
医学部附属病院

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

医療機関 医療機関 青森県第３次被ばく医療機関 5年

医療機関 医療機関 アレルギー疾患医療拠点病院 30年

医療機関 医療機関 保険医療機関開設事項変更届 30年

医療機関 医療機関 肝疾患診療連携拠点病院関係 30年

医療機関 医療機関 難病診療分野別拠点病院 30年

医療機関 研修・実習等受入れ 外国医師臨床修練関係書類綴 3年

医療機関 研修・実習等受入れ 救急救命士の気管挿管実習関係綴 3年

医療機関 研修・実習等受入れ 救急救命士養成課程研修生病院実習関係綴 3年

医療機関 研修・実習等受入れ 研修登録医関係綴 3年

医療機関 研修・実習等受入れ 受託実習生・病院研修生 3年

医療機関 研修・実習等受入れ ダヴィンチ教育プログラムの症例見学 3年

医療機関 研修・実習等受入れ 保健学科・教育学部等臨床実習 3年

医療機関 その他 青森県国民保護共同実動訓練関係 10年

医療機関 その他 医療業務申請 10年

医療機関 その他 国立大学法人総合損害保険 10年

医療機関 その他 ヘリコプターによる患者搬送に関して 5年

医療機関 その他 更正医療関係 30年

医療機関 その他 災害時リウマチ患者支援拠点医療機関の指定について 30年

医療機関 その他 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）関係 10年

医療機関 その他 災害補償団体保険制度綴 10年

医療機関 その他 青森県総合防災訓練関係 10年

医療機関 その他 専門医資格認定証 5年

医療機関 その他 臨床研究保険関係 10年

医療機関 その他 脳死判定医・脳波判定医関連 10年

医療機関 麻薬・覚せい剤等 覚せい剤施用機関の指定 30年

医療機関 麻薬・覚せい剤等 覚せい剤施用機関等の報告 30年

医療法 開設承認関係 放射性同位元素　翌年使用予定量届出 30年

医療法 開設承認申請 病院開設承認事項変更・構造設備使用承認 30年

医療法 協議 病床数変更協議 30年

医療法 その他 病床関係 30年

医療法 その他 通知 30年

会議 学外会議 全国医学部長病院長会議 5年

会議 学外会議 メディカルコントロール協議会 5年

会議 学外会議 医療法事務担当者連絡会議 5年

会議 学外会議 全国遺伝子医療部門連絡会議 5年

会議 学外会議 全国国立大学法人病院臨床工学技士協議会 5年

会議 学外会議 東北北海道地区国立大学病院課長・実務担当者会議 5年

会議 学内会議 高度救命救急センター運営委員会 5年

会議 学内会議 災害対策委員会 10年

会議 学内会議 診療録管理委員会 5年

会議 学内会議 病院長諮問会議 30年

会議 学内会議 病院長専任制検討委員会 30年
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会議 学内会議 リスクマネジメント対策委員会 5年

会議 学内会議 医療機器安全管理委員会 5年

会議 学内会議 各部連絡調整会 5年

会議 学内会議 感染対策委員会 5年

会議 学内会議 企画戦略会議 5年

会議 学内会議 規則等の見直し関係 10年

会議 学内会議 経営戦略会議 5年

会議 学内会議 事故防止専門委員会 5年

会議 学内会議 総務課調整会議 5年

会議 学内会議 病棟新営基本設計に関する伺・通知等 5年

会議 学内会議 病棟新営実施設計に関する伺・通知 5年

会議 学内会議 病棟新営工事に関する伺・通知 5年

会議 学内会議 病棟新営工事打合せ議事等 5年

会議 学内会議 副病院長・病院長補佐設置関係綴 30年

会議 その他 諸通知 5年

会議 その他 病棟新営実施設計ヒアリング資料 5年

会議 その他 放射線安全委員会　 10年

会議 報告 病棟新営基本設計打合せ議事等 5年

会議 報告 病棟新営実施設計打合せ議事等 5年

会計機関 任免 出納員命免申請書 5年

会計機関 命免関係 技術審査職員の任命 5年

外部資金 寄附金 寄附金受入関係書類 5年

外部資金 受託・共同・その他 受託研究・共同研究・受託事業受入関係書類 5年

外部資金 受託研究 受託研究（治験）契約書類 5年

外来診療関係 患者リスト ○ 5年

外来診療関係 患者リスト等 外来新患索引原簿 10年

外来診療関係 患者リスト等 アレルギー外来名簿 5年

外来診療関係 診療関係 Ｘ線写真原簿 5年

外来診療関係 診療関係 病歴要約（控え） 10年

外来診療関係 診療関係 入院予約簿 5年

管理運営 その他 病院運営・経営関係 10年

管理運営 中期目標中期計画 その他 5年

管理運営 中期目標中期計画 年度計画 10年

管理運営 中期目標中期計画 中期目標・中期計画関係 10年

行事 その他 日本医療マネジメント学会青森支部学術集会 5年

研究関係 その他 倫理審査（他機関中央一括審査） 10年

研究関係 研究助成 各種研究助成に関する綴 5年

研究関係 国際規制物資関係 国際規制物資に関する綴 30年

研究関係 その他 研究倫理教育関係 5年

検査・監査 検査監視 医療法立入検査 10年

検査・監査 検査監視 医療法立入検査関係調書 10年

検査・監査 その他 個別指導 5年
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検査・監査 内部監査 弘前大学内部監査 5年

