
大分類 中分類

2012 事務部管理課 日誌

圧力

あつりょく

容器

ようき

検査

けんさ

報告書

ほうこくしょ

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 管理課ボイラー室 事務部管理課長 廃棄

2013 事務部管理課 日誌

圧力

あつりょく

容器

ようき

検査

けんさ

報告書

ほうこくしょ

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 管理課ボイラー室 事務部管理課長 廃棄

2014 事務部管理課 日誌

圧力

あつりょく

容器

ようき

検査

けんさ

報告書

ほうこくしょ

1 管理課 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 管理課ボイラー室 事務部管理課長 廃棄

2015 事務部管理課 日誌

圧力

あつりょく

容器

ようき

検査

けんさ

報告書

ほうこくしょ

1 管理課 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 管理課ボイラー室 事務部管理課長 廃棄

2012  管理課  福利厚生

 安全衛生委員会

　あんぜんえいせいいいんかい

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2013  管理課  福利厚生

 安全衛生委員会

　あんぜんえいせいいいんかい

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2012 事務部管理課 会議

安全

あんぜん

衛生

えいせい

委員会

いいんかい

議事録

ぎじろく

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2013 事務部管理課 会議

安全

あんぜん

衛生

えいせい

委員会

いいんかい

議事録

ぎじろく

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2014 事務部管理課 会議

安全

あんぜん

衛生

えいせい

委員会

いいんかい

議事録

ぎじろく

1 管理課 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2015 事務部管理課 会議

安全

あんぜん

衛生

えいせい

委員会

いいんかい

議事録

ぎじろく

1 管理課 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2012 事務部管理課 人事異動

育児休業許可申請

いくじきゅうぎょうきょかしんせい

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2013 事務部管理課 人事異動

育児休業許可申請

いくじきゅうぎょうきょかしんせい

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2014 事務部管理課 人事異動

育児休業許可申請

いくじきゅうぎょうきょかしんせい

1 管理課 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2015 事務部管理課 人事異動

育児休業許可申請

いくじきゅうぎょうきょかしんせい

1 管理課 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2012  管理課  人事異動

 育児休業承認申請書

　いくじきゅうぎょうしょうにんしんせいしょ

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2013  管理課  人事異動

 育児休業承認申請書

　いくじきゅうぎょうしょうにんしんせいしょ

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2012  管理課  手当

 医師手当

　いしてあて

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2013  管理課  手当

 医師手当

　いしてあて

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2012 事務部管理課 手当

医師手当調書

いしてあてちょうしょ

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2013 事務部管理課 手当

医師手当調書

いしてあてちょうしょ

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2014 事務部管理課 手当

医師手当調書

いしてあてちょうしょ

1 管理課 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2015 事務部管理課 手当

医師手当調書

いしてあてちょうしょ

1 管理課 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2012  管理課  日誌

 医師当直日誌

　いしとうちょくにっし

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2013  管理課  日誌

 医師当直日誌

　いしとうちょくにっし

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2014  管理課  日誌

 医師当直日誌

　いしとうちょくにっし

1 管理課 2015/4/1 3 2018/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2015  管理課  日誌

 医師当直日誌

　いしとうちょくにっし

1 管理課 2016/4/1 3 2019/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2012 事務部管理課 日誌

医事当直日誌

いじとうちょくにっし

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2013 事務部管理課 日誌

医事当直日誌

いじとうちょくにっし

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄
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2014 事務部管理課 日誌

医事当直日誌

いじとうちょくにっし

1 管理課 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2015 事務部管理課 日誌

医事当直日誌

いじとうちょくにっし

1 管理課 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2012  管理課  日誌

 医事当直日誌

　いじとうちょくにっし

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2013  管理課  日誌

 医事当直日誌

　いじとうちょくにっし

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

1993 事務部企画課 例規

医事例規

いじれいき

1 企画課 1994/4/1 30 2024/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

1994 事務部企画課 例規

医事例規

いじれいき

1 企画課 1995/4/1 30 2025/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

1995 事務部企画課 例規

医事例規

いじれいき

1 企画課 1996/4/1 30 2026/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

1996 事務部企画課 例規

医事例規

いじれいき

1 企画課 1997/4/1 30 2027/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

1997 事務部企画課 例規

医事例規

いじれいき

1 企画課 1998/4/1 30 2028/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

1998 事務部企画課 例規

医事例規

いじれいき

1 企画課 1999/4/1 30 2029/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

1999 事務部企画課 例規

医事例規

いじれいき

1 企画課 2000/4/1 30 2030/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2000 事務部企画課 例規

医事例規

いじれいき

1 企画課 2001/4/1 30 2031/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2001 事務部企画課 例規

医事例規

いじれいき

1 企画課 2002/4/1 30 2032/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2002 事務部企画課 例規

医事例規

いじれいき

1 企画課 2003/4/1 30 2033/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2003 事務部企画課 例規

医事例規

いじれいき

1 企画課 2004/4/1 30 2034/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2004 事務部企画課 例規

医事例規

いじれいき

1 企画課 2005/4/1 30 2035/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2005 事務部企画課 例規

医事例規

いじれいき

1 企画課 2006/4/1 30 2036/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2006 事務部企画課 例規

医事例規

いじれいき

1 企画課 2007/4/1 30 2037/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2007 事務部企画課 例規

医事例規

いじれいき

1 企画課 2008/4/1 30 2038/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2008 事務部企画課 例規

医事例規

いじれいき

1 企画課 2009/4/1 30 2039/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2009 事務部企画課 例規

医事例規

いじれいき

1 企画課 2010/4/1 30 2040/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2010 事務部企画課 例規

医事例規

いじれいき

1 企画課 2011/4/1 30 2041/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2011 事務部企画課 例規

医事例規

いじれいき

1 企画課 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2012 事務部企画課 例規

医事例規

いじれいき

1 企画課 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2013 事務部企画課 例規

医事例規

いじれいき

1 企画課 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2014 事務部企画課 例規

医事例規

いじれいき

1 企画課 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2015 事務部企画課 例規

医事例規

いじれいき

1 企画課 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2010 内科栄養管理室 栄養管理

一般食献立表

いっぱんしょくこんだておもて

1 栄養管理室 2011/4/1 5 2016/3/31 紙 栄養管理室事務室 内科栄養管理室長 廃棄
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2011 内科栄養管理室 栄養管理

一般食献立表

いっぱんしょくこんだておもて

1 栄養管理室 2012/4/1 5 2017/3/31 紙 栄養管理室事務室 内科栄養管理室長 廃棄

2012 内科栄養管理室 栄養管理

一般食献立表

いっぱんしょくこんだておもて

1 栄養管理室 2013/4/1 5 2018/3/31 紙 栄養管理室事務室 内科栄養管理室長 廃棄

2013 内科栄養管理室 栄養管理

一般食献立表

いっぱんしょくこんだておもて

1 栄養管理室 2014/4/1 5 2019/3/31 紙 栄養管理室事務室 栄養管理室長 廃棄

2014 栄養管理室 栄養管理

一般食献立表

いっぱんしょくこんだておもて

1 栄養管理室 2015/4/1 5 2020/3/31 紙 栄養管理室事務室 栄養管理室長 廃棄

2015 栄養管理室 栄養管理

一般食献立表

いっぱんしょくこんだておもて

1 栄養管理室 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 栄養管理室事務室 栄養管理室長 廃棄

2010  栄養管理室  栄養管理

 一般食献立表

　いっぱんしょくこんだておもて

1  栄養 2011/4/1 5 2016/3/31  紙  栄養管理室 栄養管理室長 廃棄

2011  栄養管理室  栄養管理

 一般食献立表

　いっぱんしょくこんだておもて

1  栄養 2012/4/1 5 2017/3/31  紙  栄養管理室 栄養管理室長 廃棄

2012  栄養管理室  栄養管理

 一般食献立表

　いっぱんしょくこんだておもて

1  栄養 2013/4/1 5 2018/3/31  紙  栄養管理室 栄養管理室長 廃棄

2013  栄養管理室  栄養管理

 一般食献立表

　いっぱんしょくこんだておもて

1  栄養 2014/4/1 5 2019/3/31  紙  栄養管理室 栄養管理室長 廃棄

2010 内科栄養管理室 栄養管理

一般食食事箋

いっぱんしょくしょくじせん

1 栄養管理室 2011/4/1 5 2016/3/31 紙 栄養管理室事務室 内科栄養管理室長 廃棄

2011 内科栄養管理室 栄養管理

一般食食事箋

いっぱんしょくしょくじせん

1 栄養管理室 2012/4/1 5 2017/3/31 紙 栄養管理室事務室 内科栄養管理室長 廃棄

2012 内科栄養管理室 栄養管理

一般食食事箋

いっぱんしょくしょくじせん

1 栄養管理室 2013/4/1 5 2018/3/31 紙 栄養管理室事務室 内科栄養管理室長 廃棄

2013 栄養管理室 栄養管理

一般食食事箋

いっぱんしょくしょくじせん

1 栄養管理室 2014/4/1 5 2019/3/31 紙 栄養管理室事務室 栄養管理室長 廃棄

2014 栄養管理室 栄養管理

一般食食事箋

いっぱんしょくしょくじせん

1 栄養管理室 2015/4/1 5 2020/3/31 紙 栄養管理室事務室 栄養管理室長 廃棄

2015 栄養管理室 栄養管理

一般食食事箋

いっぱんしょくしょくじせん

1 栄養管理室 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 栄養管理室事務室 栄養管理室長 廃棄

2010  看護学校  入学

 一般入学試験

　いっぱんにゅうがくしけん

1 看護学校 2011/4/1 5 2016/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2011  看護学校  入学

 一般入学試験

　いっぱんにゅうがくしけん

1 看護学校 2012/4/1 5 2017/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2012  看護学校  入学

 一般入学試験

　いっぱんにゅうがくしけん

1 看護学校 2013/4/1 5 2018/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2013  看護学校  入学

 一般入学試験

　いっぱんにゅうがくしけん

1 看護学校 2014/4/1 5 2019/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2014  看護学校  入学

 一般入学試験

　いっぱんにゅうがくしけん

1 看護学校 2015/4/1 5 2020/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2015  看護学校  入学

 一般入学試験

　いっぱんにゅうがくしけん

1 看護学校 2016/4/1 5 2021/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2000  看護部  例規等

 医療安全管理マニュアル

　いりょうあんぜんかんりまにゅある

1 厚生労働省 2001/4/1 30 2031/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2001  看護部  例規等

 医療安全管理マニュアル

　いりょうあんぜんかんりまにゅある

1 厚生労働省 2002/4/1 30 2032/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2002  看護部  例規等

 医療安全管理マニュアル

　いりょうあんぜんかんりまにゅある

1 厚生労働省 2003/4/1 30 2033/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2003  看護部  例規等

 医療安全管理マニュアル

　いりょうあんぜんかんりまにゅある

1 厚生労働省 2004/4/1 30 2034/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2004  看護部  例規等

 医療安全管理マニュアル

　いりょうあんぜんかんりまにゅある

1  看護 2005/4/1 30 2035/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2005  看護部  例規等

 医療安全管理マニュアル

　いりょうあんぜんかんりまにゅある

1  看護 2006/4/1 30 2036/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2006  看護部  例規等

 医療安全管理マニュアル

　いりょうあんぜんかんりまにゅある

1  看護 2007/4/1 30 2037/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄
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2007  看護部  例規等

 医療安全管理マニュアル

　いりょうあんぜんかんりまにゅある

1  看護 2008/4/1 30 2038/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2008  看護部  例規等

 医療安全管理マニュアル

　いりょうあんぜんかんりまにゅある

1  看護 2009/4/1 30 2039/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2009  看護部  例規等

 医療安全管理マニュアル

　いりょうあんぜんかんりまにゅある

1  看護 2010/4/1 30 2040/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2010  看護部  例規等

 医療安全管理マニュアル

　いりょうあんぜんかんりまにゅある

1  看護 2011/4/1 30 2041/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2011  看護部  例規等

 医療安全管理マニュアル

　いりょうあんぜんかんりまにゅある

1  看護 2012/4/1 30 2042/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2012  看護部  例規等

 医療安全管理マニュアル

　いりょうあんぜんかんりまにゅある

1  看護 2013/4/1 30 2042/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2013  看護部  例規等

 医療安全管理マニュアル

　いりょうあんぜんかんりまにゅある

1  看護 2014/4/1 30 2043/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2014  看護部  例規等

 医療安全管理マニュアル

　いりょうあんぜんかんりまにゅある

1  看護 2015/4/1 30 2044/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2015  看護部  例規等

 医療安全管理マニュアル

　いりょうあんぜんかんりまにゅある

1  看護 2016/4/1 30 2045/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2010 医療安全管理室 会議

医療

いりょう

安全

あんぜん

部会

ぶかい

議事録

ぎじろく

1 医療安全管理室2011/4/1 5 2016/3/31 紙 医療安全管理室 医療安全管理室長 廃棄

2011 医療安全管理室 会議

医療

いりょう

安全

あんぜん

部会

ぶかい

議事録

ぎじろく

1 医療安全管理室2012/4/1 5 2017/3/31 紙 医療安全管理室 医療安全管理室長 廃棄

2012 医療安全管理室 会議

医療

いりょう

安全

あんぜん

部会

ぶかい

議事録

ぎじろく

1 医療安全管理室2013/4/1 5 2018/3/31 紙 医療安全管理室 医療安全管理室長 廃棄

2013 医療安全管理室 会議

医療

いりょう

安全

あんぜん

部会

ぶかい

議事録

ぎじろく

1 医療安全管理室2014/4/1 5 2019/3/31 紙 医療安全管理室 医療安全管理室長 廃棄

2014 医療安全管理室 会議

医療

いりょう

安全

あんぜん

部会

ぶかい

議事録

ぎじろく

1 医療安全管理室2015/4/1 5 2020/3/31 紙 医療安全管理室 医療安全管理室長 廃棄

2015 医療安全管理室 会議

医療

いりょう

安全

あんぜん

部会

ぶかい

議事録

ぎじろく

1 医療安全管理室2016/4/1 5 2021/3/31 紙 医療安全管理室 医療安全管理室長 廃棄

2005 医療安全管理室 医療安全

医療

いりょう

安全

あんぜん

例規

れいき

・通知

つうち

1 医療安全管理室2006/4/1 10 2016/3/31 紙 医療安全管理室 医療安全管理室長 廃棄

2006 医療安全管理室 医療安全

医療

いりょう

安全

あんぜん

例規

れいき

・通知

つうち

1 医療安全管理室2007/4/1 10 2017/3/31 紙 医療安全管理室 医療安全管理室長 廃棄

2007 医療安全管理室 医療安全

医療

いりょう

安全

あんぜん

例規

れいき

・通知

つうち

1 医療安全管理室2008/4/1 10 2018/3/31 紙 医療安全管理室 医療安全管理室長 廃棄

2008 医療安全管理室 医療安全

医療

いりょう

安全

あんぜん

例規

れいき

・通知

つうち

1 医療安全管理室2009/4/1 10 2019/3/31 紙 医療安全管理室 医療安全管理室長 廃棄

2009 医療安全管理室 医療安全

医療

いりょう

安全

あんぜん

例規

れいき

・通知

つうち

1 医療安全管理室2010/4/1 10 2020/3/31 紙 医療安全管理室 医療安全管理室長 廃棄

2010 医療安全管理室 医療安全

医療

いりょう

安全

あんぜん

例規

れいき

・通知

つうち

1 医療安全管理室2011/4/1 10 2021/3/31 紙 医療安全管理室 医療安全管理室長 廃棄

2011 医療安全管理室 医療安全

医療

いりょう

安全

あんぜん

例規

れいき

・通知

つうち

1 医療安全管理室2012/4/1 10 2022/3/31 紙 医療安全管理室 医療安全管理室長 廃棄

2012 医療安全管理室 医療安全

医療

いりょう

安全

あんぜん

例規

れいき

・通知

つうち

1 医療安全管理室2013/4/1 10 2023/3/31 紙 医療安全管理室 医療安全管理室長 廃棄

2013 医療安全管理室 医療安全

医療

いりょう

安全

あんぜん

例規

れいき

・通知

つうち

1 医療安全管理室2014/4/1 10 2024/3/31 紙 医療安全管理室 医療安全管理室長 廃棄

2014 医療安全管理室 医療安全

医療

いりょう

安全

あんぜん

例規

れいき

・通知

つうち

1 医療安全管理室2015/4/1 10 2025/3/31 紙 医療安全管理室 医療安全管理室長 廃棄

2015 医療安全管理室 医療安全

医療

いりょう

安全

あんぜん

例規

れいき

・通知

つうち

1 医療安全管理室2016/4/1 10 2026/3/31 紙 医療安全管理室 医療安全管理室長 廃棄

2008 事務部企画課 物品購入

医療機器整備計画

いりょうききせいびけいかく

1 企画課 2009/4/1 7 2016/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2009 事務部企画課 物品購入

医療機器整備計画

いりょうききせいびけいかく

1 企画課 2010/4/1 7 2017/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄
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2010 事務部企画課 物品購入

医療機器整備計画

いりょうききせいびけいかく

1 企画課 2011/4/1 7 2018/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2011 事務部企画課 物品購入

医療機器整備計画

いりょうききせいびけいかく

1 企画課 2012/4/1 7 2019/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2012 事務部企画課 物品購入

医療機器整備計画

いりょうききせいびけいかく

1 企画課 2013/4/1 7 2020/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2013 事務部企画課 物品購入

医療機器整備計画

いりょうききせいびけいかく

1 企画課 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2014 事務部企画課 物品購入

医療機器整備計画

いりょうききせいびけいかく

1 企画課 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2015 事務部企画課 物品購入

医療機器整備計画

いりょうききせいびけいかく

1 企画課 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2012 医療安全管理室 会議

医療事故防止対策委員会議事録

いりょうじこぼうしたいさくいいんかいぎじろく

1 医療安全管理室2013/4/1 3 2016/3/31 紙 医療安全管理室 医療安全管理室長 廃棄

2013 医療安全管理室 会議

医療事故防止対策委員会議事録

いりょうじこぼうしたいさくいいんかいぎじろく

1 医療安全管理室2014/4/1 3 2017/3/31 紙 医療安全管理室 医療安全管理室長 廃棄

2014 医療安全管理室 会議

医療事故防止対策委員会議事録

いりょうじこぼうしたいさくいいんかいぎじろく

1 医療安全管理室2015/4/1 3 2018/3/31 紙 医療安全管理室 医療安全管理室長 廃棄

2015 医療安全管理室 会議

医療事故防止対策委員会議事録

いりょうじこぼうしたいさくいいんかいぎじろく

1 医療安全管理室2016/4/1 3 2019/3/31 紙 医療安全管理室 医療安全管理室長 廃棄

2008 事務部企画課 公費申請

医療扶助請求に関する帳簿

いりょうふじょせいきゅうにかんするちょうぼ

1 企画課 2009/4/1 7 2016/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2009 事務部企画課 公費申請

医療扶助請求に関する帳簿

いりょうふじょせいきゅうにかんするちょうぼ

1 企画課 2010/4/1 7 2017/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2010 事務部企画課 公費申請

医療扶助請求に関する帳簿

いりょうふじょせいきゅうにかんするちょうぼ

1 企画課 2011/4/1 7 2018/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2011 事務部企画課 公費申請

医療扶助請求に関する帳簿

いりょうふじょせいきゅうにかんするちょうぼ

1 企画課 2012/4/1 7 2019/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2012 事務部企画課 公費申請

医療扶助請求に関する帳簿

いりょうふじょせいきゅうにかんするちょうぼ

1 企画課 2013/4/1 7 2020/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2013 事務部企画課 公費申請

医療扶助請求に関する帳簿

いりょうふじょせいきゅうにかんするちょうぼ

1 企画課 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2014 事務部企画課 公費申請

医療扶助請求に関する帳簿

いりょうふじょせいきゅうにかんするちょうぼ

1 企画課 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2015 事務部企画課 公費申請

医療扶助請求に関する帳簿

いりょうふじょせいきゅうにかんするちょうぼ

1 企画課 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2010  企画課  医療法承認申請

 医療法承認申請

　いりょうほうしょうにんしんせい

1  企画 2011/4/1 5 2016/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2011  企画課  医療法承認申請

 医療法承認申請

　いりょうほうしょうにんしんせい

1  企画 2012/4/1 5 2016/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2012  企画課  医療法承認申請

 医療法承認申請

　いりょうほうしょうにんしんせい

1  企画 2013/4/1 5 2017/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2013  企画課  医療法承認申請

 医療法承認申請

　いりょうほうしょうにんしんせい

1  企画 2014/4/1 5 2018/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2010 事務部企画課 医療法承認申請

医療法承認申請書

いりょうほうしょうにんしんせいしょ

1 企画課 2011/4/1 5 2016/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2011 事務部企画課 医療法承認申請

医療法承認申請書

いりょうほうしょうにんしんせいしょ

1 企画課 2012/4/1 5 2017/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2012 事務部企画課 医療法承認申請

医療法承認申請書

いりょうほうしょうにんしんせいしょ

1 企画課 2013/4/1 5 2018/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2013 事務部企画課 医療法承認申請

医療法承認申請書

いりょうほうしょうにんしんせいしょ

1 企画課 2014/4/1 5 2019/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2014 事務部企画課 医療法承認申請

医療法承認申請書

いりょうほうしょうにんしんせいしょ

1 企画課 2015/4/1 5 2020/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2015 事務部企画課 医療法承認申請

医療法承認申請書

いりょうほうしょうにんしんせいしょ

1 企画課 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄
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2010  臨床検査科  検査

 院内感染対策専門部会議事録

いんないかんせんたいさくせんもんぶかいぎじろく

1 臨床検査 2011/4/1 5 2016/3/31  紙  検査 臨床検査科長 廃棄

2011  臨床検査科  検査

 院内感染対策専門部会議事録

いんないかんせんたいさくせんもんぶかいぎじろく

1 臨床検査 2012/4/1 5 2017/3/31  紙  検査 臨床検査科長 廃棄

2012  臨床検査科  検査

 院内感染対策専門部会議事録

いんないかんせんたいさくせんもんぶかいぎじろく

1 臨床検査 2013/4/1 5 2018/3/31  紙  検査 臨床検査科長 廃棄

2013  臨床検査科  検査

 院内感染対策専門部会議事録

いんないかんせんたいさくせんもんぶかいぎじろく

1 臨床検査 2014/4/1 5 2019/3/31  紙  検査 臨床検査科長 廃棄

2014  臨床検査科  検査

 院内感染対策専門部会議事録

いんないかんせんたいさくせんもんぶかいぎじろく

1 臨床検査 2015/4/1 5 2020/3/31  紙  検査 臨床検査科長 廃棄

2015  臨床検査科  検査

 院内感染対策専門部会議事録

いんないかんせんたいさくせんもんぶかいぎじろく

1 臨床検査 2016/4/1 5 2021/3/31  紙  検査 臨床検査科長 廃棄

2008  看護部  例規等

 院内感染対策マニュアル

　いんないかんせんたいさくまにゅある

1  看護 2009/4/1 30 2039/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2009  看護部  例規等

 院内感染対策マニュアル

　いんないかんせんたいさくまにゅある

1  看護 2010/4/1 30 2040/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2010  看護部  例規等

 院内感染対策マニュアル

　いんないかんせんたいさくまにゅある

1  看護 2011/4/1 30 2041/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2011  看護部  例規等

 院内感染対策マニュアル

　いんないかんせんたいさくまにゅある

1  看護 2012/4/1 30 2042/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2012  看護部  例規等

 院内感染対策マニュアル

　いんないかんせんたいさくまにゅある

1  看護 2013/4/1 30 2043/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2013  看護部  例規等

 院内感染対策マニュアル

　いんないかんせんたいさくまにゅある

1  看護 2014/4/1 30 2044/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2014  看護部  例規等

 院内感染対策マニュアル

　いんないかんせんたいさくまにゅある

1  看護 2015/4/1 30 2045/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2015  看護部  例規等

 院内感染対策マニュアル

　いんないかんせんたいさくまにゅある

1  看護 2016/4/1 30 2046/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2010  臨床検査科  検査

 院内感染防止対策委員会議事録

　いんないかんせんぼうしたいさくいいんかいぎじろく

1 臨床検査 2011/4/1 5 2016/3/31  紙  検査 臨床検査科長 廃棄

2011  臨床検査科  検査

 院内感染防止対策委員会議事録

　いんないかんせんぼうしたいさくいいんかいぎじろく

1 臨床検査 2012/4/1 5 2017/3/31  紙  検査 臨床検査科長 廃棄

2012  臨床検査科  検査

 院内感染防止対策委員会議事録

　いんないかんせんぼうしたいさくいいんかいぎじろく

1 臨床検査 2013/4/1 5 2018/3/31  紙  検査 臨床検査科長 廃棄

2013  臨床検査科  検査

 院内感染防止対策委員会議事録

　いんないかんせんぼうしたいさくいいんかいぎじろく

1 臨床検査 2014/4/1 5 2019/3/31  紙  検査 臨床検査科長 廃棄

2014  臨床検査科  検査

 院内感染防止対策委員会議事録

　いんないかんせんぼうしたいさくいいんかいぎじろく

1 臨床検査 2015/4/1 5 2020/3/31  紙  検査 臨床検査科長 廃棄

2015  臨床検査科  検査

 院内感染防止対策委員会議事録

　いんないかんせんぼうしたいさくいいんかいぎじろく

1 臨床検査 2016/4/1 5 2021/3/31  紙  検査 臨床検査科長 廃棄

2004 事務部管理課 例規

院内規定

いんないきてい

1 管理課 2005/4/1 30 2035/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2005 事務部管理課 例規

院内規定

いんないきてい

1 管理課 2006/4/1 30 2036/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2006 事務部管理課 例規

院内規定

いんないきてい

1 管理課 2007/4/1 30 2037/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2007 事務部管理課 例規

院内規定

いんないきてい

1 管理課 2008/4/1 30 2038/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2008 事務部管理課 例規

院内規定

いんないきてい

1 管理課 2009/4/1 30 2039/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2009 事務部管理課 例規

院内規定

いんないきてい

1 管理課 2010/4/1 30 2040/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2010 事務部管理課 例規

院内規定

いんないきてい

1 管理課 2011/4/1 30 2041/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2011 事務部管理課 例規

院内規定

いんないきてい

1 管理課 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄
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2012 事務部管理課 例規

院内規定

いんないきてい

1 管理課 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2013 事務部管理課 例規

院内規定

いんないきてい

1 管理課 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2014 事務部管理課 例規

院内規定

いんないきてい

1 管理課 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2015 事務部管理課 例規

院内規定

いんないきてい

1 管理課 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2000  管理課  例規等

 院内規程

　いんないきてい

1 厚生労働省 2001/4/1 30 2031/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2001  管理課  例規等

 院内規程

　いんないきてい

1 厚生労働省 2002/4/1 30 2032/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2002  管理課  例規等

 院内規程

　いんないきてい

1 厚生労働省 2003/4/1 30 2033/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2003  管理課  例規等

 院内規程

　いんないきてい

1 厚生労働省 2004/4/1 30 2034/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2000  管理課  例規等

 院内規程改訂綴り

　いんないきていかいていつづり

1 厚生労働省 2001/4/1 30 2031/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2001  管理課  例規等

 院内規程改訂綴り

　いんないきていかいていつづり

1 厚生労働省 2002/4/1 30 2032/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2002  管理課  例規等

 院内規程改訂綴り

　いんないきていかいていつづり

1 厚生労働省 2003/4/1 30 2033/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2003  管理課  例規等

 院内規程改訂綴り

　いんないきていかいていつづり

1 厚生労働省 2004/4/1 30 2034/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2004  管理課  例規等

 院内規程改訂綴り

　いんないきていかいていつづり

1 管理課 2005/4/1 30 2035/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2005  管理課  例規等

 院内規程改訂綴り

　いんないきていかいていつづり

1 管理課 2006/4/1 30 2036/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2000  臨床検査科  例規等

 院内規程集

　いんないきていしゅう

1 厚生労働省 2001/4/1 30 2031/3/31  紙  検査 臨床検査科長 廃棄

2001  臨床検査科  例規等

 院内規程集

　いんないきていしゅう

1 厚生労働省 2002/4/1 30 2032/3/31  紙  検査 臨床検査科長 廃棄

2002  臨床検査科  例規等

 院内規程集

　いんないきていしゅう

1 厚生労働省 2003/4/1 30 2033/3/31  紙  検査 臨床検査科長 廃棄

2003  臨床検査科  例規等

 院内規程集

　いんないきていしゅう

1 厚生労働省 2004/4/1 30 2034/3/31  紙  検査 臨床検査科長 廃棄

2004  臨床検査科  例規等

 院内規程集

　いんないきていしゅう

1 厚生労働省 2005/4/1 30 2035/3/31  紙  検査 臨床検査科長 廃棄

2005  臨床検査科  例規等

 院内規程集

　いんないきていしゅう

1 厚生労働省 2006/4/1 30 2036/3/31  紙  検査 臨床検査科長 廃棄

2005  管理課  叙位叙勲等

 永年勤続表彰内申書

　えいねんきんぞくひょうしょうないしんしょ

1 管理課 2006/4/1 10 2016/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2006  管理課  叙位叙勲等

 永年勤続表彰内申書

　えいねんきんぞくひょうしょうないしんしょ

1 管理課 2007/4/1 10 2017/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2007  管理課  叙位叙勲等

 永年勤続表彰内申書

　えいねんきんぞくひょうしょうないしんしょ

1 管理課 2008/4/1 10 2018/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2008  管理課  叙位叙勲等

 永年勤続表彰内申書

　えいねんきんぞくひょうしょうないしんしょ

1 管理課 2009/4/1 10 2019/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2009  管理課  叙位叙勲等

 永年勤続表彰内申書

　えいねんきんぞくひょうしょうないしんしょ

1 管理課 2010/4/1 10 2020/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2010  管理課  叙位叙勲等

 永年勤続表彰内申書

　えいねんきんぞくひょうしょうないしんしょ

1 管理課 2011/4/1 10 2021/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2011  管理課  叙位叙勲等

 永年勤続表彰内申書

　えいねんきんぞくひょうしょうないしんしょ

1 管理課 2012/4/1 10 2022/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2012  管理課  叙位叙勲等

 永年勤続表彰内申書

　えいねんきんぞくひょうしょうないしんしょ

1 管理課 2013/4/1 10 2023/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄
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2013  管理課  叙位叙勲等

 永年勤続表彰内申書

　えいねんきんぞくひょうしょうないしんしょ

1 管理課 2014/4/1 10 2024/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2014  管理課  叙位叙勲等

 永年勤続表彰内申書

　えいねんきんぞくひょうしょうないしんしょ

1 管理課 2015/4/1 10 2025/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2015  管理課  叙位叙勲等

 永年勤続表彰内申書

　えいねんきんぞくひょうしょうないしんしょ

1 管理課 2016/4/1 10 2026/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2012 内科栄養管理室 会議

栄養委員会議事録

えいよういいんかいぎじろく

1 栄養管理室 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 栄養管理室事務室 内科栄養管理室長 廃棄

2013 栄養管理室 会議

栄養委員会議事録

えいよういいんかいぎじろく

1 栄養管理室 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 栄養管理室事務室 栄養管理室長 廃棄

2014 栄養管理室 会議

栄養委員会議事録

えいよういいんかいぎじろく

1 栄養管理室 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 栄養管理室事務室 栄養管理室長 廃棄

2015 栄養管理室 会議

栄養委員会議事録

えいよういいんかいぎじろく

1 栄養管理室 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 栄養管理室事務室 栄養管理室長 廃棄

2012 内科栄養管理室 日誌

栄養管理日誌

えいようかんりにっし

1 栄養管理室 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 栄養管理室事務室 内科栄養管理室長 廃棄

2013 栄養管理室 日誌

栄養管理日誌

えいようかんりにっし

1 栄養管理室 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 栄養管理室事務室 栄養管理室長 廃棄

2014 栄養管理室 日誌

栄養管理日誌

えいようかんりにっし

1 栄養管理室 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 栄養管理室事務室 栄養管理室長 廃棄

2015 栄養管理室 日誌

栄養管理日誌

えいようかんりにっし

1 栄養管理室 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 栄養管理室事務室 栄養管理室長 廃棄

2012 内科栄養管理室 調査報告

栄養月報

えいようげっぽう

1 栄養管理室 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 栄養管理室事務室 内科栄養管理室長 廃棄

2013 栄養管理室 調査報告

栄養月報

えいようげっぽう

1 栄養管理室 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 栄養管理室事務室 栄養管理室長 廃棄

2014 栄養管理室 調査報告

栄養月報

えいようげっぽう

1 栄養管理室 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 栄養管理室事務室 栄養管理室長 廃棄

2015 栄養管理室 調査報告

栄養月報

えいようげっぽう

1 栄養管理室 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 栄養管理室事務室 栄養管理室長 廃棄

2010  栄養管理室  栄養指導

 栄養指導

　えいようしどう

1  栄養 2011/4/1 5 2016/3/31  紙  栄養管理室 栄養管理室長 廃棄

2011  栄養管理室  栄養指導

 栄養指導

　えいようしどう

1  栄養 2012/4/1 5 2017/3/31  紙  栄養管理室 栄養管理室長 廃棄

2012  栄養管理室  栄養指導

 栄養指導

　えいようしどう

1  栄養 2013/4/1 5 2018/3/31  紙  栄養管理室 栄養管理室長 廃棄

2013  栄養管理室  栄養指導

 栄養指導

　えいようしどう

1  栄養 2014/4/1 5 2019/3/31  紙  栄養管理室 栄養管理室長 廃棄

2010 内科栄養管理室 栄養指導

栄養指導記録簿

えいようしどうきろくぼ

1 栄養管理室 2011/4/1 5 2016/3/31 紙 栄養管理室事務室 内科栄養管理室長 廃棄

2011 内科栄養管理室 栄養指導

栄養指導記録簿

えいようしどうきろくぼ

1 栄養管理室 2012/4/1 5 2017/3/31 紙 栄養管理室事務室 内科栄養管理室長 廃棄

2012 内科栄養管理室 栄養指導

栄養指導記録簿

えいようしどうきろくぼ

1 栄養管理室 2013/4/1 5 2018/3/31 紙 栄養管理室事務室 内科栄養管理室長 廃棄

2013 内科栄養管理室 栄養指導

栄養指導記録簿

えいようしどうきろくぼ

1 栄養管理室 2014/4/1 5 2019/3/31 紙 栄養管理室事務室 内科栄養管理室長 廃棄

2014 栄養管理室 栄養指導

栄養指導記録簿

えいようしどうきろくぼ

1 栄養管理室 2015/4/1 5 2020/3/31 紙 栄養管理室事務室 栄養管理室長 廃棄

2015 栄養管理室 栄養指導

栄養指導記録簿

えいようしどうきろくぼ

1 栄養管理室 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 栄養管理室事務室 栄養管理室長 廃棄

2012 事務部管理課 日誌

液化酸素点検簿

えきかさんそてんけんぼ

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 管理課ボイラー室 事務部管理課長 廃棄

2013 事務部管理課 日誌

液化酸素点検簿

えきかさんそてんけんぼ

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 管理課ボイラー室 事務部管理課長 廃棄

2014 事務部管理課 日誌

液化酸素点検簿

えきかさんそてんけんぼ

1 管理課 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 管理課ボイラー室 事務部管理課長 廃棄
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2015 事務部管理課 日誌

液化酸素点検簿

えきかさんそてんけんぼ

1 管理課 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 管理課ボイラー室 事務部管理課長 廃棄

2010  放射線科  放射線管理

 エックス線装置等の一週間当たり延べ使用時間の記録

　えっくすせんそうちなどのいちしゅうかんあたりのべしようじかんのきろく

1  放射線 2011/4/1 5 2016/3/31  紙  放射線科 放射線科医長 廃棄

2011  放射線科  放射線管理

 エックス線装置等の一週間当たり延べ使用時間の記録

　えっくすせんそうちなどのいちしゅうかんあたりのべしようじかんのきろく

1  放射線 2012/4/1 5 2017/3/31  紙  放射線科 放射線科医長 廃棄

2013  放射線科  放射線管理

 エックス線装置等の一週間当たり延べ使用時間の記録

　えっくすせんそうちなどのいちしゅうかんあたりのべしようじかんのきろく

1  放射線 2014/4/1 5 2019/3/31  紙  放射線科 放射線科医長 廃棄

2014  放射線科  放射線管理

 エックス線装置等の一週間当たり延べ使用時間の記録

　えっくすせんそうちなどのいちしゅうかんあたりのべしようじかんのきろく

1  放射線 2015/4/1 5 2020/3/31  紙  放射線科 放射線科医長 廃棄

2015  放射線科  放射線管理

 エックス線装置等の一週間当たり延べ使用時間の記録

　えっくすせんそうちなどのいちしゅうかんあたりのべしようじかんのきろく

1  放射線 2016/4/1 5 2021/3/31  紙  放射線科 放射線科医長 廃棄

2010 放射線科 放射線管理

エックス線装置等の測定記録

えっくすせんそうちなどのそくていきろく

1 放射線科 2011/4/1 5 2016/3/31 紙 放射線科 放射線科長 廃棄

2011 放射線科 放射線管理

エックス線装置等の測定記録

えっくすせんそうちなどのそくていきろく

1 放射線科 2012/4/1 5 2017/3/31 紙 放射線科 放射線科長 廃棄

2012 放射線科 放射線管理

エックス線装置等の測定記録

えっくすせんそうちなどのそくていきろく

1 放射線科 2013/4/1 5 2018/3/31 紙 放射線科 放射線科長 廃棄

2013 放射線科 放射線管理

エックス線装置等の測定記録

えっくすせんそうちなどのそくていきろく

1 放射線科 2014/4/1 5 2019/3/31 紙 放射線科 放射線科長 廃棄

2014 放射線科 放射線管理

エックス線装置等の測定記録

えっくすせんそうちなどのそくていきろく

1 放射線科 2015/4/1 5 2020/3/31 紙 放射線科 放射線科長 廃棄

2015 放射線科 放射線管理

エックス線装置等の測定記録

えっくすせんそうちなどのそくていきろく

1 放射線科 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 放射線科 放射線科長 廃棄

2010  放射線科  放射線管理

 エックス線装置等の測定記録

　えっくすせんそうちなどのそくていきろく

1  放射線 2011/4/1 5 2016/3/31  紙  放射線科 放射線科医長 廃棄

2011  放射線科  放射線管理

 エックス線装置等の測定記録

　えっくすせんそうちなどのそくていきろく

1  放射線 2012/4/1 5 2017/3/31  紙  放射線科 放射線科医長 廃棄

2012  放射線科  放射線管理

 エックス線装置等の測定記録

　えっくすせんそうちなどのそくていきろく

1  放射線 2013/4/1 5 2018/3/31  紙  放射線科 放射線科医長 廃棄

2013  放射線科  放射線管理

 エックス線装置等の測定記録

　えっくすせんそうちなどのそくていきろく

1  放射線 2014/4/1 5 2019/3/31  紙  放射線科 放射線科医長 廃棄

2012 事務部管理課 服務

海外渡航承認申請書

かいがいとこうしょうにんしんせいしょ

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2013 事務部管理課 服務

海外渡航承認申請書

かいがいとこうしょうにんしんせいしょ

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2014 事務部管理課 服務

海外渡航承認申請書

かいがいとこうしょうにんしんせいしょ

1 管理課 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2015 事務部管理課 服務

海外渡航

かいがいとこう

届

とどけ

1 管理課 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2012  管理課  服務

 海外渡航承認申請書

　かいがいとこうしょうにんしんせいしょ

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2013  管理課  服務

 海外渡航承認申請書

　かいがいとこうしょうにんしんせいしょ

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

1991 事務部企画課 例規

会計例規

かいけいれいき

1 企画課 1992/4/1 30 2022/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

1992 事務部企画課 例規

会計例規

かいけいれいき

1 企画課 1993/4/1 30 2023/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

1993 事務部企画課 例規

会計例規

かいけいれいき

1 企画課 1994/4/1 30 2024/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

1994 事務部企画課 例規

会計例規

かいけいれいき

1 企画課 1995/4/1 30 2025/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

1995 事務部企画課 例規

会計例規

かいけいれいき

1 企画課 1996/4/1 30 2026/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

1996 事務部企画課 例規

会計例規

かいけいれいき

1 企画課 1997/4/1 30 2027/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄
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1997 事務部企画課 例規

