
医学研究科

大分類 中分類 標準法人文書ファイル名（小分類） 保存期間 備考

会議 学外会議 国公私立大学医学部長会議 5

会議 学外会議 国立大学医学部・医科大学事務協議会 5

会議 学外会議 国立大学医学部長，歯学部長及び病院長会議 5

会議 学外会議 全国医学部長・病院長会議 5

会議 学外会議 全国医学部長・病院長会議　東北・北海道ブロック会議 5

会議 学外会議 国立大学医学部長会議 5

会議 学外会議 全国医学部長病院長会議 5

会議 学外会議 東北・北海道地区　国立大学医学部・医科大学事務協議会 5

会議 学外会議 医学教育振興財団関係綴 5

会議 学内会議 医学研究科倫理委員会 10

会議 学内会議 医学部・附属病院自己評価委員会 10

会議 学内会議 医学部教授会通知 10

会議 学内会議 学科間連絡会 10

会議 学内会議 広報委員会 10

会議 学内会議 人事委員会 5

会議 学内会議 地域医療対策委員会 10

会議 学内会議 臨床研究利益相反委員会 5

会議 学内会議 学位・人事等研究科教授会・人事等医学科会議・研究科教授会・医学科会議　議事録 30

会議 学内会議 研究科委員会・教授会 30

会議 学内会議 研究科委員会・人事等医学科会議・医学科会議　議事録 30

会議 学内会議 研究科委員会・人事等医学科会議・医学科会議　通知 30

会議 学内会議 専攻会議連絡会通知 30

会議 学内会議 脳研施設協議会・高度先進運営委員会 10

会議 学内会議 医学系会議 30年

会議 学内会議 医学系基礎医学領域会議・医学系臨床医学領域会議 30年

会議 学内会議 学術賞 10

会議 学内会議 国際交流研究委員会 10

会議 学内会議 動物実験施設運営委員会関係綴 5

会議 学内会議 動物実験倫理委員会 5

会議 学内会議 弘前大学医学部学術賞関係綴 10

会議 学内会議 ＡＯ入試ワーキンググループ委員会 5

会議 学内会議 解剖学センター検討委員会 5

会議 学内会議 学務委員会 5

会議 学内会議 カリキュラム改正ワーキンググループ委員会 5

会議 学内会議 入試専門委員会 5

会議 学内会議 学事委員会 10

会議 学内会議 紙上医科学専攻会議の開催について 30

会議 学内会議 研究推進委員会綴 5

会議 学内会議 医学研究科運営会議 10

会議 その他 各種委員会等 3

会議 その他 実験・研究に関する倫理審査綴 10

会議 その他 地域医療対策関係往復文書（外部評価等を含む） 10

会議 その他 医学研究科倫理委員会関係（往復文書等） 5

会議 その他 生殖医療倫理審査綴 10
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医学研究科

大分類 中分類 標準法人文書ファイル名（小分類） 保存期間 備考

会議 その他 臨床研究等終了報告書綴 5

会議 その他 臨床研究等定期報告・自己チェックシート 5

会計機関 命免関係 会計機関の補助者発令関係綴 5

会計機関 命免関係 金庫及び金庫監守者の指定関係 5

会計機関 命免関係 出納員関係綴 5

会計機関 命免関係 会計機関等の補助者の命免簿 5

外部資金 寄附金 寄附金 5

外部資金 寄附金 寄附金　謝金関係綴 5

外部資金 寄附金 寄附金　旅費・外国出張関係綴 5

外部資金 寄附金 寄附金受入関係綴 5

外部資金 寄附金 奨学寄附金受入関係綴 5

外部資金 寄附金 寄附講座・糖鎖医学講座関係書類 3

外部資金 共同研究 学術関係 1

外部資金 共同研究 共同研究受入関係 10

外部資金 共同研究 共同研究関係綴 10

外部資金 共同研究 共同研究契約書 10

外部資金 受託研究 受託・共同 10

外部資金 受託研究 受託・共同研究経理報告書 10

外部資金 受託研究 受託・共同研究支出決議書・未払い伝票 7

外部資金 受託研究 受託・共同研究報告書 10

外部資金 受託研究 受託研究受入関係 10

外部資金 受託研究 受託研究関係綴り 10

外部資金 受託研究 受託研究契約書 10

外部資金 受託研究 受託研究費 10

外部資金 受託事業 受託事業受入 10

外部資金 受託事業 受託事業契約書 10

解剖関係 系統解剖 系統解剖関係綴 5

解剖関係 系統解剖 系統解剖承諾書綴 5

解剖関係 系統解剖 解剖実習承諾書関係綴 5

解剖関係 系統解剖 解剖実習関係 10

解剖関係 系統解剖 屍体記録簿 10

解剖関係 系統解剖 遺骨受領証簿 10

解剖関係 司法解剖 司法解剖に伴う検査等受託契約関係綴 10

解剖関係 司法解剖 鑑定書 常用

解剖関係 司法解剖 鑑定嘱託書 常用

解剖関係 司法解剖 鑑定処分許可状の写し 常用

解剖関係 司法解剖 解剖検査記録 常用

解剖関係 司法解剖 解剖写真 常用

解剖関係 司法解剖 解剖報告書 常用

解剖関係 司法解剖 解剖スライド 常用

解剖関係 司法解剖 死体検案書 常用

解剖関係 司法解剖 剖検査記録 常用

解剖関係 その他 遺骨返還及び感謝状伝達 5

解剖関係 その他 火葬許可申請書関係書類綴 5
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医学研究科

