2022/4/1 1 2023/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2012年度 入試 入学試験に関するもの 平成24年度医歯学総合研究科修士課程入学試験関係 入試課大学院入試 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2013年度 入試 入学試験に関するもの 平成25年度医歯学総合研究科修士課程入学試験関係 入試課大学院入試 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2014年度 入試 入学試験に関するもの 平成26年度医歯学総合研究科修士課程入学試験関係 入試課大学院入試 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2015年度 入試 入学試験に関するもの 平成27年度医歯学総合研究科修士課程入学試験関係 入試課大学院入試 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2016年度 入試 入学試験に関するもの 平成28年度医歯学総合研究科修士課程入学試験関係 入試課大学院入試 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2017年度 入試 入学試験に関するもの 平成29年度医歯学総合研究科修士課程入学試験関係 入試課大学院入試 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2018年度 入試 入学試験に関するもの 平成30年度医歯学総合研究科修士課程入学試験関係 入試課大学院入試 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2019年度 入試 入学試験に関するもの 平成31年度医歯学総合研究科修士課程入学試験関係 入試課大学院入試 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2020年度 入試 入学試験に関するもの 2020年度医歯学総合研究科修士課程入学試験関係 入試課大学院入試係 2021/4/1 10 2031/3/31 電子 事務室 入試課長 廃棄
2021年度 入試 入学試験に関するもの 2021年度医歯学総合研究科修士課程入学試験関係 入試課大学院入試係 2022/4/1 10 2032/3/31 電子 事務室 入試課長 廃棄
2012年度 入試 入学試験に関するもの 平成24年度医歯学総合研究科修士課程入学試験過去問 入試課大学院入試 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2013年度 入試 入学試験に関するもの 平成25年度医歯学総合研究科修士課程入学試験過去問 入試課大学院入試 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
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大分類 中分類 名称（小分類）

⑦保存媒体
の種別

⑧保存場所 ⑨管理者

⑩保存
期間

満了時
の措置

⑪備考⑥保存期間満了日①作成・取得年度等

②　分　　類
③作成者・取得者 ④起算日 ⑤保存期間

2014年度 入試 入学試験に関するもの 平成26年度医歯学総合研究科修士課程入学試験過去問 入試課大学院入試 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2015年度 入試 入学試験に関するもの 平成27年度医歯学総合研究科修士課程入学試験過去問 入試課大学院入試 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2016年度 入試 入学試験に関するもの 平成28年度医歯学総合研究科修士課程入学試験過去問 入試課大学院入試 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2017年度 入試 入学試験に関するもの 平成29年度医歯学総合研究科修士課程入学試験過去問 入試課大学院入試 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2018年度 入試 入学試験に関するもの 平成30年度医歯学総合研究科修士課程入学試験過去問 入試課大学院入試 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2019年度 入試 入学試験に関するもの 平成31年度医歯学総合研究科修士課程入学試験過去問 入試課大学院入試 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2020年度 入試 入学試験に関するもの 2020年度医歯学総合研究科修士課程入学試験過去問 入試課大学院入試係 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2021年度 入試 入学試験に関するもの 2021年度医歯学総合研究科修士課程入学試験過去問 入試課大学院入試係 2022/4/1 10 2032/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2012年度 入試 入学試験に関するもの 平成24年度医歯学総合研究科博士課程入学試験関係 入試課大学院入試 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2013年度 入試 入学試験に関するもの 平成25年度医歯学総合研究科博士課程入学試験関係 入試課大学院入試 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2014年度 入試 入学試験に関するもの 平成26年度医歯学総合研究科博士課程入学試験関係 入試課大学院入試 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2015年度 入試 入学試験に関するもの 平成27年度医歯学総合研究科博士課程入学試験関係 入試課大学院入試 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2016年度 入試 入学試験に関するもの 平成28年度医歯学総合研究科博士課程入学試験関係 入試課大学院入試 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2017年度 入試 入学試験に関するもの 平成29年度医歯学総合研究科博士課程入学試験関係 入試課大学院入試 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2018年度 入試 入学試験に関するもの 平成30年度医歯学総合研究科博士課程入学試験関係 入試課大学院入試 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2019年度 入試 入学試験に関するもの 平成31年度医歯学総合研究科博士課程入学試験関係 入試課大学院入試 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2020年度 入試 入学試験に関するもの 2020年度医歯学総合研究科博士課程入学試験関係 入試課大学院入試係 2021/4/1 10 2031/3/31 電子 事務室・倉 入試課長 廃棄
2021年度 入試 入学試験に関するもの 2021年度医歯学総合研究科博士課程入学試験関係 入試課大学院入試係 2022/4/1 10 2032/3/31 電子 事務室・倉 入試課長 廃棄
2012年度 入試 入学試験に関するもの 平成24年度医歯学総合研究科博士課程入学試験過去問 入試課大学院入試 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2013年度 入試 入学試験に関するもの 平成25年度医歯学総合研究科博士課程入学試験過去問 入試課大学院入試 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2014年度 入試 入学試験に関するもの 平成26年度医歯学総合研究科博士課程入学試験過去問 入試課大学院入試 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2015年度 入試 入学試験に関するもの 平成27年度医歯学総合研究科博士課程入学試験過去問 入試課大学院入試 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2016年度 入試 入学試験に関するもの 平成28年度医歯学総合研究科博士課程入学試験過去問 入試課大学院入試 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2017年度 入試 入学試験に関するもの 平成29年度医歯学総合研究科博士課程入学試験過去問 入試課大学院入試 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2018年度 入試 入学試験に関するもの 平成30年度医歯学総合研究科博士課程入学試験過去問 入試課大学院入試 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2019年度 入試 入学試験に関するもの 平成31年度医歯学総合研究科博士課程入学試験過去問 入試課大学院入試 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2020年度 入試 入学試験に関するもの 2020年度医歯学総合研究科博士課程入学試験過去問 入試課大学院入試係 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2021年度 入試 入学試験に関するもの 2021年度医歯学総合研究科博士課程入学試験過去問 入試課大学院入試係 2022/4/1 10 2032/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2012年度 入試 入学試験に関するもの 平成24年度保健衛生学研究科入学試験関係 入試課大学院入試 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2013年度 入試 入学試験に関するもの 平成25年度保健衛生学研究科入学試験関係 入試課大学院入試 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2014年度 入試 入学試験に関するもの 平成26年度保健衛生学研究科入学試験関係 入試課大学院入試 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2015年度 入試 入学試験に関するもの 平成27年度保健衛生学研究科入学試験関係 入試課大学院入試 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2016年度 入試 入学試験に関するもの 平成28年度保健衛生学研究科入学試験関係 入試課大学院入試 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2017年度 入試 入学試験に関するもの 平成29年度保健衛生学研究科入学試験関係 入試課大学院入試 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2018年度 入試 入学試験に関するもの 平成30年度保健衛生学研究科入学試験関係 入試課大学院入試 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2019年度 入試 入学試験に関するもの 平成31年度保健衛生学研究科入学試験関係 入試課大学院入試 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2020年度 入試 入学試験に関するもの 2020年度保健衛生学研究科入学試験関係 入試課大学院入試係 2021/4/1 10 2031/3/31 電子 事務室・倉 入試課長 廃棄
2021年度 入試 入学試験に関するもの 2021年度保健衛生学研究科入学試験関係 入試課大学院入試係 2022/4/1 10 2032/3/31 電子 事務室・倉 入試課長 廃棄
2012年度 入試 入学試験に関するもの 平成24年度保健衛生学研究科入学試験過去問 入試課大学院入試 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2013年度 入試 入学試験に関するもの 平成25年度保健衛生学研究科入学試験過去問 入試課大学院入試 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2014年度 入試 入学試験に関するもの 平成26年度保健衛生学研究科入学試験過去問 入試課大学院入試 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2015年度 入試 入学試験に関するもの 平成27年度保健衛生学研究科入学試験過去問 入試課大学院入試 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2016年度 入試 入学試験に関するもの 平成28年度保健衛生学研究科入学試験過去問 入試課大学院入試 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2017年度 入試 入学試験に関するもの 平成29年度保健衛生学研究科入学試験過去問 入試課大学院入試 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2018年度 入試 入学試験に関するもの 平成30年度保健衛生学研究科入学試験過去問 入試課大学院入試 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2019年度 入試 入学試験に関するもの 平成31年度保健衛生学研究科入学試験過去問 入試課大学院入試 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2020年度 入試 入学試験に関するもの 2020年度保健衛生学研究科入学試験過去問 入試課大学院入試係 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2021年度 入試 入学試験に関するもの 2021年度保健衛生学研究科入学試験過去問 入試課大学院入試係 2022/4/1 10 2032/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2012年度 入試 入学試験に関するもの 平成24年度生命情報科学教育部学生募集・入学試験関係 入試課大学院入試 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄 教育部廃止のため平成25年度以降は無し

2012年度 入試 入学試験に関するもの 平成24年度生命情報科学教育部入学試験過去問 入試課大学院入試 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄 教育部廃止のため平成25年度以降は無し

2012年度 入試 入学試験に関するもの 平成24年度医歯学総合研究科修士課程入学試験委員会 入試課大学院入試 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2013年度 入試 入学試験に関するもの 平成25年度医歯学総合研究科修士課程入学試験委員会 入試課大学院入試 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2014年度 入試 入学試験に関するもの 平成26年度医歯学総合研究科修士課程入学試験委員会 入試課大学院入試 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2015年度 入試 入学試験に関するもの 平成27年度医歯学総合研究科修士課程入学試験委員会 入試課大学院入試 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2016年度 入試 入学試験に関するもの 平成28年度医歯学総合研究科修士課程入学試験委員会 入試課大学院入試 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2017年度 入試 入学試験に関するもの 平成29年度医歯学総合研究科修士課程入学試験委員会 入試課大学院入試 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2018年度 入試 入学試験に関するもの 平成30年度医歯学総合研究科修士課程入学試験委員会 入試課大学院入試 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2019年度 入試 入学試験に関するもの 平成31年度医歯学総合研究科修士課程入学試験委員会 入試課大学院入試 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2020年度 入試 入学試験に関するもの 2020年度医歯学総合研究科修士課程入学試験委員会 入試課大学院入試係 2021/4/1 10 2031/3/31 電子 事務室 入試課長 廃棄
2021年度 入試 入学試験に関するもの 2021年度医歯学総合研究科修士課程入学試験委員会 入試課大学院入試係 2022/4/1 10 2032/3/31 電子 事務室 入試課長 廃棄
2012年度 入試 入学試験に関するもの 平成24年度医歯学総合研究科博士課程入学試験委員会 入試課大学院入試 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2013年度 入試 入学試験に関するもの 平成25年度医歯学総合研究科博士課程入学試験委員会 入試課大学院入試 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2014年度 入試 入学試験に関するもの 平成26年度医歯学総合研究科博士課程入学試験委員会 入試課大学院入試 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2015年度 入試 入学試験に関するもの 平成27年度医歯学総合研究科博士課程入学試験委員会 入試課大学院入試 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2016年度 入試 入学試験に関するもの 平成28年度医歯学総合研究科博士課程入学試験委員会 入試課大学院入試 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2017年度 入試 入学試験に関するもの 平成29年度医歯学総合研究科博士課程入学試験委員会 入試課大学院入試 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2018年度 入試 入学試験に関するもの 平成30年度医歯学総合研究科博士課程入学試験委員会 入試課大学院入試 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2019年度 入試 入学試験に関するもの 平成31年度医歯学総合研究科博士課程入学試験委員会 入試課大学院入試 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2020年度 入試 入学試験に関するもの 2020年度医歯学総合研究科博士課程入学試験委員会 入試課大学院入試係 2021/4/1 10 2031/3/31 電子 事務室 入試課長 廃棄
2021年度 入試 入学試験に関するもの 2021年度医歯学総合研究科博士課程入学試験委員会 入試課大学院入試係 2022/4/1 10 2032/3/31 電子 事務室 入試課長 廃棄
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大分類 中分類 名称（小分類）

⑦保存媒体
の種別

⑧保存場所 ⑨管理者

⑩保存
期間

満了時
の措置

⑪備考⑥保存期間満了日①作成・取得年度等

②　分　　類
③作成者・取得者 ④起算日 ⑤保存期間

2012年度 入試 入学試験に関するもの 平成24年度保健衛生学研究科博士課程入学試験委員会 入試課大学院入試 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2013年度 入試 入学試験に関するもの 平成25年度保健衛生学研究科博士課程入学試験委員会 入試課大学院入試 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2014年度 入試 入学試験に関するもの 平成26年度保健衛生学研究科博士課程入学試験委員会 入試課大学院入試 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2015年度 入試 入学試験に関するもの 平成27年度保健衛生学研究科博士課程入学試験委員会 入試課大学院入試 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2016年度 入試 入学試験に関するもの 平成28年度保健衛生学研究科博士課程入学試験委員会 入試課大学院入試 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2017年度 入試 入学試験に関するもの 平成29年度保健衛生学研究科博士課程入学試験委員会 入試課大学院入試 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2018年度 入試 入学試験に関するもの 平成30年度保健衛生学研究科博士課程入学試験委員会 入試課大学院入試 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2019年度 入試 入学試験に関するもの 平成31年度保健衛生学研究科博士課程入学試験委員会 入試課大学院入試 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2020年度 入試 入学試験に関するもの 2020年度保健衛生学研究科博士課程入学試験委員会 入試課大学院入試係 2021/4/1 10 2031/3/31 電子 事務室 入試課長 廃棄
2021年度 入試 入学試験に関するもの 2021年度保健衛生学研究科博士課程入学試験委員会 入試課大学院入試係 2022/4/1 10 2032/3/31 電子 事務室 入試課長 廃棄
2021年度 入試 入学試験答案 2021年度答案 入試課大学院入試係 2022/4/1 1 2023/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2021年度 入試 入学試験面接評価等 2021年度面接評価票 入試課大学院入試係 2022/4/1 1 2023/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2021年度 入試 入学試験面接評価等 2021年度口述試験評価 入試課大学院入試係 2022/4/1 1 2023/3/31 紙 事務室・倉 入試課長 廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの H29年度グローバル化推進委員会 国際交流課総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2018年度グローバル化推進委員会 国際交流課総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2019年度グローバル化推進委員会 国際交流課総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2020年度グローバル化推進委員会 国際交流課総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 事務室 国際交流課長 廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2021年度グローバル化推進委員会 国際交流課総務係 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 事務室 国際交流課長 廃棄