会計例規

かいけいれいき

1 企画課 1998/4/1 30 2028/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

1998 事務部企画課 例規

会計例規

かいけいれいき

1 企画課 1999/4/1 30 2029/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

1999 事務部企画課 例規

会計例規

かいけいれいき

1 企画課 2000/4/1 30 2030/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2000 事務部企画課 例規

会計例規

かいけいれいき

1 企画課 2001/4/1 30 2031/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2001 事務部企画課 例規

会計例規

かいけいれいき

1 企画課 2002/4/1 30 2032/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2002 事務部企画課 例規

会計例規

かいけいれいき

1 企画課 2003/4/1 30 2033/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2003 事務部企画課 例規

会計例規

かいけいれいき

1 企画課 2004/4/1 30 2034/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2010 研究検査科 検査

外部委託検査台帳

がいぶいたくけんさだいちょう

1 臨床検査科 2011/4/1 5 2016/3/31 電子媒体 検査科 研究検査科長 廃棄

2011 研究検査科 検査

外部委託検査台帳

がいぶいたくけんさだいちょう

1 臨床検査科 2012/4/1 5 2017/3/31 電子媒体 検査科 研究検査科長 廃棄

2012 研究検査科 検査

外部委託検査台帳

がいぶいたくけんさだいちょう

1 臨床検査科 2013/4/1 5 2018/3/31 電子媒体 検査科 研究検査科長 廃棄

2013 研究検査科 検査

外部委託検査台帳

がいぶいたくけんさだいちょう

1 臨床検査科 2014/4/1 5 2019/3/31 電子媒体 検査科 研究検査科長 廃棄

2014 研究検査科 検査

外部委託検査台帳

がいぶいたくけんさだいちょう

1 臨床検査科 2015/4/1 5 2020/3/31 電子媒体 検査科 研究検査科長 廃棄

2015 研究検査科 検査

外部委託検査台帳

がいぶいたくけんさだいちょう

1 臨床検査科 2016/4/1 5 2021/3/31 電子媒体 検査科 研究検査科長 廃棄

2010  臨床検査科  検査

 外部委託報告書

　がいぶいたくほうこくしょ

1 臨床検査 2011/4/1 5 2016/3/31  紙  検査 臨床検査科長 廃棄

2011  臨床検査科  検査

 外部委託報告書

　がいぶいたくほうこくしょ

1 臨床検査 2012/4/1 5 2017/3/31  紙  検査 臨床検査科長 廃棄

2012  臨床検査科  検査

 外部委託報告書

　がいぶいたくほうこくしょ

1 臨床検査 2013/4/1 5 2018/3/31  紙  検査 臨床検査科長 廃棄

2013  臨床検査科  検査

 外部委託報告書

　がいぶいたくほうこくしょ

1 臨床検査 2014/4/1 5 2019/3/31  紙  検査 臨床検査科長 廃棄

2001 事務部企画課 診療録

外来診療録

がいらいしんりょうろく

1 企画課 2002/4/1 患者最終診察日に係る特定日以降5年紙 企画課事務室（医事）・書庫事務部企画課長 廃棄

2002 事務部企画課 診療録

外来診療録

がいらいしんりょうろく

1 企画課 2003/4/1 患者最終診察日に係る特定日以降5年紙 企画課事務室（医事）・書庫事務部企画課長 廃棄

2003 事務部企画課 診療録

外来診療録

がいらいしんりょうろく

1 企画課 2004/4/1 患者最終診察日に係る特定日以降5年紙 企画課事務室（医事）・書庫事務部企画課長 廃棄

2004 事務部企画課 診療録

外来診療録

がいらいしんりょうろく

1 企画課 2005/4/1 患者最終診察日に係る特定日以降5年紙 企画課事務室（医事）・書庫事務部企画課長 廃棄

2005 事務部企画課 診療録

外来診療録

がいらいしんりょうろく

1 企画課 2006/4/1 患者最終診察日に係る特定日以降5年紙 企画課事務室（医事）・書庫事務部企画課長 廃棄

2006 事務部企画課 診療録

外来診療録

がいらいしんりょうろく

1 企画課 2007/4/1 患者最終診察日に係る特定日以降5年紙 企画課事務室（医事）・書庫事務部企画課長 廃棄

2007 事務部企画課 診療録

外来診療録

がいらいしんりょうろく

1 企画課 2008/4/1 患者最終診察日に係る特定日以降5年紙 企画課事務室（医事）・書庫事務部企画課長 廃棄

2008 事務部企画課 診療録

外来診療録

がいらいしんりょうろく

1 企画課 2009/4/1 患者最終診察日に係る特定日以降5年紙 企画課事務室（医事）・書庫事務部企画課長 廃棄

2009 事務部企画課 診療録

外来診療録

がいらいしんりょうろく

1 企画課 2010/4/1 患者最終診察日に係る特定日以降5年紙 企画課事務室（医事）・書庫事務部企画課長 廃棄

2010 事務部企画課 診療録

外来診療録

がいらいしんりょうろく

1 企画課 2011/4/1 患者最終診察日に係る特定日以降5年紙 企画課事務室（医事）・書庫事務部企画課長 廃棄

2011 事務部企画課 診療録

外来診療録

がいらいしんりょうろく

1 企画課 2012/4/1 患者最終診察日に係る特定日以降5年紙 企画課事務室（医事）・書庫事務部企画課長 廃棄
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2012 事務部企画課 診療録

外来診療録

がいらいしんりょうろく

1 企画課 2013/4/1 患者最終診察日に係る特定日以降5年紙 企画課事務室（医事）・書庫事務部企画課長 廃棄

2013 事務部企画課 診療録

外来診療録

がいらいしんりょうろく

1 企画課 2014/4/1 患者最終診察日に係る特定日以降5年紙 企画課事務室（医事）・書庫事務部企画課長 廃棄

2014 事務部企画課 診療録

外来診療録

がいらいしんりょうろく

1 企画課 2015/4/1 患者最終診察日に係る特定日以降5年紙 企画課事務室（医事）・書庫事務部企画課長 廃棄

2015 事務部企画課 診療録

外来診療録

がいらいしんりょうろく

1 企画課 2016/4/1 患者最終診察日に係る特定日以降5年紙 企画課事務室（医事）・書庫事務部企画課長 廃棄

2010  看護部  日誌

 各外来日誌

　かくがいらいにっし

1  看護 2011/4/1 5 2016/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2011  看護部  日誌

 各外来日誌

　かくがいらいにっし

1  看護 2012/4/1 5 2017/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2012  看護部  日誌

 各外来日誌

　かくがいらいにっし

1  看護 2013/4/1 5 2018/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2013  看護部  日誌

 各外来日誌

　かくがいらいにっし

1  看護 2014/4/1 5 2019/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2014  看護部  日誌

 各外来日誌

　かくがいらいにっし

1  看護 2015/4/1 5 2020/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2015  看護部  日誌

 各外来日誌

　かくがいらいにっし

1  看護 2016/4/1 5 2021/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2012  臨床検査科  検査

 各種臨床検査結果報告書

　かくしゅりんしょうけんさけっかほうこくしょ

1 臨床検査 2013/4/1 3 2016/3/31  電子媒体  検査 臨床検査科長 廃棄

2013  臨床検査科  検査

 各種臨床検査結果報告書

　かくしゅりんしょうけんさけっかほうこくしょ

1 臨床検査 2014/4/1 3 2017/3/31  電子媒体  検査 臨床検査科長 廃棄

2014  臨床検査科  検査

 各種臨床検査結果報告書

　かくしゅりんしょうけんさけっかほうこくしょ

1 臨床検査 2015/4/1 3 2018/3/31  電子媒体  検査 臨床検査科長 廃棄

2015  臨床検査科  検査

 各種臨床検査結果報告書

　かくしゅりんしょうけんさけっかほうこくしょ

1 臨床検査 2016/4/1 3 2019/3/31  電子媒体  検査 臨床検査科長 廃棄

2013  薬剤科  薬剤管理

 覚せい剤原料管理簿

　かくせいざいげんりょうかんりぼ

1  薬剤 2014/4/1 2 2016/3/31  紙  薬剤科  薬剤科長 廃棄

2014  薬剤科  薬剤管理

 覚せい剤原料管理簿

　かくせいざいげんりょうかんりぼ

1  薬剤 2015/4/1 2 2017/3/31  紙  薬剤科  薬剤科長 廃棄

2015  薬剤科  薬剤管理

 覚せい剤原料管理簿

　かくせいざいげんりょうかんりぼ

1  薬剤 2016/4/1 2 2018/3/31  紙  薬剤科  薬剤科長 廃棄

2000  リハビリテーション科 学籍

 学籍簿

　がくせきぼ

1 厚生労働省 2001/4/1 20 2021/3/31  紙  管理課書庫 管理課長 廃棄

2001  リハビリテーション科 学籍

 学籍簿

　がくせきぼ

1 厚生労働省 2002/4/1 20 2022/3/31  紙  管理課書庫 管理課長 廃棄

2002  リハビリテーション科 学籍

 学籍簿

　がくせきぼ

1 厚生労働省 2003/4/1 20 2023/3/31  紙  管理課書庫 管理課長 廃棄

2000  看護学校  学籍

 学籍簿

　がくせきぼ

1 厚生労働省 2001/4/1 20 2021/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2001  看護学校  学籍

 学籍簿

　がくせきぼ

1 厚生労働省 2002/4/1 20 2022/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2002  看護学校  学籍

 学籍簿

　がくせきぼ

1 厚生労働省 2003/4/1 20 2023/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2003  看護学校  学籍

 学籍簿

　がくせきぼ

1 厚生労働省 2004/4/1 20 2024/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2004  看護学校  学籍

 学籍簿

　がくせきぼ

1 看護学校 2005/4/1 20 2025/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2005  看護学校  学籍

 学籍簿

　がくせきぼ

1 看護学校 2006/4/1 20 2026/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2006  看護学校  学籍

 学籍簿

　がくせきぼ

1 看護学校 2007/4/1 20 2027/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2007  看護学校  学籍

 学籍簿

　がくせきぼ

1 看護学校 2008/4/1 20 2028/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄
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2008  看護学校  学籍

 学籍簿

　がくせきぼ

1 看護学校 2009/4/1 20 2029/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2009  看護学校  学籍

 学籍簿

　がくせきぼ

1 看護学校 2010/4/1 20 2030/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2010  看護学校  学籍

 学籍簿

　がくせきぼ

1 看護学校 2011/4/1 20 2031/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2011  看護学校  学籍

 学籍簿

　がくせきぼ

1 看護学校 2012/4/1 20 2032/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2012  看護学校  学籍

 学籍簿

　がくせきぼ

1 看護学校 2013/4/1 20 2033/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2013  看護学校  学籍

 学籍簿

　がくせきぼ

1 看護学校 2014/4/1 20 2034/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2014  看護学校  学籍

 学籍簿

　がくせきぼ

1 看護学校 2015/4/1 20 2035/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2015  看護学校  学籍

 学籍簿

　がくせきぼ

1 看護学校 2016/4/1 20 2036/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2001  看護学校  学則等

 学則

　がくそく

1 厚生労働省 2002/4/1 30 2032/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2002  看護学校  学則等

 学則

　がくそく

1 厚生労働省 2003/4/1 30 2033/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2003  看護学校  学則等

 学則

　がくそく

1 厚生労働省 2004/4/1 30 2034/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2004  看護学校  学則等

 学則

　がくそく

1 看護学校 2005/4/1 30 2035/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2005  看護学校  学則等

 学則

　がくそく

1 看護学校 2006/4/1 30 2036/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2006  看護学校  学則等

 学則

　がくそく

1 看護学校 2007/4/1 30 2037/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2007  看護学校  学則等

 学則

　がくそく

1 看護学校 2008/4/1 30 2038/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2008  看護学校  学則等

 学則

　がくそく

1 看護学校 2009/4/1 30 2039/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2009  看護学校  学則等

 学則

　がくそく

1 看護学校 2010/4/1 30 2040/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2010  看護学校  学則等

 学則

　がくそく

1 看護学校 2011/4/1 30 2041/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2011  看護学校  学則等

 学則

　がくそく

1 看護学校 2012/4/1 30 2042/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2012  看護学校  学則等

 学則

　がくそく

1 看護学校 2013/4/1 30 2043/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2013  看護学校  学則等

 学則

　がくそく

1 看護学校 2014/4/1 30 2044/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2014  看護学校  学則等

 学則

　がくそく

1 看護学校 2015/4/1 30 2045/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2015  看護学校  学則等

 学則

　がくそく

1 看護学校 2016/4/1 30 2046/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2000  リハビリテーション科 学則等

 学則細則

　がくそくさいそく

1 厚生労働省 2001/4/1 30 2031/3/31  紙  管理課書庫 管理課長 廃棄

2001  リハビリテーション科 学則等

 学則細則

　がくそくさいそく

1 厚生労働省 2002/4/1 30 2032/3/31  紙  管理課書庫 管理課長 廃棄

2002  リハビリテーション科 学則等

 学則細則

　がくそくさいそく

1 厚生労働省 2003/4/1 30 2033/3/31  紙  管理課書庫 管理課長 廃棄

2000  看護学校  学則等

 学則細則

　がくそくさいそく

1 厚生労働省 2001/4/1 30 2031/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2001  看護学校  学則等

 学則細則

　がくそくさいそく

1 厚生労働省 2002/4/1 30 2032/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄
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2002  看護学校  学則等

 学則細則

　がくそくさいそく

1 厚生労働省 2003/4/1 30 2033/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2003  看護学校  学則等

 学則細則

　がくそくさいそく

1 厚生労働省 2004/4/1 30 2034/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2004  看護学校  学則等

 学則細則

　がくそくさいそく

1 看護学校 2005/4/1 30 2035/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2005  看護学校  学則等

 学則細則

　がくそくさいそく

1 看護学校 2006/4/1 30 2036/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2006  看護学校  学則等

 学則細則

　がくそくさいそく

1 看護学校 2007/4/1 30 2037/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2007  看護学校  学則等

 学則細則

　がくそくさいそく

1 看護学校 2008/4/1 30 2038/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2008  看護学校  学則等

 学則細則

　がくそくさいそく

1 看護学校 2009/4/1 30 2039/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2009  看護学校  学則等

 学則細則

　がくそくさいそく

1 看護学校 2010/4/1 30 2040/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2010  看護学校  学則等

 学則細則

　がくそくさいそく

1 看護学校 2011/4/1 30 2041/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2011  看護学校  学則等

 学則細則

　がくそくさいそく

1 看護学校 2012/4/1 30 2042/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2012  看護学校  学則等

 学則細則

　がくそくさいそく

1 看護学校 2013/4/1 30 2043/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2013  看護学校  学則等

 学則細則

　がくそくさいそく

1 看護学校 2014/4/1 30 2044/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2014  看護学校  学則等

 学則細則

　がくそくさいそく

1 看護学校 2015/4/1 30 2045/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2015  看護学校  学則等

 学則細則

　がくそくさいそく

1 看護学校 2016/4/1 30 2046/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2008 事務部企画課 診療報酬請求

過誤増減整理簿

かごぞうげんせいりぼ

1 企画課 2009/4/1 7 2016/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2009 事務部企画課 診療報酬請求

過誤増減整理簿

かごぞうげんせいりぼ

1 企画課 2010/4/1 7 2017/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2010 事務部企画課 診療報酬請求

過誤増減整理簿

かごぞうげんせいりぼ

1 企画課 2011/4/1 7 2018/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2011 事務部企画課 診療報酬請求

過誤増減整理簿

かごぞうげんせいりぼ

1 企画課 2012/4/1 7 2019/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2012 事務部企画課 診療報酬請求

過誤増減整理簿

かごぞうげんせいりぼ

1 企画課 2013/4/1 7 2020/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2013 事務部企画課 診療報酬請求

過誤増減整理簿

かごぞうげんせいりぼ

1 企画課 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2014 事務部企画課 診療報酬請求

過誤増減整理簿

かごぞうげんせいりぼ

1 企画課 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2015 事務部企画課 診療報酬請求

過誤増減整理簿

かごぞうげんせいりぼ

1 企画課 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2010  企画課  診療報酬請求

 過誤増減整理簿

　かごぞうげんせいりぼ

1  企画 2011/4/1 5 2016/3/31  紙  企画課医事室 経営企画室長 廃棄

2011  企画課  診療報酬請求

 過誤増減整理簿

　かごぞうげんせいりぼ

1  企画 2012/4/1 5 2017/3/31  紙  企画課医事室 経営企画室長 廃棄

2012  企画課  診療報酬請求

 過誤増減整理簿

　かごぞうげんせいりぼ

1  企画 2013/4/1 5 2018/3/31  紙  企画課医事室 経営企画室長 廃棄

2013  企画課  診療報酬請求

 過誤増減整理簿

　かごぞうげんせいりぼ

1  企画 2014/4/1 5 2019/3/31  紙  企画課医事室 経営企画室長 廃棄

2000  管理課  施設管理

 仮設物台帳

　かせつぶつだいちょう

1 厚生労働省 2001/4/1 30 2031/3/31  紙  管理課事務室 企画課長 廃棄

2001  管理課  施設管理

 仮設物台帳

　かせつぶつだいちょう

1 厚生労働省 2002/4/1 30 2032/3/31  紙  管理課事務室 企画課長 廃棄
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2002  管理課  施設管理

 仮設物台帳

　かせつぶつだいちょう

1 厚生労働省 2003/4/1 30 2033/3/31  紙  管理課事務室 企画課長 廃棄

2003  管理課  施設管理

 仮設物台帳

　かせつぶつだいちょう

1 厚生労働省 2004/4/1 30 2034/3/31  紙  管理課事務室 企画課長 廃棄

2012  看護学校  日誌

 学校管理日誌

　がっこうかんりにっし

1 看護学校 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2013  看護学校  日誌

 学校管理日誌

　がっこうかんりにっし

1 看護学校 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2014  看護学校  日誌

 学校管理日誌

　がっこうかんりにっし

1 看護学校 2015/4/1 3 2018/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2015  看護学校  日誌

 学校管理日誌

　がっこうかんりにっし

1 看護学校 2016/4/1 3 2019/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2012 事務部管理課 ボランティア

活動計画

かつどうけいかく

・申請

しんせい

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2013 事務部管理課 ボランティア

活動計画

かつどうけいかく

・申請

しんせい

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2014 事務部管理課 ボランティア

活動計画

かつどうけいかく

・申請

しんせい

1 管理課 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2015 事務部管理課 ボランティア

活動計画

かつどうけいかく

・申請

しんせい

1 管理課 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2012  看護部  病棟管理

 カルテ送達簿

　かるてそうたつぼ

1  看護 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2013  看護部  病棟管理

 カルテ送達簿

　かるてそうたつぼ

1  看護 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2012 看護部 日誌

看護管理日誌

かんごかんりにっし

1 看護部 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 看護部長室 看護部長 廃棄

2013 看護部 日誌

看護管理日誌

かんごかんりにっし

1 看護部 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 看護部長室 看護部長 廃棄

2014 看護部 日誌

看護管理日誌

かんごかんりにっし

1 看護部 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 看護部長室 看護部長 廃棄

2015 看護部 日誌

看護管理日誌

かんごかんりにっし

1 看護部 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 看護部長室 看護部長 廃棄

2012 看護部 会議

看護教育委員会議事録

かんごきょういくいいんかいぎじろく

1 看護部 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 看護部長室 看護部長 廃棄

2012 看護部 会議

看護

かんご

業務

ぎょうむ

改善

かいぜん

委員会

いいんかい

議事録

ぎじろく

1 看護部 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 看護部長室 看護部長 廃棄

2013 看護部 会議

看護

かんご

業務

ぎょうむ

改善

かいぜん

委員会

いいんかい

議事録

ぎじろく

1 看護部 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 看護部長室 看護部長 廃棄

2014 看護部 会議

看護

かんご

業務

ぎょうむ

改善

かいぜん

委員会

いいんかい

議事録

ぎじろく

1 看護部 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 看護部長室 看護部長 廃棄

2015 看護部 会議

看護

かんご

業務

ぎょうむ

改善

かいぜん

委員会

いいんかい

議事録

ぎじろく

1 看護部 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 看護部長室 看護部長 廃棄

2000  学院看護  例規等

 看護業務マニュアル

　かんごぎょうむまにゅある

1 厚生労働省 2001/4/1 30 2031/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2001  看護部  例規等

 看護業務マニュアル

　かんごぎょうむまにゅある

1 厚生労働省 2002/4/1 30 2032/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2002  看護部  例規等

 看護業務マニュアル

　かんごぎょうむまにゅある

1 厚生労働省 2003/4/1 30 2033/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2003  看護部  例規等

 看護業務マニュアル

　かんごぎょうむまにゅある

1 厚生労働省 2004/4/1 30 2034/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2004  看護部  例規等

 看護業務マニュアル

　かんごぎょうむまにゅある

1  看護 2005/4/1 30 2035/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2005  看護部  例規等

 看護業務マニュアル

　かんごぎょうむまにゅある

1  看護 2006/4/1 30 2036/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2006  看護部  例規等

 看護業務マニュアル

　かんごぎょうむまにゅある

1  看護 2007/4/1 30 2037/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄
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2007  看護部  例規等

 看護業務マニュアル

　かんごぎょうむまにゅある

1  看護 2008/4/1 30 2038/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2008  看護部  例規等

 看護業務マニュアル

　かんごぎょうむまにゅある

1  看護 2009/4/1 30 2039/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2009  看護部  例規等

 看護業務マニュアル

　かんごぎょうむまにゅある

1  看護 2010/4/1 30 2040/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2010  看護部  例規等

 看護業務マニュアル

　かんごぎょうむまにゅある

1  看護 2011/4/1 30 2041/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2011  看護部  例規等

 看護業務マニュアル

　かんごぎょうむまにゅある

1  看護 2012/4/1 30 2042/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2012  看護部  例規等

 看護業務マニュアル

　かんごぎょうむまにゅある

1  看護 2013/4/1 30 2043/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2014  看護部  例規等

 看護業務マニュアル

　かんごぎょうむまにゅある

1  看護 2015/4/1 30 2045/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2015  看護部  例規等

 看護業務マニュアル

　かんごぎょうむまにゅある

1  看護 2016/4/1 30 2046/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2012  看護部  会議等

 看護記録委員会

　かんごきろくいいんかい

1  看護 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2013  看護部  会議等

 看護記録委員会

　かんごきろくいいんかい

1  看護 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2012 看護部 会議

看護

かんご

記録

きろく

委員会

いいんかい

議事録

ぎじろく

1 看護部 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 看護部長室 看護部長 廃棄

2013 看護部 会議

看護

かんご

記録

きろく

委員会

いいんかい

議事録

ぎじろく

1 看護部 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 看護部長室 看護部長 廃棄

2014 看護部 会議

看護

かんご

記録

きろく

委員会

いいんかい

議事録

ぎじろく

1 看護部 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 看護部長室 看護部長 廃棄

2015 看護部 会議

看護

かんご

記録

きろく

委員会

いいんかい

議事録

ぎじろく

1 看護部 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 看護部長室 看護部長 廃棄

2012 看護部 会議

看護サービス向上委員会議事録

かんごさーびすこうじょういいんかいぎじろく

1 看護部 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 看護部長室 看護部長 廃棄

2013 看護部 会議

看護サービス向上委員会議事録

かんごさーびすこうじょういいんかいぎじろく

1 看護部 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 看護部長室 看護部長 廃棄

2014 看護部 会議

看護サービス向上委員会議事録

かんごさーびすこうじょういいんかいぎじろく

1 看護部 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 看護部長室 看護部長 廃棄

2015 看護部 会議

看護サービス向上委員会議事録

かんごさーびすこうじょういいんかいぎじろく

1 看護部 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 看護部長室 看護部長 廃棄

2012 看護部 会議

看護師会議事録

かんごしかいぎじろく

1 看護部 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 看護部長室 看護部長 廃棄

2013 看護部 会議

看護師会議事録

かんごしかいぎじろく

1 看護部 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 看護部長室 看護部長 廃棄

2014 看護部 会議

看護師

かんごし

会

かい

議事録

ぎじろく

1 看護部 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 看護部長室 看護部長 廃棄

2015 看護部 会議

看護師

かんごし

会

かい

議事録

ぎじろく

1 看護部 2016/4/1 3

2012  看護部  会議等

 看護師長会

　かんごしちょうかい

1  看護 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2013  看護部  会議等

 看護師長会

　かんごしちょうかい

1  看護 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2012 看護部 会議

看護師長会議事録

かんごしちょうかいぎじろく

1 看護部 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 看護部長室 看護部長 廃棄

2013 看護部 会議

看護師長会議事録

かんごしちょうかいぎじろく

1 看護部 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 看護部長室 看護部長 廃棄

2014 看護部 会議

看護師長会議事録

かんごしちょうかいぎじろく

1 看護部 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 看護部長室 看護部長 廃棄

2015 看護部 会議

看護師長会議事録

かんごしちょうかいぎじろく

1 看護部 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 看護部長室 看護部長 廃棄
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2010  看護部  日誌

 看護師長当直日誌

　かんごしちょうとうちょくにっし

1  看護 2011/4/1 5 2016/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2011  看護部  日誌

 看護師長当直日誌

　かんごしちょうとうちょくにっし

1  看護 2012/4/1 5 2017/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2012  看護部  日誌

 看護師長当直日誌

　かんごしちょうとうちょくにっし

1  看護 2013/4/1 5 2018/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2013  看護部  日誌

 看護師長当直日誌

　かんごしちょうとうちょくにっし

1  看護 2014/4/1 5 2019/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2014  看護部  日誌

 看護師長当直日誌

　かんごしちょうとうちょくにっし

1  看護 2015/4/1 5 2020/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2015  看護部  日誌

 看護師長当直日誌

　かんごしちょうとうちょくにっし

1  看護 2016/4/1 5 2021/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2012 看護部 会議

看護実習指導者会議事録

かんごじっしゅうしどうしゃかいぎじろく

1 看護部 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 看護部長室 看護部長 廃棄

2013 看護部 会議

看護実習指導者会議事録

かんごじっしゅうしどうしゃかいぎじろく

1 看護部 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 看護部長室 看護部長 廃棄

2014 看護部 会議

看護実習指導者会議事録

かんごじっしゅうしどうしゃかいぎじろく

1 看護部 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 看護部長室 看護部長 廃棄

2015 看護部 会議

看護実習指導者会議事録

かんごじっしゅうしどうしゃかいぎじろく

1 看護部 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 看護部長室 看護部長 廃棄

2012 看護部 会議

看護助手会議事録

かんごじょしゅかいぎじろく

1 看護部 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 看護部長室 看護部長 廃棄

2013 看護部 会議

看護助手会議事録

かんごじょしゅかいぎじろく

1 看護部 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 看護部長室 看護部長 廃棄

2014 看護部 会議

看護助手会議事録

かんごじょしゅかいぎじろく

1 看護部 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 看護部長室 看護部長 廃棄

2015 看護部 会議

看護助手会議事録

かんごじょしゅかいぎじろく

1 看護部 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 看護部長室 看護部長 廃棄

2000  看護部  例規等

 看護手順（標準）

　かんごてじゅん（ひょうじゅん）

1 厚生労働省 2001/4/1 30 2031/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2012 看護部 調査報告

看護度調査報告

かんごどちょうさほうこく

1 看護部 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 看護部長室 看護部長 廃棄

2013 看護部 調査報告

看護度調査報告

かんごどちょうさほうこく

1 看護部 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 看護部長室 看護部長 廃棄

2014 看護部 調査報告

看護度調査報告

かんごどちょうさほうこく

1 看護部 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 看護部長室 看護部長 廃棄

2015 看護部 調査報告

看護度調査報告

かんごどちょうさほうこく

1 看護部 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 看護部長室 看護部長 廃棄

2010  看護部  日誌

 看護部管理日誌

　かんごぶかんりにっし

1  看護 2011/4/1 5 2016/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2011  看護部  日誌

 看護部管理日誌

　かんごぶかんりにっし

1  看護 2012/4/1 5 2017/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2012  看護部  日誌

 看護部管理日誌

　かんごぶかんりにっし

1  看護 2013/4/1 5 2018/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2013  看護部  日誌

 看護部管理日誌

　かんごぶかんりにっし

1  看護 2014/4/1 5 2019/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2014  看護部  日誌

 看護部管理日誌

　かんごぶかんりにっし

1  看護 2015/4/1 5 2020/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2015  看護部  日誌

 看護部管理日誌

　かんごぶかんりにっし

1  看護 2016/4/1 5 2021/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2012 看護部 会議

看護副師長会議事録

かんごふくしちょうかいぎじろく

1 看護部 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 看護部長室 看護部長 廃棄

2013 看護部 会議

看護副師長会議事録

かんごふくしちょうかいぎじろく

1 看護部 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 看護部長室 看護部長 廃棄

2014 看護部 会議

看護副師長会議事録

かんごふくしちょうかいぎじろく

1 看護部 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 看護部長室 看護部長 廃棄
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2015 看護部 会議

看護副師長会議事録

かんごふくしちょうかいぎじろく

1 看護部 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 看護部長室 看護部長 廃棄

2012 看護部 病棟管理

看護目標

かんごもくひょう

1 看護部 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 看護部長室 看護部長 廃棄

2013 看護部 病棟管理

看護目標

かんごもくひょう

1 看護部 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 看護部長室 看護部長 廃棄

2014 看護部 病棟管理

看護目標

かんごもくひょう

1 看護部 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 看護部長室 看護部長 廃棄

2015 看護部 病棟管理

看護目標

かんごもくひょう

1 看護部 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 看護部長室 看護部長 廃棄

2010 事務部企画課 診療報酬請求

患者

かんじゃ

基本

きほん

情報

じょうほう

1 企画課 2011/4/1 5 2016/3/31 電子 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2011 事務部企画課 診療報酬請求

患者

かんじゃ

基本

きほん

情報

じょうほう

1 企画課 2012/4/1 5 2017/3/31 電子 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2012 事務部企画課 診療報酬請求

患者

かんじゃ

基本

きほん

情報

じょうほう

1 企画課 2013/4/1 5 2018/3/31 電子 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2013 事務部企画課 診療報酬請求

患者

かんじゃ

基本

きほん

情報

じょうほう

1 企画課 2014/4/1 5 2019/3/31 電子 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2014 事務部企画課 診療報酬請求

患者

かんじゃ

基本

きほん

情報

じょうほう

1 企画課 2015/4/1 5 2020/3/31 電子 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2015 事務部企画課 診療報酬請求

患者

かんじゃ

基本

きほん

情報

じょうほう

1 企画課 2016/4/1 5 2021/3/31 電子 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2012  企画課  医事管理

 患者数日報

　かんじゃすうにっぽう

1  企画 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  企画課医事室 経営企画室長 廃棄

2013  企画課  医事管理

 患者数日報

　かんじゃすうにっぽう

1  企画 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  企画課医事室 経営企画室長 廃棄

2014  企画課  医事管理

 患者数日報

　かんじゃすうにっぽう

1  企画 2015/4/1 3 2018/3/31  紙  企画課医事室 経営企画室長 廃棄

2015  企画課  医事管理

 患者数日報

　かんじゃすうにっぽう

1  企画 2016/4/1 3 2019/3/31  紙  企画課医事室 経営企画室長 廃棄

2005  看護部  病棟管理

 患者名簿

　かんじゃめいぼ

1  看護 2006/4/1 10 2016/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2006  看護部  病棟管理

 患者名簿

　かんじゃめいぼ

1  看護 2007/4/1 10 2017/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2007  看護部  病棟管理

 患者名簿

　かんじゃめいぼ

1  看護 2008/4/1 10 2018/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2008  看護部  病棟管理

 患者名簿

　かんじゃめいぼ

1  看護 2009/4/1 10 2019/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2009  看護部  病棟管理

 患者名簿

　かんじゃめいぼ

1  看護 2010/4/1 10 2020/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2010  看護部  病棟管理

 患者名簿

　かんじゃめいぼ

1  看護 2011/4/1 10 2021/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2011  看護部  病棟管理

 患者名簿

　かんじゃめいぼ

1  看護 2012/4/1 10 2022/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2012  看護部  病棟管理

 患者名簿

　かんじゃめいぼ

1  看護 2013/4/1 10 2023/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2013  看護部  病棟管理

 患者名簿

　かんじゃめいぼ

1  看護 2014/4/1 10 2024/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2014  看護部  病棟管理

 患者名簿

　かんじゃめいぼ

1  看護 2015/4/1 10 2025/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2015  看護部  病棟管理

 患者名簿

　かんじゃめいぼ

1  看護 2016/4/1 10 2026/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2010 医療安全管理室 医療安全

感染

かんせん

情報

じょうほう

報告

ほうこく

1 医療安全管理室2011/4/1 5 2016/3/31 紙 医療安全管理室 医療安全管理室長 廃棄

2011 医療安全管理室 医療安全

感染

かんせん

情報

じょうほう

報告

ほうこく

1 医療安全管理室2012/4/1 5 2017/3/31 紙 医療安全管理室 医療安全管理室長 廃棄
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2012 医療安全管理室 医療安全

感染

かんせん

情報

じょうほう

報告

ほうこく

1 医療安全管理室2013/4/1 5 2018/3/31 紙 医療安全管理室 医療安全管理室長 廃棄

2013 医療安全管理室 医療安全

感染

かんせん

情報

じょうほう

報告

ほうこく

1 医療安全管理室2014/4/1 5 2019/3/31 紙 医療安全管理室 医療安全管理室長 廃棄

2014 医療安全管理室 医療安全

感染

かんせん

情報

じょうほう

報告

ほうこく

1 医療安全管理室2015/4/1 5 2020/3/31 紙 医療安全管理室 医療安全管理室長 廃棄

2015 医療安全管理室 医療安全

感染

かんせん

情報

じょうほう

報告

ほうこく

1 医療安全管理室2016/4/1 5 2021/3/31 紙 医療安全管理室 医療安全管理室長 廃棄

2000  看護部  例規等

 感染防止マニュアル

　かんせんぼうしまにゅある

1 厚生労働省 2001/4/1 30 2031/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2001  看護部  例規等

 感染防止マニュアル

　かんせんぼうしまにゅある

1 厚生労働省 2002/4/1 30 2032/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2002  看護部  例規等

 感染防止マニュアル

　かんせんぼうしまにゅある

1 厚生労働省 2003/4/1 30 2033/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2003  看護部  例規等

 感染防止マニュアル

　かんせんぼうしまにゅある

1 厚生労働省 2004/4/1 30 2034/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2004  看護部  例規等

 感染防止マニュアル

　かんせんぼうしまにゅある

1  看護 2005/4/1 30 2035/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2005  看護部  例規等

 感染防止マニュアル

　かんせんぼうしまにゅある

1  看護 2006/4/1 30 2036/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2007  看護部  例規等

 感染防止マニュアル

　かんせんぼうしまにゅある

1  看護 2008/4/1 30 2038/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2010 医療安全管理室 会議

感染

かんせん

予防

よぼう

対策

たいさく

チーム会

かい

議事録

ぎじろく

1 医療安全管理室2011/4/1 5 2016/3/31 紙 医療安全管理室 医療安全管理室長 廃棄

2011 医療安全管理室 会議

感染

かんせん

予防

よぼう

対策

たいさく

チーム会

かい

議事録

ぎじろく

1 医療安全管理室2012/4/1 5 2017/3/31 紙 医療安全管理室 医療安全管理室長 廃棄

2012 医療安全管理室 会議

感染

かんせん

予防

よぼう

対策

たいさく

チーム会

かい

議事録

ぎじろく

1 医療安全管理室2013/4/1 5 2018/3/31 紙 医療安全管理室 医療安全管理室長 廃棄

2013 医療安全管理室 会議

感染

かんせん

予防

よぼう

対策

たいさく

チーム会

かい

議事録

ぎじろく

1 医療安全管理室2014/4/1 5 2019/3/31 紙 医療安全管理室 医療安全管理室長 廃棄

2014 医療安全管理室 会議

感染

かんせん

予防

よぼう

対策

たいさく

チーム会

かい

議事録

ぎじろく

1 医療安全管理室2015/4/1 5 2020/3/31 紙 医療安全管理室 医療安全管理室長 廃棄

2015 医療安全管理室 会議

感染

かんせん

予防

よぼう

対策

たいさく

チーム会

かい

議事録

ぎじろく

1 医療安全管理室2016/4/1 5 2021/3/31 紙 医療安全管理室 医療安全管理室長 廃棄

2012 事務部管理課 会議

幹部会議議事録

かんぶかいぎぎじろく

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2013 事務部管理課 会議

幹部会議議事録

かんぶかいぎぎじろく

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2014 事務部管理課 会議

幹部会議議事録

かんぶかいぎぎじろく

1 管理課 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2015 事務部管理課 会議

幹部会議議事録

かんぶかいぎぎじろく

1 管理課 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2012  栄養管理室  栄養管理

 管理検食

　かんりけんしょく

1  栄養 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  栄養管理室 栄養管理室長 廃棄

2013  栄養管理室  栄養管理

 管理検食

　かんりけんしょく

1  栄養 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  栄養管理室 栄養管理室長 廃棄

2014  栄養管理室  栄養管理

 管理検食

　かんりけんしょく

1  栄養 2015/4/1 3 2018/3/31  紙  栄養管理室 栄養管理室長 廃棄

2015  栄養管理室  栄養管理

 管理検食

　かんりけんしょく

1  栄養 2016/4/1 3 2019/3/31  紙  栄養管理室 栄養管理室長 廃棄

2012  管理課  人事管理

 管理職員関係綴

　かんりしょくいんかんけいつづ

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2012  管理課  会議等

 管理診療会議

　かんりしんりょうかいぎ

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2013  管理課  会議等

 管理診療会議

　かんりしんりょうかいぎ

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄
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大分類 中分類

保存期間満

了日

媒体の種別 保存場所 管理担当課長

保存期間

満了時の

措置

備考
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作成取

得年度

等

文　　書　　分　　類

文書ファイル名

分冊

番号

作成取得課 起算日

保存期

間

2012 事務部管理課 会議

管理診療会議議事録

かんりしんりょうかいぎぎじろく

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2013 事務部管理課 会議

管理診療会議議事録

かんりしんりょうかいぎぎじろく

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2014 事務部管理課 会議

管理診療会議議事録

かんりしんりょうかいぎぎじろく

1 管理課 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2015 事務部管理課 会議

管理診療会議議事録

かんりしんりょうかいぎぎじろく

1 管理課 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2004 事務部企画課 例規

企画

きかく

例規

れいき

1 企画課 2005/4/1 30 2035/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2005 事務部企画課 例規

企画

きかく

例規

れいき

1 企画課 2006/4/1 30 2036/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2006 事務部企画課 例規

企画

きかく

例規

れいき

1 企画課 2007/4/1 30 2037/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2007 事務部企画課 例規

企画

きかく

例規

れいき

1 企画課 2008/4/1 30 2038/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2008 事務部企画課 例規

企画

きかく

例規

れいき

1 企画課 2009/4/1 30 2039/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2009 事務部企画課 例規

企画

きかく

例規

れいき

1 企画課 2010/4/1 30 2040/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2010 事務部企画課 例規

企画

きかく

例規

れいき

1 企画課 2011/4/1 30 2041/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2011 事務部企画課 例規

企画

きかく

例規

れいき

1 企画課 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2012 事務部企画課 例規

企画

きかく

例規

れいき

1 企画課 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2013 事務部企画課 例規

企画

きかく

例規

れいき

1 企画課 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2014 事務部企画課 例規

企画

きかく

例規

れいき

1 企画課 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2015 事務部企画課 例規

企画

きかく

例規

れいき

1 企画課 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2012  企画課  日誌

 汽罐日誌

　きかまにっし

1  企画 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2013  企画課  日誌

 汽罐日誌

　きかまにっし

1  企画 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2014  企画課  日誌

 汽罐日誌

　きかまにっし

1  企画 2015/4/1 3 2018/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2015  企画課  日誌

