
国立大学法人大分大学法人文書ファイル管理簿 医・講座等

大分類 中分類 小分類
1981年度 産科婦人科学 管理 規則関係 昭和51年～平成12年度学内規則 産婦人科 1982年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科 病院長 廃棄

1987年度 産科婦人科学 病院 校費負担に関する申請書類 体外受精・胚移植承諾書（昭和62年度） 産婦人科 1988年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科 病院長 廃棄

1987年度 産科婦人科学 病院 校費負担に関する申請書類 体外受精・胚移植申請書控（昭和62年度） 産婦人科 1988年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科 病院長 廃棄

1988年度 薬剤部 病院 校費負担に関する申請書類 体外受精・胚移植承諾書（昭和63年度） 産婦人科 1989年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科 病院長 廃棄

1988年度 薬剤部 病院 校費負担に関する申請書類 体外受精・胚移植申請書控（昭和63年度） 産婦人科 1989年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科 病院長 廃棄

1989年度 薬剤部 病院 校費負担に関する申請書類 体外受精・胚移植承諾書（平成元年度） 産婦人科 1990年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科 病院長 廃棄

1989年度 薬剤部 病院 校費負担に関する申請書類 体外受精・胚移植申請書控（平成元年度） 産婦人科 1990年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科 病院長 廃棄

1990年度 薬剤部 病院 校費負担に関する申請書類 体外受精・胚移植承諾書（平成2年度） 産婦人科 1991年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科 病院長 廃棄

1990年度 薬剤部 病院 校費負担に関する申請書類 体外受精・胚移植申請書控（平成2年度） 産婦人科 1991年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科 病院長 廃棄

1991年度 薬剤部 病院 校費負担に関する申請書類 体外受精・胚移植承諾書（平成3年度） 産婦人科 1992年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科 病院長 廃棄

1991年度 薬剤部 病院 校費負担に関する申請書類 体外受精・胚移植申請書控（平成3年度） 産婦人科 1992年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科 病院長 廃棄

1992年度 薬剤部 病院 校費負担に関する申請書類 体外受精・胚移植承諾書（平成4年度） 産婦人科 1993年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科 病院長 廃棄

1992年度 薬剤部 病院 校費負担に関する申請書類 体外受精・胚移植申請書控（平成4年度） 産婦人科 1993年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科 病院長 廃棄

1993年度 薬剤部 病院 校費負担に関する申請書類 体外受精・胚移植承諾書（平成5年度） 産婦人科 1994年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科 病院長 廃棄

1993年度 薬剤部 病院 校費負担に関する申請書類 体外受精・胚移植申請書控（平成5年度） 産婦人科 1994年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科 病院長 廃棄

1994年度 薬剤部 病院 校費負担に関する申請書類 体外受精・胚移植承諾書（平成6年度） 産婦人科 1995年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科 病院長 廃棄

1994年度 薬剤部 病院 校費負担に関する申請書類 体外受精・胚移植申請書控（平成6年度） 産婦人科 1995年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科 病院長 廃棄

1995年度 薬剤部 病院 校費負担に関する申請書類 体外受精・胚移植承諾書（平成7年度） 産婦人科 1996年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科 病院長 廃棄

1995年度 産科婦人科学 病院 校費負担に関する申請書類 体外受精・胚移植申請書控（平成7年度） 産婦人科 1996年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科 病院長 廃棄

1996年度 産科婦人科学 病院 校費負担に関する申請書類 体外受精・胚移植承諾書（平成8年度） 産婦人科 1997年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科 病院長 廃棄

1996年度 産科婦人科学 病院 校費負担に関する申請書類 体外受精・胚移植申請書控（平成8年度） 産婦人科 1997年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科 病院長 廃棄

1997年度 産科婦人科学 病院 校費負担に関する申請書類 体外受精・胚移植承諾書（平成9年度） 産婦人科 1998年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科 病院長 廃棄

1997年度 産科婦人科学 病院 校費負担に関する申請書類 体外受精・胚移植申請書控（平成9年度） 産婦人科 1998年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科 病院長 廃棄

1998年度 産科婦人科学 病院 校費負担に関する申請書類 体外受精・胚移植承諾書（平成10年度） 産婦人科 1999年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科 病院長 廃棄

1998年度 産科婦人科学 病院 校費負担に関する申請書類 体外受精・胚移植申請書控（平成10年度） 産婦人科 1999年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科 病院長 廃棄

1999年度 産科婦人科学 病院 校費負担に関する申請書類 体外受精・胚移植承諾書（平成11年度） 産婦人科 2000年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科 病院長 廃棄

1999年度 産科婦人科学 病院 校費負担に関する申請書類 体外受精・胚移植申請書控（平成11年度） 産婦人科 2000年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科 病院長 廃棄

2000年度 産科婦人科学 管理 訴訟関係 鞭目事案 産婦人科 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 産科婦人科 病院長 廃棄

2000年度 産科婦人科学 病院 校費負担に関する申請書類 体外受精・胚移植申請書控（平成12年度） 産婦人科 2001年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科 病院長 廃棄

2000年度 内科学第3 教官研究 その他教官研究文書（5年） 論文別刷 内科学第3（神経内科学） 2001年4月1日 無期限 紙 医局事務室 内科学第3（神経内科学） 医学部長 廃棄

2000年度 放射線医学 図書 論文別刷 業績保存 放射線医学 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 医局 放射線医学 医学部長 廃棄

2000年度 放射線科 病院 保険医の登録に関するもの 保険医・麻薬施用者免許証写し控え 放射線科 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 医局 放射線科 病院長 廃棄

2001年度 産科婦人科学 病院 校費負担に関する申請書類 体外受精・胚移植承諾書（平成13年度） 産婦人科 2002年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科 病院長 廃棄

2001年度 放射線医学 教官研究 その他教官研究文書（5年） 論文別刷 放射線医学 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 医局 放射線医学 医学部長 廃棄

2001年度 放射線科 病院 保険医の登録に関するもの 保険医・麻薬施用者免許証写し控え 放射線科 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 医局 放射線科 病院長 廃棄

2002年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 平成14年度特定生物由来製品請求表 薬剤部 2003年4月1日 20年 2023年3月31日 紙 薬剤部倉庫 薬剤部・調剤室 病院長 廃棄

2002年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 平成14年度製剤記録票 薬剤部製剤室 2003年4月1日 20年 2023年3月31日 紙 薬剤部製剤室 薬剤部 病院長 廃棄

2002年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 平成14年度特殊製剤製剤録 薬剤部製剤室 2003年4月1日 20年 2023年3月31日 紙 薬剤部製剤室 薬剤部 病院長 廃棄

2002年度 産科婦人科学 管理 管理運営文書（無期限） 学内規則関係 産科婦人科学 2003年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科学 医学部長 廃棄

2003年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 平成15年度特定生物由来製品請求票 薬剤部 2003年4月1日 20年 2023年3月31日 紙 薬剤部倉庫 薬剤部・調剤室 病院長 廃棄

2003年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 平成15年度特定生物由来製品払出簿 薬剤部 2003年4月1日 20年 2023年3月31日 紙 薬剤部倉庫 薬剤部・調剤室 病院長 廃棄

2003年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 平成15年度特定生物由来製品請求表 薬剤部 2004年4月1日 20年 2024年3月31日 紙 薬剤部倉庫 薬剤部・調剤室 病院長 廃棄

2003年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 平成15年度製剤記録票 薬剤部製剤室 2004年4月1日 20年 2024年3月31日 紙 薬剤部製剤室 薬剤部 病院長 廃棄

2003年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 平成15年度特殊製剤製剤録 薬剤部製剤室 2004年4月1日 20年 2024年3月31日 紙 薬剤部製剤室 薬剤部 病院長 廃棄