大分類 中分類 標準法人文書ファイル名（小分類） 保存期間 備考

解剖関係 その他 死体検案受託関係綴 5

解剖関係 その他 埋骨関係綴 5

解剖関係 病理解剖 病理解剖関係綴 5

解剖関係 病理解剖 病理解剖承諾書綴 5

解剖関係 病理解剖 病理組織・解剖集計表綴 5

解剖関係 病理解剖 病理組織・解剖集計表綴　その他の雑益 5

解剖関係 病理解剖 剖検診断簿 10

解剖関係 病理解剖 病理組織診断簿 10

学生 休学・退学 大学院休学・休学延長 30

学生 休学・退学 大学院退学（除籍を含む） 30

学生 その他 改姓・本籍異動 5

学生 その他 大学院改姓・本籍の変更 5

給与 諸手当 寒冷地手当 3

給与 諸手当 期末・勤勉手当 3

給与 諸手当 住居届・認定簿 3

給与 諸手当 諸手当事実確認 3

給与 諸手当 人事異動（大学院担当） 10

給与 諸手当 大学院授業担当状況 10

給与 諸手当 通勤手当（定員内） 3

給与 諸手当 通勤手当（非常勤） 3

給与 諸手当 人事異動（給与・育児休業・改姓・旧姓使用） 10

給与 諸手当 人事異動（勤務命令・職務付加手当・併任・命免・俸給の調整額) 10

給与 俸給 人事異動（特別昇給） 10

行事 儀式・行事 医学部葬 5

行事 儀式・行事 お別れの会 5

行事 儀式・行事 卒業式・入学式 5

行事 式典 解剖体慰霊祭 5

行事 式典 実験動物慰霊祭 5

行事 式典 学位授与式関係 5

行事 その他 総合文化祭 1

行事 その他 地域医療シンポジウム 5

行事 その他 ねぷた関係 1

教務 学業成績 医学研究科成績報告書 5

教務 学業成績 印刷公表調査 30

教務 学業成績 乙の学位審査 30

教務 学業成績 学位審査関係 30

教務 学業成績 修業年限短縮 30

教務 学業成績 試験答案 5

教務 学業成績 出席・欠席簿 5

教務 学業成績 レポート 5

教務 学業成績 成績 5

教務 学業成績 成績記入表 5

教務 学生名簿 大学院学生名簿 10

教務 学籍簿 大学院医学研究科学籍簿 永年
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医学研究科

大分類 中分類 標準法人文書ファイル名（小分類） 保存期間 備考

教務 教務 担任・制相談室関係綴 5

教務 教務 学年別ガイダンス 5

教務 教務 教務関係会議　シンポジウム等綴 5

教務 教務 最終講義 5

教務 教務 ハンガリー医科大受託実習 5

教務 試験 総合試験 10

教務 授業 授業計画 5

教務 授業 チュートリアル教育 5

教務 授業 授業計画（シラバス） 5

教務 卒業関係 卒業認定資料 10

教務 その他 教務関係 5

教務 その他 非常勤講師 10

教務 その他 臨床教授・臨床准教授 10

教務 その他 ＴＡ・ＲＡ関係 5

教務 その他 医学研究科履修科目届 10

教務 その他 乙の外国語試験 30

教務 その他 学位授与証明書 5

教務 その他 欠席・追試験願 10

教務 その他 教育評価 10

記録 その他 人事関係（各種証明） 5

記録 その他 毒・劇物受払簿 1

記録 その他 放射性物資在庫変動記録簿 1

記録 その他 第一種指定化学物質受払簿 1

記録 その他 アルコール受払簿 1

記録 その他 共焦点顕微鏡使用記録簿 1

記録 その他 ﾃﾞｺﾝﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ顕微鏡使用記録簿 1

記録 その他 高度先進医学研究センター入退館記録簿 1

記録 その他 ＰＲＴＲ物質取扱状況関係書類 1