2016年度 会議 各種委員会の記録に関するもの H28年度外部評価委員会関係(GGJ) 国際交流課グローバル化推進係 2017/4/1 5(SGU総括評価終了まで保管予定) ― 紙 事務室 国際交流課長 廃棄

当初の保存期間満了日：
2022/3/31
延長期間：3年間
延長理由：SGU総括評価終
了まで保管

2016年度 会議 各種委員会の記録に関するもの H28年度外部評価委員会関係(SGU) 国際交流課グローバル化推進係 2017/4/1 5(SGU総括評価終了まで保管予定) ― 紙 事務室 国際交流課長 廃棄

当初の保存期間満了日：
2022/3/31
延長期間：3年間
延長理由：SGU総括評価終
了まで保管

2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2019年度外部評価委員会関係(SGU) 国際交流課グローバル化推進係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2019年度プログラム運営委員会 国際交流課JD・MPH係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2017年度 外部資金 寄附金に関するもの H29年度ガーナ（三井物産・MODEC） 国際交流課総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2018年度 外部資金 研究者受入に関するもの 外国人受託研修員 国際交流課JD・MPH係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2019年度 外部資金 研究者受入に関するもの 外国人受託研修員 国際交流課JD・MPH係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2016年度 外部資金 受託研究に関するもの H28年度感染症研究国際展開戦略プログラム（ガーナ拠点） 国際交流課総務係 2017/4/1 5（当該研究終了後） 2025/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2017年度 外部資金 受託研究に関するもの H29年度感染症研究国際展開戦略プログラム（ガーナ拠点） 国際交流課総務係 2018/4/1 5（当該研究終了後） 2025/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2018年度 外部資金 受託研究に関するもの H30年度感染症研究国際展開戦略プログラム（ガーナ拠点） 国際交流課総務係 2019/4/1 5（当該研究終了後） 2025/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2019年度 外部資金 受託研究に関するもの 2019年度感染症研究国際展開戦略プログラム（ガーナ拠点） 国際交流課総務係 2020/4/1 5（当該研究終了後） 2028/3/31 紙及び電子 事務室 国際交流課長 廃棄

2020年度 外部資金 受託研究に関するもの
2020年度 新興・再興感染症研究基盤創生事業（海外拠点研究領域）
（ガーナ拠点）

国際交流課総務係 2021/4/1 5（当該研究終了後） 2030/3/31 紙及び電子 事務室 国際交流課長 廃棄

2021年度 外部資金 受託研究に関するもの
2021年度 新興・再興感染症研究基盤創生事業（海外拠点研究領域）
（ガーナ拠点）

国際交流課総務係 2022/4/1 5（当該研究終了後） 2030/3/31 紙及び電子 事務室 国際交流課長 廃棄

2014年度 外部資金 補助金の申請等に関するもの H26年度スーパーグローバル大学創成支援支援事業 グローバルキャリア支援事務室 2015/4/1 事業終了後5年 2029/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄 事業終了が2023年度予定のため、そこから5年後を保存期間満了日とする

2015年度 外部資金 補助金の申請等に関するもの H27年度スーパーグローバル大学創成支援支援事業 グローバルキャリア支援事務室 2016/4/1 事業終了後5年 2029/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄 事業終了が2023年度予定のため、そこから5年後を保存期間満了日とする

2016年度 外部資金 補助金の申請等に関するもの H28年度スーパーグローバル大学創成支援支援事業 グローバルキャリア支援事務室 2017/4/1 事業終了後5年 2029/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄 事業終了が2023年度予定のため、そこから5年後を保存期間満了日とする

2017年度 外部資金 補助金の申請等に関するもの H29年度スーパーグローバル大学創成支援支援事業 国際交流課グローバル化推進係 2018/4/1 事業終了後5年 2029/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄 事業終了が2023年度予定のため、そこから5年後を保存期間満了日とする

2018年度 外部資金 補助金の申請等に関するもの H30年度スーパーグローバル大学創成支援支援事業 国際交流課グローバル化推進係 2019/4/1 事業終了後5年 2029/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄 事業終了が2023年度予定のため、そこから5年後を保存期間満了日とする

2019年度 外部資金 補助金の申請等に関するもの 2019年度スーパーグローバル大学創成支援支援事業 国際交流課グローバル化推進係 2020/4/1 事業終了後5年 2029/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄 事業終了が2023年度予定のため、そこから5年後を保存期間満了日とする

2020年度 外部資金 補助金の申請等に関するもの 2020年度スーパーグローバル大学創成支援支援事業 国際交流課グローバル化推進係 2021/4/1 事業終了後5年 2029/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄 事業終了が2023年度予定のため、そこから5年後を保存期間満了日とする

2021年度 外部資金 補助金の申請等に関するもの 2021年度スーパーグローバル大学創成支援支援事業 国際交流課グローバル化推進係 2022/4/1 事業終了後5年 2029/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄 事業終了が2023年度予定のため、そこから5年後を保存期間満了日とする

2019年度 学生支援 学生生活支援に関するもの 留学生住宅総合補償2019 国際交流課総務係 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2017年度 学生支援 学生寄宿舎等の学生の入退寮に関するもの 平成29年東京国際交流会館（お台場）関係 学生受入係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2018年度 学生支援 学生寄宿舎等の学生の入退寮に関するもの 平成30年東京国際交流会館（お台場）関係 学生受入係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2019年度 学生支援 学生寄宿舎等の学生の入退寮に関するもの 2019年度東京国際交流会館（お台場）関係 学生受入係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2020年度 学生支援 学生寄宿舎等の学生の入退寮に関するもの 2020年度東京国際交流会館（お台場）関係 学生受入係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2021年度 学生支援 学生寄宿舎等の学生の入退寮に関するもの 2021年度東京国際交流会館（お台場）関係 学生受入係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙及び電子 事務室 国際交流課長 廃棄
2017年度 学生支援 学生寄宿舎等の学生の入退寮に関するもの 平成29年度国際交流会館関係 学生受入係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2018年度 学生支援 学生寄宿舎等の学生の入退寮に関するもの 平成30年度国際交流会館関係 学生受入係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2019年度 学生支援 学生寄宿舎等の学生の入退寮に関するもの 2019年度国際交流会館関係 学生受入係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2020年度 学生支援 学生寄宿舎等の学生の入退寮に関するもの 2020年度国際交流会館関係 学生受入係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2021年度 学生支援 学生寄宿舎等の学生の入退寮に関するもの 2021年度国際交流会館関係 学生受入係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙及び電子 事務室 国際交流課長 廃棄
2017年度 学生支援 学生寄宿舎等の学生の入退寮に関するもの 平成29年度外国人留学生会館（南行徳）関係 学生受入係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2018年度 学生支援 学生寄宿舎等の学生の入退寮に関するもの 平成30年度外国人留学生会館（南行徳）関係 学生受入係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2019年度 学生支援 学生寄宿舎等の学生の入退寮に関するもの 2019年度外国人留学生会館（南行徳）関係 学生受入係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2020年度 学生支援 学生寄宿舎等の学生の入退寮に関するもの 2020年度外国人留学生会館（南行徳）関係 学生受入係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2021年度 学生支援 学生寄宿舎等の学生の入退寮に関するもの 2021年度外国人留学生会館（南行徳）関係 学生受入係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙及び電子 事務室 国際交流課長 廃棄
2019年度 学生支援 学生生活支援に関するもの 2019年度民間奨学金関係 学生受入係 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2019年度 学生支援 学生生活支援に関するもの 2019年度外国人指導者（チューター）関係 国際交流課総務係 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2020年度 学生支援 学生生活支援に関するもの 2020年度外国人指導者（チューター）関係 国際交流課総務係 2021/4/1 3 2024/3/31 紙及び電子 事務室 国際交流課長 廃棄
2021年度 学生支援 学生生活支援に関するもの 2021年度外国人指導者（チューター）関係 学生受入係 2022/4/1 3 2025/3/31 紙及び電子 事務室 国際交流課長 廃棄
2020年度 学生支援 学生生活支援に関するもの 2020年度民間奨学金関係 学生受入係 2021/4/1 3 2024/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
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2021年度 学生支援 学生生活支援に関するもの 2021年度民間奨学金関係 学生受入係 2022/4/1 3 2025/3/31 紙及び電子 事務室 国際交流課長 廃棄
2021年度 学生支援 学生生活支援に関するもの 留学生住宅総合補償2021 学生受入係 2021/4/1 3 2024/3/31 電子 事務室 国際交流課長 廃棄
2020年度 学生支援 団体の奨学金に関するもの 民間奨学金等案内・募集 国際交流課学生派遣係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2018年度 学生支援 日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に関するもの 官民協働海外留学支援制度　～トビタテ！留学JAPANプログラム～ 国際交流課学生派遣係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2017年度 学生支援 日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に関するもの 日本学生支援機構海外留学支援制度プログラム募集関係➀ 国際交流課学生派遣係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2017年度 学生支援 日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に関するもの 日本学生支援機構海外留学支援制度プログラム募集関係② 国際交流課学生派遣係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2017年度 学生支援 日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に関するもの 日本学生支援機構海外留学支援制度プログラム募集関係③ 国際交流課学生派遣係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2017年度 学生支援 日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に関するもの 平成29年度留学生交流支援制度（受入）関係 学生受入係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2018年度 学生支援 日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に関するもの 平成30年度留学生交流支援制度（受入）関係 学生受入係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2017年度 学生支援 日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に関するもの 平成29年度ｿﾆｰｽｶﾗｰｼｯﾌﾟ関係 学生受入係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2018年度 学生支援 日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に関するもの 平成30年度ｿﾆｰｽｶﾗｰｼｯﾌﾟ関係 学生受入係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2019年度 学生支援 日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に関す2019年度ｿﾆｰｽｶﾗｰｼｯﾌﾟ関係 学生受入係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2020年度 学生支援 日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に関す2020年度ｿﾆｰｽｶﾗｰｼｯﾌﾟ関係 学生受入係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2021年度 学生支援 日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に関す2021年度ｿﾆｰｽｶﾗｰｼｯﾌﾟ関係 学生受入係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙及び電子 事務室 国際交流課長 廃棄
2019年度 学生支援 日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に関す2019年度留学生交流支援制度（受入）関係 学生受入係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2020年度 学生支援 日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に関す2020年度留学生交流支援制度（受入）関係 学生受入係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2021年度 学生支援 日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に関す2021年度留学生交流支援制度（受入）関係 学生受入係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙及び電子 事務室 国際交流課長 廃棄
2019年度 学生支援 日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に関するもの 官民協働海外留学支援制度　～トビタテ！留学JAPANプログラム～ 国際交流課学生派遣係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2020年度 学生支援 日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に関するもの 官民協働海外留学支援制度　～トビタテ！留学JAPANプログラム～ 国際交流課学生派遣係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2021年度 学生支援 日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に関するもの 日本学生支援機構海外留学支援制度（協定派遣） 国際交流課学生派遣係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙及び電子 事務室 国際交流課長 廃棄
2021年度 学生支援 日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に関するもの 官民協働海外留学支援制度　～トビタテ！留学JAPANプログラム～ 国際交流課学生派遣係 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 事務室 国際交流課長 廃棄
2021年度 学生支援 団体の奨学金に関するもの 民間奨学金等案内・募集 国際交流課学生派遣係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2018年度 教育 課外教育の実施に関するもので重要なもの PHI契約・予算関係 国際交流課グローバル化推進係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2018年度 教育 課外教育の実施に関するもので重要なもの PHMI契約・予算関係 国際交流課グローバル化推進係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2017年度 教育 課外教育の実施に関するもので重要なもの 国際交流協定書 国際交流課総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2018年度 教育 課外教育の実施に関するもので重要なもの 2018年度国際交流協定関係（国際交流協定・国際交流状況調査 国際交流課総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2020年度 教育 課外教育の実施に関するもので重要なもの 2020年度国際交流協定関係 国際交流課総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 事務室 国際交流課長 廃棄
2021年度 教育 課外教育の実施に関するもので重要なもの 2021年度国際交流協定関係 国際交流課総務係 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 事務室 国際交流課長 廃棄
2017年度 教育 課外教育の実施に関するもので重要なもの 学部学生海外研修奨励賞・大学院学生研究奨励賞(事務用) 国際交流課学生派遣係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2018年度 教育 課外教育の実施に関するもので重要なもの 学部学生海外研修奨励賞・大学院学生研究奨励賞(事務用) 国際交流課学生派遣係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2019年度 教育 課外教育の実施に関するもので重要なもの 学部学生海外研修奨励賞・大学院学生研究奨励賞(事務用) 国際交流課学生派遣係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2021年度 教育 課外教育の実施に関するもので重要なもの 海外研修プログラム派遣関連　医学科　プロセメ(学生提出用) 国際交流課学生派遣係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙及び電子 事務室 国際交流課長 廃棄
2021年度 教育 課外教育の実施に関するもので重要なもの 海外研修プログラム派遣関連　医学科　プロセメ(事務用) 国際交流課学生派遣係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙及び電子 事務室 国際交流課長 廃棄
2021年度 教育 課外教育の実施に関するもので重要なもの 海外研修プログラム派遣関連　2021海外臨床実習(学生提出用) 国際交流課学生派遣係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙及び電子 事務室 国際交流課長 廃棄
2021年度 教育 課外教育の実施に関するもので重要なもの 海外研修プログラム派遣関連　2021海外臨床実習事務用) 国際交流課学生派遣係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙及び電子 事務室 国際交流課長 廃棄
2021年度 教育 課外教育の実施に関するもので重要なもの 海外研修プログラム派遣関連　2021短期臨床留学 国際交流課学生派遣係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙及び電子 事務室 国際交流課長 廃棄
2021年度 教育 課外教育の実施に関するもので重要なもの 海外研修　歯学部(事務用) 国際交流課学生派遣係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙及び電子 事務室 国際交流課長 廃棄
2021年度 教育 課外教育の実施に関するもので重要なもの 学部学生海外研修奨励賞・大学院学生研究奨励賞(事務用) 国際交流課学生派遣係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙及び電子 事務室 国際交流課長 廃棄