広報 概要 弘前大学医学部・医学部附属病院概要関係 5年

広報 その他 各種広報関係 10年

広報 その他 ホームページ関係 10年

広報 年報 年報　 30年

広報 年報 年報作成関係　 5年

国有財産 沿革 医学部解剖体墓地(弘前霊園）借入関係 30年

国有財産 防災関係 消防・防災訓練関係 5年

国有財産 防災関係 消防計画書関係 5年

国有財産 防災関係 本町団地消防計画自主点検・調査 5年

支出 科学研究費 科学研究費補助金支出決議書〔旅費・謝金〕（医・保・病） 5年

支出 振替伝票 振替伝票 7年

支出 振替伝票 振替伝票〔旅費〕（医・保・病） 7年

支出 未払伝票 その他〔旅費・謝金〕（医・保・病） 7年

支出 未払伝票 未払伝票　寄附金〔旅費・謝金〕（医・保・病） 7年

支出 未払伝票 未払伝票　受託研究費等〔旅費・謝金〕（医・保・病） 7年

支出 未払伝票 未払伝票〔謝金〕（医・保・病） 7年

支出 未払伝票 未払伝票〔旅費〕（医・保・病） 7年

支出 支出契約決議書 支出契約決議書 7年

施設基準 施設基準 施設基準関係 30年

施設基準 その他 看護職員勤務実績表 10年

施設基準 その他 病棟別入院患者調べ 10年

収入 債権 売り払い関係書類 5年

収入 債権 債権みなし消滅整理 7年

収入 債権 債権発生通知書及び調査確認書 5年

収入 債権 債権発生等通知書 5年

収入 債権 請求書発行依頼書・債権発生等通知書 5年

収入 診療報酬 確定額通知書等 5年

収入 診療報酬 再審査請求書 5年

収入 その他 住所照会 5年

収入 その他 未納督促関係 5年

収入 その他 現金払込・入金済報告書 5年

収入 その他 現金領収証書受払簿 7年

収入 その他 出納命令役等交替引継書 5年

収入 その他 料金納入原符 7年

収入 その他 諸証明書(診療関係） 5年

収入 その他 診療料金カード 5年

収入 その他 交付申請 5

収入 その他 相続人調査 5

収入 その他 代理発令 5

収入 その他 付添い者等連絡先記入表 5

収入 その他 訪問督促関係 5
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収入 帳簿・帳票 現金出納帳 7年

収入 帳簿・帳票 債権管理簿 7年

収入 帳簿・帳票 収入調査決定書 7年

収入 帳簿・帳票 振替伝票 7年

収入 帳簿・帳票 入金伝票 7年

収入 帳簿・帳票 未収伝票 7年

収入 帳簿・帳票 預金出納帳 7年

収入 報告 現金及び預金残高突合確認表 5年

収入 報告 債権現在額報告書 5年

収入 報告 収納済額報告書 5年

収入 報告 徴収不能引当金報告書 5年

収入 報告 附属病院収入報告 5年

収入 診療報酬 診療報酬請求書 5年

収入 診療報酬 労災公災関係 5年

収入 診療報酬 委託健康診査等請求書 5

収入 診療報酬 診療報酬等支払決定額 5

情報公開 その他 個人情報の保護関係綴 10年

情報公開 その他 行政文書の開示請求綴 10年

情報公開 その他 情報開示に関する資料綴 10年

情報公開 その他 法人文書開示請求関係綴 10年

申請書 普通財産の貸付・収益に関するもの 普通駐車許可証交付申請書 5年

診療関係 診療関係 X線・CT・MRI・PET・RI検査記録 10年

診療諸記録 診療録 各診療科外来診療記録（～H19.12） 10年

診療諸記録 診療録 診療録（～H26.6.1） 10年

診療諸記録 診療録 診療録（H26.6.2～） 20年

診療諸記録 診療録 診療録（H26.6.2～）　※電子 永年

診療諸記録 診療録 入院診療記録（～H26.6.1） 10年

診療諸記録 フィルム 外来フィルム（～H26.6.1） 3年

診療諸記録 フィルム 入院フィルム（～H26.6.1） 3年

診療諸記録 フィルム フィルム（H26.6.2～） 20年

設置・改廃 設置申請 リハビリテーション部設置準備委員会 30年

設置・改廃 設置申請 臨床テクノロジーセンター 30年

設置・改廃 その他 高度救命救急センター関係 30年

その他 相談苦情 医療相談・苦情関係 5年

その他 その他 外部委託　当直日誌綴 3年

その他 その他 高度救命　当直日誌等 3年

その他 その他 がん診療連携拠点病院関係 5年

その他 その他 がん診療連携拠点病院現況報告 30年

その他 その他 ヘリポート関係 3年

その他 その他 各種委員会委員関係 5年

その他 その他 肝疾患診療連携拠点病院 5年

その他 その他 国際交流関係 10年
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その他 その他 青森医学振興会 3年