 汽罐日誌

　きかまにっし

1  企画 2016/4/1 3 2019/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2012 事務部管理課 日誌

気缶日誌

きかんにっし

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 管理課ボイラー室 事務部管理課長 廃棄

2013 事務部管理課 日誌

気缶日誌

きかんにっし

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 管理課ボイラー室 事務部管理課長 廃棄

2014 事務部管理課 日誌

気缶日誌

きかんにっし

1 管理課 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 管理課ボイラー室 事務部管理課長 廃棄

2015 事務部管理課 日誌

気缶日誌

きかんにっし

1 管理課 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 管理課ボイラー室 事務部管理課長 廃棄

2012 放射線科 放射線管理

機器

きき

保守

ほしゅ

点検

てんけん

（サービス）記録

きろく

1 放射線科 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 放射線科 放射線科長 廃棄

2013 放射線科 放射線管理

機器

きき

保守

ほしゅ

点検

てんけん

（サービス）記録

きろく

1 放射線科 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 放射線科 放射線科長 廃棄

2014 放射線科 放射線管理

機器

きき

保守

ほしゅ

点検

てんけん

（サービス）記録

きろく

1 放射線科 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 放射線科 放射線科長 廃棄

2015 放射線科 放射線管理

機器

きき

保守

ほしゅ

点検

てんけん

（サービス）記録

きろく

1 放射線科 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 放射線科 放射線科長 廃棄
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大分類 中分類

保存期間満

了日

媒体の種別 保存場所 管理担当課長
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得年度
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文　　書　　分　　類

文書ファイル名
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番号

作成取得課 起算日

保存期

間

2000  リハビリテーション科 学則等

 寄宿舎規則

　きしゅくしゃきそく

1 厚生労働省 2001/4/1 30 2031/3/31  紙  管理課書庫 管理課長 廃棄

2001  リハビリテーション科 学則等

 寄宿舎規則

　きしゅくしゃきそく

1 厚生労働省 2002/4/1 30 2032/3/31  紙  管理課書庫 管理課長 廃棄

2002  リハビリテーション科 学則等

 寄宿舎規則

　きしゅくしゃきそく

1 厚生労働省 2003/4/1 30 2033/3/31  紙  管理課書庫 管理課長 廃棄

2000  看護学校  学則等

 寄宿舎規則

　きしゅくしゃきそく

1 厚生労働省 2001/4/1 30 2031/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2001  看護学校  学則等

 寄宿舎規則

　きしゅくしゃきそく

1 厚生労働省 2002/4/1 30 2032/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2002  看護学校  学則等

 寄宿舎規則

　きしゅくしゃきそく

1 厚生労働省 2003/4/1 30 2033/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2003  看護学校  学則等

 寄宿舎規則

　きしゅくしゃきそく

1 厚生労働省 2004/4/1 30 2034/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2004  看護学校  学則等

 寄宿舎規則

　きしゅくしゃきそく

1 看護学校 2005/4/1 30 2035/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2005  看護学校  学則等

 寄宿舎規則

　きしゅくしゃきそく

1 看護学校 2006/4/1 30 2036/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2006  看護学校  学則等

 寄宿舎規則

　きしゅくしゃきそく

1 看護学校 2007/4/1 30 2037/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2007  看護学校  学則等

 寄宿舎規則

　きしゅくしゃきそく

1 看護学校 2008/4/1 30 2038/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2008  看護学校  学則等

 寄宿舎規則

　きしゅくしゃきそく

1 看護学校 2009/4/1 30 2039/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2009  看護学校  学則等

 寄宿舎規則

　きしゅくしゃきそく

1 看護学校 2010/4/1 30 2040/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2010  看護学校  学則等

 寄宿舎規則

　きしゅくしゃきそく

1 看護学校 2011/4/1 30 2041/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2011  看護学校  学則等

 寄宿舎規則

　きしゅくしゃきそく

1 看護学校 2012/4/1 30 2042/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2012  看護学校  学則等

 寄宿舎規則

　きしゅくしゃきそく

1 看護学校 2013/4/1 30 2043/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2013  看護学校  学則等

 寄宿舎規則

　きしゅくしゃきそく

1 看護学校 2014/4/1 30 2044/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2014  看護学校  学則等

 寄宿舎規則

　きしゅくしゃきそく

1 看護学校 2015/4/1 30 2045/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2015  看護学校  学則等

 寄宿舎規則

　きしゅくしゃきそく

1 看護学校 2016/4/1 30 2046/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2010 事務部管理課 給与

基準給与簿

きじゅんきゅうよぼ

1 管理課 2011/4/1 5 2016/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2011 事務部管理課 給与

基準給与簿

きじゅんきゅうよぼ

1 管理課 2012/4/1 5 2017/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2012 事務部管理課 給与

基準給与簿

きじゅんきゅうよぼ

1 管理課 2013/4/1 5 2018/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2013 事務部管理課 給与

基準給与簿

きじゅんきゅうよぼ

1 管理課 2014/4/1 5 2019/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2014 事務部管理課 給与

基準給与簿

きじゅんきゅうよぼ

1 管理課 2015/4/1 5 2020/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2015 事務部管理課 給与

基準給与簿

きじゅんきゅうよぼ

1 管理課 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2012  管理課  給与

 基準給与簿

　きじゅんきゅうよぼ

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2013  管理課  給与

 基準給与簿

　きじゅんきゅうよぼ

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2000  リハビリテーション科 学校公報

 記念誌名

　きねんしめい

1 厚生労働省 2001/4/1 30 2031/3/31  紙  管理課書庫 管理課長 廃棄
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2001  リハビリテーション科 学校公報

 記念誌名

　きねんしめい

1 厚生労働省 2002/4/1 30 2032/3/31  紙  管理課書庫 管理課長 廃棄

2002  リハビリテーション科 学校公報

 記念誌名

　きねんしめい

1 厚生労働省 2003/4/1 30 2033/3/31  紙  管理課書庫 管理課長 廃棄

2010 事務部企画課 基本設計・実施計画

基本設計承認申請書

きほんせっけいしょうにんしんせいしょ

1 企画課 2011/4/1 5 2016/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2011 事務部企画課 基本設計・実施計画

基本設計承認申請書

きほんせっけいしょうにんしんせいしょ

1 企画課 2012/4/1 5 2017/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2012 事務部企画課 基本設計・実施計画

基本設計承認申請書

きほんせっけいしょうにんしんせいしょ

1 企画課 2013/4/1 5 2018/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2013 事務部企画課 基本設計・実施計画

基本設計承認申請書

きほんせっけいしょうにんしんせいしょ

1 企画課 2014/4/1 5 2019/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2014 事務部企画課 基本設計・実施計画

基本設計承認申請書

きほんせっけいしょうにんしんせいしょ

1 企画課 2015/4/1 5 2020/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2015 事務部企画課 基本設計・実施計画

基本設計承認申請書

きほんせっけいしょうにんしんせいしょ

1 企画課 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2012 事務部管理課 服務

休暇簿

きゅうかぼ

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2013 事務部管理課 服務

休暇簿

きゅうかぼ

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2014 事務部管理課 服務

休暇簿

きゅうかぼ

1 管理課 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2015 事務部管理課 服務

休暇簿

きゅうかぼ

1 管理課 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2012 事務部管理課 人事異動

休職内申書

きゅうしょくないしんしょ

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2013 事務部管理課 人事異動

休職内申書

きゅうしょくないしんしょ

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2014 事務部管理課 人事異動

休職内申書

きゅうしょくないしんしょ

1 管理課 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2015 事務部管理課 人事異動

休職内申書

きゅうしょくないしんしょ

1 管理課 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2010 事務部管理課 税申告

給与取得者の扶養控除等（異動）報告書

きゅうよしゅとくしゃのふようこうじょなど（いどう）ほうこくしょ

1 管理課 2011/4/1 5 2016/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2011 事務部管理課 税申告

給与取得者の扶養控除等（異動）報告書

きゅうよしゅとくしゃのふようこうじょなど（いどう）ほうこくしょ

1 管理課 2012/4/1 5 2017/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2012 事務部管理課 税申告

給与取得者の扶養控除等（異動）報告書

きゅうよしゅとくしゃのふようこうじょなど（いどう）ほうこくしょ

1 管理課 2013/4/1 5 2018/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2013 事務部管理課 税申告

給与取得者の扶養控除等（異動）報告書

きゅうよしゅとくしゃのふようこうじょなど（いどう）ほうこくしょ

1 管理課 2014/4/1 5 2019/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2014 事務部管理課 税申告

給与取得者の扶養控除等（異動）報告書

きゅうよしゅとくしゃのふようこうじょなど（いどう）ほうこくしょ

1 管理課 2015/4/1 5 2020/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2015 事務部管理課 税申告

給与取得者の扶養控除等（異動）報告書

きゅうよしゅとくしゃのふようこうじょなど（いどう）ほうこくしょ

1 管理課 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2010  管理課  税申告

 給与取得者の扶養控除等（異動）報告書

　きゅうよしゅとくしゃのふようこうじょなど（いどう）ほうこくしょ

1 管理課 2011/4/1 5 2016/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2011  管理課  税申告

 給与取得者の扶養控除等（異動）報告書

　きゅうよしゅとくしゃのふようこうじょなど（いどう）ほうこくしょ

1 管理課 2012/4/1 5 2017/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2012  管理課  税申告

 給与取得者の扶養控除等（異動）報告書

　きゅうよしゅとくしゃのふようこうじょなど（いどう）ほうこくしょ

1 管理課 2013/4/1 5 2018/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2013  管理課  税申告

 給与取得者の扶養控除等（異動）報告書

　きゅうよしゅとくしゃのふようこうじょなど（いどう）ほうこくしょ

1 管理課 2014/4/1 5 2019/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2012  看護部  会議等

 教育委員会

　きょういくいいんかい

1  看護 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2013  看護部  会議等

 教育委員会

　きょういくいいんかい

1  看護 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄
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2014  看護部  会議等

 教育委員会

　きょういくいいんかい

1  看護 2015/4/1 3 2018/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2015  看護部  会議等

 教育委員会

　きょういくいいんかい

1  看護 2016/4/1 3 2019/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2012  看護部  看護教育

 教育

きょういく

基準

きじゅん

1  看護 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2012  看護部  看護教育

 教育

きょういく

基準

きじゅん

1  看護 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2013  看護部  看護教育

 教育

きょういく

基準

きじゅん

1  看護 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2014  看護部  看護教育

 教育

きょういく

基準

きじゅん

1  看護 2015/4/1 3 2018/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2015  看護部  看護教育

 教育

きょういく

基準

きじゅん

1  看護 2016/4/1 3 2019/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2010  看護学校  教育

 教育計画

　きょういくけいかく

1 看護学校 2011/4/1 5 2016/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2011  看護学校  教育

 教育計画

　きょういくけいかく

1 看護学校 2012/4/1 5 2017/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2012  看護学校  教育

 教育計画

　きょういくけいかく

1 看護学校 2013/4/1 5 2018/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2013  看護学校  教育

 教育計画

　きょういくけいかく

1 看護学校 2014/4/1 5 2019/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2014  看護学校  教育

 教育計画

　きょういくけいかく

1 看護学校 2015/4/1 5 2020/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2015  看護学校  教育

 教育計画

　きょういくけいかく

1 看護学校 2016/4/1 5 2021/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2010  看護学校  教育

 教員研修

　きょういんけんしゅう

1 看護学校 2011/4/1 5 2016/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2011  看護学校  教育

 教員研修

　きょういんけんしゅう

1 看護学校 2012/4/1 5 2017/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2012  看護学校  教育

 教員研修

　きょういんけんしゅう

1 看護学校 2013/4/1 5 2018/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2013  看護学校  教育

 教員研修

　きょういんけんしゅう

1 看護学校 2014/4/1 5 2019/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2014  看護学校  教育

 教員研修

　きょういんけんしゅう

1 看護学校 2015/4/1 5 2020/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2015  看護学校  教育

 教員研修

　きょういんけんしゅう

1 看護学校 2016/4/1 5 2021/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2012  管理課  手当

 業績

ぎょうせき

手当

てあて

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2013  管理課  手当

 業績

ぎょうせき

手当

てあて

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2010 事務部管理課 手当

業績

ぎょうせき

手当支給

しきゅう

調書

ちょうしょ

1 管理課 2011/4/1 5 2016/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2011 事務部管理課 手当

業績

ぎょうせき

手当支給

しきゅう

調書

ちょうしょ

1 管理課 2012/4/1 5 2017/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2012 事務部管理課 手当

業績

ぎょうせき

手当支給

しきゅう

調書

ちょうしょ

1 管理課 2013/4/1 5 2018/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2013 事務部管理課 手当

業績

ぎょうせき

手当支給

しきゅう

調書

ちょうしょ

1 管理課 2014/4/1 5 2019/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2014 事務部管理課 手当

業績

ぎょうせき

手当支給

しきゅう

調書

ちょうしょ

1 管理課 2015/4/1 5 2020/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2015 事務部管理課 手当

業績

ぎょうせき

手当支給

しきゅう

調書

ちょうしょ

1 管理課 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2012  看護部  会議等

 業務改善委員会

　ぎょうむかいぜんいいんかい

1  看護 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄
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2013  看護部  会議等

 業務改善委員会

　ぎょうむかいぜんいいんかい

1  看護 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2014  看護部  会議等

 業務改善委員会

　ぎょうむかいぜんいいんかい

1  看護 2015/4/1 3 2018/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2015  看護部  会議等

 業務改善委員会

　ぎょうむかいぜんいいんかい

1  看護 2016/4/1 3 2019/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2012 療育指導室 日誌

業務

ぎょうむ

日誌

にっし

1 療育指導室 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 療育指導室 療育指導室長 廃棄

2013 療育指導室 日誌

業務

ぎょうむ

日誌

にっし

1 療育指導室 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 療育指導室 療育指導室長 廃棄

2014 療育指導室 日誌

業務

ぎょうむ

日誌

にっし

1 療育指導室 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 療育指導室 療育指導室長 廃棄

2015 療育指導室 日誌

業務

ぎょうむ

日誌

にっし

1 療育指導室 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 療育指導室 療育指導室長 廃棄

2000  管理課  栄養管理

 供用簿

　きょうようぼ

1 厚生労働省 2001/4/1 30 2031/3/31  紙  栄養管理室 栄養管理室長 廃棄

2001  管理課  栄養管理

 供用簿

　きょうようぼ

1 厚生労働省 2002/4/1 30 2032/3/31  紙  栄養管理室 栄養管理室長 廃棄

2002  管理課  栄養管理

 供用簿

　きょうようぼ

1 厚生労働省 2003/4/1 30 2033/3/31  紙  栄養管理室 栄養管理室長 廃棄

2003  管理課  栄養管理

 供用簿

　きょうようぼ

1 厚生労働省 2004/4/1 30 2034/3/31  紙  栄養管理室 栄養管理室長 廃棄

2012 事務部管理課 給与

勤務時間

きんむじかん

管理簿

かんりぼ

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2013 事務部管理課 給与

勤務時間

きんむじかん

管理簿

かんりぼ

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2014 事務部管理課 給与

勤務時間

きんむじかん

管理簿

かんりぼ

1 管理課 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2015 事務部管理課 給与

勤務時間

きんむじかん

管理簿

かんりぼ

1 管理課 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2012  管理課  服務

 勤務

きんむ

時間

じかん

管理簿

かんりぼ

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2013  管理課  服務

 勤務

きんむ

時間

じかん

管理簿

かんりぼ

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2012 事務部管理課 給与

勤務時間報告書

きんむじかんほうこくしょ

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2013 事務部管理課 給与

勤務時間報告書

きんむじかんほうこくしょ

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2014 事務部管理課 給与

勤務時間報告書

きんむじかんほうこくしょ

1 管理課 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2015 事務部管理課 給与

勤務時間報告書

きんむじかんほうこくしょ

1 管理課 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2012  管理課  給与

 勤務時間報告書

　きんむじかんほうこくしょ

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2013  管理課  給与

 勤務時間報告書

　きんむじかんほうこくしょ

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2012  管理課  人事管理

 勤務評定

　きんむひょうてい

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2013  管理課  人事管理

 勤務評定

　きんむひょうてい

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2012 事務部管理課 人事管理

勤務評定書

きんむひょうていしょ

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2013 事務部管理課 人事管理

勤務評定書

きんむひょうていしょ

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2014 事務部管理課 人事管理

勤務評定書

きんむひょうていしょ

1 管理課 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄
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2015 事務部管理課 人事管理

勤務評定書

きんむひょうていしょ

1 管理課 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2012 事務部管理課 服務

勤務割表

きんむわりおもて

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2013 事務部管理課 服務

勤務割表

きんむわりおもて

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2014 事務部管理課 服務

勤務割表

きんむわりおもて

1 管理課 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2015 事務部管理課 服務

勤務割表

きんむわりおもて

1 管理課 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2012  管理課  服務

 勤務割表

　きんむわりおもて

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2013  管理課  服務

 勤務割表

　きんむわりおもて

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2012 事務部管理課 服務

勤務を要しない日の振替簿

きんむをようしないひのふりかえぼ

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2013 事務部管理課 服務

勤務を要しない日の振替簿

きんむをようしないひのふりかえぼ

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2014 事務部管理課 服務

勤務を要しない日の振替簿

きんむをようしないひのふりかえぼ

1 管理課 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2015 事務部管理課 服務

勤務を要しない日の振替簿

きんむをようしないひのふりかえぼ

1 管理課 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2012  管理課  服務

 勤務を要しない日の振替簿

　きんむをようしないひのふりかえぼ

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2013  管理課  服務

 勤務を要しない日の振替簿

　きんむをようしないひのふりかえぼ

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2000  看護部  例規等

 クリティカルパス

　くりてぃかるぱす

1 厚生労働省 2001/4/1 30 2031/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2001  看護部  例規等

 クリティカルパス

　くりてぃかるぱす

1 厚生労働省 2002/4/1 30 2032/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2002  看護部  例規等

 クリティカルパス

　くりてぃかるぱす

1 厚生労働省 2003/4/1 30 2033/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2003  看護部  例規等

 クリティカルパス

　くりてぃかるぱす

1 厚生労働省 2004/4/1 30 2034/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2004  看護部  例規等

 クリティカルパス

　くりてぃかるぱす

1  看護 2005/4/1 30 2035/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2005  看護部  例規等

 クリティカルパス

　くりてぃかるぱす

1  看護 2006/4/1 30 2036/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2006  看護部  例規等

 クリティカルパス

　くりてぃかるぱす

1  看護 2007/4/1 30 2037/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2007  看護部  例規等

 クリティカルパス

　くりてぃかるぱす

1  看護 2008/4/1 30 2038/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2008  看護部  例規等

 クリティカルパス

　くりてぃかるぱす

1  看護 2009/4/1 30 2039/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2009  看護部  例規等

 クリティカルパス

　くりてぃかるぱす

1  看護 2010/4/1 30 2040/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2010  看護部  例規等

 クリティカルパス

　くりてぃかるぱす

1  看護 2011/4/1 30 2041/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2011  看護部  例規等

 クリティカルパス

　くりてぃかるぱす

1  看護 2012/4/1 30 2042/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2012  看護部  例規等

 クリティカルパス

　くりてぃかるぱす

1  看護 2013/4/1 30 2043/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2013  看護部  例規等

 クリティカルパス

　くりてぃかるぱす

1  看護 2014/4/1 30 2044/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2012 看護部 会議

クリティカルパス会議議事録

くりてぃかるぱすかいぎぎじろく

1 看護部 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 医療安全管理室 看護部長 廃棄
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2013 看護部 会議

クリティカルパス会議議事録

くりてぃかるぱすかいぎぎじろく

1 看護部 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 医療安全管理室 看護部長 廃棄

2014 看護部 会議

クリティカルパス会議議事録

くりてぃかるぱすかいぎぎじろく

1 看護部 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 医療安全管理室 看護部長 廃棄

2015 看護部 会議

クリティカルパス会議議事録

くりてぃかるぱすかいぎぎじろく

1 看護部 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 医療安全管理室 看護部長 廃棄

2008  企画課  収入・支出

 計算書

　けいさんしょ

1  企画 2009/4/1 7 2016/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2009  企画課  収入・支出

 計算書

　けいさんしょ

1  企画 2010/4/1 7 2017/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2010  企画課  収入・支出

 計算書

　けいさんしょ

1  企画 2011/4/1 7 2018/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2011  企画課  収入・支出

 計算書

　けいさんしょ

1  企画 2012/4/1 7 2019/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2012  企画課  収入・支出

 計算書

　けいさんしょ

1  企画 2013/4/1 7 2020/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2013  企画課  収入・支出

 計算書

　けいさんしょ

1  企画 2014/4/1 7 2021/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2008 事務部企画課 収入

計算書及び証拠書類

けいさんしょおよびしょうこしょるい

1 企画課 2009/4/1 7 2016/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2009 事務部企画課 収入

計算書及び証拠書類

けいさんしょおよびしょうこしょるい

1 企画課 2010/4/1 7 2017/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2010 事務部企画課 収入

計算書及び証拠書類

けいさんしょおよびしょうこしょるい

1 企画課 2011/4/1 7 2018/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2011 事務部企画課 収入

計算書及び証拠書類

けいさんしょおよびしょうこしょるい

1 企画課 2012/4/1 7 2019/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2012 事務部企画課 収入

計算書及び証拠書類

けいさんしょおよびしょうこしょるい

1 企画課 2013/4/1 7 2020/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2013 事務部企画課 収入

計算書及び証拠書類

けいさんしょおよびしょうこしょるい

1 企画課 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2014 事務部企画課 収入

計算書及び証拠書類

けいさんしょおよびしょうこしょるい

1 企画課 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2015 事務部企画課 収入

計算書及び証拠書類

けいさんしょおよびしょうこしょるい

1 企画課 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2008  企画課  栄養管理

 契約伺

　けいやくうかがい

1  企画 2009/4/1 7 2016/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2009  企画課  栄養管理

 契約伺

　けいやくうかがい

1  企画 2010/4/1 7 2017/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2010  企画課  栄養管理

 契約伺

　けいやくうかがい

1  企画 2011/4/1 7 2018/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2011  企画課  栄養管理

 契約伺

　けいやくうかがい

1  企画 2012/4/1 7 2019/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2012  企画課  栄養管理

 契約伺

　けいやくうかがい

1  企画 2013/4/1 7 2020/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2010  臨床検査科  検査

 劇毒物出し入れ取扱記録簿

　げきどくぶつだしいれとりあつかいきろくぼ

1 臨床検査 2011/4/1 5 2016/3/31  紙  検査 臨床検査科長 廃棄

2011  臨床検査科  検査

 劇毒物出し入れ取扱記録簿

　げきどくぶつだしいれとりあつかいきろくぼ

1 臨床検査 2012/4/1 5 2017/3/31  紙  検査 臨床検査科長 廃棄

2012  臨床検査科  検査

 劇毒物出し入れ取扱記録簿

　げきどくぶつだしいれとりあつかいきろくぼ

1 臨床検査 2013/4/1 5 2018/3/31  紙  検査 臨床検査科長 廃棄

2013  臨床検査科  検査

 劇毒物出し入れ取扱記録簿

　げきどくぶつだしいれとりあつかいきろくぼ

1 臨床検査 2014/4/1 5 2019/3/31  紙  検査 臨床検査科長 廃棄

2014  臨床検査科  検査

 劇毒物出し入れ取扱記録簿

　げきどくぶつだしいれとりあつかいきろくぼ

1 臨床検査 2015/4/1 5 2020/3/31  紙  検査 臨床検査科長 廃棄

2015  臨床検査科  検査

 劇毒物出し入れ取扱記録簿

　げきどくぶつだしいれとりあつかいきろくぼ

1 臨床検査 2016/4/1 5 2021/3/31  紙  検査 臨床検査科長 廃棄
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2006 薬剤科 輸血管理

血液製剤使用患者台帳（血漿分画製剤

けつえきせいざいしようかんじゃだいちょう（けっしょうぶんがせいざい

1 薬剤科 2007/4/1 20 2027/3/31 紙 薬剤科 薬剤科長 廃棄

2007 薬剤科 輸血管理

血液製剤使用患者台帳（血漿分画製剤

けつえきせいざいしようかんじゃだいちょう（けっしょうぶんがせいざい

1 薬剤科 2008/4/1 20 2028/3/31 紙 薬剤科 薬剤科長 廃棄

2008 薬剤科 輸血管理

血液製剤使用患者台帳（血漿分画製剤

けつえきせいざいしようかんじゃだいちょう（けっしょうぶんがせいざい

1 薬剤科 2009/4/1 20 2029/3/31 紙 薬剤科 薬剤科長 廃棄

2009 薬剤科 輸血管理

血液製剤使用患者台帳（血漿分画製剤

けつえきせいざいしようかんじゃだいちょう（けっしょうぶんがせいざい

1 薬剤科 2010/4/1 20 2030/3/31 紙 薬剤科 薬剤科長 廃棄

2010 薬剤科 輸血管理

血液製剤使用患者台帳（血漿分画製剤

けつえきせいざいしようかんじゃだいちょう（けっしょうぶんがせいざい

1 薬剤科 2011/4/1 20 2031/3/31 紙 薬剤科 薬剤科長 廃棄

2011 薬剤科 輸血管理

血液製剤使用患者台帳（血漿分画製剤

けつえきせいざいしようかんじゃだいちょう（けっしょうぶんがせいざい

1 薬剤科 2012/4/1 20 2032/3/31 紙 薬剤科 薬剤科長 廃棄

2012 薬剤科 輸血管理

血液製剤使用患者台帳（血漿分画製剤

けつえきせいざいしようかんじゃだいちょう（けっしょうぶんがせいざい

1 薬剤科 2013/4/1 20 2033/3/31 紙 薬剤科 薬剤科長 廃棄

2013 薬剤科 輸血管理

血液製剤使用患者台帳（血漿分画製剤

けつえきせいざいしようかんじゃだいちょう（けっしょうぶんがせいざい

1 薬剤科 2014/4/1 20 2034/3/31 紙 薬剤科 薬剤科長 廃棄

2010 研究検査科 輸血管理

血液製剤使用患者

けつえきせいざいしようかんじゃ

伝票

でんぴょう

（濃厚

のうこう

赤血球

せっけっきゅう

1 臨床検査科 2011/4/1 5 2016/3/31 紙 小児病院カルテ保管庫 研究検査科長 廃棄

2011 研究検査科 輸血管理

血液製剤使用患者

けつえきせいざいしようかんじゃ

伝票

でんぴょう

（濃厚

のうこう

赤血球

せっけっきゅう

1 臨床検査科 2012/4/1 5 2017/3/31 紙 検査科 研究検査科長 廃棄

2012 研究検査科 輸血管理

血液製剤使用患者

けつえきせいざいしようかんじゃ

伝票

でんぴょう

（濃厚

のうこう

赤血球

せっけっきゅう

1 臨床検査科 2013/4/1 5 2018/3/31 紙 検査科 研究検査科長 廃棄

2013 研究検査科 輸血管理

血液製剤使用患者

けつえきせいざいしようかんじゃ

伝票

でんぴょう

（濃厚

のうこう

赤血球

せっけっきゅう

1 臨床検査科 2014/4/1 5 2019/3/31 紙 検査科 研究検査科長 廃棄

2014 研究検査科 輸血管理

血液製剤使用患者

けつえきせいざいしようかんじゃ

伝票

でんぴょう

（濃厚

のうこう

赤血球

せっけっきゅう

1 臨床検査科 2015/4/1 5 2020/3/31 紙 検査科 研究検査科長 廃棄

2015 研究検査科 輸血管理

血液製剤使用患者

けつえきせいざいしようかんじゃ

伝票

でんぴょう

（濃厚

のうこう

赤血球

せっけっきゅう

1 臨床検査科 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 検査科 研究検査科長 廃棄

2003  薬剤科  薬剤管理

 血液製剤使用管理

　けつえきせいざいしようかんり

1 厚生労働省 2004/4/1 20 2024/3/31  紙  薬剤科  薬剤科長 廃棄

2004  薬剤科  薬剤管理

 血液製剤使用管理

　けつえきせいざいしようかんり

1  薬剤 2005/4/1 20 2025/3/31  紙  薬剤科  薬剤科長 廃棄

2005  薬剤科  薬剤管理

 血液製剤使用管理

　けつえきせいざいしようかんり

1  薬剤 2006/4/1 20 2026/3/31  紙  薬剤科  薬剤科長 廃棄

2006  薬剤科  薬剤管理

 血液製剤使用管理

　けつえきせいざいしようかんり

1  薬剤 2007/4/1 20 2027/3/31  紙  薬剤科  薬剤科長 廃棄

2007  薬剤科  薬剤管理

 血液製剤使用管理

　けつえきせいざいしようかんり

1  薬剤 2008/4/1 20 2028/3/31  紙  薬剤科  薬剤科長 廃棄

2008  薬剤科  薬剤管理

 血液製剤使用管理

　けつえきせいざいしようかんり

1  薬剤 2009/4/1 20 2029/3/31  紙  薬剤科  薬剤科長 廃棄

2009  薬剤科  薬剤管理

 血液製剤使用管理

　けつえきせいざいしようかんり

1  薬剤 2010/4/1 20 2030/3/31  紙  薬剤科  薬剤科長 廃棄

2010  薬剤科  薬剤管理

 血液製剤使用管理

　けつえきせいざいしようかんり

1  薬剤 2011/4/1 20 2031/3/31  紙  薬剤科  薬剤科長 廃棄

2011  薬剤科  薬剤管理

 血液製剤使用管理

　けつえきせいざいしようかんり

1  薬剤 2012/4/1 20 2032/3/31  紙  薬剤科  薬剤科長 廃棄

2012  薬剤科  薬剤管理

 血液製剤使用管理

　けつえきせいざいしようかんり

1  薬剤 2013/4/1 20 2033/3/31  紙  薬剤科  薬剤科長 廃棄

2013  薬剤科  薬剤管理

 血液製剤使用管理

　けつえきせいざいしようかんり

1  薬剤 2015/4/1 20 2035/3/31  紙  薬剤科  薬剤科長 廃棄

2006  臨床検査科  検査

 血液製剤に関する記録

　けつえきせいざいにかんするきろく

1 臨床検査 2007/4/1 20 2027/3/31  電子媒体  検査 臨床検査科長 廃棄

2007  臨床検査科  検査

 血液製剤に関する記録

　けつえきせいざいにかんするきろく

1 臨床検査 2008/4/1 20 2028/3/31  電子媒体  検査 臨床検査科長 廃棄

2008  臨床検査科  検査

 血液製剤に関する記録

　けつえきせいざいにかんするきろく

1 臨床検査 2009/4/1 20 2029/3/31  電子媒体  検査 臨床検査科長 廃棄
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2009  臨床検査科  検査

 血液製剤に関する記録

　けつえきせいざいにかんするきろく

1 臨床検査 2010/4/1 20 2030/3/31  電子媒体  検査 臨床検査科長 廃棄

2010  臨床検査科  検査

 血液製剤に関する記録

　けつえきせいざいにかんするきろく

1 臨床検査 2011/4/1 20 2031/3/31  電子媒体  検査 臨床検査科長 廃棄

2011  臨床検査科  検査

 血液製剤に関する記録

　けつえきせいざいにかんするきろく

1 臨床検査 2012/4/1 20 2032/3/31  電子媒体  検査 臨床検査科長 廃棄

2012  臨床検査科  検査

 血液製剤に関する記録

　けつえきせいざいにかんするきろく

1 臨床検査 2013/4/1 20 2033/3/31  電子媒体  検査 臨床検査科長 廃棄

2013  臨床検査科  検査

 血液製剤に関する記録

　けつえきせいざいにかんするきろく

1 臨床検査 2014/4/1 20 2034/3/31  電子媒体  検査 臨床検査科長 廃棄

2014  臨床検査科  検査

 血液製剤に関する記録

　けつえきせいざいにかんするきろく

1 臨床検査 2015/4/1 20 2035/3/31  電子媒体  検査 臨床検査科長 廃棄

2015  臨床検査科  検査

 血液製剤に関する記録

　けつえきせいざいにかんするきろく

1 臨床検査 2016/4/1 20 2036/3/31  電子媒体  検査 臨床検査科長 廃棄

2010  臨床検査科  検査

 結核菌培養台帳

　けっかくきんばいようだいちょう

1 臨床検査 2011/4/1 5 2016/3/31  紙  検査 臨床検査科長 廃棄

2011  臨床検査科  検査

 結核菌培養台帳

　けっかくきんばいようだいちょう

1 臨床検査 2012/4/1 5 2017/3/31  紙  検査 臨床検査科長 廃棄

2012  臨床検査科  検査

 結核菌培養台帳

　けっかくきんばいようだいちょう

1 臨床検査 2013/4/1 5 2018/3/31  紙  検査 臨床検査科長 廃棄

2013  臨床検査科  検査

 結核菌培養台帳

　けっかくきんばいようだいちょう

1 臨床検査 2014/4/1 5 2019/3/31  紙  検査 臨床検査科長 廃棄

2014  臨床検査科  検査

 結核菌培養台帳

　けっかくきんばいようだいちょう

1 臨床検査 2015/4/1 5 2020/3/31  紙  検査 臨床検査科長 廃棄

2015  臨床検査科  検査

 結核菌培養台帳

　けっかくきんばいようだいちょう

1 臨床検査 2016/4/1 5 2021/3/31  紙  検査 臨床検査科長 廃棄

2008 事務部企画課 公費申請

結核予防法による医療

けっかくよぼうほうによるいりょう

1 企画課 2009/4/1 7 2016/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2009 事務部企画課 公費申請

結核予防法による医療

けっかくよぼうほうによるいりょう

1 企画課 2010/4/1 7 2017/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2010 事務部企画課 公費申請

結核予防法による医療

けっかくよぼうほうによるいりょう

1 企画課 2011/4/1 7 2018/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2011 事務部企画課 公費申請

結核予防法による医療

けっかくよぼうほうによるいりょう

1 企画課 2012/4/1 7 2019/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2012 事務部企画課 公費申請

結核予防法による医療

けっかくよぼうほうによるいりょう

1 企画課 2013/4/1 7 2020/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2013 事務部企画課 公費申請

結核予防法による医療

けっかくよぼうほうによるいりょう

1 企画課 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2014 事務部企画課 公費申請

結核予防法による医療

けっかくよぼうほうによるいりょう

1 企画課 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2015 事務部企画課 公費申請

結核予防法による医療

けっかくよぼうほうによるいりょう

1 企画課 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2012  管理課  服務

 欠勤届

　けっきんとどけ

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2013  管理課  服務

 欠勤届

　けっきんとどけ

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2014  管理課  服務

 欠勤届

　けっきんとどけ

1 管理課 2015/4/1 3 2018/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2015  管理課  服務

 欠勤届

　けっきんとどけ

1 管理課 2016/4/1 3 2019/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2012 事務部管理課 見学依頼

見学

けんがく

依頼

いらい

承認

しょうにん

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2013 事務部管理課 見学依頼

見学

けんがく

依頼

いらい

承認

しょうにん

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2014 事務部管理課 見学依頼

見学

けんがく

依頼

いらい

承認

しょうにん

1 管理課 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄
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2015 事務部管理課 見学依頼

見学

けんがく

依頼

いらい

承認

しょうにん

1 管理課 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2012 研究検査科 会議

研究検査適正管理運営委員会議事録

けんきゅうけんさてきせいかんりうんえいいいんかいぎじろく

1 臨床検査科 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 検査科 研究検査科長 廃棄

2013 研究検査科 会議

研究検査適正管理運営委員会議事録

けんきゅうけんさてきせいかんりうんえいいいんかいぎじろく

1 臨床検査科 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 検査科 研究検査科長 廃棄

2014 研究検査科 会議

研究検査適正管理運営委員会議事録

けんきゅうけんさてきせいかんりうんえいいいんかいぎじろく

1 臨床検査科 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 検査科 研究検査科長 廃棄

2015 研究検査科 会議

研究検査適正管理運営委員会議事録

けんきゅうけんさてきせいかんりうんえいいいんかいぎじろく

1 臨床検査科 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 検査科 研究検査科長 廃棄

2012 事務部管理課 服務

兼業許可

けんぎょうきょか

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2013 事務部管理課 服務

兼業許可

けんぎょうきょか

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2014 事務部管理課 服務

兼業許可

けんぎょうきょか

1 管理課 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2015 事務部管理課 服務

兼業許可

けんぎょうきょか

1 管理課 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2012  管理課  服務

 兼業許可申請

　けんぎょうきょかしんせい

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2013  管理課  服務

 兼業許可申請

　けんぎょうきょかしんせい

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2010  管理課  前渡資金

 現金出納簿（小口現金）

　げんきんすいとうぼ（こぐちげんきん）

1 管理課 2011/4/1 5 2016/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2011  管理課  前渡資金

 現金出納簿（小口現金）

　げんきんすいとうぼ（こぐちげんきん）

1 管理課 2012/4/1 5 2017/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2012  管理課  前渡資金

 現金出納簿（小口現金）

　げんきんすいとうぼ（こぐちげんきん）

1 管理課 2013/4/1 5 2018/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2013  管理課  前渡資金

 現金出納簿（小口現金）

　げんきんすいとうぼ（こぐちげんきん）

1 管理課 2014/4/1 5 2019/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2014  管理課  前渡資金

 現金出納簿（小口現金）

　げんきんすいとうぼ（こぐちげんきん）

1 管理課 2015/4/1 5 2020/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2015  管理課  前渡資金

 現金出納簿（小口現金）

　げんきんすいとうぼ（こぐちげんきん）

1 管理課 2016/4/1 5 2021/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2008 事務部企画課 歳入

現金領収書受払簿

げんきんりょうしゅうしょうけはらいぼ

1 企画課 2009/4/1 7 2016/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2009 事務部企画課 歳入

現金領収書受払簿

げんきんりょうしゅうしょうけはらいぼ

1 企画課 2010/4/1 7 2017/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2010 事務部企画課 歳入

現金領収書受払簿

げんきんりょうしゅうしょうけはらいぼ

1 企画課 2011/4/1 7 2018/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2011 事務部企画課 歳入

現金領収書受払簿

げんきんりょうしゅうしょうけはらいぼ

1 企画課 2012/4/1 7 2019/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2012 事務部企画課 歳入

現金領収書受払簿

げんきんりょうしゅうしょうけはらいぼ

1 企画課 2013/4/1 7 2020/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2013 事務部企画課 歳入

現金領収書受払簿

げんきんりょうしゅうしょうけはらいぼ

1 企画課 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2014 事務部企画課 歳入

現金領収書受払簿

げんきんりょうしゅうしょうけはらいぼ

1 企画課 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2015 事務部企画課 歳入

現金領収書受払簿

げんきんりょうしゅうしょうけはらいぼ

1 企画課 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2010  管理課  福利厚生

 健康管理

　けんこうかんり

1 管理課 2011/4/1 5 2016/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2011  管理課  福利厚生

 健康管理

　けんこうかんり

1 管理課 2012/4/1 5 2017/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2012  管理課  福利厚生

 健康管理

　けんこうかんり

1 管理課 2013/4/1 5 2018/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄
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2013  管理課  福利厚生

 健康管理

　けんこうかんり

1 管理課 2014/4/1 5 2019/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2010  看護学校  福利厚生

 健康管理

　けんこうかんり

1 看護学校 2011/4/1 5 2016/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2011  看護学校  福利厚生

 健康管理

　けんこうかんり

1 看護学校 2012/4/1 5 2017/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2012  看護学校  福利厚生

 健康管理

　けんこうかんり

1 看護学校 2013/4/1 5 2018/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2013  看護学校  福利厚生

 健康管理

　けんこうかんり

1 看護学校 2014/4/1 5 2019/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2010 事務部管理課 福利厚生

健康管理簿

けんこうかんりぼ

1 管理課 2011/4/1 5 2016/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2011 事務部管理課 福利厚生