2017年度 教育 課外教育の実施に関するもので重要なもの
平成29年度学部学生海外研修奨励賞・大学院学生研究奨励賞(学生提
出物)

国際交流課学生派遣係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄

2018年度 教育 課外教育の実施に関するもので重要なもの
平成30年度学部学生海外研修奨励賞・大学院学生研究奨励賞(学生提
出物)

国際交流課学生派遣係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄

2019年度 教育 課外教育の実施に関するもので重要なもの 2019年度学部学生海外研修奨励賞・大学院学生研究奨励賞(学生提出 国際交流課学生派遣係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2020年度 教育 課外教育の実施に関するもので重要なもの 学部学生海外研修奨励賞・大学院学生研究奨励賞(事務用) 国際交流課学生派遣係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2020年度 教育 課外教育の実施に関するもので重要なもの 2020年度学部学生海外研修奨励賞・大学院学生研究奨励賞(学生提出 国際交流課学生派遣係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2021年度 教育 課外教育の実施に関するもので重要なもの 2020年度学部学生海外研修奨励賞・大学院学生研究奨励賞(学生提出 国際交流課学生派遣係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙及び電子 事務室 国際交流課長 廃棄
2018年度 教育 各種証明書発行に関するもの 証明書関係 国際交流課学生派遣係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2019年度 教育 各種証明書発行に関するもの 証明書関係 国際交流課学生派遣係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2020年度 教育 各種証明書発行に関するもの 証明書関係 国際交流課学生派遣係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2021年度 教育 各種証明書発行に関するもの 証明書関係 国際交流課学生派遣係 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 事務室 国際交流課長 廃棄
2018年度 教育 定期試験採点表 学生の定期試験・単位認定 国際交流課JD・MPH係 2019/4/1 13 2032/3/31 紙及び電子 事務室 国際交流課長 廃棄
2019年度 教育 定期試験採点表 学生の定期試験・単位認定 国際交流課JD・MPH係 2020/4/1 13 2033/3/31 紙及び電子 事務室 国際交流課長 廃棄
2020年度 教育 定期試験採点表 学生の定期試験・単位認定 国際交流課JD・MPH係 2021/4/1 13 2034/3/31 紙及び電子 事務室 国際交流課長 廃棄
2021年度 教育 定期試験採点表 学生の定期試験・単位認定 国際交流課JD・MPH係 2022/4/1 13 2035/3/31 紙及び電子 事務室 国際交流課長 廃棄
2017年度 研究協力 研究者受入に関するもの H29年度マヒドン大学との交流 国際交流課総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2018年度 研究協力 研究者受入に関するもの 2018年度タイ拠点関係 国際交流課総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙及び電子 事務室 国際交流課長 廃棄
2019年度 研究協力 研究者受入に関するもの 2019年度タイ拠点関係 国際交流課総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙及び電子 事務室 国際交流課長 廃棄
2020年度 研究協力 研究者受入に関するもの 2020年度タイ拠点関係 （2019年度 to present タイ拠点関係） 国際交流課総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙及び電子 事務室 国際交流課長 廃棄
2017年度 研究協力 特別経費に関するもの H29年度特別経費プロジェクト関係 国際交流課総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2017年度 研究協力 研究者受入に関するもの H29年度外国人研究者受入関係 国際交流課国際交流係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2017年度 研究協力 研究者受入に関するもの H29年度チリ拠点関係 国際交流課総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙及び電子 事務室 国際交流課長 廃棄
2018年度 研究協力 研究者受入に関するもの 2018年度チリ拠点関係 国際交流課総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙及び電子 事務室 国際交流課長 廃棄
2019年度 研究協力 研究者受入に関するもの 2019年度チリ拠点関係 国際交流課総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙及び電子 事務室 国際交流課長 廃棄
2020年度 研究協力 研究者受入に関するもの 2020年度チリ拠点関係 (2019年度 to present チリ拠点関係） 国際交流課総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙及び電子 事務室 国際交流課長 廃棄
2015年度 研究協力 受託研究に関するもの H27年度感染症研究国際ネットワーク推進プログラム関係 国際交流課国際交流掛 2016/4/1 5 2025/3/31 紙 国際交流課総務係 廃棄 昨年度年度提出後に修正が発覚、プログラム終了後5年なのでリストに復活。現物は破棄されていない。

2019年度 証明書 各種証明書発行に関するもの 2019年度証明証発行台帳 学生受入係 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2020年度 証明書 各種証明書発行に関するもの 2020年度証明証発行台帳 学生受入係 2021/4/1 3 2024/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2021年度 証明書 各種証明書発行に関するもの 2021年度証明証発行台帳 学生受入係 2022/4/1 3 2025/3/31 紙及び電子 事務室 国際交流課長 廃棄
2019年度 証明書 各種証明書発行に関するもの 2019年度証明書発行に関するもの 国際交流課JD・MPH係 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2020年度 証明書 各種証明書発行に関するもの 2020年度証明書発行に関するもの 国際交流課JD・MPH係 2021/4/1 3 2024/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
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2021年度 証明書 各種証明書発行に関するもの 2021年度証明書発行に関するもの 国際交流課JD・MPH係 2022/4/1 3 2025/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2017年度 人事管理 外国人教師等の雇用等に関するもの H29年度人事関係 国際交流課グローバル化推進係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2018年度 人事管理 外国人教師等の雇用等に関するもの H30年度人事関係 国際交流課グローバル化推進係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2019年度 人事管理 外国人教師等の雇用等に関するもの 2019年度人事関係 国際交流課グローバル化推進係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2020年度 人事管理 外国人教師等の雇用等に関するもの 2020年度人事関係 国際交流課グローバル化推進係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2021年度 人事管理 外国人教師等の雇用等に関するもの 2021年度人事関係 国際交流課グローバル化推進係 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 事務室 国際交流課長 廃棄
2017年度 大学広報 学術講演会の実施に関するもの H29年度TMDU Datathon 国際交流課総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙及び電子 事務室 国際交流課長 廃棄
2017年度 大学広報 学術講演会の実施に関するもの 2017年度特別セッションシリーズ 国際交流課総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2018年度 大学広報 学術講演会の実施に関するもの 2018年度特別セッションシリーズ 国際交流課総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2018年度 大学広報 学術講演会の実施に関するもの 2018年度特別セッションシリーズ② 国際交流課総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2019年度 大学広報 学術講演会の実施に関するもの 2019年度特別セッションシリーズ 国際交流課総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2021年度 大学広報 課外教育の実施に関するもので重要なもの 2021年度 International PR Associate関連 国際交流課総務係 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 事務室 国際交流課長 廃棄
2021年度 大学広報 課外教育の実施に関するもので重要なもの 2021年度 アラムナイ関連 国際交流課総務係 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 事務室 国際交流課長 廃棄
2019年度 大学の運営 契約手続きに関するもの 2019年度購入依頼書等SGU 国際交流課グローバル化推進係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2020年度 大学の運営 契約手続きに関するもの 2020年度購入依頼書等SGU 国際交流課グローバル化推進係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2021年度 大学の運営 契約手続きに関するもの 2021年度購入依頼書等SGU 国際交流課グローバル化推進係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2018年度 大学の運営 契約手続きに関するもの H30年度グローバル教育推進運営費（旧医歯学） 国際交流課グローバル化推進係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2019年度 大学の運営 契約手続きに関するもの 2019年度グローバル教育推進運営費（旧医歯学） 国際交流課グローバル化推進係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2020年度 大学の運営 契約手続きに関するもの 2020年度グローバル教育推進運営費（旧医歯学） 国際交流課グローバル化推進係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2021年度 大学の運営 契約手続きに関するもの 2021年度グローバル教育推進運営費（旧医歯学） 国際交流課グローバル化推進係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2018年度 大学の運営 契約手続きに関するもの H30年度物品請求伝票 国際交流課総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2019年度 大学の運営 契約手続きに関するもの 2019年度物品請求伝票 国際交流課総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2020年度 大学の運営 契約手続きに関するもの 2020年度物品請求伝票 国際交流課総務係 2021/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2021年度 大学の運営 契約手続きに関するもの 2021年度物品請求伝票 国際交流課総務係 2022/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2018年度 大学の運営 契約手続きに関するもの H30年度物品請求伝票（グローバル企画・推進部門 研究費） 国際交流課総務係 2019/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2019年度 大学の運営 契約手続きに関するもの 2019年度物品請求伝票（グローバル企画・推進部門 研究費） 国際交流課総務係 2020/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2020年度 大学の運営 契約手続きに関するもの 2020年度物品請求伝票（グローバル企画・推進部門 研究費） 国際交流課総務係 2021/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2021年度 大学の運営 契約手続きに関するもの 2021年度物品請求伝票（グローバル企画・推進部門 研究費） 国際交流課総務係 2022/4/1 5 2026/3/31 電子 事務室 国際交流課長 廃棄
2017年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 各種統計調査に関するもの 学生受入係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2018年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 各種統計調査に関するもの 学生受入係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2019年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 2019年度各種統計調査に関するもの 学生受入係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2020年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 2020年度各種統計調査に関するもの 学生受入係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2021年度 大学の運営 各種統計調査に関するもの 2021年度各種統計調査に関するもの 学生受入係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙及び電子 事務室 国際交流課長 廃棄
2017年度 大学の運営 休暇簿に関するもの H29休暇簿・振替簿 国際交流課総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2018年度 大学の運営 休暇簿に関するもの H30休暇簿・振替簿 国際交流課総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2019年度 大学の運営 休暇簿に関するもの 2019年度休暇簿・振替簿 国際交流課総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2020年度 大学の運営 休暇簿に関するもの 2020年度休暇簿・振替簿 国際交流課総務係 2021/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2021年度 大学の運営 休暇簿に関するもの 2021年度休暇簿・振替簿 国際交流課総務係 2022/4/1 5 2026/3/31 紙及び電子 事務室 国際交流課長 廃棄
2017年度 大学の運営 労働状況記録簿 H29労働状況記録簿 国際交流課総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2018年度 大学の運営 労働状況記録簿 H30労働状況記録簿 国際交流課総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2019年度 大学の運営 労働状況記録簿 2019年度労働状況記録簿 国際交流課総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2021年度 大学の運営 労働状況記録簿 2021年度労務管理（労働時間報告書等） 国際交流課総務係 2022/4/1 5 2026/3/31 紙及び電子 事務室 国際交流課長 廃棄
2019年度 文書関係業務 郵便物等に関するもの 2019年度各種調査・回答 国際交流課総務係 2020/4/1 3 2023/3/31 電子 事務室 国際交流課長 廃棄
2019年度 文書管理関係業務 各種届出に関するもの 2019年度在留期間更新許可申請書 学生受入係 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2020年度 文書管理関係業務 各種届出に関するもの 2020年度在留期間更新許可申請書 学生受入係 2021/4/1 3 2024/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2021年度 文書管理関係業務 各種届出に関するもの 2021年度在留期間更新許可申請書 学生受入係 2022/4/1 3 2025/3/31 紙及び電子 事務室 国際交流課長 廃棄
2019年度 文書管理関係業務 各種届出に関するもの 2019年度帰国届・出国届 学生受入係 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2020年度 文書管理関係業務 各種届出に関するもの 2020年度帰国届・出国届 学生受入係 2021/4/1 3 2024/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2021年度 文書管理関係業務 各種届出に関するもの 2021年度帰国届・出国届 学生受入係 2022/4/1 3 2025/3/31 紙及び電子 事務室 国際交流課長 廃棄