その他 その他 電報に関する綴り 5年

その他 その他 平成２３年３月１１日（金）発生東日本大震災関係 10年

その他 その他 利益相反マネジメント関係 5年

その他 その他 がんゲノム医療連携病院 5

その他 その他 院内コンサート等イベント綴 5

その他 診療 診療録情報開示関係 10

その他 投書 投書に関するもの 5年

その他 自動車関係 共用自動車使用願 5年

その他調査・報告等 その他 その他調査 1年

その他調査・報告 調査・報告 病院再々開発に関する検討資料 5年

その他調査・報告等 その他 各種調書 5年

その他調査・報告等 その他 調査・分析関係 5年

その他調査・報告等 調査・報告 国立大学病院資料（財務） 5年

その他調査・報告等 調査・報告 病院管理会計システム（ＨＯＭＡＳ） 10年

その他調査・報告等 調査・報告 環境報告書 5年

その他 その他 安全保障輸出管理関係 7年

その他 その他 新型コロナウイルス感染症　通知関連文書 10年

その他 その他 新型コロナウイルス感染症　調査関連文書 10年

その他 その他 新型コロナウイルス感染症　職員派遣関連文書 10年

その他 その他 新型コロナウイルスワクチン　関連文書 10年

その他 その他 キシロカイン過剰投与事故問題 3年

その他 その他 国立大学法人関係 10年

その他 その他 挨拶状・案内状 3年

その他 その他 過半数代表者選出及び選出者会議に関する綴り 5年

その他 その他 住所変更届 10年

その他 その他 職場訪問 10年

その他 その他 特定機械等の届出 3年

その他 その他 法人化に伴う規程・関係手帳 3年

その他 自動車関係 タクシー借上使用簿 5年

大学改革 外部評価 外部評価 30年

大学改革 自己点検・評価 教員業績評価 10年

大学改革 その他 国立大学病院の評価 30年

大学改革 中期目標・中期計画 中期目標・中期計画 10年

調査・報告 諸報告 医療機能情報提供制度に係る医療機能情報の報告 10年

調査・報告 諸報告 大学評価・学位授与機構 10年

調査・報告 その他 後期臨床研修関係 5年

調査・報告 その他 専門研修プログラム参加者内定調べ 5年

調査・報告 その他 専門研修医　資料 5年

調査・報告 その他 大学連携型高度医療人養成推進事業 5年

調査・報告 その他 一般文書 5年

調査・報告 その他調査 国立大学協会関係 10年
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調査・報告 その他調査 サービス産業動向調査関係 5年

調査・報告 その他調査 各種調査関係 5年

調査・報告 病院資料 国立大学病院資料 10年

調査・報告 報告 医療事故防止のための相互チェック 5年

調査・報告 業務報告 オートテレチューブ設備保守業務報告書 3年

調査・報告 業務報告 警備業務報告書 3年

調査・報告 業務報告 昇降機設備業務報告書 3年

調査・報告 その他 感染性廃棄物マニフェスト 5年

調査・報告 その他 投書対応関係 1年

調査・報告 報告 作業環境測定結果報告書 30年

調査・報告 報告 消防設備点検結果報告書 5年

通知 その他 新型インフルエンザ周知関係 5年

通知 その他 青森県保健医療計画関係 5年

入院診療関係 患者リスト等 入退院索引原簿 10年

入院診療関係 診療関係 病棟管理日誌 5年

入院診療関係 診療関係 婦人科手術簿 5年

能率 研修 医療事務及び認定看護師等資格研修 5年

能率 研修 チーム救急医療研修関係 10年

能率 研修 院内研修に係る派遣依頼 1年

能率 研修 研修　教育・研究 10年

能率 研修 研修　事務 10年

服務 勤務時間・休暇 医師当直割振表 3年

服務 勤務時間・休暇 研修医当直関係 10年

服務 勤務時間・休暇 診療業務宿日直関係 30年

服務 勤務時間・休暇 大学院生の休日及び夜間における診療業務 3年

服務 勤務時間・休暇 超過勤務実績等処理簿 5年

服務 勤務時間・休暇 監督者管理表 3年

服務 勤務時間・休暇 救急部　業務日誌 10年

服務 勤務時間・休暇 時間外病理解剖日誌 3年

服務 勤務時間・休暇 週休出張 3年

服務 勤務時間・休暇 宿日直関係綴り 10年

服務 勤務時間・休暇 宿日直命令簿 3年

服務 勤務時間・休暇 超過勤務申請・命令簿 5年

服務 勤務時間・休暇 超過勤務命令簿 5年

服務 勤務時間・休暇 当直関係綴り 3年

服務 兼業 兼業違反関係 10年

服務 兼業 職員兼業規程第２９条兼業，委員・無報酬 3年

服務 兼業 職員兼業規程第２９条兼業，非常勤医師 3年

服務 兼業 非常勤併任関係綴り 3年

服務 兼業 兼業に関する委員会の綴り 10年

服務 兼業 兼業許可済の従事日等の通知 1年

服務 兼業 兼業許可済の従事日等の通知綴 1年
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服務 兼業 兼業事実調査委員会 3年

服務 兼業 職員兼業規程第２９条 3年

服務 兼業 単発の兼業・講師派遣に関する綴 3年

服務 兼業 兼業許可通知（非常勤医師等） 3年

服務 職員団体 職員団体の交渉記録に関する綴 10年

服務 その他 企業等からの資金提供状況調査綴 5年

服務 服務規律 調査委員会 10年

服務 分限懲戒 職務の分限及び長会に関する往復文書綴り 30年

福利厚生 安全管理 文部省健康安全管理規程及び人事院規則の係る届出　Ｘ線装置の届出 30年

福利厚生 安全管理 過重労働者及び面接指導希望者の報告等 3年

福利厚生 健康管理 有害業務従事者 5年

福利厚生 健康管理 有害業務従事者・安全衛生教育関係 5年

福利厚生 健康管理 健康診断関係 5年

福利厚生 その他 女性医師支援施設綴 3年

福利厚生 健康管理 Ｂ型肝炎予防接種関係 5年

文書 研修・表彰 ＤＭＡＴ関係 3年

文書 研修・表彰 高度救命救急センター研修関係 3年

文書 研修・表彰 医療安全管理に関する研修関係 3年

文書管理 その他 『東北高度医療人キャリアパス支援システム』国立大学法人　東北大学 5年

文書管理 その他 大学病院連携型高度医療人養成推進事業関係 5年

文書管理 文書接受 県証紙管理簿 5年

文書管理 文書接受 郵便切手･はがき受払簿 5年

文書管理 文書接受 書留・特定記録等接受簿綴 5年

文書管理 文書発送 郵便発送簿 5年

報告 その他 感染症対策関係 5年

通知 その他 高度救命救急センターマニュアル 5年

その他 その他 新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金申請 5年

放射性物質 その他 放射性取扱主任者 30年

放射性物質 その他 放射線汚染事故関係 30年

放射性物質 放射線 原子力規制委員会への承認申請 30年

放射性物質 放射線
放射性物質調査業務・報告書
「弘前大学医学部附属病院敷地内施設の放射性同位元素等に関する緊急点
検」

30年

放射性物質 放射線 放射線立入検査関係 30年

放射性物質 放射線 特定放射性同位元素の受払等に関する報告書 30年

放射性物質 放射線 放射性同位元素点検・報告 30年

放射性物質 放射線 放射性同位元素等の承認使用に係る変更承認申請 30年

放射性物質 放射線 放射線管理状況報告書 30年

放射性物質 放射線 放射線同位元素等の管理に関する外部評価 30年

放射性物質 放射線 放射線部における医療用密封小線源の発見 30年

補助金 科学研究費 科学研究費補助金関係書類（医・保・病） 5年

補助金 その他 福島県「県民健康管理調査」甲状腺検査関係 5年

予算 概算要求関係 施設整備費等要求書 10年

予算 概算要求関係 施設整備費補助金 10年
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予算 概算要求関係 設備整備費補助金 10年