健康管理簿

けんこうかんりぼ

1 管理課 2012/4/1 5 2017/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2012 事務部管理課 福利厚生

健康管理簿

けんこうかんりぼ

1 管理課 2013/4/1 5 2018/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2013 事務部管理課 福利厚生

健康管理簿

けんこうかんりぼ

1 管理課 2014/4/1 5 2019/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2014 事務部管理課 福利厚生

健康管理簿

けんこうかんりぼ

1 管理課 2015/4/1 5 2020/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2015 事務部管理課 福利厚生

健康管理簿

けんこうかんりぼ

1 管理課 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2008  企画課  物品購入

 検査調書

　けんさちょうしょ

1  企画 2009/4/1 7 2016/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2009  企画課  物品購入

 検査調書

　けんさちょうしょ

1  企画 2010/4/1 7 2017/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2010  企画課  物品購入

 検査調書

　けんさちょうしょ

1  企画 2011/4/1 7 2018/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2011  企画課  物品購入

 検査調書

　けんさちょうしょ

1  企画 2012/4/1 7 2019/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2012  企画課  物品購入

 検査調書

　けんさちょうしょ

1  企画 2013/4/1 7 2020/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2013  企画課  物品購入

 検査調書

　けんさちょうしょ

1  企画 2014/4/1 7 2021/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2014  企画課  物品購入

 検査調書

　けんさちょうしょ

1  企画 2015/4/1 7 2022/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2015  企画課  物品購入

 検査調書

　けんさちょうしょ

1  企画 2016/4/1 7 2023/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2010 研究検査科 検査

検査

けんさ

報告

ほうこく

1 臨床検査科 2011/4/1 5 2016/3/31 電子 検査科 研究検査科長 廃棄

2011 研究検査科 検査

検査

けんさ

報告

ほうこく

1 臨床検査科 2012/4/1 5 2017/3/31 電子 検査科 研究検査科長 廃棄

2012 研究検査科 検査

検査

けんさ

報告

ほうこく

1 臨床検査科 2013/4/1 5 2018/3/31 電子 検査科 研究検査科長 廃棄

2013 研究検査科 検査

検査

けんさ

報告

ほうこく

1 臨床検査科 2014/4/1 5 2019/3/31 電子 検査科 研究検査科長 廃棄

2014 研究検査科 検査

検査

けんさ

報告

ほうこく

1 臨床検査科 2015/4/1 5 2020/3/31 電子 検査科 研究検査科長 廃棄

2015 研究検査科 検査

検査

けんさ

報告

ほうこく

1 臨床検査科 2016/4/1 5 2021/3/31 電子 検査科 研究検査科長 廃棄

2012  管理課  研修・講習

 研修計画（院内）

　けんしゅうけいかく（いんない）

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2013  管理課  研修・講習

 研修計画（院内）

　けんしゅうけいかく（いんない）

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2014  管理課  研修・講習

 研修計画（院内）

　けんしゅうけいかく（いんない）

1 管理課 2015/4/1 3 2018/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄
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2015  管理課  研修・講習

 研修計画（院内）

　けんしゅうけいかく（いんない）

1 管理課 2016/4/1 3 2019/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2012 内科栄養管理室 栄養管理

検食簿

けんしょくぼ

1 栄養管理室 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 栄養管理室事務室 内科栄養管理室長 廃棄

2013 栄養管理室 栄養管理

検食簿

けんしょくぼ

1 栄養管理室 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 栄養管理室事務室 栄養管理室長 廃棄

2014 栄養管理室 栄養管理

検食簿

けんしょくぼ

1 栄養管理室 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 栄養管理室事務室 栄養管理室長 廃棄

2015 栄養管理室 栄養管理

検食簿

けんしょくぼ

1 栄養管理室 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 栄養管理室事務室 栄養管理室長 廃棄

2010 事務部管理課 税申告

源泉徴収票

げんせんちょうしゅうひょう

1 管理課 2011/4/1 5 2016/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2011 事務部管理課 税申告

源泉徴収票

げんせんちょうしゅうひょう

1 管理課 2012/4/1 5 2017/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2012 事務部管理課 税申告

源泉徴収票

げんせんちょうしゅうひょう

1 管理課 2013/4/1 5 2018/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2013 事務部管理課 税申告

源泉徴収票

げんせんちょうしゅうひょう

1 管理課 2014/4/1 5 2019/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2014 事務部管理課 税申告

源泉徴収票

げんせんちょうしゅうひょう

1 管理課 2015/4/1 5 2020/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2015 事務部管理課 税申告

源泉徴収票

げんせんちょうしゅうひょう

1 管理課 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2012 内科栄養管理室 衛生

検便検査結果表

けんべんけんさけっかおもて

1 栄養管理室 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 栄養管理室事務室 内科栄養管理室長 廃棄

2013 内科栄養管理室 衛生

検便検査結果表

けんべんけんさけっかおもて

1 栄養管理室 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 栄養管理室事務室 内科栄養管理室長 廃棄

2014 内科栄養管理室 衛生

検便検査結果表

けんべんけんさけっかおもて

1 栄養管理室 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 栄養管理室事務室 内科栄養管理室長 廃棄

2015 内科栄養管理室 衛生

検便検査結果表

けんべんけんさけっかおもて

1 栄養管理室 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 栄養管理室事務室 内科栄養管理室長 廃棄

2004 事務部管理課 公印

公印制定・改廃

こういんせいてい・かいはい

1 管理課 2005/4/1 30 2035/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2003  管理課  公印

 公印の制定（登録）改廃等申請書

　こういんのせいてい（とうろく）かいはいなどしんせいしょ

1 厚生労働省 2004/4/1 30 2034/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2010 事務部管理課 服務

講演等承認申請書

こうえんなどしょうにんしんせいしょ

1 管理課 2011/4/1 5 2016/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2011 事務部管理課 服務

講演等承認申請書

こうえんなどしょうにんしんせいしょ

1 管理課 2012/4/1 5 2017/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2012 事務部管理課 服務

講演等承認申請書

こうえんなどしょうにんしんせいしょ

1 管理課 2013/4/1 5 2018/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2013 事務部管理課 服務

講演等承認申請書

こうえんなどしょうにんしんせいしょ

1 管理課 2014/4/1 5 2019/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2014 事務部管理課 服務

講演等承認申請書

こうえんなどしょうにんしんせいしょ

1 管理課 2015/4/1 5 2020/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2015 事務部管理課 服務

講演等承認申請書

こうえんなどしょうにんしんせいしょ

1 管理課 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2008 事務部企画課 基本設計・実施計画

工事請負契約書

こうじうけおいけいやくしょ

1 企画課 2009/4/1 7 2016/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2009 事務部企画課 基本設計・実施計画

工事請負契約書

こうじうけおいけいやくしょ

1 企画課 2010/4/1 7 2017/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2010 事務部企画課 基本設計・実施計画

工事請負契約書

こうじうけおいけいやくしょ

1 企画課 2011/4/1 7 2018/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2011 事務部企画課 基本設計・実施計画

工事請負契約書

こうじうけおいけいやくしょ

1 企画課 2012/4/1 7 2019/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2012 事務部企画課 基本設計・実施計画

工事請負契約書

こうじうけおいけいやくしょ

1 企画課 2013/4/1 7 2020/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄
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2013 事務部企画課 基本設計・実施計画

工事請負契約書

こうじうけおいけいやくしょ

1 企画課 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2014 事務部企画課 基本設計・実施計画

工事請負契約書

こうじうけおいけいやくしょ

1 企画課 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2015 事務部企画課 基本設計・実施計画

工事請負契約書

こうじうけおいけいやくしょ

1 企画課 2016/4/1 7 2021/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2008 事務部企画課 設計図面

工事費積算書及び積算根拠

こうじひせきさんしょおよびせきさんこんきょ

1 企画課 2009/4/1 7 2016/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2009 事務部企画課 設計図面

工事費積算書及び積算根拠

こうじひせきさんしょおよびせきさんこんきょ

1 企画課 2010/4/1 7 2017/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2010 事務部企画課 設計図面

工事費積算書及び積算根拠

こうじひせきさんしょおよびせきさんこんきょ

1 企画課 2011/4/1 7 2018/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2011 事務部企画課 設計図面

工事費積算書及び積算根拠

こうじひせきさんしょおよびせきさんこんきょ

1 企画課 2012/4/1 7 2019/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2012 事務部企画課 設計図面

工事費積算書及び積算根拠

こうじひせきさんしょおよびせきさんこんきょ

1 企画課 2013/4/1 7 2020/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2013 事務部企画課 設計図面

工事費積算書及び積算根拠

こうじひせきさんしょおよびせきさんこんきょ

1 企画課 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2014 事務部企画課 設計図面

工事費積算書及び積算根拠

こうじひせきさんしょおよびせきさんこんきょ

1 企画課 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2015 事務部企画課 設計図面

工事費積算書及び積算根拠

こうじひせきさんしょおよびせきさんこんきょ

1 企画課 2016/4/1 7 2021/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2006  管理課  設計図面

 工事費積算書及び積算根拠

　こうじひせきさんしょおよびせきさんこんきょ

1 厚生労働省 2007/4/1 常用  紙  管理課事務室 企画課長 廃棄

2010  企画課  公費申請

 更正医療

　こうせいいりょう

1  企画 2011/4/1 5 2016/3/31  紙  企画課医事室 経営企画室長 廃棄

2011  企画課  公費申請

 更正医療

　こうせいいりょう

1  企画 2012/4/1 1 2017/3/31  紙  企画課医事室 経営企画室長 廃棄

2013  薬剤科  薬剤管理

 向精神薬管理簿

　こうせいしんやくかんりぼ

1  薬剤 2014/4/1 2 2016/3/31  紙  薬剤科  薬剤科長 廃棄

2014  薬剤科  薬剤管理

 向精神薬管理簿

　こうせいしんやくかんりぼ

1  薬剤 2015/4/1 2 2017/3/31  紙  薬剤科  薬剤科長 廃棄

2015  薬剤科  薬剤管理

 向精神薬管理簿

　こうせいしんやくかんりぼ

1  薬剤 2016/4/1 2 2018/3/31  紙  薬剤科  薬剤科長 廃棄

2012 事務部管理課 分限・懲戒

交通事故報告書

こうつうじこほうこくしょ

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2013 事務部管理課 分限・懲戒

交通事故報告書

こうつうじこほうこくしょ

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2014 事務部管理課 分限・懲戒

交通事故報告書

こうつうじこほうこくしょ

1 管理課 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2015 事務部管理課 分限・懲戒

交通事故報告書

こうつうじこほうこくしょ

1 管理課 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2012 事務部管理課 災害補償

公務災害報告・認定

こうむさいがいほうこく・にんてい

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2013 事務部管理課 災害補償

公務災害報告・認定

こうむさいがいほうこく・にんてい

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2014 事務部管理課 災害補償

公務災害報告・認定

こうむさいがいほうこく・にんてい

1 管理課 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2015 事務部管理課 災害補償

公務災害報告・認定

こうむさいがいほうこく・にんてい

1 管理課 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2000  管理課  施設整備

 国有財産修理簿

　こくゆうざいさんしゅうりぼ

1 厚生労働省 2001/4/1 常用  紙  管理課事務室 企画課長 廃棄

2001  管理課  施設整備

 国有財産修理簿

　こくゆうざいさんしゅうりぼ

1 厚生労働省 2002/4/1 常用  紙  管理課事務室 企画課長 廃棄

2002  管理課  施設整備

 国有財産修理簿

　こくゆうざいさんしゅうりぼ

1 厚生労働省 2003/4/1 常用  紙  管理課事務室 企画課長 廃棄
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2003  管理課  施設整備

 国有財産修理簿

　こくゆうざいさんしゅうりぼ

1 厚生労働省 2004/4/1 常用  紙  管理課事務室 企画課長 廃棄

2000  管理課  国有財産管理一般

 国有財産増減整理簿

　こくゆうざいさんぞうげんせいりぼ

1 厚生労働省 2001/4/1 常用  紙  管理課事務室 企画課長 廃棄

2001  管理課  国有財産管理一般

 国有財産増減整理簿

　こくゆうざいさんぞうげんせいりぼ

1 厚生労働省 2002/4/1 常用  紙  管理課事務室 企画課長 廃棄

2002  管理課  国有財産管理一般

 国有財産増減整理簿

　こくゆうざいさんぞうげんせいりぼ

1 厚生労働省 2003/4/1 常用  紙  管理課事務室 企画課長 廃棄

2003  管理課  国有財産管理一般

 国有財産増減整理簿

　こくゆうざいさんぞうげんせいりぼ

1 厚生労働省 2004/4/1 常用  紙  管理課事務室 企画課長 廃棄

2000  管理課  国有財産管理一般

 国有財産台帳

　こくゆうざいさんだいちょう

1 厚生労働省 2001/4/1 30 2031/3/31  紙  管理課事務室 企画課長 廃棄

2001  管理課  国有財産管理一般

 国有財産台帳

　こくゆうざいさんだいちょう

1 厚生労働省 2002/4/1 30 2032/3/31  紙  管理課事務室 企画課長 廃棄

2002  管理課  国有財産管理一般

 国有財産台帳

　こくゆうざいさんだいちょう

1 厚生労働省 2003/4/1 30 2033/3/31  紙  管理課事務室 企画課長 廃棄

2003  管理課  国有財産管理一般

 国有財産台帳

　こくゆうざいさんだいちょう

1 厚生労働省 2004/4/1 30 2034/3/31  紙  管理課事務室 企画課長 廃棄

2005  管理課  服務

 国家公務員倫理法例規

　こっかこうむいんりんりほうれいき

1 管理課 2006/4/1 30 2036/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2010  看護学校  進路

 国家試験

　こっかしけん

1 看護学校 2011/4/1 5 2016/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2011  看護学校  進路

 国家試験

　こっかしけん

1 看護学校 2012/4/1 5 2017/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2012  看護学校  進路

 国家試験

　こっかしけん

1 看護学校 2013/4/1 5 2018/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2013  看護学校  進路

 国家試験

　こっかしけん

1 看護学校 2014/4/1 5 2019/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2014  看護学校  進路

 国家試験

　こっかしけん

1 看護学校 2015/4/1 5 2020/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2015  看護学校  進路

 国家試験

　こっかしけん

1 看護学校 2016/4/1 5 2021/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2004 事務部管理課 固定資産管理

固定財産台帳

こていざいさんだいちょう

1 企画課 2005/4/1 30 2035/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2005 事務部管理課 固定資産管理

固定財産台帳

こていざいさんだいちょう

1 企画課 2006/4/1 30 2036/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2006 事務部管理課 固定資産管理

固定財産台帳

こていざいさんだいちょう

1 企画課 2007/4/1 30 2037/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2007 事務部管理課 固定資産管理

固定財産台帳

こていざいさんだいちょう

1 企画課 2008/4/1 30 2038/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2008 事務部管理課 固定資産管理

固定財産台帳

こていざいさんだいちょう

1 企画課 2009/4/1 30 2039/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2009 事務部管理課 固定資産管理

固定財産台帳

こていざいさんだいちょう

1 企画課 2010/4/1 30 2040/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2010 事務部管理課 固定資産管理

固定財産台帳

こていざいさんだいちょう

1 企画課 2011/4/1 30 2041/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2011 事務部管理課 固定資産管理

固定財産台帳

こていざいさんだいちょう

1 企画課 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2012 事務部管理課 固定資産管理

固定財産台帳

こていざいさんだいちょう

1 企画課 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2014 事務部管理課 固定資産管理

固定財産台帳

こていざいさんだいちょう

1 企画課 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2015 事務部管理課 固定資産管理

固定財産台帳

こていざいさんだいちょう

1 企画課 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2004  管理課  国有財産管理一般

 固定資産台帳

　こていしさんだいちょう

1 施設管理 2005/4/1 30 2035/3/31  紙  管理課事務室 企画課長 廃棄
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2005  管理課  国有財産管理一般

 固定資産台帳

　こていしさんだいちょう

1 施設管理 2006/4/1 30 2036/3/31  紙  管理課事務室 企画課長 廃棄

2000  管理課  広域災害

 災害拠点病院施設票等関係書類

　さいがいきょてんびょういんしせつひょうなどかんけいしょるい

1 厚生労働省 2001/4/1 30 2031/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2001  管理課  広域災害

 災害拠点病院施設票等関係書類

　さいがいきょてんびょういんしせつひょうなどかんけいしょるい

1 厚生労働省 2002/4/1 30 2032/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2002  管理課  広域災害

 災害拠点病院施設票等関係書類

　さいがいきょてんびょういんしせつひょうなどかんけいしょるい

1 厚生労働省 2003/4/1 30 2033/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2003  管理課  広域災害

 災害拠点病院施設票等関係書類

　さいがいきょてんびょういんしせつひょうなどかんけいしょるい

1 厚生労働省 2004/4/1 30 2034/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2004  管理課  広域災害

 災害拠点病院施設票等関係書類

　さいがいきょてんびょういんしせつひょうなどかんけいしょるい

1 管理課 2005/4/1 30 2035/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2005  管理課  広域災害

 災害拠点病院施設票等関係書類

　さいがいきょてんびょういんしせつひょうなどかんけいしょるい

1 管理課 2006/4/1 30 2036/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2006  管理課  広域災害

 災害拠点病院施設票等関係書類

　さいがいきょてんびょういんしせつひょうなどかんけいしょるい

1 管理課 2007/4/1 30 2037/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2007  管理課  広域災害

 災害拠点病院施設票等関係書類

　さいがいきょてんびょういんしせつひょうなどかんけいしょるい

1 管理課 2008/4/1 30 2038/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2008  管理課  広域災害

 災害拠点病院施設票等関係書類

　さいがいきょてんびょういんしせつひょうなどかんけいしょるい

1 管理課 2009/4/1 30 2039/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2009  管理課  広域災害

 災害拠点病院施設票等関係書類

　さいがいきょてんびょういんしせつひょうなどかんけいしょるい

1 管理課 2010/4/1 30 2040/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2010  管理課  広域災害

 災害拠点病院施設票等関係書類

　さいがいきょてんびょういんしせつひょうなどかんけいしょるい

1 管理課 2011/4/1 30 2041/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2011  管理課  広域災害

 災害拠点病院施設票等関係書類

　さいがいきょてんびょういんしせつひょうなどかんけいしょるい

1 管理課 2012/4/1 30 2042/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2012  管理課  広域災害

 災害拠点病院施設票等関係書類

　さいがいきょてんびょういんしせつひょうなどかんけいしょるい

1 管理課 2013/4/1 30 2043/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2014  管理課  広域災害

 災害拠点病院施設票等関係書類

　さいがいきょてんびょういんしせつひょうなどかんけいしょるい

1 管理課 2015/4/1 30 2045/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2015  管理課  広域災害

 災害拠点病院施設票等関係書類

　さいがいきょてんびょういんしせつひょうなどかんけいしょるい

1 管理課 2016/4/1 30 2046/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2000  看護部  例規等

 災害対応マニュアル

　さいがいたいおうまにゅある

1 厚生労働省 2001/4/1 30 2031/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2001  看護部  例規等

 災害対応マニュアル

　さいがいたいおうまにゅある

1 厚生労働省 2002/4/1 30 2032/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2002  看護部  例規等

 災害対応マニュアル

　さいがいたいおうまにゅある

1 厚生労働省 2003/4/1 30 2033/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2003  看護部  例規等

 災害対応マニュアル

　さいがいたいおうまにゅある

1 厚生労働省 2004/4/1 30 2034/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2004  看護部  例規等

 災害対応マニュアル

　さいがいたいおうまにゅある

1  看護 2005/4/1 30 2035/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2005  看護部  例規等

 災害対応マニュアル

　さいがいたいおうまにゅある

1  看護 2006/4/1 30 2036/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2006  看護部  例規等

 災害対応マニュアル

　さいがいたいおうまにゅある

1  看護 2007/4/1 30 2037/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2007  看護部  例規等

 災害対応マニュアル

　さいがいたいおうまにゅある

1  看護 2008/4/1 30 2038/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2008  看護部  例規等

 災害対応マニュアル

　さいがいたいおうまにゅある

1  看護 2009/4/1 30 2039/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2009  看護部  例規等

 災害対応マニュアル

　さいがいたいおうまにゅある

1  看護 2010/4/1 30 2040/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2010  看護部  例規等

 災害対応マニュアル

　さいがいたいおうまにゅある

1  看護 2011/4/1 30 2041/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2011  看護部  例規等

 災害対応マニュアル

　さいがいたいおうまにゅある

1  看護 2012/4/1 30 2042/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄
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2012  看護部  例規等

 災害対応マニュアル

　さいがいたいおうまにゅある

1  看護 2013/4/1 30 2043/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2014  看護部  例規等

 災害対応マニュアル

　さいがいたいおうまにゅある

1  看護 2015/4/1 30 2045/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2015  看護部  例規等

 災害対応マニュアル

　さいがいたいおうまにゅある

1  看護 2016/4/1 30 2046/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2012  管理課  災害補償

 災害補償

　さいがいほしょう

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2013  管理課  災害補償

 災害補償

　さいがいほしょう

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2012  栄養管理室  衛生

 細菌検査

　さいきんけんさ

1  栄養 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  栄養管理室 栄養管理室長 廃棄

2013  栄養管理室  衛生

 細菌検査

　さいきんけんさ

1  栄養 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  栄養管理室 栄養管理室長 廃棄

2014  栄養管理室  衛生

 細菌検査

　さいきんけんさ

1  栄養 2015/4/1 3 2018/3/31  紙  栄養管理室 栄養管理室長 廃棄

2015  栄養管理室  衛生

 細菌検査

　さいきんけんさ

1  栄養 2016/4/1 3 2019/3/31  紙  栄養管理室 栄養管理室長 廃棄

2010  管理課  財形貯蓄

 財形貯蓄控除内訳書

　ざいけいちょちくこうじょうちわけしょ

1 管理課 2011/4/1 5 2016/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2011  管理課  財形貯蓄

 財形貯蓄控除内訳書

　ざいけいちょちくこうじょうちわけしょ

1 管理課 2012/4/1 5 2017/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2012  管理課  財形貯蓄

 財形貯蓄控除内訳書

　ざいけいちょちくこうじょうちわけしょ

1 管理課 2013/4/1 5 2018/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2010  管理課  財形貯蓄

 財形貯蓄残高表

　ざいけいちょちくざんだかおもて

1 管理課 2011/4/1 5 2016/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2011  管理課  財形貯蓄

 財形貯蓄残高表

　ざいけいちょちくざんだかおもて

1 管理課 2012/4/1 5 2017/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2012  管理課  財形貯蓄

 財形貯蓄残高表

　ざいけいちょちくざんだかおもて

1 管理課 2013/4/1 5 2018/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2013  管理課  財形貯蓄

 財形貯蓄残高表

　ざいけいちょちくざんだかおもて

1 管理課 2014/4/1 5 2019/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2014  管理課  財形貯蓄

 財形貯蓄残高表

　ざいけいちょちくざんだかおもて

1 管理課 2015/4/1 5 2020/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2015  管理課  財形貯蓄

 財形貯蓄残高表

　ざいけいちょちくざんだかおもて

1 管理課 2016/4/1 5 2021/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2010  管理課  財形貯蓄

 財形貯蓄諸届

　ざいけいちょちくしょとどけ

1 管理課 2011/4/1 5 2016/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2011  管理課  財形貯蓄

 財形貯蓄諸届

　ざいけいちょちくしょとどけ

1 管理課 2012/4/1 5 2017/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2012  管理課  財形貯蓄

 財形貯蓄諸届

　ざいけいちょちくしょとどけ

1 管理課 2013/4/1 5 2018/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2013  管理課  財形貯蓄

 財形貯蓄諸届

　ざいけいちょちくしょとどけ

1 管理課 2014/4/1 5 2019/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2014  管理課  財形貯蓄

 財形貯蓄諸届

　ざいけいちょちくしょとどけ

1 管理課 2015/4/1 5 2020/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2015  管理課  財形貯蓄

 財形貯蓄諸届

　ざいけいちょちくしょとどけ

1 管理課 2016/4/1 5 2021/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

1997 事務部企画課 債権管理

債権管理簿

さいけんかんりぼ

1 企画課 1998/4/1 30 2028/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

1998 事務部企画課 債権管理

債権管理簿

さいけんかんりぼ

1 企画課 1999/4/1 30 2029/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

1999 事務部企画課 債権管理

債権管理簿

さいけんかんりぼ

1 企画課 2000/4/1 30 2030/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2000 事務部企画課 債権管理

債権管理簿

さいけんかんりぼ

1 企画課 2001/4/1 30 2031/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄
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2001 事務部企画課 債権管理

債権管理簿

さいけんかんりぼ

1 企画課 2002/4/1 30 2032/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2002 事務部企画課 債権管理

債権管理簿

さいけんかんりぼ

1 企画課 2003/4/1 30 2033/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2003 事務部企画課 債権管理

債権管理簿

さいけんかんりぼ

1 企画課 2004/4/1 30 2034/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2004 事務部企画課 債権管理

債権管理簿

さいけんかんりぼ

1 企画課 2005/4/1 30 2035/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2005 事務部企画課 債権管理

債権管理簿

さいけんかんりぼ

1 企画課 2006/4/1 30 2036/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2006 事務部企画課 債権管理

債権管理簿

さいけんかんりぼ

1 企画課 2007/4/1 30 2037/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2007 事務部企画課 債権管理

債権管理簿

さいけんかんりぼ

1 企画課 2008/4/1 30 2038/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2008 事務部企画課 債権管理

債権管理簿

さいけんかんりぼ

1 企画課 2009/4/1 30 2039/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2009 事務部企画課 債権管理

債権管理簿

さいけんかんりぼ

1 企画課 2010/4/1 30 2040/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2010 事務部企画課 債権管理

債権管理簿

さいけんかんりぼ

1 企画課 2011/4/1 30 2041/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2011 事務部企画課 債権管理

債権管理簿

さいけんかんりぼ

1 企画課 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2012 事務部企画課 債権管理

債権管理簿

さいけんかんりぼ

1 企画課 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2013 事務部企画課 債権管理

債権管理簿

さいけんかんりぼ

1 企画課 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2014 事務部企画課 債権管理

債権管理簿

さいけんかんりぼ

1 企画課 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2015 事務部企画課 債権管理

債権管理簿

さいけんかんりぼ

1 企画課 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2000  企画課  債権管理

 債権管理簿

　さいけんかんりぼ

1 厚生労働省 2001/4/1 30 2031/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2001  企画課  債権管理

 債権管理簿

　さいけんかんりぼ

1 厚生労働省 2002/4/1 30 2032/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2002  企画課  債権管理

 債権管理簿

　さいけんかんりぼ

1 厚生労働省 2003/4/1 30 2033/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2003  企画課  債権管理

 債権管理簿

　さいけんかんりぼ

1 厚生労働省 2004/4/1 30 2034/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2005 事務部企画課 決算

財務

ざいむ

諸表

しょひょう

・決算書類

けっさんしょるい

1 企画課 2006/4/1 10 2016/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2006 事務部企画課 決算

財務

ざいむ

諸表

しょひょう

・決算書類

けっさんしょるい

1 企画課 2007/4/1 10 2017/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2007 事務部企画課 決算

財務

ざいむ

諸表

しょひょう

・決算書類

けっさんしょるい

1 企画課 2008/4/1 10 2018/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2008 事務部企画課 決算

財務

ざいむ

諸表

しょひょう

・決算書類

けっさんしょるい

1 企画課 2009/4/1 10 2019/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2009 事務部企画課 決算

財務

ざいむ

諸表

しょひょう

・決算書類

けっさんしょるい

1 企画課 2010/4/1 10 2020/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2010 事務部企画課 決算

財務

ざいむ

諸表

しょひょう

・決算書類

けっさんしょるい

1 企画課 2011/4/1 10 2021/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2011 事務部企画課 決算

財務

ざいむ

諸表

しょひょう

・決算書類

けっさんしょるい

1 企画課 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2012 事務部企画課 決算

財務

ざいむ

諸表

しょひょう

・決算書類

けっさんしょるい

1 企画課 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2013 事務部企画課 決算

財務

ざいむ

諸表

しょひょう

・決算書類

けっさんしょるい

1 企画課 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄
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2014 事務部企画課 決算

財務

ざいむ

諸表

しょひょう

・決算書類

けっさんしょるい

1 企画課 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2015 事務部企画課 決算

財務

ざいむ

諸表

しょひょう

・決算書類

けっさんしょるい

1 企画課 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2012  管理課  人事異動

 採用協議書

　さいようきょうぎしょ

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2013  管理課  人事異動

 採用協議書

　さいようきょうぎしょ

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2012 事務部管理課 人事異動

採用内申書・伺

さいようないしんしょ・うかがい

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2013 事務部管理課 人事異動

採用内申書・伺

さいようないしんしょ・うかがい

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2014 事務部管理課 人事異動

採用内申書・伺

さいようないしんしょ・うかがい

1 管理課 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2015 事務部管理課 人事異動

採用内申書・伺

さいようないしんしょ・うかがい

1 管理課 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2010 放射線科 放射線管理

撮影

さつえい

台帳

だいちょう

（日報

にっぽう

）

1 放射線科 2011/4/1 5 2016/3/31 紙 放射線科 放射線科長 廃棄

2011 放射線科 放射線管理

撮影

さつえい

台帳

だいちょう

（日報

にっぽう

）

1 放射線科 2012/4/1 5 2017/3/31 紙 放射線科 放射線科長 廃棄

2012 放射線科 放射線管理

撮影

さつえい

台帳

だいちょう

（日報

にっぽう

）

1 放射線科 2013/4/1 5 2018/3/31 紙 放射線科 放射線科長 廃棄

2013 放射線科 放射線管理

撮影

さつえい

台帳

だいちょう

（日報

にっぽう

）

1 放射線科 2014/4/1 5 2019/3/31 紙 放射線科 放射線科長 廃棄

2014 放射線科 放射線管理

撮影

さつえい

台帳

だいちょう

（日報

にっぽう

）

1 放射線科 2015/4/1 5 2020/3/31 紙 放射線科 放射線科長 廃棄

2015 放射線科 放射線管理

撮影

さつえい

台帳

だいちょう

（日報

にっぽう

）

1 放射線科 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 放射線科 放射線科長 廃棄

2012 看護部 会議

重心病棟連絡会議事録

じぎじろく

1 看護部 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 看護部長室 看護部長 廃棄

2012 看護部 会議

重心病棟病床運営委員会議事録

じぎじろく

1 看護部 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 看護部長室 看護部長 廃棄

2013 看護部 会議

重心病棟病床運営委員会議事録

じぎじろく

1 看護部 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 看護部長室 看護部長 廃棄

2014 看護部 会議

重心病棟病床運営委員会議事録

じぎじろく

1 看護部 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 看護部長室 看護部長 廃棄

2015 看護部 会議

重心病棟病床運営委員会議事録

じぎじろく

1 看護部 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 看護部長室 看護部長 廃棄

2008 事務部企画課 資金回送

資金

しきん

回送

かいそう

申請書

しんせいしょ

1 企画課 2009/4/1 7 2016/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2009 事務部企画課 資金回送

資金

しきん

回送

かいそう

申請書

しんせいしょ

1 企画課 2010/4/1 7 2017/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2010 事務部企画課 資金回送

資金

しきん

回送

かいそう

申請書

しんせいしょ

1 企画課 2011/4/1 7 2018/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2011 事務部企画課 資金回送

資金

しきん

回送

かいそう

申請書

しんせいしょ

1 企画課 2012/4/1 7 2019/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2012 事務部企画課 資金回送

資金

しきん

回送

かいそう

申請書

しんせいしょ

1 企画課 2013/4/1 7 2020/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2013 事務部企画課 資金回送

資金

しきん

回送

かいそう

申請書

しんせいしょ

1 企画課 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2014 事務部企画課 資金回送

資金

しきん

回送

かいそう

申請書

しんせいしょ

1 企画課 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2015 事務部企画課 資金回送

資金

しきん

回送

かいそう

申請書

しんせいしょ

1 企画課 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2012 内科栄養管理室 調査報告

嗜好調査

しこうちょうさ

1 栄養管理室 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 栄養管理室事務室 内科栄養管理室長 廃棄
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2013 栄養管理室 調査報告

嗜好調査

しこうちょうさ

1 栄養管理室 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 栄養管理室事務室 栄養管理室長 廃棄

2014 栄養管理室 調査報告

嗜好調査

しこうちょうさ

1 栄養管理室 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 栄養管理室事務室 栄養管理室長 廃棄

2015 栄養管理室 調査報告

嗜好調査

しこうちょうさ

1 栄養管理室 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 栄養管理室事務室 栄養管理室長 廃棄

2012  看護部  調査報告

 事故報告

　じこほうこく

1  医療安全 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  医療安全管理室 院長 廃棄

2013  看護部  調査報告

 事故報告

　じこほうこく

1  医療安全 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  医療安全管理室 院長 廃棄

2014  看護部  調査報告

 事故報告

　じこほうこく

1  医療安全 2015/4/1 3 2018/3/31  紙  医療安全管理室 院長 廃棄

2015  看護部  調査報告

 事故報告

　じこほうこく

1  医療安全 2016/4/1 3 2019/3/31  紙  医療安全管理室 院長 廃棄

2008 事務部企画課 支出

支出

ししゅつ

管理表

かんりひょう

1 企画課 2009/4/1 7 2016/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2009 事務部企画課 支出

支出

ししゅつ

管理表

かんりひょう

1 企画課 2010/4/1 7 2017/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2010 事務部企画課 支出

支出

ししゅつ

管理表

かんりひょう

1 企画課 2011/4/1 7 2018/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2011 事務部企画課 支出

支出

ししゅつ

管理表

かんりひょう

1 企画課 2012/4/1 7 2019/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2012 事務部企画課 支出

支出

ししゅつ

管理表

かんりひょう

1 企画課 2013/4/1 7 2020/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2013 事務部企画課 支出

支出

ししゅつ

管理表

かんりひょう

1 企画課 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2014 事務部企画課 支出

支出

ししゅつ

管理表

かんりひょう

1 企画課 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2015 事務部企画課 支出

支出

ししゅつ

管理表

かんりひょう

1 企画課 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2010 事務部企画課 施設基準届出

施設基準届出書

しせつきじゅんとどけでしょ

1 企画課 2011/4/1 5 2016/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2011 事務部企画課 施設基準届出

施設基準届出書

しせつきじゅんとどけでしょ

1 企画課 2012/4/1 5 2017/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2012 事務部企画課 施設基準届出

施設基準届出書

しせつきじゅんとどけでしょ

1 企画課 2013/4/1 5 2018/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2013 事務部企画課 施設基準届出

施設基準届出書

しせつきじゅんとどけでしょ

1 企画課 2014/4/1 5 2019/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2014 事務部企画課 施設基準届出

施設基準届出書

しせつきじゅんとどけでしょ

1 企画課 2015/4/1 5 2020/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2015 事務部企画課 施設基準届出

施設基準届出書

しせつきじゅんとどけでしょ

1 企画課 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2010  企画課  施設基準届出

 施設基準届出書

　しせつきじゅんとどけでしょ

1  企画 2011/4/1 5 2016/3/31  紙  企画課医事室 経営企画室長 廃棄

2011  企画課  施設基準届出

 施設基準届出書

　しせつきじゅんとどけでしょ

1  企画 2012/4/1 5 2017/3/31  紙  企画課医事室 経営企画室長 廃棄

2012  企画課  施設基準届出

 施設基準届出書

　しせつきじゅんとどけでしょ

1  企画 2013/4/1 5 2018/3/31  紙  企画課医事室 経営企画室長 廃棄

2000  管理課  施設整備

 施設整備計画

　しせつせいびけいかく

1 厚生労働省 2001/4/1 常用  紙  管理課事務室 企画課長 廃棄

2001  管理課  施設整備

 施設整備計画

　しせつせいびけいかく

1 厚生労働省 2002/4/1 常用  紙  管理課事務室 企画課長 廃棄

2002  管理課  施設整備

 施設整備計画

　しせつせいびけいかく

1 厚生労働省 2003/4/1 常用  紙  管理課事務室 企画課長 廃棄

2003  管理課  施設整備

 施設整備計画

　しせつせいびけいかく

1 厚生労働省 2004/4/1 常用  紙  管理課事務室 企画課長 廃棄
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2012  看護部  看護教育

 実習受入

　じっしゅううけいれ

1  看護 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2012  看護部  看護教育

 実習受入

　じっしゅううけいれ

1  看護 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2013  看護部  看護教育

 実習受入

　じっしゅううけいれ

1  看護 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2014  看護部  看護教育

 実習受入

　じっしゅううけいれ

1  看護 2015/4/1 3 2018/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2015  看護部  看護教育

 実習受入

　じっしゅううけいれ

1  看護 2016/4/1 3 2019/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2000  看護部  例規等

 実習指導要綱

　じっしゅうしどうようこう

1 厚生労働省 2001/4/1 30 2031/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2001  看護部  例規等

 実習指導要綱

　じっしゅうしどうようこう

1 厚生労働省 2002/4/1 30 2032/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2002  看護部  例規等

 実習指導要綱

　じっしゅうしどうようこう

1 厚生労働省 2003/4/1 30 2033/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2003  看護部  例規等

 実習指導要綱

　じっしゅうしどうようこう

1 厚生労働省 2004/4/1 30 2034/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2004  看護部  例規等

 実習指導要綱

　じっしゅうしどうようこう

1  看護 2005/4/1 30 2035/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2005  看護部  例規等

 実習指導要綱

　じっしゅうしどうようこう

1  看護 2006/4/1 30 2036/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2006  看護部  例規等

 実習指導要綱

　じっしゅうしどうようこう

1  看護 2007/4/1 30 2037/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2007  看護部  例規等

 実習指導要綱

　じっしゅうしどうようこう

1  看護 2008/4/1 30 2038/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2008  看護部  例規等

 実習指導要綱

　じっしゅうしどうようこう

1  看護 2009/4/1 30 2039/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2009  看護部  例規等

 実習指導要綱

　じっしゅうしどうようこう

1  看護 2010/4/1 30 2040/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2010  看護部  例規等

 実習指導要綱

　じっしゅうしどうようこう

1  看護 2011/4/1 30 2041/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2011  看護部  例規等

 実習指導要綱

　じっしゅうしどうようこう

1  看護 2012/4/1 30 2042/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2012  看護部  例規等

 実習指導要綱

　じっしゅうしどうようこう

1  看護 2013/4/1 30 2043/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2013  看護部  例規等

 実習指導要綱

　じっしゅうしどうようこう

1  看護 2014/4/1 30 2044/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2014  看護部  例規等

 実習指導要綱

　じっしゅうしどうようこう

1  看護 2015/4/1 30 2045/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2015  看護部  例規等

 実習指導要綱

　じっしゅうしどうようこう

1  看護 2016/4/1 30 2046/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2012  薬剤科  服薬指導

 指導件数集計表

　しどうけんすうしゅうけいおもて

1  薬剤 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  薬剤科  薬剤科長 廃棄

2013  薬剤科  服薬指導

 指導件数集計表

　しどうけんすうしゅうけいおもて

1  薬剤 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  薬剤科  薬剤科長 廃棄

2014  薬剤科  服薬指導

 指導件数集計表

　しどうけんすうしゅうけいおもて

1  薬剤 2015/4/1 3 2018/3/31  紙  薬剤科  薬剤科長 廃棄

2015  薬剤科  服薬指導

 指導件数集計表

　しどうけんすうしゅうけいおもて

1  薬剤 2016/4/1 3 2019/3/31  紙  薬剤科  薬剤科長 廃棄

2012 事務部管理課 日誌

自動車運行簿

じどうしゃうんこうぼ

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2013 事務部管理課 日誌

自動車運行簿

じどうしゃうんこうぼ

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2014 事務部管理課 日誌

自動車運行簿

じどうしゃうんこうぼ

1 管理課 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄
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2015 事務部管理課 日誌

