
 
【個人情報ファイルの状況（概要）】
　 2-1①　新たに保有した個人情報ファイル　＜本文表１－２、独立行政法人等別内訳表２関係＞

法人名 個人情報ファイルの名称
電算処理・マニュアル処

理の別

宇宙航空研究開発機構 技術文書管理支援システム（ユーザリスト） 電算処理
宇宙航空研究開発機構 旅費＿人事辞令情報 電算処理
宇宙航空研究開発機構 旅費＿依頼出張者情報 電算処理
宇宙航空研究開発機構 旅費＿パートナー情報 電算処理
宇宙航空研究開発機構 パートナー利用申請正版 電算処理
宇宙航空研究開発機構 JAXAメールシステム　メーリングリスト管理台帳 電算処理
宇宙航空研究開発機構 見学ツアー予約申し込み者情報ファイル 電算処理
宇宙航空研究開発機構 大学共同利用ユーザ名簿 電算処理
海洋研究開発機構 海洋研究開発機構研究成果報告会の招待者ファイル 電算処理
海洋研究開発機構 外部資金システム 電算処理
科学技術振興機構 CREST関係者一覧 電算処理
科学技術振興機構 CREST応募D B 電算処理
科学技術振興機構 研究課題情報管理D B 電算処理
科学技術振興機構 産学官連携支援データベース（産学官連携従事者情報） 電算処理
科学技術振興機構 審査／評価者データベース 電算処理
科学技術振興機構 研究者情報マスタ 電算処理
環境再生保全機構 石綿のばく露の状況等、石綿健康被害者等の実態把握に関するファイル 電算処理
航空大学校 平成2 6年度入学試験ファイル マニュアル処理
航空大学校 平成2 5年度卒業生及び在校生ファイル マニュアル処理
国際観光振興機構 賛助団体・会員・会員候補管理D Bセールスフォース 電算処理
国際観光振興機構 英語免除①証明書提出者リスト 電算処理
国際観光振興機構 英語免除②証明書提出者リスト 電算処理
国際観光振興機構 地理免除①証明書提出者リスト 電算処理
国立高等専門学校機構 寮生カード マニュアル処理
国立高等専門学校機構 寮費ファイル 電算処理
国立高等専門学校機構 教務事務システムファイル マニュアル処理
国立高等専門学校機構 入学者選抜学力検査結果ファイル マニュアル処理
国立高等専門学校機構 本科入学試験 電算処理
国立高等専門学校機構 入学関係 電算処理
国立高等専門学校機構 卒業関係 電算処理
国立高等専門学校機構 進級認定 マニュアル処理
国立高等専門学校機構 卒業判定 マニュアル処理
国立高等専門学校機構 学生納付金ファイル 電算処理
国立高等専門学校機構 授業料債権管理簿 電算処理
国立高等専門学校機構 学生身上書 電算処理
国立高等専門学校機構 成績管理ファイル マニュアル処理
国立高等専門学校機構 成績ファイル マニュアル処理
国立高等専門学校機構 入試ファイル 電算処理
国立高等専門学校機構 学生生活カード マニュアル処理
国立高等専門学校機構 健康診断個人票 マニュアル処理
国立高等専門学校機構 教務ファイル マニュアル処理
国立高等専門学校機構 図書館利用者マスター 電算処理
国立高等専門学校機構 学業成績原簿 マニュアル処理
国立高等専門学校機構 卒業証書発行台帳 マニュアル処理
国立高等専門学校機構 入学者選抜試験関係資料 マニュアル処理
国立高等専門学校機構 学納金徴収データファイル 電算処理
国立高等専門学校機構 教務ファイル マニュアル処理
国立高等専門学校機構 教務ファイル マニュアル処理
国立高等専門学校機構 指導要録 マニュアル処理
国立高等専門学校機構 成績原簿 マニュアル処理
国立高等専門学校機構 学生健康診断の記録 マニュアル処理
国立国際医療研究センター 入院診療録（国府台） 電算処理
国立国際医療研究センター 外来診療録（国府台） 電算処理
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国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 診断書（写し）（個）２３年度版 電算処理
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 診断書（写し）（個）２４年度版 電算処理
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 診断書（写し）（個）２５年度版 電算処理
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 診療記録（カルテ）（個）２１年度版 電算処理
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 診療記録（カルテ）（個）２２年度版 電算処理
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 診療記録（カルテ）（個）２３年度版 電算処理
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 診療記録（カルテ）（個）２４年度版 電算処理
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 診療記録（カルテ）（個）２５年度版 電算処理
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 入院者台帳（個）２１年度版 電算処理
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 入院者台帳（個）２２年度版 電算処理
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 入院者台帳（個）２３年度版 電算処理
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 入院者台帳（個）２４年度版 電算処理
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 入院者台帳（個）２５年度版 電算処理
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 事故報告書(個)２１年度版 電算処理
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 事故報告書(個)２２年度版 電算処理
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 事故報告書(個)２３年度版 電算処理
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 事故報告書(個)２４年度版 電算処理
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 事故報告書(個)２５年度版 電算処理
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 自活訓練ホーム日誌（個）２３年度 電算処理
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 自活訓練ホーム日誌（個）２４年度 電算処理
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 自活訓練ホーム日誌（個）２５年度 電算処理
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 ケアホーム日誌(個)２３年度 電算処理
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 ケアホーム日誌(個)２４年度 電算処理
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 ケアホーム日誌(個)２５年度 電算処理
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 さんぽみち日誌(個)２３年度 電算処理
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 さんぽみち日誌(個)２４年度 電算処理
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 さんぽみち日誌(個)２５年度 電算処理
国立循環器病研究センター 課題別対応一覧（治験負担軽減費） 電算処理
国立循環器病研究センター バイオバンク同意患者ファイル 電算処理
国立病院機構 診療録 電算処理
国立文化財機構 東京国立博物館 個人会員名簿 電算処理
国立文化財機構 東京国立博物館 個人会員名簿 マニュアル処理
国立文化財機構 オープンレクチャー発送用 電算処理
国立文化財機構 閲覧者名簿 電算処理
国立文化財機構 閲覧者名簿 マニュアル処理
自動車事故対策機構 認定セミナー受講者データ 電算処理
住宅金融支援機構 特定住宅融資保険データ 電算処理
住宅金融支援機構 登録司法書士リスト 電算処理
住宅金融支援機構 特約火災保険データファイル 電算処理
森林総合研究所 分収造林契約情報ファイル 電算処理
製品評価技術基盤機構 PRTR届出管理システムデータ 電算処理
大学入試センター 平成2 7年度大学入試センター試験志願者ファイル 電算処理
大学入試センター 平成2 7年度大学入試センター試験答案 マニュアル処理
大学入試センター 平成2 7年度大学入試センター試験写真票 マニュアル処理
大学評価・学位授与機構 学位審査会資料（平成2 6年度） マニュアル処理
大学評価・学位授与機構 平成2 6年度学位授与申請書類（学士） マニュアル処理
大学評価・学位授与機構 学位授与申請書類（平成2 6年度1 0月期） マニュアル処理
大学評価・学位授与機構 不備表（平成2 6年度1 0月期） マニュアル処理
大学評価・学位授与機構 受験票送付関係原議書（平成2 6年度1 0月期） マニュアル処理
大学評価・学位授与機構 判定原案・総合判定案（平成2 6年度1 0月期） マニュアル処理
大学評価・学位授与機構 判定結果関係書類（平成2 6年度1 0月期） マニュアル処理
大学評価・学位授与機構 学位審査会専門委員会資料（平成2 6年度1 0月期） マニュアル処理
大学評価・学位授与機構 専門委員会・部会議事メモ（第5 9集）（平成2 6年度1 0月期） マニュアル処理
大学評価・学位授与機構 専門委員会・部会議事メモ（第6 0集）（平成2 6年度1 0月期） マニュアル処理
大学評価・学位授与機構 専門委員会・部会議事メモ（第6 1集）（平成2 6年度1 0月期） マニュアル処理
大学評価・学位授与機構 試験問題・解答用紙/試験問題原稿（平成2 6年度1 0月期） マニュアル処理
大学評価・学位授与機構 学位授与に係るアンケート調査（平成2 6年度1 0月期） マニュアル処理
大学評価・学位授与機構 専門委員推薦調書等（平成2 6年度以降） マニュアル処理
地域医療機能推進機構 請求管理 電算処理
地域医療機能推進機構 日計表 電算処理
地域医療機能推進機構 予約票・診療情報提供書 電算処理
地域医療機能推進機構 債権管理計算書 マニュアル処理
地域医療機能推進機構 歳入・歳出決定計算書 マニュアル処理
地域医療機能推進機構 紹介患者ファイル 電算処理
地域医療機能推進機構 診断書・意見書申込書 マニュアル処理
地域医療機能推進機構 督促整理簿 マニュアル処理
地域医療機能推進機構 誓約書 マニュアル処理
地域医療機能推進機構 問診票 マニュアル処理
地域医療機能推進機構 ケース記録(医療福祉相談者のケース記録) 電算処理
地域医療機能推進機構 医療福祉相談室業務日誌 電算処理
地域医療機能推進機構 返戻（データ） 電算処理
地域医療機能推進機構 未収金一覧 マニュアル処理
地域医療機能推進機構 診療報酬請求明細書 電算処理
地域医療機能推進機構 診療報酬請求明細書 マニュアル処理
地域医療機能推進機構 診療録 マニュアル処理
地域医療機能推進機構 診療録 電算処理
地域医療機能推進機構 医療情報システム 電算処理
地域医療機能推進機構 病歴管理システム 電算処理
地域医療機能推進機構 医事課会計システム 電算処理
地域医療機能推進機構 診療録管理システム 電算処理
地域医療機能推進機構 病棟管理支援システム 電算処理
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地域医療機能推進機構 文書管理(診断書作成支援)システム 電算処理
地域医療機能推進機構 電子カルテシステム　ＨＯＰＥ /ＥＧＭＡＩＮ－ＧＸ 電算処理
地域医療機能推進機構 個人基本情報 電算処理
地域医療機能推進機構 診断書申込書 マニュアル処理
地域医療機能推進機構 診療会計カード 電算処理
地域医療機能推進機構 診療報酬請求明細書 マニュアル処理
地域医療機能推進機構 診療報酬請求明細書 電算処理
地域医療機能推進機構 診察申込書 マニュアル処理
地域医療機能推進機構 入院申込書 マニュアル処理
地域医療機能推進機構 個室申込書 マニュアル処理
地域医療機能推進機構 予約者名簿 マニュアル処理
地域医療機能推進機構 受診者名簿 マニュアル処理
地域医療機能推進機構 退院患者名簿 電算処理
地域医療機能推進機構 入院患者台帳 マニュアル処理
地域医療機能推進機構 入院退院台帳 電算処理
地域医療機能推進機構 栄養管理システム 電算処理
地域医療機能推進機構 食事箋 電算処理
地域医療機能推進機構 栄養管理システム 電算処理
地域医療機能推進機構 給付管理明細書 電算処理
地域医療機能推進機構 栄養管理計画書 マニュアル処理
地域医療機能推進機構 栄養管理計画書 電算処理
地域医療機能推進機構 栄養指導記録簿 電算処理
地域医療機能推進機構 食事依頼箋 電算処理
地域医療機能推進機構 画像情報 電算処理
地域医療機能推進機構 放射線照射録 マニュアル処理
地域医療機能推進機構 放射線照射録 電算処理
地域医療機能推進機構 放射性同位元素使用記録 マニュアル処理
地域医療機能推進機構 放射線画像情報管理システム 電算処理
地域医療機能推進機構 放射線画像診断データ 電算処理
地域医療機能推進機構 放射線画像診断レポート マニュアル処理
地域医療機能推進機構 処方箋 電算処理
地域医療機能推進機構 処方箋 マニュアル処理
地域医療機能推進機構 注射せん マニュアル処理
地域医療機能推進機構 処方箋・注射箋 電算処理
地域医療機能推進機構 処方箋・注射箋 マニュアル処理
地域医療機能推進機構 麻薬せん 電算処理
地域医療機能推進機構 服薬指導記録 電算処理
地域医療機能推進機構 薬剤管理指導記録 マニュアル処理
地域医療機能推進機構 薬剤システム 電算処理
地域医療機能推進機構 無菌製剤処理記録 電算処理
地域医療機能推進機構 輸血関連データ 電算処理
地域医療機能推進機構 輸血伝票 マニュアル処理
地域医療機能推進機構 血液製剤依頼伝票 マニュアル処理
地域医療機能推進機構 血液製剤管理簿 マニュアル処理
地域医療機能推進機構 血液製剤管理台帳 電算処理
地域医療機能推進機構 検査伝票(健康管理センター） マニュアル処理
地域医療機能推進機構 検査伝票(統括診療部） 電算処理
地域医療機能推進機構 臨床検査総合伝票 マニュアル処理
地域医療機能推進機構 患者検査データ記録　生理 電算処理
地域医療機能推進機構 患者検査データ記録　検体 電算処理
地域医療機能推進機構 患者検査データ記録　細菌 電算処理
地域医療機能推進機構 細菌検査報告書 マニュアル処理
地域医療機能推進機構 超音波検査ファイル 電算処理
地域医療機能推進機構 超音波検査報告書 マニュアル処理
地域医療機能推進機構 内視鏡画像レポート 電算処理
地域医療機能推進機構 病理検査報告書 電算処理
地域医療機能推進機構 病理・細胞診検査管理ファイル 電算処理
地域医療機能推進機構 臨床検査システム 電算処理
地域医療機能推進機構 検査結果管理ファイル 電算処理
地域医療機能推進機構 細胞診管理簿 電算処理
地域医療機能推進機構 三種病原体等保存記録 電算処理
地域医療機能推進機構 特定生物由来製剤使用者名簿 マニュアル処理
地域医療機能推進機構 微生物全般結果管理簿 電算処理
地域医療機能推進機構 リハスタ 電算処理
地域医療機能推進機構 リハビリシステム 電算処理
地域医療機能推進機構 手術台帳 マニュアル処理
地域医療機能推進機構 手術台帳（記録そのものは診療録にもファイル） 電算処理
地域医療機能推進機構 助産録 マニュアル処理
地域医療機能推進機構 分娩台帳 マニュアル処理
地域医療機能推進機構 健康診断申込書 電算処理
地域医療機能推進機構 各種健診申込書 マニュアル処理
地域医療機能推進機構 健診利用者管理ファイル 電算処理
地域医療機能推進機構 健康管理システム マニュアル処理
地域医療機能推進機構 健康診断システム 電算処理
地域医療機能推進機構 健康診断カルテ 電算処理
地域医療機能推進機構 健診結果ファイル 電算処理
地域医療機能推進機構 健康診断情報 電算処理
地域医療機能推進機構 院内検診名簿 マニュアル処理
地域医療機能推進機構 院外検診名簿 マニュアル処理
地域医療機能推進機構 特定健康診査受診者一覧 電算処理
地域医療機能推進機構 介護報酬明細書 電算処理
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地域医療機能推進機構 介護支援システム 電算処理
地域医療機能推進機構 介護請求システム 電算処理
地域医療機能推進機構 介護報酬請求明細書 マニュアル処理
地域医療機能推進機構 介護報酬請求明細書 電算処理
地域医療機能推進機構 介護録 電算処理
地域医療機能推進機構 訪問看護記録簿 電算処理
地域医療機能推進機構 訪問リハビリ記録簿 電算処理
地域医療機能推進機構 老健デイケア訪問記録簿 電算処理
地域医療機能推進機構 患者台帳 電算処理
地域医療機能推進機構 高齢者福祉台帳・高齢者リスト マニュアル処理
地域医療機能推進機構 コミニティリンク（ファーストブレス） 電算処理
地域医療機能推進機構 実習関係 マニュアル処理
地域医療機能推進機構 ネームバンド マニュアル処理
地域医療機能推進機構 附属介護老人保健施設利用者ファイル 電算処理
地域医療機能推進機構 ベッドサイドネームプレート マニュアル処理
地域医療機能推進機構 相談記録 電算処理
地域医療機能推進機構 利用者ファイル 電算処理
地域医療機能推進機構 療養録 電算処理
地域医療機能推進機構 療養録 マニュアル処理
地域医療機能推進機構 診療録（カルテ）開示請求書 電算処理
地域医療機能推進機構 入所利用契約書（附属老健） マニュアル処理
地域医療機能推進機構 療養の給付と直接関係のないサービス（保険外による実費負担）の利用同意

書
マニュアル処理

中小企業基盤整備機構 J-GoodTechシステム 電算処理
中小企業基盤整備機構 J-GoodTechシステム マニュアル処理
中小企業基盤整備機構 経営者保証ＧＬセミナー申込者名簿 電算処理
中小企業基盤整備機構 事業承継セミナー参加者データベース 電算処理
統計センター 「政府統計の総合窓口( e-Stat)-API機能」利用登録者情報 電算処理
統計センター 「政府統計の総合窓口( e-Stat)-地図による小地域分析」利用登録者情報 電算処理
日本学術振興会 外国人特別研究員（公募）個人ファイル（平成2 5年度） 電算処理
日本学術振興会 外国人特別研究員（公募）個人ファイル（平成2 5年度） マニュアル処理
日本学術振興会 外国人特別研究員（公募）系別ファイル（平成2 5年度） 電算処理
日本学術振興会 外国人特別研究員（公募）系別ファイル（平成2 5年度） マニュアル処理
日本学術振興会 外国人特別研究員評価集計表（平成2 5年度） 電算処理
日本学術振興会 外国人特別研究員評価集計表（平成2 5年度） マニュアル処理
日本学術振興会 特別研究員採用申請書（平成2 6年度採用分） 電算処理
日本学術振興会 特別研究員不採用申請書（平成2 6年度採用分） 電算処理
日本学術振興会 書面評価表（平成2 6年度採用分） 電算処理
日本学術振興会 特別研究員名簿（平成2 5年度） 電算処理
日本学術振興会 研究奨励金支給明細書（平成2 5年度） マニュアル処理
日本学術振興会 特別研究員等審査員表（平成2 5年度） 電算処理
日本学術振興会 特別研究員等審査員原本（平成2 5年度） 電算処理
日本学術振興会 研究計画調書（平成2 5年度） 電算処理
日本学術振興会 交付申請書（科学研究費）（平成2 5年度） マニュアル処理
日本学術振興会 実績報告書［収支決算報告書］（科学研究費）（平成2 5年度） マニュアル処理
日本学術振興会 審査会関係（平成2 5年度） マニュアル処理
日本学術振興会 審査委員委嘱関係（平成2 5年度） 電算処理
日本学術振興会 審査委員選考システム関係（平成2 5年度） 電算処理
日本学術振興会 奨励研究・応募カード（平成2 1年度） 電算処理
日本学術振興会 奨励研究・応募カード（平成2 2年度） 電算処理
日本学術振興会 奨励研究・応募カード（平成2 3年度） 電算処理
日本学術振興会 奨励研究・応募カード（平成2 4年度） 電算処理
日本学術振興会 奨励研究・応募カード（平成2 5年度） 電算処理
都市再生機構 社外報発送リスト 電算処理
日本学術振興会 外国人特別研究員（公募）個人ファイル（平成2 5年度） 電算処理
日本学術振興会 外国人特別研究員（公募）個人ファイル（平成2 5年度） マニュアル処理
日本学術振興会 外国人特別研究員（公募）系別ファイル（平成2 5年度） 電算処理
日本学術振興会 外国人特別研究員（公募）系別ファイル（平成2 5年度） マニュアル処理
日本学術振興会 外国人特別研究員評価集計表（平成2 5年度） 電算処理
日本学術振興会 外国人特別研究員評価集計表（平成2 5年度） マニュアル処理
日本学術振興会 特別研究員採用申請書（平成2 6年度採用分） 電算処理
日本学術振興会 特別研究員不採用申請書（平成2 6年度採用分） 電算処理
日本学術振興会 書面評価表（平成2 6年度採用分） 電算処理
日本学術振興会 特別研究員名簿（平成2 5年度） 電算処理
日本学術振興会 研究奨励金支給明細書（平成2 5年度） マニュアル処理
日本学術振興会 特別研究員等審査員表（平成2 5年度） 電算処理
日本学術振興会 特別研究員等審査員原本（平成2 5年度） 電算処理
日本学術振興会 研究計画調書（平成2 5年度） 電算処理
日本学術振興会 交付申請書（科学研究費）（平成2 5年度） マニュアル処理
日本学術振興会 実績報告書［収支決算報告書］（科学研究費）（平成2 5年度） マニュアル処理
日本学術振興会 審査会関係（平成2 5年度） マニュアル処理
日本学術振興会 審査委員委嘱関係（平成2 5年度） 電算処理
日本学術振興会 審査委員選考システム関係（平成2 5年度） 電算処理
日本学術振興会 奨励研究・応募カード（平成2 1年度） 電算処理
日本学術振興会 奨励研究・応募カード（平成2 2年度） 電算処理
日本学術振興会 奨励研究・応募カード（平成2 3年度） 電算処理
日本学術振興会 奨励研究・応募カード（平成2 4年度） 電算処理
日本学術振興会 奨励研究・応募カード（平成2 5年度） 電算処理
日本学生支援機構 学生支援寄附金データ 電算処理
日本学生支援機構 国費外国人留学生審査に係る推薦者一覧 電算処理
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日本学生支援機構
官民協働海外留学支援制度～トビタテ！留学J APAN日本代表プログラム～
応募者マスターファイル

電算処理

日本学生支援機構 申請処理・受付処理ソフトウェア 電算処理
日本学生支援機構 全国キャリア・就職ガイダンス参加者ファイル 電算処理
日本原子力研究開発機構 機構プログラム等の利用申込書情報 電算処理
日本スポーツ振興センター ＳＦＴコンソーシアムメンバー情報 電算処理
日本貿易振興機構 代表電話応対記録 電算処理
日本貿易振興機構 貿易投資相談アンケート回答票 マニュアル処理
日本貿易振興機構 貿易投資相談アンケート（ WEB版） 電算処理
日本貿易振興機構 貿易投資相談アンケート（面談結果集計） 電算処理
日本貿易振興機構 BSS（ビジネスサポートサービス）システムデータベース 電算処理
日本貿易振興機構 企業D B 電算処理
日本貿易振興機構 日系企業調査ファイル 電算処理
日本貿易振興機構 事業検索D B 電算処理
日本貿易振興機構 2013年度アジア経済研究所講演会・シンポジウム受講票 マニュアル処理
日本貿易振興機構 2013年度アジア経済研究所講演会・シンポジウム　アンケート マニュアル処理
日本貿易振興機構 別添①一般面談実績 電算処理
日本貿易振興機構 ロサンゼルス事務所　 TEC2014年度個人情報 電算処理
日本貿易振興機構 ロサンゼルス事務所　 IFE2014 Lead Retrieval 電算処理
日本貿易振興機構 ロサンゼルス事務所　 AFM米系バイヤーズリスト 電算処理
日本貿易振興機構 独企業/在ベルリン日系企業データ 電算処理
日本貿易振興機構 上海事務所 進出企業セミナー参加者・案内送付リスト 電算処理
日本貿易振興機構 産業スペシャリストロングリスト 電算処理
日本貿易振興機構 キョンヒャンハウジングフェア2014　木材バイヤーリスト 電算処理
日本貿易振興機構 Name Card Details 電算処理
農畜産業振興機構 加工・業務用野菜生産基盤強化事業対象ほ場明細 マニュアル処理
理化学研究所 安全管理WEB申請システム 電算処理