2017年度 留学生 日本語予備教育に関するもの
H29語学プログラム
（日本語予備教育・日本語コース・国際コース）

国際交流課総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄

2018年度 留学生 日本語予備教育に関するもの
H30語学プログラム
（日本語予備教育・日本語コース・国際コース）

国際交流課総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄

2019年度 留学生 日本語予備教育に関するもの
2019年度語学プログラム
（日本語予備教育・日本語コース・国際コース）

国際交流課総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 事務室 国際交流課長 廃棄

2021年度 留学生 日本語予備教育に関するもの
2021年度語学プログラム
（日本語予備教育・日本語コース・国際コース）

学生受入係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙及び電子 事務室 国際交流課長 廃棄

2019年度 留学生 留学生関係諸行事に関するもの 2019年度国際交流イベント 国際交流課総務係 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2021年度 留学生 留学生関係諸行事に関するもの 2021年度国際交流イベント 国際交流課総務係 2022/4/1 3 2025/3/31 電子 事務室 国際交流課長 廃棄
2019年度 留学生 留学生関係諸行事に関するもの 2019度留学相談会 国際交流課総務係 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2020年度 留学生 留学生関係諸行事に関するもの 2020度留学相談会 国際交流課総務係 2021/4/1 3 2024/3/31 電子 事務室 国際交流課長 廃棄
2021年度 留学生 留学生関係諸行事に関するもの 2021度留学相談会 国際交流課総務係 2022/4/1 3 2025/3/31 電子 事務室 国際交流課長 廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2020年度プログラム運営委員会 国際交流課JD・MPH係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2021年度プログラム運営委員会 国際交流課JD・MPH係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成29年度連絡協議会 学務企画課ｼﾞｮｲﾝﾄ・ﾃﾞｨｸﾞﾘｰ係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成30年度連絡協議会 国際交流課JD・MPH係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2019年度連絡協議会 国際交流課JD・MPH係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2020年度連絡協議会 国際交流課JD・MPH係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2021年度連絡協議会 国際交流課JD・MPH係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成29年度ＪＤ委員会 学務企画課ｼﾞｮｲﾝﾄ・ﾃﾞｨｸﾞﾘｰ係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
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2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成30年度ＪＤ委員会 国際交流課JD・MPH係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2019年度コース管理委員会 国際交流課JD・MPH係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2020年度コース管理委員会 国際交流課JD・MPH係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2021年度コース管理委員会 国際交流課JD・MPH係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成29年度チリJDP学部長会議 学務企画課ｼﾞｮｲﾝﾄ・ﾃﾞｨｸﾞﾘｰ係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 学務企画課長 廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成30年度チリJDP学部長会議 国際交流課JD・MPH係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2020年度チリJDP学部長会議 国際交流課JD・MPH係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2021年度チリJDP学部長会議 国際交流課JD・MPH係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成29年度学術委員会 学務企画課ｼﾞｮｲﾝﾄ・ﾃﾞｨｸﾞﾘｰ係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成30年度学術委員会 国際交流課JD・MPH係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2019年度学術委員会 国際交流課JD・MPH係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2020年度学術委員会 国際交流課JD・MPH係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2021年度学術委員会 国際交流課JD・MPH係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2018年度グローバルヘルスリーダー養成コースワーキンググループ 国際交流課JD・MPH係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2019年度グローバルヘルスリーダー養成コースワーキンググループ 国際交流課JD・MPH係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2020年度グローバルヘルスリーダー養成コースワーキンググループ 国際交流課JD・MPH係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2021年度グローバルヘルスリーダー養成コースワーキンググループ 国際交流課JD・MPH係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2020年度マヒドンJDP学部長会議 国際交流課JD・MPH係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2021年度マヒドンJDP学部長会議 国際交流課JD・MPH係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2017年度 学生支援 日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に関するもの 官民協働海外留学支援制度　～トビタテ！留学JAPANプログラム～ 国際交流課学生派遣係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2017年度 学生支援 日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に関するもの 官民協働海外留学支援制度　～トビタテ！留学JAPANプログラム～ 国際交流課学生派遣係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2018年度 学生支援 日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に関するもの 日本学生支援機構海外留学支援制度プログラム募集関係① 国際交流課学生派遣係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2018年度 学生支援 日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に関するもの 日本学生支援機構海外留学支援制度プログラム募集関係② 国際交流課学生派遣係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2019年度 学生支援 日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に関するもの 日本学生支援機構海外留学支援制度プログラム募集関係① 国際交流課学生派遣係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2020年度 学生支援 日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に関するもの 日本学生支援機構海外留学支援制度（協定派遣） 国際交流課学生派遣係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄

2012年度 学生支援 日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に関するもので重要なもの
H22～H24日本学術振興会（大航海）
日本学術振興会奨学金関係

(旧)学生支援課学生海外派遣係 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄

2011年度 規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 学内規則等制定関係 国際交流課国際交流掛 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2018年度 規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 学内規則等制定関係 国際交流課JD・MPH係 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2019年度 規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 学内規則等制定関係 国際交流課JD・MPH係 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2020年度 規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 学内規則等制定関係 国際交流課JD・MPH係 2021/4/1 30 2051/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2021年度 規則の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 学内規則等制定関係 国際交流課JD・MPH係 2022/4/1 30 2053/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2017年度 教育 課外教育の実施に関するもので重要なもの 海外協定校からの交換留学生サポートボランティア関連 国際交流課学生派遣係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2018年度 教育 課外教育の実施に関するもので重要なもの 海外研修プログラム派遣関連　医学科　プロセメ(学生提出用) 国際交流課学生派遣係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2018年度 教育 課外教育の実施に関するもので重要なもの 海外研修プログラム派遣関連　医学科　プロセメ(事務用) 国際交流課学生派遣係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2019年度 教育 課外教育の実施に関するもので重要なもの 海外研修プログラム派遣関連　医学科　プロセメ(学生提出用) 国際交流課学生派遣係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2019年度 教育 課外教育の実施に関するもので重要なもの 海外研修プログラム派遣関連　医学科　プロセメ(事務用) 国際交流課学生派遣係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2017年度 教育 課外教育の実施に関するもので重要なもの 海外研修プログラム派遣関連　保健衛生学科(学生提出用) 国際交流課学生派遣係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2018年度 教育 課外教育の実施に関するもので重要なもの 海外研修プログラム派遣関連　保健衛生学科(学生提出用) 国際交流課学生派遣係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄

2017年度 教育 課外教育の実施に関するもので重要なもの
海外研修プログラム派遣関連　保健衛生学科
(事務用)

国際交流課学生派 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄

2018年度 教育 課外教育の実施に関するもので重要なもの
海外研修プログラム派遣関連　保健衛生学科
(事務用)

国際交流課学生派 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄

2019年度 教育 課外教育の実施に関するもので重要なもの 海外研修プログラム派遣関連　保健衛生学科(学生提出用) 国際交流課学生派遣係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄

2019年度 教育 課外教育の実施に関するもので重要なもの
海外研修プログラム派遣関連　保健衛生学科
(事務用)

国際交流課学生派 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄

2017年度 教育 課外教育の実施に関するもので重要なもの 海外研修プログラム派遣関連　大学院生海外派遣　➀ 国際交流課学生派遣係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2017年度 教育 課外教育の実施に関するもので重要なもの 海外研修プログラム派遣関連　大学院生海外派遣　② 国際交流課学生派遣係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2018年度 教育 課外教育の実施に関するもので重要なもの 海外研修プログラム派遣関連　大学院生海外派遣 国際交流課学生派遣係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2019年度 教育 課外教育の実施に関するもので重要なもの 海外研修プログラム派遣関連　大学院生海外派遣 国際交流課学生派遣係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2017年度 教育 課外教育の実施に関するもので重要なもの 海外研修プログラム派遣関連　2018海外臨床実習(学生提出用) 国際交流課学生派遣係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2018年度 教育 課外教育の実施に関するもので重要なもの 海外研修プログラム派遣関連　2019海外臨床実習(学生提出用) 国際交流課学生派遣係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2017年度 教育 課外教育の実施に関するもので重要なもの 海外研修プログラム派遣関連　2018海外臨床実習(事務用) 国際交流課学生派遣係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2018年度 教育 課外教育の実施に関するもので重要なもの 海外研修プログラム派遣関連　2019海外臨床実習(事務用) 国際交流課学生派遣係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2019年度 教育 課外教育の実施に関するもので重要なもの 海外研修プログラム派遣関連　2020海外臨床実習(学生提出用) 国際交流課学生派遣係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2019年度 教育 課外教育の実施に関するもので重要なもの 海外研修プログラム派遣関連　2020海外臨床実習(事務用) 国際交流課学生派遣係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2017年度 教育 課外教育の実施に関するもので重要なもの 海外研修プログラム派遣関連　歯学部　研修実習(事務用) 国際交流課学生派遣係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2017年度 教育 課外教育の実施に関するもので重要なもの 海外研修プログラム派遣関連　歯学部　研修実習(学生提出用) 国際交流課学生派 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2017年度 教育 課外教育の実施に関するもので重要なもの 海外研修プログラム派遣関連　歯学部　短期研修(事務用) 国際交流課学生派遣係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2017年度 教育 課外教育の実施に関するもので重要なもの 海外研修プログラム派遣関連　歯学部　短期研修(学生提出用) 国際交流課学生派遣係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2018年度 教育 課外教育の実施に関するもので重要なもの 海外研修　歯学部歯学科(学生提出用) 国際交流課学生派遣係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2018年度 教育 課外教育の実施に関するもので重要なもの 海外研修　歯学部口腔保健学科(学生提出用) 国際交流課学生派遣係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2018年度 教育 課外教育の実施に関するもので重要なもの 海外研修　歯学部(事務用) 国際交流課学生派遣係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2019年度 教育 課外教育の実施に関するもので重要なもの 海外研修　歯学部歯学科(学生提出用) 国際交流課学生派遣係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2019年度 教育 課外教育の実施に関するもので重要なもの 海外研修　歯学部口腔保健学科(学生提出用) 国際交流課学生派遣係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2019年度 教育 課外教育の実施に関するもので重要なもの 海外研修　歯学部(事務用) 国際交流課学生派遣係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2017年度 教育 課外教育の実施に関するもので重要なもの 海外渡航派遣前オリエンテーション 国際交流課学生派遣係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2020年度 教育 課外教育の実施に関するもので重要なもの 海外研修プログラム派遣関連　医学科　プロセメ(学生提出用) 国際交流課学生派遣係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2020年度 教育 課外教育の実施に関するもので重要なもの 海外研修プログラム派遣関連　医学科　プロセメ(事務用) 国際交流課学生派遣係 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 事務室 国際交流課長 廃棄
2020年度 教育 課外教育の実施に関するもので重要なもの 海外研修プログラム派遣関連　2020海外臨床実習(学生提出用) 国際交流課学生派遣係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
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2020年度 教育 課外教育の実施に関するもので重要なもの 海外研修プログラム派遣関連　2020海外臨床実習事務用) 国際交流課学生派遣係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2020年度 教育 課外教育の実施に関するもので重要なもの 海外研修プログラム派遣関連　2020短期臨床留学 国際交流課学生派遣係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2020年度 教育 課外教育の実施に関するもので重要なもの 海外研修　歯学部(事務用) 国際交流課学生派遣係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄

1999年度 教育 学籍簿 留学生カード 留学生支援掛 2000/4/1 無期限 紙 事務室 学生支援課長 廃棄
廃棄と記されていたが、実際
は保存期間が無期限のもので
あったため消去した。

2018年度 研究協力 特別経費に関するもの 2018年度特別経費 東南アジアにおける歯学教育研究拠点世界展開事業　  国際交流課総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2018年度 研究協力 特別経費に関するもの 2018年度特別経費 東南アジアにおける歯学教育研究拠点世界展開事業　  国際交流課総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2018年度 研究協力 特別経費に関するもの 2018年度特別経費 東南アジアにおける歯学教育研究拠点世界展開事業　国際交流課総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2018年度 研究協力 特別経費に関するもの 2018年度特別経費 東南アジアにおける歯学教育研究拠点世界展開事業　国際交流課総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2019年度 研究協力 特別経費に関するもの 2019年度特別経費 東南アジアにおける歯学教育研究拠点世界展開事業　  国際交流課総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2019年度 研究協力 特別経費に関するもの 2019年度特別経費 東南アジアにおける歯学教育研究拠点世界展開事業　  国際交流課総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2019年度 研究協力 特別経費に関するもの 2019年度特別経費 東南アジアにおける歯学教育研究拠点世界展開事業　国際交流課総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2019年度 研究協力 特別経費に関するもの 2019年度特別経費 東南アジアにおける歯学教育研究拠点世界展開事業　国際交流課総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2020年度 研究協力 特別経費に関するもの 2020年度特別経費 東南アジアにおける歯学教育研究拠点世界展開事業国際交流課総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 事務室 国際交流課長 廃棄
2021年度 研究協力 特別経費に関するもの 2021年度特別経費 東南アジアにおける歯学教育研究拠点世界展開事業国際交流課総務係 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 事務室 国際交流課長 廃棄
2019年度 研究協力 研究者受入に関するもの 2019年度外国人研究者受入関係 国際交流課国際交流係 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 事務室 国際交流課長 廃棄
2020年度 研究協力 研究者受入に関するもの 2020年度外国人研究者受入関係 国際交流課国際交流係 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 事務室 国際交流課長 廃棄
2021年度 研究協力 研究者受入に関するもの 2021年度外国人研究者受入関係 国際交流課国際交流係 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 事務室 国際交流課長 廃棄
2017年度 研究協力 研究者受入に関するもの H29年度外国人研究者受入証明書 国際交流課国際交流係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄

2013年度 研究協力 研究者受入に関するもの H25年度チリ拠点関係 国際交流課国際交流掛 2014/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄

・当初の保存期間満了日：
2019/3/31
・延長期間：5年間
・延長理由：保存期間が過ぎ
ても確認する時があるため保
存期間延長

2014年度 研究協力 研究者受入に関するもの H26年度チリ拠点関係 国際交流課国際交流掛 2015/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄

・当初の保存期間満了日：
2020/3/31
・延長期間：4年間
・延長理由：保存期間が過ぎ
ても確認する時があるため保
存期間延長

2015年度 研究協力 研究者受入に関するもの H27年度チリ拠点関係 国際交流課国際交流掛 2016/4/1 5 2024/3/31 紙及び電子 事務室 国際交流課長 廃棄

・当初の保存期間満了日：
2021/3/31
・延長期間：3年間
・延長理由：保存期間が過ぎ
ても確認する時があるため保
存期間延長

2017年度 研究協力 日本学術振興会の事業に関するもの H29年度二国間交流事業関係 国際交流課総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2018年度 研究協力 日本学術振興会の事業に関するもの H30年度二国間交流事業関係 国際交流課総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2017年度 研究協力 日本学術振興会の事業に関するもの H29年度外国人特別研究員公募・申請・受入関係 国際交流課総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2018年度 研究協力 日本学術振興会の事業に関するもの H30年度外国人特別研究員公募・申請・受入関係 国際交流課総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2017年度 研究協力 日本学術振興会の事業に関するもの H29年度海外特別研究員公募・申請・受入関係 国際交流課総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2018年度 研究協力 日本学術振興会の事業に関するもの H30年度海外特別研究員公募・申請・受入関係 国際交流課総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2019年度 研究協力 日本学術振興会の事業に関するもの 2019年度海外特別研究員公募・申請・受入関係 国際交流課総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2020年度 研究協力 日本学術振興会の事業に関するもの 2020年度研究者関連 国際交流課総務係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2021年度 研究協力 日本学術振興会の事業に関するもの 2021年度研究者関連 国際交流課総務係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙及び電子 事務室 国際交流課長 廃棄
2017年度 研究協力 日本学術振興会の事業に関するもの H29年度博士号取得希望者に対する支援事業関係 国際交流課総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2018年度 研究協力 日本学術振興会の事業に関するもの H30年度博士号取得希望者に対する支援事業関係 国際交流課総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2013年度 人事管理 教職員の人事管理に関するもの H25年度国際交流センター教職員人事関係 国際交流課国際交流掛 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2014年度 人事管理 教職員の人事管理に関するもの H26年度国際交流センター教職員採用関係 国際交流課国際交流掛 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2015年度 人事管理 教職員の人事管理に関するもの H27年度国際交流センター教職員採用関係 国際交流課国際交流掛 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2016年度 人事管理 教職員の人事管理に関するもの H28年度統合国際機構教職員人事関係 国際交流課総務係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2017年度 人事管理 教職員の人事管理に関するもの H29年度統合国際機構教職員人事関係 国際交流課総務係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2018年度 人事管理 教職員の人事管理に関するもの H30年度統合国際機構教職員人事関係 国際交流課総務係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2017年度 大学の運営 本学の正式な英語名称 英語名称 国際交流課総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2019年度 大学の運営 入学式、卒業式、学位記授与式、その他本学が主催する記念行事に関するもの ISP2019 International Summer Program 国際交流課総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙及び電子 事務室 国際交流課長 廃棄
2017年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 2017PHI教員派遣 国際交流課グローバル化推進係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2017年度 文書関係業務 通知文書に関するもの H29年度グローバル実施プログラム 国際交流課グローバル化推進係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2018年度 文書関係業務 通知文書に関するもの H30年度グローバル実施プログラム 国際交流課グローバル化推進係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2019年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 2019年度グローバル実施プログラム 国際交流課グローバル化推進係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2017年度 文書関係業務 通知文書に関するもの H29年度教員対象英語研修 国際交流課グローバル化推進係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2018年度 文書関係業務 通知文書に関するもの H30年度教員対象英語研修 国際交流課グローバル化推進係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2019年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 2019年度教員対象英語研修 国際交流課グローバル化推進係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2020年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 2020年度教員対象英語研修 国際交流課グローバル化推進係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2018年度 文書関係業務 通知文書に関するもの HealthScienceLeadershipProgram 履修関連 グローバルキャリア支援事務室 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2018年度 文書関係業務 通知文書に関するもの HealthScienceLeadershipProgram Ground Rule グローバルキャリア支援事務室 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2017年度 文書関係業務 通知文書に関するもの HealthScienceLeadershipProgram　選考2017秋/2018春 国際交流課グローバル化推進係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2018年度 文書関係業務 通知文書に関するもの HealthScienceLeadershipProgram　選考2018秋/2019春 国際交流課グローバル化推進係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2019年度 文書関係業務 通知文書に関するもの HealthScienceLeadershipProgram　選考2019秋/2020春 国際交流課グローバル化推進係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2020年度 文書関係業務 通知文書に関するもの HealthScienceLeadershipProgram　選考2020秋/2021春 国際交流課グローバル化推進係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2021年度 文書関係業務 通知文書に関するもの HealthScienceLeadershipProgram　選考2021秋/2022春 国際交流課グローバル化推進係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
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2017年度 文書関係業務 通知文書に関するもの H29年度学内外通知文書(各種調査・回答) 国際交流課グローバル化推進係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2018年度 文書関係業務 通知文書に関するもの H30年度学内外通知文書(各種調査・回答) 国際交流課グローバル化推進係 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 事務室 国際交流課長 廃棄
2019年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 2019年度学内外通知文書(各種調査・回答) 国際交流課グローバル化推進係 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 事務室 国際交流課長 廃棄
2020年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 2020年度学内外通知文書(各種調査・回答) 国際交流課グローバル化推進係 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 事務室 国際交流課長 廃棄
2021年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 2021年度学内外通知文書(各種調査・回答) 国際交流課グローバル化推進係 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 事務室 国際交流課長 廃棄
2017年度 文書関係業務 通知文書に関するもの H29年度 Graduate-School Health Science Leadership Program 国際交流課グローバル化推進係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2018年度 文書関係業務 通知文書に関するもの H30年度 Graduate-School Health Science Leadership Program 国際交流課グローバル化推進係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2019年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 2019年度 Graduate-School Health Science Leadership Program 国際交流課グローバル化推進係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2020年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 2020年度 Graduate-School Health Science Leadership Program 国際交流課グローバル化推進係 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 事務室 国際交流課長 廃棄
2021年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 2021年度 Graduate-School Health Science Leadership Program 国際交流課グローバル化推進係 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 事務室 国際交流課長 廃棄
2019年度 文書関係業務 郵便物等に関するもの 2019各種調査・回答 国際交流課総務係 2020/4/1 3 2023/3/31 電子 事務室 国際交流課長 廃棄
2020年度 文書関係業務 郵便物等に関するもの 2020各種調査・回答 国際交流課総務係 2021/4/1 3 2024/3/31 電子 事務室 国際交流課長 廃棄
2021年度 文書関係業務 郵便物等に関するもの 2021各種調査・回答 国際交流課総務係 2022/4/1 3 2025/3/31 電子 事務室 国際交流課長 廃棄
2017年度 文書関係業務 旅行命令簿 H29年度出張関係 国際交流課総務係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2018年度 文書関係業務 旅行命令簿 H30年度出張関係 国際交流課総務係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2019年度 文書関係業務 旅行命令簿 2019年度出張関係 国際交流課総務係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2017年度 留学生 国費外国人留学生の奨学金期間延長に関するもの 平成29年度国費延長・成績 学生受入係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2018年度 留学生 国費外国人留学生の奨学金期間延長に関するもの 平成30年度国費延長・成績 学生受入係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2019年度 留学生 国費外国人留学生の奨学金期間延長に関するもの 2019年度国費延長・成績 学生受入係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2020年度 留学生 国費外国人留学生の奨学金期間延長に関するもの 2020年度国費延長・成績 学生受入係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2021年度 留学生 国費外国人留学生の奨学金期間延長に関するもの 2021年度国費延長・成績 学生受入係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙及び電子 事務室 国際交流課長 廃棄
2017年度 留学生 国費外国人留学生の渡日・帰国旅費に関するもの 平成29年度国費渡日旅費関係 学生受入係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2018年度 留学生 国費外国人留学生の渡日・帰国旅費に関するもの 平成30年度国費渡日旅費関係 学生受入係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2019年度 留学生 国費外国人留学生の渡日・帰国旅費に関するもの 2019年度国費渡日旅費関係 学生受入係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2020年度 留学生 国費外国人留学生の渡日・帰国旅費に関するもの 2020年度国費渡日旅費関係 学生受入係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2021年度 留学生 国費外国人留学生の渡日・帰国旅費に関するもの 2021年度国費渡日旅費関係 学生受入係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙及び電子 事務室 国際交流課長 廃棄
2017年度 留学生 国費外国人留学生の渡日・帰国旅費に関するもの 平成29年度国費帰国旅費関係 学生受入係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2018年度 留学生 国費外国人留学生の渡日・帰国旅費に関するもの 平成30年度国費帰国旅費関係 学生受入係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2019年度 留学生 国費外国人留学生の渡日・帰国旅費に関するもの 2019年度国費帰国旅費関係 学生受入係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2020年度 留学生 国費外国人留学生の渡日・帰国旅費に関するもの 2020年度国費帰国旅費関係 学生受入係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2021年度 留学生 国費外国人留学生の渡日・帰国旅費に関するもの 2021年度国費帰国旅費関係 学生受入係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙及び電子 事務室 国際交流課長 廃棄
2017年度 留学生 私費外国人留学生学習奨励費給付制度に関するもの 平成29年度私費留学生学習奨励費関係 学生受入係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2018年度 留学生 私費外国人留学生学習奨励費給付制度に関するもの 平成30年度私費留学生学習奨励費関係 学生受入係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2019年度 留学生 私費外国人留学生学習奨励費給付制度に関するもの 2019年度私費留学生学習奨励費関係 学生受入係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2020年度 留学生 私費外国人留学生学習奨励費給付制度に関するもの 2020年度私費留学生学習奨励費関係 学生受入係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2021年度 留学生 私費外国人留学生学習奨励費給付制度に関するもの 2021年度私費留学生学習奨励費関係 学生受入係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙及び電子 事務室 国際交流課長 廃棄
2017年度 留学生 大学推薦（国内採用を含む）国費外国人留学生に関するもの 平成29年度大学推薦推薦（研究留学生）関係 学生受入係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2018年度 留学生 大学推薦（国内採用を含む）国費外国人留学生に関するもの 平成30年度大学推薦推薦（研究留学生）関係 学生受入係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2019年度 留学生 大学推薦（国内採用を含む）国費外国人留学生に関する2019年度大学推薦推薦（研究留学生）関係 学生受入係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2020年度 留学生 大学推薦（国内採用を含む）国費外国人留学生に関する2020年度大学推薦推薦（研究留学生）関係 学生受入係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2021年度 留学生 大学推薦（国内採用を含む）国費外国人留学生に関する2021年度大学推薦推薦（研究留学生）関係 学生受入係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙及び電子 事務室 国際交流課長 廃棄
2012年度 留学生 大使館推薦国費外国人留学生の受入に関するもの 平成24年度大使館推薦外国人留学生関係 留学生支援掛 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄
2013年度 留学生 大使館推薦国費外国人留学生の受入に関するもの 平成25年度大使館推薦外国人留学生関係 留学生支援掛 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄
2014年度 留学生 大使館推薦国費外国人留学生の受入に関するもの 平成26年度大使館推薦外国人留学生関係 留学生受入掛 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄
2015年度 留学生 大使館推薦国費外国人留学生の受入に関するもの 平成27年度大使館推薦外国人留学生関係 留学生受入掛 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室 学生支援課長 廃棄
2016年度 留学生 大使館推薦国費外国人留学生の受入に関するもの 平成28年度大使館推薦外国人留学生関係 学生受入係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2017年度 留学生 大使館推薦国費外国人留学生の受入に関するもの 平成29年度大使館推薦外国人留学生関係 学生受入係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2018年度 留学生 大使館推薦国費外国人留学生の受入に関するもの 平成30年度大使館推薦外国人留学生関係 学生受入係 2019/4/1 10 2029/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2019年度 留学生 大使館推薦国費外国人留学生の受入に関するもの 2019年度大使館推薦外国人留学生関係 学生受入係 2020/4/1 10 2030/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2020年度 留学生 大使館推薦国費外国人留学生の受入に関するもの 2020年度大使館推薦外国人留学生関係 学生受入係 2021/4/1 10 2031/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2021年度 留学生 大使館推薦国費外国人留学生の受入に関するもの 2021年度大使館推薦外国人留学生関係 学生受入係 2022/4/1 10 2032/3/31 紙及び電子 事務室 国際交流課長 廃棄
2019年度 留学生 留学生関係諸行事に関するもの 2019年度留学生オリエンテーション関係 学生受入係 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2020年度 留学生 留学生関係諸行事に関するもの 2020年度留学生オリエンテーション関係 学生受入係 2021/4/1 3 2024/3/31 紙 事務室 国際交流課長 廃棄
2021年度 留学生 留学生関係諸行事に関するもの 2021年度留学生オリエンテーション関係 学生受入係 2022/4/1 3 2025/3/31 紙及び電子 事務室 国際交流課長 廃棄
2019年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 2019年度健康診断関係綴り 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2020年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 2020年度健康診断関係綴り 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2021/4/1 3 2024/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2021年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 2021年度健康診断関係綴り 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2022/4/1 3 2025/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2012年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 平成24年度安全衛生委員会 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2013年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 平成25年度安全衛生委員会 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2014年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 平成26年度安全衛生委員会 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2015年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 平成27年度安全衛生委員会 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2016年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 平成28年度安全衛生委員会 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 平成29年度安全衛生委員会 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 2018年度安全衛生委員会 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2019/4/1 10 2029/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 2019年度安全衛生委員会 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2020/4/1 10 2030/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 2020年度安全衛生委員会 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2021/4/1 10 2031/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 2021年度安全衛生委員会 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2022/4/1 10 2032/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2017年度 維持・管理 定期検査に関するもの 産業医の巡視関係（平成29年度） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2018年度 維持・管理 定期検査に関するもの 産業医の巡視関係（2018年度） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2019年度 維持・管理 定期検査に関するもの 産業医の巡視関係（2019年度） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
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大分類 中分類 名称（小分類）