予算 その他 概算要求関係 10年

予算 その他 各種調書 5年

予算 その他 修理・購入等要求書 5年

予算 帳簿・帳票 決算関係 5年

予算 補助金 青森県新人看護職研修事業費補助金 5年

予算 補助金 青森県地域医療再生計画関係 5年

予算 補助金 感染症予防事業費等国庫負担（補助）金 5年

予算 補助金 高度救命救急センター市町村補助金 10年

予算 補助金 ひろさきライフ・イノベーション推進事業費補助金 5年

予算 補助金 臨床研修費等補助金 5年

予算 補助金 医療介護総合確保促進法に基づく県計画関係 5年

予算 補助金 肝炎情報センター戦略的強化事業委託費 5年

予算 補助金 青森県看護職員等実践力向上支援事業費補助金 5年

予算 補助金 青森県看護職員等実践力向上支援事業費補助金 5年

予算 補助金 青森県肝疾患診療地域連携体制強化事業費補助金 5年

予算 補助金 青森県産科医確保支援事業費補助金 5年

予算 補助金 青森県周産期医療施設設備整備事業費補助金 5年

予算 補助金 青森県地域周産期母子医療センター運営事業費補助金 5年

予算 補助金 青森県認定看護師等育成支援事業費補助金 5年

予算 補助金 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 5年

予算 補助金 日本財団助成金 5年

予算 補助金 弘前市医療従事者宿泊支援事業補助金 5年

予算 補助金 青森県DMAT運用事業費補助金 5年

予算 予算管理 部局等予算案 5年

予算 予算管理 予算振替依頼書 5年

予算 予算関連調書 受託事業等の資金交付前使用に係る立替について 5年

予算 予算関連調書 長期借入金償還計画関係 30年

予算 予算配分 英語論文校正・校閲料支援事業 5年

予算 予算配分 予算配分関係 5年

予算 予算配分 学長リーダーシップ経費 5年

労働安全衛生 安全管理 安全衛生法に基づく届出 30年

依頼 その他 県・市　総合防災訓練関係 3年

依頼 診療 骨髄移植関係 10年

依頼 診療 医事依頼関係 5

依頼 診療 委託健康診査等契約書 5

依頼 診療 定期予防接種委託契約 5

依頼 診療 骨髄・さい帯血移植関係 5

医療機関 その他 障害者自立支援法（育成医療・更正医療・精神通院医療） 30年

医療機関 その他 診療担当者 10年

医療機関 その他 身体障害者福祉法第１５条第１項の規定による医師の指定 30年

医療機関 その他 臓器移植実施施設申請書 30年
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医療機関 その他 母体保護法指定医 30年

医療機関 医療機関 救急告示医療機関の認定 30年

医療機関 患者サービス 院内学級 30年

医療機関 患者サービス 病院ボランティア 3年

医療機関 研修施設 研修施設認定証 30年

医療機関 特定機能 特定機能病院業務関係報告書 30年

医療機関 特定機能 紹介患者実態調査特定機能病院アンケート調査 30年

医療機関 麻薬・覚せい剤等 麻薬年間報告 30年

医療法 その他 重症室特別調書 30年

医療法 開設承認申請 ＮＩＣＵ関係 30年

医療法 開設承認申請 特定機能病院に係る変更届出 30年

医療法 手続き 給食届 30年

会議 学外会議 特定機能病院連絡会議 10年

会議 学内会議 キャリアパス支援センター運営委員会 5年

会議 学内会議 病院長企画会議 10年

会議 学内会議 がん化学療法委員会 5

会議 学内会議 患者総合支援センター運営委員会 5

会議 学内会議 医療安全管理委員会 10

会議 学外会議 国立大学附属病院医療安全管理協議会 5

会議 学内会議 透析機器安全管理委員会 5

会議 学内会議 感染制御センター運営委員会 10

会議 学内会議 診療情報提供委員会 10

会議 その他 人工腎臓センター運営委員会綴 5年

会議 その他 委員委嘱関係 5年

会議 その他 弘前大学医学部附属病院監査委員会 10年

会議 その他 医師臨床研修協議会 30年

会議 その他 学外会議 5年

会議 その他 感染制御センター　ＭＲＳＡ報告 10年

会議 その他 材料部運営委員会 10年

会議 その他 歯科研修室運営・管理委員会 30年

会議 その他 歯科相互訪問評価 5年

会議 その他 診療奨励賞 10年

会議 その他 卒後臨床研修センター運営委員会 5年

会議 その他 卒後臨床研修管理委員会 30年

会議 その他 病理部運営委員会 10年

会議 その他 理学療法部運営委員会 10年

会議 その他 臨床研修病院実地検査 5年

会議 学外会議 国立１４大学病院長会議関係 10年

会議 学外会議 国立大学医学部附属病院長会議 5年

会議 学外会議 国立大学医学部附属病院長会議「東北・北海道地区」会議 5年

会議 学外会議 全国国立大学事務部長会議「東北・北海道地区」会議 5年

会議 学外会議 全国国立大学事務部長会議「東北・北海道地区」会議（臨時） 5年
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会議 学外会議 全国国立大学診療放射線技師長・診療支援技術部長会議 5年