2003年度 産科婦人科学 管理 管理運営文書（永年） 患者台帳産科台帳（平成14年度） 産科婦人科学 2004年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科学 医学部長 廃棄

2003年度 産科婦人科学 管理 管理運営文書（永年） 患者台帳腫瘍台帳（平成14年度） 産科婦人科学 2004年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科学 医学部長 廃棄

2003年度 産科婦人科学 管理 管理運営文書（永年） 患者台帳婦人科台帳（平成14年度） 産科婦人科学 2004年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科学 医学部長 廃棄

2003年度 産科婦人科学 管理 管理運営文書（永年） 患者台帳分娩台帳（平成14年度） 産科婦人科学 2004年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科学 医学部長 廃棄

2004年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 平成16年度特定生物由来製品請求票 薬剤部 2004年4月1日 20年 2024年3月31日 紙 薬剤部倉庫 薬剤部・調剤室 病院長 廃棄

2004年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 平成16年度特定生物由来製品払出簿 薬剤部 2004年4月1日 20年 2024年3月31日 紙 薬剤部倉庫 薬剤部・調剤室 病院長 廃棄

2004年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 平成16年度製剤記録票 薬剤部製剤室 2005年4月1日 20年 2025年3月31日 紙 薬剤部製剤室 薬剤部 病院長 廃棄

2004年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 平成16年度特殊製剤製剤録 薬剤部製剤室 2005年4月1日 20年 2025年3月31日 紙 薬剤部製剤室 薬剤部 病院長 廃棄

2004年度 産科婦人科学 管理 管理運営文書（永年） 医局行事（平成15年度） 産科婦人科学 2005年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科学 医学部長 廃棄

2004年度 産科婦人科学 管理 管理運営文書（永年） 患者台帳産科台帳（平成15年度） 産科婦人科学 2005年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科学 医学部長 廃棄
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2004年度 産科婦人科学 管理 管理運営文書（永年） 患者台帳腫瘍台帳（平成15年度） 産科婦人科学 2005年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科学 医学部長 廃棄

2004年度 産科婦人科学 管理 管理運営文書（永年） 患者台帳婦人科台帳（平成15年度） 産科婦人科学 2005年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科学 医学部長 廃棄

2004年度 産科婦人科学 管理 管理運営文書（永年） 患者台帳分娩台帳（平成15年度） 産科婦人科学 2005年4月1日 無期限 紙 書庫 産科婦人科学 医学部長 廃棄

2005年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 平成17年度特定生物由来製品請求票 薬剤部 2005年4月1日 20年 2025年3月31日 紙 薬剤部倉庫 薬剤部・調剤室 病院長 廃棄

2005年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 平成17年度特定生物由来製品払出簿 薬剤部 2005年4月1日 20年 2025年3月31日 紙 薬剤部倉庫 薬剤部・調剤室 病院長 廃棄

2005年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 平成17年度製剤記録票 薬剤部製剤室 2006年4月1日 20年 2026年3月31日 紙 薬剤部製剤室 薬剤部 病院長 廃棄

2005年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 平成17年度特殊製剤製剤録 薬剤部製剤室 2006年4月1日 20年 2026年3月31日 紙 薬剤部製剤室 薬剤部 病院長 廃棄

2006年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 平成18年度特定生物由来製品請求票 薬剤部 2006年4月1日 20年 2026年3月31日 紙 薬剤部倉庫 薬剤部・調剤室 病院長 廃棄

2006年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 平成18年度特定生物由来製品払出簿 薬剤部 2006年4月1日 20年 2026年3月31日 紙 薬剤部倉庫 薬剤部・調剤室 病院長 廃棄

2006年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 平成18年度製剤記録票 薬剤部製剤室 2007年4月1日 20年 2027年3月31日 紙 薬剤部製剤室 薬剤部 病院長 廃棄

2006年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 平成18年度特殊製剤製剤録 薬剤部製剤室 2007年4月1日 20年 2027年3月31日 紙 薬剤部製剤室 薬剤部 病院長 廃棄

2007年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 平成19年度特定生物由来製品請求票 薬剤部 2007年4月1日 20年 2027年3月31日 紙 薬剤部倉庫 薬剤部・調剤室 病院長 廃棄

2007年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 平成19年度特定生物由来製品払出簿 薬剤部 2007年4月1日 20年 2027年3月31日 紙 薬剤部倉庫 薬剤部・調剤室 病院長 廃棄

2007年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 平成19年度製剤記録票 薬剤部製剤係 2008年4月1日 20年 2028年3月31日 紙 薬剤部製剤室 薬剤部 病院長 廃棄

2007年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 平成19年度特殊製剤製剤録 薬剤部製剤係 2008年4月1日 20年 2028年3月31日 紙 薬剤部製剤室 薬剤部 病院長 廃棄

2008年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 平成20年度特定生物由来製品請求票 薬剤部 2008年4月1日 20年 2028年3月31日 紙 薬剤部倉庫 薬剤部・調剤室 病院長 廃棄

2008年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 平成20年度特定生物由来製品払出簿 薬剤部 2008年4月1日 20年 2028年3月31日 紙 薬剤部倉庫 薬剤部・調剤室 病院長 廃棄

2008年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 平成20年度製剤記録票 薬剤部製剤係 2009年4月1日 20年 2029年3月31日 紙 薬剤部製剤室 薬剤部 病院長 廃棄

2008年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 平成20年度特殊製剤製剤録 薬剤部製剤係 2009年4月1日 20年 2029年3月31日 紙 薬剤部製剤室 薬剤部 病院長 廃棄

2009年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 平成21年度特定生物由来製品請求票 薬剤部 2009年4月1日 20年 2029年3月31日 紙 薬剤部倉庫 薬剤部・調剤室 病院長 廃棄

2009年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 平成21年度特定生物由来製品払出簿 薬剤部 2009年4月1日 20年 2029年3月31日 紙 薬剤部倉庫 薬剤部・調剤室 病院長 廃棄

2010年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 平成22年度特定生物由来製品請求票 薬剤部 2010年4月1日 20年 2030年3月31日 紙 薬剤部倉庫 薬剤部・調剤室 病院長 廃棄

2010年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 平成22年度特定生物由来製品払出簿 薬剤部 2010年4月1日 20年 2030年3月31日 紙 薬剤部倉庫 薬剤部・調剤室 病院長 廃棄

2010年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 平成22年度製剤記録票 薬剤部製剤室 2011年4月1日 20年 2031年3月31日 紙 薬剤部製剤室 薬剤部 病院長 廃棄

2010年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 平成22年度特殊製剤製剤録 薬剤部製剤室 2011年4月1日 20年 2031年3月31日 紙 薬剤部製剤室 薬剤部 病院長 廃棄

2011年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 平成23年度　製剤記録表 薬剤部製剤係 2012年4月1日 20年 2032年3月31日 紙 薬剤部製剤室 薬剤部 病院長 廃棄

2011年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 平成23年度特定生物由来製品請求票 薬剤部 2011年4月1日 20年 2031年3月31日 紙 薬剤部倉庫 薬剤部・調剤室 病院長 廃棄

2011年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 平成23年度特定生物由来製品払出簿 薬剤部 2011年4月1日 20年 2031年3月31日 紙 薬剤部倉庫 薬剤部・調剤室 病院長 廃棄

2012年度 小児科学講座 講座 その他管理運営文書（１０年） 平成24年度当直日誌 小児科学講座 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 医局 小児科学講座 病院長 廃棄

2012年度 薬剤部 管理 委員会記録（軽易文書） 平成24年度薬事委員会資料 薬剤部 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄

2012年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（１０年） 平成24年度当直日誌 薬剤部 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄

2012年度 薬剤部 管理 委員会記録（重要文書） 平成24年度薬事委員会議事録 薬剤部 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄

2012年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 平成24年度特定生物由来製品請求票 薬剤部 2013年4月1日 20年 2033年3月31日 紙 薬剤部倉庫 薬剤部・調剤室 病院長 廃棄