⑦保存媒体
の種別

⑧保存場所 ⑨管理者

⑩保存
期間

満了時
の措置

⑪備考⑥保存期間満了日①作成・取得年度等

②　分　　類
③作成者・取得者 ④起算日 ⑤保存期間

2020年度 維持・管理 定期検査に関するもの 産業医の巡視関係（2020年度） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2021年度 維持・管理 定期検査に関するもの 産業医の巡視関係（2021年度） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2017年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 労働基準局等提出書類綴（平成29年度） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2018年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 労働基準局等提出書類綴（2018年度） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2019年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 労働基準局等提出書類綴（2019年度） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2020年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 労働基準局等提出書類綴（2020年度） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2021年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 労働基準局等提出書類綴（2021年度） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2017年度 維持・管理 定期検査に関するもの 衛生管理者の巡視関係（平成29年度） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2018年度 維持・管理 定期検査に関するもの 衛生管理者の巡視関係（2018年度） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2019年度 維持・管理 定期検査に関するもの 衛生管理者の巡視関係（2019年度） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2020年度 維持・管理 定期検査に関するもの 衛生管理者の巡視関係（2020年度） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2021年度 維持・管理 定期検査に関するもの 衛生管理者の巡視関係（2021年度） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2017年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 過重労働による健康障害防止対策関係綴り（平成29年度） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2018年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 過重労働による健康障害防止対策関係綴り（2018年度） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2019年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 過重労働による健康障害防止対策関係綴り（2019年度） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2020年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 過重労働による健康障害防止対策関係綴り（2020年度） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2021年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 過重労働による健康障害防止対策関係綴り（2021年度） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2017年度 大学の運営 労働状況記録簿 職員健康管理室労働時間報告書　平成29年度 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2018年度 大学の運営 労働状況記録簿 職員健康管理室労働時間報告書　2018年度 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2019年度 大学の運営 労働状況記録簿 職員健康管理室労働時間報告書　2019年度 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2020年度 大学の運営 労働状況記録簿 職員健康管理室労働時間報告書　2020年度 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2021年度 大学の運営 労働状況記録簿 職員健康管理室労働時間報告書　2021年度 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2017年度 大学の運営 休暇簿 職員健康管理室休暇簿　平成29年度 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2018年度 大学の運営 休暇簿 職員健康管理室休暇簿　2018年度 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2019年度 大学の運営 休暇簿 職員健康管理室休暇簿　2019年度 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2020年度 大学の運営 休暇簿 職員健康管理室休暇簿　2020年度 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2021年度 大学の運営 休暇簿 職員健康管理室休暇簿　2021年度 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2017年度 文書関係業務 旅行命令簿 職員健康管理室旅行命令　平成29年度 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2018年度 文書関係業務 旅行命令簿 職員健康管理室旅行命令　2018年度 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2019年度 文書関係業務 旅行命令簿 職員健康管理室旅行命令　2019年度 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2020年度 文書関係業務 旅行命令簿 職員健康管理室旅行命令　2020年度 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2021年度 文書関係業務 旅行命令簿 職員健康管理室旅行命令　2021年度 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成29年度　職員健康管理室人事・評価委員会 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2018年度　職員健康管理室人事・評価委員会 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2019年度　職員健康管理室人事・評価委員会 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2020年度　職員健康管理室人事・評価委員会 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2021年度　職員健康管理室人事・評価委員会 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2017年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 雇入時健康診断書（平成29年度） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2018年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 雇入時健康診断書（2018年度） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2019年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 雇入時健康診断書（2019年度） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2020年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 雇入時健康診断書（2020年度） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2021年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 雇入時健康診断書（2021年度） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2018年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 健康診断個人票（2018年度） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2019年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 健康診断個人票（2019年度） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2020年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 健康診断個人票（2020年度） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2021年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 健康診断個人票（2021年度） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2018年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 健康診断個人票（じん肺関係のもの）（2018年度） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2019/4/1 7 2026/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2019年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 健康診断個人票（じん肺関係のもの）（2019年度） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2020/4/1 7 2027/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2020年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 健康診断個人票（じん肺関係のもの）（2020年度） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2021/4/1 7 2028/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2021年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 健康診断個人票（じん肺関係のもの）（2021年度） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2022/4/1 7 2029/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2018年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 健康診断個人票（放射線及び特定化学物質関係のもの）（2018年度） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2019/4/1 30 2049/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2019年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 健康診断個人票（放射線及び特定化学物質関係のもの）（2019年度） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2020/4/1 30 2050/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2020年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 健康診断個人票（放射線及び特定化学物質関係のもの）（2020年度） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2021/4/1 30 2051/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2021年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 健康診断個人票（放射線及び特定化学物質関係のもの）（2021年度） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2022/4/1 30 2052/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2004年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 平成16年度　作業環境測定報告書（有機溶剤、特定化学物質） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2005/4/1 30 2035/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2005年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 平成17年度　作業環境測定報告書（有機溶剤、特定化学物質） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2006/4/1 30 2036/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2006年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 平成18年度　作業環境測定報告書（有機溶剤、特定化学物質） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2007/4/1 30 2037/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2007年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 平成19年度　作業環境測定報告書（有機溶剤、特定化学物質） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2008/4/1 30 2038/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2008年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 平成20年度　作業環境測定報告書（有機溶剤、特定化学物質） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2009/4/1 30 2039/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2009年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 平成21年度　作業環境測定報告書（有機溶剤、特定化学物質） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2010/4/1 30 2040/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2010年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 平成22年度　作業環境測定報告書（有機溶剤、特定化学物質） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2011/4/1 30 2041/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2011年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 平成23年度　作業環境測定報告書（有機溶剤、特定化学物質） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2012/4/1 30 2042/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2012年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 平成24年度　作業環境測定報告書（有機溶剤、特定化学物質） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2013/4/1 30 2043/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2013年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 平成25年度　作業環境測定報告書（有機溶剤、特定化学物質） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2014/4/1 30 2044/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2014年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 平成26年度　作業環境測定報告書（有機溶剤、特定化学物質） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2015/4/1 30 2045/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2015年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 平成27年度　作業環境測定報告書（有機溶剤、特定化学物質） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2016/4/1 30 2046/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2016年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 平成28年度　作業環境測定報告書（有機溶剤、特定化学物質） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2017/4/1 30 2047/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2017年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 平成29年度　作業環境測定報告書（有機溶剤、特定化学物質） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2018/4/1 30 2048/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2018年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 2018年度　作業環境測定報告書（有機溶剤、特定化学物質） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2019/4/1 30 2049/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2019年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 2019年度　作業環境測定報告書（有機溶剤、特定化学物質） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2020/4/1 30 2050/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
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2020年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 2020年度　作業環境測定報告書（有機溶剤、特定化学物質） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2021/4/1 30 2051/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2021年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 2021年度　作業環境測定報告書（有機溶剤、特定化学物質） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2022/4/1 30 2052/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2015年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 平成27年度　作業環境測定報告書(粉じん） 職員健康管理・環境安全管理事務室 2016/4/1 7 2023/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2016年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 平成28年度　作業環境測定報告書(粉じん） 職員健康管理・環境安全管理事務室 2017/4/1 7 2024/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2017年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 平成29年度　作業環境測定報告書(粉じん） 職員健康管理・環境安全管理事務室 2018/4/1 7 2025/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2018年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 2018年度　作業環境測定報告書(粉じん） 職員健康管理・環境安全管理事務室 2019/4/1 7 2026/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2019年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 2019年度　作業環境測定報告書(粉じん） 職員健康管理・環境安全管理事務室 2020/4/1 7 2027/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2020年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 2020年度　作業環境測定報告書(粉じん） 職員健康管理・環境安全管理事務室 2021/4/1 7 2028/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2021年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 2021年度　作業環境測定報告書(粉じん） 職員健康管理・環境安全管理事務室 2022/4/1 7 2029/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2008年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 平成20年度　作業環境測定報告書（ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ） 職員健康管理・環境安全管理事務室 2009/4/1 30 2039/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2009年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 平成21年度　作業環境測定報告書（ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ） 職員健康管理・環境安全管理事務室 2010/4/1 30 2040/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2010年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 平成22年度　作業環境測定報告書（ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ） 職員健康管理・環境安全管理事務室 2011/4/1 30 2041/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2011年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 平成23年度　作業環境測定報告書（ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ） 職員健康管理・環境安全管理事務室 2012/4/1 30 2042/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2012年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 平成24年度　作業環境測定報告書（ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ） 職員健康管理・環境安全管理事務室 2013/4/1 30 2043/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2013年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 平成25年度　作業環境測定報告書（ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ） 職員健康管理・環境安全管理事務室 2014/4/1 30 2044/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2014年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 平成26年度　作業環境測定報告書（ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ） 職員健康管理・環境安全管理事務室 2015/4/1 30 2045/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2015年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 平成27年度　作業環境測定報告書（ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ） 職員健康管理・環境安全管理事務室 2016/4/1 30 2046/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2016年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 平成28年度　作業環境測定報告書（ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ） 職員健康管理・環境安全管理事務室 2017/4/1 30 2047/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2017年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 平成29年度　作業環境測定報告書（ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ） 職員健康管理・環境安全管理事務室 2018/4/1 30 2048/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2018年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 2018年度　作業環境測定報告書（ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ） 職員健康管理・環境安全管理事務室 2019/4/1 30 2049/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2019年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 2019年度　作業環境測定報告書（ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ） 職員健康管理・環境安全管理事務室 2020/4/1 30 2050/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2020年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 2020年度　作業環境測定報告書（ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ） 職員健康管理・環境安全管理事務室 2021/4/1 30 2051/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2021年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 2021年度　作業環境測定報告書（ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ） 職員健康管理・環境安全管理事務室 2022/4/1 30 2052/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2017年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 平成29年度　作業環境測定報告書(電離放射線） 職員健康管理・環境安全管理事務室 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2018年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 2018年度　作業環境測定報告書(電離放射線） 職員健康管理・環境安全管理事務室 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2019年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 2019年度　作業環境測定報告書(電離放射線） 職員健康管理・環境安全管理事務室 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2020年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 2020年度　作業環境測定報告書(電離放射線） 職員健康管理・環境安全管理事務室 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2021年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 2021年度　作業環境測定報告書(電離放射線） 職員健康管理・環境安全管理事務室 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2019年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 2019年度 作業環境測定関係綴 職員健康管理・環境安全管理事務室 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2020年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 2020年度 作業環境測定関係綴 職員健康管理・環境安全管理事務室 2021/4/1 3 2024/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2021年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 2021年度 作業環境測定関係綴 職員健康管理・環境安全管理事務室 2022/4/1 3 2025/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2017年度 労災関係 労働災害補償に関するもの 平成29年度労災関係綴り 職員健康管理・環境安全管理事務室 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2018年度 労災関係 労働災害補償に関するもの 2018年度労災関係綴り 職員健康管理・環境安全管理事務室 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2019年度 労災関係 労働災害補償に関するもの 2019年度労災関係綴り 職員健康管理・環境安全管理事務室 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2020年度 労災関係 労働災害補償に関するもの 2020年度労災関係綴り 職員健康管理・環境安全管理事務室 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2021年度 労災関係 労働災害補償に関するもの 2021年度労災関係綴り 職員健康管理・環境安全管理事務室 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2017年度 労災関係 労働災害補償に関するもの 平成29年度アフターケア 職員健康管理・環境安全管理事務室 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2018年度 労災関係 労働災害補償に関するもの 2018年度アフターケア 職員健康管理・環境安全管理事務室 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2019年度 労災関係 労働災害補償に関するもの 2019年度アフターケア 職員健康管理・環境安全管理事務室 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2020年度 労災関係 労働災害補償に関するもの 2020年度アフターケア 職員健康管理・環境安全管理事務室 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2021年度 労災関係 労働災害補償に関するもの 2021年度アフターケア 職員健康管理・環境安全管理事務室 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2017年度 大学広報 環境報告書に関するもの 平成29年度環境報告書関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2018年度 大学広報 環境報告書に関するもの 2018年度環境報告書関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2019年度 大学広報 環境報告書に関するもの 2019年度環境報告書関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2020年度 大学広報 環境報告書に関するもの 2020年度環境報告書関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2021年度 大学広報 環境報告書に関するもの 2021年度環境報告書関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2017年度 維持・管理 定期検査に関するもの 平成29年度水質測定結果等の報告関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2018年度 維持・管理 定期検査に関するもの 2018年度水質測定結果等の報告関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2019年度 維持・管理 定期検査に関するもの 2019年度水質測定結果等の報告関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2020年度 維持・管理 定期検査に関するもの 2020年度水質測定結果等の報告関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2021年度 維持・管理 定期検査に関するもの 2021年度水質測定結果等の報告関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2017年度 会議関係 各種委員会に関するもの 平成29年度環境安全管理委員会関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2018年度 会議関係 各種委員会に関するもの 2018年度環境安全管理委員会関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2019年度 会議関係 各種委員会に関するもの 2019年度環境安全管理委員会関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2020年度 会議関係 各種委員会に関するもの 2020年度環境安全管理委員会関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2021年度 会議関係 各種委員会に関するもの 2021年度環境安全管理委員会関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2014年度 規程等の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規則関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2014年度 規程等の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規則関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2014年度 規程等の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規則関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2014年度 規程等の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規則関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2014年度 規程等の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規則関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2014年度 規程等の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規則関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2014年度 規程等の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規則関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2014年度 規程等の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規則関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2021/4/1 30 2051/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2014年度 規程等の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規則関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2022/4/1 30 2052/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2017年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 平成29年度適正管理化学物質の使用量等の報告関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2018年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 2018年度適正管理化学物質の使用量等の報告関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2019年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 2019年度適正管理化学物質の使用量等の報告関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2020年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 2020年度適正管理化学物質の使用量等の報告関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2021年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 2021年度適正管理化学物質の使用量等の報告関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
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大分類 中分類 名称（小分類）