契約 契約伺 実験台他一式　仕様書関係綴 5

契約 資格審査 ドラフトチャンバー・実験台等技術審査関係綴 5

契約 政府調達 学生実習用顕微鏡システム　仕様策定委員会 5

契約 政府調達 固定式講義用机・椅子　仕様策定委員会 5

契約 政府調達 生体試料中タンパク質の網羅的解析のための質量分析装置 5

契約 その他 学生実習用器具等整備 5

契約 その他 機械等設備届(局所排気装置)性能検査申込書(オートクレープ)綴 10

契約 その他 携帯電話設備設置関係綴 5

契約 その他 契約依頼 5

契約 その他 総合研究棟第Ⅰ期改修に伴う移転作業契約関係資料 7

契約 その他 総合研究棟第Ⅱ期改修に伴う移転作業契約関係資料 7

契約 その他 ドラフトチャンバー・実験台等契約関係綴 7

契約 帳簿・帳票 複写機契約書 7

決算 決算 決算関係綴 5

研究 遺伝子組換関係 組換えDNA関係綴 5

研究 研究助成 唐牛記念医学研究基金助成金 5
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医学研究科

大分類 中分類 標準法人文書ファイル名（小分類） 保存期間 備考

研究 研究助成 研究助成金申請書関係綴 3

研究 研究助成 助成金 5

研究 研究助成 外部機関に提出した報告書等 3

研究 国際規制物質関係 国際規制物資に関する綴り 30

研究 国際交流関係 国際関係雑綴 5

研究 その他 ＣＯＥ 5

研究 その他 JST育成研究上半期経理報告書 5

研究 その他 JST育成研究下半期経理報告書 5

研究 その他 MEC管理運営小委員会 5

研究 その他 核燃料物質管理関係 30

研究 その他 核燃料物質在庫変動記録簿 1

研究 その他 共通機器センター管理運営小委員会 5

研究 その他 研究科客員研究員関係綴 5

研究 その他 試験研究用アルコール関係綴 5

研究 その他 受託研究員関係綴 5

研究 その他 動物実験計画書 5

研究 その他 動物実験結果報告書 5

研究 その他 内閣府食品安全委員会委託研究経理報告書 5

研究 その他 日本学術振興会　特別研究員　募集要項（案） 1

研究 その他 日本学術振興会関係綴 5

研究 その他 日本学術振興会関係綴 1

研究 その他 弘前大学学長指定重点研究 5

研究 その他 弘前大学機関研究関係綴 5

研究 その他 他大学大学院等における研究指導願い 10

研究 その他 本研究科における研究指導 10

研究 その他 実験動物購入・搬入申込書 1

研究 その他 検疫表 1

研究 その他 実験動物搬入申込書 1

研究 その他 実験動物譲渡申込書 1

研究 その他 実験動物管理日誌 1

研究 知的財産 知的財産関係綴 30

研究生 研究生 研究科・学部研究生綴 30

検査・監査 内部監査関係 内部監査関係綴 5

検査・監査 内部監査関係 検査・監査関係 5

厚生補導 その他 学生の事故等 10

厚生補導 保健衛生 学生定期健康診断 3

広報 医学部ウォーカー 医学部ウォーカー（保存用） 30

広報 医学部ウォーカー 医学部ウォーカー発行 5

広報 概要 弘前大学大学院医学研究科・大学院保健学研究科・医学部・附属病院概要作成綴 5

広報 概要 弘前大学大学院医学研究科・大学院保健学研究科・医学部・附属病院概要（保存用） 30

広報 公開講座 公開講座 5

広報 その他 広報関係 1

広報 その他 広報関係 5

広報 その他 弘前大学医学部医学科・同附属病院紹介 5
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医学研究科