自動車運行簿

じどうしゃうんこうぼ

1 管理課 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2012  管理課  日誌

 自動車等運行日誌（官用車）

　じどうしゃなどうんこうにっし（かんようくるま）

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2012  管理課  日誌

 自動車等運行日誌（救急車）

　じどうしゃなどうんこうにっし（きゅうきゅうしゃ）

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2012  管理課  日誌

 自動車等運行日誌（ワゴン車）

　じどうしゃなどうんこうにっし（わごんしゃ）

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2013  管理課  日誌

 自動車等運行日誌（ワゴン車）

　じどうしゃなどうんこうにっし（わごんしゃ）

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2000  リハビリテーション科 教育

 指導要録

　しどうようろく

1 厚生労働省 2001/4/1 20 2021/3/31  紙  管理課書庫 管理課長 廃棄

2001  リハビリテーション科 教育

 指導要録

　しどうようろく

1 厚生労働省 2002/4/1 20 2022/3/31  紙  管理課書庫 管理課長 廃棄

2002  リハビリテーション科 教育

 指導要録

　しどうようろく

1 厚生労働省 2003/4/1 20 2023/3/31  紙  管理課書庫 管理課長 廃棄

2000  看護学校  教育

 指導要録

　しどうようろく

1 厚生労働省 2001/4/1 20 2021/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2001  看護学校  教育

 指導要録

　しどうようろく

1 厚生労働省 2002/4/1 20 2022/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2002  看護学校  教育

 指導要録

　しどうようろく

1 厚生労働省 2003/4/1 20 2023/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2003  看護学校  教育

 指導要録

　しどうようろく

1 厚生労働省 2004/4/1 20 2024/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2004  看護学校  教育

 指導要録

　しどうようろく

1 看護学校 2005/4/1 20 2025/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2005  看護学校  教育

 指導要録

　しどうようろく

1 看護学校 2006/4/1 20 2026/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2006  看護学校  教育

 指導要録

　しどうようろく

1 看護学校 2007/4/1 20 2027/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2007  看護学校  教育

 指導要録

　しどうようろく

1 看護学校 2008/4/1 20 2028/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2008  看護学校  教育

 指導要録

　しどうようろく

1 看護学校 2009/4/1 20 2029/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2009  看護学校  教育

 指導要録

　しどうようろく

1 看護学校 2010/4/1 20 2030/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2010  看護学校  教育

 指導要録

　しどうようろく

1 看護学校 2011/4/1 20 2031/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2011  看護学校  教育

 指導要録

　しどうようろく

1 看護学校 2012/4/1 20 2032/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2012  看護学校  教育

 指導要録

　しどうようろく

1 看護学校 2013/4/1 20 2033/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2013  看護学校  教育

 指導要録

　しどうようろく

1 看護学校 2014/4/1 20 2034/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2014  看護学校  教育

 指導要録

　しどうようろく

1 看護学校 2015/4/1 20 2035/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2015  看護学校  教育

 指導要録

　しどうようろく

1 看護学校 2016/4/1 20 2036/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2008 事務部企画課 支出

支払

しはらい

状況

じょうきょう

一覧表

いちらんひょう

1 企画課 2009/4/1 7 2016/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2009 事務部企画課 支出

支払

しはらい

状況

じょうきょう

一覧表

いちらんひょう

1 企画課 2010/4/1 7 2017/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2010 事務部企画課 支出

支払

しはらい

状況

じょうきょう

一覧表

いちらんひょう

1 企画課 2011/4/1 7 2018/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2011 事務部企画課 支出

支払

しはらい

状況

じょうきょう

一覧表

いちらんひょう

1 企画課 2012/4/1 7 2019/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄
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2012 事務部企画課 支出

支払

しはらい

状況

じょうきょう

一覧表

いちらんひょう

1 企画課 2013/4/1 7 2020/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2013 事務部企画課 支出

支払

しはらい

状況

じょうきょう

一覧表

いちらんひょう

1 企画課 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2014 事務部企画課 支出

支払

しはらい

状況

じょうきょう

一覧表

いちらんひょう

1 企画課 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2015 事務部企画課 支出

支払

しはらい

状況

じょうきょう

一覧表

いちらんひょう

1 企画課 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2010  管理課  文書管理

 事務部保存ファイル貸出簿

　じむぶほぞんふぁいるかしだしぼ

1 管理課 2011/4/1 5 2016/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2011  管理課  文書管理

 事務部保存ファイル貸出簿

　じむぶほぞんふぁいるかしだしぼ

1 管理課 2012/4/1 5 2017/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2012  管理課  文書管理

 事務部保存ファイル貸出簿

　じむぶほぞんふぁいるかしだしぼ

1 管理課 2013/4/1 5 2018/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2010  看護学校  入学

 社会人入学試験

　しゃかいじんにゅうがくしけん

1 看護学校 2011/4/1 5 2016/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2011  看護学校  入学

 社会人入学試験

　しゃかいじんにゅうがくしけん

1 看護学校 2012/4/1 5 2017/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2012  看護学校  入学

 社会人入学試験

　しゃかいじんにゅうがくしけん

1 看護学校 2013/4/1 5 2018/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2013  看護学校  入学

 社会人入学試験

　しゃかいじんにゅうがくしけん

1 看護学校 2014/4/1 5 2019/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2014  看護学校  入学

 社会人入学試験

　しゃかいじんにゅうがくしけん

1 看護学校 2015/4/1 5 2020/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2015  看護学校  入学

 社会人入学試験

　しゃかいじんにゅうがくしけん

1 看護学校 2016/4/1 5 2021/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2010  看護学校  福利厚生

 修学資金

　しゅうがくしきん

1 看護学校 2011/4/1 5 2016/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2011  看護学校  福利厚生

 修学資金

　しゅうがくしきん

1 看護学校 2012/4/1 5 2017/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2012  看護学校  福利厚生

 修学資金

　しゅうがくしきん

1 看護学校 2013/4/1 5 2018/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2013  看護学校  福利厚生

 修学資金

　しゅうがくしきん

1 看護学校 2014/4/1 5 2019/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2014  看護学校  福利厚生

 修学資金

　しゅうがくしきん

1 看護学校 2015/4/1 5 2020/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2015  看護学校  福利厚生

 修学資金

　しゅうがくしきん

1 看護学校 2016/4/1 5 2021/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2012  管理課  手当

 住居手当

　じゅうきょてあて

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2013  管理課  手当

 住居手当

　じゅうきょてあて

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2014  管理課  手当

 住居手当

　じゅうきょてあて

1 管理課 2015/4/1 3 2018/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2015  管理課  手当

 住居手当

　じゅうきょてあて

1 管理課 2016/4/1 3 2019/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2010  看護学校  進路

 就職・進学状況

　しゅうしょく・しんがくじょうきょう

1 看護学校 2011/4/1 5 2016/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2011  看護学校  進路

 就職・進学状況

　しゅうしょく・しんがくじょうきょう

1 看護学校 2012/4/1 5 2017/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2012  看護学校  進路

 就職・進学状況

　しゅうしょく・しんがくじょうきょう

1 看護学校 2013/4/1 5 2018/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2013  看護学校  進路

 就職・進学状況

　しゅうしょく・しんがくじょうきょう

1 看護学校 2014/4/1 5 2019/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2014  看護学校  進路

 就職・進学状況

　しゅうしょく・しんがくじょうきょう

1 看護学校 2015/4/1 5 2020/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄
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2015  看護学校  進路

 就職・進学状況

　しゅうしょく・しんがくじょうきょう

1 看護学校 2016/4/1 5 2021/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2010 事務部管理課 税申告

住宅控除申告書

じゅうたくこうじょしんこくしょ

1 管理課 2011/4/1 5 2016/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2011 事務部管理課 税申告

住宅控除申告書

じゅうたくこうじょしんこくしょ

1 管理課 2012/4/1 5 2017/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2012 事務部管理課 税申告

住宅控除申告書

じゅうたくこうじょしんこくしょ

1 管理課 2013/4/1 5 2018/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2013 事務部管理課 税申告

住宅控除申告書

じゅうたくこうじょしんこくしょ

1 管理課 2014/4/1 5 2019/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2014 事務部管理課 税申告

住宅控除申告書

じゅうたくこうじょしんこくしょ

1 管理課 2015/4/1 5 2020/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2015 事務部管理課 税申告

住宅控除申告書

じゅうたくこうじょしんこくしょ

1 管理課 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2012 事務部管理課 手当

住宅届、住宅手当認定簿

じゅうたくとどけ、じゅうたくてあてにんていぼ

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2013 事務部管理課 手当

住宅届、住宅手当認定簿

じゅうたくとどけ、じゅうたくてあてにんていぼ

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2014 事務部管理課 手当

住宅届、住宅手当認定簿

じゅうたくとどけ、じゅうたくてあてにんていぼ

1 管理課 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2015 事務部管理課 手当

住宅届、住宅手当認定簿

じゅうたくとどけ、じゅうたくてあてにんていぼ

1 管理課 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2012 内科栄養管理室 栄養管理

集団給食運営状況報告

しゅうだんきゅうしょくうんえいじょうきょうほうこく

1 栄養管理室 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 栄養管理室事務室 内科栄養管理室長 廃棄

2013 栄養管理室 栄養管理

集団給食運営状況報告

しゅうだんきゅうしょくうんえいじょうきょうほうこく

1 栄養管理室 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 栄養管理室事務室 栄養管理室長 廃棄

2014 栄養管理室 栄養管理

集団給食運営状況報告

しゅうだんきゅうしょくうんえいじょうきょうほうこく

1 栄養管理室 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 栄養管理室事務室 栄養管理室長 廃棄

2015 栄養管理室 栄養管理

集団給食運営状況報告

しゅうだんきゅうしょくうんえいじょうきょうほうこく

1 栄養管理室 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 栄養管理室事務室 栄養管理室長 廃棄

2012  栄養管理室  栄養管理

 集団給食運営状況報告

　しゅうだんきゅうしょくうんえいじょうきょうほうこく

1  栄養 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  栄養管理室 栄養管理室長 廃棄

2013  栄養管理室  栄養管理

 集団給食運営状況報告

　しゅうだんきゅうしょくうんえいじょうきょうほうこく

1  栄養 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  栄養管理室 栄養管理室長 廃棄

2010 事務部企画課 入院手続

重度心身障害児措置入所

じゅうどしんしんしょうがいじそちにゅうしょ

1 企画課 2011/4/1 5 2016/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2011 事務部企画課 入院手続

重度心身障害児措置入所

じゅうどしんしんしょうがいじそちにゅうしょ

1 企画課 2012/4/1 5 2017/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2012 事務部企画課 入院手続

重度心身障害児措置入所

じゅうどしんしんしょうがいじそちにゅうしょ

1 企画課 2013/4/1 5 2018/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2013 事務部企画課 入院手続

重度心身障害児措置入所

じゅうどしんしんしょうがいじそちにゅうしょ

1 企画課 2014/4/1 5 2019/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2014 事務部企画課 入院手続

重度心身障害児措置入所

じゅうどしんしんしょうがいじそちにゅうしょ

1 企画課 2015/4/1 5 2020/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2015 事務部企画課 入院手続

重度心身障害児措置入所

じゅうどしんしんしょうがいじそちにゅうしょ

1 企画課 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2008 事務部企画課 歳入

収入金

しゅうにゅうきん

日計表

にっけいひょう

1 企画課 2009/4/1 7 2016/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2009 事務部企画課 歳入

収入金

しゅうにゅうきん

日計表

にっけいひょう

1 企画課 2010/4/1 7 2017/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2010 事務部企画課 歳入

収入金

しゅうにゅうきん

日計表

にっけいひょう

1 企画課 2011/4/1 7 2018/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2011 事務部企画課 歳入

収入金

しゅうにゅうきん

日計表

にっけいひょう

1 企画課 2012/4/1 7 2019/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2012 事務部企画課 歳入

収入金

しゅうにゅうきん

日計表

にっけいひょう

1 企画課 2013/4/1 7 2020/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄
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2013 事務部企画課 歳入

収入金

しゅうにゅうきん

日計表

にっけいひょう

1 企画課 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2014 事務部企画課 歳入

収入金

しゅうにゅうきん

日計表

にっけいひょう

1 企画課 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2015 事務部企画課 歳入

収入金

しゅうにゅうきん

日計表

にっけいひょう

1 企画課 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2008  企画課  収入・支出

 収入金日計表

　しゅうにゅうきんにっけいひょう

1  企画 2009/4/1 7 2016/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2009  企画課  収入・支出

 収入金日計表

　しゅうにゅうきんにっけいひょう

1  企画 2010/4/1 7 2017/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2010  企画課  収入・支出

 収入金日計表

　しゅうにゅうきんにっけいひょう

1  企画 2011/4/1 7 2018/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2011  企画課  収入・支出

 収入金日計表

　しゅうにゅうきんにっけいひょう

1  企画 2012/4/1 7 2019/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2012  企画課  収入・支出

 収入金日計表

　しゅうにゅうきんにっけいひょう

1  企画 2013/4/1 7 2020/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2013  企画課  収入・支出

 収入金日計表

　しゅうにゅうきんにっけいひょう

1  企画 2014/4/1 7 2021/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2010 事務部管理課 税申告

住民税通知書

じゅうみんぜいつうちしょ

1 管理課 2011/4/1 5 2016/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2011 事務部管理課 税申告

住民税通知書

じゅうみんぜいつうちしょ

1 管理課 2012/4/1 5 2017/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2012 事務部管理課 税申告

住民税通知書

じゅうみんぜいつうちしょ

1 管理課 2013/4/1 5 2018/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2014 事務部管理課 税申告

住民税通知書

じゅうみんぜいつうちしょ

1 管理課 2015/4/1 5 2020/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2015 事務部管理課 税申告

住民税通知書

じゅうみんぜいつうちしょ

1 管理課 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2010  管理課  税申告

 住民税通知書

　じゅうみんぜいつうちしょ

1 管理課 2011/4/1 5 2016/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2011  管理課  税申告

 住民税通知書

　じゅうみんぜいつうちしょ

1 管理課 2012/4/1 5 2017/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2012  管理課  税申告

 住民税通知書

　じゅうみんぜいつうちしょ

1 管理課 2013/4/1 5 2018/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2013  管理課  税申告

 住民税通知書

　じゅうみんぜいつうちしょ

1 管理課 2014/4/1 5 2019/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2010  看護部  物品管理

 修理伝票

　しゅうりでんぴょう

1  看護 2011/4/1 5 2016/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2011  看護部  物品管理

 修理伝票

　しゅうりでんぴょう

1  看護 2012/4/1 5 2017/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2012  看護部  物品管理

 修理伝票

　しゅうりでんぴょう

1  看護 2013/4/1 5 2018/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2013  看護部  物品管理

 修理伝票

　しゅうりでんぴょう

1  看護 2014/4/1 5 2019/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2010  看護部  物品管理

 修理伝票

　しゅうりでんぴょう

1  看護 2011/4/1 5 2016/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2011  看護部  物品管理

 修理伝票

　しゅうりでんぴょう

1  看護 2012/4/1 5 2017/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2012  看護部  物品管理

 修理伝票

　しゅうりでんぴょう

1  看護 2013/4/1 5 2018/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2013  看護部  物品管理

 修理伝票

　しゅうりでんぴょう

1  看護 2014/4/1 5 2019/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2014  看護部  物品管理

 修理伝票

　しゅうりでんぴょう

1  看護 2015/4/1 5 2020/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2015  看護部  物品管理

 修理伝票

　しゅうりでんぴょう

1  看護 2016/4/1 5 2021/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄
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2012 事務部管理課 服務

宿日直勤務命令書

しゅくにっちょくきんむめいれいしょ

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2013 事務部管理課 服務

宿日直勤務命令書

しゅくにっちょくきんむめいれいしょ

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2014 事務部管理課 服務

宿日直勤務命令書

しゅくにっちょくきんむめいれいしょ

1 管理課 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2015 事務部管理課 服務

宿日直勤務命令書

しゅくにっちょくきんむめいれいしょ

1 管理課 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2012  管理課  手当

 宿日直手当

　しゅくにっちょくてあて

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2013  管理課  手当

 宿日直手当

　しゅくにっちょくてあて

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2014  管理課  手当

 宿日直手当

　しゅくにっちょくてあて

1 管理課 2015/4/1 3 2018/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2015  管理課  手当

 宿日直手当

　しゅくにっちょくてあて

1 管理課 2016/4/1 3 2019/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2010  看護部  日誌

 手術・中材日誌

　しゅじゅつ・ちゅうざいにっし

1  看護 2011/4/1 5 2016/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2011  看護部  日誌

 手術・中材日誌

　しゅじゅつ・ちゅうざいにっし

1  看護 2012/4/1 5 2017/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2012  看護部  日誌

 手術・中材日誌

　しゅじゅつ・ちゅうざいにっし

1  看護 2013/4/1 5 2018/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2013  看護部  日誌

 手術・中材日誌

　しゅじゅつ・ちゅうざいにっし

1  看護 2014/4/1 5 2019/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2014  看護部  日誌

 手術・中材日誌

　しゅじゅつ・ちゅうざいにっし

1  看護 2015/4/1 5 2020/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2015  看護部  日誌

 手術・中材日誌

　しゅじゅつ・ちゅうざいにっし

1  看護 2016/4/1 5 2021/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2010  看護部  病棟管理

 手術記録

　しゅじゅつきろく

1  看護 2011/4/1 5 2016/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2011  看護部  病棟管理

 手術記録

　しゅじゅつきろく

1  看護 2012/4/1 5 2017/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2012  看護部  病棟管理

 手術記録

　しゅじゅつきろく

1  看護 2013/4/1 5 2018/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2013  看護部  病棟管理

 手術記録

　しゅじゅつきろく

1  看護 2014/4/1 5 2019/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2011  看護部  病棟管理

 手術記録

　しゅじゅつきろく

1  看護 2012/4/1 5 2017/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2013  看護部  病棟管理

 手術記録

　しゅじゅつきろく

1  看護 2014/4/1 5 2019/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2013  看護部  病棟管理

 手術記録

　しゅじゅつきろく

1  看護 2014/4/1 5 2019/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2014  看護部  病棟管理

 手術記録

　しゅじゅつきろく

1  看護 2015/4/1 5 2020/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2015  看護部  病棟管理

 手術記録

　しゅじゅつきろく

1  看護 2016/4/1 5 2021/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2010 看護部 病棟管理

手術台帳

しゅじゅつだいちょう

1 看護部 2011/4/1 5 2016/3/31 紙 看護部手術室 看護部長 廃棄

2011 看護部 病棟管理

手術台帳

しゅじゅつだいちょう

1 看護部 2012/4/1 5 2017/3/31 紙 看護部手術室 看護部長 廃棄

2012 看護部 病棟管理

手術台帳

しゅじゅつだいちょう

1 看護部 2013/4/1 5 2018/3/31 紙 看護部手術室 看護部長 廃棄

2013 看護部 病棟管理

手術台帳

しゅじゅつだいちょう

1 看護部 2014/4/1 5 2019/3/31 紙 看護部手術室 看護部長 廃棄

2014 看護部 病棟管理

手術台帳

しゅじゅつだいちょう

1 看護部 2015/4/1 5 2020/3/31 紙 看護部手術室 看護部長 廃棄
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2015 看護部 病棟管理

手術台帳

しゅじゅつだいちょう

1 看護部 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 看護部手術室 看護部長 廃棄

2012 事務部管理課 受託実習

受託実習受入承認

じゅたくじっしゅううけいれしょうにん

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2013 事務部管理課 受託実習

受託実習受入承認

じゅたくじっしゅううけいれしょうにん

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2014 事務部管理課 受託実習

受託実習受入承認

じゅたくじっしゅううけいれしょうにん

1 管理課 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2015 事務部管理課 受託実習

受託実習受入承認

じゅたくじっしゅううけいれしょうにん

1 管理課 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2012  管理課  研修・講習  受託実習生受入許可書 1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2013  管理課  研修・講習  受託実習生受入許可書 1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2008 事務部企画課 支出

出金

しゅっきん

伝票

でんぴょう

1 企画課 2009/4/1 7 2016/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2009 事務部企画課 支出

出金

しゅっきん

伝票

でんぴょう

1 企画課 2010/4/1 7 2017/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2010 事務部企画課 支出

出金

しゅっきん

伝票

でんぴょう

1 企画課 2011/4/1 7 2018/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2011 事務部企画課 支出

出金

しゅっきん

伝票

でんぴょう

1 企画課 2012/4/1 7 2019/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2012 事務部企画課 支出

出金

しゅっきん

伝票

でんぴょう

1 企画課 2013/4/1 7 2020/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2013 事務部企画課 支出

出金

しゅっきん

伝票

でんぴょう

1 企画課 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2014 事務部企画課 支出

出金

しゅっきん

伝票

でんぴょう

1 企画課 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2015 事務部企画課 支出

出金

しゅっきん

伝票

でんぴょう

1 企画課 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2009  企画課  役務

 出金伝票

　しゅっきんでんぴょう

1  企画 2009/4/1 7 2016/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2009  企画課  役務

 出金伝票

　しゅっきんでんぴょう

1  企画 2010/4/1 7 2017/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2010  企画課  役務

 出金伝票

　しゅっきんでんぴょう

1  企画 2011/4/1 7 2018/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2011  企画課  役務

 出金伝票

　しゅっきんでんぴょう

1  企画 2012/4/1 7 2019/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2012  企画課  役務

 出金伝票

　しゅっきんでんぴょう

1  企画 2013/4/1 7 2020/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2013  企画課  役務

 出金伝票

　しゅっきんでんぴょう

1  企画 2014/4/1 7 2021/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2012 事務部管理課 服務

出勤簿

しゅっきんぼ

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2013 事務部管理課 服務

出勤簿

しゅっきんぼ

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2014 事務部管理課 服務

出勤簿

しゅっきんぼ

1 管理課 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2015 事務部管理課 服務

出勤簿

しゅっきんぼ

1 管理課 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2012  管理課  服務

 出勤簿

　しゅっきんぼ

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2013  管理課  服務

 出勤簿

　しゅっきんぼ

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2012  管理課  服務

 出張伺

　しゅっちょううかがい

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄
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2013  管理課  服務

 出張伺

　しゅっちょううかがい

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2012 事務部管理課 服務

出張伺書

しゅっちょううかがいしょ

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2013 事務部管理課 服務

出張伺書

しゅっちょううかがいしょ

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2014 事務部管理課 服務

出張伺書

しゅっちょううかがいしょ

1 管理課 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2015 事務部管理課 服務

出張伺書

しゅっちょううかがいしょ

1 管理課 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2012  管理課  服務

 出張復命書

　しゅっちょうふくめいしょ

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2013  管理課  服務

 出張復命書

　しゅっちょうふくめいしょ

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2012 事務部管理課 服務

出張

しゅっちょう

復命書

しょ

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2013 事務部管理課 服務

出張

しゅっちょう

復命書

しょ

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2014 事務部管理課 服務

出張

しゅっちょう

復命書

しょ

1 管理課 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2015 事務部管理課 服務

出張

しゅっちょう

復命書

しょ

1 管理課 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2000  リハビリテーション科 学則等

 準則

　じゅんそく

1 厚生労働省 2001/4/1 30 2031/3/31  紙  管理課書庫 管理課長 廃棄

2001  リハビリテーション科 学則等

 準則

　じゅんそく

1 厚生労働省 2002/4/1 30 2032/3/31  紙  管理課書庫 管理課長 廃棄

2002  リハビリテーション科 学則等

 準則

　じゅんそく

1 厚生労働省 2003/4/1 30 2033/3/31  紙  管理課書庫 管理課長 廃棄

2000  リハビリテーション科 学則等

 準則

　じゅんそく

1 厚生労働省 2001/4/1 30 2031/3/31  紙  管理課書庫 管理課長 廃棄

2001  リハビリテーション科 学則等

 準則

　じゅんそく

1 厚生労働省 2002/4/1 30 2032/3/31  紙  管理課書庫 管理課長 廃棄

2002  リハビリテーション科 学則等

 準則

　じゅんそく

1 厚生労働省 2003/4/1 30 2033/3/31  紙  管理課書庫 管理課長 廃棄

2005 事務部管理課 叙位叙勲

叙位、叙勲、褒賞、表彰調査報告書

じょい、じょくん、ほうしょう、ひょうしょうちょうさほうこくしょ

1 管理課 2006/4/1 10 2016/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2006 事務部管理課 叙位叙勲

叙位、叙勲、褒賞、表彰調査報告書

じょい、じょくん、ほうしょう、ひょうしょうちょうさほうこくしょ

1 管理課 2007/4/1 10 2017/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2007 事務部管理課 叙位叙勲

叙位、叙勲、褒賞、表彰調査報告書

じょい、じょくん、ほうしょう、ひょうしょうちょうさほうこくしょ

1 管理課 2008/4/1 10 2018/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2008 事務部管理課 叙位叙勲

叙位、叙勲、褒賞、表彰調査報告書

じょい、じょくん、ほうしょう、ひょうしょうちょうさほうこくしょ

1 管理課 2009/4/1 10 2019/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2009 事務部管理課 叙位叙勲

叙位、叙勲、褒賞、表彰調査報告書

じょい、じょくん、ほうしょう、ひょうしょうちょうさほうこくしょ

1 管理課 2010/4/1 10 2020/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2010 事務部管理課 叙位叙勲

叙位、叙勲、褒賞、表彰調査報告書

じょい、じょくん、ほうしょう、ひょうしょうちょうさほうこくしょ

1 管理課 2011/4/1 10 2021/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2011 事務部管理課 叙位叙勲

叙位、叙勲、褒賞、表彰調査報告書

じょい、じょくん、ほうしょう、ひょうしょうちょうさほうこくしょ

1 管理課 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2012 事務部管理課 叙位叙勲

叙位、叙勲、褒賞、表彰調査報告書

じょい、じょくん、ほうしょう、ひょうしょうちょうさほうこくしょ

1 管理課 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2005 事務部管理課 叙位叙勲

叙位、叙勲、褒賞、表彰調査報告書

じょい、じょくん、ほうしょう、ひょうしょうちょうさほうこくしょ

1 管理課 2006/4/1 10 2016/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2006 事務部管理課 叙位叙勲

叙位、叙勲、褒賞、表彰調査報告書

じょい、じょくん、ほうしょう、ひょうしょうちょうさほうこくしょ

1 管理課 2007/4/1 10 2017/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2007 事務部管理課 叙位叙勲

叙位、叙勲、褒賞、表彰調査報告書

じょい、じょくん、ほうしょう、ひょうしょうちょうさほうこくしょ

1 管理課 2008/4/1 10 2018/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄
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2008 事務部管理課 叙位叙勲

叙位、叙勲、褒賞、表彰調査報告書

じょい、じょくん、ほうしょう、ひょうしょうちょうさほうこくしょ

1 管理課 2009/4/1 10 2019/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2009 事務部管理課 叙位叙勲

叙位、叙勲、褒賞、表彰調査報告書

じょい、じょくん、ほうしょう、ひょうしょうちょうさほうこくしょ

1 管理課 2010/4/1 10 2020/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2010 事務部管理課 叙位叙勲

叙位、叙勲、褒賞、表彰調査報告書

じょい、じょくん、ほうしょう、ひょうしょうちょうさほうこくしょ

1 管理課 2011/4/1 10 2021/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2011 事務部管理課 叙位叙勲

叙位、叙勲、褒賞、表彰調査報告書

じょい、じょくん、ほうしょう、ひょうしょうちょうさほうこくしょ

1 管理課 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2012 事務部管理課 叙位叙勲

叙位、叙勲、褒賞、表彰調査報告書

じょい、じょくん、ほうしょう、ひょうしょうちょうさほうこくしょ

1 管理課 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2013 事務部管理課 叙位叙勲

叙位、叙勲、褒賞、表彰調査報告書

じょい、じょくん、ほうしょう、ひょうしょうちょうさほうこくしょ

1 管理課 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2014 事務部管理課 叙位叙勲

叙位、叙勲、褒賞、表彰調査報告書

じょい、じょくん、ほうしょう、ひょうしょうちょうさほうこくしょ

1 管理課 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2015 事務部管理課 叙位叙勲

叙位、叙勲、褒賞、表彰調査報告書

じょい、じょくん、ほうしょう、ひょうしょうちょうさほうこくしょ

1 管理課 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2005  管理課  叙位叙勲等

 叙位叙勲褒賞表彰内申協議書

　じょいじょくんほうしょうひょうしょうないしんきょうぎしょ

1 管理課 2006/4/1 10 2016/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2006  管理課  叙位叙勲等

 叙位叙勲褒賞表彰内申協議書

　じょいじょくんほうしょうひょうしょうないしんきょうぎしょ

1 管理課 2007/4/1 10 2017/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2007  管理課  叙位叙勲等

 叙位叙勲褒賞表彰内申協議書

　じょいじょくんほうしょうひょうしょうないしんきょうぎしょ

1 管理課 2008/4/1 10 2018/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2008  管理課  叙位叙勲等

 叙位叙勲褒賞表彰内申協議書

　じょいじょくんほうしょうひょうしょうないしんきょうぎしょ

1 管理課 2009/4/1 10 2019/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2009  管理課  叙位叙勲等

 叙位叙勲褒賞表彰内申協議書

　じょいじょくんほうしょうひょうしょうないしんきょうぎしょ

1 管理課 2010/4/1 10 2020/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2010  管理課  叙位叙勲等

 叙位叙勲褒賞表彰内申協議書

　じょいじょくんほうしょうひょうしょうないしんきょうぎしょ

1 管理課 2011/4/1 10 2021/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2011  管理課  叙位叙勲等

 叙位叙勲褒賞表彰内申協議書

　じょいじょくんほうしょうひょうしょうないしんきょうぎしょ

1 管理課 2012/4/1 10 2022/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2012  管理課  叙位叙勲等

 叙位叙勲褒賞表彰内申協議書

　じょいじょくんほうしょうひょうしょうないしんきょうぎしょ

1 管理課 2013/4/1 10 2023/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2013  管理課  叙位叙勲等

 叙位叙勲褒賞表彰内申協議書

　じょいじょくんほうしょうひょうしょうないしんきょうぎしょ

1 管理課 2014/4/1 10 2024/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2012  管理課  昇給

 昇給内申書

　しょうきゅうないしんしょ

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2013  管理課  昇給

 昇給内申書

　しょうきゅうないしんしょ

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2014  管理課  昇給

 昇給内申書

　しょうきゅうないしんしょ

1 管理課 2015/4/1 3 2018/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2015  管理課  昇給

 昇給内申書

　しょうきゅうないしんしょ

1 管理課 2016/4/1 3 2019/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2010 放射線科 照射録

照射録

しょうしゃろく

1 放射線科 2011/4/1 5 2016/3/31 紙 放射線科 放射線科長 廃棄

2011 放射線科 照射録

照射録

しょうしゃろく

1 放射線科 2012/4/1 5 2017/3/31 紙 放射線科 放射線科長 廃棄

2012 放射線科 照射録

照射録

しょうしゃろく

1 放射線科 2013/4/1 5 2018/3/31 紙 放射線科 放射線科長 廃棄

2013 放射線科 照射録

照射録

しょうしゃろく

1 放射線科 2014/4/1 5 2019/3/31 紙 放射線科 放射線科長 廃棄

2014 放射線科 照射録

照射録

しょうしゃろく

1 放射線科 2015/4/1 5 2020/3/31 紙 放射線科 放射線科長 廃棄

2015 放射線科 照射録

照射録

しょうしゃろく

1 放射線科 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 放射線科 放射線科長 廃棄

2010  放射線科  照射録

 照射録

　しょうしゃろく

1  放射線 2011/4/1 5 2016/3/31  紙  放射線科 放射線科医長 廃棄
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2011  放射線科  照射録

 照射録

　しょうしゃろく

1  放射線 2012/4/1 5 2017/3/31  紙  放射線科 放射線科医長 廃棄

2012  放射線科  照射録

 照射録

　しょうしゃろく

1  放射線 2013/4/1 5 2018/3/31  紙  放射線科 放射線科医長 廃棄

2013  放射線科  照射録

 照射録

　しょうしゃろく

1  放射線 2014/4/1 5 2019/3/31  紙  放射線科 放射線科医長 廃棄

2010  栄養管理室  栄養管理

 常食患者年齢加重平均栄養所要量表

　じょうしょくかんじゃねんれいかじゅうへいきんえいようしょようりょうおもて

1  栄養 2011/4/1 5 2016/3/31  紙  栄養管理室 栄養管理室長 廃棄

2011  栄養管理室  栄養管理

 常食患者年齢加重平均栄養所要量表

　じょうしょくかんじゃねんれいかじゅうへいきんえいようしょようりょうおもて

1  栄養 2012/4/1 5 2017/3/31  紙  栄養管理室 栄養管理室長 廃棄

2012  栄養管理室  栄養管理

 常食患者年齢加重平均栄養所要量表

　じょうしょくかんじゃねんれいかじゅうへいきんえいようしょようりょうおもて

1  栄養 2013/4/1 5 2018/3/31  紙  栄養管理室 栄養管理室長 廃棄

2013  栄養管理室  栄養管理

 常食患者年齢加重平均栄養所要量表

　じょうしょくかんじゃねんれいかじゅうへいきんえいようしょようりょうおもて

1  栄養 2014/4/1 5 2019/3/31  紙  栄養管理室 栄養管理室長 廃棄

2014  栄養管理室  栄養管理

 常食患者年齢加重平均栄養所要量表

　じょうしょくかんじゃねんれいかじゅうへいきんえいようしょようりょうおもて

1  栄養 2015/4/1 5 2020/3/31  紙  栄養管理室 栄養管理室長 廃棄

2015  栄養管理室  栄養管理

 常食患者年齢加重平均栄養所要量表

　じょうしょくかんじゃねんれいかじゅうへいきんえいようしょようりょうおもて

1  栄養 2016/4/1 5 2021/3/31  紙  栄養管理室 栄養管理室長 廃棄

2005  管理課  その他

 消防署協定書綴

　しょうぼうしょきょうていしょつづ

1 管理課 2006/4/1 10 2016/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2000  リハビリテーション科 例規等

 諸規程

　しょきてい

1 厚生労働省 2001/4/1 30 2031/3/31  紙  管理課書庫 管理課長 廃棄

2001  リハビリテーション科 例規等

 諸規程

　しょきてい

1 厚生労働省 2002/4/1 30 2032/3/31  紙  管理課書庫 管理課長 廃棄

2002  リハビリテーション科 例規等

 諸規程

　しょきてい

1 厚生労働省 2003/4/1 30 2033/3/31  紙  管理課書庫 管理課長 廃棄

2000  企画課  例規等

 諸規程

　しょきてい

1 厚生労働省 2001/4/1 30 2031/3/31  紙  医事室 企画課長 廃棄

2001  企画課  例規等

 諸規程

　しょきてい

1 厚生労働省 2002/4/1 30 2032/3/31  紙  医事室 企画課長 廃棄

2002  企画課  例規等

 諸規程

　しょきてい

1 厚生労働省 2003/4/1 30 2033/3/31  紙  医事室 企画課長 廃棄

2003  企画課  例規等

 諸規程

　しょきてい

1 厚生労働省 2004/4/1 30 2034/3/31  紙  医事室 企画課長 廃棄

2004  企画課  例規等

 諸規程

　しょきてい

1  企画 2005/4/1 30 2035/3/31  紙  医事室 企画課長 廃棄

2005  企画課  例規等

 諸規程

　しょきてい

1  企画 2006/4/1 30 2036/3/31  紙  医事室 企画課長 廃棄

2006  企画課  例規等

 諸規程

　しょきてい

1  企画 2007/4/1 30 2037/3/31  紙  医事室 企画課長 廃棄

2007  企画課  例規等

 諸規程

　しょきてい

1  企画 2008/4/1 30 2038/3/31  紙  医事室 企画課長 廃棄

2008  企画課  例規等

 諸規程

　しょきてい

1  企画 2009/4/1 30 2039/3/31  紙  医事室 企画課長 廃棄

2009  企画課  例規等

 諸規程

　しょきてい

1  企画 2010/4/1 30 2040/3/31  紙  医事室 企画課長 廃棄

2010  企画課  例規等

 諸規程

　しょきてい

1  企画 2011/4/1 30 2041/3/31  紙  医事室 企画課長 廃棄

2011  企画課  例規等

 諸規程

　しょきてい

1  企画 2012/4/1 30 2042/3/31  紙  医事室 企画課長 廃棄

2012  企画課  例規等

 諸規程

　しょきてい

1  企画 2013/4/1 30 2043/3/31  紙  医事室 企画課長 廃棄

2013  企画課  例規等

 諸規程

　しょきてい

1  企画 2014/4/1 30 2044/3/31  紙  医事室 企画課長 廃棄

2014  企画課  例規等

 諸規程

　しょきてい

1  企画 2015/4/1 30 2045/3/31  紙  医事室 企画課長 廃棄
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2015  企画課  例規等

 諸規程

　しょきてい

1  企画 2016/4/1 30 2046/3/31  紙  医事室 企画課長 廃棄

2000  放射線科  例規等

 諸規程

　しょきてい

1 厚生労働省 2001/4/1 30 2031/3/31  紙  放射線科 放射線科医長 廃棄

2001  放射線科  例規等

 諸規程

　しょきてい

1 厚生労働省 2002/4/1 30 2032/3/31  紙  放射線科 放射線科医長 廃棄

2002  放射線科  例規等

 諸規程

　しょきてい

1 厚生労働省 2003/4/1 30 2033/3/31  紙  放射線科 放射線科医長 廃棄

2003  放射線科  例規等

 諸規程

　しょきてい

1 厚生労働省 2004/4/1 30 2034/3/31  紙  放射線科 放射線科医長 廃棄

2004  放射線科  例規等

 諸規程

　しょきてい

1  放射線 2005/4/1 30 2035/3/31  紙  放射線科 放射線科医長 廃棄

2005  放射線科  例規等

 諸規程

　しょきてい

1  放射線 2006/4/1 30 2036/3/31  紙  放射線科 放射線科医長 廃棄

2000  看護学校  例規等

 諸規程

　しょきてい

1 厚生労働省 2001/4/1 30 2031/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2001  看護学校  例規等

 諸規程

　しょきてい

1 厚生労働省 2002/4/1 30 2032/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2002  看護学校  例規等

 諸規程

　しょきてい

1 厚生労働省 2003/4/1 30 2033/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2003  看護学校  例規等

 諸規程

　しょきてい

1 厚生労働省 2004/4/1 30 2034/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2004  看護学校  例規等

 諸規程

　しょきてい

1 看護学校 2005/4/1 30 2035/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2005  看護学校  例規等

 諸規程

　しょきてい

1 看護学校 2006/4/1 30 2036/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2006  看護学校  例規等

 諸規程

　しょきてい

1 看護学校 2007/4/1 30 2037/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2007  看護学校  例規等

 諸規程

　しょきてい

1 看護学校 2008/4/1 30 2038/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2008  看護学校  例規等

 諸規程

　しょきてい

1 看護学校 2009/4/1 30 2039/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2009  看護学校  例規等

 諸規程

　しょきてい

1 看護学校 2010/4/1 30 2040/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2010  看護学校  例規等

 諸規程

　しょきてい

1 看護学校 2011/4/1 30 2041/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2011  看護学校  例規等

 諸規程

　しょきてい

1 看護学校 2012/4/1 30 2042/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2012  看護学校  例規等

 諸規程

　しょきてい

1 看護学校 2013/4/1 30 2043/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2013  看護学校  例規等

 諸規程

　しょきてい

1 看護学校 2014/4/1 30 2044/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2014  看護学校  例規等

 諸規程

　しょきてい

1 看護学校 2015/4/1 30 2045/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2015  看護学校  例規等

 諸規程

　しょきてい

1 看護学校 2016/4/1 30 2046/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2012 事務部管理課 人事管理

職員カード

しょくいんかーど

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2013 事務部管理課 人事管理

職員カード

しょくいんかーど

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2014 事務部管理課 人事管理

職員カード

しょくいんかーど

1 管理課 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2015 事務部管理課 人事管理

職員カード

しょくいんかーど

1 管理課 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2010 事務部管理課 給与

職員別給与簿

しょくいんべつきゅうよぼ

1 管理課 2011/4/1 5 2016/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄
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2011 事務部管理課 給与

職員別給与簿

しょくいんべつきゅうよぼ

1 管理課 2012/4/1 5 2017/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2012 事務部管理課 給与