⑦保存媒体
の種別

⑧保存場所 ⑨管理者

⑩保存
期間

満了時
の措置

⑪備考⑥保存期間満了日①作成・取得年度等

②　分　　類
③作成者・取得者 ④起算日 ⑤保存期間

2017年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 平成29年度第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2018年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 2018年度第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2019年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 2019年度第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2020年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 2020年度第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2021年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 2021年度第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2017年度 大学の運営 伝票及び証憑 平成29年度産業廃棄物管理票関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2018年度 大学の運営 伝票及び証憑 2018年度産業廃棄物管理票関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2019年度 大学の運営 伝票及び証憑 2019年度産業廃棄物管理票関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2020年度 大学の運営 伝票及び証憑 2020年度産業廃棄物管理票関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2021年度 大学の運営 伝票及び証憑 2021年度産業廃棄物管理票関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2004年度 研修 研修に関するもの 2019年度安全衛生に関する研修会 職員健康管理・環境安全管理事務室 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2004年度 研修 研修に関するもの 2020年度安全衛生に関する研修会 職員健康管理・環境安全管理事務室 2021/4/1 3 2024/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2004年度 研修 研修に関するもの 2021年度安全衛生に関する研修会 職員健康管理・環境安全管理事務室 2022/4/1 3 2025/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2004年度 研修 研修に関するもの 2019年度環境安全管理研修会 職員健康管理・環境安全管理事務室 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2004年度 研修 研修に関するもの 2020年度環境安全管理研修会 職員健康管理・環境安全管理事務室 2021/4/1 3 2024/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2004年度 研修 研修に関するもの 2021年度環境安全管理研修会 職員健康管理・環境安全管理事務室 2022/4/1 3 2025/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2004年度 文書関係業務 通知文書のうち軽易なもの 2021年度雑件 職員健康管理・環境安全管理事務室 2022/4/1 1 2023/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2011年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 安全管理者・衛生管理者等一覧 職員健康管理・環境安全管理事務室 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2011年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 安全管理者・衛生管理者等一覧 職員健康管理・環境安全管理事務室 2021/4/1 3 2024/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2011年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 安全管理者・衛生管理者等一覧 職員健康管理・環境安全管理事務室 2022/4/1 3 2025/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2016年度 維持・管理 定期検査に関するもの 平成28年度作業記録 職員健康管理・環境安全管理事務室 2017/4/1 30 2047/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2016年度 維持・管理 定期検査に関するもの 平成29年度作業記録 職員健康管理・環境安全管理事務室 2018/4/1 30 2048/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2016年度 維持・管理 定期検査に関するもの 2018年度作業記録 職員健康管理・環境安全管理事務室 2019/4/1 30 2049/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2016年度 維持・管理 定期検査に関するもの 2019年度作業記録 職員健康管理・環境安全管理事務室 2020/4/1 30 2050/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2016年度 維持・管理 定期検査に関するもの 2020年度作業記録 職員健康管理・環境安全管理事務室 2021/4/1 30 2051/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2016年度 維持・管理 定期検査に関するもの 2021年度作業記録 職員健康管理・環境安全管理事務室 2022/4/1 30 2052/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2015年度 維持・管理 定期検査に関するもの 2019年度化学物質リスクアセスメント 職員健康管理・環境安全管理事務室 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2015年度 維持・管理 定期検査に関するもの 2020年度化学物質リスクアセスメント 職員健康管理・環境安全管理事務室 2021/4/1 3 2024/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2015年度 維持・管理 定期検査に関するもの 2021年度化学物質リスクアセスメント 職員健康管理・環境安全管理事務室 2022/4/1 3 2025/2/5 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2019年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 2019年度健康診断関係綴り 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2020年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 2020年度健康診断関係綴り 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2021/4/1 3 2024/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2021年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 2021年度健康診断関係綴り 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2022/4/1 3 2025/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2012年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 平成24年度安全衛生委員会 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2013年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 平成25年度安全衛生委員会 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2014年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 平成26年度安全衛生委員会 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2015年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 平成27年度安全衛生委員会 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2016年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 平成28年度安全衛生委員会 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2017/4/1 10 2027/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 平成29年度安全衛生委員会 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2018/4/1 10 2028/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 2018年度安全衛生委員会 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2019/4/1 10 2029/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 2019年度安全衛生委員会 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2020/4/1 10 2030/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 2020年度安全衛生委員会 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2021/4/1 10 2031/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもので重要なもの 2021年度安全衛生委員会 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2022/4/1 10 2032/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2017年度 維持・管理 定期検査に関するもの 産業医の巡視関係（平成29年度） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2018年度 維持・管理 定期検査に関するもの 産業医の巡視関係（2018年度） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2019年度 維持・管理 定期検査に関するもの 産業医の巡視関係（2019年度） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2020年度 維持・管理 定期検査に関するもの 産業医の巡視関係（2020年度） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2021年度 維持・管理 定期検査に関するもの 産業医の巡視関係（2021年度） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2017年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 労働基準局等提出書類綴（平成29年度） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2018年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 労働基準局等提出書類綴（2018年度） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2019年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 労働基準局等提出書類綴（2019年度） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2020年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 労働基準局等提出書類綴（2020年度） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2021年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 労働基準局等提出書類綴（2021年度） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2017年度 維持・管理 定期検査に関するもの 衛生管理者の巡視関係（平成29年度） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2018年度 維持・管理 定期検査に関するもの 衛生管理者の巡視関係（2018年度） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2019年度 維持・管理 定期検査に関するもの 衛生管理者の巡視関係（2019年度） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2020年度 維持・管理 定期検査に関するもの 衛生管理者の巡視関係（2020年度） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2021年度 維持・管理 定期検査に関するもの 衛生管理者の巡視関係（2021年度） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2017年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 過重労働による健康障害防止対策関係綴り（平成29年度） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2018年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 過重労働による健康障害防止対策関係綴り（2018年度） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2019年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 過重労働による健康障害防止対策関係綴り（2019年度） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2020年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 過重労働による健康障害防止対策関係綴り（2020年度） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2021年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 過重労働による健康障害防止対策関係綴り（2021年度） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2017年度 大学の運営 労働状況記録簿 職員健康管理室労働時間報告書　平成29年度 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2018年度 大学の運営 労働状況記録簿 職員健康管理室労働時間報告書　2018年度 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2019年度 大学の運営 労働状況記録簿 職員健康管理室労働時間報告書　2019年度 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2020年度 大学の運営 労働状況記録簿 職員健康管理室労働時間報告書　2020年度 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2021年度 大学の運営 労働状況記録簿 職員健康管理室労働時間報告書　2021年度 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2017年度 大学の運営 休暇簿 職員健康管理室休暇簿　平成29年度 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2018年度 大学の運営 休暇簿 職員健康管理室休暇簿　2018年度 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2019年度 大学の運営 休暇簿 職員健康管理室休暇簿　2019年度 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
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大分類 中分類 名称（小分類）

⑦保存媒体
の種別

⑧保存場所 ⑨管理者

⑩保存
期間

満了時
の措置

⑪備考⑥保存期間満了日①作成・取得年度等

②　分　　類
③作成者・取得者 ④起算日 ⑤保存期間

2020年度 大学の運営 休暇簿 職員健康管理室休暇簿　2020年度 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2021年度 大学の運営 休暇簿 職員健康管理室休暇簿　2021年度 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2017年度 文書関係業務 旅行命令簿 職員健康管理室旅行命令　平成29年度 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2018年度 文書関係業務 旅行命令簿 職員健康管理室旅行命令　2018年度 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2019年度 文書関係業務 旅行命令簿 職員健康管理室旅行命令　2019年度 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2020年度 文書関係業務 旅行命令簿 職員健康管理室旅行命令　2020年度 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2021年度 文書関係業務 旅行命令簿 職員健康管理室旅行命令　2021年度 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2017年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 平成29年度　職員健康管理室人事・評価委員会 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2018年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2018年度　職員健康管理室人事・評価委員会 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2019年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2019年度　職員健康管理室人事・評価委員会 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2020年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2020年度　職員健康管理室人事・評価委員会 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2021年度 会議 各種委員会の記録に関するもの 2021年度　職員健康管理室人事・評価委員会 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2017年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 雇入時健康診断書（平成29年度） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2018年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 雇入時健康診断書（2018年度） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2019年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 雇入時健康診断書（2019年度） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2020年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 雇入時健康診断書（2020年度） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2021年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 雇入時健康診断書（2021年度） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2018年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 健康診断個人票（2018年度） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2019年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 健康診断個人票（2019年度） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2020年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 健康診断個人票（2020年度） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2021年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 健康診断個人票（2021年度） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2018年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 健康診断個人票（じん肺関係のもの）（2018年度） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2019/4/1 7 2026/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2019年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 健康診断個人票（じん肺関係のもの）（2019年度） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2020/4/1 7 2027/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2020年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 健康診断個人票（じん肺関係のもの）（2020年度） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2021/4/1 7 2028/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2021年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 健康診断個人票（じん肺関係のもの）（2021年度） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2022/4/1 7 2029/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2018年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 健康診断個人票（放射線及び特定化学物質関係のもの）（2018年度） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2019/4/1 30 2049/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2019年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 健康診断個人票（放射線及び特定化学物質関係のもの）（2019年度） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2020/4/1 30 2050/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2020年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 健康診断個人票（放射線及び特定化学物質関係のもの）（2020年度） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2021/4/1 30 2051/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2021年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 健康診断個人票（放射線及び特定化学物質関係のもの）（2021年度） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2022/4/1 30 2052/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2004年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 平成16年度　作業環境測定報告書（有機溶剤、特定化学物質） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2005/4/1 30 2035/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2005年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 平成17年度　作業環境測定報告書（有機溶剤、特定化学物質） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2006/4/1 30 2036/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2006年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 平成18年度　作業環境測定報告書（有機溶剤、特定化学物質） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2007/4/1 30 2037/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2007年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 平成19年度　作業環境測定報告書（有機溶剤、特定化学物質） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2008/4/1 30 2038/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2008年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 平成20年度　作業環境測定報告書（有機溶剤、特定化学物質） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2009/4/1 30 2039/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2009年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 平成21年度　作業環境測定報告書（有機溶剤、特定化学物質） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2010/4/1 30 2040/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2010年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 平成22年度　作業環境測定報告書（有機溶剤、特定化学物質） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2011/4/1 30 2041/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2011年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 平成23年度　作業環境測定報告書（有機溶剤、特定化学物質） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2012/4/1 30 2042/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2012年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 平成24年度　作業環境測定報告書（有機溶剤、特定化学物質） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2013/4/1 30 2043/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2013年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 平成25年度　作業環境測定報告書（有機溶剤、特定化学物質） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生掛 2014/4/1 30 2044/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2014年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 平成26年度　作業環境測定報告書（有機溶剤、特定化学物質） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2015/4/1 30 2045/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2015年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 平成27年度　作業環境測定報告書（有機溶剤、特定化学物質） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2016/4/1 30 2046/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2016年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 平成28年度　作業環境測定報告書（有機溶剤、特定化学物質） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2017/4/1 30 2047/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2017年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 平成29年度　作業環境測定報告書（有機溶剤、特定化学物質） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2018/4/1 30 2048/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2018年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 2018年度　作業環境測定報告書（有機溶剤、特定化学物質） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2019/4/1 30 2049/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2019年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 2019年度　作業環境測定報告書（有機溶剤、特定化学物質） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2020/4/1 30 2050/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2020年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 2020年度　作業環境測定報告書（有機溶剤、特定化学物質） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2021/4/1 30 2051/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2021年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 2021年度　作業環境測定報告書（有機溶剤、特定化学物質） 職員健康管理・環境安全管理事務室安全衛生係 2022/4/1 30 2052/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2015年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 平成27年度　作業環境測定報告書(粉じん） 職員健康管理・環境安全管理事務室 2016/4/1 7 2023/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2016年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 平成28年度　作業環境測定報告書(粉じん） 職員健康管理・環境安全管理事務室 2017/4/1 7 2024/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2017年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 平成29年度　作業環境測定報告書(粉じん） 職員健康管理・環境安全管理事務室 2018/4/1 7 2025/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2018年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 2018年度　作業環境測定報告書(粉じん） 職員健康管理・環境安全管理事務室 2019/4/1 7 2026/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2019年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 2019年度　作業環境測定報告書(粉じん） 職員健康管理・環境安全管理事務室 2020/4/1 7 2027/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2020年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 2020年度　作業環境測定報告書(粉じん） 職員健康管理・環境安全管理事務室 2021/4/1 7 2028/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2021年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 2021年度　作業環境測定報告書(粉じん） 職員健康管理・環境安全管理事務室 2022/4/1 7 2029/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2008年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 平成20年度　作業環境測定報告書（ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ） 職員健康管理・環境安全管理事務室 2009/4/1 30 2039/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2009年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 平成21年度　作業環境測定報告書（ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ） 職員健康管理・環境安全管理事務室 2010/4/1 30 2040/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2010年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 平成22年度　作業環境測定報告書（ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ） 職員健康管理・環境安全管理事務室 2011/4/1 30 2041/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2011年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 平成23年度　作業環境測定報告書（ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ） 職員健康管理・環境安全管理事務室 2012/4/1 30 2042/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2012年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 平成24年度　作業環境測定報告書（ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ） 職員健康管理・環境安全管理事務室 2013/4/1 30 2043/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2013年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 平成25年度　作業環境測定報告書（ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ） 職員健康管理・環境安全管理事務室 2014/4/1 30 2044/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2014年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 平成26年度　作業環境測定報告書（ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ） 職員健康管理・環境安全管理事務室 2015/4/1 30 2045/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2015年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 平成27年度　作業環境測定報告書（ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ） 職員健康管理・環境安全管理事務室 2016/4/1 30 2046/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2016年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 平成28年度　作業環境測定報告書（ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ） 職員健康管理・環境安全管理事務室 2017/4/1 30 2047/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2017年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 平成29年度　作業環境測定報告書（ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ） 職員健康管理・環境安全管理事務室 2018/4/1 30 2048/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2018年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 2018年度　作業環境測定報告書（ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ） 職員健康管理・環境安全管理事務室 2019/4/1 30 2049/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2019年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 2019年度　作業環境測定報告書（ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ） 職員健康管理・環境安全管理事務室 2020/4/1 30 2050/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2020年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 2020年度　作業環境測定報告書（ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ） 職員健康管理・環境安全管理事務室 2021/4/1 30 2051/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2021年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 2021年度　作業環境測定報告書（ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ） 職員健康管理・環境安全管理事務室 2022/4/1 30 2052/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2017年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 平成29年度　作業環境測定報告書(電離放射線） 職員健康管理・環境安全管理事務室 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2018年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 2018年度　作業環境測定報告書(電離放射線） 職員健康管理・環境安全管理事務室 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
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大分類 中分類 名称（小分類）