大分類 中分類 標準法人文書ファイル名（小分類） 保存期間 備考

広報 その他 弘前大学医学部医学科・同附属病院紹介 30

資産関係 その他 医学部消防立入検査結果報告書 10

資産関係 帳簿・帳票 物品管理関係綴 5

資産関係 帳簿・帳票 物品寄附　振替伝票 5

資産関係 報告・承認・申請 作業環境測定および局所排気装置定期自主点検結果綴 3

資産関係 報告・承認・申請 消防用設備等設置届出書 10

資産関係 報告・承認・申請 物品処分承認申請書 5

資産関係 報告・承認・申請 物品返納（廃棄）申請書 5

資産関係 報告・承認・申請 防火管理関係綴 10

資産関係 報告・承認・申請 無償譲渡・借受等綴 5

支出 支出契約決議・未払伝票 科学研究費補助金支出契約決議書 7

支出 支出契約決議・未払伝票 科研費支出契約決議書 7

支出 支出契約決議・未払伝票 がんプロフェッショナル養成プラン支出書類綴 7

支出 支出契約決議・未払伝票 現代ＧＰ支出書類綴 7

支出 支出契約決議・未払伝票 厚生労働科研支出契約決議書綴 7

支出 支出契約決議・未払伝票 支出契約決議書 7

支出 支出契約決議・未払伝票 支出契約決議書／未払伝票 7

支出 支出契約決議書 JST（ＣＲＥＳＴ）支出契約決議書 7

支出 支出契約決議書 現代ＧＰ　支出契約決議書 7

支出 支出契約決議書 地域科学技術振興委託事業（ＢｉＯ－Ｓ）支出契約決議書 7

支出 支出契約決議書 都市エリア　支出契約決議書 7

支出 支出契約決議書 支出契約決議書 7

実習 共用試験 共用試験 10

実習 クリニカル・クラークシップ クリニカル・クラークシップ 10

実習 その他 学外実習 5

実習 その他 臨床医学入門 5

実習 臨床実習 臨床実習 10

就職 医師国家試験 医師国家試験 5

収入 債権 債権発生通知書 10

収入 債権 受託事業（病理・法医）債権・収入一覧 5

収入 帳簿・帳票 入金確認書 5

収入 帳簿・帳票 入金帳 5

収入 帳簿・帳票 領収書(原府) 5

授業料 授業料 授業料関係綴 5

授業料 授業料 授業料債権発生等通知 5

宿舎 報告・申請 留学生宿舎貸与申請書 3

出張・研修・渡航 海外渡航 海外渡航（出張・研修・私事） 3

出張・研修・渡航 海外渡航 長期海外渡航 3

出張・研修・渡航 研修旅行 研修旅行願 3

出張・研修・渡航 旅行命令簿等 旅行命令簿（学外者）（事務部）（非常勤職員） 7

出張・研修・渡航 旅行命令簿等 旅行命令簿　臨床教員 7

出張・研修・渡航 旅行命令簿等 旅行命令簿　基礎教員 7

出張・研修・渡航 旅行命令簿等 旅行命令簿　基礎教員　　（学外者）　（事務部）　（非常勤職員） 7

出張・研修・渡航 旅行命令簿等 旅行命令簿　復命書　基礎教員 7
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大分類 中分類 標準法人文書ファイル名（小分類） 保存期間 備考