会議 学外会議 全国国立大学病院事務部長会議 5年

会議 学外会議 全国国立大学病院手術部協議会 5年

会議 学外会議 全国国立大学病院輸血部会議 5年

会議 学外会議 全国国立大学法人病院検査部会議 5年

会議 学内会議 医学部附属病院将来計画委員会 10年

会議 学内会議 がん登録委員会 10年

会議 学内会議 クリティカルパス委員会 5年

会議 学内会議 児童虐待対応委員会 5年

会議 学内会議 十人会 5年

会議 学内会議 昼食会 30年

会議 学内会議 病院広報委員会 10年

会議 学内会議 評議会 5年

会議 学内会議 附属病院の帰属問題検討委員会 10年

会議 学内会議 臨床教授会 30年

会議 学内会議 医療ガス安全管理委員会関係 5年

会議 学内会議 感染制御センター会議 5年

会議 学内会議 感染制御委員会 5年

会議 学内会議 業務連絡会 10年

会議 学内会議 業務連絡協議会 10年

会議 学内会議 弘前大学医学部附属病院栄養管理委員会 5年

会議 学内会議 弘前大学運営諮問会議 10年

会議 学内会議 事務連絡会議 5年

会議 学内会議 腫瘍センター運営委員会 5年

会議 学内会議 診療環境向上推進委員会 10年

会議 学内会議 専門研修による医師の異動について 10年

会議 学内会議 臓器移植検討委員会 10年

会議 学内会議 病院運営委員会 30年

会議 学内会議 病院運営会議 30年

会議 学内会議 病院科長会 30年

会議 学内会議 輸血療法委員会 10年

会議 学内会議 臨床系教授会・病院運営委員会 30年

会計
学科講座等が独自に管理し
ている会計

物品管理通知簿 10年

会計
学科講座等が独自に管理し
ている会計

物品供用簿・使用簿 10年

会計機関 命免 会計機関等の補助者任命簿等 5年

外来診療関係 患者リスト等 写真索引簿 5年

外来診療関係 患者リスト等 リウマチ外来名簿 10年

外来診療関係 患者リスト等 外来患者索引簿 5年

外来診療関係 患者リスト等 外来索引簿 5年

外来診療関係 患者リスト等 外来新患原簿 5年

外来診療関係 患者リスト等 外来新患索引簿 10年

外来診療関係 患者リスト等 患者牽引簿 5年
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外来診療関係 患者リスト等 股外来患者名簿 10年

外来診療関係 患者リスト等 股外来新患名簿 10年

外来診療関係 患者リスト等 手の外科 10年

外来診療関係 患者リスト等 手の外来名簿 10年

外来診療関係 患者リスト等 新患原簿 5年

外来診療関係 患者リスト等 神経外来名簿 5年

外来診療関係 患者リスト等 脊椎外来名簿 10年

外来診療関係 患者リスト等 側弯外来名簿 10年

外来診療関係 患者リスト等 中耳外来カルテ索引簿 5年

外来診療関係 患者リスト等 中耳外来名簿 5年

外来診療関係 患者リスト等 糖尿病外来名簿 5年

外来診療関係 患者リスト等 頭頚部外来名簿 5年

外来診療関係 患者リスト等 内分泌外来名簿 5年

外来診療関係 患者リスト等 膝外来名簿 10年

外来診療関係 患者リスト等 放射線治療台帳 5年

外来診療関係 患者リスト等 網膜色素変性患者リスト 10年

外来診療関係 診療関係 PSDアナリーゼ予定簿 5年

外来診療関係 診療関係 エックス線検査台帳 5年

外来診療関係 診療関係 エックス線検査予定簿 5年

外来診療関係 診療関係 エックス線写真原簿 5年

外来診療関係 診療関係 外来手術簿 10年

外来診療関係 診療関係 物品管理通知書 5年

外来診療関係 診療関係 外来看護管理日誌 5年

外来診療関係 診療関係 外来看護日誌 5年

外来診療関係 診療関係 外来小手術簿 10年

外来診療関係 診療関係 骨髄検査台帳 5年

外来診療関係 診療関係 診断書・証明書 5年

外来診療関係 診療関係 超音波検査記録簿 5年

外来診療関係 診療関係 超音波検査台帳 5年

外来診療関係 診療関係 超音波検査予定簿 5年

外来診療関係 診療関係 内視鏡検査台帳 5年

外来診療関係 診療関係 内視鏡検査予定簿 5年

外来診療関係 診療関係 病態写真台帳 10年

外来診療関係 診療関係 5年

管理 実験物資・図書資料等 試験 5年

管理 実験物資・図書資料等 放射性受払い簿 10年

管理 実験物資・図書資料等 放射性物資在庫変動記録簿 10年

管理 実験物資・図書資料等 放射性物資受払い簿 10年

記録 その他 履歴事項の証明に関する綴 5年

給食 給食・栄養 栄養指導指示箋 5年

給食 給食・栄養 患者給食検食表 5年

給食 給食・栄養 患者給食買上配膳報告書 5年
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給食 給食・栄養 献立表 5年

給食 給食・栄養 食事指示箋 5年

給与 その他 待機者一覧 3年

給与 その他 給与監査に関する綴 10年

給与 その他 教室系技術職員に関する綴 10年

給与 諸手当 寒冷地手当 3年

給与 諸手当 期末・勤勉手当に関する調査等綴 3年

給与 諸手当 住居手当認定簿 3年

給与 諸手当 諸手当の確認に関する綴 3年

給与 諸手当 諸調査 3年

給与 諸手当 大学院担当・指導状況 10年

給与 諸手当 通勤届・認定簿 3年

給与 俸給 在職者調整等資料 10年

給与 俸給 昇格協議資料に関する綴 10年

給与 俸給 俸給に関する綴 10年

契約 開札結果 開札結果 5年

契約 資格審査 技術審査 5年

契約 予定価格 予定価格 5年

契約 官公需 官公需契約関係 5年

契約 契約伺 契約伺（入札公告、入札説明書（入札者心得）、機種（業者）選定理由書等） 5年

契約 契約伺 契約伺（入札公告、入札説明書（入札者心得）、仕様書等）及び技術審査 5年

契約 政府調達 ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ・ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ資料 5年