理化学研究所
放射線初期教育訓練記録(平成9年度～) , 放射線再教育訓練記録（平成9年
度～） , 放射線管理区域教育訓練記録（平成9年度～）

電算処理

理化学研究所 従事者管理システム 電算処理
理化学研究所 アウトリーチイベントの参加者の個人情報 電算処理
理化学研究所 講習会受講記録 電算処理
理化学研究所 従事者管理システム（2008～） 電算処理
労働者健康福祉機構 健康測定結果 マニュアル処理
労働者健康福祉機構 地域産業保健センター事業活動報告 マニュアル処理
北海道大学 ＯＢ・ＯＧ名簿 マニュアル処理
北海道大学 卒業・修了生登録 電算処理
北海道教育大学 授業料免除申請書（平成２６年度） マニュアル処理
北海道教育大学 入試管理システムデータ（2015年度） 電算処理
北海道教育大学 留学生名簿（平成２６年度） 電算処理
北海道教育大学 教育実習希望調査（平成２６年度） マニュアル処理
北海道教育大学 履修科目登録票（平成２６年度 マニュアル処理
北海道教育大学 教育実習調査書（平成２６年度） マニュアル処理
北海道教育大学 教育実習成績評価表（平成２６年度） マニュアル処理
室蘭工業大学 寄宿寮等ファイル 電算処理
北見工業大学 前期日程志願者名簿 電算処理
北見工業大学 後期日程志願者名簿 電算処理
弘前大学 進路情報データ 電算処理
弘前大学 眼科手術原簿 マニュアル処理
東北大学 名誉教授名簿 電算処理
東北大学 東北大学１０６周年ホームカミングデー申込リスト 電算処理
東北大学 卒業証書授与簿 マニュアル処理
東北大学 学士学位記授与簿 マニュアル処理
東北大学 東北大学学位（修士）授与者名簿 マニュアル処理
東北大学 学位授与報告書ファイル マニュアル処理
東北大学 研究契約データベース氏名マスタ 電算処理
東北大学 研究員記録簿（受託研究員） マニュアル処理
東北大学 研究員記録簿（受託研究員） 電算処理
東北大学 手術注射指示書（マニュアルファイル） マニュアル処理
東北大学 手術注射指示書 電算処理
東北大学 抗がん剤注射処方箋（マニュアルファイル） マニュアル処理
秋田大学 医学部医学科卒業者・修了者名簿ファイル マニュアル処理
山形大学 教育職員免許状更新講習システム 電算処理
筑波大学 平成２６年度預金口座振替依頼書 マニュアル処理
筑波大学 平成２６年度学生マスタ（授業料債権管理システム） 電算処理
筑波大学 平成２６年度取引先データ（財務会計システム） 電算処理
筑波大学 平成２７年度入試データ 電算処理
筑波大学 平成２６年度秋期入学者名簿及び平成２７年度春期入学者名簿 電算処理
筑波大学 外部英語検定に関するアンケート マニュアル処理
筑波大学 平成２５年度卒業者の進路先一覧ファイル 電算処理
筑波大学 センター利用申込書（平成２６年度） 電算処理
筑波大学 図書館情報大学以前の卒業者等の成績原簿等 電算処理
筑波技術大学 学生記録（天久保キャンパス） マニュアル処理
筑波技術大学 学籍簿（天久保キャンパス） 電算処理
筑波技術大学 個人別成績表（天久保キャンパス） 電算処理
筑波技術大学 期末試験成績報告用紙（天久保キャンパス） マニュアル処理
筑波技術大学 学生記録（春日キャンパス） マニュアル処理
筑波技術大学 学籍簿（春日キャンパス） 電算処理
筑波技術大学 個人別成績表（春日キャンパス） 電算処理
筑波技術大学 期末試験成績報告用紙（春日キャンパス） マニュアル処理
群馬大学 学部生・院生・専攻科生学籍情報ファイル（ H26～） 電算処理
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群馬大学 履修科目等管理ファイル（教養教育科目・ H26～） 電算処理
群馬大学 成績原簿等管理ファイル（教養教育科目・ H26～） 電算処理
群馬大学 履修科目等管理ファイル（教育学部・ H26～） 電算処理
群馬大学 成績原簿等管理ファイル（教育学部・ H26～） 電算処理
群馬大学 履修科目等管理ファイル（教育学研究科・ H26～） 電算処理
群馬大学 成績原簿等管理ファイル（教育学研究科・ H26～） 電算処理
群馬大学 履修科目等管理ファイル（社会情報学部） 電算処理
群馬大学 成績原簿等管理ファイル（社会情報学部） 電算処理
群馬大学 履修科目等管理ファイル（医学部・ H26～） 電算処理
群馬大学 成績原簿等管理ファイル（医学部・ H26～） 電算処理
群馬大学 履修科目等管理ファイル（医学系研究科及び保健学研究科・ H26～） 電算処理
群馬大学 成績原簿等管理ファイル（医学系研究科及び保健学研究科・ H26～） 電算処理
群馬大学 履修科目等管理ファイル（理工学部（工学部）・ H26～） 電算処理
群馬大学 成績原簿等管理ファイル（理工学部（工学部）・ H26～） 電算処理
群馬大学 履修科目等管理ファイル（理工学府（工学研究科）・ H26～） 電算処理
群馬大学 成績原簿等管理ファイル（理工学府（工学研究科）・ H26～） 電算処理
東京大学 追分国際学生宿舎入居申請者関係 電算処理
東京大学 診療録（電子カルテ） 電算処理
東京大学 薬歴ファイル 電算処理
東京大学 日本学術振興会特別研究員採用者名簿(平成２６年度分） 電算処理
東京大学 科学研究費補助金研究者名簿(平成2 6年度分) 電算処理

東京大学
柏キャンパス構内駐車許可証・入退構カード利用申請書（業者用）【ﾏﾆｭｱﾙﾌｧ
ｲﾙ】

マニュアル処理

東京大学
柏キャンパス構内駐車許可証・入退構カード利用申請書（業者用）【電算ﾃﾞｰﾀ
ﾌｧｲﾙ】

電算処理

東京医科歯科大学 海外渡航者名簿 電算処理
東京医科歯科大学 統合I Dデータ 電算処理
東京外国語大学 給与システム 電算処理
東京外国語大学 システム利用者情報ファイル 電算処理
東京外国語大学 教育実習参加意志確認調書 マニュアル処理
東京外国語大学 海外旅行届 電算処理
東京学芸大学 学芸大クラブ受講生名簿 マニュアル処理
東京学芸大学 ＲＡ実施計画書 マニュアル処理
東京農工大学 外部英語資格試験スコアシート マニュアル処理
東京農工大学 合格内定通知に対する回答書 マニュアル処理
東京農工大学 【大学院】授業料免除等申請書類 マニュアル処理
東京工業大学 授業料免除等システム 電算処理
東京海洋大学 東京海洋大学基金寄附者台帳ファイル 電算処理
東京海洋大学 支払債主ファイル（個人） 電算処理
東京海洋大学 固定資産使用許可申請ファイル 電算処理
お茶の水女子大学 留学生帰国者ファイル 電算処理
電気通信大学 安否確認システム登録者情報（教職員） 電算処理
電気通信大学 学生相談記録 電算処理
一橋大学 ポートフォリオデータ 電算処理
一橋大学 一橋講堂会議室予約システム 電算処理
新潟大学 健康診断個人票情報 電算処理
新潟大学 口座登録申出書 マニュアル処理
新潟大学 連絡先届（人文学部） マニュアル処理
新潟大学 連絡先届（法学部） マニュアル処理
新潟大学 連絡先届（経済学部） マニュアル処理
新潟大学 秘密情報に関する誓約書 マニュアル処理
新潟大学 履修計画書 マニュアル処理
新潟大学 履修届 マニュアル処理
新潟大学 試験成績票 マニュアル処理
新潟大学 聴講票 マニュアル処理
新潟大学 進路内定届 マニュアル処理
新潟大学 ＴＡ実施状況報告書 マニュアル処理
新潟大学 ＴＡ出勤簿 マニュアル処理
新潟大学 ＴＡ教育補助業務計画書 電算処理
新潟大学 大学院入学願書関係書類 マニュアル処理
富山大学 調査書 マニュアル処理
富山大学 外国人客員研究員データベース 電算処理
富山大学 医療用動画 電算処理
富山大学 検査データベース 電算処理
福井大学 事務用電子掲示板（ｅＯｆｆｉｃｅ） 電算処理
福井大学 履修証明プログラム「学び合うコミュニティを培う」履修者記録簿 マニュアル処理
福井大学 外来来院患者台帳 マニュアル処理
福井大学 外来初診患者台帳 マニュアル処理
福井大学 病理組織台帳 マニュアル処理
福井大学 細胞診断台帳 マニュアル処理
福井大学 退院サマリー台帳 マニュアル処理
福井大学 手術記録台帳 マニュアル処理
福井大学 インプラント手術記録台帳 マニュアル処理
福井大学 病態写真 マニュアル処理
福井大学 歯科口腔外科　関係者ファイル マニュアル処理
信州大学 アップロードデータ 電算処理
信州大学 市民開放授業受講者ファイル 電算処理
岐阜大学 学生の個人票 マニュアル処理
岐阜大学 学生名簿（学部学生、大学院生） マニュアル処理
岐阜大学 健康診断結果（職員）ファイル 電算処理
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法人名 個人情報ファイルの名称
電算処理・マニュアル処

理の別

岐阜大学 健康診断結果（職員）ファイル マニュアル処理
岐阜大学 特殊健康診断結果（職員）ファイル 電算処理
岐阜大学 特殊健康診断結果（職員）ファイル マニュアル処理
岐阜大学 健康調査（UP I)・K10・S OCファイル 電算処理
岐阜大学 健康診断問診票・生活習慣ファイル 電算処理
岐阜大学 ＴＯＥＩＣ－ＩＰ試験データ 電算処理
静岡大学 静岡大学サポーターズクラブシステム 電算処理
静岡大学 静岡大学未来創生基金システム 電算処理
静岡大学 公開講座等受講者データベース 電算処理
名古屋大学 修士学位名簿（大学院教育発達科学研究科） マニュアル処理
名古屋大学 大学院指導要録（大学院多元数理科学研究科） マニュアル処理
名古屋大学 法学図書室利用者登録カード マニュアル処理
名古屋大学 寄附金受入一覧 電算処理
名古屋大学 授業料免除申請・結果名簿（文系教務課） マニュアル処理
名古屋大学 名大レクチャーサポーター名簿 電算処理
名古屋大学 論文剽窃 電算処理
名古屋大学 授業料代行納付届出書（医学部・大学院医学系研究科） マニュアル処理
名古屋大学 保証書（医学部・大学院医学系研究科） マニュアル処理
愛知教育大学 IR　データベースファイル 電算処理
愛知教育大学 自動車・オートバイ駐輪登録申請書 マニュアル処理
三重大学 学生証発行ファイル 電算処理
京都大学 研究公正研修e -Learning管理ファイル 電算処理
京都教育大学 学生生活アンケートファイル 電算処理
大阪大学 卒業生情報ファイル 電算処理
大阪大学 電子カルテ 電算処理
大阪大学 外部医療機関健診結果コピーファイル マニュアル処理
神戸大学 神戸大学安否確認システム教職員・学生登録用ファイル 電算処理
和歌山大学 ICカード発行システム 電算処理
鳥取大学 電子カルテ（動物医療センター） 電算処理
島根大学 寄附データベース 電算処理
島根大学 入試管理システム 電算処理
島根大学 eラーニングシステムデータ一式 電算処理
島根大学 教育学部同窓会名簿 マニュアル処理
島根大学 基礎体験活動記録票 マニュアル処理
島根大学 活動記録票（実習セメスター） 電算処理
島根大学 教職課程管理システム 電算処理
島根大学 免許状更新講習者ＩＤ 電算処理
島根大学 免許状更新講習受講申込書 マニュアル処理
島根大学 在学生名簿 電算処理
島根大学 教育学部情報ブログシステムログインパスワード一覧 電算処理
島根大学 プロファイルシート マニュアル処理
島根大学 一般教養ちからだめし採点結果 マニュアル処理
島根大学 一般教養ちからだめし採点結果 電算処理
島根大学 成績 電算処理
島根大学 就職相談関係綴 マニュアル処理
島根大学 胸部Ｘ線検診票 マニュアル処理
島根大学 学生健康診断票 マニュアル処理
島根大学 学生健康記録カード マニュアル処理
島根大学 島根大学統合認証システムデータ一式 電算処理
広島大学 特許管理システム 電算処理
広島大学 国内出願原簿 電算処理
広島大学 外国出願原簿 電算処理
広島大学 国内・外国登録原簿 電算処理
広島大学 発明届リスト 電算処理
広島大学 外国人留学生住所データベース 電算処理
広島大学 在留資格認定証明書オンライン申請システム 電算処理
広島大学 外国人留学生在籍調査用（全部局集計） 電算処理
徳島大学 抗がん剤投与記録 マニュアル処理
九州大学 九州大学校友会（仮称）名簿 電算処理
九州大学 入学料・授業料に関するファイル マニュアル処理
九州大学 特殊歯科新患台帳 電算処理
九州大学 ADMS-H 画像ファイル 電算処理
九州大学 3D作成C T検査申込書 マニュアル処理
九州大学 病院情報システム 電算処理
九州大学 麻薬管理 電算処理
熊本大学 熊本大学学生X線撮影画像 マニュアル処理
熊本大学 熊本大学学生健康診断ファイル マニュアル処理
熊本大学 日常受信記録ファイル マニュアル処理
熊本大学 熊本大学概要・広報誌「熊大通信」送付先 電算処理
熊本大学 歯科口腔外科入退院名簿 マニュアル処理
熊本大学 手術記録簿 マニュアル処理
熊本大学 症例写真ﾌｧｲﾙ 電算処理
熊本大学 病棟ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ 電算処理
熊本大学 手術台帳 電算処理
大分大学 静脈認証登録ファイル 電算処理
大分大学 院内がん登録ファイル 電算処理
宮崎大学 宮崎大学I Cカード（職員）管理台帳 電算処理
宮崎大学 事務職員用メール利用申請書 電算処理
鹿児島大学 病院情報システム関係画像データファイル 電算処理
人間文化研究機構 広報データ 2_継続参加者 電算処理
自然科学研究機構 天文学振興募金情報管理D B 電算処理
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法人名 個人情報ファイルの名称
電算処理・マニュアル処

理の別

情報・システム研究機構 平成2 6年度CiNiiユーザアンケート回答票 電算処理
沖縄科学技術大学院大学学園 入学出願書類 電算処理
沖縄振興開発金融公庫 残高証明書郵送申込者一覧表 マニュアル処理
株式会社日本政策金融公庫 お客さまご相談シート マニュアル処理
株式会社日本政策金融公庫 営業支援システムデータベース 電算処理
株式会社日本政策金融公庫 債権管理システムデータベース 電算処理
株式会社日本政策金融公庫 貸付情報登録票 マニュアル処理
株式会社日本政策金融公庫 事件用ファイル マニュアル処理
株式会社日本政策金融公庫 メール配信サービス配信先データ 電算処理
放送大学学園 資料請求データファイル 電算処理
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【個人情報ファイルの記録情報の利用目的以外の目的のための利用・提供の状況（概要）】
　 2-1②　法令に基づく場合　＜本文表３、独立行政法人等別内訳表３関係＞ 

利用・提供した

独立行政法人等名
個人情報ファイルの
名称

電算処理・
マニュア
ル処理の

利用・提供の根拠となる法令名及び該当条項 利用・提供先

経常的
提供先
として
の記載

記録項目の範
囲

（全部又は一部
の別）

別
の有無

全部 一部

勤労者退職金共済機構
一般の中小企業退職金共済事業に係る共済
契約者ファイル

電算処理
所得税法第235条第２項、
国税庁徴収法第141条

税務署 有 ○ 

勤労者退職金共済機構
一般の中小企業退職金共済事業に係る共済
契約者ファイル【18回】

電算処理 国税徴収法第141条 市役所 無 ○

勤労者退職金共済機構
一般の中小企業退職金共済事業に係る共済
契約者ファイル【2回】

電算処理 国税徴収法第141条 市税事務所 無 ○

勤労者退職金共済機構
一般の中小企業退職金共済事業に係る共済
契約者ファイル【27回】

電算処理 国税徴収法第141条 税務署 無 ○

勤労者退職金共済機構
一般の中小企業退職金共済事業に係る共済
契約者ファイル

電算処理 国税徴収法第141条
租税債権管理機
構

無 ○

勤労者退職金共済機構
一般の中小企業退職金共済事業に係る共済
契約者ファイル【11回】

電算処理 国税徴収法第141条 年金事務所 無 ○

勤労者退職金共済機構
一般の中小企業退職金共済事業に係る共済
契約者ファイル【2回】

電算処理 国税徴収法第141条 国税局 無 ○

勤労者退職金共済機構
一般の中小企業退職金共済事業に係る共済
契約者ファイル【8回】

電算処理 国税徴収法第141条 滞納整理機構 無 ○

勤労者退職金共済機構
一般の中小企業退職金共済事業に係る共済
契約者ファイル【2回】

電算処理 国税徴収法第141条
地方税管理回収
機構

無 ○

勤労者退職金共済機構
一般の中小企業退職金共済事業に係る共済
契約者ファイル【11回】 

電算処理 生活保護法第29条 福祉事務所 無 ○ 

勤労者退職金共済機構
一般の中小企業退職金共済事業に係る共済
契約者ファイル【4回】

電算処理 賃金の支払の確保等に関する法律第12条の２第１項 労働基準監督署 無 ○

勤労者退職金共済機構
一般の中小企業退職金共済事業に係る共済
契約者ファイル【5回】

電算処理 弁護士法第23条第２項 弁護士会 無 ○ 

勤労者退職金共済機構
一般の中小企業退職金共済事業に係る共済
契約者ファイル【8回】

電算処理 民事訴訟法第186条 裁判所 無 ○

勤労者退職金共済機構
一般の中小企業退職金共済事業に係る共済
契約者ファイル【14回】

電算処理 国税通則法第74条の２、国税通則法第74条の３ 税務署 無 ○

勤労者退職金共済機構
一般の中小企業退職金共済事業に係る共済
契約者ファイル【38回】

電算処理 国税通則法第74条の２、国税通則法第74条の３ 国税局 無 ○

勤労者退職金共済機構
一般の中小企業退職金共済事業に係る共済
契約者ファイル

電算処理 民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

勤労者退職金共済機構
一般の中小企業退職金共済事業に係る共済
契約者ファイル

電算処理 家事事件手続法62条及び258条 裁判所 無 ○

勤労者退職金共済機構
一般の中小企業退職金共済事業に係る被共
済者ファイル

電算処理
所得税法第235条第２項、
国税庁徴収法第141条

税務署 有 ○

勤労者退職金共済機構
一般の中小企業退職金共済事業に係る被共
済者ファイル【13回】

電算処理 国税徴収法第141条 市役所 無 ○

勤労者退職金共済機構
一般の中小企業退職金共済事業に係る被共
済者ファイル【2回】

電算処理 国税徴収法第141条 市税事務所 無 ○

勤労者退職金共済機構
一般の中小企業退職金共済事業に係る被共
済者ファイル【6回】

電算処理 国税徴収法第141条 税務署 無 ○

勤労者退職金共済機構
一般の中小企業退職金共済事業に係る被共
済者ファイル

電算処理 国税徴収法第141条
租税債権管理機
構

無 ○

勤労者退職金共済機構
一般の中小企業退職金共済事業に係る被共
済者ファイル

電算処理 国税徴収法第141条 年金事務所 無 ○ 
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勤労者退職金共済機構
一般の中小企業退職金共済事業に係る被共
済者ファイル

電算処理 国税徴収法第141条 国税局 無 ○

勤労者退職金共済機構
一般の中小企業退職金共済事業に係る被共
済者ファイル【10回】

電算処理 国税徴収法第141条 滞納整理機構 無 ○

勤労者退職金共済機構
一般の中小企業退職金共済事業に係る被共
済者ファイル【9回】

電算処理 生活保護法第29条 福祉事務所 無 ○

勤労者退職金共済機構
一般の中小企業退職金共済事業に係る被共
済者ファイル【8回】

電算処理 賃金の支払の確保等に関する法律第12条の２第１項 労働基準監督署 無 ○

勤労者退職金共済機構
一般の中小企業退職金共済事業に係る被共
済者ファイル【8回】

電算処理 弁護士法第23条第２項 弁護士会 無 ○

勤労者退職金共済機構
一般の中小企業退職金共済事業に係る被共
済者ファイル【6回】

電算処理 民事訴訟法第186条 裁判所 無 ○

勤労者退職金共済機構
一般の中小企業退職金共済事業に係る被共
済者ファイル【33回】

電算処理 国税通則法第74条の２、国税通則法第74条の３ 税務署 無 ○

勤労者退職金共済機構
一般の中小企業退職金共済事業に係る被共
済者ファイル【169回】

電算処理 国税通則法第74条の２、国税通則法第74条の３ 国税局 無 ○ 

勤労者退職金共済機構
一般の中小企業退職金共済事業に係る被共
済者ファイル

電算処理 民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

勤労者退職金共済機構
一般の中小企業退職金共済事業に係る被共
済者ファイル

電算処理 家事事件手続法62条及び258条 裁判所 無 ○

勤労者退職金共済機構
一般の中小企業退職金共済事業に係る被共
済者ファイル【2件】

電算処理 地方税法第298条および第328条 市役所 無 ○ 

勤労者退職金共済機構
建設業退職金共済事業に係る被共済者ファ
イル【22回】

電算処理 生活保護法第29条
福祉事務所

無 ○ 

勤労者退職金共済機構
建設業退職金共済事業に係る被共済者ファ
イル【3回】

電算処理 生活保護法第29条 都道府県振興局 無 ○

勤労者退職金共済機構
建設業退職金共済事業に係る被共済者ファ
イル

電算処理 生活保護法第29条 市役所 無 ○

勤労者退職金共済機構
建設業退職金共済事業に係る被共済者ファ
イル

電算処理 刑事訴訟法第507条 地方検察庁 無 ○

勤労者退職金共済機構
建設業退職金共済事業に係る被共済者ファ
イル【12回】

電算処理 国税徴収法第141条 都道府県地方局 無 ○

勤労者退職金共済機構
建設業退職金共済事業に係る被共済者ファ
イル【20回】 

電算処理 国税徴収法第141条
市役所（市税事
務所）

無 ○

勤労者退職金共済機構
建設業退職金共済事業に係る被共済者ファ
イル【12回】

電算処理 国税徴収法第141条
都道府県地方税
(滞納整理)機構

無 ○

勤労者退職金共済機構
建設業退職金共済事業に係る被共済者ファ
イル

電算処理 国税通則法第74条の２及び３ 税務署 無 ○

勤労者退職金共済機構
建設業退職金共済事業に係る被共済者ファ
イル

電算処理 国税通則法97条第１項 税務署 無 ○

勤労者退職金共済機構
建設業退職金共済事業に係る被共済者ファ
イル【2回】

電算処理 地方税法第298条、第353条、第450条
市役所（市税事
務所）

無 ○

勤労者退職金共済機構
建設業退職金共済事業に係る被共済者ファ
イル

電算処理
賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)第７条、
12条の２

労働基準監督署 無 ○

勤労者退職金共済機構
建設業退職金共済事業に係る被共済者ファ
イル【3回】

電算処理 民事訴訟法第186条 裁判所 無 ○

勤労者退職金共済機構
建設業退職金共済事業に係る被共済者ファ
イル【2回】

電算処理 弁護士法第23条の２第２項 弁護士会 無 ○

勤労者退職金共済機構
建設業退職金共済事業に係る被共済者ファ
イル

電算処理 国税犯則取締法第１条 国税局 無 ○

勤労者退職金共済機構 財形融資システムデータベース 電算処理 不動産登記法第23条第１項 法務局 無 ○

国立がん研究センター 診療録【13回】 電算処理 労働者災害補償保険法　第49条の３ 労働基準監督署 無 ○

国立がん研究センター 診療録【2回】 電算処理 民事訴訟法226条 裁判所 無 ○

国立がん研究センター 診療録【1回】 電算処理 弁護士法　第23条の２第２項 弁護士会 無 ○ 
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国立がん研究センター 診療録【1回】 電算処理 労働機関の保有する情報の公開に関する法律第13条 労働局 無 ○