2012年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 平成24年度特定生物由来製品払出簿 薬剤部 2013年4月1日 20年 2033年3月31日 紙 薬剤部倉庫 薬剤部・調剤室 病院長 廃棄

2012年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 平成24年度　製剤記録表 薬剤部製剤係 2013年4月1日 20年 2033年3月31日 紙 薬剤部製剤室 薬剤部 病院長 廃棄

2013年度 小児科学講座 講座 その他管理運営文書（１０年） 平成25年度当直日誌 小児科学講座 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 医局 小児科学講座 病院長 廃棄

2013年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（１０年） 平成25年度当直日誌 薬剤部 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄

2013年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 平成25年度特定生物由来製品請求票 薬剤部 2014年4月1日 20年 2034年3月31日 紙 薬剤部倉庫 薬剤部・調剤室 病院長 廃棄

2013年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 平成25年度特定生物由来製品払出簿 薬剤部 2014年4月1日 20年 2034年3月31日 紙 薬剤部倉庫 薬剤部・調剤室 病院長 廃棄

2014年度 小児科学講座 講座 その他管理運営文書（１０年） 平成26年度当直日誌 小児科学講座 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 医局 小児科学講座 病院長 廃棄

2014年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（１０年） 平成26年度当直日誌 薬剤部 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄

2014年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 平成26年度特定生物由来製品請求票 薬剤部 2014年4月1日 20年 2034年3月31日 紙 薬剤部倉庫 薬剤部・調剤室 病院長 廃棄

2014年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 平成26年度特定生物由来製品払出簿 薬剤部 2014年4月1日 20年 2034年3月31日 紙 薬剤部倉庫 薬剤部・調剤室 病院長 廃棄

2015年度 小児科学講座 講座 その他管理運営文書（１０年） 平成27年度当直日誌 小児科学講座 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 医局 小児科学講座 病院長 廃棄

2015年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（１０年） 平成27年度当直日誌 薬剤部 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄

2015年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 平成27年度特定生物由来製品請求票 薬剤部 2016年4月1日 20年 2036年3月31日 紙 薬剤部倉庫 薬剤部・調剤室 病院長 廃棄

2015年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 平成27年度特定生物由来製品払出簿 薬剤部 2016年4月1日 20年 2036年3月31日 紙 薬剤部倉庫 薬剤部・調剤室 病院長 廃棄

2015年度 研究 研究 総括 劇物・毒物使用簿 臨床薬理学 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙
臨床薬理学スタッフ
室1書庫

臨床薬理学講座 医学部長 廃棄

2016年度 小児科学講座 講座 その他管理運営文書（１０年） 平成28年度当直日誌 小児科学講座 2017年4月1日 10年 2027年4月1日 紙 医局 小児科学講座 病院長 廃棄

2016年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 平成29年度調剤済み麻薬廃棄届 薬剤部 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄

2016年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 平成29年度年間麻薬受払届書 薬剤部 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄

2016年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 平成29年度麻薬管理簿 薬剤部 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄

2016年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 平成29年度麻薬原簿 薬剤部 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄

2016年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 平成29年度麻薬事故届 薬剤部 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄
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2016年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 平成29年度麻薬廃棄届 薬剤部 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄

2016年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（１０年） 平成28年度当直日誌 薬剤部 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄

2016年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（１０年） 平成29年度当直日誌 薬剤部 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄

2016年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 平成28年度特定生物由来製品請求票 薬剤部 2017年4月1日 20年 2037年3月31日 紙 薬剤部倉庫 薬剤部・調剤室 病院長 廃棄

2016年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 平成28年度特定生物由来製品払出簿 薬剤部 2017年4月1日 20年 2037年3月31日 紙 薬剤部倉庫 薬剤部・調剤室 病院長 廃棄

2016年度 研究 研究 総括 劇物・毒物使用簿 臨床薬理学 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙
臨床薬理学スタッフ室1
書庫

臨床薬理学 医学部長 廃棄

2017年度 呼吸器・乳腺外科学講座 病院 その他管理運営文書（５年） 呼吸器外科・乳腺外科当直日誌2017年度 呼吸器・乳腺外科学講座 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 医局 呼吸器・乳腺外科学講座 病院長 廃棄

2017年度 教育一般 教務 資格・試験 呼吸器　卒業試験 呼吸器・感染症内科学講座 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
呼吸器・感染症内科学
講座

呼吸器・感染症内科学講座 医学部長 廃棄

2017年度 教育一般 教務 資格・試験 呼吸器・感染症内科　3年生チュートリアル試験 呼吸器・感染症内科学講座 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
呼吸器・感染症内科学
講座

呼吸器・感染症内科学講座 医学部長 廃棄

2017年度 教育 教育 試験問題・答案 平成29年度医学部（耳鼻咽喉科）4年試験問題・答案 医学部耳鼻咽喉科 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 医局 耳鼻咽喉科 医学部長 廃棄

2017年度 教育 教育 試験問題・答案 平成29年度医学部（耳鼻咽喉科）卒業試験問題・答案 医学部耳鼻咽喉科 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 医局 耳鼻咽喉科 医学部長 廃棄

2017年度 小児科学講座 講座 その他管理運営文書（１０年） 平成29年度当直日誌 小児科学講座 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 医局 小児科学講座 病院長 廃棄

2017年度 管理一般 文書 文書管理 医局員業績 精神神経医学講座・事務補佐員 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 精神神経医学講座 精神神経医学講座 医学部長 廃棄

2017年度 管理一般 文書 文書管理 兼業 精神神経医学講座・事務補佐員 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 精神神経医学講座 精神神経医学講座 医学部長 廃棄

2017年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 平成29年度特定生物由来製品請求票 薬剤部 2018年4月1日 20年 2038年3月31日 紙 薬剤部倉庫 薬剤部・調剤室 病院長 廃棄

2017年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 平成29年度特定生物由来製品払出簿 薬剤部 2018年4月1日 20年 2038年3月31日 紙 薬剤部倉庫 薬剤部・調剤室 病院長 廃棄

2017年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（５年） 院内医薬品集(第１3版追補版)2017 薬剤部・医薬品情報管理室 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 医薬品情報管理室 薬剤部 病院長 廃棄

2017年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（５年） 平成29年度医薬品宣伝許可書（2017.1～） 薬剤部・医薬品情報管理室 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 医薬品情報管理室 薬剤部 病院長 廃棄

2017年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（５年） 平成29年度DIニュース 薬剤部・医薬品情報管理室 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 医薬品情報管理室 薬剤部 病院長 廃棄

2017年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（５年） 平成29年度ＤＩ記録 薬剤部・医薬品情報管理室 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 医薬品情報管理室 薬剤部 病院長 廃棄

2017年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 平成29年度　製剤記録票 薬剤部製剤室 2018年4月1日 20年 2038年3月31日 紙 薬剤部製剤室 薬剤部 病院長 廃棄

2017年度 教育 教育 試験問題・答案 H29年度看護学科前学期末試験解答用紙（薬理学） 臨床薬理学 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄

2017年度 教育 教育 試験問題・答案 H29年度看護学科前学期末試験問題（薬理学） 臨床薬理学 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄

2017年度 教育 教育 試験問題・答案 H29年度チュートリアル「治療」コース解答用紙 臨床薬理学 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄

2017年度 教育 教育 試験問題・答案 H29年度チュートリアル「治療」コース再試験解答用紙 臨床薬理学 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄

2017年度 教育 教育 試験問題・答案 H29年度チュートリアル「治療」コース再試験問題 臨床薬理学 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄

2017年度 教育 教育 試験問題・答案 H29年度チュートリアル「治療」コース試験問題 臨床薬理学 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄

2017年度 教育 教育 試験問題・答案 H29年度臨床薬理学卒業試験解答用紙 臨床薬理学 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄

2017年度 研究 研究 総括 劇物・毒物使用簿 臨床薬理学 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙
臨床薬理学スタッフ室1
書庫

臨床薬理学講座 医学部長 廃棄

2017年度 管理一般 文書 文書管理 物品・役務等 精神神経医学講座・事務補佐員 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 精神神経医学講座 精神神経医学講座 医学部長 廃棄

2018年度 呼吸器・乳腺外科学講座 病院 その他管理運営文書（５年） 呼吸器外科・乳腺外科当直日誌2018年度 呼吸器・乳腺外科学講座 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 医局 呼吸器・乳腺外科学講座 病院長 廃棄

2018年度 教育一般 教務 資格・試験 呼吸器　卒業試験 呼吸器・感染症内科学講座 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
呼吸器・感染症内科学
講座

呼吸器・感染症内科学講座 医学部長 廃棄

2018年度 教育一般 教務 資格・試験 呼吸器・感染症内科　3年生チュートリアル試験 呼吸器・感染症内科学講座 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
呼吸器・感染症内科学
講座

呼吸器・感染症内科学講座 医学部長 廃棄

2018年度 教育 教育 試験問題・答案 平成30年度医学部（耳鼻咽喉科）4年試験問題・答案 医学部耳鼻咽喉科 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 医局 耳鼻咽喉科 医学部長 廃棄

2018年度 教育 教育 試験問題・答案 平成30年度医学部（耳鼻咽喉科）卒業試験問題・答案 医学部耳鼻咽喉科 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 医局 耳鼻咽喉科 医学部長 廃棄

2018年度 教育 教育 試験問題・答案 平成30年度医学部（耳鼻咽喉科）3年試験問題・答案 医学部耳鼻咽喉科 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 医局 耳鼻咽喉科 医学部長 廃棄

2018年度 小児科学講座 講座 その他管理運営文書（１０年） 平成30年度当直日誌 小児科学講座 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 医局 小児科学講座 病院長 廃棄

2018年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） プレグランディン膣坐剤施用明細書 薬剤部 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄

2018年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） プレグランディン膣坐剤報告書（写し） 薬剤部 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄

2018年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 平成30年度調剤済み麻薬廃棄届（写し） 薬剤部 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄

2018年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 平成30年度年間麻薬受払届書（写し） 薬剤部 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄

2018年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 平成30年度麻薬管理簿 薬剤部 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄

2018年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 平成30年度麻薬原簿 薬剤部 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄

2018年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 平成30年度麻薬事故届（写し） 薬剤部 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄

2018年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（３年） 平成30年度麻薬譲受書（写し） 薬剤部 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄

2018年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（３年） 平成30年度麻薬譲渡書 薬剤部 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄

2018年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 平成30年度麻薬廃棄届（写し） 薬剤部 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄

2018年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（１０年） 平成30年度当直日誌 薬剤部 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄

2018年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（５年） 院内医薬品集(第１4版)2018 薬剤部・医薬品情報管理室 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 薬剤部医薬品情報管理室 薬剤部・医薬品情報管理室 病院長 廃棄

2018年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（５年） 平成30年度医薬品宣伝許可書 薬剤部・医薬品情報管理室 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 薬剤部医薬品情報管理室 薬剤部・医薬品情報管理室 病院長 廃棄

2018年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（５年） 平成30年度DIニュース 薬剤部・医薬品情報管理室 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 薬剤部医薬品情報管理室 薬剤部・医薬品情報管理室 病院長 廃棄

2018年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（５年） 平成30年度ＤＩ記録 薬剤部・医薬品情報管理室 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 薬剤部医薬品情報管理室 薬剤部・医薬品情報管理室 病院長 廃棄

2018年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 平成30年度異議申請書 薬剤部・医薬品情報管理室 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 薬剤部医薬品情報管理室 薬剤部・医薬品情報管理室 病院長 廃棄

2018年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 平成30年度医薬品緊急購入に関する申立書 薬剤部・医薬品情報管理室 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 薬剤部医薬品情報管理室 薬剤部・医薬品情報管理室 病院長 廃棄
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2018年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 平成30年度院外専用医薬品院内使用申請書 薬剤部・医薬品情報管理室 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 薬剤部医薬品情報管理室 薬剤部・医薬品情報管理室 病院長 廃棄

2018年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 平成30年度科拡大申請書 薬剤部・医薬品情報管理室 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 薬剤部医薬品情報管理室 薬剤部・医薬品情報管理室 病院長 廃棄

2018年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 平成30年度仮採用申請書 薬剤部・医薬品情報管理室 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 薬剤部医薬品情報管理室 薬剤部・医薬品情報管理室 病院長 廃棄

2018年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 平成30年度患者限定医薬品申請書 薬剤部・医薬品情報管理室 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 薬剤部医薬品情報管理室 薬剤部・医薬品情報管理室 病院長 廃棄

2018年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 平成30年度採用身分変更申請書 薬剤部・医薬品情報管理室 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 薬剤部医薬品情報管理室 薬剤部・医薬品情報管理室 病院長 廃棄

2018年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 平成30年度新規採用申請書・仮採用結果報告書 薬剤部・医薬品情報管理室 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 薬剤部医薬品情報管理室 薬剤部・医薬品情報管理室 病院長 廃棄

2018年度 薬剤部 管理 委員会記録（軽易文書） 平成30年度薬事委員会資料 薬剤部・医薬品情報管理室 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 薬剤部医薬品情報管理室 薬剤部・医薬品情報管理室 病院長 廃棄

2018年度 管理一般 会議 部局等会議 平成30年度薬事委員会議事録 薬剤部・医薬品情報管理室 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 薬剤部医薬品情報管理室 薬剤部・医薬品情報管理室 病院長 廃棄

2018年度 教育 教育 試験問題・答案 H30年度看護学科前学期末試験解答用紙（薬理学） 臨床薬理学 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄

2018年度 教育 教育 試験問題・答案 H30年度看護学科前学期末試験問題（薬理学） 臨床薬理学 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄

2018年度 教育 教育 試験問題・答案 H30年度チュートリアル「治療」コース解答用紙 臨床薬理学 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄

2018年度 教育 教育 試験問題・答案 H30年度チュートリアル「治療」コース再試験解答用紙 臨床薬理学 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄

2018年度 教育 教育 試験問題・答案 H30年度チュートリアル「治療」コース再試験問題 臨床薬理学 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄

2018年度 教育 教育 試験問題・答案 H30年度チュートリアル「治療」コース試験問題 臨床薬理学 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄

2018年度 教育 教育 試験問題・答案 H30年度臨床薬理学卒業試験解答用紙 臨床薬理学 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄

2018年度 研究 研究 総括 劇物・毒物使用簿 臨床薬理学 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙
臨床薬理学スタッ
フ室1書庫

臨床薬理学講座 医学部長 廃棄

2018年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 平成30年度特定生物由来製品請求票 薬剤部 2019年4月1日 20年 2039年3月31日 紙 薬剤部倉庫 薬剤部・調剤室 病院長 廃棄

2018年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 平成30年度特定生物由来製品払出簿 薬剤部 2019年4月1日 20年 2039年3月31日 紙 薬剤部倉庫 薬剤部・調剤室 病院長 廃棄

2018年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 平成30年度　製剤記録票 薬剤部製剤室 2019年4月1日 20年 2039年3月31日 紙 薬剤部製剤室 薬剤部 病院長 廃棄

2019年度 呼吸器・乳腺外科学講座 病院 その他管理運営文書（５年） 呼吸器外科・乳腺外科当直日誌2019年度 呼吸器・乳腺外科学講座 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 医局 呼吸器・乳腺外科学講座 病院長 廃棄

2019年度 教育一般 教務 資格・試験 呼吸器　卒業試験 呼吸器・感染症内科学講座 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
呼吸器・感染症内科
学講座