職員別給与簿

しょくいんべつきゅうよぼ

1 管理課 2013/4/1 5 2018/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2013 事務部管理課 給与

職員別給与簿

しょくいんべつきゅうよぼ

1 管理課 2014/4/1 5 2019/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2014 事務部管理課 給与

職員別給与簿

しょくいんべつきゅうよぼ

1 管理課 2015/4/1 5 2020/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2015 事務部管理課 給与

職員別給与簿

しょくいんべつきゅうよぼ

1 管理課 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2012  管理課  給与

 職員別給与簿

　しょくいんべつきゅうよぼ

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2013  管理課  給与

 職員別給与簿

　しょくいんべつきゅうよぼ

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2010  栄養管理室  栄養管理

 食事箋

　しょくじせん

1  栄養 2011/4/1 5 2016/3/31  紙  栄養管理室 栄養管理室長 廃棄

2011  栄養管理室  栄養管理

 食事箋

　しょくじせん

1  栄養 2012/4/1 5 2017/3/31  紙  栄養管理室 栄養管理室長 廃棄

2012  栄養管理室  栄養管理

 食事箋

　しょくじせん

1  栄養 2013/4/1 5 2018/3/31  紙  栄養管理室 栄養管理室長 廃棄

2013  栄養管理室  栄養管理

 食事箋

　しょくじせん

1  栄養 2014/4/1 5 2019/3/31  紙  栄養管理室 栄養管理室長 廃棄

2014  栄養管理室  栄養管理

 食事箋

　しょくじせん

1  栄養 2015/4/1 5 2020/3/31  紙  栄養管理室 栄養管理室長 廃棄

2015  栄養管理室  栄養管理

 食事箋

　しょくじせん

1  栄養 2016/4/1 5 2021/3/31  紙  栄養管理室 栄養管理室長 廃棄

2012 内科栄養管理室 栄養管理

食事療養数

しょくじりょうようかず

1 栄養管理室 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 栄養管理室事務室 内科栄養管理室長 廃棄

2013 栄養管理室 栄養管理

食事療養数

しょくじりょうようかず

1 栄養管理室 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 栄養管理室事務室 栄養管理室長 廃棄

2014 栄養管理室 栄養管理

食事療養数

しょくじりょうようかず

1 栄養管理室 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 栄養管理室事務室 栄養管理室長 廃棄

2015 栄養管理室 栄養管理

食事療養数

しょくじりょうようかず

1 栄養管理室 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 栄養管理室事務室 栄養管理室長 廃棄

2012  栄養管理室  栄養管理

 食事療養数

　しょくじりょうようかず

1  栄養 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  栄養管理室 栄養管理室長 廃棄

2013  栄養管理室  栄養管理

 食事療養数

　しょくじりょうようかず

1  栄養 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  栄養管理室 栄養管理室長 廃棄

2010 内科栄養管理室 栄養管理

食数表

しょくすうひょう

1 栄養管理室 2011/4/1 5 2016/3/31 紙 栄養管理室事務室 内科栄養管理室長 廃棄

2011 内科栄養管理室 栄養管理

食数表

しょくすうひょう

1 栄養管理室 2012/4/1 5 2017/3/31 紙 栄養管理室事務室 内科栄養管理室長 廃棄

2012 内科栄養管理室 栄養管理

食数表

しょくすうひょう

1 栄養管理室 2013/4/1 5 2018/3/31 紙 栄養管理室事務室 内科栄養管理室長 廃棄

2013 内科栄養管理室 栄養管理

食数表

しょくすうひょう

1 栄養管理室 2014/4/1 5 2019/3/31 紙 栄養管理室事務室 内科栄養管理室長 廃棄

2014 内科栄養管理室 栄養管理

食数表

しょくすうひょう

1 栄養管理室 2015/4/1 5 2020/3/31 紙 栄養管理室事務室 内科栄養管理室長 廃棄

2015 内科栄養管理室 栄養管理

食数表

しょくすうひょう

1 栄養管理室 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 栄養管理室事務室 内科栄養管理室長 廃棄

2012 看護部 会議

褥創対策委員会議事録

じょくそうたいさくいいんかい

1 看護部 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 看護部長室 看護部長 廃棄

2013 看護部 会議

褥創対策委員会議事録

じょくそうたいさくいいんかい

1 看護部 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 看護部長室 看護部長 廃棄

2014 看護部 会議

褥創対策委員会議事録

じょくそうたいさくいいんかい

1 看護部 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 看護部長室 看護部長 廃棄
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2015 看護部 会議

褥創対策委員会議事録

じょくそうたいさくいいんかい

1 看護部 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 看護部長室 看護部長 廃棄

2010 内科栄養管理室 栄養管理

食品構成表

しょくひんこうせいおもて

1 栄養管理室 2011/4/1 5 2016/3/31 紙 栄養管理室事務室 内科栄養管理室長 廃棄

2011 内科栄養管理室 栄養管理

食品構成表

しょくひんこうせいおもて

1 栄養管理室 2012/4/1 5 2017/3/31 紙 栄養管理室事務室 内科栄養管理室長 廃棄

2012 内科栄養管理室 栄養管理

食品構成表

しょくひんこうせいおもて

1 栄養管理室 2013/4/1 5 2018/3/31 紙 栄養管理室事務室 内科栄養管理室長 廃棄

2013 栄養管理室 栄養管理

食品構成表

しょくひんこうせいおもて

1 栄養管理室 2014/4/1 5 2019/3/31 紙 栄養管理室事務室 栄養管理室長 廃棄

2014 栄養管理室 栄養管理

食品構成表

しょくひんこうせいおもて

1 栄養管理室 2015/4/1 5 2020/3/31 紙 栄養管理室事務室 栄養管理室長 廃棄

2015 栄養管理室 栄養管理

食品構成表

しょくひんこうせいおもて

1 栄養管理室 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 栄養管理室事務室 栄養管理室長 廃棄

2012  管理課  服務

 職務専念義務免除

　しょくむせんねんぎむめんじょ

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2013  管理課  服務

 職務専念義務免除

　しょくむせんねんぎむめんじょ

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2012 事務部管理課 服務

職務専念義務免除申請

しょくむせんねんぎむめんじょしんせい

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2013 事務部管理課 服務

職務専念義務免除申請

しょくむせんねんぎむめんじょしんせい

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2014 事務部管理課 服務

職務専念義務免除申請

しょくむせんねんぎむめんじょしんせい

1 管理課 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2015 事務部管理課 服務

職務専念義務免除申請

しょくむせんねんぎむめんじょしんせい

1 管理課 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2012 薬剤科 薬剤管理

処方せん

しょほうせん

1 薬剤科 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 薬剤科 薬剤科長 廃棄

2013 薬剤科 薬剤管理

処方せん

しょほうせん

1 薬剤科 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 薬剤科 薬剤科長 廃棄

2014 薬剤科 薬剤管理

処方せん

しょほうせん

1 薬剤科 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 薬剤科 薬剤科長 廃棄

2015 薬剤科 薬剤管理

処方せん

しょほうせん

1 薬剤科 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 薬剤科 薬剤科長 廃棄

2012  薬剤科  薬剤管理

 処方せん

　しょほうせん

1  薬剤 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  薬剤科  薬剤科長 廃棄

2013  薬剤科  薬剤管理

 処方せん

　しょほうせん

1  薬剤 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  薬剤科  薬剤科長 廃棄

2008 事務部企画課 診療報酬請求

審査増減過誤通知書

しんさぞうげんかごつうちしょ

1 企画課 2009/4/1 7 2016/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2009 事務部企画課 診療報酬請求

審査増減過誤通知書

しんさぞうげんかごつうちしょ

1 企画課 2010/4/1 7 2017/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2010 事務部企画課 診療報酬請求

審査増減過誤通知書

しんさぞうげんかごつうちしょ

1 企画課 2011/4/1 7 2018/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2011 事務部企画課 診療報酬請求

審査増減過誤通知書

しんさぞうげんかごつうちしょ

1 企画課 2012/4/1 7 2019/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2012 事務部企画課 診療報酬請求

審査増減過誤通知書

しんさぞうげんかごつうちしょ

1 企画課 2013/4/1 7 2020/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2013 事務部企画課 診療報酬請求

審査増減過誤通知書

しんさぞうげんかごつうちしょ

1 企画課 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2014 事務部企画課 診療報酬請求

審査増減過誤通知書

しんさぞうげんかごつうちしょ

1 企画課 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2015 事務部企画課 診療報酬請求

審査増減過誤通知書

しんさぞうげんかごつうちしょ

1 企画課 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2008 事務部企画課 診療報酬請求

審査増減整理簿

しんさぞうげんせいりぼ

1 企画課 2009/4/1 7 2016/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄
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2009 事務部企画課 診療報酬請求

審査増減整理簿

しんさぞうげんせいりぼ

1 企画課 2010/4/1 7 2017/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2010 事務部企画課 診療報酬請求

審査増減整理簿

しんさぞうげんせいりぼ

1 企画課 2011/4/1 7 2018/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2011 事務部企画課 診療報酬請求

審査増減整理簿

しんさぞうげんせいりぼ

1 企画課 2012/4/1 7 2019/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2012 事務部企画課 診療報酬請求

審査増減整理簿

しんさぞうげんせいりぼ

1 企画課 2013/4/1 7 2020/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2013 事務部企画課 診療報酬請求

審査増減整理簿

しんさぞうげんせいりぼ

1 企画課 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2014 事務部企画課 診療報酬請求

審査増減整理簿

しんさぞうげんせいりぼ

1 企画課 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2015 事務部企画課 診療報酬請求

審査増減整理簿

しんさぞうげんせいりぼ

1 企画課 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2010  企画課  診療報酬請求

 審査増減整理簿

　しんさぞうげんせいりぼ

1  企画 2011/4/1 5 2016/3/31  紙  企画課医事室 経営企画室長 廃棄

2011  企画課  診療報酬請求

 審査増減整理簿

　しんさぞうげんせいりぼ

1  企画 2012/4/1 5 2017/3/31  紙  企画課医事室 経営企画室長 廃棄

2012  企画課  診療報酬請求

 審査増減整理簿

　しんさぞうげんせいりぼ

1  企画 2013/4/1 5 2018/3/31  紙  企画課医事室 経営企画室長 廃棄

2013  企画課  診療報酬請求

 審査増減整理簿

　しんさぞうげんせいりぼ

1  企画 2014/4/1 5 2019/3/31  紙  企画課医事室 経営企画室長 廃棄

2007 事務部管理課 人事記録

人事記録

じんじきろく

1 管理課 2008/4/1 常用 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2008 事務部管理課 人事記録

人事記録

じんじきろく

1 管理課 2009/4/1 常用 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2009 事務部管理課 人事記録

人事記録

じんじきろく

1 管理課 2010/4/1 常用 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2010 事務部管理課 人事記録

人事記録

じんじきろく

1 管理課 2011/4/1 常用 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2011 事務部管理課 人事記録

人事記録

じんじきろく

1 管理課 2012/4/1 常用 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2012 事務部管理課 人事記録

人事記録

じんじきろく

1 管理課 2013/4/1 常用 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2013 事務部管理課 人事記録

人事記録

じんじきろく

1 管理課 2014/4/1 常用 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2014 事務部管理課 人事記録

人事記録

じんじきろく

1 管理課 2015/4/1 常用 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2015 事務部管理課 人事記録

人事記録

じんじきろく

1 管理課 2016/4/1 常用 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2002  管理課  人事記録

 人事記録

　じんじきろく

1 厚生労働省 2003/4/1 常用  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2003  管理課  人事記録

 人事記録

　じんじきろく

1 厚生労働省 2004/4/1 常用  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2004  管理課  人事記録

 人事記録

　じんじきろく

1 管理課 2005/4/1 常用  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2005  管理課  人事記録

 人事記録

　じんじきろく

1 管理課 2006/4/1 常用  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2006  管理課  人事記録

 人事記録

　じんじきろく

1 管理課 2007/4/1 常用  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2007  管理課  人事記録

 人事記録

　じんじきろく

1 管理課 2008/4/1 常用  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2008  管理課  人事記録

 人事記録

　じんじきろく

1 管理課 2009/4/1 常用  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2009  管理課  人事記録

 人事記録

　じんじきろく

1 管理課 2010/4/1 常用  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄
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2010  管理課  人事記録

 人事記録

　じんじきろく

1 管理課 2011/4/1 常用  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2011  管理課  人事記録

 人事記録

　じんじきろく

1 管理課 2012/4/1 常用  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2012  管理課  人事記録

 人事記録

　じんじきろく

1 管理課 2013/4/1 常用  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2013  管理課  人事記録

 人事記録

　じんじきろく

1 管理課 2014/4/1 常用  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2010  看護学校  入学

 身上調書

　しんじょうちょうしょ

1 看護学校 2011/4/1 5 2016/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2011  看護学校  入学

 身上調書

　しんじょうちょうしょ

1 看護学校 2012/4/1 5 2017/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2012  看護学校  入学

 身上調書

　しんじょうちょうしょ

1 看護学校 2013/4/1 5 2018/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2013  看護学校  入学

 身上調書

　しんじょうちょうしょ

1 看護学校 2014/4/1 5 2019/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2008 事務部企画課 診療報酬請求

診療費管理台帳

しんりょうひかんりだいちょう

1 企画課 2009/4/1 7 2016/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2009 事務部企画課 診療報酬請求

診療費管理台帳

しんりょうひかんりだいちょう

1 企画課 2010/4/1 7 2017/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2010 事務部企画課 診療報酬請求

診療費管理台帳

しんりょうひかんりだいちょう

1 企画課 2011/4/1 7 2018/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2011 事務部企画課 診療報酬請求

診療費管理台帳

しんりょうひかんりだいちょう

1 企画課 2012/4/1 7 2019/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2012 事務部企画課 診療報酬請求

診療費管理台帳

しんりょうひかんりだいちょう

1 企画課 2013/4/1 7 2020/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2013 事務部企画課 診療報酬請求

診療費管理台帳

しんりょうひかんりだいちょう

1 企画課 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2014 事務部企画課 診療報酬請求

診療費管理台帳

しんりょうひかんりだいちょう

1 企画課 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2015 事務部企画課 診療報酬請求

診療費管理台帳

しんりょうひかんりだいちょう

1 企画課 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2008 事務部企画課 診療報酬請求

診療

しんりょう

報酬

ほうしゅう

請求

せいきゅう

明細書

めいさいしょ

1 企画課 2009/4/1 7 2016/3/31 紙・電子 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2009 事務部企画課 診療報酬請求

診療

しんりょう

報酬

ほうしゅう

請求

せいきゅう

明細書

めいさいしょ

1 企画課 2010/4/1 7 2017/3/31 紙・電子 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2010 事務部企画課 診療報酬請求

診療

しんりょう

報酬

ほうしゅう

請求

せいきゅう

明細書

めいさいしょ

1 企画課 2011/4/1 7 2018/3/31 紙・電子 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2011 事務部企画課 診療報酬請求

診療

しんりょう

報酬

ほうしゅう

請求

せいきゅう

明細書

めいさいしょ

1 企画課 2012/4/1 7 2019/3/31 紙・電子 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2012 事務部企画課 診療報酬請求

診療

しんりょう

報酬

ほうしゅう

請求

せいきゅう

明細書

めいさいしょ

1 企画課 2013/4/1 7 2020/3/31 紙・電子 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2013 事務部企画課 診療報酬請求

診療

しんりょう

報酬

ほうしゅう

請求

せいきゅう

明細書

めいさいしょ

1 企画課 2014/4/1 7 2021/3/31 紙・電子 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2014 事務部企画課 診療報酬請求

診療

しんりょう

報酬

ほうしゅう

請求

せいきゅう

明細書

めいさいしょ

1 企画課 2015/4/1 7 2022/3/31 紙・電子 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2015 事務部企画課 診療報酬請求

診療

しんりょう

報酬

ほうしゅう

請求

せいきゅう

明細書

めいさいしょ

1 企画課 2016/4/1 7 2023/3/31 紙・電子 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2010  企画課  診療録等

 診療録等

　しんりょうろくなど

1  企画 2011/4/1 5 2016/3/31  紙  企画課医事室 経営企画室長 廃棄

2011  企画課  診療録等

 診療録等

　しんりょうろくなど

1  企画 2012/4/1 5 2017/3/31  紙  企画課医事室 経営企画室長 廃棄

2012  企画課  診療録等

 診療録等

　しんりょうろくなど

1  企画 2013/4/1 5 2018/3/31  紙  企画課医事室 経営企画室長 廃棄

2013  企画課  診療録等

 診療録等

　しんりょうろくなど

1  企画 2014/4/1 5 2019/3/31  紙  企画課医事室 経営企画室長 廃棄

52/82



大分類 中分類

保存期間満

了日

媒体の種別 保存場所 管理担当課長

保存期間

満了時の

措置

備考

法　人　文　書　フ　ァ　イ　ル　管　理　簿

作成取

得年度

等

文　　書　　分　　類

文書ファイル名

分冊

番号

作成取得課 起算日

保存期

間

2014  企画課  診療録等

 診療録等

　しんりょうろくなど

1  企画 2015/4/1 5 2020/3/31  紙  企画課医事室 経営企画室長 廃棄

2015  企画課  診療録等

 診療録等

　しんりょうろくなど

1  企画 2016/4/1 5 2021/3/31  紙  企画課医事室 経営企画室長 廃棄

2012 事務部企画課 会議

診療録等管理委員会議事録

しんりょうろくなどかんりいいんかいぎじろく

1 企画課 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2013 事務部企画課 会議

診療録等管理委員会議事録

しんりょうろくなどかんりいいんかいぎじろく

1 企画課 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2014 事務部企画課 会議

診療録等管理委員会議事録

しんりょうろくなどかんりいいんかいぎじろく

1 企画課 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2015 事務部企画課 会議

診療録等管理委員会議事録

しんりょうろくなどかんりいいんかいぎじろく

1 企画課 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2010  看護学校  入学

 推薦入学試験

　すいせんにゅうがくしけん

1 看護学校 2011/4/1 5 2016/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2011  看護学校  入学

 推薦入学試験

　すいせんにゅうがくしけん

1 看護学校 2012/4/1 5 2017/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2012  看護学校  入学

 推薦入学試験

　すいせんにゅうがくしけん

1 看護学校 2013/4/1 5 2018/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2013  看護学校  入学

 推薦入学試験

　すいせんにゅうがくしけん

1 看護学校 2014/4/1 5 2019/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2014  看護学校  入学

 推薦入学試験

　すいせんにゅうがくしけん

1 看護学校 2015/4/1 5 2020/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2015  看護学校  入学

 推薦入学試験

　すいせんにゅうがくしけん

1 看護学校 2016/4/1 5 2021/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2012 事務部管理課 日誌

水道日誌

すいどうにっし

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 管理課ボイラー室 事務部管理課長 廃棄

2013 事務部管理課 日誌

水道日誌

すいどうにっし

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 管理課ボイラー室 事務部管理課長 廃棄

2014 事務部管理課 日誌

水道日誌

すいどうにっし

1 管理課 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 管理課ボイラー室 事務部管理課長 廃棄

2015 事務部管理課 日誌

水道日誌

すいどうにっし

1 管理課 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 管理課ボイラー室 事務部管理課長 廃棄

2012  企画課  日誌

 水道日誌

　すいどうにっし

1  企画 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2013  企画課  日誌

 水道日誌

　すいどうにっし

1  企画 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2008 事務部企画課 収入

請求書

せいきゅうしょ

1 企画課 2009/4/1 7 2016/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2009 事務部企画課 収入

請求書

せいきゅうしょ

1 企画課 2010/4/1 7 2017/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2010 事務部企画課 収入

請求書

せいきゅうしょ

1 企画課 2011/4/1 7 2018/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2011 事務部企画課 収入

請求書

せいきゅうしょ

1 企画課 2012/4/1 7 2019/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2012 事務部企画課 収入

請求書

せいきゅうしょ

1 企画課 2013/4/1 7 2020/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2013 事務部企画課 収入

請求書

せいきゅうしょ

1 企画課 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2014 事務部企画課 収入

請求書

せいきゅうしょ

1 企画課 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2015 事務部企画課 収入

請求書

せいきゅうしょ

1 企画課 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2008  企画課  収入・支出

 請求書

　せいきゅうしょ

1  企画 2009/4/1 7 2016/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2009  企画課  収入・支出

 請求書

　せいきゅうしょ

1  企画 2010/4/1 7 2017/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄
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2010  企画課  収入・支出

 請求書

　せいきゅうしょ

1  企画 2011/4/1 7 2018/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2011  企画課  収入・支出

 請求書

　せいきゅうしょ

1  企画 2012/4/1 7 2019/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2012  企画課  収入・支出

 請求書

　せいきゅうしょ

1  企画 2013/4/1 7 2020/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2013  企画課  収入・支出

 請求書

　せいきゅうしょ

1  企画 2014/4/1 7 2021/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2010  看護部  物品管理

 請求伝票

　せいきゅうでんぴょう

1  看護 2011/4/1 5 2016/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2011  看護部  物品管理

 請求伝票

　せいきゅうでんぴょう

1  看護 2012/4/1 5 2017/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2012  看護部  物品管理

 請求伝票

　せいきゅうでんぴょう

1  看護 2013/4/1 5 2018/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2010  看護部  物品管理

 請求伝票

　せいきゅうでんぴょう

1  看護 2011/4/1 5 2016/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2011  看護部  物品管理

 請求伝票

　せいきゅうでんぴょう

1  看護 2012/4/1 5 2017/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2012  看護部  物品管理

 請求伝票

　せいきゅうでんぴょう

1  看護 2013/4/1 5 2018/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2013  看護部  物品管理

 請求伝票

　せいきゅうでんぴょう

1  看護 2014/4/1 5 2019/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2014  看護部  物品管理

 請求伝票

　せいきゅうでんぴょう

1  看護 2015/4/1 5 2020/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2015  看護部  物品管理

 請求伝票

　せいきゅうでんぴょう

1  看護 2016/4/1 5 2021/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2012 研究検査科 精度管理

精度管理

せいどかんり

1 臨床検査科 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 検査科 研究検査科長 廃棄

2013 研究検査科 精度管理

精度管理

せいどかんり

1 臨床検査科 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 検査科 研究検査科長 廃棄

2014 研究検査科 精度管理

精度管理

せいどかんり

1 臨床検査科 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 検査科 研究検査科長 廃棄

2015 研究検査科 精度管理

精度管理

せいどかんり

1 臨床検査科 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 検査科 研究検査科長 廃棄

2012  臨床検査科  精度管理

 精度管理

　せいどかんり

1 臨床検査 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  検査 臨床検査科長 廃棄

2013  臨床検査科  精度管理

 精度管理

　せいどかんり

1 臨床検査 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  検査 臨床検査科長 廃棄

2005 事務部企画課 設計図面

設計図面

せっけいずめん

1 企画課 2006/4/1 常用 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2006 事務部企画課 設計図面

設計図面

せっけいずめん

1 企画課 2007/4/1 常用 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2007 事務部企画課 設計図面

設計図面

せっけいずめん

1 企画課 2008/4/1 常用 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2008 事務部企画課 設計図面

設計図面

せっけいずめん

1 企画課 2009/4/1 常用 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2009 事務部企画課 設計図面

設計図面

せっけいずめん

1 企画課 2010/4/1 常用 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2010 事務部企画課 設計図面

設計図面

せっけいずめん

1 企画課 2011/4/1 常用 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2011 事務部企画課 設計図面

設計図面

せっけいずめん

1 企画課 2012/4/1 常用 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2012 事務部企画課 設計図面

設計図面

せっけいずめん

1 企画課 2013/4/1 常用 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2013 事務部企画課 設計図面

設計図面

せっけいずめん

1 企画課 2014/4/1 常用 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄
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2014 事務部企画課 設計図面

設計図面

せっけいずめん

1 企画課 2015/4/1 常用 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2015 事務部企画課 設計図面

設計図面

せっけいずめん

1 企画課 2016/4/1 常用 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2000  管理課  設計図面

 設計図面

　せっけいずめん

1 厚生労働省 2001/4/1 常用  紙  管理課事務室 企画課長 廃棄

2001  管理課  設計図面

 設計図面

　せっけいずめん

1 厚生労働省 2002/4/1 常用  紙  管理課事務室 企画課長 廃棄

2002  管理課  設計図面

 設計図面

　せっけいずめん

1 厚生労働省 2003/4/1 常用  紙  管理課事務室 企画課長 廃棄

2003  管理課  設計図面

 設計図面

　せっけいずめん

1 厚生労働省 2004/4/1 常用  紙  管理課事務室 企画課長 廃棄

2004  管理課  設計図面

 設計図面

　せっけいずめん

1 厚生労働省 2005/4/1 常用  紙  管理課事務室 企画課長 廃棄

2005  管理課  設計図面

 設計図面

　せっけいずめん

1 施設管理 2006/4/1 常用  紙  管理課事務室 企画課長 廃棄

2006  管理課  設計図面

 設計図面

　せっけいずめん

1 施設管理 2007/4/1 常用  紙  管理課事務室 企画課長 廃棄

2007  管理課  設計図面

 設計図面

　せっけいずめん

1 施設管理 2008/4/1 常用  紙  管理課事務室 企画課長 廃棄

2010 事務部管理課 文書管理

接受文書台帳

せつじゅぶんしょだいちょう

1 管理課 2011/4/1 5 2016/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2011 事務部管理課 文書管理

接受文書台帳

せつじゅぶんしょだいちょう

1 管理課 2012/4/1 5 2017/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2012 事務部管理課 文書管理

接受文書台帳

せつじゅぶんしょだいちょう

1 管理課 2013/4/1 5 2018/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2013 事務部管理課 文書管理

接受文書台帳

せつじゅぶんしょだいちょう

1 管理課 2014/4/1 5 2019/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2014 事務部管理課 文書管理

接受文書台帳

せつじゅぶんしょだいちょう

1 管理課 2015/4/1 5 2020/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2015 事務部管理課 文書管理

接受文書台帳

せつじゅぶんしょだいちょう

1 管理課 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2008  企画課  収入・支出

 総勘定元帳

　そうかんじょうもとちょう

1  企画 2009/4/1 7 2016/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2009  企画課  収入・支出

 総勘定元帳

　そうかんじょうもとちょう

1  企画 2010/4/1 7 2017/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2010  企画課  収入・支出

 総勘定元帳

　そうかんじょうもとちょう

1  企画 2011/4/1 7 2018/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2011  企画課  収入・支出

 総勘定元帳

　そうかんじょうもとちょう

1  企画 2012/4/1 7 2019/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2012  企画課  収入・支出

 総勘定元帳

　そうかんじょうもとちょう

1  企画 2013/4/1 7 2020/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2013  企画課  収入・支出

 総勘定元帳

　そうかんじょうもとちょう

1  企画 2014/4/1 7 2021/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2014  企画課  収入・支出

 総勘定元帳

　そうかんじょうもとちょう

1  企画 2015/4/1 7 2022/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2015  企画課  収入・支出

 総勘定元帳

　そうかんじょうもとちょう

1  企画 2016/4/1 7 2023/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2012  管理課  服務

 総合健診受診のために勤務しないことの承認願

　そうごうけんしんじゅしんのためにきんむしないことのしょうにんねがい

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2013  管理課  服務

 総合健診受診のために勤務しないことの承認願

　そうごうけんしんじゅしんのためにきんむしないことのしょうにんねがい

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2014  管理課  服務

 総合健診受診のために勤務しないことの承認願

　そうごうけんしんじゅしんのためにきんむしないことのしょうにんねがい

1 管理課 2015/4/1 3 2018/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2015  管理課  服務

 総合健診受診のために勤務しないことの承認願

　そうごうけんしんじゅしんのためにきんむしないことのしょうにんねがい

1 管理課 2016/4/1 3 2019/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄
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2010 事務部管理課 服務

贈与等報告書

ぞうよなどほうこくしょ

1 管理課 2011/4/1 5 2016/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2011 事務部管理課 服務

贈与等報告書

ぞうよなどほうこくしょ

1 管理課 2012/4/1 5 2017/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2012 事務部管理課 服務

贈与等報告書

ぞうよなどほうこくしょ

1 管理課 2013/4/1 5 2018/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2013 事務部管理課 服務

贈与等報告書

ぞうよなどほうこくしょ

1 管理課 2014/4/1 5 2019/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2014 事務部管理課 服務

贈与等報告書

ぞうよなどほうこくしょ

1 管理課 2015/4/1 5 2020/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2015 事務部管理課 服務

贈与等報告書

ぞうよなどほうこくしょ

1 管理課 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2010  管理課  服務

 贈与等報告書

　ぞうよなどほうこくしょ

1 管理課 2011/4/1 5 2016/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2011  管理課  服務

 贈与等報告書

　ぞうよなどほうこくしょ

1 管理課 2012/4/1 5 2017/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2012  管理課  服務

 贈与等報告書

　ぞうよなどほうこくしょ

1 管理課 2013/4/1 5 2018/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2013  管理課  服務

 贈与等報告書

　ぞうよなどほうこくしょ

1 管理課 2014/4/1 5 2019/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2005 事務部管理課 公報

創立３０周年記念誌

そうりつ３０しゅうねんきねんし

1 管理課 2006/4/1 30 2036/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

1985 事務部管理課 公報

創立記念誌

そうりつきねんし

1 管理課 1986/4/1 30 2016/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

1995 事務部管理課 公報

創立記念誌

そうりつきねんし

1 管理課 1996/4/1 30 2026/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2005 事務部企画課 訴訟

訴状準備書面及び書証

そじょうじゅんびしょめんおよびしょしょう

1 企画課 2006/4/1 10 2016/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2006 事務部企画課 訴訟

訴状準備書面及び書証

そじょうじゅんびしょめんおよびしょしょう

1 企画課 2007/4/1 10 2017/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2007 事務部企画課 訴訟

訴状準備書面及び書証

そじょうじゅんびしょめんおよびしょしょう

1 企画課 2008/4/1 10 2018/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2008 事務部企画課 訴訟

訴状準備書面及び書証

そじょうじゅんびしょめんおよびしょしょう

1 企画課 2009/4/1 10 2019/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2009 事務部企画課 訴訟

訴状準備書面及び書証

そじょうじゅんびしょめんおよびしょしょう

1 企画課 2010/4/1 10 2020/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2010 事務部企画課 訴訟

訴状準備書面及び書証

そじょうじゅんびしょめんおよびしょしょう

1 企画課 2011/4/1 10 2021/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2011 事務部企画課 訴訟

訴状準備書面及び書証

そじょうじゅんびしょめんおよびしょしょう

1 企画課 2012/4/1 10 2022/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2012 事務部企画課 訴訟

訴状準備書面及び書証

そじょうじゅんびしょめんおよびしょしょう

1 企画課 2013/4/1 10 2023/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2013 事務部企画課 訴訟

訴状準備書面及び書証

そじょうじゅんびしょめんおよびしょしょう

1 企画課 2014/4/1 10 2024/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2014 事務部企画課 訴訟

訴状準備書面及び書証

そじょうじゅんびしょめんおよびしょしょう

1 企画課 2015/4/1 10 2025/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2015 事務部企画課 訴訟

訴状準備書面及び書証

そじょうじゅんびしょめんおよびしょしょう

1 企画課 2016/4/1 10 2026/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2005  企画課  訴訟

 訴状準備書面及び書証

　そじょうじゅんびしょめんおよびしょしょう

1  企画 2006/4/1 10 2016/3/31  紙  企画課医事室 経営企画室長 廃棄

2006  企画課  訴訟

 訴状準備書面及び書証

　そじょうじゅんびしょめんおよびしょしょう

1  企画 2007/4/1 10 2017/3/31  紙  企画課医事室 経営企画室長 廃棄

2007  企画課  訴訟

 訴状準備書面及び書証

　そじょうじゅんびしょめんおよびしょしょう

1  企画 2008/4/1 10 2018/3/31  紙  企画課医事室 経営企画室長 廃棄

2012  看護学校  卒業

 卒業式

　そつぎょうしき

1 看護学校 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄
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2013  看護学校  卒業

 卒業式

　そつぎょうしき

1 看護学校 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2014  看護学校  卒業

 卒業式

　そつぎょうしき

1 看護学校 2015/4/1 3 2018/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2015  看護学校  卒業

 卒業式

　そつぎょうしき

1 看護学校 2016/4/1 3 2019/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2008  企画課  決算

 損益計算書

　そんえきけいさんしょ

1  企画 2009/4/1 7 2016/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2009  企画課  決算

 損益計算書

　そんえきけいさんしょ

1  企画 2010/4/1 7 2017/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2010  企画課  決算

 損益計算書

　そんえきけいさんしょ

1  企画 2011/4/1 7 2018/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2011  企画課  決算

 損益計算書

　そんえきけいさんしょ

1  企画 2012/4/1 7 2019/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2012  企画課  決算

 損益計算書

　そんえきけいさんしょ

1  企画 2013/4/1 7 2020/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2013  企画課  決算

 損益計算書

　そんえきけいさんしょ

1  企画 2014/4/1 7 2021/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2014  企画課  決算

 損益計算書

　そんえきけいさんしょ

1  企画 2015/4/1 7 2022/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2015  企画課  決算

 損益計算書

　そんえきけいさんしょ

1  企画 2016/4/1 7 2023/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2012  看護学校  学生管理

 退学・休学・留年・復学

　たいがく・きゅうがく・りゅうねん・ふくがく

1 看護学校 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2013  看護学校  学生管理

 退学・休学・留年・復学

　たいがく・きゅうがく・りゅうねん・ふくがく

1 看護学校 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2014  看護学校  学生管理

 退学・休学・留年・復学

　たいがく・きゅうがく・りゅうねん・ふくがく

1 看護学校 2015/4/1 3 2018/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2015  看護学校  学生管理

 退学・休学・留年・復学

　たいがく・きゅうがく・りゅうねん・ふくがく

1 看護学校 2016/4/1 3 2019/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2012 事務部管理課 服務

代休日指定簿

だいきゅうじつしていぼ

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2013 事務部管理課 服務

代休日指定簿

だいきゅうじつしていぼ

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2014 事務部管理課 服務

代休日指定簿

だいきゅうじつしていぼ

1 管理課 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2015 事務部管理課 服務

代休日指定簿

だいきゅうじつしていぼ

1 管理課 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2012  管理課  服務

 代休日指定簿

　だいきゅうじつしていぼ

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2013  管理課  服務

 代休日指定簿

　だいきゅうじつしていぼ

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2008  企画課  決算

 貸借対照表

　たいしゃくたいしょうひょう

1  企画 2009/4/1 7 2016/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2009  企画課  決算

 貸借対照表

　たいしゃくたいしょうひょう

1  企画 2010/4/1 7 2017/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2010  企画課  決算

 貸借対照表

　たいしゃくたいしょうひょう

1  企画 2011/4/1 7 2018/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2011  企画課  決算

 貸借対照表

　たいしゃくたいしょうひょう

1  企画 2012/4/1 7 2019/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2012  企画課  決算

 貸借対照表

　たいしゃくたいしょうひょう

1  企画 2013/4/1 7 2020/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2013  企画課  決算

 貸借対照表

　たいしゃくたいしょうひょう

1  企画 2014/4/1 7 2021/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2014  企画課  決算

 貸借対照表

　たいしゃくたいしょうひょう

1  企画 2015/4/1 7 2022/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄
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2015  企画課  決算

 貸借対照表

　たいしゃくたいしょうひょう

1  企画 2016/4/1 7 2023/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2012  管理課  人事異動

 退職協議書

　たいしょくきょうぎしょ

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2013  管理課  人事異動

 退職協議書

　たいしょくきょうぎしょ

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2010 事務部管理課 人事異動

退職内申書・伺

たいしょくないしんしょ・うかがい

1 管理課 2011/4/1 5 2016/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2011 事務部管理課 人事異動

退職内申書・伺

たいしょくないしんしょ・うかがい

1 管理課 2012/4/1 5 2017/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2012 事務部管理課 人事異動

退職内申書・伺

たいしょくないしんしょ・うかがい

1 管理課 2013/4/1 5 2018/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2013 事務部管理課 人事異動

退職内申書・伺

たいしょくないしんしょ・うかがい

1 管理課 2014/4/1 5 2019/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2014 事務部管理課 人事異動

退職内申書・伺

たいしょくないしんしょ・うかがい

1 管理課 2015/4/1 5 2020/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2015 事務部管理課 人事異動

退職内申書・伺

たいしょくないしんしょ・うかがい

1 管理課 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2012 内科栄養管理室 衛生

大量調理施設衛生管理マニュアル自主管理点検

たいりょうちょうりしせつえいせいかんりまにゅあるじしゅかんりてんけん

1 栄養管理室 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 栄養管理室事務室 内科栄養管理室長 廃棄

2013 栄養管理室 衛生

大量調理施設衛生管理マニュアル自主管理点検

たいりょうちょうりしせつえいせいかんりまにゅあるじしゅかんりてんけん

1 栄養管理室 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 栄養管理室事務室 栄養管理室長 廃棄

2014 栄養管理室 衛生

大量調理施設衛生管理マニュアル自主管理点検

たいりょうちょうりしせつえいせいかんりまにゅあるじしゅかんりてんけん

1 栄養管理室 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 栄養管理室事務室 栄養管理室長 廃棄

2015 栄養管理室 衛生

大量調理施設衛生管理マニュアル自主管理点検

たいりょうちょうりしせつえいせいかんりまにゅあるじしゅかんりてんけん

1 栄養管理室 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 栄養管理室事務室 栄養管理室長 廃棄

2012  栄養管理室  衛生

 大量調理施設衛生管理マニュアル自主管理点検

　たいりょうちょうりしせつえいせいかんりまにゅあるじしゅかんりてんけん

1  栄養 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  栄養管理室 栄養管理室長 廃棄

2013  栄養管理室  衛生

 大量調理施設衛生管理マニュアル自主管理点検

　たいりょうちょうりしせつえいせいかんりまにゅあるじしゅかんりてんけん

1  栄養 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  栄養管理室 栄養管理室長 廃棄

2010 事務部管理課 固定資産使用許可

建物

たてもの

等

とう

一時使用許可申請・許可

いちじしようきょかしんせい・きょか

1 企画課 2011/4/1 5 2016/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2011 事務部管理課 固定資産使用許可

建物

たてもの

等

とう

一時使用許可申請・許可

いちじしようきょかしんせい・きょか

1 企画課 2012/4/1 5 2017/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2012 事務部管理課 固定資産使用許可

建物

たてもの

等

とう

一時使用許可申請・許可

いちじしようきょかしんせい・きょか

1 企画課 2013/4/1 5 2018/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2013 事務部管理課 固定資産使用許可

建物

たてもの

等

とう

一時使用許可申請・許可

いちじしようきょかしんせい・きょか

1 企画課 2014/4/1 5 2019/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2014 事務部管理課 固定資産使用許可

建物

たてもの

等

とう

一時使用許可申請・許可

いちじしようきょかしんせい・きょか

1 企画課 2015/4/1 5 2020/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2015 事務部管理課 固定資産使用許可

建物

たてもの

等

とう

一時使用許可申請・許可

いちじしようきょかしんせい・きょか

1 企画課 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2010 事務部管理課 固定資産貸付

建物

たてもの

等

とう

貸付申請・許可

かしつけしんせい・きょか

1 企画課 2011/4/1 5 2016/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2011 事務部管理課 固定資産貸付

建物

たてもの

等

とう

貸付申請・許可

かしつけしんせい・きょか

1 企画課 2012/4/1 5 2017/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2012 事務部管理課 固定資産貸付

建物

たてもの

等

とう

貸付申請・許可

かしつけしんせい・きょか

1 企画課 2013/4/1 5 2018/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2013 事務部管理課 固定資産貸付

建物

たてもの

等

とう

貸付申請・許可

かしつけしんせい・きょか

1 企画課 2014/4/1 5 2019/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2014 事務部管理課 固定資産貸付

建物

たてもの

等

とう

貸付申請・許可

かしつけしんせい・きょか

1 企画課 2015/4/1 5 2020/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2015 事務部管理課 固定資産貸付