独立行政法人医
国立がん研究センター 診療録【1回】 電算処理 独立行政法人医薬品器量機器総合機構法第24条 薬品医療機器総 無 ○

合機構

国立国際医療研究センター 入院診療録 電算処理 刑事訴訟法第507条 検察庁 無 ○ 

国立国際医療研究センター 外来診療録 電算処理 刑事訴訟法第507条 検察庁 無 ○

国立国際医療研究センター 入院診療録（国府台） 電算処理 刑事訴訟法第507条 検察庁 無 ○

国立国際医療研究センター 外来診療録（国府台） 電算処理 刑事訴訟法第507条 検察庁 無 ○

国立国際医療研究センター 入院診療録 電算処理 弁護士法23条の２第２項 弁護士会 無 ○

国立国際医療研究センター 外来診療録 電算処理 弁護士法23条の２第２項 弁護士会 無 ○ 

国立国際医療研究センター 入院診療録（国府台） 電算処理 弁護士法23条の２第２項 弁護士会 無 ○ 

国立国際医療研究センター 外来診療録（国府台） 電算処理 弁護士法23条の２第２項 弁護士会 無 ○

国立国際医療研究センター 入院診療録
マニュアル処

理
民事訴訟法226条 裁判所 無 ○

国立国際医療研究センター 入院診療録 電算処理 民事訴訟法226条 裁判所 無 ○ 

国立国際医療研究センター 外来診療録
マニュアル処

理
民事訴訟法226条 裁判所 無 ○

国立国際医療研究センター 外来診療録 電算処理 民事訴訟法226条 裁判所 無 ○

国立国際医療研究センター 入院診療録
マニュアル処

理 
出入国管理及び難民認定法第61条の２の14第３項 東京入国管理局 無 ○

国立国際医療研究センター 外来診療録
マニュアル処

理
出入国管理及び難民認定法第61条の２の14第３項 東京入国管理局 無 ○

国立国際医療研究センター 入院診療録
マニュアル処

理
出入国管理及び難民認定法第52条第７項 東京入国管理局 無 ○

国立国際医療研究センター 外来診療録
マニュアル処

理
出入国管理及び難民認定法第52条第７項 東京入国管理局 無 ○

国立循環器病研究センター 診療録【6回】 電算処理 労働者災害補償保険法第49条第１項 労働基準監督署 無 ○

国立循環器病研究センター 診療録【2回】 電算処理 弁護士法第23条の２ 弁護士会 無 ○

国立循環器病研究センター 診療録 電算処理 民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

国立循環器病研究センター エックス線フィルム【4回】 電算処理 労働者災害補償保険法第49条第２項 労働基準監督署 無 ○ 

国立循環器病研究センター エックス線フィルム【2回】 電算処理 弁護士法第23条の２ 弁護士会 無 ○

国立循環器病研究センター エックス線フィルム 電算処理 民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

国立成育医療研究センター 診療録等
マニュアル処

理
民事訴訟法第226条 裁判所 有 ○

国立精神・神経医療研究ｾﾝ
ﾀｰ

診療録
マニュアル処

理
刑事訴訟法第507条、民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

国立精神・神経医療研究ｾﾝ
ﾀｰ

診療録 電算処理 刑事訴訟法第507条、民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

国立病院機構 診療録【３回】 電算処理 弁護士法第23条の２第２項 弁護士会 無 ○

国立病院機構 診療録【３回】 電算処理 民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル処

理
弁護士法第23条の２第２項 弁護士会 無 ○

国立病院機構 看護記録
マニュアル処

理
弁護士法第23条の２第２項 弁護士会 無 ○

国立病院機構 検査伝票
マニュアル処

理
弁護士法第23条の２第２項 弁護士会 無 ○

国立病院機構 放射線照射録
マニュアル処

理
弁護士法第23条の２第２項 弁護士会 無 ○

国立病院機構 診療報酬請求明細書 電算処理 弁護士法第23条の２第２項 弁護士会 無 ○

国立病院機構 診療録【１0回】 電算処理 民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

国立病院機構 診療録【5回】 電算処理 弁護士法第23条の２第２項 弁護士会 無 ○

国立病院機構 診療録【３回】
マニュアル処

理
民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

国立病院機構 診療録 電算処理 民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

国立病院機構 診療録【３回】 電算処理 民事訴訟法第186条 裁判所 無 ○

国立病院機構 診療録【４回】 電算処理 労働者災害補償保険法第49条第１項 労働基準監督署 無 ○

国立病院機構 診療録【７回】 電算処理 弁護士法第23条の２第２項 弁護士会 無 ○

国立病院機構 診療録【３回】
マニュアル処

理
労働者災害補償保険法第49条第１項 労働基準監督署 無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル処

理
弁護士法第23条の２第２項 弁護士会 無 ○

国立病院機構 診療録【３回】
マニュアル処

理
民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル処

理
民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

国立病院機構 診療録【22回】 電算処理 民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○
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国立病院機構 診療録【3回】
マニュアル処

理
刑事訴訟法第507条 検察庁 無 ○ 

国立病院機構 診療録【2回】 電算処理 弁護士法第23条の２第２項 弁護士会 無 ○

国立病院機構 診療録 電算処理 地方公務員災害補償法第60条
地方公務員災害

補償基金
無 ○

国立病院機構 診療録 電算処理 弁護士法第23条の２第２項 弁護士会 無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル処

理
弁護士法第23条の２第２項 弁護士会 無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル処

理
弁護士法第23条の２第２項 弁護士会 無 ○

国立病院機構 診療録 電算処理 地方公務員災害補償法第60条
地方公務員災害

補償基金
無 ○

国立病院機構 診療録 電算処理 民事訴訟法第226条 地方裁判所 無 ○

国立病院機構 診療録 電算処理 労働者災害補償保険法第49条第１項 労働基準監督署 無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル処

理
刑事訴訟法第507条 検察庁 無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル処

理
弁護士法第23条の２第２項 弁護士会 無 ○

国立病院機構 診療録【９回】
マニュアル処

理
民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル処

理
労働者災害補償保険法第49条第１項 労働基準監督署 無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル処

理
民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

国立病院機構 診療録【2回】
マニュアル処

理
刑事訴訟法第507条 検察庁 無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル処

理
民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル処

理
刑事訴訟法第507条 検察庁 無 ○

国立病院機構 診療録【4回】 電算処理 刑事訴訟法第507条 検察庁 無 ○

国立病院機構 診療録 電算処理 民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル処

理
民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル処

理
民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル処

理
弁護士法第23条の２第２項 弁護士会 無 ○

国立病院機構 診療録【３回】
マニュアル処

理
民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

国立病院機構 診療録 電算処理 刑事収容施設及び被収容施設者等の処遇に関する法律第199条 警察署 無 ○

国立病院機構 診療録 電算処理 刑事訴訟法第507条 検察庁 無 ○

国立病院機構 診療録【１６回】 電算処理 刑事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

国立病院機構 診療録【９回】 電算処理 弁護士法第23条の２第２項 弁護士会 無 ○

国立病院機構 診療録【１２回】 電算処理 労働者災害補償保険法第49条第１項 労働基準監督署 無 ○

国立病院機構 診療録 電算処理 出入国管理及び難民認定法第28条 入国管理局 無 ○

国立病院機構 診療録 電算処理 心神喪失者等医療観察法第22条 保護観察所 無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル処

理
弁護士法第23条の２第２項 弁護士会 無 ○

国立病院機構 診療録【２回】
マニュアル処

理
民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

国立病院機構 診療録【２回】
マニュアル処

理
労働保険審査官及び労働保険審査委員会第15条第１項第２号 労働基準監督署 無 ○

国立病院機構 診療録 電算処理 労働保険審査会法第15条第１項第２号 労働局 無 ○

国立病院機構 診療録【６回】 電算処理 民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

国立病院機構 診療録【３回】 電算処理 弁護士法第23条の２第１項 弁護士会 無 ○

国立病院機構 診療録【８回】 電算処理 労働者災害補償保険法第49条第１項 労働基準監督署 無 ○

国立病院機構 診療録【２回】 電算処理 弁護士法第23条の２第２項 弁護士会 無 ○

国立病院機構 診療録 電算処理 労働者災害補償保険法第49条第１項 労働基準監督署 無 ○

国立病院機構 診療録【３回】 電算処理 民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

国立病院機構 診療録【２回】
マニュアル処

理
民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

国立病院機構 レントゲンフィルム【２回】 電算処理 民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

国立病院機構 診療録【３回】
マニュアル処

理
弁護士法第23条の２第２項 弁護士会 無 ○

国立病院機構 診療録【２回】
マニュアル処

理
民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル処

理
弁護士法第23条の２第２項 弁護士会 無 ○

国立病院機構 診療報酬明細書
マニュアル処

理
民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

国立病院機構 診療録【２回】
マニュアル処

理
刑事訴訟法第507条 検察庁 無 ○

国立病院機構 診療録 電算処理 弁護士法第23条の２第２項 弁護士会 無 ○
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国立病院機構 診療録【２１回】 電算処理 民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

国立病院機構 診療録【３回】 電算処理 民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

国立病院機構 入院診療録
マニュアル処

理
民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

国立病院機構 外来診療録
マニュアル処

理
民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

国立病院機構 診療録【２回】 電算処理 労働者災害補償保険法第49条第１項 労働基準監督署 無 ○

国立病院機構 診療録【２回】 電算処理 労働者災害補償保険法第49条第１項 労働基準監督署 無 ○

国立病院機構 外来診療録【４回】 電算処理 民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

国立病院機構 入院診療録【３回】 電算処理 民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

国立病院機構 診療録【２回】 電算処理 労働者災害補償保険法第49条第１項 労働基準監督署 無 ○

国立病院機構 診療録 電算処理 行政不服審査法第28条 都道府県知事 無 ○

国立病院機構 診療録 電算処理 地方公務員災害補償法第60条第１項
地方公務員災害

補償基金
無 ○ 

国立病院機構 診療録
マニュアル処

理
弁護士法第23条の２第２項 弁護士会 無 ○

国立病院機構 診療録【6回】
マニュアル処

理
刑事訴訟法第507条 検察庁 無 ○

国立病院機構 診療録【7回】
マニュアル処

理
民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル処

理
民事訴訟法第186条 裁判所 無 ○

国立病院機構 診療録【6回】
マニュアル処

理
弁護士法第23条の２第２項 弁護士会 無 ○

国立病院機構 診療録【11回】
マニュアル処

理
労働者災害補償保険法第49条第１項 労働基準監督署 無 ○

国立病院機構 診療録【３回】 電算処理 労働者災害補償保険法第49条第１項 労働基準監督署 無 ○

国立病院機構 診療録【２回】 電算処理 労働者災害補償保険法第49条第１項 労働基準監督署 無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル処

理
厚生年金保険法第47条 年金機構 無 ○

国立病院機構 診療録【8回】
マニュアル処

理
民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

国立病院機構 診療録【5回】
マニュアル処

理
労働者災害補償保険法第49条第１項 労働基準監督署 無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル処

理
民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

国立病院機構 診療録【2回】
マニュアル処

理
労働者災害補償保険法第49条第１項 労働基準監督署 無 ○

国立病院機構 診療録【５回】 電算処理 民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

国立病院機構 診療録【3回】
マニュアル処

理
民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

国立病院機構 診療録【2回】
マニュアル処

理
刑事訴訟法第507条 検察庁 無 ○

国立病院機構 診療録【3回】
マニュアル処

理
労働者災害補償保険法第49条第１項 労働基準監督署 無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル処

理
弁護士法第23条の２第２項 労働基準監督署 無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル処

理
民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル処

理
労働者災害補償保険法第49条第１項 労働基準監督署 無 ○

国立病院機構 診療録【8回】
マニュアル処

理
民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

国立病院機構 診療録【４回】 電算処理 民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

国立病院機構 診療録【２回】 電算処理 弁護士法第23条の２第２項 弁護士会 無 ○

国立病院機構 診療録 電算処理 労働者災害補償保険法第49条第１項 労働基準監督署 無 ○

国立病院機構 診療録【3回】
マニュアル処

理
民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

国立病院機構 診療録【3回】
マニュアル処

理
労働者災害補償保険法第49条第１項 労働基準監督署 無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル処

理
児童虐待の防止等に関する法律第６条 児童相談所 無 ○

国立病院機構 外来診療録【23回】 電算処理 民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

国立病院機構 外来診療録
マニュアル処

理
民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

国立病院機構 入院診療録【１９回】 電算処理 民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

国立病院機構 入院診療録【２回】
マニュアル処

理
民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

国立病院機構 放射線画像データ【17回】 電算処理 民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○ 

国立病院機構 外来診療録 電算処理 弁護士法第23条の２第２項 弁護士会 無 ○

国立病院機構 入院診療録 電算処理 弁護士法第23条の２第２項 弁護士会 無 ○

国立病院機構 外来診療録 電算処理 労働者災害補償法第49条 労働基準監督署 無 ○

国立病院機構 入院診療録 電算処理 労働者災害補償法第49条 労働基準監督署 無 ○

国立病院機構 放射線画像データ【５回】 電算処理 労働者災害補償法第49条 労働基準監督署 無 ○

国立病院機構 診療録 電算処理 刑事訴訟法第507条 検察庁 無 ○
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国立病院機構 診療録【６回】 電算処理 民事訴訟法第186条及び第226条 裁判所 無 ○

国立病院機構 診療録【9回】 電算処理 民事訴訟法第186条 裁判所 無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル処

理
労働者災害補償保険法第49条第１項 労働基準監督署 無 ○

国立病院機構 診療録【2回】
マニュアル処

理
民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル処

理
刑事訴訟法第507条 検察庁 無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル処

理
弁護士法第23条の２第２項 弁護士会 無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル処

理
民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○ 

国立病院機構 診療録
マニュアル処

理
民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル処

理
民事訴訟法第507条 検察庁 無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル処

理
労働者災害補償保険法第49条第１項 労働基準監督署 無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル処

理
労働者災害補償保険法第49条第１項 労働基準監督署 無 ○

国立病院機構 診療録【９回】
マニュアル処

理
民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル処

理
民事訴訟法第186条 裁判所 無 ○

国立病院機構 診療録【３回】 電算処理 民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

国立病院機構 診療録 電算処理 刑事訴訟法第507条 検察庁 無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル処

理
労働者災害補償保険法第49条第１項 労働基準監督署 無 ○

国立病院機構 ﾚﾝﾄｹﾞﾝﾌｨﾙﾑ【６回】
マニュアル処

理
労働者災害補償保険法第49条第１項 労働基準監督署 無 ○

国立病院機構 CT写真【４回】
マニュアル処

理
労働者災害補償保険法第49条第１項 労働基準監督署 無 ○

国立病院機構 MRI写真【４回】
マニュアル処

理
労働者災害補償保険法第49条第１項 労働基準監督署 無 ○

国立病院機構 診療録【８回】
マニュアル処

理
民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

国立病院機構 診療録【３回】
マニュアル処

理
民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル処

理
民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

国立病院機構 診療録【３回】
マニュアル処

理
民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル処

理
労働者災害補償保険法第49条第１項 労働基準監督署 無 ○

国立病院機構 診療録 電算処理 労働者災害補償保険法49条第１項 労働基準監督署 無 ○

国立病院機構 診療録【3回】
マニュアル処

理
民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル処

理
弁護士法第23条の２第２項 弁護士会 無 ○

国立病院機構 診療録【３回】
マニュアル処

理
労働者災害補償保険法第49条第１項 労働基準監督署 無 ○

国立病院機構 診療録【３回】
マニュアル処

理
民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル処

理
民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

国立病院機構 診療録【２回】
マニュアル処

理
弁護士法第23条の２第２項 弁護士会 無 ○

国立病院機構 診療録【２回】 電算処理 弁護士法第23条の２第２項 弁護士会 無 ○

国立病院機構 診療録 電算処理 労働者災害補償保険法第49条第１項 労働基準監督署 無 ○

国立病院機構 診療録【２回】
マニュアル処

理
労働者災害補償保険法第49条第１項 労働基準監督署 無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル処

理
民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

住宅金融支援機構 個人融資マスターデータファイル【3回】 電算処理 家事事件手続法第62条 裁判所 無 ○

住宅金融支援機構 個人融資マスターデータファイル【１回】 電算処理 国税徴収法第146条の２ 国税局 無 ○

住宅金融支援機構 個人融資マスターデータファイル【１回】 電算処理 国税徴収法第146条の２ 市区町村 無 ○

住宅金融支援機構 個人融資マスターデータファイル【１回】 電算処理 国税徴収法第146条の２ 税務署 無 ○

住宅金融支援機構 個人融資マスターデータファイル【１回】 電算処理 児童福祉法第11条第１項２号ハ 都道府県 無 ○

住宅金融支援機構 個人融資マスターデータファイル【１回】 電算処理 民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

住宅金融支援機構 個人融資マスターデータファイル【5回】 電算処理 預金保険法附則第13条預金保険法附則第７条１項 預金保険機構 無 ○

住宅金融支援機構 個人融資マスターデータファイル【1回】 電算処理 刑事訴訟法第507条 検察庁 無 ○

住宅金融支援機構 個人融資マスターデータファイル【63回】 電算処理 国税徴収法第130条第１項
県(都道府)税事
務所

無 ○
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【個人情報ファイルの記録情報の利用目的以外の目的のための利用・提供の状況（概要）】
　 2-1②　法令に基づく場合　＜本文表３、独立行政法人等別内訳表３関係＞
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マニュア
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の記載
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囲
（全部又は一部

の別）
別

の有無
全部 一部

住宅金融支援機構 個人融資マスターデータファイル【2回】 電算処理 国税徴収法第130条第１項 市区町村 無 ○

住宅金融支援機構 個人融資マスターデータファイル【1回】 電算処理 国税徴収法第141条 県振興局 無 ○

住宅金融支援機構 個人融資マスターデータファイル【8回】 電算処理 国税徴収法第141条 広域連合 無 ○

住宅金融支援機構 個人融資マスターデータファイル【260回】 電算処理 国税徴収法第141条 市税事務所 無 ○

住宅金融支援機構 個人融資マスターデータファイル【14回】 電算処理 国税徴収法第141条
市町村税整理組
合

無 ○

住宅金融支援機構 個人融資マスターデータファイル【8回】 電算処理 国税徴収法第141条 事務組合 無 ○

住宅金融支援機構 個人融資マスターデータファイル【2回】 電算処理 国税徴収法第141条 自動車税事務所 無 ○

住宅金融支援機構 個人融資マスターデータファイル【3回】 電算処理 国税徴収法第141条 地方振興局 無 ○

住宅金融支援機構 個人融資マスターデータファイル【74回】 電算処理 国税徴収法第141条 地方税機構 無 ○

住宅金融支援機構 個人融資マスターデータファイル【66回】 電算処理 国税徴収法第141条
地方税組合・機
構

無 ○

住宅金融支援機構 個人融資マスターデータファイル【24回】 電算処理 国税徴収法第141条
地方税滞納整理
機構

無 ○

住宅金融支援機構 個人融資マスターデータファイル【2回】 電算処理 国税徴収法第141条 日本年金機構 無 ○

住宅金融支援機構 個人融資マスターデータファイル【3回】 電算処理 国税徴収法第141条 年金事務所 無 ○

住宅金融支援機構 個人融資マスターデータファイル【251回】 電算処理 国税徴収法第141条
県(都道府)税事
務所

無 ○

住宅金融支援機構 個人融資マスターデータファイル【137回】 電算処理 国税徴収法第141条 国税局 無 ○

住宅金融支援機構 個人融資マスターデータファイル【1回】 電算処理 国税徴収法第141条 裁判所 無 ○

住宅金融支援機構 個人融資マスターデータファイル【7373回】 電算処理 国税徴収法第141条 市区町村 無 ○

住宅金融支援機構 個人融資マスターデータファイル【980回】 電算処理 国税徴収法第141条 税務署 無 ○

住宅金融支援機構 個人融資マスターデータファイル【93回】 電算処理 国税徴収法第141条 地方税回収機構 無 ○

住宅金融支援機構 個人融資マスターデータファイル【761回】 電算処理 国税徴収法第141条 都道府県 無 ○
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住宅金融支援機構 個人融資マスターデータファイル【3回】 電算処理 国税徴収法第141条 福祉事務所 無 ○

住宅金融支援機構 個人融資マスターデータファイル【125回】 電算処理 国税徴収法第141条、国税通則法第74条の２ 税務署 無 ○

住宅金融支援機構 個人融資マスターデータファイル【107回】 電算処理
国税徴収法第141条、国税通則法第74条の２、国税通則法第74条
の３

税務署 無 ○

住宅金融支援機構 個人融資マスターデータファイル【2回】 電算処理 国税徴収法第141条、国税通則法第74条の３ 税務署 無 ○

住宅金融支援機構 個人融資マスターデータファイル【8回】 電算処理 国税徴収法第141条、国税犯則取締法第１条第３項 国税局 無 ○

住宅金融支援機構 個人融資マスターデータファイル【806回】 電算処理 国税徴収法第141条、生活保護法第29条 市区町村 無 ○

住宅金融支援機構 個人融資マスターデータファイル【2回】 電算処理 国税通則法第74条の２ 国税局 無 ○

住宅金融支援機構 個人融資マスターデータファイル【1回】 電算処理 国税通則法第74条の２ 市区町村 無 ○

住宅金融支援機構 個人融資マスターデータファイル【19回】 電算処理 国税通則法第74条の２ 税務署 無 ○

住宅金融支援機構 個人融資マスターデータファイル【１回】 電算処理 国税通則法第74条の２ 地方税回収機構 無 ○

住宅金融支援機構 個人融資マスターデータファイル【5回】 電算処理 国税通則法第74条の３ 税務署 無 ○

住宅金融支援機構 個人融資マスターデータファイル【10回】 電算処理 国税犯則取締法第１条 国税局 無 ○

住宅金融支援機構 個人融資マスターデータファイル【6回】 電算処理 国税犯則取締法第１条第３項 国税局 無 ○

住宅金融支援機構 個人融資マスターデータファイル【1回】 電算処理 生活保護法第29条
福祉保険セン
ター

無 ○

住宅金融支援機構 個人融資マスターデータファイル【16回】 電算処理 生活保護法第29条 市区町村 無 ○

住宅金融支援機構 個人融資マスターデータファイル【55回】 電算処理 生活保護法第29条 福祉事務所 無 ○

住宅金融支援機構 個人融資マスターデータファイル【１回】 電算処理 地方税法第20条の11 市区町村 無 ○

住宅金融支援機構 個人融資マスターデータファイル【１回】 電算処理 地方税法第331条第６項 市区町村 無 ○

住宅金融支援機構 個人融資マスターデータファイル【１回】 電算処理 賃金の支払いの確保等に関する法律12条の２第２項 労働局 無 ○

住宅金融支援機構 個人融資マスターデータファイル【4回】 電算処理 賃金の支払いの確保等に関する法律12条の２第２項 労働基準監督署 無 ○

住宅金融支援機構 個人融資マスターデータファイル【１回】 電算処理 年金記録確認第三者委員会令第７条
年金記録確認第
三者委員会

無 ○

住宅金融支援機構 個人融資マスターデータファイル【29回】 電算処理 弁護士法第23条の２第２項 弁護士会 無 ○

住宅金融支援機構 個人融資マスターデータファイル【12回】 電算処理 民事訴訟法第186条 裁判所 無 ○

住宅金融支援機構 団体融資マスターデータファイル【４回】 電算処理 国税徴収法第141条 国税局 無 ○

住宅金融支援機構 団体融資マスターデータファイル【39回】 電算処理 国税徴収法第141条 市区町村 無 ○

住宅金融支援機構 団体融資マスターデータファイル【６回】 電算処理 国税徴収法第141条 税務署 無 ○

住宅金融支援機構 団体融資マスターデータファイル【４回】 電算処理 国税徴収法第141条 都道府県 無 ○

住宅金融支援機構 団体融資マスターデータファイル【2回】 電算処理 国税通則法第74条の２ 税務署 無 ○

住宅金融支援機構 団体融資マスターデータファイル【１回】 電算処理 国税通則法第74条の２、国税通則法第74条の３ 税務署 無 ○

住宅金融支援機構 団体融資マスターデータファイル【６回】 電算処理 国税通則法第74条の３ 税務署 無 ○

住宅金融支援機構 住宅宅地債券マスターデータファイル【１回】 電算処理 家事事件手続法第62条 裁判所 無 ○

住宅金融支援機構 住宅宅地債券マスターデータファイル【３回】 電算処理 国税通則法第74条の12第６項 税務署 無 ○

住宅金融支援機構
住宅宅地債券マスターデータファイル【32835
回】

電算処理 国税通則法第74条の２ 税務署 無 ○

住宅金融支援機構 住宅宅地債券マスターデータファイル【２回】 電算処理 国税通則法第74条の２、国税通則法第74条の３ 税務署 無 ○
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住宅金融支援機構 住宅宅地債券マスターデータファイル【２回】 電算処理 国税通則法第74条の３ 税務署 無 ○