契約 政府調達 政府調達セミナー及び政府調達年次会合開催通知 5年

契約 政府調達 特定調達契約に係る一般（指名）競争及び随意契約に関する記録票 5年

検査・監査 検査監視 健康保健法適時調査 10年

検査・監査 検査監視 検査監視 30年

検査・監査 その他 施設基準等の適時調査 5年

検査・監査 医療監視 医療監視 30年

検査・監査 会計検査院実地検査 会計実地検査関係書類 5年

検査・監査 会計検査院実地検査 会計実地検査特別検査調書 5年

検査・監査 会計内部監査 内部監査関係 5年

検査・監査 実地視察 精神病院実地指導 10年

光学医療関係 光学医療関係 ＥＲＣＰ診断簿 5年

光学医療関係 光学医療関係 ERCP診断簿 5年

光学医療関係 光学医療関係 下部消化管内視鏡診断簿 5年

光学医療関係 光学医療関係 内視鏡検査予約台帳 5年

公務員宿舎 調査 宿舎関係書類 5年

広報 診療案内 外来診療案内 5年

広報 診療案内 外来のご案内 5

広報 南塘だより 南塘だより 30年

広報 南塘だより 南塘だより等綴 5年

行事 その他 弘前大学総合文化祭 5年
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医学部附属病院

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

行事 儀式・行事 高度救命救急センター開設記念式典・祝賀会 10年

行事 儀式・行事 弘前大学医学部附属病院正面駐車場完成記念式典 10年

行事 儀式・行事 附属病院新外来診療棟竣工記念式典・祝賀会 10年

雑役務 タクシー 経理調達課タクシー借上使用簿 5年

支出 支出契約決議書・未払伝票 支出契約決議書及び未払伝票 7年

施設基準 その他 保険外併用療養費・特定療養費実施（変更）報告書 30年

施設基準 施設基準 酸素の購入価格に関する届出書 30年

施設基準 施設基準 施設基準届出 30年

施設基準 施設基準 施設基準報告 30年

施設基準 施設基準 保険医療機関の更新申請 30年

資産関係 申請・承認 物品管理換等承認関係書類 5年

資産関係 申請・承認 物品寄附関係書類 5年

資産関係 申請・承認 物品不用決定承認関係書類 5年

資産関係 報告・承認・申請 たな卸資産増減報告書 7年

資産関係 報告・承認・申請 無償賃貸借関係書類 5年

治験関係 診療費関係 会計カード 5年

治験関係 診療費関係 債権発生通知書綴 5年

治験関係 診療費関係 治験患者月報 5年

治験関係 診療費関係 治験患者終了綴 5年

治験関係 診療費関係 治験請求 5年

治験関係 診療費関係 治験請求その他 5年

治験関係 治験関係 GCPに定められる治験に係る文書又は記録  製造販売の承認を受ける日又は治験の中止若しくは終了の後３年を経過した日のうちいずれか遅い日までの期間

治験関係 治験関係 ＩＲＢ資料 5年

治験関係 治験関係 使用成績調査　 5年

治験関係 治験関係 謝金関係綴 5年

治験関係 治験関係 謝礼金関係綴 5年

治験関係 治験関係 振込通知書 5年

治験関係 治験関係 被験者来院確認カード 5年

治験関係 治験関係 負担軽減費 5年

治験関係 治験関係 負担軽減費終了綴 5年

出張・旅行・渡航 海外研修旅行・私事渡航 海外渡航（出張・研修・私事） 3年

出張・旅行・渡航 復命書 復命書 7年

出張・旅行・渡航 旅行命令 公用旅券の発給請求関係 10年

出張・旅行・渡航 旅行命令 旅行命令簿 7年

出張・旅行・渡航 旅行命令・復命書 旅行命令簿・報告書 7年

承認・申請 高度先進 先進医療 30年

承認・申請 病床 差額病床室普通室扱い承認申請書 5年

承認・申請 病床 重傷者病床の普通室扱い承認申請書 5年

照射関係 照射関係 ＲＩ運搬の記録簿 永年

照射関係 照射関係 RI運搬の記録簿 永年

照射関係 照射関係 ＲＩ使用記録簿 永年

照射関係 照射関係 RI使用記録簿 永年
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医学部附属病院