出張・研修・渡航 旅行命令簿等 旅行命令簿　復命書　非常勤職員　事務部　学外者 7

出張・研修・渡航 旅行命令簿等 旅行命令簿　復命書　臨床教員 7

奨学金 その他 その他の奨学金 5

奨学金 その他 弘前市修学援助金 5

奨学金 その他 私費外国人留学生ロータリー米山記念 5

奨学金 日本学生支援機構 日本学生支援機構 5

賞罰 懲戒 処分関係 30

賞罰 表彰 表彰関係 30

情報公開・個人情報保護 開示請求 行政文書の開示請求綴 10

情報公開・個人情報保護 開示請求 情報公開開示請求関係綴 10

情報公開・個人情報保護 開示請求 法人文書開示請求綴 10

情報公開・個人情報保護 個人情報保護 個人情報保護法関係 10

情報公開・個人情報保護 法人文書ファイル 法人文書ファイル管理簿関係 30

職員宿舎 報告・申請 宿舎貸与申請関係綴 5

設置・改廃 設置申請 寄附講座 30

設置・改廃 設置申請 特定プロジェクト教育研究センター関係綴 30

設置・改廃 設置申請 共同研究講座 30

設置・改廃 その他 協定締結に関する綴 30

選挙 学部長選挙 医学研究科長候補者選挙 30

選挙 学部長選挙 医学部長候補者選挙 30

選挙 研究科長選挙 医学研究科長候補者選挙 30

選挙 その他 学長候補者学内意向選挙 30

その他 申請 資金交付前使用に係る立替申請書関係綴 5

その他 申請書 各種申請書関係綴 5

その他 請求書発行依頼 動物飼育料請求書発行依頼書綴 7

その他 その他 挨拶状 1

その他 その他 回覧文書 1

その他 その他 新年互例会関係 1

その他 その他 タクシーチケット使用簿 5

その他 その他 過半数代表者に関する綴 10

その他 その他 各学部等における改革構想案 30

その他 その他 感謝状贈呈関係綴 5

その他 その他 向精神薬製造量等の届出 30

その他 その他 弘前大学後援会助成事業関係綴 3

その他 その他 MCC使用状況綴り 5

その他 その他 MCC附帯料金綴 5

その他 その他 医学部会館宿泊施設関係綴 5

その他 その他 医学部会館洗濯料綴 5

その他 その他 医学部コミュニケーションセンター関係綴 5

その他 その他 移転関係綴 5

その他 その他 環境整備委員会 5

その他 その他 総合研究棟改修工事第Ⅰ期施設(附帯設備) 7

その他 その他 総合研究棟改修工事第Ⅱ期施設(附帯設備) 7

その他 その他 総合研究棟第Ⅱ期改修　改修ＷＧ関係資料 5
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大分類 中分類 標準法人文書ファイル名（小分類） 保存期間 備考

その他 その他 臨床中央研究室管理運営小委員会 5

その他 その他 訃報関係 1

その他 帳簿・帳票 領収証書用紙受払簿 7

調査報告 調査報告 各種調査関係 5

調査報告 調査報告 学校基本調査 5

調査報告 調査報告 学校教員統計調査 5

調査報告 調査報告 科学技術研究調査 5

調査報告 調査報告 毎月勤労統計調査 5

調査報告 調査報告 関連病院への短期赴任者（医師）に関する調査 5

調査報告 調査報告 施設実態調査 5

調査報告 調査報告 「PRTR物質」及び「危険薬品」の調査関係綴 5

調査報告 調査報告 勘定残高確認書綴 5

調査報告 調査報告 調査 5

調査報告 調査報告 弘前大学作業環境測定業務報告書 3

調査報告 調査報告 学術関係調査綴 5

調査報告 調査報告 環境報告書 5

調査報告 調査報告 諸調書綴 5

調査報告 調査報告 調査 5

調査報告 調査報告 財務部からの調査 5

調査報告 調査報告 施設環境部からの調査等依頼文書綴 5

調査報告 調査報告 弘前大学動物実験に関する規程に係る施設等の調査関係綴 5

通知 諸通知 一般往復文書（学内） 1

通知 諸通知 一般文書（学内） 1

通知 諸通知 人事庶務（通知） 1

通知 諸通知 各種通知文書 1

通知 諸通知 諸規則・法律関係 5

通知 諸通知 学術情報部関係通知綴 5

通知 諸通知 財務関係通知文書綴 5

通知 諸通知 施設関係学部内通知・施設への依頼等 5

通知 諸通知 施設関係学部内通知・施設への依頼等(毒劇・労働安全衛生法関係) 5

通知 諸通知 施設関係学部内通知・施設への依頼等(毒劇・労働安全衛生法関係) 5

通知 その他 贈答品関係 1

通知 その他 雑綴り（お知らせ等） 1

点検・評価 外部評価 外部評価 10

点検・評価 教員業績 教員業績評価 10

点検・評価 自己点検・評価 医学部・附属病院自己点検評価 10

点検・評価 自己点検・評価 自己点検評価 10

点検・評価 組織評価 組織評価 10

点検・評価 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画 30

点検・評価 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画・年度計画 30

点検・評価 中期目標・中期計画 中期目標期間の評価 30

点検・評価 認証評価 認証評価関係綴 30

点検・評価 認証評価 大学機関別認証評価　資料集 30

入学試験 個別学力検査 個別学力検査(前期・後期) 5
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医学研究科