住宅金融支援機構
住宅宅地債券マスターデータファイル【28169
回】

電算処理 所得税法第225条 税務署 無 ○ 

住宅金融支援機構 住宅宅地債券マスターデータファイル【１回】 電算処理 民事訴訟法第186条 裁判所 無 ○

住宅金融支援機構 団信マスターデータファイル【1回】 電算処理 家事事件手続法第62条 裁判所 無 ○

住宅金融支援機構 団信マスターデータファイル【１回】 電算処理 国税徴収法第141条 国税局 無 ○

住宅金融支援機構 団信マスターデータファイル【３回】 電算処理 国税徴収法第141条 市区町村 無 ○

住宅金融支援機構 団信マスターデータファイル【１回】 電算処理 国税徴収法第141条 都道府県 無 ○

住宅金融支援機構 団信マスターデータファイル【１回】 電算処理 国税徴収法第142条、道路交通法第51条の４及び５
都道府県公安委
員会

無 ○

住宅金融支援機構 団信マスターデータファイル【２回】 電算処理 国税犯則取締法第１条 国税局 無 ○

住宅金融支援機構 住宅融資保険マスターデータファイル【3回】 電算処理 国税徴収法第141条
県（都道府）税事
務所

無 ○

住宅金融支援機構 住宅融資保険マスターデータファイル【1回】 電算処理 国税徴収法第141条 国税局 無 ○

住宅金融支援機構 住宅融資保険マスターデータファイル【2回】 電算処理 国税徴収法第141条 市区町村 無 ○

住宅金融支援機構 住宅融資保険マスターデータファイル【3回】 電算処理 国税徴収法第141条 税務署 無 ○

住宅金融支援機構 住宅融資保険マスターデータファイル【1回】 電算処理 国税徴収法第141条 地方税回収機構 無 ○

造幣局 顧客情報ファイル 電算処理 弁護士法第23条の２第２項 長崎県弁護士会 無 ○

造幣局 顧客情報ファイル 電算処理 弁護士法第23条の２第２項 大阪弁護士会 無 ○

大学入試センター
平成27年度大学入試センター試験志願者
ファイル

電算処理
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第17
条第１項

保健所 無 ○

地域医療機能推進機構 外来診療録
マニュアル処

理
刑事訴訟法第507条 検察庁 無 ○

地域医療機能推進機構 外来診療録
マニュアル処

理
民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

地域医療機能推進機構 入院診療録
マニュアル処

理
刑事訴訟法第507条 検察庁 無 ○

地域医療機能推進機構 入院診療録
マニュアル処

理
民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

地域医療機能推進機構 診療録 電算処理 民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

地域医療機能推進機構 診療録 電算処理 労働者災害補償保険法第12条の８ 労働基準監督署 無 ○

地域医療機能推進機構 診療録 電算処理 民事訴訟法第226条、民事訴訟規則第31条２項 裁判所 無 ○

地域医療機能推進機構 診療録 電算処理 民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

日本学生支援機構 返還マスターデータファイル　７回 電算処理 国税徴収法第141条 地方自治体 無 ○

日本学生支援機構 返還マスターデータファイル　 1回 電算処理 国税徴収法第141条 地方税務署 無 ○

日本学生支援機構 返還マスターデータファイル　６回 電算処理 生活保護法第29条 地方自治体 無 ○

日本学生支援機構 返還マスターデータファイル　４回 電算処理 弁護士法第23条の２第２項 弁護士会 無 ○

日本学生支援機構 返還マスターデータファイル　２回 電算処理 民事訴訟法第186条 裁判所 無 ○

日本学生支援機構 東京国際交流館入居申請台帳 電算処理 弁護士法第23条の２ 弁護士会 無 ○

日本学生支援機構 東京国際交流館入居申請台帳 電算処理 出入国管理及び難民認定法第59条の２第３項 入国管理局 無 ○

弁護士法第23条の２ 弁護士会 無 ○

日本スポーツ振興センター 災害共済給付オンライン請求システム 電算処理 生活保護法第29条 福祉事務所 無 ○

民事訴訟法第186条 裁判所 無 ○

総務省年金記録
農業者年金基金 被保険者ファイル 電算処理 年金記録第三者委員会令第７条 第三者委員会【4 無 ○

回】

農業者年金基金 被保険者ファイル 電算処理 民事訴訟法第186条
地方裁判所【１
回】

無 ○

農業者年金基金 被保険者ファイル 電算処理 国税徴収法第141条
県税事務所【１
回】

無 ○
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【個人情報ファイルの記録情報の利用目的以外の目的のための利用・提供の状況（概要）】
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利用・提供した

独立行政法人等名
個人情報ファイルの
名称

電算処理・
マニュア
ル処理の

利用・提供の根拠となる法令名及び該当条項 利用・提供先

経常的
提供先
として
の記載

記録項目の範
囲

（全部又は一部
の別）

別
の有無

全部 一部

農業者年金基金 被保険者ファイル 電算処理 生活保護法第29条
福祉事務所長【2
回】

無 ○

総務省年金記録
農業者年金基金 新被保険者ファイル 電算処理 年金記録第三者委員会令第７条 第三者委員会【１ 無 ○ 

回】

農業者年金基金 新被保険者ファイル 電算処理 民事訴訟法第186条
地方裁判所【１
回】

無 ○

農業者年金基金 新被保険者ファイル 電算処理 国税徴収法第141条
県税事務所【１
回】

無 ○

農業者年金基金 新被保険者ファイル 電算処理 生活保護法第29条
福祉事務所長【2
回】

無 ○

農業者年金基金 新農業者年金年金受給権者ファイル 電算処理 弁護士法第23条の２ 弁護士会【2回】 無 ○

農業者年金基金 旧農業者年金年金受給権者ファイル 電算処理 国税徴収法第141条 市町村【74回】 無 ○

農業者年金基金 旧農業者年金年金受給権者ファイル 電算処理 国税徴収法第141条 税務署【3回】 無 ○

農業者年金基金 旧農業者年金年金受給権者ファイル 電算処理 国税通則法第74条の２ 税務署【1回】 無 ○

農業者年金基金 旧農業者年金年金受給権者ファイル 電算処理 生活保護法第29条
福祉事務所長
【134回】

無 ○

農業者年金基金 旧農業者年金年金受給権者ファイル 電算処理 地方税法第298条 市町村【４回】 無 ○

農業者年金基金 旧農業者年金年金受給権者ファイル 電算処理 地方税法第20条の11
県税事務所【１
回】

無 ○

農業者年金基金 旧農業者年金年金受給権者ファイル 電算処理 介護保険法第203条 市町村【1回】 無 ○

農業者年金基金 農業者年金年金支払ファイル 電算処理 弁護士法第23条の２ 弁護士会【2回】 無 ○

農業者年金基金 農業者年金年金支払ファイル 電算処理 国税徴収法第141条 市町村【74回】 無 ○

農業者年金基金 農業者年金年金支払ファイル 電算処理 国税徴収法第141条 税務署【3回】 無 ○

農業者年金基金 農業者年金年金支払ファイル 電算処理 国税通則法第74条の２ 税務署【1回】 無 ○

農業者年金基金 農業者年金年金支払ファイル 電算処理 生活保護法第29条
福祉事務所長
【134回】

無 ○

農業者年金基金 農業者年金年金支払ファイル 電算処理 地方税法第298条 市町村【４回】 無 ○

農業者年金基金 農業者年金年金支払ファイル 電算処理 地方税法第20条の11
県税事務所【１
回】

無 ○ 

農業者年金基金 農業者年金年金支払ファイル 電算処理 介護保険法第203条 市町村【1回】 無 ○

郵便貯金・簡易生命保険管
理機構

刑事訴訟法第507条 検察庁

無 ○

郵便貯金・簡易生命保険管
理機構

国税徴収法第141条、国税犯則取締法第１条第１項・第２項、国税
通則法第74条の２、３

税務署、国税局

郵便貯金・簡易生命保険管
理機構

弁護士法第23条の２第２項 弁護士会

郵便貯金・簡易生命保険管
理機構

地方税法第298条第１項、介護保険法第203条第１項、国民健康保
険法第113条の２第１項、生活保護法第29条、国税徴収法第141条

市区町村

郵便貯金・簡易生命保険管
理機構

地方税法第298条第１項、第331条第６項（国税徴収法第141条） 都道府県

郵便貯金・簡易生命保険管
理機構

預金保険法附則第13条 預金保険機構

郵便貯金・簡易生命保険管
理機構

民事執行法第147条第１項、民事訴訟法第186条・226条、家事事件
手続法62条

裁判所

郵便貯金・簡易生命保険管
理機構

国民年金法第96条第４項（国税徴収法第141条）、第108条第２項 年金事務所

郵便貯金・簡易生命保険管
理機構

定額定期貯金原簿ファイル
【12ファイル、70,161回】

電算処理 生活保護法第29条 福祉事務所

郵便貯金・簡易生命保険管 道路交通法第51条の５第２項、犯罪被害者等給付金の支給等によ 都道府県公安委
理機構 る犯罪被害者等の支援に関する法律第15条(国税徴収法第141条) 員会

郵便貯金・簡易生命保険管 賃金の支払の確保等に関する法律第12条、労働保険の保険料の 労働局、労働基
理機構 徴収等に関する法律第27条第１項・第３項(国税徴収法第141条) 準監督署

郵便貯金・簡易生命保険管
理機構

関税法第119条第２項 関税局、税関
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独立行政法人等名
個人情報ファイルの
名称

電算処理・
マニュア
ル処理の

利用・提供の根拠となる法令名及び該当条項 利用・提供先

経常的
提供先
として
の記載

利用・提供した
記録項目の範

囲
（全部又は一部

の別）
別

の有無
全部 一部

郵便貯金・簡易生命保険管
理機構

電波法第103条の２第40項(国税徴収法第141条) 総合通信局

郵便貯金・簡易生命保険管
理機構

出入国管理及び難民認定法第28条第２項 入国管理局

郵便貯金・簡易生命保険管
理機構

国税徴収法第141条
宮城県地方税滞
納整理機構

郵便貯金・簡易生命保険管
理機構

破産法第83条 破産管財人

郵便貯金・簡易生命保険管
理機構

土地改良法第39条第５項、国税徴収法第141条 土地改良区

郵便貯金・簡易生命保険管
理機構

刑事訴訟法第507条 検察庁

無 ○

郵便貯金・簡易生命保険管
理機構

国税徴収法第141条、国税犯則取締法第１条第１項・第２項、国税
通則法第74条の２、３

税務署、国税局

郵便貯金・簡易生命保険管
理機構

弁護士法第23条の２第２項 弁護士会

郵便貯金・簡易生命保険管
理機構 積立貯金原簿ファイル

【10ファイル、143回】 電算処理

地方税法第298条第１項、介護保険法第203条第１項、国民健康保
険法第113条の２第１項、生活保護法第29条、国税徴収法第141条

市区町村

郵便貯金・簡易生命保険管
理機構

地方税法第298条第１項、第331条第６項（国税徴収法第141条） 都道府県

郵便貯金・簡易生命保険管
理機構

国民年金法第96条第４項（国税徴収法第141条）、第108条第２項 年金事務所

郵便貯金・簡易生命保険管
理機構

生活保護法第29条 福祉事務所

郵便貯金・簡易生命保険管
理機構

道路交通法第51条の５第２項、犯罪被害者等給付金の支給等によ
る犯罪被害者等の支援に関する法律第15条(国税徴収法第141条)

都道府県公安委
員会

郵便貯金・簡易生命保険管
理機構

刑事訴訟法第507条 検察庁、裁判所

郵便貯金・簡易生命保険管
理機構

民事訴訟法第186条、第226条 裁判所

郵便貯金・簡易生命保険管
理機構

家事事件手続法第39条、第62条、第258条、家事事件手続規則第
45条

裁判所

郵便貯金・簡易生命保険管
理機構

弁護士法第23条の２ 弁護士会

郵便貯金・簡易生命保険管
理機構

生活保護法第29条 福祉事務所

郵便貯金・簡易生命保険管
理機構

国税徴収法第141条

税務署、国税局、
年金事務所、県
税事務所、市町
村、地方税回収
機構、地方税滞
納整理機構、財
務事務所

郵便貯金・簡易生命保険管
理機構

国税通則法第74条の２、第74条の３ 国税局、税務署

郵便貯金・簡易生命保険管
理機構

預金保険法附則第７条第１項第５号、第13条 預金保険機構

郵便貯金・簡易生命保険管
理機構

地方税法第298条、第331条、第353条、第373条、第450条、第459
条、第707条、第728条

市町村

郵便貯金・簡易生命保険管
理機構

児童福祉法第56条 市町村

郵便貯金・簡易生命保険管
理機構

破産法第13条、第83条、第250条 裁判所

郵便貯金・簡易生命保険管
理機構

道路交通法第51条の５
警察署、都道府
県公安委員会

郵便貯金・簡易生命保険管
理機構

介護保険法第203条第１項 市町村

郵便貯金・簡易生命保険管
理機構

高齢者の医療の確保に関する法律第138条 市町村

郵便貯金・簡易生命保険管
理機構

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残
留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第４
項

市町村

郵便貯金・簡易生命保険管
理機構

刑事訴訟法第507条 検察庁、裁判所

郵便貯金・簡易生命保険管
理機構

民事訴訟法第186条、第226条 裁判所

郵便貯金・簡易生命保険管
理機構

家事事件手続法第39条、第62条、第258条、家事事件手続規則第
45条

裁判所

郵便貯金・簡易生命保険管
理機構

弁護士法第23条の２ 弁護士会

郵便貯金・簡易生命保険管
理機構

生活保護法第29条 福祉事務所
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利用・提供した

独立行政法人等名
個人情報ファイルの
名称

電算処理・
マニュア
ル処理の

利用・提供の根拠となる法令名及び該当条項 利用・提供先

経常的
提供先
として
の記載

記録項目の範
囲

（全部又は一部
の別）

別
の有無

全部 一部

郵便貯金・簡易生命保険管
理機構

国税徴収法第141条

税務署、国税局、
年金事務所、県
税事務所、市町
村、地方税回収
機構、地方税滞
納整理機構、財
務事務所

郵便貯金・簡易生命保険管
理機構

国税通則法第74条の2、第74条の3 国税局、税務署

郵便貯金・簡易生命保険管
理機構

預金保険法附則第７条第１項第５号、第13条 預金保険機構

郵便貯金・簡易生命保険管
理機構

地方税法第298条、第331条、第353条、第373条、第450条、第459
条、第707条、第728条

市町村

郵便貯金・簡易生命保険管
理機構

児童福祉法第56条 市町村

郵便貯金・簡易生命保険管
理機構

破産法第13条、第83条、第250条 裁判所

郵便貯金・簡易生命保険管
理機構

道路交通法第51条の５
警察署、都道府
県公安委員会

郵便貯金・簡易生命保険管
理機構

介護保険法第203条第１項 市町村

郵便貯金・簡易生命保険管
理機構

高齢者の医療の確保に関する法律第138条 市町村

郵便貯金・簡易生命保険管
理機構

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残
留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第４
項

市町村

労働者健康福祉機構
患者情報データベース
【32ファイル247回】

電算処理 刑事訴訟法第507条 検察庁 無 ○

労働者健康福祉機構
患者情報データベース
【23ファイル304回】

電算処理
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12
条第１項

保健所 無 ○

労働者健康福祉機構
患者情報データベース
【24ファイル543回】

電算処理
労働者災害補償保険法第47条、第49条第1項
じん肺法第16条の２第１項

都道府県労働局 無 ○

労働者健康福祉機構
患者情報データベース
【34ファイル2848回】

電算処理 労働者災害補償保険法第47条、第49条第１項 労働基準監督署 無 ○

労働者健康福祉機構
患者情報データベース
【31ファイル231回】

電算処理 民事訴訟法第186条、第226条 裁判所 無 ○

労働者健康福祉機構
患者情報データベース
【22ファイル116回】

電算処理 弁護士法第23条の２第２項 弁護士会 無 ○

労働者健康福祉機構
患者情報データベース
【1ファイル2回】

電算処理 国家公務員災害補償法第26条第１項
国家公務員災害
補償基金

無 ○

労働者健康福祉機構
患者情報データベース
【21ファイル96回】

電算処理 地方公務員災害補償法第60条第１項
地方公務員災害
補償基金

無 ○

労働者健康福祉機構
患者情報データベース
【29ファイル24677回】

電算処理 介護保険法第27条第3項 市町村 無 ○

労働者健康福祉機構
患者情報データベース
【1ファイル22回】

電算処理 生活保護法第28条第１項 市町村 無 ○

労働者健康福祉機構
患者情報データベース
【1ファイル1回】

電算処理 社会保険審査官及び社会保険審査会法第11条 地方厚生局 無 ○

労働者健康福祉機構
患者情報データベース
【1ファイル2回】

電算処理 国税通則法第74条の３ 税務署 無 ○

労働者健康福祉機構
患者情報データベース
【1ファイル1回】

電算処理 出入国管理及び難民認定法第52条７項 入国管理局 無 ○

労働者健康福祉機構
患者情報データベース
【1ファイル1回】

電算処理 社会保険審査官及び社会保険審査会法第11条 地方厚生局 無 ○

労働者健康福祉機構
患者情報データベース
【1ファイル1回】

電算処理 石綿による健康被害の救済に関する法律第53条
環境再生保全機
構

無 ○

労働者健康福祉機構
患者情報データベース
【1ファイル1回】

電算処理 少年鑑別所処遇規則第20条 鑑別所 無 ○

労働者健康福祉機構
患者情報データベース
【1ファイル1回】

電算処理
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関す
る法律第13条２項

都道府県公安委
員会

無 ○

旭川医科大学 患者登録ファイル 電算処理 民事訴訟法第226条 裁判所8件 無 ○

旭川医科大学 外来診療記録 電算処理 民事訴訟法第226条 裁判所8件 無 ○

旭川医科大学 入院診療記録 電算処理 民事訴訟法第226条 裁判所1件 無 ○

旭川医科大学 エックス線フィルム 電算処理 民事訴訟法第226条 裁判所7件 無 ○

東北大学 患者登録ﾌｧｲﾙ
マニュアル処

理
弁護士法第23条の２ 弁護士会 無 ○

東北大学 患者登録ﾌｧｲﾙ
マニュアル処

理
民事調停規則第12条第５項、
民事訴訟法第226条

裁判所 無 ○

群馬大学 病院情報システムファイル【８回】 電算処理 労働者災害補償保険法第49条の３ 日本年金機構 無 ○
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の別）

別
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全部 一部

東京大学
診療録・診療諸記録
（２３件）

マニュアル処
理

民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

東京大学
診療録・診療諸記録
（1件）

マニュアル処
理

民事訴訟法第219条 裁判所 無 ○ 

東京大学
診療録・診療諸記録
（１９件）

マニュアル処
理

裁判関係事項照会書（刑事訴訟法第５０７条） 検察庁 無 ○

東京大学
診療録・診療諸記録
（１５３件）

マニュアル処
理

裁判関係事項照会書（刑事訴訟法第５０７条） 検察庁 無 ○

東京大学
診療録・診療諸記録
（１件）

マニュアル処
理

犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関す
る法律　第13条第２項

都道府県公安委
員会

無 ○

東京大学
診療録・診療諸記録
（１１件）

マニュアル処
理

弁護士会からの照会（弁護士法第23条の２第２項） 弁護士会 無 ○

富山大学 診療録　７件 電算処理 民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

金沢大学 病院情報管理システムデータ【6回】 電算処理 刑事訴訟法第507条 検察庁 無 ○

金沢大学 病院情報管理システムデータ【4回】 電算処理 民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○ 

金沢大学 診療録(紙媒体）【4回】
マニュアル処

理 民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

金沢大学 病院情報管理システムデータ【4回】 電算処理 民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

金沢大学 診療録(紙媒体）【3回】
マニュアル処

理 民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

金沢大学 病院情報管理システムデータ【1回】 電算処理
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関す
る法律第13条第２項

都道府県公安委
員会

無 ○

民事訴訟法第226条 裁判所（１２回）
弁護士法第23条の２第２項 弁護士会（１４回）
労働者災害補償保険法第49条 労働基準監督署

岐阜大学 診療録（電子カルテ） 電算処理
地方公務員災害補償法60条 （９回）

地方公務員災害 無 ○

補償基金（１回）

岐阜大学 照射録
マニュアル処

理
医療法第25条第１項 岐阜市保健所 無 ○

岐阜大学 放射性医薬品使用簿 電算処理 医療法第25条第１項 岐阜市保健所 無 ○

浜松医科大学 診療録（4件）
マニュアル処

理
民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

浜松医科大学 診療録（1件）
マニュアル処

理
民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

浜松医科大学 診療録（3件）
マニュアル処

理
弁護士法第23条の２第２項 弁護士会 無 ○

三重大学 外来診療録【45回】 電算処理 刑事訴訟法第507条 検察庁 無 ○

三重大学 外来診療録【16回】 電算処理 民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

三重大学 外来診療録【1回】 電算処理 国税通則法第74条第３項 税務署 無 ○

三重大学 外来診療録【3回】 電算処理 弁護士法第23条第２項 弁護士会 無 ○

三重大学 入院診療録【34回】 電算処理 刑事訴訟法第507条 検察庁 無 ○

三重大学 入院診療録【7回】 電算処理 民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

三重大学 入院診療録【2回】 電算処理 国税通則法第74条第３項 税務署 無

三重大学 入院診療録【3回】 電算処理 弁護士法第23条第２項 弁護士会 無 ○

大阪大学 歯科診療録【４回】 電算処理 民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

大阪大学 歯科診療録 電算処理 民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

大阪大学 歯科診療録
マニュアル処

理
民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

大阪大学 歯科診療録 電算処理 弁護士法第23条の２第２項 弁護士会 無 ○
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大阪大学 歯科診療録 電算処理 労働者災害補償保険法第49条の３ 労働基準監督署 無 ○

大阪大学 歯科診療録
マニュアル処

理
労働者災害補償保険法第49条の３ 労働基準監督署 無 ○ 

山口大学 診療に関する諸記録ファイル【9件】
マニュアル処

理
民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

山口大学 診療に関する諸記録ファイル【4件】
マニュアル処

理
弁護士法第23条の２第２項 弁護士会 無 ○

山口大学 診療に関する諸記録ファイル【9件】
マニュアル処

理
労働者災害補償保険法第49条第１項 労働基準監督署 無 ○

徳島大学 診療録ファイル【１回】
マニュアル処

理
民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

徳島大学 診療録ファイル（電子カルテ）【１回】 電算処理 民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