呼吸器・感染症内科学講
座

医学部長 廃棄

2019年度 教育一般 教務 資格・試験 呼吸器・感染症内科　3年生チュートリアル試験 呼吸器・感染症内科学講座 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
呼吸器・感染症内科
学講座

呼吸器・感染症内科学講
座

医学部長 廃棄

2019年度 小児科学講座 講座 その他管理運営文書（１０年） 令和元年度当直日誌 小児科学講座 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 医局 小児科学講座 病院長 廃棄

2019年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 令和元年度薬剤管理指導記録 薬剤部・医薬品情報管理室 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 薬剤部 服薬指導室 病院長 廃棄

2019年度 教育 教育 試験問題・答案 2019年度医学科2年生臨床薬理学試験解答用紙 臨床薬理学 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄

2019年度 教育 教育 試験問題・答案 2019年度医学科2年生臨床薬理学試験再試験解答用紙 臨床薬理学 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄

2019年度 教育 教育 試験問題・答案 2019年度医学科2年生臨床薬理学試験再試験問題用紙 臨床薬理学 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄

2019年度 教育 教育 試験問題・答案 2019年度医学科2年生臨床薬理学試験問題用紙 臨床薬理学 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄

2019年度 教育 教育 試験問題・答案 2019年度医学科4年生「症候学」解答用紙 臨床薬理学 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄

2019年度 教育 教育 試験問題・答案 2019年度医学科4年生「症候学」再試験解答用紙 臨床薬理学 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄

2019年度 教育 教育 試験問題・答案 2019年度医学科4年生「症候学」再試験問題用紙 臨床薬理学 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄

2019年度 教育 教育 試験問題・答案 2019年度医学科4年生「症候学」問題用紙 臨床薬理学 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄

2019年度 教育 教育 試験問題・答案 2019年度看護学科前学期末試験解答用紙（薬理学） 臨床薬理学 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄

2019年度 教育 教育 試験問題・答案 2019年度看護学科前学期末試験問題用紙（薬理学） 臨床薬理学 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄

2019年度 教育 教育 試験問題・答案 2019年度臨床薬理学卒業試験解答用紙 臨床薬理学 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄

2019年度 医療 業務管理 その他管理運営文書（５年） 呼吸器・神経内科当直日誌2019 神経内科学講座内科 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 医局事務室 神経内科学講座 病院長 廃棄

2019年度 教育 教育 試験問題・答案 令和元年度医学部（耳鼻咽喉科）3年試験問題・答案 医学部耳鼻咽喉科 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 医局 耳鼻咽喉科 医学部長 廃棄

2019年度 教育 教育 試験問題・答案 令和元年度医学部（耳鼻咽喉科）卒業試験問題・答案 医学部耳鼻咽喉科 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 医局 耳鼻咽喉科 医学部長 廃棄

2019年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和元年度外来麻薬処方箋 薬剤部 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄

2019年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和元年度入院麻薬処方箋 薬剤部 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄

2019年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和元年度麻薬注射薬請求票 薬剤部 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄

2019年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） プレグランディン膣坐剤施用明細書 薬剤部 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄

2019年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） プレグランディン膣坐剤報告書（写し） 薬剤部 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄

2019年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和元年度調剤済み麻薬廃棄届（写し） 薬剤部 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄

2019年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和元年度年間麻薬受払届書（写し） 薬剤部 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄

2019年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和元年度麻薬管理簿 薬剤部 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄

2019年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和元年度麻薬原簿 薬剤部 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄

2019年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和元年度麻薬事故届（写し） 薬剤部 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄

2019年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（３年） 令和元年度麻薬譲受書（写し） 薬剤部 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄

2019年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（３年） 令和元年度麻薬譲渡書 薬剤部 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄

2019年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和元年度麻薬廃棄届（写し） 薬剤部 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄

2019年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（１０年） 令和元年度当直日誌 薬剤部 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄
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2019年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和元年度（定数外）手術用注射薬請求票 薬剤部 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 薬剤部 調剤室 病院長 廃棄

2019年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和元年度外来処方箋 薬剤部 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 薬剤部 調剤室 病院長 廃棄

2019年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和元年度外来注射薬請求票 薬剤部 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 薬剤部 調剤室 病院長 廃棄

2019年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和元年度処置用薬品請求票 薬剤部 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 薬剤部 調剤室 病院長 廃棄

2019年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和元年度注射薬処方箋 薬剤部 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 薬剤部 調剤室 病院長 廃棄

2019年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和元年度注射薬損失伝票 薬剤部 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 薬剤部 調剤室 病院長 廃棄

2019年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和元年度入院処方箋 薬剤部 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 薬剤部 調剤室 病院長 廃棄

2019年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和元年度入院注射薬請求票 薬剤部 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 薬剤部 調剤室 病院長 廃棄

2019年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和元年度薬品請求票 薬剤部 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 薬剤部 調剤室 病院長 廃棄

2019年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 令和元年度TDM検査依頼票 薬剤部 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 薬剤部 薬物動態解析室 病院長 廃棄

2019年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和元年度特定生物由来製品請求票 薬剤部 2020年4月1日 20年 2040年3月31日 紙 薬剤部 調剤室 病院長 廃棄

2019年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和元年度特定生物由来製品払出簿 薬剤部 2020年4月1日 20年 2040年3月31日 紙 薬剤部 調剤室 病院長 廃棄

2019年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（５年） 令和元年度医薬品宣伝許可書 薬剤部・医薬品情報管理室 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 薬剤部 医薬品情報管理室 病院長 廃棄

2019年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（５年） 令和元年度DIニュース 薬剤部・医薬品情報管理室 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 薬剤部 医薬品情報管理室 病院長 廃棄

2019年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（５年） 令和元年度ＤＩ記録 薬剤部・医薬品情報管理室 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 薬剤部 医薬品情報管理室 病院長 廃棄

2019年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和元年度異議申請書 薬剤部・医薬品情報管理室 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 薬剤部 医薬品情報管理室 病院長 廃棄

2019年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和元年度医薬品緊急購入に関する申立書 薬剤部・医薬品情報管理室 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 薬剤部 医薬品情報管理室 病院長 廃棄

2019年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和元年度院外専用医薬品院内使用申請書 薬剤部・医薬品情報管理室 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 薬剤部 医薬品情報管理室 病院長 廃棄

2019年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和元年度科拡大申請書 薬剤部・医薬品情報管理室 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 薬剤部 医薬品情報管理室 病院長 廃棄

2019年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和元年度仮採用申請書 薬剤部・医薬品情報管理室 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 薬剤部 医薬品情報管理室 病院長 廃棄

2019年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和元年度患者限定医薬品申請書 薬剤部・医薬品情報管理室 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 薬剤部 医薬品情報管理室 病院長 廃棄

2019年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和元年度採用身分変更申請書 薬剤部・医薬品情報管理室 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 薬剤部 医薬品情報管理室 病院長 廃棄

2019年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和元年度新規採用申請書・仮採用結果報告書 薬剤部・医薬品情報管理室 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 薬剤部 医薬品情報管理室 病院長 廃棄

2019年度 薬剤部 管理 委員会記録（軽易文書） 令和元年度薬事委員会資料 薬剤部・医薬品情報管理室 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 薬剤部 医薬品情報管理室 病院長 廃棄

2019年度 管理一般 会議 部局等会議 令和元年度薬事委員会議事録 薬剤部・医薬品情報管理室 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 薬剤部 医薬品情報管理室 病院長 廃棄

2019年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 令和元年度　外来抗がん剤無菌調製指示書 薬剤部製剤室 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 薬剤部製剤室 製剤室 病院長 廃棄

2019年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 令和元年度　外来抗がん剤無菌調製手順書 薬剤部製剤室 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 薬剤部製剤室 製剤室 病院長 廃棄