大分類 中分類 標準法人文書ファイル名（小分類） 保存期間 備考

入学試験 個別学力検査 個別学力検査（推薦入学） 5

入学試験 その他 ＡＯ入試 5

入学試験 その他 入学者提出書類 10

入学試験 その他 入試関係 5

入学試験 その他 第２年次後期編入学 5

入学試験 その他 第３年次編入学 5

入学試験 その他 大学院医学研究科学生募集要項 5

入学試験 その他 入学手続書類綴 10

入学試験 その他 入学試験出願資格申請 5

入学試験 大学入試センター試験 大学入試センター試験 5

任用 常勤職員 勧奨退職に関する綴 30

任用 常勤職員 教員公募 1

任用 常勤職員 教員公募（准教授以下） 1

任用 常勤職員 教員公募（助教授以下） 1

任用 常勤職員 教員公募選考結果 1

任用 常勤職員 教官公募申請関係 5

任用 常勤職員 教授候補者選考委員会 30

任用 常勤職員 人事異動（採用） 10

任用 常勤職員 人事異動（辞職） 10

任用 常勤職員 人事異動（承認・配置換） 10

任用 常勤職員 人事関係（休職・復職） 5

任用 常勤職員 提言委員会 10

任用 その他 人事関係 3

任用 その他 人事関係（依頼・通知等） 3

任用 その他 人事異動（その他） 5

任用 退職手当 人事異動（退職手当） 10

任用 定員 教員補充等計画申請 30

任用 任期制 教員任期制 10

任用 非常勤職員 学部長講師発令綴 5

任用 非常勤職員 事務部非常勤職員選考資料 5

任用 非常勤職員 助手講師推薦書綴 5

任用 非常勤職員 人事異動（ティーチングアシスタント） 5

任用 非常勤職員 人事異動（非常勤職員） 5

任用 非常勤職員 ティーチングアシスタント 5

任用 非常勤職員 非常勤講師 5

任用 非常勤職員 リサーチアシスタント 5

任用 非常勤職員 臨床教授等称号付与関係 10

能率 栄典・表彰 叙勲関係 30

能率 栄典・表彰 人事関係（表彰） 30

能率 栄典・表彰 人事関係（表彰・研修） 30

能率 研修 研修 10

能率 職員録 名簿・職員録 1

能率 名誉教授 名誉教授の称号授与関係 30

服務 勤務時間・休暇 休暇簿 3
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大分類 中分類 標準法人文書ファイル名（小分類） 保存期間 備考