徳島大学 放射線画像データ【１回】 電算処理 民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

徳島大学 診療録ファイル【１回】
マニュアル処

理
労働者災害補償保険法第49条１項 労働基準監督署 無 ○

徳島大学 診療録ファイル（電子カルテ）【１回】 電算処理 労働者災害補償保険法第49条１項 労働基準監督署 無 ○

徳島大学 放射線画像データ【１回】 電算処理 労働者災害補償保険法第49条１項 労働基準監督署 無 ○

徳島大学 診療録ファイル【１回】
マニュアル処

理
弁護士法第23条の２ 弁護士会 無 ○ 

徳島大学 診療録ファイル（電子カルテ）【１回】 電算処理 弁護士法第23条の２ 弁護士会 無 ○

徳島大学 放射線画像データ【１回】 電算処理 弁護士法第23条の２ 弁護士会 無 ○

徳島大学 診療録ファイル【１回】
マニュアル処

理
地方公務員災害補償法第60条

地方公務員災害
補償基金

無 ○

徳島大学 診療録ファイル（電子カルテ）【１回】 電算処理 地方公務員災害補償法第60条
地方公務員災害
補償基金

無 ○

徳島大学 放射線画像データ【１回】 電算処理 地方公務員災害補償法第60条
地方公務員災害
補償基金

無 ○

香川大学 診療録(21回) 電算処理
刑事訴訟法第507条、民事訴訟法第186条及び第226条、弁護士法
第23条の２第２項

検察庁、裁判所、
弁護士会

無 ○

九州大学 外来文書フォルダー
マニュアル処

理
民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

九州大学 入院文書フォルダー
マニュアル処

理
民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

九州大学 外来診療録
マニュアル処

理
民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

九州大学 入院診療録
マニュアル処

理
民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

九州大学 入院診療録　※別府
マニュアル処

理
民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

九州大学 外来診療録　※別府
マニュアル処

理
民事訴訟法第226条 裁判所 無 ○

沖縄振興開発金融公庫 顧客データベース【71回】 電算処理 国税徴収法第141条 市町村 無 ○

沖縄振興開発金融公庫 顧客データベース【33回】 電算処理 国税徴収法第141条 税務署 無 ○

沖縄振興開発金融公庫 顧客データベース【4回】 電算処理 国税犯則取締法第１条第３項 税務署 無 ○

沖縄振興開発金融公庫 顧客データベース【4回】 電算処理 賃金の支払の確保等に関する法律第12条の２第１項 労働基準監督署 無 ○

沖縄振興開発金融公庫 顧客データベース【3回】 電算処理 国税徴収法第141条 国税局 無 ○

沖縄振興開発金融公庫 顧客データベース【3回】 電算処理 国税徴収法第141条 県税事務所 無 ○

沖縄振興開発金融公庫 顧客データベース【2回】 電算処理 生活保護法第29条 福祉事務所 無 ○

沖縄振興開発金融公庫 顧客データベース【2回】 電算処理 生活保護法第29条 保健所 無 ○

沖縄振興開発金融公庫 顧客データベース 電算処理 国税通則法第74条の３ 税務署 無 ○

沖縄振興開発金融公庫 顧客データベース 電算処理 国税通則法第74条の12第６項 税務署 無 ○

沖縄振興開発金融公庫 顧客データベース 電算処理 国税徴収法第141条 年金事務所 無 ○
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株式会社日本政策金融公庫 貸付金元帳データベース 電算処理

①刑事訴訟法第507条
③労働基準法第102条、賃金の支払の確保等に関する法律第12条
④国税通則法第74条の２、国税通則法第74条の３
⑤国税徴収法第141条
⑥国税犯則取締法第１条第２項、国税通則法第97条
⑦地方税法第298条、地方税法353条
⑧民事訴訟法第186条、民事訴訟法第226条、刑事訴訟法第279条
⑨生活保護法第29条
⑩弁護士法第23条の２第２項

①検察庁
②労働基準監督
署
③国税局、税務
署
④国税局、税務
署、都道府県税
事務所、年金事
務所
⑤国税局
⑥地方公共団体
⑦裁判所
⑧市区町村、福
祉事務所
⑨弁護士会

無 ○ 

株式会社日本政策金融公庫 統合顧客取引情報データベース 電算処理

①刑事訴訟法第507条
②労働基準法第102条、賃金の支払の確保等に関する法律第12条
③国税通則法第74条の２、国税通則法第74条の３
④国税徴収法第141条
⑤国税犯則取締法第１条第２項、国税通則法第97条
⑥地方税法第298条、地方税法353条
⑦民事訴訟法第186条、民事訴訟法第226条、刑事訴訟法第279条
⑧生活保護法第29条
⑨弁護士法第23条の２第２項
⑩生活保護法第29条

①検察庁
②労働基準監督
署
③国税局、税務
署
④国税局、税務
署、都道府県税
事務所、年金事
務所
⑤国税局
⑥地方公共団体
⑦裁判所
⑧市区町村、福
祉事務所
⑨弁護士会
⑩社会福祉事務
所

無 ○

株式会社日本政策金融公庫 恩給貸付金元帳データベース 電算処理 生活保護法第29条 社会福祉事務所 無 ○

株式会社日本政策金融公庫 借入申込書
マニュアル処

理
国税徴収法第141条 税務署 無 ○

株式会社日本政策金融公庫 借用証書等
マニュアル処

理
国税徴収法第141条

国税局、税務署、
年金事務所

無 ○

株式会社日本政策金融公庫 信用調査票
マニュアル処

理
国税徴収法第141条 国税局、税務署 無 ○

株式会社日本政策金融公庫 管理カード
マニュアル処

理
①民事訴訟法第226条
②国税徴収法第141条

①裁判所
②国税局、税務
署

無 ○

株式会社日本政策金融公庫

顧客情報データ
【201回】
貸付残高データ
【201回】

電算処理

①国税徴収法第141条
②国税通則法第74条の２
③国税犯則取締法第１条
④金融商品取引法210条第１項
⑤賃金の支払の確保等に関する法律第12条の２

①税務署、国税
局、市区町村、市
税事務所
②税務署、国税
局
③国税局
④証券取引等監
視委員会
⑤労働基準監督
署

無 ○

日本私立学校振興・共済事
業団

短期給付ファイル 電算処理 民亊訴訟法第226条 家庭裁判所 無 ○

日本中央競馬会 電話投票加入者情報ファイル（13回） 電算処理 刑事訴訟法第507条 検察庁 無 ○

日本中央競馬会 電話投票加入者情報ファイル（３回） 電算処理 国税徴収法141条 市町村 無 ○

日本中央競馬会 電話投票加入者情報ファイル（1回） 電算処理 破産法第８条 裁判所 無 ○

日本中央競馬会 電話投票加入者情報ファイル（1回） 電算処理 国税通則法第74条 税務署 無 ○

日本中央競馬会 電話投票会員データベースファイル（5回） 電算処理 生活保護法第29条 市町村 無 ○

日本中央競馬会 電話投票会員データベースファイル（2回） 電算処理 国税通則法第74条 税務署 無 ○

日本中央競馬会 電話投票会員データベースファイル（２回） 電算処理 国税犯則取締法第１条 国税局 無 ○

日本中央競馬会 電話投票会員データベースファイル（２回） 電算処理 国税徴収法第141条 市町村 無 ○

－269－



【個人情報ファイルの記録情報の利用目的以外の目的のための利用・提供の状況（概要）】
　 2-1②　法令に基づく場合　＜本文表３、独立行政法人等別内訳表３関係＞

独立行政法人等名
個人情報ファイルの
名称

電算処理・
マニュア
ル処理の

利用・提供の根拠となる法令名及び該当条項 利用・提供先

経常的
提供先
として
の記載

利用・提供した
記録項目の範

囲
（全部又は一部

の別）
別

の有無
全部 一部

日本中央競馬会 ウインズ宮崎会員ファイル（1回） 電算処理 生活保護法第29条 市町村 無 ○ 

放送大学学園 学生基本情報ファイル 電算処理 心神喪失者等医療観察法第22条 保護観察所 無 ○

放送大学学園 学籍情報ファイル 電算処理 心神喪失者等医療観察法第22条 保護観察所 無 ○

放送大学学園 履修・成績情報ファイル 電算処理 心神喪失者等医療観察法第22条 保護観察所 無 ○

日本司法支援センター 援助事件書類一式【１ファイル】
マニュアル処

理
弁護士法第23条の２ 弁護士会 無 ○

日本司法支援センター 援助事件書類一式【１ファイル】
マニュアル処

理
国税徴収法第141条、国税通則第74条の２ 税務署 無 ○

日本司法支援センター 援助事件書類一式【１ファイル】
マニュアル処

理
生活保護法第29条 福祉事務所 有 ○
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　2-1③　法第9条第2項に基づく場合　＜本文表３、独立行政法人等別内訳表３関係＞

利用・提供した

独立行政法人等名
個人情報ファイルの

名称

電算処
理・マニュ
アル処理

の別

根拠規
定（法９
条２項各
号の別）

利用・提供理由 利用・提供先

経常的提
供先とし
ての記載
の有無

記録項目の範
囲

（全部又は一部
の別）

全部 一部

環境省から委託を受けた中皮腫登録データベース構 環境省総合環境政策局環
築業務に必要な情報であるため（本人同意により提 境保健部

認定申請書･決定申請書・療養手当申請書・医療
供）

環境再生保全機構 費請求書・葬祭料請求書・救済給付調整金請求 電算処理 １号 有 ○
書・未支給の医療費等請求書関係書類

認定申請書･決定申請書・療養手当申請書・医療 労働者災害補償保険の対象となる可能性がある者に
環境再生保全機構 費請求書・葬祭料請求書・救済給付調整金請求 電算処理 １号 ついて必要な情報を提供（本人同意により提供） 厚生労働省労働基準局 有 ○

書・未支給の医療費等請求書関係書類 （申請書類に添付されるアンケート、申請書の写し等）

勤労者退職金共済機構
一般の中小企業退職金共済事業に係る共済
契約者者ファイル

電算処理 ３号
年金記録に係る確認の申し立てに対して調査・審議
を行うため

年金記録確認関東地方第
三者委員会

無 ○

勤労者退職金共済機構
一般の中小企業退職金共済事業に係る被共
済者ファイル

電算処理 ３号
年金記録に係る確認の申し立てに対して調査・審議
を行うため

年金記録確認関東地方第
三者委員会

無 ○ 

勤労者退職金共済機構
一般の中小企業退職金共済事業に係る被共
済者ファイル

電算処理 ３号 審査申立ての資料として 労働保険審査会 無 ○

勤労者退職金共済機構
一般の中小企業退職金共済事業に係る被共
済者ファイル

電算処理 ４号 責任準備金サンプルチェックの検証に用いるため 監査法人 有 ○

勤労者退職金共済機構
建設業退職金共済事業に係る被共済者ファ
イル

電算処理 １号
加入、脱退状況照会・退職金額照会・退職金請求書
開示

本人 無 ○ 

勤労者退職金共済機構
建設業退職金共済事業に係る被共済者ファ
イル

電算処理 ４号 書類不備による被共済者追跡
建設業退職金共済事業代
理店

無 ○

勤労者退職金共済機構 財形融資システムデータベース 電算処理 ４号
財形融資審査・貸付及び回収業務サンプルチェック
の検証に用いるため（ＩＴ監査）

監査法人 無 ○

国立がん研究センター 診療録【77回】 電算処理 １号
本人等から診療内容、診療方針等の確認に係る開示
請求を受理したため

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

本人又は本人の同意を得た
国立国際医療研究センター 入院診療録 電算処理 １号 裁判の為 家族又は本人の同意を得た 無 ○

弁護士

国立国際医療研究センター 入院診療録
マニュアル

処理
１号 裁判の為

本人又は本人の同意を得た
家族又は本人の同意を得た
弁護士

無 ○

本人又は本人の同意を得た
国立国際医療研究センター 外来診療録 電算処理 １号 裁判の為 家族又は本人の同意を得た 無 ○

弁護士

国立国際医療研究センター 外来診療録
マニュアル

処理
１号 裁判の為

本人又は本人の同意を得た
家族又は本人の同意を得た
弁護士

無 ○

本人又は本人の同意を得た
国立国際医療研究センター 入院診療録 電算処理 １号 保険手続きの為、各種申請のため 家族又は本人の同意を得た 無 ○ 

弁護士 

国立国際医療研究センター 入院診療録
マニュアル

処理
１号 保険手続きの為、各種申請のため

本人又は本人の同意を得た
家族又は本人の同意を得た
弁護士

無 ○

本人又は本人の同意を得た
国立国際医療研究センター 外来診療録 電算処理 １号 保険手続きの為、各種申請のため 家族又は本人の同意を得た 無 ○

弁護士

国立国際医療研究センター 外来診療録
マニュアル

処理
１号 保険手続きの為、各種申請のため

本人又は本人の同意を得た
家族又は本人の同意を得た
弁護士

無 ○ 

本人又は本人の同意を得た
国立国際医療研究センター 入院診療録（国府台） 電算処理 １号 保険手続きの為、各種申請のため 家族又は本人の同意を得た 無 ○

弁護士

国立国際医療研究センター 入院診療録（国府台）
マニュアル

処理
１号 保険手続きの為、各種申請のため

本人又は本人の同意を得た
家族又は本人の同意を得た
弁護士

無 ○
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利用・提供した

独立行政法人等名
個人情報ファイルの

名称

電算処
理・マニュ
アル処理

の別

根拠規
定（法９
条２項各
号の別）

利用・提供理由 利用・提供先

経常的提
供先とし
ての記載
の有無

記録項目の範
囲

（全部又は一部
の別）

全部 一部

本人又は本人の同意を得た
国立国際医療研究センター 外来診療録（国府台） 電算処理 １号 保険手続きの為、各種申請のため 家族又は本人の同意を得た 無 ○ 

弁護士

国立国際医療研究センター 外来診療録（国府台）
マニュアル

処理
１号 保険手続きの為、各種申請のため

本人又は本人の同意を得た
家族又は本人の同意を得た
弁護士

無 ○

本人又は本人の同意を得た
国立国際医療研究センター 入院診療録 電算処理 １号 診療内容確認の為 家族又は本人の同意を得た 無 ○

弁護士

国立国際医療研究センター 入院診療録
マニュアル

処理
１号 診療内容確認の為

本人又は本人の同意を得た
家族又は本人の同意を得た
弁護士 

無 ○

本人又は本人の同意を得た
国立国際医療研究センター 入院診療録（国府台） 電算処理 １号 診療内容確認の為 家族又は本人の同意を得た 無 ○ 

弁護士

国立国際医療研究センター 入院診療録（国府台）
マニュアル

処理
１号 診療内容確認の為

本人又は本人の同意を得た
家族又は本人の同意を得た
弁護士

無 ○ 

本人又は本人の同意を得た
国立国際医療研究センター 外来診療録 電算処理 １号 診療内容確認の為 家族又は本人の同意を得た 無 ○

弁護士

国立国際医療研究センター 外来診療録
マニュアル

処理
１号 診療内容確認の為

本人又は本人の同意を得た
家族又は本人の同意を得た
弁護士

無 ○ 

本人又は本人の同意を得た
国立国際医療研究センター 外来診療録（国府台） 電算処理 １号 診療内容確認の為 家族又は本人の同意を得た 無 ○

弁護士

国立国際医療研究センター 外来診療録（国府台）
マニュアル

処理
１号 診療内容確認の為

本人又は本人の同意を得た
家族又は本人の同意を得た
弁護士

無 ○ 

国立国際医療研究センター 入院診療録 電算処理 ３号 産科医療補償制度の為
公益財団法人日本医療機
能評価機構

無 ○ 

国立国際医療研究センター 入院診療録
マニュアル

処理
３号 産科医療補償制度の為

公益財団法人日本医療機
能評価機構 

無 ○ 

国立国際医療研究センター 入院診療録 電算処理 ４号 保険手続きの為等 保険会社 無 ○

国立国際医療研究センター 入院診療録
マニュアル

処理
４号 保険手続きの為等 保険会社 無 ○

国立国際医療研究センター 外来診療録 電算処理 ４号 保険手続きの為等 保険会社 無 ○

国立国際医療研究センター 外来診療録
マニュアル

処理
４号 保険手続きの為等 保険会社 無 ○

国立循環器病研究センター エックス線フィルム 電算処理 １号 交通事故にかかる損害賠償請求 本人代理人 無 ○

国立循環器病研究センター エックス線フィルム 電算処理 １号 保険金または損害賠償金の支払いのため 損保会社 無 ○

国立精神・神経医療研究セ
ンター

診療録
マニュアル

処理
１号

診療内容、診療方針等の確認に係る開示請求を受理
したため、カルテ開示ガイドラインに沿って対応

本人、本人の同意を得た家
族及び本人の同意を得た者

無 ○

国立精神・神経医療研究セ
ンター

診療録 電算処理 １号
診療内容、診療方針等の確認に係る開示請求を受理
したため、カルテ開示ガイドラインに沿って対応

本人、本人の同意を得た家
族及び本人の同意を得た者

無 ○

国立長寿医療研究センター 診療録【11回】 電算処理 １号
本人もしくは本人の同意を得た家族または本人の同
意を得た代理人たる弁護士からの診療録の開示請求
による

本人・家族・代理人たる弁護
士

無 ○

国立病院機構 診療録【２回】 電算処理 １号 診療内容、診療方針等の確認のため
本人及び本人の同意を得て
いるもの

無 ○

国立病院機構 診療録【８回】 電算処理 １号 訴訟の為
本人及び本人の同意を得て
いるもの

無 ○

国立病院機構 診療録【３回】
マニュアル

処理
１号

本人等から診療内容、診療方針等の確認に係る開示
請求を受理したため、カルテ開示ガイドラインに沿っ
て対応。

本人 無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル

処理
１号

本人等から診療内容、診療方針等の確認に係る開示
請求を受理したため、カルテ開示ガイドラインに沿っ
て対応。

本人の同意を得ている本人の
家族

無 ○
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利用・提供した

独立行政法人等名
個人情報ファイルの

名称

電算処
理・マニュ
アル処理

の別

根拠規
定（法９
条２項各
号の別）

利用・提供理由 利用・提供先

経常的提
供先とし
ての記載
の有無

記録項目の範
囲

（全部又は一部
の別）

全部 一部

国立病院機構 診療録 電算処理 １号 他医療機関受診のため 本人 無 ○ 

国立病院機構 診療録
マニュアル

処理
１号 他医療機関受診のため 本人の同意を得ている者 無 ○

国立病院機構 診療録 電算処理 １号 他医療機関受診のため 本人の同意を得ている者 無 ○

国立病院機構 診療録【４回】 電算処理 １号 B形肝炎救済対象者裁判手続き 本人 無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル

処理
１号 B形肝炎救済対象者裁判手続き 本人 無 ○

国立病院機構 診療録【２回】 電算処理 １号 B形肝炎救済対象者裁判手続き 本人の同意を得ている者 無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル

処理
１号 B形肝炎救済対象者裁判手続き 本人の同意を得ている者 無 ○

国立病院機構 診療録【３回】 電算処理 １号 交通事故にかかる裁判手続き、損害賠償請求 本人 無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル

処理
１号 交通事故にかかる裁判手続き、損害賠償請求 本人 無 ○

国立病院機構 診療録【２回】 電算処理 １号 交通事故にかかる裁判手続き、損害賠償請求 本人の同意を得ている者 無 ○

国立病院機構 診療録【２回】 電算処理 １号 裁判に係る資料提供 本人 無 ○

国立病院機構 診療録【１回】
マニュアル

処理
１号 裁判に係る資料提供 本人の同意を得ている者 無 ○

国立病院機構 診療録【４回】 電算処理 １号
本人等からの診療内容、診療方針等の確認に係る開
示請求

本人 無 ○

国立病院機構 診療録 電算処理 １号
本人等からの診療内容、診療方針等の確認に係る開
示請求

本人の同意を得ている者 無 ○

国立病院機構 診療録【２回】
マニュアル

処理
１号

本人等からの診療内容、診療方針等の確認に係る開
示請求

本人の同意を得ている者 無 ○

国立病院機構 診療録【２０回】 電算処理 １号
本人等から診療内容、診療方針等の確認に係わる開
示請求を受理したため、カルテ開示ガイドラインに
沿って対応

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録【１０回】
マニュアル

処理
１号 裁判に係わる資料提供 本人 無 ○

国立病院機構 診療録 電算処理 １号 労災給付認定に係わる資料提供
本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル

処理
１号 保険請求のため

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録 電算処理 １号 診療内容の確認
本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録【２回】 電算処理 １号
本人から診療内容等の確認に係る開示請求を受理し
たため、開示ガイドラインに沿って対応

本人 無 ○

国立病院機構 診療録 電算処理 １号
本人から診療内容等の確認に係る開示請求を受理し
たため、開示ガイドラインに沿って対応

本人 無 ○

国立病院機構 診療録【14回】 電算処理 １号
本人等からの診療内容等の確認に関わる開示請求
を受理したため、カルテ開示開示ガイドラインに沿っ
て対応

本人及び本人の同意を得て
いるもの

無 ○

国立病院機構 診療録【６回】
マニュアル

処理
１号 保険請求のため

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 エックス線フィルム
マニュアル

処理
１号 労災給付認定に関わる資料提供

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録【１７回】
マニュアル

処理
１号

本人等から診療内容、診療方針等の確認に係る開示
請求を受理したため、カルテ開示ガイドラインに沿っ
て対応

本人及び本人の同意を得てい
る者

無 ○

国立病院機構 診療録 電算処理 １号
本人等から診療内容、診療方針等の確認に係わる開
示請求を受理したため、カルテ開示ガイドラインに
沿って対応

本人及び本人の同意を得てい
る者

無 ○

国立病院機構 診療録 電算処理 １号 裁判に係わる資料提供 本人 無 ○

国立病院機構 診療録 電算処理 １号 保険請求のため
本人及び本人の同意を得て
いるもの

無 ○

本人等から診療内容、診療方針等の確認に係わる開
国立病院機構 診療録【３回】 電算処理 １号 示請求を受理したため、カルテ開示ガイドラインに 本人 無 ○

沿って対応

国立病院機構 診療録【２９回】 電算処理 １号
本人等から診療内容、診療方針等の確認に係わる開
示請求を受理したため、カルテ開示ガイドラインに
沿って対応

本人及び本人の同意を得て
いるもの

無 ○

国立病院機構 診療録 電算処理 １号 裁判に係る資料提供
本人及び本人の同意を得て
いるもの

無 ○
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利用・提供した

独立行政法人等名
個人情報ファイルの

名称

電算処
理・マニュ
アル処理

の別

根拠規
定（法９
条２項各
号の別）

利用・提供理由 利用・提供先

経常的提
供先とし
ての記載
の有無

記録項目の範
囲

（全部又は一部
の別）

全部 一部

国立病院機構 診療録
マニュアル

処理
１号

本人から診療内容、診療方針等に係る開示請求を受
理したため、カルテ開示ガイドラインに沿って対応。

本人 無 ○ 

国立病院機構 診療録【１０回】 電算処理 １号
本人等から診療内容、診療方針等の確認に係る開示
請求を受理したため、カルテ開示ガイドラインに沿っ
て対応

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録【３回】
マニュアル

処理
１号 診療内容、診療方針等の確認のため 本人 無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル

処理
１号 診療内容、診療方針等の確認のため 本人の同意を得ている者 無 ○

国立病院機構 診療録【１３回】
マニュアル

処理
１号

本人等から診療内容、診療方針等の確認に係る開示
請求を受理したため、カルテ開示ガイドラインに沿っ
て対応

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録【６回】
マニュアル

処理
１号

本人等から診療内容、診療方針等の確認に係る開示
請求を受理したため、カルテ開示ガイドラインに沿っ
て対応

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録【10回】
マニュアル

処理
１号

本人等から診療内容、診療方針等の確認に係る開示
請求を受理したため、カルテ開示ガイドラインに沿っ
て対応。

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録【３回】
マニュアル

処理
１号

本人等から診療内容、診療方針等の確認に係る開示
請求を受理したため、カルテ開示ガイドラインに沿っ
て対応

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録【65回】 電算処理 １号
本人等から診療内容・診療方針等の確認にかかる開
示請求を受理したため、規程に沿って対応

本人 無 ○

国立病院機構 診療録【7回】 電算処理 １号
本人等から診療内容・診療方針等の確認にかかる開
示請求を受理したため、規程に沿って対応

本人より同意を得ている者 無 ○

本人等から委任を受け、診療内容・診療方針等の確
国立病院機構 診療録【15回】 電算処理 １号 認にかかる開示請求を受理したため、規程に沿って 労働基準監督署 無 ○

対応

本人等から委任を受け、診療内容・診療方針等の確
国立病院機構 診療録【4回】 電算処理 １号 認にかかる開示請求を受理したため、規程に沿って 労働基準監督署 無 ○