建物

たてもの

等

とう

貸付申請・許可

かしつけしんせい・きょか

1 企画課 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2012  管理課  手当

 単身赴任手当

　たんしんふにんてあて

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄
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2013  管理課  手当

 単身赴任手当

　たんしんふにんてあて

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2012 事務部管理課 手当

単身赴任届、単身赴任手当認定簿

たんしんふにんとどけ、たんしんふにんてあてにんていぼ

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2013 事務部管理課 手当

単身赴任届、単身赴任手当認定簿

たんしんふにんとどけ、たんしんふにんてあてにんていぼ

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2014 事務部管理課 手当

単身赴任届、単身赴任手当認定簿

たんしんふにんとどけ、たんしんふにんてあてにんていぼ

1 管理課 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2015 事務部管理課 手当

単身赴任届、単身赴任手当認定簿

たんしんふにんとどけ、たんしんふにんてあてにんていぼ

1 管理課 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2012 事務部管理課 日誌

地下タンク点検簿

ちかたんくてんけんぼ

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 管理課ボイラー室 事務部管理課長 廃棄

2013 事務部管理課 日誌

地下タンク点検簿

ちかたんくてんけんぼ

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 管理課ボイラー室 事務部管理課長 廃棄

2014 事務部管理課 日誌

地下タンク点検簿

ちかたんくてんけんぼ

1 管理課 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 管理課ボイラー室 事務部管理課長 廃棄

2015 事務部管理課 日誌

地下タンク点検簿

ちかたんくてんけんぼ

1 管理課 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 管理課ボイラー室 事務部管理課長 廃棄

2010 リハビリテーション科心理療法

知能

ちのう

・性格

せいかく

検査

けんさ

記録

きろく

1 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 2011/4/1 5 2016/3/31 紙 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 リハビリテーション科長廃棄

2011 リハビリテーション科心理療法

知能

ちのう

・性格

せいかく

検査

けんさ

記録

きろく

1 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 2012/4/1 5 2017/3/31 紙 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 リハビリテーション科長廃棄

2012 リハビリテーション科心理療法

知能

ちのう

・性格

せいかく

検査

けんさ

記録

きろく

1 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 2013/4/1 5 2018/3/31 紙 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 リハビリテーション科長廃棄

2013 リハビリテーション科心理療法

知能

ちのう

・性格

せいかく

検査

けんさ

記録

きろく

1 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 2014/4/1 5 2019/3/31 紙 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 リハビリテーション科長廃棄

2014 リハビリテーション科心理療法

知能

ちのう

・性格

せいかく

検査

けんさ

記録

きろく

1 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 2015/4/1 5 2020/3/31 紙 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 リハビリテーション科長廃棄

2015 リハビリテーション科心理療法

知能

ちのう

・性格

せいかく

検査

けんさ

記録

きろく

1 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 リハビリテーション科長廃棄

2004  企画課  決算

 中期計画

　ちゅうきけいかく

1  企画 2005/4/1 30 2035/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2012 事務部管理課 服務

超過勤務等命令簿

ちょうかきんむなどめいれいぼ

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2013 事務部管理課 服務

超過勤務等命令簿

ちょうかきんむなどめいれいぼ

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2014 事務部管理課 服務

超過勤務等命令簿

ちょうかきんむなどめいれいぼ

1 管理課 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2015 事務部管理課 服務

超過勤務等命令簿

ちょうかきんむなどめいれいぼ

1 管理課 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2003 事務部管理課 施設管理

庁舎等管理簿

ちょうしゃなどかんりぼ

1 企画課 2004/4/1 30 2034/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2003 事務部管理課 施設管理

庁舎等管理簿

ちょうしゃなどかんりぼ

1 企画課 2004/4/1 30 2034/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2000  管理課  施設管理

 庁舎等管理簿

　ちょうしゃなどかんりぼ

1 厚生労働省 2001/4/1 常用  紙  管理課事務室 企画課長 廃棄

2001  管理課  施設管理

 庁舎等管理簿

　ちょうしゃなどかんりぼ

1 厚生労働省 2002/4/1 常用  紙  管理課事務室 企画課長 廃棄

2002  管理課  施設管理

 庁舎等管理簿

　ちょうしゃなどかんりぼ

1 厚生労働省 2003/4/1 常用  紙  管理課事務室 企画課長 廃棄

2003  管理課  施設管理

 庁舎等管理簿

　ちょうしゃなどかんりぼ

1 厚生労働省 2004/4/1 常用  紙  管理課事務室 企画課長 廃棄

2012 内科栄養管理室 衛生

調理機器等拭き取り検査結果票

ちょうりききなどふきとりけんさけっかひょう

1 栄養管理室 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 栄養管理室事務室 内科栄養管理室長 廃棄

2013 栄養管理室 衛生

調理機器等拭き取り検査結果票

ちょうりききなどふきとりけんさけっかひょう

1 栄養管理室 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 栄養管理室事務室 栄養管理室長 廃棄
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2014 栄養管理室 衛生

調理機器等拭き取り検査結果票

ちょうりききなどふきとりけんさけっかひょう

1 栄養管理室 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 栄養管理室事務室 栄養管理室長 廃棄

2015 栄養管理室 衛生

調理機器等拭き取り検査結果票

ちょうりききなどふきとりけんさけっかひょう

1 栄養管理室 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 栄養管理室事務室 栄養管理室長 廃棄

2000  看護学校  学則等

 通学規則

　つうがくきそく

1 厚生労働省 2001/4/1 30 2031/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2001  看護学校  学則等

 通学規則

　つうがくきそく

1 厚生労働省 2002/4/1 30 2032/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2002  看護学校  学則等

 通学規則

　つうがくきそく

1 厚生労働省 2003/4/1 30 2033/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2003  看護学校  学則等

 通学規則

　つうがくきそく

1 厚生労働省 2004/4/1 30 2034/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2004  看護学校  学則等

 通学規則

　つうがくきそく

1 看護学校 2005/4/1 30 2035/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2005  看護学校  学則等

 通学規則

　つうがくきそく

1 看護学校 2006/4/1 30 2036/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2006  看護学校  学則等

 通学規則

　つうがくきそく

1 看護学校 2007/4/1 30 2037/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2007  看護学校  学則等

 通学規則

　つうがくきそく

1 看護学校 2008/4/1 30 2038/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2008  看護学校  学則等

 通学規則

　つうがくきそく

1 看護学校 2009/4/1 30 2039/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2009  看護学校  学則等

 通学規則

　つうがくきそく

1 看護学校 2010/4/1 30 2040/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2010  看護学校  学則等

 通学規則

　つうがくきそく

1 看護学校 2011/4/1 30 2041/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2011  看護学校  学則等

 通学規則

　つうがくきそく

1 看護学校 2012/4/1 30 2042/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2012  看護学校  学則等

 通学規則

　つうがくきそく

1 看護学校 2013/4/1 30 2043/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2013  看護学校  学則等

 通学規則

　つうがくきそく

1 看護学校 2014/4/1 30 2044/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2014  看護学校  学則等

 通学規則

　つうがくきそく

1 看護学校 2015/4/1 30 2045/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2015  看護学校  学則等

 通学規則

　つうがくきそく

1 看護学校 2016/4/1 30 2046/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2012  管理課  手当

 通勤手当

　つうきんてあて

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2013  管理課  手当

 通勤手当

　つうきんてあて

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2012 事務部管理課 手当

通勤届、通勤手当認定簿

つうきんとどけ、つうきんてあてにんていぼ

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2013 事務部管理課 手当

通勤届、通勤手当認定簿

つうきんとどけ、つうきんてあてにんていぼ

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2014 事務部管理課 手当

通勤届、通勤手当認定簿

つうきんとどけ、つうきんてあてにんていぼ

1 管理課 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2015 事務部管理課 手当

通勤届、通勤手当認定簿

つうきんとどけ、つうきんてあてにんていぼ

1 管理課 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2012  管理課  福利厚生

 定期健康診断報告書

　ていきけんこうしんだんほうこくしょ

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2013  管理課  福利厚生

 定期健康診断報告書

　ていきけんこうしんだんほうこくしょ

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2014  管理課  福利厚生

 定期健康診断報告書

　ていきけんこうしんだんほうこくしょ

1 管理課 2015/4/1 3 2018/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2015  管理課  福利厚生

 定期健康診断報告書

　ていきけんこうしんだんほうこくしょ

1 管理課 2016/4/1 3 2019/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄
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2012 事務部管理課 日誌

電気日誌

でんきにっし

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 管理課電気室 事務部管理課長 廃棄

2013 事務部管理課 日誌

電気日誌

でんきにっし

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 管理課電気室 事務部管理課長 廃棄

2014 事務部管理課 日誌

電気日誌

でんきにっし

1 管理課 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 管理課電気室 事務部管理課長 廃棄

2015 事務部管理課 日誌

電気日誌

でんきにっし

1 管理課 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 管理課電気室 事務部管理課長 廃棄

2012  管理課  人事異動

 転任割愛併任配置換等協議書

　てんにんかつあいへいにんはいちかんなどきょうぎしょ

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2013  管理課  人事異動

 転任割愛併任配置換等協議書

　てんにんかつあいへいにんはいちかんなどきょうぎしょ

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2010  看護部  日誌

 透析日誌

　とうせきにっし

1  看護 2011/4/1 5 2016/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2011  看護部  日誌

 透析日誌

　とうせきにっし

1  看護 2012/4/1 5 2017/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2012  看護部  日誌

 透析日誌

　とうせきにっし

1  看護 2013/4/1 5 2018/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2013  看護部  日誌

 透析日誌

　とうせきにっし

1  看護 2014/4/1 5 2019/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2014  看護部  日誌

 透析日誌

　とうせきにっし

1  看護 2015/4/1 5 2020/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2015  看護部  日誌

 透析日誌

　とうせきにっし

1  看護 2016/4/1 5 2021/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2012 看護部 日誌

当直師長日誌

とうちょくしちょうにっし

1 看護部 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 看護部長室 看護部長 廃棄

2013 看護部 日誌

当直師長日誌

とうちょくしちょうにっし

1 看護部 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 看護部長室 看護部長 廃棄

2014 看護部 日誌

当直師長日誌

とうちょくしちょうにっし

1 看護部 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 看護部長室 看護部長 廃棄

2015 看護部 日誌

当直師長日誌

とうちょくしちょうにっし

1 看護部 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 看護部長室 看護部長 廃棄

2012 事務部管理課 服務

特殊勤務実績簿

とくしゅきんむじっせきぼ

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2013 事務部管理課 服務

特殊勤務実績簿

とくしゅきんむじっせきぼ

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2014 事務部管理課 服務

特殊勤務実績簿

とくしゅきんむじっせきぼ

1 管理課 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2015 事務部管理課 服務

特殊勤務実績簿

とくしゅきんむじっせきぼ

1 管理課 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2008 事務部企画課 債権管理

督促計画書

とくそくけいかくしょ

1 企画課 2009/4/1 7 2016/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2009 事務部企画課 債権管理

督促計画書

とくそくけいかくしょ

1 企画課 2010/4/1 7 2017/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2010 事務部企画課 債権管理

督促計画書

とくそくけいかくしょ

1 企画課 2011/4/1 7 2018/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2011 事務部企画課 債権管理

督促計画書

とくそくけいかくしょ

1 企画課 2012/4/1 7 2019/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2012 事務部企画課 債権管理

督促計画書

とくそくけいかくしょ

1 企画課 2013/4/1 7 2020/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2013 事務部企画課 債権管理

督促計画書

とくそくけいかくしょ

1 企画課 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2014 事務部企画課 債権管理

督促計画書

とくそくけいかくしょ

1 企画課 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2015 事務部企画課 債権管理

督促計画書

とくそくけいかくしょ

1 企画課 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄
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2008 事務部企画課 債権管理

督促整理簿

とくそくせいりぼ

1 企画課 2009/4/1 7 2016/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2009 事務部企画課 債権管理

督促整理簿

とくそくせいりぼ

1 企画課 2010/4/1 7 2017/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2010 事務部企画課 債権管理

督促整理簿

とくそくせいりぼ

1 企画課 2011/4/1 7 2018/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2011 事務部企画課 債権管理

督促整理簿

とくそくせいりぼ

1 企画課 2012/4/1 7 2019/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2012 事務部企画課 債権管理

督促整理簿

とくそくせいりぼ

1 企画課 2013/4/1 7 2020/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2013 事務部企画課 債権管理

督促整理簿

とくそくせいりぼ

1 企画課 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2014 事務部企画課 債権管理

督促整理簿

とくそくせいりぼ

1 企画課 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2015 事務部企画課 債権管理

督促整理簿

とくそくせいりぼ

1 企画課 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2009  企画課  債権管理

 督促整理簿

　とくそくせいりぼ

1  企画 2010/4/1 7 2017/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2010  企画課  債権管理

 督促整理簿

　とくそくせいりぼ

1  企画 2011/4/1 7 2018/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2011  企画課  債権管理

 督促整理簿

　とくそくせいりぼ

1  企画 2012/4/1 7 2019/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2012  企画課  債権管理

 督促整理簿

　とくそくせいりぼ

1  企画 2013/4/1 7 2020/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2013  企画課  債権管理

 督促整理簿

　とくそくせいりぼ

1  企画 2014/4/1 7 2021/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2010 研究検査科 薬剤管理

毒物・劇物管理

どくぶつ・げきぶつかんり

1 臨床検査科 2011/4/1 5 2016/3/31 紙 検査科 研究検査科長 廃棄

2011 研究検査科 薬剤管理

毒物・劇物管理

どくぶつ・げきぶつかんり

1 臨床検査科 2012/4/1 5 2017/3/31 紙 検査科 研究検査科長 廃棄

2012 研究検査科 薬剤管理

毒物・劇物管理

どくぶつ・げきぶつかんり

1 臨床検査科 2013/4/1 5 2018/3/31 紙 検査科 研究検査科長 廃棄

2013 研究検査科 薬剤管理

毒物・劇物管理

どくぶつ・げきぶつかんり

1 臨床検査科 2014/4/1 5 2019/3/31 紙 検査科 研究検査科長 廃棄

2014 研究検査科 薬剤管理

毒物・劇物管理

どくぶつ・げきぶつかんり

1 臨床検査科 2015/4/1 5 2020/3/31 紙 検査科 研究検査科長 廃棄

2015 研究検査科 薬剤管理

毒物・劇物管理

どくぶつ・げきぶつかんり

1 臨床検査科 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 検査科 研究検査科長 廃棄

2013  薬剤科  薬剤管理

 毒物・劇物管理

　どくぶつ・げきぶつかんり

1  薬剤 2014/4/1 2 2016/3/31  紙  薬剤科  薬剤科長 廃棄

2012 事務部管理課 服務

特別休暇簿

とくべつきゅうかぼ

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2013 事務部管理課 服務

特別休暇簿

とくべつきゅうかぼ

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2014 事務部管理課 服務

特別休暇簿

とくべつきゅうかぼ

1 管理課 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2015 事務部管理課 服務

特別休暇簿

とくべつきゅうかぼ

1 管理課 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2012  管理課  服務

 特別休暇簿

　とくべつきゅうかぼ

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2013  管理課  服務

 特別休暇簿

　とくべつきゅうかぼ

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2010 内科栄養管理室 栄養管理

特別食献立表

とくべつしょくこんだておもて

1 栄養管理室 2011/4/1 5 2016/3/31 紙 栄養管理室事務室 内科栄養管理室長 廃棄

2011 内科栄養管理室 栄養管理

特別食献立表

とくべつしょくこんだておもて

1 栄養管理室 2012/4/1 5 2017/3/31 紙 栄養管理室事務室 内科栄養管理室長 廃棄
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2012 内科栄養管理室 栄養管理

特別食献立表

とくべつしょくこんだておもて

1 栄養管理室 2013/4/1 5 2018/3/31 紙 栄養管理室事務室 内科栄養管理室長 廃棄

2013 栄養管理室 栄養管理

特別食献立表

とくべつしょくこんだておもて

1 栄養管理室 2014/4/1 5 2019/3/31 紙 栄養管理室事務室 栄養管理室長 廃棄

2014 栄養管理室 栄養管理

特別食献立表

とくべつしょくこんだておもて

1 栄養管理室 2015/4/1 5 2020/3/31 紙 栄養管理室事務室 栄養管理室長 廃棄

2015 栄養管理室 栄養管理

特別食献立表

とくべつしょくこんだておもて

1 栄養管理室 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 栄養管理室事務室 栄養管理室長 廃棄

2010  栄養管理室  栄養管理

 特別食献立表

　とくべつしょくこんだておもて

1  栄養 2011/4/1 5 2016/3/31  紙  栄養管理室 栄養管理室長 廃棄

2011  栄養管理室  栄養管理

 特別食献立表

　とくべつしょくこんだておもて

1  栄養 2012/4/1 5 2017/3/31  紙  栄養管理室 栄養管理室長 廃棄

2012  栄養管理室  栄養管理

 特別食献立表

　とくべつしょくこんだておもて

1  栄養 2013/4/1 5 2018/3/31  紙  栄養管理室 栄養管理室長 廃棄

2013  栄養管理室  栄養管理

 特別食献立表

　とくべつしょくこんだておもて

1  栄養 2014/4/1 5 2019/3/31  紙  栄養管理室 栄養管理室長 廃棄

2010 内科栄養管理室 栄養管理

特別食食事箋

とくべつしょくしょくじせん

1 栄養管理室 2011/4/1 5 2016/3/31 紙 栄養管理室事務室 内科栄養管理室長 廃棄

2011 内科栄養管理室 栄養管理

特別食食事箋

とくべつしょくしょくじせん

1 栄養管理室 2012/4/1 5 2017/3/31 紙 栄養管理室事務室 内科栄養管理室長 廃棄

2012 内科栄養管理室 栄養管理

特別食食事箋

とくべつしょくしょくじせん

1 栄養管理室 2013/4/1 5 2018/3/31 紙 栄養管理室事務室 内科栄養管理室長 廃棄

2013 内科栄養管理室 栄養管理

特別食食事箋

とくべつしょくしょくじせん

1 栄養管理室 2014/4/1 5 2019/3/31 紙 栄養管理室事務室 内科栄養管理室長 廃棄

2014 内科栄養管理室 栄養管理

特別食食事箋

とくべつしょくしょくじせん

1 栄養管理室 2015/4/1 5 2020/3/31 紙 栄養管理室事務室 内科栄養管理室長 廃棄

2015 内科栄養管理室 栄養管理

特別食食事箋

とくべつしょくしょくじせん

1 栄養管理室 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 栄養管理室事務室 内科栄養管理室長 廃棄

2010  看護部  日誌

 内視鏡日誌

　ないしきょうにっし

1  看護 2011/4/1 5 2016/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2011  看護部  日誌

 内視鏡日誌

　ないしきょうにっし

1  看護 2012/4/1 5 2017/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2012  看護部  日誌

 内視鏡日誌

　ないしきょうにっし

1  看護 2013/4/1 5 2018/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2013  看護部  日誌

 内視鏡日誌

　ないしきょうにっし

1  看護 2014/4/1 5 2019/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2014  看護部  日誌

 内視鏡日誌

　ないしきょうにっし

1  看護 2015/4/1 5 2020/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2015  看護部  日誌

 内視鏡日誌

　ないしきょうにっし

1  看護 2016/4/1 5 2021/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

1995 事務部企画課 診療録

入院診療録

にゅういんしんりょうろく

1 企画課 1996/4/1 20 2016/3/31 紙 企画課事務室（医事）・書庫事務部企画課長 廃棄

1996 事務部企画課 診療録

入院診療録

にゅういんしんりょうろく

1 企画課 1997/4/1 20 2017/3/31 紙 企画課事務室（医事）・書庫事務部企画課長 廃棄

1997 事務部企画課 診療録

入院診療録

にゅういんしんりょうろく

1 企画課 1998/4/1 20 2018/3/31 紙 企画課事務室（医事）・書庫事務部企画課長 廃棄

1998 事務部企画課 診療録

入院診療録

にゅういんしんりょうろく

1 企画課 1999/4/1 20 2019/3/31 紙 企画課事務室（医事）・書庫事務部企画課長 廃棄

1999 事務部企画課 診療録

入院診療録

にゅういんしんりょうろく

1 企画課 2000/4/1 20 2020/3/31 紙 企画課事務室（医事）・書庫事務部企画課長 廃棄

2000 事務部企画課 診療録

入院診療録

にゅういんしんりょうろく

1 企画課 2001/4/1 20 2021/3/31 紙 企画課事務室（医事）・書庫事務部企画課長 廃棄

2001 事務部企画課 診療録

入院診療録

にゅういんしんりょうろく

1 企画課 2002/4/1 20 2022/3/31 紙 企画課事務室（医事）・書庫事務部企画課長 廃棄

2002 事務部企画課 診療録

入院診療録

にゅういんしんりょうろく

1 企画課 2003/4/1 20 2023/3/31 紙 企画課事務室（医事）・書庫事務部企画課長 廃棄
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2003 事務部企画課 診療録

入院診療録

にゅういんしんりょうろく

1 企画課 2004/4/1 20 2024/3/31 紙 企画課事務室（医事）・書庫事務部企画課長 廃棄

2004 事務部企画課 診療録

入院診療録

にゅういんしんりょうろく

1 企画課 2005/4/1 20 2025/3/31 紙 企画課事務室（医事）・書庫事務部企画課長 廃棄

2005 事務部企画課 診療録

入院診療録

にゅういんしんりょうろく

1 企画課 2006/4/1 20 2026/3/31 紙 企画課事務室（医事）・書庫事務部企画課長 廃棄

2006 事務部企画課 診療録

入院診療録

にゅういんしんりょうろく

1 企画課 2007/4/1 20 2027/3/31 紙 企画課事務室（医事）・書庫事務部企画課長 廃棄

2007 事務部企画課 診療録

入院診療録

にゅういんしんりょうろく

1 企画課 2008/4/1 20 2028/3/31 紙 企画課事務室（医事）・書庫事務部企画課長 廃棄

2008 事務部企画課 診療録

入院診療録

にゅういんしんりょうろく

1 企画課 2009/4/1 20 2029/3/31 紙 企画課事務室（医事）・書庫事務部企画課長 廃棄

2009 事務部企画課 診療録

入院診療録

にゅういんしんりょうろく

1 企画課 2010/4/1 20 2030/3/31 紙 企画課事務室（医事）・書庫事務部企画課長 廃棄

2010 事務部企画課 診療録

入院診療録

にゅういんしんりょうろく

1 企画課 2011/4/1 20 2031/3/31 紙 企画課事務室（医事）・書庫事務部企画課長 廃棄

2011 事務部企画課 診療録

入院診療録

にゅういんしんりょうろく

1 企画課 2012/4/1 20 2032/3/31 紙 企画課事務室（医事）・書庫事務部企画課長 廃棄

2012 事務部企画課 診療録

入院診療録

にゅういんしんりょうろく

1 企画課 2013/4/1 20 2033/3/31 紙 企画課事務室（医事）・書庫事務部企画課長 廃棄

2010 事務部企画課 入院手続

入院申込書

にゅういんもうしこみしょ

1 企画課 2011/4/1 5 2016/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2011 事務部企画課 入院手続

入院申込書

にゅういんもうしこみしょ

1 企画課 2012/4/1 5 2017/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2012 事務部企画課 入院手続

入院申込書

にゅういんもうしこみしょ

1 企画課 2013/4/1 5 2018/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2013 事務部企画課 入院手続

入院申込書

にゅういんもうしこみしょ

1 企画課 2014/4/1 5 2019/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2014 事務部企画課 入院手続

入院申込書

にゅういんもうしこみしょ

1 企画課 2015/4/1 5 2020/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2015 事務部企画課 入院手続

入院申込書

にゅういんもうしこみしょ

1 企画課 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2010  企画課  入院手続

 入院申込書及び身元引受書兼診療費等支払保証書

　にゅういんもうしこみしょおよびみもとひきうけしょけんしんりょうひなどしはらいほしょうしょ

1  企画 2011/4/1 5 2016/3/31  紙  企画課医事室 経営企画室長 廃棄

2011  企画課  入院手続

 入院申込書及び身元引受書兼診療費等支払保証書

　にゅういんもうしこみしょおよびみもとひきうけしょけんしんりょうひなどしはらいほしょうしょ

1  企画 2012/4/1 5 2017/3/31  紙  企画課医事室 経営企画室長 廃棄

2012  企画課  入院手続

 入院申込書及び身元引受書兼診療費等支払保証書

　にゅういんもうしこみしょおよびみもとひきうけしょけんしんりょうひなどしはらいほしょうしょ

1  企画 2013/4/1 5 2018/3/31  紙  企画課医事室 経営企画室長 廃棄

2013  企画課  入院手続

 入院申込書及び身元引受書兼診療費等支払保証書

　にゅういんもうしこみしょおよびみもとひきうけしょけんしんりょうひなどしはらいほしょうしょ

1  企画 2014/4/1 5 2019/3/31  紙  企画課医事室 経営企画室長 廃棄

2014  企画課  入院手続

 入院申込書及び身元引受書兼診療費等支払保証書

　にゅういんもうしこみしょおよびみもとひきうけしょけんしんりょうひなどしはらいほしょうしょ

1  企画 2015/4/1 5 2020/3/31  紙  企画課医事室 経営企画室長 廃棄

2015  企画課  入院手続

 入院申込書及び身元引受書兼診療費等支払保証書

　にゅういんもうしこみしょおよびみもとひきうけしょけんしんりょうひなどしはらいほしょうしょ

1  企画 2016/4/1 5 2021/3/31  紙  企画課医事室 経営企画室長 廃棄

2012  看護学校  入学

 入学式

　にゅうがくしき

1 看護学校 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2013  看護学校  入学

 入学式

　にゅうがくしき

1 看護学校 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2014  看護学校  入学

 入学式

　にゅうがくしき

1 看護学校 2015/4/1 3 2018/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2015  看護学校  入学

 入学式

　にゅうがくしき

1 看護学校 2016/4/1 3 2019/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2008 事務部企画課 収入

入金

にゅうきん

伝票

でんぴょう

1 企画課 2009/4/1 7 2016/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2009 事務部企画課 収入

入金

にゅうきん

伝票

でんぴょう

1 企画課 2010/4/1 7 2017/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄
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2010 事務部企画課 収入

入金

にゅうきん

伝票

でんぴょう

1 企画課 2011/4/1 7 2018/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2011 事務部企画課 収入

入金

にゅうきん

伝票

でんぴょう

1 企画課 2012/4/1 7 2019/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2012 事務部企画課 収入

入金

にゅうきん

伝票

でんぴょう

1 企画課 2013/4/1 7 2020/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2013 事務部企画課 収入

入金

にゅうきん

伝票

でんぴょう

1 企画課 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2014 事務部企画課 収入

入金

にゅうきん

伝票

でんぴょう

1 企画課 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2015 事務部企画課 収入

入金

にゅうきん

伝票

でんぴょう

1 企画課 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2008 事務部企画課 基本設計・実施計画

入札執行協議

にゅうさつしっこうきょうぎ

1 企画課 2009/4/1 7 2016/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2009 事務部企画課 基本設計・実施計画

入札執行協議

にゅうさつしっこうきょうぎ

1 企画課 2010/4/1 7 2017/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2010 事務部企画課 基本設計・実施計画

入札執行協議

にゅうさつしっこうきょうぎ

1 企画課 2011/4/1 7 2018/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2011 事務部企画課 基本設計・実施計画

入札執行協議

にゅうさつしっこうきょうぎ

1 企画課 2012/4/1 7 2019/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2012 事務部企画課 基本設計・実施計画

入札執行協議

にゅうさつしっこうきょうぎ

1 企画課 2013/4/1 7 2020/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2013 事務部企画課 基本設計・実施計画

入札執行協議

にゅうさつしっこうきょうぎ

1 企画課 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2014 事務部企画課 基本設計・実施計画

入札執行協議

にゅうさつしっこうきょうぎ

1 企画課 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2015 事務部企画課 基本設計・実施計画

入札執行協議

にゅうさつしっこうきょうぎ

1 企画課 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2010 事務部企画課 医事管理

入

にゅう

退院

たいいん

患者

かんじゃ

名簿

めいぼ

1 企画課 2011/4/1 5 2016/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2011 事務部企画課 医事管理

入

にゅう

退院

たいいん

患者

かんじゃ

名簿

めいぼ

1 企画課 2012/4/1 5 2017/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2012 事務部企画課 医事管理

入

にゅう

退院

たいいん

患者

かんじゃ

名簿

めいぼ

1 企画課 2013/4/1 5 2018/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2013 事務部企画課 医事管理

入

にゅう

退院

たいいん

患者

かんじゃ

名簿

めいぼ

1 企画課 2014/4/1 5 2019/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2014 事務部企画課 医事管理

入

にゅう

退院

たいいん

患者

かんじゃ

名簿

めいぼ

1 企画課 2015/4/1 5 2020/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2015 事務部企画課 医事管理

入

にゅう

退院

たいいん

患者

かんじゃ

名簿

めいぼ

1 企画課 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2012  管理課  服務

 年次休暇簿

　ねんじきゅうかぼ

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2013  管理課  服務

 年次休暇簿

　ねんじきゅうかぼ

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2005  企画課  決算

 年度計画

　ねんどけいかく

1  企画 2006/4/1 10 2016/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2006  企画課  決算

 年度計画

　ねんどけいかく

1  企画 2007/4/1 10 2017/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2007  企画課  決算

 年度計画

　ねんどけいかく

1  企画 2008/4/1 10 2018/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2008  企画課  決算

 年度計画

　ねんどけいかく

1  企画 2009/4/1 10 2019/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2009  企画課  決算

 年度計画

　ねんどけいかく

1  企画 2010/4/1 10 2020/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2010  企画課  決算

 年度計画

　ねんどけいかく

1  企画 2011/4/1 10 2021/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄
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2011  企画課  決算

 年度計画

　ねんどけいかく

1  企画 2012/4/1 10 2022/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2012  企画課  決算

 年度計画

　ねんどけいかく

1  企画 2013/4/1 10 2023/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2013  企画課  決算

 年度計画

　ねんどけいかく

1  企画 2014/4/1 10 2024/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2014  企画課  決算

 年度計画

　ねんどけいかく

1  企画 2015/4/1 10 2025/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2015  企画課  決算

 年度計画

　ねんどけいかく

1  企画 2016/4/1 10 2026/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2012 事務部管理課 人事異動

配置換内申・伺書

はいちかんないしん・うかがいしょ

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2013 事務部管理課 人事異動

配置換内申・伺書

はいちかんないしん・うかがいしょ

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2014 事務部管理課 人事異動

配置換内申・伺書

はいちかんないしん・うかがいしょ

1 管理課 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2015 事務部管理課 人事異動

配置換内申・伺書

はいちかんないしん・うかがいしょ

1 管理課 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2010 事務部管理課 文書管理

発送文書台帳

はっそうぶんしょだいちょう

1 管理課 2011/4/1 5 2016/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2011 事務部管理課 文書管理

発送文書台帳

はっそうぶんしょだいちょう

1 管理課 2012/4/1 5 2017/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2012 事務部管理課 文書管理

発送文書台帳

はっそうぶんしょだいちょう

1 管理課 2013/4/1 5 2018/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2013 事務部管理課 文書管理

発送文書台帳

はっそうぶんしょだいちょう

1 管理課 2014/4/1 5 2019/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2014 事務部管理課 文書管理

発送文書台帳

はっそうぶんしょだいちょう

1 管理課 2015/4/1 5 2020/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2015 事務部管理課 文書管理

発送文書台帳

はっそうぶんしょだいちょう

1 管理課 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2000  企画課  訴訟

 判決書

　はんけつしょ

1 厚生労働省 2001/4/1 30 2031/3/31  紙  企画課医事室 経営企画室長 廃棄

2001  企画課  訴訟

 判決書

　はんけつしょ

1 厚生労働省 2002/4/1 30 2032/3/31  紙  企画課医事室 経営企画室長 廃棄

2002  企画課  訴訟

 判決書

　はんけつしょ

1 厚生労働省 2003/4/1 30 2033/3/31  紙  企画課医事室 経営企画室長 廃棄

2003  企画課  訴訟

 判決書

　はんけつしょ

1 厚生労働省 2004/4/1 30 2034/3/31  紙  企画課医事室 経営企画室長 廃棄

2004  企画課  訴訟

 判決書

　はんけつしょ

1  企画 2005/4/1 30 2035/3/31  紙  企画課医事室 経営企画室長 廃棄

2005  企画課  訴訟

 判決書

　はんけつしょ

1  企画 2006/4/1 30 2036/3/31  紙  企画課医事室 経営企画室長 廃棄

2006  企画課  訴訟

 判決書

　はんけつしょ

1  企画 2007/4/1 30 2037/3/31  紙  企画課医事室 経営企画室長 廃棄

2007  企画課  訴訟

 判決書

　はんけつしょ

1  企画 2008/4/1 30 2038/3/31  紙  企画課医事室 経営企画室長 廃棄

2012 薬剤科 薬剤管理

費薬日計表

ひぐすりにっけいひょう

1 薬剤科 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 薬剤科 薬剤科長 廃棄

2013 薬剤科 薬剤管理

費薬日計表

ひぐすりにっけいひょう

1 薬剤科 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 薬剤科 薬剤科長 廃棄

2014 薬剤科 薬剤管理

費薬日計表

ひぐすりにっけいひょう

1 薬剤科 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 薬剤科 薬剤科長 廃棄

2015 薬剤科 薬剤管理

費薬日計表

ひぐすりにっけいひょう

1 薬剤科 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 薬剤科 薬剤科長 廃棄

2012  薬剤科  薬剤管理

 費薬日計表

　ひぐすりにっけいひょう

1  薬剤 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  薬剤科  薬剤科長 廃棄
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2013  薬剤科  薬剤管理

 費薬日計表

　ひぐすりにっけいひょう

1  薬剤 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  薬剤科  薬剤科長 廃棄

2010  臨床検査科  検査

 微生物検査台帳

　びせいぶつけんさだいちょう

1 臨床検査 2011/4/1 5 2016/3/31  電子媒体  検査 臨床検査科長 廃棄

2011  臨床検査科  検査

 微生物検査台帳

　びせいぶつけんさだいちょう

1 臨床検査 2012/4/1 5 2017/3/31  電子媒体  検査 臨床検査科長 廃棄

2012  臨床検査科  検査

 微生物検査台帳

　びせいぶつけんさだいちょう

1 臨床検査 2013/4/1 5 2018/3/31  電子媒体  検査 臨床検査科長 廃棄

2013  臨床検査科  検査

 微生物検査台帳

　びせいぶつけんさだいちょう

1 臨床検査 2014/4/1 5 2019/3/31  電子媒体  検査 臨床検査科長 廃棄

2014  臨床検査科  検査

 微生物検査台帳

　びせいぶつけんさだいちょう

1 臨床検査 2015/4/1 5 2020/3/31  電子媒体  検査 臨床検査科長 廃棄

2015  臨床検査科  検査

 微生物検査台帳

　びせいぶつけんさだいちょう

1 臨床検査 2016/4/1 5 2021/3/31  電子媒体  検査 臨床検査科長 廃棄

2012 内科栄養管理室 栄養管理

病院給食食品量表

びょういんきゅうしょくしょくひんりょうおもて

1 栄養管理室 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 栄養管理室事務室 内科栄養管理室長 廃棄

2013 栄養管理室 栄養管理

病院給食食品量表

びょういんきゅうしょくしょくひんりょうおもて

1 栄養管理室 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 栄養管理室事務室 栄養管理室長 廃棄

2014 栄養管理室 栄養管理

病院給食食品量表

びょういんきゅうしょくしょくひんりょうおもて

1 栄養管理室 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 栄養管理室事務室 栄養管理室長 廃棄

2015 栄養管理室 栄養管理

病院給食食品量表

びょういんきゅうしょくしょくひんりょうおもて

1 栄養管理室 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 栄養管理室事務室 栄養管理室長 廃棄

2012 事務部管理課 日誌

病院日誌

びょういんにっし

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2013 事務部管理課 日誌

病院日誌

びょういんにっし

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2014 事務部管理課 日誌

病院日誌

びょういんにっし

1 管理課 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2015 事務部管理課 日誌

病院日誌

びょういんにっし

1 管理課 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2012  管理課  日誌

 病院日誌

　びょういんにっし

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2013  管理課  日誌

 病院日誌

　びょういんにっし

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2000  管理課  文書管理

 病院文書番号台帳

　びょういんぶんしょばんごうだいちょう

1 厚生労働省 2001/4/1 30 2031/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2001  管理課  文書管理

 病院文書番号台帳

　びょういんぶんしょばんごうだいちょう

1 厚生労働省 2002/4/1 30 2032/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2002  管理課  文書管理

 病院文書番号台帳

　びょういんぶんしょばんごうだいちょう

1 厚生労働省 2003/4/1 30 2033/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2003  管理課  文書管理

 病院文書番号台帳

　びょういんぶんしょばんごうだいちょう

1 厚生労働省 2004/4/1 30 2034/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2004  管理課  文書管理

 病院文書番号台帳

　びょういんぶんしょばんごうだいちょう

1 管理課 2005/4/1 30 2035/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2005  管理課  文書管理

 病院文書番号台帳

　びょういんぶんしょばんごうだいちょう

1 管理課 2006/4/1 30 2036/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2006  管理課  文書管理

 病院文書番号台帳

　びょういんぶんしょばんごうだいちょう

1 管理課 2007/4/1 30 2037/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2007  管理課  文書管理

 病院文書番号台帳

　びょういんぶんしょばんごうだいちょう

1 管理課 2008/4/1 30 2038/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2008  管理課  文書管理

 病院文書番号台帳

　びょういんぶんしょばんごうだいちょう

1 管理課 2009/4/1 30 2039/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2009  管理課  文書管理

 病院文書番号台帳

　びょういんぶんしょばんごうだいちょう

1 管理課 2010/4/1 30 2040/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2010  管理課  文書管理

 病院文書番号台帳

　びょういんぶんしょばんごうだいちょう

1 管理課 2011/4/1 30 2041/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

67/82



大分類 中分類

保存期間満

了日

媒体の種別 保存場所 管理担当課長

保存期間

満了時の

措置

備考

法　人　文　書　フ　ァ　イ　ル　管　理　簿

作成取

得年度

等

文　　書　　分　　類

文書ファイル名

分冊

番号

作成取得課 起算日

保存期

間

2011  管理課  文書管理

 病院文書番号台帳

　びょういんぶんしょばんごうだいちょう

1 管理課 2012/4/1 30 2042/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2000  看護部  例規等

 標準看護計画

　ひょうじゅんかんごけいかく

1 厚生労働省 2001/4/1 30 2031/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2001  看護部  例規等

 標準看護計画

　ひょうじゅんかんごけいかく

1 厚生労働省 2002/4/1 30 2032/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2002  看護部  例規等

 標準看護計画

　ひょうじゅんかんごけいかく

1 厚生労働省 2003/4/1 30 2033/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2003  看護部  例規等

 標準看護計画

　ひょうじゅんかんごけいかく

1 厚生労働省 2004/4/1 30 2034/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2004  看護部  例規等

 標準看護計画

　ひょうじゅんかんごけいかく

1  看護 2005/4/1 30 2035/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2005  看護部  例規等

 標準看護計画

　ひょうじゅんかんごけいかく

1  看護 2006/4/1 30 2036/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2006  看護部  例規等

 標準看護計画

　ひょうじゅんかんごけいかく

1  看護 2007/4/1 30 2037/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2007  看護部  例規等

 標準看護計画

　ひょうじゅんかんごけいかく

1  看護 2008/4/1 30 2038/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2008  看護部  例規等

 標準看護計画

　ひょうじゅんかんごけいかく

1  看護 2009/4/1 30 2039/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2009  看護部  例規等

 標準看護計画

　ひょうじゅんかんごけいかく

1  看護 2010/4/1 30 2040/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2010  看護部  例規等

 標準看護計画

　ひょうじゅんかんごけいかく

1  看護 2011/4/1 30 2041/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2011  看護部  例規等

 標準看護計画

　ひょうじゅんかんごけいかく

1  看護 2012/4/1 30 2042/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2012  看護部  例規等