2019年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 令和元年度　抗がん剤中止指示書 薬剤部製剤室 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 薬剤部製剤室 製剤室 病院長 廃棄

2019年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 令和元年度　入院抗がん剤無菌調製指示書 薬剤部製剤室 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 薬剤部製剤室 製剤室 病院長 廃棄

2019年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 令和元年度　入院抗がん剤無菌調製手順書 薬剤部製剤室 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 薬剤部製剤室 製剤室 病院長 廃棄

2019年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 令和元年度　製剤記録票 薬剤部製剤室 2020年4月1日 20年 2040年3月31日 紙 薬剤部製剤室 製剤室 病院長 廃棄

2019年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 令和元年度　特殊製剤調製申込書 薬剤部製剤室 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 薬剤部製剤室 製剤室 病院長 廃棄

2019年度 研究 研究 総括 劇物・毒物使用簿 臨床薬理学 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙
臨床薬理学スタッフ室1
書庫

臨床薬理学講座 医学部長 廃棄

2020年度 呼吸器・乳腺外科学講座 病院 その他管理運営文書（５年） 呼吸器外科・乳腺外科当直日誌2020年度 呼吸器・乳腺外科学講座 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 医局 呼吸器・乳腺外科学講座 病院長 廃棄

2020年度 教育一般 教務 資格・試験 呼吸器　卒業試験 呼吸器・感染症内科学講座 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
呼吸器・感染症内科学
講座

呼吸器・感染症内科学講座 医学部長 廃棄

2020年度 教育一般 教務 資格・試験 呼吸器・感染症内科　3年生チュートリアル試験 呼吸器・感染症内科学講座 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
呼吸器・感染症内科学
講座

呼吸器・感染症内科学講座 医学部長 廃棄

2020年度 小児科学講座 講座 その他管理運営文書（１０年） 令和２年度当直日誌 小児科学講座 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 医局 小児科学講座 病院長 廃棄

2020年度 管理一般 文書 文書管理 2020年業績（医局員） 精神神経医学講座・事務補佐員 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 精神神経医学講座 精神神経医学講座 医学部長 廃棄

2020年度 管理一般 文書 文書管理 2020年度兼業 精神神経医学講座・事務補佐員 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 精神神経医学講座 精神神経医学講座 医学部長 廃棄

2020年度 管理一般 文書 文書管理 2020年度物品請求 精神神経医学講座・事務補佐員 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 精神神経医学講座 精神神経医学講座 医学部長 廃棄

2020年度 教育 教育 試験問題・答案 2020年度医学科2年生臨床薬理学試験解答用紙 臨床薬理学 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄

2020年度 教育 教育 試験問題・答案 2020年度医学科2年生臨床薬理学試験問題用紙 臨床薬理学 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄

2020年度 教育 教育 試験問題・答案 2020年度医学科2年生臨床薬理学試験再・追験解答用紙 臨床薬理学 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄

2020年度 教育 教育 試験問題・答案 2020年度医学科2年生臨床薬理学試験再・追試験問題用紙 臨床薬理学 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄

2020年度 教育 教育 試験問題・答案 2020年度医学科4年生「症候学」解答用紙 臨床薬理学 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄

2020年度 教育 教育 試験問題・答案 2020年度医学科4年生「症候学」問題用紙 臨床薬理学 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄

2020年度 教育 教育 試験問題・答案 2020年度医学科4年生「症候学」再試験解答用紙 臨床薬理学 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄

2020年度 教育 教育 試験問題・答案 2020年度医学科4年生「症候学」再試験問題用紙 臨床薬理学 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄

2020年度 教育 教育 試験問題・答案 2020年度看護学科前学期末試験解答用紙（薬理学） 臨床薬理学 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄

2020年度 教育 教育 試験問題・答案 2020年度看護学科前学期末試験問題用紙（薬理学） 臨床薬理学 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄

2020年度 教育 教育 試験問題・答案 2020年度看護学科前学期末再・追試験解答用紙（薬理学） 臨床薬理学 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄

2020年度 教育 教育 試験問題・答案 2020年度看護学科前学期末再・追試験問題用紙（薬理学） 臨床薬理学 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄
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2020年度 教育 教育 試験問題・答案 2020年度臨床薬理学卒業試験解答用紙 臨床薬理学 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 蔵ぞう 臨床薬理学 医学部長 廃棄

2020年度 医療 業務管理 その他管理運営文書（５年） 呼吸器・神経内科当直日誌2020 神経内科学講座 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 医局事務室 神経内科学講座 病院長 廃棄

2020年度 教育 教育 試験問題・答案 令和2年度医学部（耳鼻咽喉科）3年試験問題・答案 医学部耳鼻咽喉科 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 医局 耳鼻咽喉科 医学部長 廃棄

2020年度 教育 教育 試験問題・答案 令和2年度医学部（耳鼻咽喉科）卒業試験問題・答案 医学部耳鼻咽喉科 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 医局 耳鼻咽喉科 医学部長 廃棄

2020年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和2年度外来麻薬処方箋 薬剤部 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄

2020年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和2年度入院麻薬処方箋 薬剤部 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄

2020年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和2年度麻薬注射薬請求票 薬剤部 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄

2020年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） プレグランディン膣坐剤施用明細書 薬剤部 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄

2020年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） プレグランディン膣坐剤報告書（写し） 薬剤部 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄

2020年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和2年度調剤済み麻薬廃棄届（写し） 薬剤部 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄

2020年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和2年度年間麻薬受払届書（写し） 薬剤部 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄

2020年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和2年度麻薬管理簿 薬剤部 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄

2020年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和2年度麻薬原簿 薬剤部 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄

2020年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和2年度麻薬事故届（写し） 薬剤部 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄

2020年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（３年） 令和2年度麻薬譲受書（写し） 薬剤部 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄

2020年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（３年） 令和2年度麻薬譲渡書 薬剤部 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄

2020年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和2年度麻薬廃棄届（写し） 薬剤部 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄

2020年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（１０年） 令和2年度当直日誌 薬剤部 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄

2020年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 令和2年度薬剤管理指導記録 薬剤部 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 薬剤部 服薬指導室 病院長 廃棄

2020年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（５年） 令和2年度病棟薬剤業務日誌 薬剤部 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 薬剤部 服薬指導室 病院長 廃棄

2020年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 令和2年度TDM検査依頼票 薬剤部 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 薬剤部 薬物動態解析室 病院長 廃棄

2020年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和2年度（定数外）手術用注射薬請求票 薬剤部 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 薬剤部 調剤室 病院長 廃棄

2020年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和2年度外来処方箋 薬剤部 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 薬剤部 調剤室 病院長 廃棄

2020年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和2年度外来注射薬請求票 薬剤部 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 薬剤部 調剤室 病院長 廃棄

2020年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和2年度処置用薬品請求票 薬剤部 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 薬剤部 調剤室 病院長 廃棄

2020年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和2年度注射薬処方箋 薬剤部 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 薬剤部 調剤室 病院長 廃棄

2020年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和2年度注射薬損失伝票 薬剤部 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 薬剤部 調剤室 病院長 廃棄

2020年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和2年度入院処方箋 薬剤部 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 薬剤部 調剤室 病院長 廃棄

2020年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和2年度入院注射薬請求票 薬剤部 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 薬剤部 調剤室 病院長 廃棄

2020年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和2年度薬品請求票 薬剤部 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 薬剤部 調剤室 病院長 廃棄

2020年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和2年度特定生物由来製品請求票 薬剤部 2021年4月1日 20年 2041年3月31日 紙 薬剤部 調剤室 病院長 廃棄

2020年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和2年度特定生物由来製品払出簿 薬剤部 2021年4月1日 20年 2041年3月31日 紙 薬剤部 調剤室 病院長 廃棄