対応

国立病院機構 診療録【1回】
マニュアル

処理
１号

本人等から委任を受け、診療内容・診療方針等の確
認にかかる開示請求を受理したため、規程に沿って
対応

自賠責調査事務所 無 ○

国立病院機構 診療録【３６回】 電算処理 １号
本人等から診療内容、診療方針等の確認に係る開示
請求を受理したため、カルテ開示ガイドラインに沿っ
て対応。

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 〇

国立病院機構 診療録【３回】 電算処理 １号 裁判に係る資料提供 本人 無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル

処理
１号 裁判に係る資料提供 本人 無 ○

国立病院機構 診療録【３回】 電算処理 １号 診療内容、診療方針等の確認のため
本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録【３回】 電算処理 １号 診療内容、診療方針等の確認のため
本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル

処理
１号 診療内容、診療方針等の確認のため

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録【３回】 電算処理 １号 保険給付のため
本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録【17回】
マニュアル

処理
１号 診療方針、診療内容等の確認のため

本人および本人の同意を得
ている者

無 ○ ○

国立病院機構 診療録【12回】
マニュアル

処理
１号

本人等から診療内容、診療方針等の確認に係る開示
請求を受理したため

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録【31回】
マニュアル

処理
１号

本人等から診療内容、診療方針等の確認に係る開示
請求を受理したため

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録【42回】
マニュア

ル
１号

本人等から診療内容、診療方針等の確認に係る開示
請求を受理したため、カルテ開示ガイドラインに沿っ
て対応。

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録【２回】
マニュアル

処理
１号

本人から診療内容、診療方針等の確認に係わる開示
請求を受理したため、カルテ開示ガイドラインに沿っ
て対応

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○
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利用・提供した

独立行政法人等名
個人情報ファイルの

名称

電算処
理・マニュ
アル処理

の別

根拠規
定（法９
条２項各
号の別）

利用・提供理由 利用・提供先

経常的提
供先とし
ての記載
の有無

記録項目の範
囲

（全部又は一部
の別）

全部 一部

国立病院機構 診療録
マニュアル

処理
１号

本人等から診療内容、診療方針等の確認に関わる開
示請求を受理したため、カルテ開示ガイドラインに
沿って対応

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録【1回】
マニュアル

処理
１号 診療内容の確認

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録【2回】
マニュアル

処理
１号 裁判に係る資料提供

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録【1回】
マニュアル

処理
１号 裁判に係る資料提供 本人 無 ○

国立病院機構 診療録【3回】
マニュアル

処理
１号 診療内容の確認 本人 無 ○

国立病院機構 診療録【１回】
マニュアル

処理
１号

本人等から診療内容、診療方針等の確認に係る開示
請求を受理したため、カルテ開示ガイドラインに沿っ
て対応。

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録【４回】
マニュアル

処理
１号

本人等から診療内容、診療方針等の確認に係る開示
請求を受理したため、カルテ開示ガイドラインに沿っ
て対応。

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録【５回】
マニュアル

処理
１号 裁判に係る資料提供 本人 無 ○

国立病院機構 診療録【９回】
マニュアル

処理
１号

本人等から診療内容、診療方針等の確認に係る開示
請求を受理したため、カルテ開示ガイドラインに沿っ
て対応

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録【４回】
マニュアル

処理
１号 保険請求のため

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録【３回】
マニュアル

処理
１号 裁判に係る資料請求

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル

処理
１号

本人等から診療内容、診療方針等の確認に係る開示
請求を受理したため、カルテ開示ガイドラインに沿っ
て対応

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

本人等から診療内容、診療方針等の確認に係る開示
国立病院機構 診療録【8回】 電算処理 １号 請求を受理したため、カルテ開示ガイドラインに沿っ 本人 無 ○

て対応

国立病院機構 診療録【２回】
マニュアル

処理
１号

本人等から診療内容、診療方針等の確認に係わる開
示請求を受理したため、カルテ開示ガイドラインに
沿って対応

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録【３回】 電算処理 １号
本人等から診療内容、診療方針等の確認に係わる開
示請求を受理したため、カルテ開示ガイドラインに
沿って対応

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録【２回】
マニュアル

処理
１号

本人等から診療内容、診療方針等の確認に係わる開
示請求を受理したため、カルテ開示ガイドラインに
沿って対応

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録 電算処理 １号
本人等から診療内容、診療方針等の確認に係わる開
示請求を受理したため、カルテ開示ガイドラインに
沿って対応

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録【２２回】
マニュアル

処理
１号

本人等から診療内容、診療方針等の確認に係る開示
請求を受理したため、カルテ開示ガイドラインに沿っ
て対応

本人及び本人の同意を得ている者 無 ○

国立病院機構 診療録【１３回】
マニュアル

処理
１号

本人等から診療内容、診療方針等の確認に係る開示
請求を受理したため、カルテ開示ガイドラインに沿っ
て対応

本人及び本人の同意を得ている者 無 ○

国立病院機構 診療録【３９回】 電算処理 １号 診療内容、診療方針等の確認のため 本人 無 ○

国立病院機構 診療録【９回】
マニュアル

処理
１号

本人等から診療内容、診療方針等の確認に係わる開
示請求を受理したため ,カルテ開示ガイドラインに沿っ
て対応

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル

処理
１号

本人等から診療内容、診療方針等の確認に係わる開
示請求を受理したため ,カルテ開示ガイドラインに沿っ
て対応

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル

処理
１号

本人等から診療内容、診療方針等の確認に係る開示
請求を受理したため、カルテ開示ガイドラインに沿っ
て対応

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録【３回】 電算処理 １号 訴訟の為 本人の家族 無 ○

国立病院機構 診療録 電算処理 １号 相続にかかる書類として必要なため 本人の家族 無 ○

国立病院機構 診療録 電算処理 １号 診療内容、診療方針等の確認のため 本人 無 ○

国立病院機構 診療録【２回】 電算処理 １号 診療内容、診療方針等の確認のため 本人の家族 無 ○

国立病院機構 診療録【３回】 電算処理 １号 保険申請のため 本人 無 ○

国立病院機構 診療録 電算処理 １号 保険申請のため 本人の家族 無 ○
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利用・提供した

独立行政法人等名
個人情報ファイルの

名称

電算処
理・マニュ
アル処理

の別

根拠規
定（法９
条２項各
号の別）

利用・提供理由 利用・提供先

経常的提
供先とし
ての記載
の有無

記録項目の範
囲

（全部又は一部
の別）

全部 一部

国立病院機構 診療録 電算処理 １号 介護保険申請
本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○ 

国立病院機構 診療録 電算処理 １号 後遺障害認定等級に対する被害者請求
本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録 電算処理 １号 裁判に係わる資料提供
本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録 電算処理 １号 診療内容を記録として保管
本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録 電算処理 １号
本人等から診療内容、診療方針等の確認に係わる開
示請求を受理したため、カルテ開示ガイドラインに
沿って対応

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

本人等から診療内容、診療方針等の確認に係わる開
国立病院機構 診療録【２回】 電算処理 １号 示請求を受理したため、カルテ開示ガイドラインに 本人 無 ○

沿って対応

国立病院機構 診療録【１１回】
マニュアル

処理
１号

本人から診療内容、診療方針等の確認に係わる開示
請求を受理したため、カルテ開示ガイドラインに沿っ
て対応

本人及び本人の同意を得て
いるもの

無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル

処理
１号

本人から診療内容、診療方針等の確認に係る開示請
求を寿理したため、カルテ開示ガイドラインに沿って
対応。

本人 無 ○

国立病院機構 診療録【２回】
マニュアル

処理
１号 保険請求のため 本人の同意を得ている者 無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル

処理
１号 災害補償費請求に係わる資料提供 本人 無 ○

国立病院機構 診療録【５回】
マニュアル

処理
１号

本人等から診療内容、診療方針等の確認に係わる開
示請求を受理したため、カルテ開示ガイドラインに
沿って対応

本人の同意を得ている者 無 ○

国立病院機構 診療録【５回】
マニュアル

処理
１号

本人等から診療内容、診療方針等の確認に係わる開
示請求を受理したため、カルテ開示ガイドラインに
沿って対応

本人 無 ○

国立病院機構 診療録【１３回】 電算処理 １号
本人等から診療内容、診療方針等の確認に係る開示
請求を受理したため、カルテ開示ガイドライン沿って
対応。

本人および本人の同意を得
ている者

無 ○

国立病院機構 診療録【４回】 電算処理 １号
本人等から診療内容、診療方針等の確認に係る開示
請求を受理したため、カルテ開示ガイドライン沿って
対応。

本人および本人の同意を得
ている者

無 ○

国立病院機構 診療録【８回】
マニュアル

処理
１号

本人等から診療内容、診療方針等の確認に係る開示
請求を受理したため、カルテ開示ガイドライン沿って
対応。

本人および本人の同意を得
ている者

無 ○

国立病院機構 診療録【５回】 電算処理 １号 裁判に係る資料提供。
本人および本人の同意を得
ている者

無 ○

国立病院機構 診療録【１１回】 電算処理 １号 裁判に係る資料提供。
本人および本人の同意を得
ている者

無 ○

国立病院機構 診療録【４回】
マニュアル

処理
１号 裁判に係る資料提供。

本人および本人の同意を得
ている者

無 ○

国立病院機構 診療録【２回】
マニュアル

処理
１号 裁判に係る資料提供。

本人および本人の同意を得
ている者

無 ○

国立病院機構 診療録【２回】 電算処理 １号 交通事故に係る資料提供。
本人および本人の同意を得
ている者

無 ○

国立病院機構 診療録 電算処理 １号 障害者認定申請のため。
本人および本人の同意を得
ている者

無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル

処理
１号 障害者認定申請のため。

本人および本人の同意を得
ている者

無 ○

国立病院機構 診療録【２回】 電算処理 １号 労災申請のため。
本人および本人の同意を得
ている者

無 ○

国立病院機構 診療録 電算処理 １号 労災申請のため。
本人および本人の同意を得
ている者

無 ○

国立病院機構 診療録【１５回】 電算処理 １号 本人からの開示請求 本人 無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル

処理
１号 診療内容、診療方針等の確認のため 本人 無 ○

国立病院機構 診療録【91回】
マニュアル

処理
１号

本人等から診療内容、診療方針等の確認に係る開示
請求を受理したため、カルテ開示ガイドラインに沿っ
て対応

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録【８回】
マニュアル

処理
１号 診療内容、診療方針の確認のため 本人 無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル

処理
１号 裁判に係わる資料提供 本人 無 ○

国立病院機構 診療録 電算処理 １号 裁判に係わる資料提供 本人 無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル

処理
１号 診療内容の確認 本人 無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル

処理
１号 裁判に係わる資料提供 本人 無 ○

国立病院機構 診療録【3 回】
マニュアル

処理
１号 補償金申請に係る資料提供。 本人 無 ○

－276－



【個人情報ファイルの記録情報の利用目的以外の目的のための利用・提供の状況（概要）】
　2-1③　法第9条第2項に基づく場合　＜本文表３、独立行政法人等別内訳表３関係＞

利用・提供した

独立行政法人等名
個人情報ファイルの

名称

電算処
理・マニュ
アル処理

の別

根拠規
定（法９
条２項各
号の別）

利用・提供理由 利用・提供先

経常的提
供先とし
ての記載
の有無

記録項目の範
囲

（全部又は一部
の別）

全部 一部

国立病院機構 診療録【2 回】
マニュアル

処理
１号 裁判に係る資料提供。 本人 無 ○

国立病院機構 診療録【8回】
マニュアル

処理
１号 補償金申請に係る資料提供。 本人の同意を得ている者 無 ○

国立病院機構 診療録【12 回】
マニュアル

処理
１号 裁判に係る資料提供。 本人の同意を得ている者 無 ○

国立病院機構 診療録【3 回】
マニュアル

処理
１号 保険審査に係る資料提供。 本人の同意を得ている者 無 ○

国立病院機構 診療録【5 回】
マニュアル

処理
１号

本人等から診療内容、診療方針等の確認に係る開示
請求を受理したため、カルテ開示ガイドラインに沿っ
て対応。

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録【4回】
マニュアル

処理
１号

本人等から診療内容、診療方針等の確認に係わる開
示請求を受理したため、カルテ開示ガイドラインに
沿って対応

本人及び本人の同意を得て
いるもの

無 ○

国立病院機構 診療録【２回】 電算処理 １号 保険申請のため 本人 無 ○

国立病院機構 診療録 電算処理 １号 障害年金請求のため 本人 無 ○

国立病院機構 診療録【2回】
マニュアル

処理
１号

本人等から診療内容・診療方針等の確認に係る開示
請求を受理したため、カルテ開示ガイドラインに沿っ
て対応

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録【8回】
マニュアル

処理
１号

本人等から診療内容・診療方針等の確認に係る開示
請求を受理したため、カルテ開示ガイドラインに沿っ
て対応

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録 電算処理 １号 診療内容、診療方針等の確認のため
本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録【１２回】
マニュアル

処理
１号 裁判に係る資料提供

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル

処理
１号 交通事故における治療内容の確認 本人 無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル

処理
１号 診療情報、診療方針等の確認のため 本人 無 ○

国立病院機構 診療録 電算処理 １号 診療情報、診療方針等の確認のため 本人 無 ○

国立病院機構 診療録【１６回】
マニュアル

処理
１号 診療情報、診療方針等の確認のため

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録【45回】
マニュアル

処理
１号

本人等から診療内容、診療方針等の確認に係る開示
請求を受理したため、カルテ開示ガイドラインに沿っ
て対応。

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録【３回】 電算処理 １号 保険請求のため
本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録 電算処理 １号 裁判に係わる資料提供 本人 無 ○

国立病院機構 診療録【2回】
マニュアル

処理
１号 給付金申請のため

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録【19回】
マニュアル

処理
１号 裁判に係る資料提供

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録【5回】
マニュアル

処理
１号 治療解明のための

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録【５１回】 電算処理 １号
本人等から診療内容、診療方針等の確認に係る開示
請求を受理したため、カルテ開示ガイドラインに沿っ
て対応

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録【４回】
マニュアル

処理
１号

本人等から診療内容、診療方針等の確認に係る開示
請求を受理したため、カルテ開示ガイドラインに沿っ
て対応

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 放射線画像データ【25回】 電算処理 １号
本人等から診療内容、診療方針等の確認に係る開示
請求を受理したため、カルテ開示ガイドラインに沿っ
て対応

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録【１３回】 電算処理 １号
本人等から診療内容、診療方針等の確認に係る開示
請求を受理したため、カルテ開示ガイドラインに沿っ
て対応

本人及び本人の同意を得てい
る者

無 ○

国立病院機構 診療録【１回】
マニュアル

処理
１号

本人から診療内容にかかる開示請求を受理したた
め、カルテ開示ガイドラインに沿って対応。

本人 無 ○

国立病院機構 診療録【２回】
マニュアル

処理
１号

本人から診療内容にかかる開示請求を受理したた
め、カルテ開示ガイドラインに沿って対応。

本人 無 ○

国立病院機構 診療録【４回】
マニュアル

処理
１号 裁判に係わる資料提供

本人及び本人の同意を得て
いるもの

無 ○

国立病院機構 診療録【4回】
マニュアル

処理
１号 訴訟のため 本人 無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル

処理
１号

本人から診療内容、診療方針等の確認に係る開示請
求を受理したため、カルテ開示ガイドラインに沿って
対応。

本人 無 ○

国立病院機構 診療録【4回】
マニュアル

処理
１号 訴訟のため 本人 無 ○
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【個人情報ファイルの記録情報の利用目的以外の目的のための利用・提供の状況（概要）】
　2-1③　法第9条第2項に基づく場合　＜本文表３、独立行政法人等別内訳表３関係＞

利用・提供した

独立行政法人等名
個人情報ファイルの

名称

電算処
理・マニュ
アル処理

の別

根拠規
定（法９
条２項各
号の別）

利用・提供理由 利用・提供先

経常的提
供先とし
ての記載
の有無

記録項目の範
囲

（全部又は一部
の別）

全部 一部

国立病院機構 診療録
マニュアル

処理
１号

本人から診療内容、診療方針等の確認に係る開示請
求を受理したため、カルテ開示ガイドラインに沿って
対応。

本人 無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル

処理
１号 診療内容、診療情報等の確認のため 本人 無 ○

国立病院機構 診療録【２０回】
マニュアル

処理
１号 ガイドラインに沿った診療録開示請求に基づく提供

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録【２回】
マニュアル

処理
１号

本人等から診療内容、診療方針等の確認に係わる開
示請求を受理したため、カルテ開示ガイドラインに
沿って対応

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル

処理
１号

本人等から診療内容、診療方針等の確認に係わる開
示請求を受理したため、カルテ開示ガイドラインに
沿って対応

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録【３回】
マニュアル

処理
１号 裁判に係る資料提供

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録【６回】
マニュアル

処理
１号 裁判に係る資料提供

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録【２回】
マニュアル

処理
１号 公務災害給付認定に係わる資料提供

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル

処理
１号 保険請求のため

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録【２回】
マニュアル

処理
１号 診療内容、診療方針等の確認のため 本人 無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル

処理
１号 診療内容、診療方針等の確認のため 本人 無 ○

国立病院機構 診療録【２回】
マニュアル

処理
１号 診療内容、診療方針の確認のため 本人 無 ○

国立病院機構 診療録【２０回】 電算処理 １号
本人等から診療内容、診療方針等の確認に係わる開
示請求を受理したため、カルテ開示ガイドラインに
沿って対応

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録【１０回】
マニュアル

処理
１号 裁判に係わる資料提供 本人 無 ○

国立病院機構 診療録 電算処理 １号 労災給付認定に係わる資料提供
本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル

処理
１号 保険請求のため

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録 電算処理 １号 診療内容の確認
本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル

処理
１号

家族から診療内容、診療方針等に係る開示請求を受
理したため、カルテ開示ガイドラインに沿って対応

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録【５回】
マニュアル

処理
１号

本人から診療内容、診療方針等に係る開示請求を受
理したため、カルテ開示ガイドラインに沿って対応

本人 無 ○

国立病院機構 診療録【３回】
マニュアル

処理
１号

代理人(弁護士)から診療内容、診療方針等に係る開
示請求を受理したため、カルテ開示ガイドラインに
沿って対応

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル

処理
１号 診療内容、診療方針等の確認のため 本人 無 ○

国立病院機構 診療録【6回】 電算処理 １号 訴訟に関する資料提供
本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録【2回】 電算処理 １号 訴訟に関する資料提供
本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録【1回】
マニュアル

処理
１号 訴訟に関する資料提供

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録【2回】
マニュアル

処理
１号 訴訟に関する資料提供

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録【3回】 電算処理 １号 交通事故に関する資料提供
本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録【1回】
マニュアル

処理
１号 労災に関する資料提供

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録【2回】 電算処理 １号 労災に関する資料提供
本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録 電算処理 １号 他施設での虐待の疑いに関する資料提供
本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録 電算処理 １号 ＤＶの疑いに関する資料提供
本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録【3回】 電算処理 １号 調停に関する資料提供
本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録 電算処理 １号 財産不正略取にかかる資料提供
本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 レントゲンフイルム
マニュアル

処理
１号 保険請求のため

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル

処理
１号 保険請求のため

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル

処理
１号 裁判に係わる資料提供

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル

処理
１号 診療内容の確認

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録【５２回】 電算処理 １号 B型訴訟集団のため
本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録【８回】 電算処理 １号 交通事故の相手との訴訟のため
本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録【２回】 電算処理 １号 書類作成のため
本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録【２回】 電算処理 １号 診療内容を知りたいため
本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○
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利用・提供した

独立行政法人等名
個人情報ファイルの

名称

電算処
理・マニュ
アル処理

の別

根拠規
定（法９
条２項各
号の別）

利用・提供理由 利用・提供先

経常的提
供先とし
ての記載
の有無

記録項目の範
囲

（全部又は一部
の別）

全部 一部

国立病院機構 診療録 電算処理 １号 遺産相続のため
本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録【２回】 電算処理 １号 訴訟準備のため
本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録【５回】 電算処理 １号 損害賠償のため
本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録 電算処理 １号 転院のため
本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録【３８回】
マニュアル

処理
１号

本人等から診療内容、診療方針等の確認に係わる開
示請求を受理したため、カルテ開示ガイドラインに
沿って対応

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録【７回】
マニュアル

処理
１号 裁判に係わる資料提供

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録【６回】
マニュアル

処理
１号 保険請求のため

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル

処理
１号 生命保険に係る資料提供

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル

処理
１号 障害年金受給のため

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル

処理
１号 診療内容の確認のため

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル

処理
１号 裁判に係る資料提供 本人 無 ○

国立病院機構 診療録【６回】 電算処理 １号 裁判に係わる資料提供 本人 有 ○

国立病院機構 診療録 電算処理 １号 診療内容確認
本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル

処理
１号 診療内容確認 本人 無 ○

国立病院機構 診療録【１４回】
マニュアル

処理
１号 訴訟資料のため 本人 無 ○ 

国立病院機構 診療録【4回】 電算処理 １号 裁判に係わる資料提供 本人 無 ○

国立病院機構 診療録 電算処理 １号 裁判に係わる資料提供
本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録【3回】 電算処理 １号 裁判に係わる資料提供 本人 無 ○

国立病院機構 診療録 電算処理 １号 保険請求のため 本人 無 ○

国立病院機構 診療録【3回】
マニュアル

処理
１号 裁判に係わる資料提供 本人 無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル

処理
１号 裁判に係わる資料提供 本人 無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル

処理
１号 障害年金請求のため

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル

処理
１号 保険請求のため 本人 無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル

処理
１号 保険請求のため

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○ 

国立病院機構 診療録【１１回】
マニュアル

処理
１号

本人等から診療内容、診療方針等の確認に係わる開
示請求を受理したため、カルテ開示ガイドラインに
沿って対応

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録【３回】 電算処理 １号
本人等から診療内容、診療方針等の確認に係わる開
示請求を受理したため、カルテ開示ガイドラインに
沿って対応

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル

処理
１号 労災給付認定に係わる資料提供

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録【３回】
マニュアル

処理
１号 他院での治療解明のための資料請求

本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 エックス線フィルム 電算処理 １号 他院での治療解明のための資料請求
本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録【２回】 電算処理 １号 相続関係
本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録 電算処理 １号 血液鑑定関係
本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 検査結果 電算処理 １号 血液鑑定関係
本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録【４回】
マニュアル

処理
１号 診療内容、診療方針等の確認のため 本人 無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル

処理
１号 労災認定の為 本人 無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル

処理
１号 診療内容、診療方針等の確認のため 本人の同意を得ている者 無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル

処理
１号 公災認定の為 本人の同意を得ている者 無 ○

国立病院機構 診療録 電算処理 １号 保健所提出（調査）のため 本人 無 ○

国立病院機構 診療録【３回】 電算処理 １号 産科医療補償制度手続きのため
本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録 電算処理 １号 労災保険給付のため
本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録 電算処理 １号 労災保険給付のため
本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル

処理
１号 障害厚生年金の受給請求のため 本人 無 ○

国立病院機構 診療録 電算処理 １号 保険請求のため 本人 無 ○
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独立行政法人等名
個人情報ファイルの

名称

電算処
理・マニュ
アル処理

の別

根拠規
定（法９
条２項各
号の別）

利用・提供理由 利用・提供先

経常的提
供先とし
ての記載
の有無

利用・提供した
記録項目の範

囲
（全部又は一部

の別）

全部 一部

国立病院機構 診療録【８回】 電算処理 １号 訴訟の為 本人 無 ○

国立病院機構 診療録【４回】 電算処理 １号 訴訟の為
本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録
マニュアル

処理
１号 障害年金の受給請求のため 本人 無 ○

国立病院機構 診療録 電算処理 １号 遺産相続のため
本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録【７回】 電算処理 １号 診療内容、診療方針等の確認のため 本人 無 ○

国立病院機構 診療録【２回】 電算処理 １号 診療内容、診療方針等の確認のため
本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録 電算処理 １号 労働者災害補償保険給付請求のため
本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○
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利用・提供した