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

照射関係 照射関係 ＲＩ施設及びライナック室の線量・測定記録簿 永年

照射関係 照射関係 ＲＩ施設定期点検簿 永年

照射関係 照射関係 RI施設定期点検簿 永年

照射関係 照射関係 ＲＩ治療患者の退出記録簿 永年

照射関係 照射関係 RI治療患者の退出記録簿 永年

照射関係 照射関係 ＲＩ廃棄記録簿 永年

照射関係 照射関係 RI廃棄記録簿 永年

照射関係 照射関係 Ｘ線撮影室線量率測定記録簿 永年

照射関係 照射関係 X線撮影室線量率測定記録簿 永年

照射関係 照射関係 フィルムバッジ着用者健康診断記録 永年

照射関係 照射関係 ラルストロン装置使用記録簿 10年

照射関係 照射関係 教育訓練実施記録簿 永年

照射関係 照射関係 校正用線源使用記録簿 永年

照射関係 照射関係 治療用密封線源使用記録簿 永年

照射関係 照射関係 治療用密封線源入庫／保管／廃棄記録簿 永年

照射関係 照射関係 新規立入者問診票 永年

照射関係 照射関係 直線加速装置使用記録簿 10年

照射関係 照射関係 被曝線量記録簿 永年

照射関係 照射関係 放射線照射録 永年

照射関係 照射関係 翌年に使用するＲＩの届出 永年

情報公開 その他 情報公開関係 10年

情報公開 法人文書ファイル 法人文書ファイル管理簿関係 10年

申込書 許可願 外出・外泊許可願 5年

申込書 許可願 在院家族許可願 5年

申込書 初診 初診申込書 5年

申込書 入院 入院申込書 5年

申込書 病床入室 差額病床室入室申込書 5年

設置・改廃 設置申請 光学医療診療部 30年

選挙 病院長選挙 附属病院長候補者選挙関係 30年

選挙 不在者投票 不在者投票 30年

訴訟 訴訟 医療訴訟 30年

調査・報告 その他調査 作業主任者資格取得状況調査 10年

調査・報告 その他 学術研究活動調べに関する綴 5年

調査・報告 その他調査 医師の名義貸しに関する調査 10年

調査・報告 その他調査 医療施設静態調査 5年

調査・報告 その他調査 共済組合動態調査 20年

調査・報告 その他調査 弘前大学歴史的資料に関する調査について 10年

調査・報告 その他調査 国立大学附属病院の病院機能指標に関する調査 5年

調査・報告 その他調査 死因調査関係綴 20年

調査・報告 その他調査 傷病実態調査 10年

調査・報告 その他調査 病院勤務医師の勤務実態調査 5年

調査・報告 その他調査 毎月勤労統計調査　 5年
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医学部附属病院

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

調査・報告 報告 患者満足度調査 10年

調査・報告 回答 診療報酬明細書の情報開示 5年

調査・報告 回答 捜査関係事項照会書 5年

調査・報告 回答 搬送傷病者の追跡調査 5年

調査・報告 統計 食数関係諸統計 5年

調査・報告 病院概況 大学病院概況 10年

調査・報告 報告 さわやか行政サービス 10年

調査・報告 報告 その他のもの 5年

調査・報告 報告 ハイリスク新生児調査 10年

調査・報告 報告 係属中の訴訟調 30年

調査・報告 報告 新生児死亡及び母体死亡登録管理事業 10年

調査・報告 報告 精神病院月報 5年

調査・報告 報告 精神保健福祉関係資料の作成 10年

調査・報告 報告 青森県がん登録事業 30年

調査・報告 報告 青森県脳卒中発症登録事業 30年

調査・報告 報告 特定給食施設等栄養管理報告書（病院用） 5年

調査・報告 報告 病院報告 5年

調査・報告 報告 病床の区分別稼動状況調べ 5年

調査報告 その他 歯科医師卒後臨床研修 5年

調査報告 その他 卒後臨床研修（往復）関係 3年

調査報告 その他 卒後臨床研修諸調査 3年

調査報告 その他 卒後臨床研修通知 3年

通知 その他 応急入院指定病院 30年

同意書 高度先進医療 先進医療同意書 5年

同意書 任意入院 任意入院同意書 5年

入院診療関係 患者リスト等 退院簿 5年

入院診療関係 患者リスト等 患者索引簿 5年

入院診療関係 患者リスト等 索引原簿 10年

入院診療関係 患者リスト等 入院患者外出・外泊簿 10年

入院診療関係 患者リスト等 入院簿 5年

入院診療関係 患者リスト等 入院予定簿 5年

入院診療関係 患者リスト等 入退院原簿 10年

入院診療関係 患者リスト等 入退院索引簿 10年

入院診療関係 患者リスト等 入退院簿 5年

入院診療関係 患者リスト等 病歴要約 5年

入院診療関係 患者リスト等 患者台帳 5年

入院診療関係 診療関係 手術原簿 10年

入院診療関係 診療関係 手術簿 10年

入院診療関係 診療関係 重症患者病床の使用通知書 10年

入院診療関係 診療関係 非密封・密封小線源治療台帳 10年

入院診療関係 診療関係 病棟看護管理日誌 5年

入院診療関係 診療関係 病棟診察台帳 23年
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医学部附属病院

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

任用 その他 各種証明書等 5年

任用 その他 保健師・助産師・准看護師業務従事者届 3年

任用 その他 医師届出票等綴 3年

任用 その他 一般往復文書に関する綴 5年

任用 その他 海外渡航 永年

任用 その他 鑑定人に関する綴 10年

任用 その他 雇用動向調査に関する綴 5年

任用 その他 人事関係諸調査報告等に関する綴 5年

任用 その他 保険医 1年

任用 その他 麻薬免許申請綴 2年

任用 社会保険・雇用保険 健康保険・厚生年金保険等被保険者台帳 10年

任用 社会保険・雇用保険 雇用保険被保険者資格取得喪失 3年

任用 社会保険・雇用保険 社会保険関係 3年

任用 常勤職員 教員公募 10年

任用 常勤職員 看護面接 10年

任用 常勤職員 旧姓使用関係綴 10年

任用 常勤職員 教員の資格審査 10年

任用 常勤職員 教授候補者選考関係 10年

任用 常勤職員 研究休職 30年

任用 常勤職員 採用・辞職・退職手当 10年

任用 常勤職員 診療教授等に関する綴り 10年

任用 常勤職員 人事異動 10年

任用 常勤職員 中央診療施設等技師長選考関係 10年

任用 常勤職員 定員に関する綴 30年

任用 常勤職員 定員削減検討委員会 30年

任用 常勤職員 任免に関する通知綴 10年

任用 常勤職員 部長・副部長選考関係綴 10年

任用 常勤職員 補職（所属発令等） 10年

任用 非常勤職員 医員等の採用 5年

任用 非常勤職員 医員等の辞職・退職 5年

任用 非常勤職員 非常勤職員の採用等 5年

任用 非常勤職員 補充協議（非常勤）に関する綴 5年

任用 非常勤職員 募集・採用関係 5年

能率 その他 資格取得・修了証等綴 5年

能率 栄典・表彰 医学教育等関係業務功労者 20年

能率 栄典・表彰 一般栄典・表彰関係 10年

能率 栄典・表彰 栄典に関する上申書綴 30年

能率 栄典・表彰 栄典表彰に関する綴 30年

能率 栄典・表彰 永年勤続者表彰関係 10年

能率 栄典・表彰 弘前大学・文部科学省永年勤続者表彰関係 30年

能率 栄典・表彰 春秋叙勲関係 30年

能率 栄典・表彰 叙勲関係 30年
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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