2020年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（５年） 令和2年度医薬品宣伝許可書 薬剤部・医薬品情報管理室 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 薬剤部 医薬品情報管理室 病院長 廃棄

2020年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（５年） 令和2年度DIニュース 薬剤部・医薬品情報管理室 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 薬剤部 医薬品情報管理室 病院長 廃棄

2020年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（５年） 令和2年度ＤＩ記録 薬剤部・医薬品情報管理室 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 薬剤部 医薬品情報管理室 病院長 廃棄

2020年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和2年度異議申請書 薬剤部・医薬品情報管理室 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 薬剤部 医薬品情報管理室 病院長 廃棄

2020年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和2年度医薬品緊急購入に関する申立書 薬剤部・医薬品情報管理室 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 薬剤部 医薬品情報管理室 病院長 廃棄

2020年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和2年度院外専用医薬品院内使用申請書 薬剤部・医薬品情報管理室 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 薬剤部 医薬品情報管理室 病院長 廃棄

2020年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和2年度科拡大申請書 薬剤部・医薬品情報管理室 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 薬剤部 医薬品情報管理室 病院長 廃棄

2020年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和2年度仮採用申請書 薬剤部・医薬品情報管理室 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 薬剤部 医薬品情報管理室 病院長 廃棄

2020年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和2年度患者限定医薬品申請書 薬剤部・医薬品情報管理室 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 薬剤部 医薬品情報管理室 病院長 廃棄

2020年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和2年度採用身分変更申請書 薬剤部・医薬品情報管理室 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 薬剤部 医薬品情報管理室 病院長 廃棄

2020年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和2年度新規採用申請書・仮採用結果報告書 薬剤部・医薬品情報管理室 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 薬剤部 医薬品情報管理室 病院長 廃棄

2020年度 薬剤部 管理 委員会記録（軽易文書） 令和2年度薬事委員会資料 薬剤部・医薬品情報管理室 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 薬剤部 医薬品情報管理室 病院長 廃棄

2020年度 管理一般 会議 部局等会議 令和2年度薬事委員会議事録 薬剤部・医薬品情報管理室 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 薬剤部 医薬品情報管理室 病院長 廃棄

2020年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 令和2年度　外来抗がん剤無菌調製指示書 薬剤部製剤室 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 薬剤部製剤室 製剤室 病院長 廃棄

2020年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 令和2年度　外来抗がん剤無菌調製手順書 薬剤部製剤室 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 薬剤部製剤室 製剤室 病院長 廃棄

2020年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 令和2年度　抗がん剤中止指示書 薬剤部製剤室 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 薬剤部製剤室 製剤室 病院長 廃棄

2020年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 令和2年度　入院抗がん剤無菌調製指示書 薬剤部製剤室 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 薬剤部製剤室 製剤室 病院長 廃棄

2020年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 令和2年度　入院抗がん剤無菌調製手順書 薬剤部製剤室 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 薬剤部製剤室 製剤室 病院長 廃棄

2020年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 令和2年度　製剤記録票 薬剤部製剤室 2021年4月1日 20年 2041年3月31日 紙 薬剤部製剤室 製剤室 病院長 廃棄

2020年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 令和2年度　特殊製剤調製申込書 薬剤部製剤室 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 薬剤部製剤室 製剤室 病院長 廃棄

2020年度 研究 研究 総括 劇物・毒物使用簿 臨床薬理学 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙
臨床薬理学スタッフ室1
書庫

臨床薬理学講座 医学部長 廃棄
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2021年度 呼吸器・乳腺外科学講座 病院 その他管理運営文書（５年） 呼吸器外科・乳腺外科当直日誌2021年度 呼吸器・乳腺外科学講座 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 医局 呼吸器・乳腺外科学講座 病院長 廃棄

2021年度 教育一般 教務 資格・試験 呼吸器　卒業試験 呼吸器・感染症内科学講座 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
呼吸器・感染症内科学
講座

呼吸器・感染症内科学講座 医学部長 廃棄

2021年度 教育一般 教務 資格・試験 呼吸器・感染症内科　3年生チュートリアル試験 呼吸器・感染症内科学講座 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙
呼吸器・感染症内科学
講座

呼吸器・感染症内科学講座 医学部長 廃棄

2021年度 教育 教育 試験問題・答案 令和3年度医学部（耳鼻咽喉科）3年試験問題・答案 医学部耳鼻咽喉科 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 医局 耳鼻咽喉科 医学部長 廃棄

2021年度 教育 教育 試験問題・答案 令和3年度医学部（耳鼻咽喉科）卒業試験問題・答案 医学部耳鼻咽喉科 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 医局 耳鼻咽喉科 医学部長 廃棄

2021年度 小児科学講座 講座 その他管理運営文書（１０年） 令和３年度当直日誌 小児科学講座 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 医局 小児科学講座 病院長 廃棄

2021年度 管理一般 文書 文書管理 2021年度当直日誌 精神神経医学講座・事務補佐員 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 精神神経医学講座 精神神経医学講座 医学部長 廃棄

2021年度 教育 教育 試験問題・答案 2021年度医学科2年生臨床薬理学試験解答用紙 臨床薬理学 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 臨床薬理学受付 臨床薬理学 医学部長 廃棄

2021年度 教育 教育 試験問題・答案 2021年度医学科2年生臨床薬理学試験問題用紙 臨床薬理学 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 臨床薬理学受付 臨床薬理学 医学部長 廃棄

2021年度 教育 教育 試験問題・答案 2021年度医学科2年生臨床薬理学試験再・追験解答用紙 臨床薬理学 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 臨床薬理学受付 臨床薬理学 医学部長 廃棄

2021年度 教育 教育 試験問題・答案 2021年度医学科2年生臨床薬理学試験再・追試験問題用紙 臨床薬理学 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 臨床薬理学受付 臨床薬理学 医学部長 廃棄

2021年度 教育 教育 試験問題・答案 2021年度医学科4年生「臨床薬理Ⅱ」解答用紙 臨床薬理学 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 臨床薬理学受付 臨床薬理学 医学部長 廃棄

2021年度 教育 教育 試験問題・答案 2021年度医学科4年生「臨床薬理Ⅱ」問題用紙 臨床薬理学 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 臨床薬理学受付 臨床薬理学 医学部長 廃棄

2021年度 教育 教育 試験問題・答案 2021年度医学科4年生「臨床薬理Ⅱ」再試験解答用紙 臨床薬理学 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 臨床薬理学受付 臨床薬理学 医学部長 廃棄

2021年度 教育 教育 試験問題・答案 2021年度医学科4年生「臨床薬理Ⅱ再試験問題用紙 臨床薬理学 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 臨床薬理学受付 臨床薬理学 医学部長 廃棄

2021年度 教育 教育 試験問題・答案 2021年度看護学科前学期末試験解答用紙（薬理学） 臨床薬理学 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 臨床薬理学受付 臨床薬理学 医学部長 廃棄

2021年度 教育 教育 試験問題・答案 2021年度看護学科前学期末試験問題用紙（薬理学） 臨床薬理学 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 臨床薬理学受付 臨床薬理学 医学部長 廃棄

2021年度 教育 教育 試験問題・答案 2021年度看護学科前学期末再・追試験解答用紙（薬理学） 臨床薬理学 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 臨床薬理学受付 臨床薬理学 医学部長 廃棄

2021年度 教育 教育 試験問題・答案 2021年度看護学科前学期末再・追試験問題用紙（薬理学） 臨床薬理学 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 臨床薬理学受付 臨床薬理学 医学部長 廃棄

2021年度 教育 教育 試験問題・答案 2021年度臨床薬理学卒業試験解答用紙 臨床薬理学 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 臨床薬理学受付 臨床薬理学 医学部長 廃棄

2021年度 研究 研究 総括 劇物・毒物使用簿 臨床薬理学 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 臨床薬理学受付 臨床薬理学講座 医学部長 廃棄