独立行政法人等名
個人情報ファイルの
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電算処
理・マニュ
アル処理

の別

根拠規
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経常的提
供先とし
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囲

（全部又は一部
の別）

全部 一部

国立病院機構 診療録【９回】 電算処理 １号 給付金等の請求のため 本人 無 ○ 

国立病院機構 診療録
マニュアル

処理
１号 訴訟の為 本人 無 ○

国立病院機構 診療録 電算処理 １号 訴訟の為 本人 無 ○

国立病院機構 診療録【５回】 電算処理 １号 訴訟の為
本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録 電算処理 １号 診療内容、診療方針等の確認のため
本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録 電算処理 １号 損害賠償請求事件
本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録 電算処理 １号 損害賠償請求事件 本人 無 ○

国立病院機構 診療録 電算処理 １号 労働者災害補償保険給付請求のため
本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録 電算処理 １号 給付金等の請求のため 本人 無 ○

国立病院機構 診療録 電算処理 １号 給付金等の請求のため
本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録 電算処理 １号 損害賠償請求事件 本人 無 ○

国立病院機構 診療録 電算処理 １号 損害賠償請求事件
本人及び本人の同意を得て
いる者

無 ○

国立病院機構 診療録 電算処理 １号 労災認定のため 本人 無 ○

自動車事故対策機構 認定セミナー受講者データ 電算処理 １号 受講記録の管理
国土交通省大臣官房運輸
安全管理官室

有 ○

自動車事故対策機構 指導講習予約データ 電算処理 １号 指導講習予約情報の提供
公益財団法人 運行管理者
試験センター -

有 ○

自動車事故対策機構 指導講習予約データ 電算処理 ３号 指導講習予約情報の提供 地方運輸支局 無 ○

自動車事故対策機構 指導講習予約データ 電算処理 ４号 適性診断情報の提供 都道府県トラック協会 無 ○

自動車事故対策機構 運転適性診断受診データ 電算処理 ４号 指導講習受講情報の提供 都道府県トラック協会 無 ○

住宅金融支援機構 個人融資借入申込書類ファイル
マニュアル

処理
４号 住宅ローンに関する調査のため 住宅事業者 無 ○

住宅金融支援機構 個人融資マスターデータファイル 電算処理 ３号 利息相当額の補助のため 市区町村 無 ○

住宅金融支援機構 個人融資マスターデータファイル 電算処理 １号 利子補給金申請のため 市区町村 無 ○

地域医療機能推進機構 診療録
マニュアル

処理
４号 損害賠償請求に関する民事訴訟法による 裁判所 無 ○

地域医療機能推進機構 画像情報(x線・C T/MRI) 電算処理 ４号 損害賠償請求に関する民事訴訟法による 裁判所 無 ○

地域医療機能推進機構 外来診療録
マニュアル

処理
１号 本人希望 本人 無 ○

地域医療機能推進機構 入院診療録
マニュアル

処理
１号 本人希望 本人 無 ○

地域医療機能推進機構 診療録 電算処理 １号 B型肝炎訴訟関係 患者宛 無 ○ 

地域医療機能推進機構 １号 本人の同意 本人 無 ○

地域医療機能推進機構 診療録 電算処理 １号 法定代理人
本人の同意を得ている本人
の家族

無 ○

地域医療機能推進機構 ３号 労災保険給付請求決定の為 労働基準監督署 無 ○

日本学生支援機構 返還マスターデータファイル　５５８回 電算処理 １号 本人からの申請により提供 本人 無 ○

日本学生支援機構 奨学マスターデータファイル　３８２回 電算処理 １号 本人からの申請により提供 本人 無 ○

「独立行政法人の主要な事務及び事業の改廃に関す
日本学生支援機構 奨学マスターデータファイル　１回 電算処理 ３号 る勧告の方向性について」(政委第23号平成18年11 日本学術振興会 無 ○

月27日)の勧告に基づき、提供

当機構との併給を禁止する奨学金支給条例及び支
日本学生支援機構 奨学マスターデータファイル　５１回 電算処理 ３号 給規則を制定している地方公共団体から、当機構の 地方自治体 無 ○

奨学生であるかの確認依頼により提供

日本学生支援機構 学籍詳細情報
マニュアル

処理
１号

本人同意のもと、入国管理局の定めにより受入報告
(年2回)、離脱報告(年1回)、在籍者報告(年2回)を実
施するため

入国管理局 有 ○
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利用・提供した
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個人情報ファイルの
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全部 一部

日本学生支援機構 日本語学校出願者入学願書(72件)
マニュアル

処理
１号

本人同意のもと、入国管理局へ入学希望者の在留資
格認定申請をおこなうため

入国管理局 有 ○ 

日本学生支援機構 学籍詳細情報（522件）
マニュアル

処理
１号

本人同意のもと、入国管理局の請求により、活動機
関における中長期在留者の受入れ及び離脱に関す
る届出のため

入国管理局 有 ○

日本学生支援機構 日本語学校出願者入学願書（92件）
マニュアル

処理
１号

本人同意のもと、入国管理局へ入学希望者の在留資
格認定申請を行うため

入国管理局 有 ○

農業者年金基金 被保険者ファイル 電算処理 ３号 農業者年金被保険者等の資格管理のため 日本年金機構 有 ○

農業者年金基金 新被保険者ファイル 電算処理 ３号 農業者年金被保険者等の資格管理のため 日本年金機構 有 ○

農業者年金基金 新被保険者ファイル 電算処理 ４号 農業者年金と国民年金基金の重複加入防止のため 国民年金基金連合会 有 ○

農業者年金基金 農業者年金年金受給権者ファイル 電算処理 ４号 農業者年金受給権者の生存確認のため 日本年金機構 有 ○

農業者年金基金 旧農業者年金年金受給権者ファイル 電算処理 ４号 農業者年金受給権者の生存確認のため 日本年金機構 有 ○

農畜産業振興機構 養豚経営安定対策事業参加者 電算処理 ４号 統計情報のため 内閣府沖縄総合事務局 有 ○

労働者健康福祉機構
患者情報データベース
【34ファイル59445回】

電算処理 １号 本人の同意 保険会社 無 ○

労働者健康福祉機構
患者情報データベース
【32ファイル982回】

電算処理 １号 本人の同意 本人の家族 無 ○

労働者健康福祉機構
患者情報データベース
【21ファイル109回】

電算処理 １号 本人の同意 弁護士 無 ○

労働者健康福祉機構
患者情報データベース
【2ファイル625回】

電算処理 １号 本人の同意 監督署 無 ○

労働者健康福祉機構
患者情報データベース
【3ファイル658回】

電算処理 １号 本人の同意 市町村 無 ○

労働者健康福祉機構
患者情報データベース
【1ファイル5回】

電算処理 １号 「産科医療補償制度」の原因分析 日本医療評価機構 無 ○

労働者健康福祉機構
患者情報データベース
【1ファイル1回】

電算処理 ３号 感染症歴確認 消防署 無 ○

労働者健康福祉機構
患者情報データベース
【23ファイル13905回】

電算処理 ３号
健康増進法第16条に基づく地域がん登録事業におい
て利用

都道府県 無 ○

労働者健康福祉機構
患者情報データベース
【7ファイル82回】

電算処理 ３号 救急搬送患者等の身元確認、安否確認 警察署 無 ○

労働者健康福祉機構
患者情報データベース
【12ファイル103回】

電算処理 ３号 救急搬送患者等の身元確認、安否確認 消防署 無 ○

労働者健康福祉機構
患者情報データベース
【7ファイル21回】

電算処理 ３号 処遇面の配慮 拘置所 無 ○

労働者健康福祉機構
患者情報データベース
【1ファイル2回】

電算処理 ３号 人口動態調査票照会 労働局 無 ○

労働者健康福祉機構
患者情報データベース
【2ファイル5回】

電算処理 ３号 診療内容の確認 市町村 無 ○

労働者健康福祉機構
患者情報データベース
【2ファイル32回】

電算処理 ３号 受診状況確認 全国健康保健協会 無 ○

労働者健康福祉機構
患者情報データベース
【5ファイル187回】

電算処理 ４号 身元確認 全国健康保健協会 無 ○

小樽商科大学 学生記録簿ファイル【8回】 電算処理 １号 本人合意に基づく個人情報提供
本学学生自治会，本学同窓
会

無 ○

旭川医科大学 患者登録ファイル 電算処理 １号
本人又は本人から代理権を与えられた親族（代理人）
から提供依頼があったため

本人または本人から代理権を
与えられた親族（代理人）へ提
供

無 ○

旭川医科大学 外来診療記録 電算処理 １号
本人又は本人から代理権を与えられた親族（代理人）
から提供依頼があったため

本人または本人から代理権を
与えられた親族（代理人）へ提
供

無 ○

旭川医科大学 入院診療記録 電算処理 １号
本人又は本人から代理権を与えられた親族（代理人）
から提供依頼があったため

本人または本人から代理権を
与えられた親族（代理人）へ提
供

無 ○
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旭川医科大学 エックス線フィルム 電算処理 １号
本人又は本人から代理権を与えられた親族（代理人）
から提供依頼があったため

本人または本人から代理権を
与えられた親族（代理人）へ提
供

無 ○ 

旭川医科大学 入学者選抜合否判定資料（医学科） 電算処理 １号 本人から提供依頼があったため 本人へ提供 無 ○

旭川医科大学 入学者選抜合否判定資料（看護学科） 電算処理 １号 本人から提供依頼があったため 本人へ提供 無 ○

弘前大学 教務システム 電算処理 ２号
債権関係，健康診断・授業料免除関係，ＴＡ・ＲＡ採用
関係，同窓会関係および就職関係のために利用

財務管理課，学生課，人事
課，広報・国際課および就
職支援室

無 ○

岩手大学 学籍ファイル 電算処理 １号
提供先から学生への連絡のために使用する目的で、
学生本人の同意を得た上で提供している

同窓会及び後援会 無 ○

東北大学 患者登録ファイル
マニュアル

処理
１号 患者本人からの診療録の開示請求 患者本人 無 ○

東北大学 患者登録ファイル
マニュアル

処理
１号

患者本人の同意に基づく保険金の支払いのため請求
（患者同意書の添付あり）

損害保険会社 無 ○

東北大学 患者登録ファイル
マニュアル

処理
１号

患者本人の同意に基づく請求（患者同意書の添付あ
り）

日本医療機能評価機構 無 ○

茨城大学 学籍簿
マニュアル

処理
４号

提供先による案内状等の送付のため、提供すること
が必要と認められるため

工学部総務係、多賀工業会
（茨城大学工学部同窓会）

有 ○

筑波大学 学籍ファイル 電算処理 ２号 学生証作成のため 学生部 学生生活課 無 ○

筑波大学 学籍ファイル 電算処理 ２号 授業料債務者情報作成のため 財務部 財務管理課 無 ○

筑波大学 学籍ファイル 電算処理 ２号 就職活動情報作成のため 学生部 就職課 無 ○

筑波大学 学籍ファイル 電算処理 ２号 学内交通システム利用候補者リスト作成のため 総務部 総務課 無 ○

筑波大学 学籍ファイル 電算処理 ２号 全学計算機システム利用者情報作成のため 学術情報メディアセンター 無 ○

筑波大学 学籍ファイル 電算処理 ２号 健康診断用情報作成のため 保健管理センター 無 ○

筑波大学 学籍ファイル 電算処理 ２号 学生相談業務のため 保健管理センター 無 ○

筑波大学 学籍ファイル 電算処理 ２号 入学者の成績追跡調査のため アドミッションセンター 無 ○

筑波大学 学籍ファイル 電算処理 ２号 eラーニング運用のため eラーニング推進室 無 ○

筑波大学 学籍ファイル 電算処理 ２号 学校基本調査の学生数等 企画室 企画係 無 ○

筑波大学 学籍ファイル 電算処理 ２号 校友会S NSサイト登録のため 連携渉外室 無 ○

筑波大学 学籍ファイル 電算処理 ２号 安否確認システム登録のため 総務部 総務課（リスク管理） 無 ○

筑波大学 学籍ファイル 電算処理 ２号 郵便物仕訳のため 総務部 総務課（文書管理） 無 ○

群馬大学 入学試験データファイル 電算処理 １号 本人に提供 本人 無 ○

群馬大学 入学試験データファイル 電算処理 ２号 修学指導、学生支援及び授業料徴収 学務部 無 ○

群馬大学 入学試験データファイル 電算処理 ３号 入試における合格及び追加合格決定業務の円滑化
大学入試センター及び国公
立大学

無 ○

群馬大学 病院情報システムファイル【８８回】 電算処理 １号
本人又は本人の同意を得た者から診療記録開示請
求があったため

本人又は本人の同意を得た
者

無 ○

千葉大学 個別学力検査答案
マニュアル

処理
２号 学内の調査・研究のため 試験問題作成委員 無 ○

千葉大学 学部入学試験ファイル 電算処理 １号 本人の成績開示として提供 本人 無 ○ 
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千葉大学 学部入学試験ファイル 電算処理 ２号 学内の統計資料のため 各学部 無 ○

千葉大学 大学院入学試験ファイル 電算処理 ２号 学内の統計資料のため 各研究科・学府 無 ○

千葉大学 オープンキャンパス申込みファイル 電算処理 ２号 学内の統計資料のため 各学部 無 ○

東京大学 診療録
マニュアル

処理
１号

東大病院で作成した通院紹介状とカンファレンス記録の開
示請求

在学生 無 ○

東京大学 診療録
マニュアル

処理
１号 障害年金請求のため 卒業生 無 ○

東京大学 診療録
マニュアル

処理
１号 障害年金請求のため 卒業生 無 ○

東京大学 診療録
マニュアル

処理
１号

診療の内容とカウンセリングの内容すべて（受診していた
時のもの）

卒業生 無 ○

東京大学 健康管理用データベース（学生）
マニュアル

処理
２号

進学生が病院等の実習のために提出すべき検査結果の
代行取得

医学部 無 ○

東京大学 健康管理用データベース（学生）
マニュアル

処理
２号

医学部生が初期臨床研修医として勤務するために必要な
検査結果の代行取得

附属病院 無 ○

東京大学 健康管理用データベース（学生）
マニュアル

処理
２号 医学部附属病院での実習のため 薬学部 無 ○

東京大学
健康管理用データベース（学生）・健康管理
用データベース（教職員）

マニュアル
処理

２号
感染症対策としてB型肝炎ワクチンの接種を行う、曝露事
故に遭遇した際の円滑な受診のため

医学系研究科 無 ○

東京大学 内科診療録（カルテ）
マニュアル

処理
１号 保険会社に提出するため 職員 無 ○

東京大学 診療録／精神科（本郷）
マニュアル

処理
１号 東京家庭裁判所に提出するため 卒業生 無 ○

東京大学
健康カード(職員)／健康管理用データベース
(教職員)

マニュアル
処理

３号 労災請求のため 中央労働基準監督署 無 ○

東京大学 学籍簿（6件）
マニュアル

処理
１号 在籍確認 日本弁護士連合会 無 ○

東京大学 学籍簿（1件）
マニュアル

処理
１号 在籍確認

報道機関からの照会による
もの

無 ○

東京大学 電子計算機登録利用者マスター 電算処理 ２号 所内向けemailアドレス、電話番号検索 生産技術研究所内 無 ○

東京農工大学 学籍基本情報【2回】 電算処理 １号 賛助会員及び同窓会会員のデータ処理のため 東京農工大学同窓会 無 ○

東京農工大学 学籍基本情報 電算処理 ４号
生協、学生総合共済、学生賠償責任保険加入者の所
属確認のため

東京農工大学消費者生活
共同組合

無 ○

東京工業大学
学部入学者選抜試験
（合否状況）

マニュアル
処理

１号 本人による入試成績の開示請求 本人 無 ○

東京工業大学 東京工業大学基金寄附金台帳 電算処理 １号 同窓会誌における寄附者のご芳名掲載 （社）蔵前工業会 有 ○

東京工業大学 東京工業大学基金寄附金台帳 電算処理 ３号 県民税の控除処理のため 都道府県 有 ○

横浜国立大学
免除・徴収猶予申請の統計データ（免除汎用
システム）

マニュアル
処理

１号
学生本人が希望した場合に限り、大学推薦奨学金の学内
選考用データに利用している。

学務・国際部学生支援課 無 ○

・新潟大学の男女共同参画推進室事業について全学
教職員への周知等のため。

新潟大学 新潟大学職員録【2回】 電算処理 ２号 ・学内コンピュータの棚卸システムへの登録のため。 新潟大学 有 ○

富山大学 診療録　３２件 電算処理 １号 患者本人又はその家族からの開示請求
患者本人又は本人の同意を
得たその家族

無 ○

金沢大学 病院情報管理システムデータ（電子カルテ）【84回】 電算処理 １号
病院のカルテ開示制度に基づき、
情報提供を求められた為

患者本人 無 ○

金沢大学 病院情報管理システムデータ（電子カルテ）【5回】 電算処理 １号
病院のカルテ開示制度に基づき、
情報提供を求められた為

患者本人 無 ○
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金沢大学 病院情報管理システムデータ（電子カルテ）【13回】 電算処理 ４号
病院のカルテ開示制度に基づき、
情報提供を求められた為

患者本人の法定代理人 無 ○

金沢大学 病院情報管理システムデータ（電子カルテ）【1回】 電算処理 ４号
病院のカルテ開示制度に基づき、
情報提供を求められた為

患者本人の法定代理人 無 ○

金沢大学 診療録（紙媒体）【5回】
マニュアル

処理
１号

病院のカルテ開示制度に基づき、
情報提供を求められた為

患者本人 無 ○

金沢大学 診療録（紙媒体）【5回】
マニュアル

処理
１号

病院のカルテ開示制度に基づき、
情報提供を求められた為

患者本人 無 ○

金沢大学 診療録（紙媒体）【1回】
マニュアル

処理
４号

病院のカルテ開示制度に基づき、
情報提供を求められた為

患者本人の法定代理人 無 ○

金沢大学 診療録（紙媒体）【1回】
マニュアル

処理
４号

病院のカルテ開示制度に基づき、
情報提供を求められた為

患者本人の法定代理人 無 ○ 

岐阜大学 病理報告書ファイル
マニュアル

処理
２号 学術研究用 学内研究者 無 ○ 

岐阜大学 手術台帳
マニュアル

処理
２号 学術研究用 学内研究者 無 ○

岐阜大学 腫瘍登録
マニュアル

処理
２号 学術研究用 学内研究者 無 ○

岐阜大学 感染統計
マニュアル

処理
２号 学術研究用 学内研究者 無 ○ 

本学同窓会，本学大学生
岐阜大学 学生マスターファイル 電算処理 １号 入学時に本人の同意を得て提出 協，民間事業者（学生証の 無 ○

発行）

浜松医科大学 診療録（12回）
マニュアル

処理
１号

患者本人又は本人の同意を得たその家族・代理人か
らの開示請求

患者本人又は本人の同意を
得たその家族・代理人

無 ○

浜松医科大学 診療録（25回）
マニュアル

処理
１号

患者本人又は本人の同意を得たその家族・代理人か
らの開示請求

患者本人又は本人の同意を
得たその家族・代理人

無 ○

浜松医科大学 検査結果報告書（3回） 電算処理 １号 患者本人からの開示請求 患者本人 無 ○ 

三重大学 外来診療録【32回】 電算処理 １号
本人又は本人の同意に基づくその家族・代理人から
の開示請求

個人 無 ○

三重大学 外来診療録【18回】 電算処理 １号
本人又は本人の同意に基づくその家族・代理人から
の開示請求

個人 無 ○ 

三重大学 入院診療録【19回】 電算処理 １号
本人又は本人の同意に基づくその家族・代理人から
の開示請求 

個人 無 ○

三重大学 入院診療録【12回】 電算処理 １号
本人又は本人の同意に基づくその家族・代理人から
の開示請求

個人 無 ○ 

京都教育大学 教務ファイル 電算処理 ２号 債権管理のため 本学会計課 無 ○ 

京都教育大学 教務ファイル 電算処理 ２号 電子メールアドレス管理のため
本学研究協力・附属学校支
援課 

無 ○

大阪大学 歯科診療録【３４回】 電算処理 １号
診療情報提供制度に基づき、本人から請求があった
ため

本人 無 ○

大阪大学 歯科診療録【１５回】 電算処理 １号
診療情報提供制度に基づき、本人から請求があった
ため

本人 無 ○

大阪大学 歯科診療録 電算処理 １号
診療情報提供制度に基づき、本人の同意を得た家族
から請求があったため

本人の同意を得た家族 無 ○

大阪大学 歯科診療録【７回】
マニュアル

処理
１号

診療情報提供制度に基づき、本人から請求があった
ため

本人 無 ○

大阪大学 歯科診療録【２回】
マニュアル

処理
１号

診療情報提供制度に基づき、本人から請求があった
ため

本人 無 ○

大阪大学 入院診療録【５回】 電算処理 １号
診療情報提供制度に基づき、本人から請求があった
ため

本人 無 ○ 

大阪大学 入院診療録 電算処理 １号
診療情報提供制度に基づき、本人から請求があった
ため

本人 無 ○
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【個人情報ファイルの記録情報の利用目的以外の目的のための利用・提供の状況（概要）】
　2-1③　法第9条第2項に基づく場合　＜本文表３、独立行政法人等別内訳表３関係＞

利用・提供した

独立行政法人等名
個人情報ファイルの

名称

電算処
理・マニュ
アル処理

の別

根拠規
定（法９
条２項各
号の別）

利用・提供理由 利用・提供先

経常的提
供先とし
ての記載
の有無

記録項目の範
囲

（全部又は一部
の別）

全部 一部

大阪大学 入院診療録
マニュアル

処理
１号

診療情報提供制度に基づき、本人から請求があった
ため

本人 無 ○

大阪大学 入院診療録
マニュアル

処理
１号

診療情報提供制度に基づき、本人から請求があった
ため

本人 無 ○ 

大阪大学 診療録・診療諸記録 電算処理 ４号
大阪府がん患者登録事業による統計の作成に協力
するため

医師会 無 ○

神戸大学
神戸大学統合ユーザ管理システムデータ
ベースファイル

電算処理 ２号 図書館ファイルの基礎ファイルとして利用するため。
神戸大学附属図書館情報
管理課

無 ○

神戸大学 学生証データ 電算処理 ２号
図書館利用ID提供のため。学生証再発行情報の提
供のため。

神戸大学附属図書館情報
管理課

無 ○

右記提供先への提供について卒業生（修了生）本人

神戸大学 卒業者（修了者）ファイル 電算処理 １号
の同意を得た個人情報を提供することにより卒業生
（修了生）に対する活動支援及び在学生に対する就

神戸大学学友会及び神戸
大学各学部同窓会

有 ○

職支援に資するため。

広島大学 栄養指導管理ファイル 電算処理 ４号
「糖尿病透析予防指導の実態調査」を全国国立大学
病院で共同研究する事となったため

徳島大学病院栄養部 無 ○

山口大学 診療に関する諸記録ファイル【40件】
マニュアル

処理
１号 患者本人又はその家族からの開示請求

患者本人又は本人の同意を
得た家族

無 ○

山口大学 診療に関する諸記録ファイル【6件】
マニュアル

処理
４号 患者の家族からの開示請求 患者の家族 無 ○

徳島大学 教務ファイル【3回】 電算処理 １号 証明書確認 人事サポート会社 無 ○

徳島大学 教務ファイル 電算処理 ４号 卒業者確認 医療機関 無 ○

徳島大学 教務ファイル 電算処理 ３号 在学確認 市町村 無 ○

徳島大学 診療録ファイル【１回】
マニュアル

処理
１号 他院での治療等

本人，本人の同意を得た法
定代理人，相続人等

無 ○

徳島大学 診療録ファイル（電子カルテ）【１回】 電算処理 １号 他院での治療等
本人，本人の同意を得た法
定代理人，相続人等

無 ○

徳島大学 放射線画像データ【１回】 電算処理 １号 他院での治療等
本人，本人の同意を得た法
定代理人，相続人等

無 ○

徳島大学 身上調書
マニュアル

処理
４号

　
学部同窓会への情報提供 学部同窓会 有 ○

徳島大学 情報センター利用者情報データベース 電算処理 ２号 学内の他のデータベースと連携するため 学務部図書館企画課 無 ○

香川大学 診療録（54回） 電算処理 １号
本人又はその家族から、診療内容等の確認に係る開
示請求を受理したため、カルテ開示ガイドラインに
沿って対応

本人又は本人の同意を得た
家族

無 ○

日本私立学校振興・共済事
業団

加入者ファイル 電算処理 ４号
未払い賃金の立替事業にかかる加入者期間調査の
ため

労働基準監督署 無 ○

日本中央競馬会 電話投票会員データベースファイル（2回） 電算処理 １号 破産管財に関する調査のため（本人同意書添付）  破産管財人 無 ○
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【開示請求の状況（処分の状況）】
　2-2①　延長手続を採らずに行った処分に係るもので30日以内に決定されなかったもの＜本文表６－１及び４、独立行政法人等別内訳表4－(2)－イ・ウ関係＞