服務 勤務時間・休暇 勤務時間報告書 5

服務 勤務時間・休暇 勤務時間報告願 5

服務 勤務時間・休暇 欠勤届 3

服務 勤務時間・休暇 辞職者等出勤簿・休暇簿 3

服務 勤務時間・休暇 代休日指定簿 3

服務 勤務時間・休暇 勤務時間の管理に関する綴 3

服務 勤務時間・休暇 超過勤務申請・命令簿 3

服務 勤務時間・休暇 長時間労働者の報告 3

服務 勤務時間・休暇 非常勤講師勤務実績報告（国立病院機構） 3

服務 勤務時間・休暇 附属病院超勤手当問題に関する綴 3

服務 勤務時間・休暇 パートタイム職員勤務時間割振表 5

服務 勤務時間・休暇 勤務時間の割振り変更簿 3

服務 勤務時間・休暇 教育職員勤務時間割振表 5

服務 兼業 兼業 3

服務 兼業 単発兼業 3

服務 兼業 単発兼業（非常勤医師） 3

服務 兼業 兼業（無報酬・２１条・併任等） 3

服務 その他 出勤簿 3

服務 分限懲戒 処分関係 30

福利厚生 安全管理 労働安全衛生法関連 5

福利厚生 共済長期給付 長期給付 30年

福利厚生 健康管理 健康診断 5

福利厚生 健康管理 病気治養者 5

福利厚生 災害補償 国家公務員災害補償受給関係 3

福利厚生 災害補償 業務災害 3

福利厚生 その他 福利厚生 3

文書管理 公印 公印関係 30

法令・規則 医学研究科 医学研究科関係 30

法令・規則 医学研究科等以外 諸規則関係（医学研究科等関係以外） 30

補助金 科学研究費 科学研究費補助金綴　基盤Ｓ・Ｂ① 5

補助金 科学研究費 科学研究費補助金（公募） 5

補助金 科学研究費 科研費応募カード 5

補助金 科学研究費 科研費計画調書 5

補助金 科学研究費 科研費決定一覧・差引簿　管理課・会計係 5

補助金 科学研究費 科研費支出決議書 7

補助金 科学研究費 科研費申請カード 7

補助金 科学研究費 科研費等支出契約決議書 7

補助金 科学研究費 科研費物品請求票 5

補助金 科学研究費 科研費補助金（支払日入力確認リスト） 5

補助金 科学研究費 平成16年度　科研費補助金（実績報告・成果報告・額の確定） 5

補助金 科学研究費 科研費補助金（内定・交付申請・決定） 5

補助金 科学研究費 科研費補助金（内定・交付申請書・決定等） 5

補助金 科学研究費 科研費補助金　特別研究員奨励費（朱剛）文部科学省交付分決議書等綴り 5

補助金 科学研究費 科研費補助金支出決議書 7
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大分類 中分類 標準法人文書ファイル名（小分類） 保存期間 備考

補助金 科学研究費 科研費補助金綴り基盤Ｂ 7

補助金 科学研究費 医学部医学科　科研費補助金綴り　特定／基盤Ｓ・Ｂ 7

補助金 科学研究費 科研費予算差引簿・収支簿 5

補助金 科学研究費 研究者名簿関係綴り 1

補助金 科学研究費 研究費申請カード 5

補助金 科学研究費 研究分担者承諾書 5

補助金 科学研究費 厚生労働科研費　支出契約決議書 7

補助金 科学研究費 厚生労働科研費補助金支出決議書綴り 7

補助金 科学研究費 地域科学技術振興事業費補助金　支出関係綴 7

補助金 その他 大学改革推進等補助金（大学改革推進事業）「現代的教育ニーズ取組支援プログラム」 5

補助金 その他
大学改革推進等補助金（大学改革推進事業「がんプロフェッショナル養成プラン（平成19
年度選定分）」

5

補助金 その他 未来開拓学術研究費補助金 5

予算 概算要求関係 概算要求関係綴 5

予算 経費要求書 営繕要求事項 5

予算 経費要求書 戦略的経費要求関係綴 5

予算 経費要求書 部局予算（案）関係綴 5

予算 帳簿・帳票 科学研究費補助金　目録・実支出額明細書・調書・予算差引簿・収支簿 5

予算 予算管理 部局予算（案）関係綴 5

予算 予算管理 補正予算関係綴 5

予算 予算管理 予算実施計画 5

予算 予算管理 予算実施計画・予算振替書 5

予算 予算管理 予算配分関係綴 5

予算 予算管理 予算振替関係綴 5

留学生 国費 国費外国人留学生 10

留学生 その他 中国医科大学受入 30

旅費・謝金 口座振込申出書 旅費及び謝金の口座振込申出書 5

旅費・謝金 旅費・謝金 産学連携等研究費 7

旅費・謝金 旅費・謝金 謝金綴 5

旅費・謝金 旅費・謝金 招へい外国人　旅費・謝金綴 7

旅費・謝金 旅費・謝金 諸謝金 5

旅費・謝金 旅費・謝金 未払い伝票 7

旅費・謝金 旅費・謝金 旅費精算 7

旅費・謝金 旅費・謝金 臨床実習指導に対する謝金 7

旅費・謝金 旅費・謝金 臨床実習指導に対する謝金 5

旅費・謝金 旅費・謝金 作業実施報告書 5

旅費・謝金 旅費・謝金 講師等旅費・赴任旅費・その他 7

旅費・謝金 旅費・謝金 医学科一般管理費 7

旅費・謝金 旅費・謝金 一般管理費 5

旅費・謝金 旅費・謝金 外国出張 5

旅費・謝金 旅費・謝金 職員旅費 7

旅費・謝金 旅費・謝金 旅費綴 5

旅費・謝金 旅費・謝金 倫理委員会謝金・国病 5

旅費・謝金 旅費・謝金 倫理委員会謝金・国病 7

その他 その他 荒国際交流基金 20
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