2021年度 医療 業務管理 その他管理運営文書（５年） 神経内科当直日誌2021 神経内科学講座 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 医局事務室 神経内科学講座 病院長 廃棄

2021年度 教育一般 教務 資格・試験 循環器コース　3年生チュートリアル試験 循環器内科・臨床検査診断学講座 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 循環器内科・臨床検査診断学講座 循環器内科・臨床検査診断学講座 医学部長 破棄

2021年度 教育一般 教務 資格・試験 循環器　卒業試験 循環器内科・臨床検査診断学講座 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 循環器内科・臨床検査診断学講座 循環器内科・臨床検査診断学講座 医学部長 破棄

2021年度 管理一般 文書 文書管理 2021年度兼業委嘱状 循環器内科・臨床検査診断学講座 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 循環器内科・臨床検査診断学講座 循環器内科・臨床検査診断学講座 医学部長 破棄

2021年度 管理一般 文書 文書管理 2021年業績（医局・同門） 循環器内科・臨床検査診断学講座 2022年4月1日 10年 ############ 紙 循環器内科・臨床検査診断学講座 循環器内科・臨床検査診断学講座 医学部長 破棄

2021年度 循環器内科 病院 保険医の登録に関するもの 保険医・麻薬施用者免許証写し控え 循環器内科・臨床検査診断学講座 2022年4月1日 30年 ############ 紙 循環器内科・臨床検査診断学講座 循環器内科・臨床検査診断学講座 病院長 破棄

2021年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（５年） 令和3年度医薬品宣伝許可書 薬剤部・医薬品情報管理室 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 薬剤部 医薬品情報管理室 病院長 廃棄

2021年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（５年） 令和3年度DIニュース 薬剤部・医薬品情報管理室 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 薬剤部 医薬品情報管理室 病院長 廃棄

2021年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（５年） 令和3年度ＤＩ記録 薬剤部・医薬品情報管理室 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 薬剤部 医薬品情報管理室 病院長 廃棄

2021年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和3年度異議申請書 薬剤部・医薬品情報管理室 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 薬剤部 医薬品情報管理室 病院長 廃棄

2021年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和3年度医薬品緊急購入に関する申立書 薬剤部・医薬品情報管理室 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 薬剤部 医薬品情報管理室 病院長 廃棄

2021年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和3年度院外専用医薬品院内使用申請書 薬剤部・医薬品情報管理室 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 薬剤部 医薬品情報管理室 病院長 廃棄

2021年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和3年度科拡大申請書 薬剤部・医薬品情報管理室 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 薬剤部 医薬品情報管理室 病院長 廃棄

2021年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和3年度仮採用申請書 薬剤部・医薬品情報管理室 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 薬剤部 医薬品情報管理室 病院長 廃棄

2021年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和3年度患者限定医薬品申請書 薬剤部・医薬品情報管理室 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 薬剤部 医薬品情報管理室 病院長 廃棄

2021年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和3年度採用身分変更申請書 薬剤部・医薬品情報管理室 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 薬剤部 医薬品情報管理室 病院長 廃棄

2021年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和3年度新規採用申請書・仮採用結果報告書 薬剤部・医薬品情報管理室 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 薬剤部 医薬品情報管理室 病院長 廃棄

2021年度 薬剤部 管理 委員会記録（軽易文書） 令和3年度薬事委員会資料 薬剤部・医薬品情報管理室 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 薬剤部 医薬品情報管理室 病院長 廃棄

2021年度 管理一般 会議 部局等会議 令和3年度薬事委員会議事録 薬剤部・医薬品情報管理室 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 薬剤部 医薬品情報管理室 病院長 廃棄

2021年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 令和3年度薬剤管理指導記録 薬剤部 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 薬剤部 服薬指導室 病院長 廃棄

2021年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（５年） 令和3年度病棟薬剤業務日誌 薬剤部 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 薬剤部 服薬指導室 病院長 廃棄

2021年度 薬剤部 病院 その他病院関係文書（３年） 令和3年度TDM検査依頼票 薬剤部 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 薬剤部 薬物動態解析室 病院長 廃棄

2021年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和3年度（定数外）手術用注射薬請求票 薬剤部 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 薬剤部 調剤室 病院長 廃棄

2021年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和3年度外来処方箋 薬剤部 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 薬剤部 調剤室 病院長 廃棄

2021年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和3年度外来注射薬請求票 薬剤部 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 薬剤部 調剤室 病院長 廃棄

2021年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和3年度処置用薬品請求票 薬剤部 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 薬剤部 調剤室 病院長 廃棄

2021年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和3年度注射薬処方箋 薬剤部 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 薬剤部 調剤室 病院長 廃棄

2021年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和3年度注射薬損失伝票 薬剤部 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 薬剤部 調剤室 病院長 廃棄

2021年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和3年度入院処方箋 薬剤部 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 薬剤部 調剤室 病院長 廃棄

2021年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和3年度入院注射薬請求票 薬剤部 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 薬剤部 調剤室 病院長 廃棄

2021年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和3年度薬品請求票 薬剤部 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 薬剤部 調剤室 病院長 廃棄
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2021年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和3年度特定生物由来製品請求票 薬剤部 2022年4月1日 20年 2042年3月31日 紙 薬剤部 調剤室 病院長 廃棄

2021年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和3年度特定生物由来製品払出簿 薬剤部 2022年4月1日 20年 2042年3月31日 紙 薬剤部 調剤室 病院長 廃棄

2021年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和3年度外来麻薬処方箋 薬剤部 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄

2021年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和3年度入院麻薬処方箋 薬剤部 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄

2021年度 薬剤部 病院 処方せん・検査記録・エックス線写真 令和3年度麻薬注射薬請求票 薬剤部 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄

2021年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） プレグランディン膣坐剤施用明細書 薬剤部 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄

2021年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） プレグランディン膣坐剤報告書（写し） 薬剤部 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄

2021年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和3年度調剤済み麻薬廃棄届（写し） 薬剤部 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄

2021年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和3年度年間麻薬受払届書（写し） 薬剤部 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄

2021年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和3年度麻薬管理簿 薬剤部 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄

2021年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和3年度麻薬原簿 薬剤部 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄

2021年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和3年度麻薬事故届（写し） 薬剤部 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄

2021年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（３年） 令和3年度麻薬譲受書（写し） 薬剤部 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄

2021年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（３年） 令和3年度麻薬譲渡書 薬剤部 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄

2021年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（５年） 令和3年度麻薬廃棄届（写し） 薬剤部 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄

2021年度 薬剤部 管理 その他管理運営文書（１０年） 令和3年度当直日誌 薬剤部 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄

2021年度 薬剤部 管理 その他病院関係文書（３年） 令和3年度　外来抗がん剤無菌調製指示書 薬剤部製剤室 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄

2021年度 薬剤部 管理 その他病院関係文書（３年） 令和3年度　外来抗がん剤無菌調製手順書 薬剤部製剤室 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄

2021年度 薬剤部 管理 その他病院関係文書（３年） 令和3年度　抗がん剤中止指示書 薬剤部製剤室 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄

2021年度 薬剤部 管理 その他病院関係文書（３年） 令和3年度　入院抗がん剤無菌調製指示書 薬剤部製剤室 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄

2021年度 薬剤部 管理 その他病院関係文書（３年） 令和3年度　入院抗がん剤無菌調製手順書 薬剤部製剤室 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄

2021年度 薬剤部 管理 その他病院関係文書（３年） 令和3年度　製剤記録票 薬剤部製剤室 2022年4月1日 20年 2042年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄

2021年度 薬剤部 管理 その他病院関係文書（３年） 令和3年度　特殊製剤調製申込書 薬剤部製剤室 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 薬剤部 薬務管理室 病院長 廃棄

8/8