独立行政法人等名 件名 受付年月日 期限 決定年月日 超過日数 30日以内に決定されなかった理由

国立高等専門学校機構 入試個人情報開示 H26.4.7 H26.5.6 H26.5.13 7 
関係部署との調整に時間を要し、事務処
理が遅延したため

国立高等専門学校機構 入試個人情報開示 H26.4.7 H26.5.6 H26.5.13 7 
関係部署との調整に時間を要し、事務処
理が遅延したため

国立高等専門学校機構 入試個人情報開示 H26.4.7 H26.5.6 H26.5.13 7
関係部署との調整に時間を要し、事務処
理が遅延したため 

国立高等専門学校機構 入試個人情報開示 H26.4.8 H26.5.7 H26.5.13 6 関係部署との調整に時間を要し、事務処
理が遅延したため

国立高等専門学校機構 入試個人情報開示 H26.4.10 H26.5.9 H26.5.13 4
関係部署との調整に時間を要し、事務処
理が遅延したため 

国立高等専門学校機構 入試個人情報開示 H26.6.25 H26.7.24 H26.8.1 8
関係部署との調整に時間を要し、事務処
理が遅延したため

国立成育医療研究センター

初診から最終受診日までの
診療録、看護経過報告、検
査結果、画像情報等のすべ
て

H27.1.15 H27.2.15 H27.2.18 3 
担当医師より「支障あり」と判断され委員会
で審議を行ったため

日本スポーツ振興センター 災害共済給付オンライン請求 H26.6.19 H26.7.9 H26.7.15 6

個人情報開示請求と情報公開請求を同一
部署が対応しており、同時期に多数の情
報公開請求がなされ、担当部署の所管業
務が多忙となり、開示決定等の処理に時
間を要したため 
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【開示請求の状況（異議申立ての処理日数の状況）】
　2-2②　平成26年度中に審査会に諮問した事案のうち、異議申立てを受けてから審査会に諮問した日までに要した日数が90日超のもの

＜本文表10-４及び５、 独立行政法人等別内訳表4－(4)－イ関係＞

独立行政法人等名 件名 受付年月日 諮問した日 要した日数 90日以内に諮問できなかった特段の事情

九州大学 ハラスメントに関する文書 H26.2.4 H26.5.12 97
文書の不存在に係る事案であり、開示請求文書の
再探索及び確認に時間を要したため。また、所管業
務が著しく繁忙であったため。

九州大学 ハラスメントに関する文書 H26.2.4 H26.5.12 97
文書の不存在に係る事案であり、開示請求文書の
再探索及び確認に時間を要したため。また、所管業
務が著しく繁忙であったため。 

日本年金機構

特定人の特定日受付障害給付額改
定請求書の審査にあたり、適用した
認定基準が分かる書類及び特定通
知に記載された医師等に確認をした
のか、確認をしないとした場合なぜ確
認の必要が無いとしたのかが分かる
書類 

H25.10.17 H27.2.9 480

所管業務が忙しく繁忙であったため。（担当部署の
所管業務は個人情報保護管理対策の企画・調整・
推進から、開示請求や情報提供に関するお客様や
機構全体からの相談窓口業務まで担当していたた
め。 

日本年金機構 国民年金保険料の記録 H26.5.22 H26.10.8 139

所管業務が忙しく繁忙であったため。（担当部署の
所管業務は個人情報保護管理対策の企画・調整・
推進から、開示請求や情報提供に関するお客様や
機構全体からの相談窓口業務まで担当していたた
め。 

日本年金機構
厚生年金保険にかかる記録（答申後
の決定に対する異議） 

H26.9.10 H27.1.16 128

所管業務が忙しく繁忙であったため。（担当部署の
所管業務は個人情報保護管理対策の企画・調整・
推進から、開示請求や情報提供に関するお客様や
機構全体からの相談窓口業務まで担当していたた
め。 
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【開示請求の状況（異議申立ての処理日数の状況）】
　2-2③　調査日現在、審査会への諮問準備中等の事案のうち、異議申立てを受けてからの経過日数が90日超のもの
　　　　＜本文表10－４及び６、独立行政法人等別内訳表4－(4)－イ 関係＞

独立行政法人等名 件名 受付年月日 経過日数 90日以内に諮問できなかった特段の事情

国立高等専門学校機
構

①平成15年3月の訓告に係る保有個人情報
②平成20年10月、懲戒調査委員会が提示し
た書面、およびこの書面作成に利用した個人
情報 

H26.4.11 354 補正を5月8日に求めたが未提出

国立高等専門学校機
構

5月8日付補正依頼文書等に関する反論 H26.5.14 320 再補正を6月25日に求めたが未提出

国立高等専門学校機
構

開示場所についての反論 H26.5.14 320 再補正を6月25日に求めたが未提出

日本年金機構

特定日付申立人からのねんきん特別便回答
及びその添付資料「記録内容の「間違い」に
関する説明」に対する特定日付美濃加茂年
金事務所からの回答文書一式（答申後の決
定に対する異議）

H26.3.24 372 
所管業務が著しく繁忙であったため。（担当部署の所管業務は個人情報保護管
理対策の企画・調整・推進から、開示請求や情報提供に関するお客様や機構全
体からの相談窓口行業務まで担当していたため。）

日本年金機構 年金記録一切の開示請求に対する異議 H26.9.18 194
所管業務が著しく繁忙であったため。（担当部署の所管業務は個人情報保護管
理対策の企画・調整・推進から、開示請求や情報提供に関するお客様や機構全
体からの相談窓口行業務まで担当していたため。）

日本郵便株式会社
東京中央郵便局において配達した配達記録
郵便物の配達証（不存在）に対する異議申し
立て

H18.10.24 3080 
異議申し立ての内容について不明な点が多く、複数回問い合わせているもの
の、連絡が取れないことが多く、また、回答に不明な点があり、確認に時間を要
しているため。 

【開示請求の状況（異議申立ての処理日数の状況）】
　2-2④　平成26年度に行った決定のうち、審査会の答申を受けた事案に係るものであって、答申を受けた日から決定までに要した日数が60日超のもの
　　　　 ＜本文表10-７及び８、独立行政法人等別内訳表4－(4)－ウ関係＞

独立行政法人等名 件名 答申年月日 裁決・決定日 要した日数 60日以内にできなかった特段の事情

東北大学

ハラスメント全学防止対策委員会が本人に
関して特定期間に作成ないし取得した文書
の一部開示決定に関する件（平成２６年度
（独個）答申第５７号）

H26.11.20 H27.2.9 81 

異議申立て担当者は，情報公開・保有個人情報開示請求担当
及びその他業務も兼務している状況において，保有個人情報
開示請求を中心とした延べ約80件（定型的な判断可能な入試
成績の開示請求は含まない）の開示請求が断続的にあり、この
対応のため，異議申立ての事務処理が遅延したもの。

東北大学

本人に係るハラスメント申立てに係る調査結
果等における「貴殿の言動」の具体的内容等
が分かる文書の一部開示決定に関する件
（平成２６年度（独個）答申第５８号） 

H26.12.8 H27.2.9 63

異議申立て担当者は，情報公開・保有個人情報開示請求担当
及びその他業務も兼務している状況において，保有個人情報
開示請求を中心とした延べ約80件（定型的な判断可能な入試
成績の開示請求は含まない）の開示請求が断続的にあり、この
対応のため，異議申立ての事務処理が遅延したもの。 

東北大学
本人に係るハラスメント調査報告書附属資料
の音声記録等の一部開示決定に関する件
（平成２６年度（独個）答申第５９号）

H26.12.3 H27.2.9 68 

異議申立て担当者は，情報公開・保有個人情報開示請求担当
及びその他業務も兼務している状況において，保有個人情報
開示請求を中心とした延べ約80件（定型的な判断可能な入試
成績の開示請求は含まない）の開示請求が断続的にあり、この
対応のため，異議申立ての事務処理が遅延したもの。

東北大学

本人に係る「ハラスメントに係る懲戒事案の
移送について」の調査・審議の内容等が分か
る文書の一部開示決定に関する件（平成２６
年度（独個）答申第６０号）

H26.12.3 H27.2.9 68 

異議申立て担当者は，情報公開・保有個人情報開示請求担当
及びその他業務も兼務している状況において，保有個人情報
開示請求を中心とした延べ約80件（定型的な判断可能な入試
成績の開示請求は含まない）の開示請求が断続的にあり、この
対応のため，異議申立ての事務処理が遅延したもの。

東北大学
ハラスメント事案の申立人である本人からの
事情聴取記録書の一部開示決定に関する件
（平成２６年度（独個）答申第６１号）

H26.12.3 H27.2.9 68 

異議申立て担当者は，情報公開・保有個人情報開示請求担当
及びその他業務も兼務している状況において，保有個人情報
開示請求を中心とした延べ約81件（定型的な判断可能な入試
成績の開示請求は含まない）の開示請求が断続的にあり、この
対応のため，異議申立ての事務処理が遅延したもの。 

九州大学 ハラスメントに関する文書 H26.2.19 H26.5.9 79 決定に至る検討を慎重に行う必要があり、時間を要したため。
また、所管業務が著しく繁忙であったため。

九州大学 ハラスメントに関する文書 H26.2.19 H26.5.9 79
決定に至る検討を慎重に行う必要があり、時間を要したため。
また、所管業務が著しく繁忙であったため。

九州大学 ハラスメントに関する文書 H26.2.19 H26.5.9 79 決定に至る検討を慎重に行う必要があり、時間を要したため。
また、所管業務が著しく繁忙であったため。 

日本年金機構
特定期間における医療保険に関する記録及
び保険者番号・第4種被保険者整理記号等9
項目

H26.5.15 H26.8.1 78 

所管業務が著しく繁忙であったため。（担当部署の所管業務は
個人情報保護管理対策の企画･調整･推進から、開示請求や情
報提供に関するお客様や機構全体からの相談窓口業務まで担
当してたため。）

日本年金機構
申立人から請求のあった繰り上げ請求に関
する、北海道ブロック本部から提出された協
議依頼に関する書面 

H26.7.1 H27.2.3 217
所管業務が著しく繁忙であったため。また、原処分が妥当であ
る旨の答申であり、他事案の諮問を優先させたため。
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日本年金機構
申立人の老齢基礎年金に関する、北海道ブ
ロック本部と帯広年金事務所の間で交わされ
た書面

H26.7.1 H27.2.3 217
所管業務が著しく繁忙であったため。また、原処分が妥当であ
る旨の答申であり、他事案の諮問を優先させたため。

日本年金機構
申立人に仙台東社会保険事務所から振り込
まれた特定年金の趣旨を表示した書面・支出
負担行為が適正であることを認証した書類等

H26.12.12 H27.2.17 67 

所管業務が著しく繁忙であったため。（担当部署の所管業務は
個人情報保護管理対策の企画･調整･推進から、開示請求や情
報提供に関するお客様や機構全体からの相談窓口業務まで担
当してたため。） 

【開示請求の状況（異議申立ての処理日数の状況）】
　2-2⑤　調査日現在、審査会の答申を受けて決定の準備中の事案のうち、答申を受けてからの経過日数が60日超のもの
＜本文表10-７，９及び12、独立行政法人等別内訳表4－(4)－ウ関係＞

独立行政法人等名 件名 答申年月日 経過日数 60日以内に決定ができなかった特段の事情 

日本年金機構 申立人の母の基礎年金番号と加入期間 H26.8.7 236
所管業務が著しく繁忙であったため。また、原処分が妥当であ
る旨の答申であり、他事案の諮問を優先させたため。

日本年金機構 
申立人の父の納付した年金保険料及び年金
記録 H26.8.7 236

所管業務が著しく繁忙であったため。（担当部署の所管業務は
個人情報保護管理対策の企画･調整･推進から、開示請求や情
報提供に関するお客様や機構全体からの相談窓口業務まで担
当してたため。）
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【訂正請求の状況（異議申立ての処理日数の状況）】
　2-2⑥　調査日現在、審査会への諮問準備中等の事案のうち、異議申立てを受けてからの経過日数が90日超のもの
　　　　＜本文表10－４及び６、独立行政法人等別内訳表5－(4)－イ 関係＞

独立行政法人等名 件名 受付年月日 経過日数 90日以内に諮問できなかった特段の事情

東京医科歯科大
学

医学部附属病院における診療録 H26.10.28 154日
異議申立人が口頭意見陳述の機会を求めているが、異議申立人側の準備が
できておらず、学内での審議を進めることができないため。

【訂正請求の状況（異議申立ての処理日数の状況）】
　2-2⑦　26年度に行った決定のうち、審査会の答申を受けた事案に係るものであって、答申を受けた日から決定までに要した日数が60日超のもの
　　　　＜本文表10－７及び８、独立行政法人等別内訳表5－(4)－ウ 関係＞

独立行政法人等名 件名 答申年月日 決定日 要した日数 60日以内にできなかった特段の事情

九州大学 ハラスメントに関する文書 H26.2.19 H26.5.9 79
決定に至る検討を慎重に行う必要があり、時間を要したため。
また、所管業務が著しく繁忙であったため。

【利用停止請求の状況（不服申立ての処理日数の状況）】

　2-2⑧　調査日現在、審査会への諮問準備中等の事案のうち、異議申立てを受けてからの経過日数が90日超のもの
　　　　＜本文表10－４及び６、独立行政法人等別内訳表6－(4)－イ 関係＞

機関名 件名 受付年月日 経過日数 90日以内に諮問できなかった特段の事情

日本郵便株式会
社

書留郵便物受領証、配達証、郵便物追跡系シ
ステム画面等の利用停止しないことの決定に
関する件 

H18.11.28 3045
異議申し立ての内容について不明な点が多いため、複数回問い合わせている
ものの、連絡が取れないことが多く、また、回答に不明な点があり、確認に時間
を要しているため。

日本郵便株式会
社

書留郵便物受領証、配達証、郵便物追跡系シ
ステム画面等の利用停止（消去）しないことの
決定に関する件 

H19.2.26 2955
異議申し立ての内容について不明な点が多いため、複数回問い合わせている
ものの、連絡が取れないことが多く、また、回答に不明な点があり、確認に時間
を要しているため。
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【訴訟の状況】
　2-2⑨　訴訟の状況＜本文表12、独立行政法人等別内訳表７関係＞

＜第１審＞

１．　平成26年度中に提訴された事件

独立行政法人等名 提訴年月日 裁判所 行政庁

国際協力機構 H27.1.7 東京地裁 国際協力機構

国立高等専門学校機構 H26.9.1 東京地裁 国立高等専門学校機構

三重大学 H26.11.6 大阪地裁 三重大学

沖縄振興開発金融公庫 H27.3.9 那覇地裁 沖縄振興開発金融公庫

＜控訴審＞

○　平成26年度中に言い渡された判決

独立行政法人等名 裁判所 行政庁 判決年月日 事件の概要 判決区分 備考

国立高等専門学校機構 東京高裁
国立高等専
門学校機構

H26.4.18

<保有個人情報jの利用不停止処分等請求
控訴事件>
平成21年3月13日付けで国立高等専門学
校機構が開示請求者に行なった不開示決
定処分に係る第一審判決についての個人
情報の利用不停止及び不訂正処分の取
消を求める控訴審

控訴棄却

＜上告審＞

○　平成26年度中に言い渡された判決 

機関名 裁判所 行政庁 判決年月日 事件の概要 判決区分 備考

国立病院機構 最高裁
国立病院機
構 H25.6.12

〈個人情報一部非開示処分取消請求事
件〉
機構病院で手術を受けた原告が、病院が
保有する「原告の求めにより開催した臨時
医療安全管理委員会議事録」の開示を求
めた事案

上告棄却、上
告不受理
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【監査・点検、教育研修の状況】
　2-3①　監査を担当する主たる担当部局の名称

独立行政法人等名 担当部局名

奄美群島振興開発基金 内部監査担当
医薬基盤研究所 総務部総務課
医薬品医療機器総合機構 監査室
宇宙航空研究開発機構 評価・監査部
海技教育機構 事務局総務課
海上技術安全研究所 総務部総務課
海洋研究開発機構 監査室
科学技術振興機構 研究倫理・監査室
家畜改良センター コンプライアンス推進室
環境再生保全機構 総務部企画課
教員研修センター 総務部総務課
勤労者退職金共済機構 総務部総務課
空港周辺整備機構 総務課
経済産業研究所 総務グループ
建築研究所 監事
航海訓練所 事務局総務課
工業所有権情報・研修館 総務部
航空大学校 監事
交通安全環境研究所 監事
高齢・障害・求職者雇用支援機構 内部監査室
港湾空港技術研究所 企画管理部総務課
国際観光振興機構 経営管理部
国際協力機構 情報システム室
国際交流基金 監査室
国際農林水産業研究センター 監事
国民生活センター 総務部総務課
国立印刷局 総務部総務課法務係
国立科学博物館 経営管理部経営管理課
国立環境研究所 監査室
国立がん研究センター 監査室
国立健康・栄養研究所 事務部庶務課
国立高等専門学校機構 監査室
国立公文書館 総務課
国立国際医療研究センター 監査室
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 監事および監査室
国立循環器病研究センター 監査室
国立女性教育会館 総務課
国立成育医療研究センター 監査室
国立青少年教育振興機構 監査室
国立精神・神経医療研究センター 企画経営部
国立大学財務・経営センター 総務部総務課
国立長寿医療研究センター 監査室
国立特別支援教育総合研究所 監査・コンプライアンス室
国立美術館 本部事務局総務企画担当係
国立病院機構 内部統制・監査部
国立文化財機構 本部事務局総務企画課総務・研究推進担当
産業技術総合研究所 総務本部業務推進支援部情報公開・個人情報保護推進室
自動車検査独立行政法人 監事、監事監査室
自動車事故対策機構 総務部総務グループ
住宅金融支援機構 監査部内部監査グループ
種苗管理センター 監査室
酒類総合研究所 醸造技術基盤研究部門
情報処理推進機構 監査室
情報通信研究機構 監査室
新エネルギー・産業技術総合開発機構 総務部総務課
森林総合研究所 監事
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独立行政法人等名 担当部局名

水産総合研究センター 監事
水産大学校 監査役
製品評価技術基盤機構 監査役
石油天然ガス・金属鉱物資源機構 監事室
造幣局 首席監査官
大学入試センター 監事（監査・評価室）
大学評価・学位授与機構 監査室
地域医療機能推進機構 本部業務監査室
中小企業基盤整備機構 監査統括室
駐留軍等労働者労務管理機構 評価・監査役
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 監査部
電子航法研究所 総務課
統計センター 経営審議室
都市再生機構 監査室
土木研究所 監事
日本学術振興会 監査室
日本学生支援機構 監査室
日本芸術文化振興会 監事
日本原子力研究開発機構 法務監査部
日本高速道路保有・債務返済機構 総務部総務課
日本スポーツ振興センター 監事
日本貿易振興機構 監査室
日本貿易保険 コンプライアンス委員会
年金積立金管理運用独立行政法人 監査室
農業環境技術研究所 監査室
農業者年金基金 監事
農業生物資源研究所 監事
農業・食品産業技術総合研究機構 監事
農畜産業振興機構 監事、業務監査室
農林漁業信用基金 監理室
農林水産消費安全技術センター 監事、業務監査室
福祉医療機構 監査室
物質・材料研究機構 監査室
防災科学技術研究所 監査・コンプライアンス室
放射線医学総合研究所 監査・コンプライアンス室
北方領土問題対策協会 総務課
水資源機構 監査室
郵便貯金・簡易生命保険管理機構 企画役
理化学研究所 監事・監査室
労働安全衛生総合研究所 監事
労働者健康福祉機構 内部監査室
労働政策研究・研修機構 内部統制推進室
北海道大学 監査室
北海道教育大学 監査室
室蘭工業大学 監査室
小樽商科大学 経営監査室
帯広畜産大学 経営管理部総務課
旭川医科大学 監査室
北見工業大学 企画広報課
弘前大学 総務部企画課
岩手大学 監査室
東北大学 監査室
宮城教育大学 評価室
秋田大学 総務企画課
山形大学 監査室
福島大学 監査室
茨城大学 監事
筑波大学 監査室
筑波技術大学 監事
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独立行政法人等名 担当部局名

宇都宮大学 監査室
群馬大学 監事（監査室）
埼玉大学 監事
千葉大学 監事
東京大学 常勤監事
東京医科歯科大学 監査室
東京外国語大学 総務企画課広報係
東京学芸大学 監事
東京農工大学 総務部総務課
東京芸術大学 監査室
東京工業大学 監事
東京海洋大学 監査室
お茶の水女子大学 監査室
電気通信大学 監事・内部監査室
一橋大学 監査室
横浜国立大学 総務部総務課
新潟大学 学術情報部情報企画課
長岡技術科学大学 監査室
上越教育大学 監事（監査室）
富山大学 監査課
金沢大学 法人監査室
福井大学 監事
山梨大学 監査室
信州大学 内部監査室
岐阜大学 監査室
静岡大学 総務部広報室
浜松医科大学 監事
名古屋大学 監査室
愛知教育大学 監事監査室
名古屋工業大学 監事
豊橋技術科学大学 監査室
三重大学 企画総務部総務チーム
滋賀大学 監事（監査室）
滋賀医科大学 監事（監査室）
京都大学 監査室（監事）
京都教育大学 内部監査室
京都工芸繊維大学 総務企画課
大阪大学 監査室
大阪教育大学 総務企画課
兵庫教育大学 監査室
神戸大学 企画部
奈良教育大学 監査室
奈良女子大学 監査戦略室
和歌山大学 監査室
鳥取大学 内部監査課
島根大学 監査室
岡山大学 法人監査室
広島大学 監査室
山口大学 監事（監事支援室）
徳島大学 監事、監査室
鳴門教育大学 監査室
香川大学 監査室
愛媛大学 監査室
高知大学 法人監査室
福岡教育大学 監査・業務改革室
九州大学 監査室
九州工業大学 監査室
佐賀大学 監査室
長崎大学 監査室
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独立行政法人等名 担当部局名

熊本大学 監査室
大分大学 監査室
宮崎大学 監査課
鹿児島大学 監査室
鹿屋体育大学 監査室
琉球大学 監査室
政策研究大学院大学 監査室
総合研究大学院大学 監査主幹
北陸先端科学技術大学院大学 監査室
奈良先端科学技術大学院大学 監査室
人間文化研究機構 本部監査室
自然科学研究機構 事務局総務課
高エネルギー加速器研究機構 高度情報利用推進室
情報・システム研究機構 監査室
沖縄科学技術大学院大学学園 監事
沖縄振興開発金融公庫 検査役
株式会社国際協力銀行 監査部
株式会社日本政策金融公庫 監査部
日本私立学校振興・共済事業団 監査室
日本中央競馬会 法務部コンプライアンス推進室
日本年金機構 監査部
放送大学学園 監査室

原子力損害賠償・廃炉等支援機構 総務グループ

農水産業協同組合貯金保険機構 企画班参事
預金保険機構 監査室
日本銀行 検査室

日本司法支援センター 監査室
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