⑦保存媒体
の種別

⑧保存場所 ⑨管理者

⑩保存
期間

満了時
の措置

⑪備考⑥保存期間満了日①作成・取得年度等

②　分　　類
③作成者・取得者 ④起算日 ⑤保存期間

2019年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 2019年度　作業環境測定報告書(電離放射線） 職員健康管理・環境安全管理事務室 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2020年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 2020年度　作業環境測定報告書(電離放射線） 職員健康管理・環境安全管理事務室 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2021年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 2021年度　作業環境測定報告書(電離放射線） 職員健康管理・環境安全管理事務室 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2019年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 2019年度 作業環境測定関係綴 職員健康管理・環境安全管理事務室 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2020年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 2020年度 作業環境測定関係綴 職員健康管理・環境安全管理事務室 2021/4/1 3 2024/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2021年度 安全衛生管理関係 作業環境測定に関するもの 2021年度 作業環境測定関係綴 職員健康管理・環境安全管理事務室 2022/4/1 3 2025/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2017年度 労災関係 労働災害補償に関するもの 平成29年度労災関係綴り 職員健康管理・環境安全管理事務室 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2018年度 労災関係 労働災害補償に関するもの 2018年度労災関係綴り 職員健康管理・環境安全管理事務室 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2019年度 労災関係 労働災害補償に関するもの 2019年度労災関係綴り 職員健康管理・環境安全管理事務室 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2020年度 労災関係 労働災害補償に関するもの 2020年度労災関係綴り 職員健康管理・環境安全管理事務室 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2021年度 労災関係 労働災害補償に関するもの 2021年度労災関係綴り 職員健康管理・環境安全管理事務室 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2017年度 労災関係 労働災害補償に関するもの 平成29年度アフターケア 職員健康管理・環境安全管理事務室 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2018年度 労災関係 労働災害補償に関するもの 2018年度アフターケア 職員健康管理・環境安全管理事務室 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2019年度 労災関係 労働災害補償に関するもの 2019年度アフターケア 職員健康管理・環境安全管理事務室 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2020年度 労災関係 労働災害補償に関するもの 2020年度アフターケア 職員健康管理・環境安全管理事務室 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2021年度 労災関係 労働災害補償に関するもの 2021年度アフターケア 職員健康管理・環境安全管理事務室 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2017年度 大学広報 環境報告書に関するもの 平成29年度環境報告書関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2018年度 大学広報 環境報告書に関するもの 2018年度環境報告書関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2019年度 大学広報 環境報告書に関するもの 2019年度環境報告書関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2020年度 大学広報 環境報告書に関するもの 2020年度環境報告書関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2021年度 大学広報 環境報告書に関するもの 2021年度環境報告書関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2017年度 維持・管理 定期検査に関するもの 平成29年度水質測定結果等の報告関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2018年度 維持・管理 定期検査に関するもの 2018年度水質測定結果等の報告関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2019年度 維持・管理 定期検査に関するもの 2019年度水質測定結果等の報告関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2020年度 維持・管理 定期検査に関するもの 2020年度水質測定結果等の報告関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2021年度 維持・管理 定期検査に関するもの 2021年度水質測定結果等の報告関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2017年度 会議関係 各種委員会に関するもの 平成29年度環境安全管理委員会関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2018年度 会議関係 各種委員会に関するもの 2018年度環境安全管理委員会関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2019/4/1 5 2024/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2019年度 会議関係 各種委員会に関するもの 2019年度環境安全管理委員会関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2020/4/1 5 2025/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2020年度 会議関係 各種委員会に関するもの 2020年度環境安全管理委員会関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2021/4/1 5 2026/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2021年度 会議関係 各種委員会に関するもの 2021年度環境安全管理委員会関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2022/4/1 5 2027/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2014年度 規程等の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規則関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2014年度 規程等の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規則関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2014年度 規程等の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規則関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2014年度 規程等の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規則関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2017/4/1 30 2047/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2014年度 規程等の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規則関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2018/4/1 30 2048/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2014年度 規程等の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規則関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2019/4/1 30 2049/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2014年度 規程等の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規則関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2020/4/1 30 2050/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2014年度 規程等の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規則関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2021/4/1 30 2051/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2014年度 規程等の制定改廃 諸規則の制定・改廃に関するもの 規則関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2022/4/1 30 2052/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2017年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 平成29年度適正管理化学物質の使用量等の報告関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2018年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 2018年度適正管理化学物質の使用量等の報告関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2019年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 2019年度適正管理化学物質の使用量等の報告関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2020年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 2020年度適正管理化学物質の使用量等の報告関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2021年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 2021年度適正管理化学物質の使用量等の報告関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2017年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 平成29年度第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2018年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 2018年度第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2019年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 2019年度第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2020年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 2020年度第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2021年度 文書関係業務 通知文書に関するもの 2021年度第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2017年度 大学の運営 伝票及び証憑 平成29年度産業廃棄物管理票関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2018年度 大学の運営 伝票及び証憑 2018年度産業廃棄物管理票関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2019年度 大学の運営 伝票及び証憑 2019年度産業廃棄物管理票関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2020年度 大学の運営 伝票及び証憑 2020年度産業廃棄物管理票関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2021年度 大学の運営 伝票及び証憑 2021年度産業廃棄物管理票関係 職員健康管理・環境安全管理事務室 2022/4/1 5 2027/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2004年度 研修 研修に関するもの 2019年度安全衛生に関する研修会 職員健康管理・環境安全管理事務室 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2004年度 研修 研修に関するもの 2020年度安全衛生に関する研修会 職員健康管理・環境安全管理事務室 2021/4/1 3 2024/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2004年度 研修 研修に関するもの 2021年度安全衛生に関する研修会 職員健康管理・環境安全管理事務室 2022/4/1 3 2025/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2004年度 研修 研修に関するもの 2019年度環境安全管理研修会 職員健康管理・環境安全管理事務室 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2004年度 研修 研修に関するもの 2020年度環境安全管理研修会 職員健康管理・環境安全管理事務室 2021/4/1 3 2024/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2004年度 研修 研修に関するもの 2021年度環境安全管理研修会 職員健康管理・環境安全管理事務室 2022/4/1 3 2025/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2004年度 文書関係業務 通知文書のうち軽易なもの 2021年度雑件 職員健康管理・環境安全管理事務室 2022/4/1 1 2023/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2011年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 安全管理者・衛生管理者等一覧 職員健康管理・環境安全管理事務室 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2011年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 安全管理者・衛生管理者等一覧 職員健康管理・環境安全管理事務室 2021/4/1 3 2024/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2011年度 安全衛生管理関係 職員の健康管理に関するもの 安全管理者・衛生管理者等一覧 職員健康管理・環境安全管理事務室 2022/4/1 3 2025/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2016年度 維持・管理 定期検査に関するもの 平成28年度作業記録 職員健康管理・環境安全管理事務室 2017/4/1 30 2047/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2016年度 維持・管理 定期検査に関するもの 平成29年度作業記録 職員健康管理・環境安全管理事務室 2018/4/1 30 2048/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2016年度 維持・管理 定期検査に関するもの 2018年度作業記録 職員健康管理・環境安全管理事務室 2019/4/1 30 2049/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2016年度 維持・管理 定期検査に関するもの 2019年度作業記録 職員健康管理・環境安全管理事務室 2020/4/1 30 2050/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2016年度 維持・管理 定期検査に関するもの 2020年度作業記録 職員健康管理・環境安全管理事務室 2021/4/1 30 2051/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
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大分類 中分類 名称（小分類）

⑦保存媒体
の種別

⑧保存場所 ⑨管理者

⑩保存
期間

満了時
の措置

⑪備考⑥保存期間満了日①作成・取得年度等

②　分　　類
③作成者・取得者 ④起算日 ⑤保存期間

2016年度 維持・管理 定期検査に関するもの 2021年度作業記録 職員健康管理・環境安全管理事務室 2022/4/1 30 2052/3/31 電子 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2015年度 維持・管理 定期検査に関するもの 2019年度化学物質リスクアセスメント 職員健康管理・環境安全管理事務室 2020/4/1 3 2023/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2015年度 維持・管理 定期検査に関するもの 2020年度化学物質リスクアセスメント 職員健康管理・環境安全管理事務室 2021/4/1 3 2024/3/31 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2015年度 維持・管理 定期検査に関するもの 2021年度化学物質リスクアセスメント 職員健康管理・環境安全管理事務室 2022/4/1 3 2025/2/5 紙 事務室 職員健康管理・環境安全管理事務室事務長 廃棄
2018年度 学生支援 健康診断票、学生相談記録票等学生の健康管理に関するもの2018年度健康管理関係 保健管理ｾﾝﾀｰ 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 保健管理ｾﾝ保健管理センタ廃棄

2019年度 学生支援 健康診断票、学生相談記録票等学生の健康管理に関するもの2019年度健康管理関係 保健管理ｾﾝﾀｰ 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 保健管理ｾﾝ保健管理センタ廃棄

2020年度 学生支援 健康診断票、学生相談記録票等学生の健康管理に関するもの2020年度健康管理関係 保健管理ｾﾝﾀｰ 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 保健管理ｾﾝ保健管理センタ廃棄

2017年度 学生支援 健康診断票、学生相談記録票等学生の健康管理に関するもの平成29年度健康相談診療録等 保健管理ｾﾝﾀｰ 2018/4/1 5 2023/3/31 紙 保健管理ｾﾝ保健管理センタ廃棄

2018年度 学生支援 健康診断票、学生相談記録票等学生の健康管理に関するもの2018年度健康相談診療録等 保健管理ｾﾝﾀｰ 2019/4/1 5 2024/3/31 紙 保健管理ｾﾝ保健管理センタ廃棄

2019年度 学生支援 健康診断票、学生相談記録票等学生の健康管理に関するもの2019年度健康相談診療録等 保健管理ｾﾝﾀｰ 2020/4/1 5 2025/3/31 紙 保健管理ｾﾝ保健管理センタ廃棄

2020年度 学生支援 健康診断票、学生相談記録票等学生の健康管理に関するもの2020年度健康相談診療録等 保健管理ｾﾝﾀｰ 2021/4/1 5 2026/3/31 紙 保健管理ｾﾝ保健管理センタ廃棄
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