能率 研修 ＣＰＣ 30年

能率 研修 DＥBUT（オンライン評価） 30年

能率 研修 DＥＢUT（オンライン評価） 30年

能率 研修 ＥＰＯＣ関係 30年

能率 研修 UMIN ID 3年

能率 研修 コメディカル評価 30年

能率 研修 プライマリーケアセミナー関係 3年

能率 研修 ベスト研修医賞 5年

能率 研修 メディカルスタッフ評価 30年

能率 研修 学生説明会 3年

能率 研修 研修プログラム冊子 3年

能率 研修 研修医オリエンテーション 3年

能率 研修 研修医ガイドブック 3年

能率 研修 研修医ローテート関係 3年

能率 研修 研修医手帳 3年

能率 研修 研修修了・終了証授与式 30年

能率 研修 研修補助金申請 3年

能率 研修 指導医講習会・ワークショップ 3年

能率 研修 歯科選考・マッチング関係 3年

能率 研修 歯科地域医療評価 30年

能率 研修 症例レポート 30年

能率 研修 選考・マッチング関係 3年

能率 研修 卒後臨床研修プログラム申請 5年

能率 研修 年次報告（ＲＩＣＥ） 3年

能率 職員録 職員録 5年

能率 職員録 各種職員録原稿綴 5年

能率 名誉教授 名誉教授の称号授与関係 30年

病理報告等関係 病理報告等関係 病理受付簿 10年

病理報告等関係 病理報告等関係 病理組織診断簿 20年

病理報告等関係 病理報告等関係 剖検診断簿 20年

服務 兼業 医員等の派遣に関する綴 3年

服務 その他 職務状況調書 3年

服務 その他 人事関係事項の事情聴取等に関する綴 30年

服務 その他 人事評価 2年

服務 勤務時間・休暇 就業時間管理表 3年

服務 勤務時間・休暇 月８０時間を超える時間外労働者の報告 3年

服務 勤務時間・休暇 当直日誌 3年

服務 勤務時間・休暇 放射線業務手当 3年

服務 勤務時間・休暇 休暇簿 10年

服務 勤務時間・休暇 休日の代休指定希望の有無届 3年

服務 勤務時間・休暇 勤務時間・休暇関係 10年

服務 勤務時間・休暇 勤務時間割振表 10年
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服務 勤務時間・休暇 勤務時間割振変更 3年

服務 勤務時間・休暇 勤務時間報告書 5年

服務 勤務時間・休暇 勤務日数証明書 永年

服務 勤務時間・休暇 契約職員等の労働条件パートタイム職員の勤務割振 3年

服務 勤務時間・休暇 指定簿 10年

服務 勤務時間・休暇 時間外業務診療届 10年

服務 勤務時間・休暇 出勤簿 3年

服務 勤務時間・休暇 新当直関係WG 3年

服務 勤務時間・休暇 代休指定簿 3年

服務 勤務時間・休暇 超過勤務報告書 10年

服務 勤務時間・休暇 非常勤職員の勤務条件について　パート職員の勤務割振りについて 10年

服務 勤務時間・休暇 副直報告書 10年

服務 勤務評定 勤務評定に関する綴り　 10年

服務 服務規律 職務の規律（兼業を除く）関係 20年

服務 服務規律 食中毒事件関係綴 30年

服務 服務規律 顛末報告 30年

服務 服務規律 服務規律関係 21年

服務 服務規律 保険診療報酬不正請求事件 30年

福利厚生 安全管理 安衛法に基づく各種掲示関係 10年

福利厚生 安全管理 安全衛生関係綴り 3年

福利厚生 安全管理 健康安全管理関係 10年

福利厚生 安全管理 健康管理手帳申請保留分 3年

福利厚生 業務災害 労働災害　 3年

福利厚生 災害補償 通勤災害 10年

福利厚生 レクリエーション レクリエーション 3年

福利厚生 健康管理 インフルエンザ予防接種に関する綴 5年

福利厚生 健康管理 抗ＨＩＶ抗体検査申込書・検査結果報告書 10年

福利厚生 災害補償 業務災害 10年

福利厚生 災害補償 公務災害 10年

福利厚生 災害補償 国家公務員災害補償受給関係 30年

福利厚生 災害補償 重大災害報告書 26年

福利厚生 退職手当 退職手当の支給に関する証明書綴 10年

福利厚生 長期給付 共済年金請求書 30年

福利厚生 長期給付 継続長期組合員関係 30年

福利厚生 長期給付 資格取得等の届出に関する綴 30年

福利厚生 長期給付 前歴報告書 30年

福利厚生 長期給付 組合員異動申告書等に関する綴 30年

福利厚生 長期給付 組合員証記載事項変更届 30年

福利厚生 長期給付 退職共済年金 30年

福利厚生 長期給付 退職届 25年

福利厚生 長期給付 長期給付関係 30年

福利厚生 長期給付 長期給付請求書 30年
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福利厚生 長期給付 長期給付通知 30年

福利厚生 長期給付 転入・転出届 30年

福利厚生 長期給付 年金・恩給関係綴 30年

福利厚生 長期給付 年金依頼関係 30年

福利厚生 長期給付 標準報酬月額調査 30年

文書 依頼 介護保険主治医意見書 5年

文書 依頼 障害者自立支援法医師医意見書 5年

文書 依頼 労災公災関係 5

文書 研修・表彰 研修に関するもの 3年

文書 通知 厚生省関係通知 30年

文書 通知 青森県関係通知 10年

文書 通知 青森労働基準局関係 10年

文書 通知 文部科学省関係通知 10年

文書管理 公印 公印使用簿 5年

文書管理 公印 公印廃止・作成関係 30年

文書管理 文書管理 文書処理簿 5年

文書管理 文書発送 郵便料金表示額記録簿綴 5年

保険医療法 公費負担 育成医療関係 5年

保険医療法 公費負担 結核関係 5年
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