 標準看護計画

　ひょうじゅんかんごけいかく

1  看護 2013/4/1 30 2043/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2013  看護部  例規等

 標準看護計画

　ひょうじゅんかんごけいかく

1  看護 2014/4/1 30 2044/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2014  看護部  例規等

 標準看護計画

　ひょうじゅんかんごけいかく

1  看護 2015/4/1 30 2045/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2015  看護部  例規等

 標準看護計画

　ひょうじゅんかんごけいかく

1  看護 2016/4/1 30 2046/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2012 事務部企画課 会議

病床管理委員会議事録

びょうしょうかんりいいんかいぎじろく

1 企画課 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2013 事務部企画課 会議

病床管理委員会議事録

びょうしょうかんりいいんかいぎじろく

1 企画課 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2014 事務部企画課 会議

病床管理委員会議事録

びょうしょうかんりいいんかいぎじろく

1 企画課 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2015 事務部企画課 会議

病床管理委員会議事録

びょうしょうかんりいいんかいぎじろく

1 企画課 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2012 看護部 病棟管理

病棟管理日誌

びょうとうかんりにっし

1 看護部 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 看護部病棟 看護部長 廃棄

2013 看護部 病棟管理

病棟管理日誌

びょうとうかんりにっし

1 看護部 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 看護部病棟 看護部長 廃棄

2014 看護部 病棟管理

病棟管理日誌

びょうとうかんりにっし

1 看護部 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 看護部病棟 看護部長 廃棄

2015 看護部 病棟管理

病棟管理日誌

びょうとうかんりにっし

1 看護部 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 看護部病棟 看護部長 廃棄

2010  看護部  日誌

 病棟日誌

　びょうとうにっし

1  看護 2011/4/1 5 2016/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2011  看護部  日誌

 病棟日誌

　びょうとうにっし

1  看護 2012/4/1 5 2017/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2012  看護部  日誌

 病棟日誌

　びょうとうにっし

1  看護 2013/4/1 5 2018/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄
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2013  看護部  日誌

 病棟日誌

　びょうとうにっし

1  看護 2014/4/1 5 2019/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2012  企画課  調査報告

 病棟別患者数報告等

　びょうとうべつかんじゃすうほうこくなど

1  企画 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  企画課医事室 経営企画室長 廃棄

2013  企画課  調査報告

 病棟別患者数報告等

　びょうとうべつかんじゃすうほうこくなど

1  企画 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  企画課医事室 経営企画室長 廃棄

2014  企画課  調査報告

 病棟別患者数報告等

　びょうとうべつかんじゃすうほうこくなど

1  企画 2015/4/1 3 2018/3/31  紙  企画課医事室 経営企画室長 廃棄

2015  企画課  調査報告

 病棟別患者数報告等

　びょうとうべつかんじゃすうほうこくなど

1  企画 2016/4/1 3 2019/3/31  紙  企画課医事室 経営企画室長 廃棄

2010  臨床検査科  検査

 病理組織・細胞診

　びょうりそしき・さいぼうみ

1 臨床検査 2011/4/1 5 2016/3/31  紙  検査 臨床検査科長 廃棄

2011  臨床検査科  検査

 病理組織・細胞診

　びょうりそしき・さいぼうみ

1 臨床検査 2012/4/1 5 2017/3/31  紙  検査 臨床検査科長 廃棄

2012  臨床検査科  検査

 病理組織・細胞診

　びょうりそしき・さいぼうみ

1 臨床検査 2013/4/1 5 2018/3/31  紙  検査 臨床検査科長 廃棄

2013  臨床検査科  検査

 病理組織・細胞診

　びょうりそしき・さいぼうみ

1 臨床検査 2014/4/1 5 2019/3/31  紙  検査 臨床検査科長 廃棄

2010 研究検査科 検査

病理組織・細胞診・染色体報告書

びょうりそしき・さいぼうみ・せんしょくたいほうこくしょ

1 臨床検査科 2011/4/1 5 2016/3/31 紙 病理検査室染色体解析室 研究検査科長 廃棄

2011 研究検査科 検査

病理組織・細胞診・染色体報告書

びょうりそしき・さいぼうみ・せんしょくたいほうこくしょ

1 臨床検査科 2012/4/1 5 2017/3/31 紙 病理検査室染色体解析室 研究検査科長 廃棄

2012 研究検査科 検査

病理組織・細胞診・染色体報告書

びょうりそしき・さいぼうみ・せんしょくたいほうこくしょ

1 臨床検査科 2013/4/1 5 2018/3/31 紙 病理検査室染色体解析室 研究検査科長 廃棄

2013 研究検査科 検査

病理組織・細胞診・染色体報告書

びょうりそしき・さいぼうみ・せんしょくたいほうこくしょ

1 臨床検査科 2014/4/1 5 2019/3/31 紙 病理検査室染色体解析室 研究検査科長 廃棄

2013 検査科 検査

病理組織・細胞診・染色体報告書

びょうりそしき・さいぼうみ・せんしょくたいほうこくしょ

1 臨床検査科 2015/4/1 5 2020/3/31 紙 病理検査室染色体解析室 検査科長 廃棄

2012 放射線科 物品管理

フィルム受払簿（供用簿）

ふぃるむうけはらいぼ（きょうようぼ）

1 放射線科 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 放射線科 放射線科長 廃棄

2013 放射線科 物品管理

フィルム受払簿（供用簿）

ふぃるむうけはらいぼ（きょうようぼ）

1 放射線科 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 放射線科 放射線科長 廃棄

2014 放射線科 物品管理

フィルム受払簿（供用簿）

ふぃるむうけはらいぼ（きょうようぼ）

1 放射線科 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 放射線科 放射線科長 廃棄

2015 放射線科 物品管理

フィルム受払簿（供用簿）

ふぃるむうけはらいぼ（きょうようぼ）

1 放射線科 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 放射線科 放射線科長 廃棄

2010 放射線科 放射線管理

フィルムバッヂ記録簿

ふぃるむばっぢきろくぼ

1 放射線科 2011/4/1 5 2016/3/31 紙 放射線科 放射線科長 廃棄

2011 放射線科 放射線管理

フィルムバッヂ記録簿

ふぃるむばっぢきろくぼ

1 放射線科 2012/4/1 5 2017/3/31 紙 放射線科 放射線科長 廃棄

2012 放射線科 放射線管理

フィルムバッヂ記録簿

ふぃるむばっぢきろくぼ

1 放射線科 2013/4/1 5 2018/3/31 紙 放射線科 放射線科長 廃棄

2013 放射線科 放射線管理

フィルムバッヂ記録簿

ふぃるむばっぢきろくぼ

1 放射線科 2014/4/1 5 2019/3/31 紙 放射線科 放射線科長 廃棄

2014 放射線科 放射線管理

フィルムバッヂ記録簿

ふぃるむばっぢきろくぼ

1 放射線科 2015/4/1 5 2020/3/31 紙 放射線科 放射線科長 廃棄

2015 放射線科 放射線管理

フィルムバッヂ記録簿

ふぃるむばっぢきろくぼ

1 放射線科 2016/4/1 5 2020/3/31 紙 放射線科 放射線科長 廃棄

2012  看護部  会議等

 副看護師長会

　ふくかんごしちょうかい

1  看護 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2013  看護部  会議等

 副看護師長会

　ふくかんごしちょうかい

1  看護 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2012 事務部管理課 人事異動

復職・復帰内申書

ふくしょく・ふっきないしんしょ

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2013 事務部管理課 人事異動

復職・復帰内申書

ふくしょく・ふっきないしんしょ

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄
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2014 事務部管理課 人事異動

復職・復帰内申書

ふくしょく・ふっきないしんしょ

1 管理課 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2015 事務部管理課 人事異動

復職・復帰内申書

ふくしょく・ふっきないしんしょ

1 管理課 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2012 薬剤科 服薬指導

服薬指導（薬剤管理指導）記録

ふくやくしどう（やくざいかんりしどう）きろく

1 薬剤科 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 薬剤科 薬剤科長 廃棄

2013 薬剤科 服薬指導

服薬指導（薬剤管理指導）記録

ふくやくしどう（やくざいかんりしどう）きろく

1 薬剤科 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 薬剤科 薬剤科長 廃棄

2014 薬剤科 服薬指導

服薬指導（薬剤管理指導）記録

ふくやくしどう（やくざいかんりしどう）きろく

1 薬剤科 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 薬剤科 薬剤科長 廃棄

2015 薬剤科 服薬指導

服薬指導（薬剤管理指導）記録

ふくやくしどう（やくざいかんりしどう）きろく

1 薬剤科 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 薬剤科 薬剤科長 廃棄

2012  薬剤科  服薬指導

 服薬指導依頼票報告票

　ふくやくしどういらいひょうほうこくひょう

1  薬剤 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  薬剤科  薬剤科長 廃棄

2013  薬剤科  服薬指導

 服薬指導依頼票報告票

　ふくやくしどういらいひょうほうこくひょう

1  薬剤 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  薬剤科  薬剤科長 廃棄

2012  看護部  看護教育

 部署別オリエンテーション

ぶしょべつおりえんてーしょん

1  看護 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2013  看護部  看護教育

 部署別オリエンテーション

ぶしょべつおりえんてーしょん

1  看護 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2013  看護部  看護教育

 部署別オリエンテーション

ぶしょべつおりえんてーしょん

1  看護 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2013  看護部  看護教育

 部署別オリエンテーション

ぶしょべつおりえんてーしょん

1  看護 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2014  看護部  看護教育

 部署別オリエンテーション

ぶしょべつおりえんてーしょん

1  看護 2015/4/1 3 2018/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2015  看護部  看護教育

 部署別オリエンテーション

ぶしょべつおりえんてーしょん

1  看護 2016/4/1 3 2019/3/31  紙  看護 看護部長 廃棄

2000  リハビリテーション科 文書管理

 附属リハ学院文書番号台帳

　ふぞくりはがくいんぶんしょばんごうだいちょう

1 厚生労働省 2001/4/1 30 2031/3/31  紙  管理課書庫 管理課長 廃棄

2001  リハビリテーション科 文書管理

 附属リハ学院文書番号台帳

　ふぞくりはがくいんぶんしょばんごうだいちょう

1 厚生労働省 2002/4/1 30 2032/3/31  紙  管理課書庫 管理課長 廃棄

2002  リハビリテーション科 文書管理

 附属リハ学院文書番号台帳

　ふぞくりはがくいんぶんしょばんごうだいちょう

1 厚生労働省 2003/4/1 30 2033/3/31  紙  管理課書庫 管理課長 廃棄

2000  企画課  物品管理一般

 物品管理簿

　ぶっぴんかんりぼ

1 厚生労働省 2001/4/1 30 2031/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2001  企画課  物品管理一般

 物品管理簿

　ぶっぴんかんりぼ

1 厚生労働省 2002/4/1 30 2032/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2002  企画課  物品管理一般

 物品管理簿

　ぶっぴんかんりぼ

1 厚生労働省 2003/4/1 30 2033/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2003  企画課  物品管理一般

 物品管理簿

　ぶっぴんかんりぼ

1 厚生労働省 2004/4/1 30 2034/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2000  企画課  物品管理一般

 物品供用簿

　ぶっぴんきょうようぼ

1 厚生労働省 2001/4/1 30 2031/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2001  企画課  物品管理一般

 物品供用簿

　ぶっぴんきょうようぼ

1 厚生労働省 2002/4/1 30 2032/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2002  企画課  物品管理一般

 物品供用簿

　ぶっぴんきょうようぼ

1 厚生労働省 2003/4/1 30 2033/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2003  企画課  物品管理一般

 物品供用簿

　ぶっぴんきょうようぼ

1 厚生労働省 2004/4/1 30 2034/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2008 事務部企画課 物品購入

物品購入伺

ぶっぴんこうにゅううかがい

1 企画課 2009/4/1 7 2016/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2009 事務部企画課 物品購入

物品購入伺

ぶっぴんこうにゅううかがい

1 企画課 2010/4/1 7 2017/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2010 事務部企画課 物品購入

物品購入伺

ぶっぴんこうにゅううかがい

1 企画課 2011/4/1 7 2018/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄
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2011 事務部企画課 物品購入

物品購入伺

ぶっぴんこうにゅううかがい

1 企画課 2012/4/1 7 2019/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2012 事務部企画課 物品購入

物品購入伺

ぶっぴんこうにゅううかがい

1 企画課 2013/4/1 7 2020/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2013 事務部企画課 物品購入

物品購入伺

ぶっぴんこうにゅううかがい

1 企画課 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2014 事務部企画課 物品購入

物品購入伺

ぶっぴんこうにゅううかがい

1 企画課 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2015 事務部企画課 物品購入

物品購入伺

ぶっぴんこうにゅううかがい

1 企画課 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2008 事務部企画課 物品購入

物品請求書

ぶっぴんせいきゅうしょ

1 企画課 2009/4/1 7 2016/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2009 事務部企画課 物品購入

物品請求書

ぶっぴんせいきゅうしょ

1 企画課 2010/4/1 7 2017/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2010 事務部企画課 物品購入

物品請求書

ぶっぴんせいきゅうしょ

1 企画課 2011/4/1 7 2018/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2011 事務部企画課 物品購入

物品請求書

ぶっぴんせいきゅうしょ

1 企画課 2012/4/1 7 2019/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2012 事務部企画課 物品購入

物品請求書

ぶっぴんせいきゅうしょ

1 企画課 2013/4/1 7 2020/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2013 事務部企画課 物品購入

物品請求書

ぶっぴんせいきゅうしょ

1 企画課 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2014 事務部企画課 物品購入

物品請求書

ぶっぴんせいきゅうしょ

1 企画課 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2015 事務部企画課 物品購入

物品請求書

ぶっぴんせいきゅうしょ

1 企画課 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2008  企画課  物品購入

 物品請求書

　ぶっぴんせいきゅうしょ

1  企画 2009/4/1 7 2016/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2009  企画課  物品購入

 物品請求書

　ぶっぴんせいきゅうしょ

1  企画 2010/4/1 7 2017/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2010  企画課  物品購入

 物品請求書

　ぶっぴんせいきゅうしょ

1  企画 2011/4/1 7 2018/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2011  企画課  物品購入

 物品請求書

　ぶっぴんせいきゅうしょ

1  企画 2012/4/1 7 2019/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2012  企画課  物品購入

 物品請求書

　ぶっぴんせいきゅうしょ

1  企画 2013/4/1 7 2020/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2013  企画課  物品購入

 物品請求書

　ぶっぴんせいきゅうしょ

1  企画 2014/4/1 7 2021/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2008  企画課  物品不用

 物品不用決定決議書

　ぶっぴんふようけっていけつぎしょ

1  企画 2009/4/1 7 2016/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2009  企画課  物品不用

 物品不用決定決議書

　ぶっぴんふようけっていけつぎしょ

1  企画 2010/4/1 7 2017/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2010  企画課  物品不用

 物品不用決定決議書

　ぶっぴんふようけっていけつぎしょ

1  企画 2011/4/1 7 2018/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2011  企画課  物品不用

 物品不用決定決議書

　ぶっぴんふようけっていけつぎしょ

1  企画 2012/4/1 7 2019/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2012  企画課  物品不用

 物品不用決定決議書

　ぶっぴんふようけっていけつぎしょ

1  企画 2013/4/1 7 2020/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2010  管理課  年末調整等

 扶養・住宅控除申告書

　ふよう・じゅうたくこうじょしんこくしょ

1 管理課 2011/4/1 5 2016/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2011  管理課  年末調整等

 扶養・住宅控除申告書

　ふよう・じゅうたくこうじょしんこくしょ

1 管理課 2012/4/1 5 2017/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2012  管理課  年末調整等

 扶養・住宅控除申告書

　ふよう・じゅうたくこうじょしんこくしょ

1 管理課 2013/4/1 5 2018/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2013  管理課  年末調整等

 扶養・住宅控除申告書

　ふよう・じゅうたくこうじょしんこくしょ

1 管理課 2014/4/1 5 2019/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄
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2012 事務部管理課 手当

扶養親族届、扶養手当認定簿

ふようしんぞくとどけ、ふようてあてにんていぼ

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2013 事務部管理課 手当

扶養親族届、扶養手当認定簿

ふようしんぞくとどけ、ふようてあてにんていぼ

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2014 事務部管理課 手当

扶養親族届、扶養手当認定簿

ふようしんぞくとどけ、ふようてあてにんていぼ

1 管理課 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2015 事務部管理課 手当

扶養親族届、扶養手当認定簿

ふようしんぞくとどけ、ふようてあてにんていぼ

1 管理課 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2012  管理課  手当

 扶養手当

　ふようてあて

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2013  管理課  手当

 扶養手当

　ふようてあて

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2008 事務部企画課 支出

振替

ふりかえ

伝票

でんぴょう

1 企画課 2009/4/1 7 2016/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2009 事務部企画課 支出

振替

ふりかえ

伝票

でんぴょう

1 企画課 2010/4/1 7 2017/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2010 事務部企画課 支出

振替

ふりかえ

伝票

でんぴょう

1 企画課 2011/4/1 7 2018/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2011 事務部企画課 支出

振替

ふりかえ

伝票

でんぴょう

1 企画課 2012/4/1 7 2019/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2012 事務部企画課 支出

振替

ふりかえ

伝票

でんぴょう

1 企画課 2013/4/1 7 2020/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2013 事務部企画課 支出

振替

ふりかえ

伝票

でんぴょう

1 企画課 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2008 事務部企画課 収入

振替

ふりかえ

伝票

でんぴょう

1 企画課 2009/4/1 7 2016/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2009 事務部企画課 収入

振替

ふりかえ

伝票

でんぴょう

1 企画課 2010/4/1 7 2017/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2010 事務部企画課 収入

振替

ふりかえ

伝票

でんぴょう

1 企画課 2011/4/1 7 2018/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2011 事務部企画課 収入

振替

ふりかえ

伝票

でんぴょう

1 企画課 2012/4/1 7 2019/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2012 事務部企画課 収入

振替

ふりかえ

伝票

でんぴょう

1 企画課 2013/4/1 7 2020/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2013 事務部企画課 収入

振替

ふりかえ

伝票

でんぴょう

1 企画課 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2008 事務部企画課 収入

振替

ふりかえ

伝票

でんぴょう

1 企画課 2009/4/1 7 2016/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2009 事務部企画課 収入

振替

ふりかえ

伝票

でんぴょう

1 企画課 2010/4/1 7 2017/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2010 事務部企画課 収入

振替

ふりかえ

伝票

でんぴょう

1 企画課 2011/4/1 7 2018/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2011 事務部企画課 収入

振替

ふりかえ

伝票

でんぴょう

1 企画課 2012/4/1 7 2019/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2012 事務部企画課 収入

振替

ふりかえ

伝票

でんぴょう

1 企画課 2013/4/1 7 2020/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2013 事務部企画課 収入

振替

ふりかえ

伝票

でんぴょう

1 企画課 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2014 事務部企画課 収入

振替

ふりかえ

伝票

でんぴょう

1 企画課 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2015 事務部企画課 収入

振替

ふりかえ

伝票

でんぴょう

1 企画課 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2012  管理課  分限・懲戒

 分限・懲戒

　ぶんげん・ちょうかい

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2013  管理課  分限・懲戒

 分限・懲戒

　ぶんげん・ちょうかい

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄
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2014  管理課  分限・懲戒

 分限・懲戒

　ぶんげん・ちょうかい

1 管理課 2015/4/1 3 2018/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2015  管理課  分限・懲戒

 分限・懲戒

　ぶんげん・ちょうかい

1 管理課 2016/4/1 3 2019/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2009  管理課  文書管理

 文書受渡簿

　ぶんしょうけわたしぼ

1 管理課 2011/4/1 5 2016/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2010  管理課  文書管理

 文書受渡簿

　ぶんしょうけわたしぼ

1 管理課 2012/4/1 5 2017/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2012  管理課  文書管理

 文書受渡簿

　ぶんしょうけわたしぼ

1 管理課 2013/4/1 5 2018/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2009  管理課  文書管理

 文書発送簿

　ぶんしょはっそうぼ

1 管理課 2011/4/1 5 2016/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2010  管理課  文書管理

 文書発送簿

　ぶんしょはっそうぼ

1 管理課 2012/4/1 5 2017/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2012  管理課  文書管理

 文書発送簿

　ぶんしょはっそうぼ

1 管理課 2013/4/1 5 2018/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2013  管理課  文書管理

 文書発送簿

　ぶんしょはっそうぼ

1 管理課 2014/4/1 5 2019/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2014  管理課  文書管理

 文書発送簿

　ぶんしょはっそうぼ

1 管理課 2015/4/1 5 2020/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2015  管理課  文書管理

 文書発送簿

　ぶんしょはっそうぼ

1 管理課 2016/4/1 5 2021/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2010 看護部 病棟管理

分娩

ぶんべん

台帳

だいちょう

1 看護部 2011/4/1 5 2016/3/31 紙 看護部３病棟 看護部長 廃棄

2011 看護部 病棟管理

分娩

ぶんべん

台帳

だいちょう

1 看護部 2012/4/1 5 2017/3/31 紙 看護部３病棟 看護部長 廃棄

2012 看護部 病棟管理

分娩

ぶんべん

台帳

だいちょう

1 看護部 2013/4/1 5 2018/3/31 紙 看護部３病棟 看護部長 廃棄

2013 看護部 病棟管理

分娩

ぶんべん

台帳

だいちょう

1 看護部 2014/4/1 5 2019/3/31 紙 看護部３病棟 看護部長 廃棄

2014 看護部 病棟管理

分娩

ぶんべん

台帳

だいちょう

1 看護部 2015/4/1 5 2020/3/31 紙 看護部３病棟 看護部長 廃棄

2015 看護部 病棟管理

分娩

ぶんべん

台帳

だいちょう

1 看護部 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 看護部３病棟 看護部長 廃棄

2012 事務部管理課 公報

閉院

へいいん

記念

きねん

誌

1 管理課 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2008 事務部企画課 診療報酬請求

返戻整理簿

へんれいせいりぼ

1 企画課 2009/4/1 7 2016/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2009 事務部企画課 診療報酬請求

返戻整理簿

へんれいせいりぼ

1 企画課 2010/4/1 7 2017/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2010 事務部企画課 診療報酬請求

返戻整理簿

へんれいせいりぼ

1 企画課 2011/4/1 7 2018/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2011 事務部企画課 診療報酬請求

返戻整理簿

へんれいせいりぼ

1 企画課 2012/4/1 7 2019/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2012 事務部企画課 診療報酬請求

返戻整理簿

へんれいせいりぼ

1 企画課 2013/4/1 7 2020/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2013 事務部企画課 診療報酬請求

返戻整理簿

へんれいせいりぼ

1 企画課 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2014 事務部企画課 診療報酬請求

返戻整理簿

へんれいせいりぼ

1 企画課 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2015 事務部企画課 診療報酬請求

返戻整理簿

へんれいせいりぼ

1 企画課 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2010  企画課  診療報酬請求

 返戻整理簿

　へんれいせいりぼ

1  企画 2011/4/1 5 2016/3/31  紙  企画課医事室 経営企画室長 廃棄

2011  企画課  診療報酬請求

 返戻整理簿

　へんれいせいりぼ

1  企画 2012/4/1 5 2017/3/31  紙  企画課医事室 経営企画室長 廃棄
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2012  企画課  診療報酬請求

 返戻整理簿

　へんれいせいりぼ

1  企画 2013/4/1 5 2018/3/31  紙  企画課医事室 経営企画室長 廃棄

2013  企画課  診療報酬請求

 返戻整理簿

　へんれいせいりぼ

1  企画 2014/4/1 5 2019/3/31  紙  企画課医事室 経営企画室長 廃棄

2012  管理課  俸給切替

 俸給の切替調書

　ほうきゅうのきりかえちょうしょ

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2013  管理課  俸給切替

 俸給の切替調書

　ほうきゅうのきりかえちょうしょ

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2014  管理課  俸給切替

 俸給の切替調書

　ほうきゅうのきりかえちょうしょ

1 管理課 2015/4/1 3 2018/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2015  管理課  俸給切替

 俸給の切替調書

　ほうきゅうのきりかえちょうしょ

1 管理課 2016/4/1 3 2019/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2010 研究検査科 検査

剖検

ぼうけん

記録簿

きろくぼ

1 臨床検査科 2011/4/1 5 2016/3/31 紙 研究検査科 研究検査科長 廃棄

2011 研究検査科 検査

剖検

ぼうけん

記録簿

きろくぼ

1 臨床検査科 2012/4/1 5 2017/3/31 紙 研究検査科 研究検査科長 廃棄

2012 研究検査科 検査

剖検

ぼうけん

記録簿

きろくぼ

1 臨床検査科 2013/4/1 5 2018/3/31 紙 研究検査科 研究検査科長 廃棄

2013 研究検査科 検査

剖検

ぼうけん

記録簿

きろくぼ

1 臨床検査科 2014/4/1 5 2019/3/31 紙 研究検査科 研究検査科長 廃棄

2014 検査科 検査

剖検

ぼうけん

記録簿

きろくぼ

1 臨床検査科 2015/4/1 5 2020/3/31 紙 検査科 検査科長 廃棄

2015 検査科 検査

剖検

ぼうけん

記録簿

きろくぼ

1 臨床検査科 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 検査科 検査科長 廃棄

2010  臨床検査科  検査

 剖検記録簿

　ぼうけんきろくぼ

1 臨床検査 2011/4/1 5 2016/3/31  紙  検査 臨床検査科長 廃棄

2011  臨床検査科  検査

 剖検記録簿

　ぼうけんきろくぼ

1 臨床検査 2012/4/1 5 2017/3/31  紙  検査 臨床検査科長 廃棄

2012  臨床検査科  検査

 剖検記録簿

　ぼうけんきろくぼ

1 臨床検査 2013/4/1 5 2018/3/31  紙  検査 臨床検査科長 廃棄

2013  臨床検査科  検査

 剖検記録簿

　ぼうけんきろくぼ

1 臨床検査 2014/4/1 5 2019/3/31  紙  検査 臨床検査科長 廃棄

2010  企画課  放射線障害防止法承認

 放射線管理状況報告

　ほうしゃせんかんりじょうきょうほうこく

1  企画 2011/4/1 5 2016/3/31  紙  放射線科 放射線科医長 廃棄

2011  企画課  放射線障害防止法承認

 放射線管理状況報告

　ほうしゃせんかんりじょうきょうほうこく

1  企画 2012/4/1 5 2017/3/31  紙  放射線科 放射線科医長 廃棄

2012  企画課  放射線障害防止法承認

 放射線管理状況報告

　ほうしゃせんかんりじょうきょうほうこく

1  企画 2013/4/1 5 2018/3/31  紙  放射線科 放射線科医長 廃棄

2013  企画課  放射線障害防止法承認

 放射線管理状況報告

　ほうしゃせんかんりじょうきょうほうこく

1  企画 2014/4/1 5 2019/3/31  紙  放射線科 放射線科医長 廃棄

2014  企画課  放射線障害防止法承認

 放射線管理状況報告

　ほうしゃせんかんりじょうきょうほうこく

1  企画 2015/4/1 5 2020/3/31  紙  放射線科 放射線科医長 廃棄

2015  企画課  放射線障害防止法承認

 放射線管理状況報告

　ほうしゃせんかんりじょうきょうほうこく

1  企画 2016/4/1 5 2021/3/31  紙  放射線科 放射線科医長 廃棄

2010 放射線科 放射線管理

放射線障害発生のおそれのある場所の測定記録

ほうしゃせんしょうがいはっせいのおそれのあるばしょのそくていきろく

1 放射線科 2011/4/1 5 2016/3/31 紙 放射線科 放射線科長 廃棄

2011 放射線科 放射線管理

放射線障害発生のおそれのある場所の測定記録

ほうしゃせんしょうがいはっせいのおそれのあるばしょのそくていきろく

1 放射線科 2012/4/1 5 2017/3/31 紙 放射線科 放射線科長 廃棄

2012 放射線科 放射線管理

放射線障害発生のおそれのある場所の測定記録

ほうしゃせんしょうがいはっせいのおそれのあるばしょのそくていきろく

1 放射線科 2013/4/1 5 2018/3/31 紙 放射線科 放射線科長 廃棄

2013 放射線科 放射線管理

放射線障害発生のおそれのある場所の測定記録

ほうしゃせんしょうがいはっせいのおそれのあるばしょのそくていきろく

1 放射線科 2014/4/1 5 2019/3/31 紙 放射線科 放射線科長 廃棄

2014 放射線科 放射線管理

放射線障害発生のおそれのある場所の測定記録

ほうしゃせんしょうがいはっせいのおそれのあるばしょのそくていきろく

1 放射線科 2015/4/1 5 2020/3/31 紙 放射線科 放射線科長 廃棄

2015 放射線科 放射線管理

放射線障害発生のおそれのある場所の測定記録

ほうしゃせんしょうがいはっせいのおそれのあるばしょのそくていきろく

1 放射線科 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 放射線科 放射線科長 廃棄
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2010  放射線科  放射線管理

 放射線障害発生のおそれのある場所の測定記録

　ほうしゃせんしょうがいはっせいのおそれのあるばしょのそくていきろく

1  放射線 2011/4/1 5 2016/3/31  紙  放射線科 放射線科医長 廃棄

2011  放射線科  放射線管理

 放射線障害発生のおそれのある場所の測定記録

　ほうしゃせんしょうがいはっせいのおそれのあるばしょのそくていきろく

1  放射線 2012/4/1 5 2017/3/31  紙  放射線科 放射線科医長 廃棄

2012  放射線科  放射線管理

 放射線障害発生のおそれのある場所の測定記録

　ほうしゃせんしょうがいはっせいのおそれのあるばしょのそくていきろく

1  放射線 2013/4/1 5 2018/3/31  紙  放射線科 放射線科医長 廃棄

2013  放射線科  放射線管理

 放射線障害発生のおそれのある場所の測定記録

　ほうしゃせんしょうがいはっせいのおそれのあるばしょのそくていきろく

1  放射線 2014/4/1 5 2019/3/31  紙  放射線科 放射線科医長 廃棄

2012  管理課  服務

 放射線取扱手当整理簿

　ほうしゃせんとりあつかいてあてせいりぼ

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2013  管理課  服務

 放射線取扱手当整理簿

　ほうしゃせんとりあつかいてあてせいりぼ

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2014  管理課  服務

 放射線取扱手当整理簿

　ほうしゃせんとりあつかいてあてせいりぼ

1 管理課 2015/4/1 3 2018/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2015  管理課  服務

 放射線取扱手当整理簿

　ほうしゃせんとりあつかいてあてせいりぼ

1 管理課 2016/4/1 3 2019/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2012 内科栄養管理室 栄養管理

保健所報告

ほけんじょほうこく

1 栄養管理室 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 栄養管理室事務室 内科栄養管理室長 廃棄

2013 内科栄養管理室 栄養管理

保健所報告

ほけんじょほうこく

1 栄養管理室 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 栄養管理室事務室 内科栄養管理室長 廃棄

2014 内科栄養管理室 栄養管理

保健所報告

ほけんじょほうこく

1 栄養管理室 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 栄養管理室事務室 内科栄養管理室長 廃棄

2015 内科栄養管理室 栄養管理

保健所報告

ほけんじょほうこく

1 栄養管理室 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 栄養管理室事務室 内科栄養管理室長 廃棄

2012  栄養管理室  栄養管理

 保健所報告

　ほけんじょほうこく

1  栄養 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  栄養管理室 栄養管理室長 廃棄

2013  栄養管理室  栄養管理

 保健所報告

　ほけんじょほうこく

1  栄養 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  栄養管理室 栄養管理室長 廃棄

2010 事務部管理課 税申告

保険料控除申告書

ほけんりょうこうじょしんこくしょ

1 管理課 2011/4/1 5 2016/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2011 事務部管理課 税申告

保険料控除申告書

ほけんりょうこうじょしんこくしょ

1 管理課 2012/4/1 5 2017/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2012 事務部管理課 税申告

保険料控除申告書

ほけんりょうこうじょしんこくしょ

1 管理課 2013/4/1 5 2018/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2013 事務部管理課 税申告

保険料控除申告書

ほけんりょうこうじょしんこくしょ

1 管理課 2014/4/1 5 2019/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2014 事務部管理課 税申告

保険料控除申告書

ほけんりょうこうじょしんこくしょ

1 管理課 2015/4/1 5 2020/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2015 事務部管理課 税申告

保険料控除申告書

ほけんりょうこうじょしんこくしょ

1 管理課 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2010  管理課  年末調整等

 保険料控除申告書

　ほけんりょうこうじょしんこくしょ

1 管理課 2011/4/1 5 2016/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2011  管理課  年末調整等

 保険料控除申告書

　ほけんりょうこうじょしんこくしょ

1 管理課 2012/4/1 5 2017/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2012  管理課  年末調整等

 保険料控除申告書

　ほけんりょうこうじょしんこくしょ

1 管理課 2013/4/1 5 2018/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2013  管理課  年末調整等

 保険料控除申告書

　ほけんりょうこうじょしんこくしょ

1 管理課 2014/4/1 5 2019/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2008 事務部企画課 役務

保守・賃貸借契約書

ほしゅ・ちんたいしゃくけいやくしょ

1 企画課 2009/4/1 7 2016/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2009 事務部企画課 役務

保守・賃貸借契約書

ほしゅ・ちんたいしゃくけいやくしょ

1 企画課 2010/4/1 7 2017/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2010 事務部企画課 役務

保守・賃貸借契約書

ほしゅ・ちんたいしゃくけいやくしょ

1 企画課 2011/4/1 7 2018/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2011 事務部企画課 役務

保守・賃貸借契約書

ほしゅ・ちんたいしゃくけいやくしょ

1 企画課 2012/4/1 7 2019/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄
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2012 事務部企画課 役務

保守・賃貸借契約書

ほしゅ・ちんたいしゃくけいやくしょ

1 企画課 2013/4/1 7 2020/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2013 事務部企画課 役務

保守・賃貸借契約書

ほしゅ・ちんたいしゃくけいやくしょ

1 企画課 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2014 事務部企画課 役務

保守・賃貸借契約書

ほしゅ・ちんたいしゃくけいやくしょ

1 企画課 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2015 事務部企画課 役務

保守・賃貸借契約書

ほしゅ・ちんたいしゃくけいやくしょ

1 企画課 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2008  企画課  役務

 保守・賃貸借契約書

　ほしゅ・ちんたいしゃくけいやくしょ

1  企画 2009/4/1 7 2016/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2009  企画課  役務

 保守・賃貸借契約書

　ほしゅ・ちんたいしゃくけいやくしょ

1  企画 2010/4/1 7 2017/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2010  企画課  役務

 保守・賃貸借契約書

　ほしゅ・ちんたいしゃくけいやくしょ

1  企画 2011/4/1 7 2018/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2011  企画課  役務

 保守・賃貸借契約書

　ほしゅ・ちんたいしゃくけいやくしょ

1  企画 2012/4/1 7 2019/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2012  企画課  役務

 保守・賃貸借契約書

　ほしゅ・ちんたいしゃくけいやくしょ

1  企画 2013/4/1 7 2020/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2013  企画課  役務

 保守・賃貸借契約書

　ほしゅ・ちんたいしゃくけいやくしょ

1  企画 2014/4/1 7 2021/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2012  管理課  日誌

 保清日誌

ほせいにっし

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2013  管理課  日誌

 保清日誌

ほせいにっし

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2014  管理課  日誌

 保清日誌

ほせいにっし

1 管理課 2015/4/1 3 2018/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2015  管理課  日誌

 保清日誌

ほせいにっし

1 管理課 2016/4/1 3 2019/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2012 薬剤科 薬剤管理

麻薬管理簿

まやくかんりぼ

1 薬剤科 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 薬剤科 薬剤科長 廃棄

2013 薬剤科 薬剤管理

麻薬管理簿

まやくかんりぼ

1 薬剤科 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 薬剤科 薬剤科長 廃棄

2014 薬剤科 薬剤管理

麻薬管理簿

まやくかんりぼ

1 薬剤科 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 薬剤科 薬剤科長 廃棄

2015 薬剤科 薬剤管理

麻薬管理簿

まやくかんりぼ

1 薬剤科 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 薬剤科 薬剤科長 廃棄

2013  薬剤科  薬剤管理

 麻薬管理簿

　まやくかんりぼ

1  薬剤 2014/4/1 2 2016/3/31  紙  薬剤科  薬剤科長 廃棄

2012 薬剤科 薬剤管理

麻薬譲渡証

まやくじょうとしょう

1 薬剤科 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 薬剤科 薬剤科長 廃棄

2013 薬剤科 薬剤管理

麻薬譲渡証

まやくじょうとしょう

1 薬剤科 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 薬剤科 薬剤科長 廃棄

2014 薬剤科 薬剤管理

麻薬譲渡証

まやくじょうとしょう

1 薬剤科 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 薬剤科 薬剤科長 廃棄

2015 薬剤科 薬剤管理

麻薬譲渡証

まやくじょうとしょう

1 薬剤科 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 薬剤科 薬剤科長 廃棄

2012 薬剤科 薬剤管理

麻薬処方せん

まやくしょほうせん

1 薬剤科 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 薬剤科 薬剤科長 廃棄

2013 薬剤科 薬剤管理

麻薬処方せん

まやくしょほうせん

1 薬剤科 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 薬剤科 薬剤科長 廃棄

2014 薬剤科 薬剤管理

麻薬処方せん

まやくしょほうせん

1 薬剤科 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 薬剤科 薬剤科長 廃棄

2015 薬剤科 薬剤管理

麻薬処方せん

まやくしょほうせん

1 薬剤科 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 薬剤科 薬剤科長 廃棄

2004  企画課  債権管理

 未収金管理簿

　みしゅうきんかんりぼ

1  企画 2005/4/1 30 2035/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄
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2005  企画課  債権管理

 未収金管理簿

　みしゅうきんかんりぼ

1  企画 2006/4/1 30 2036/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2006  企画課  債権管理

 未収金管理簿

　みしゅうきんかんりぼ

1  企画 2007/4/1 30 2037/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2007  企画課  債権管理

 未収金管理簿

　みしゅうきんかんりぼ

1  企画 2008/4/1 30 2038/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2008  企画課  債権管理

 未収金管理簿

　みしゅうきんかんりぼ

1  企画 2009/4/1 30 2039/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2009  企画課  債権管理

 未収金管理簿

　みしゅうきんかんりぼ

1  企画 2010/4/1 30 2040/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2010  企画課  債権管理

 未収金管理簿

　みしゅうきんかんりぼ

1  企画 2011/4/1 30 2041/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2011  企画課  債権管理

 未収金管理簿

　みしゅうきんかんりぼ

1  企画 2012/4/1 30 2042/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2012  企画課  債権管理

 未収金管理簿

　みしゅうきんかんりぼ

1  企画 2013/4/1 30 2043/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2013  企画課  債権管理

 未収金管理簿

　みしゅうきんかんりぼ

1  企画 2014/4/1 30 2044/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2014  企画課  債権管理

 未収金管理簿

　みしゅうきんかんりぼ

1  企画 2015/4/1 30 2045/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2015  企画課  債権管理

 未収金管理簿

　みしゅうきんかんりぼ

1  企画 2016/4/1 30 2046/3/31  紙  企画課事務室 企画課長 廃棄

2008 事務部企画課 診療報酬請求

未請求整理簿

みせいきゅうせいりぼ

1 企画課 2009/4/1 7 2016/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2009 事務部企画課 診療報酬請求

未請求整理簿

みせいきゅうせいりぼ

1 企画課 2010/4/1 7 2017/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2010 事務部企画課 診療報酬請求

未請求整理簿

みせいきゅうせいりぼ

1 企画課 2011/4/1 7 2018/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2011 事務部企画課 診療報酬請求

未請求整理簿

みせいきゅうせいりぼ

1 企画課 2012/4/1 7 2019/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2012 事務部企画課 診療報酬請求

未請求整理簿

みせいきゅうせいりぼ

1 企画課 2013/4/1 7 2020/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2013 事務部企画課 診療報酬請求

未請求整理簿

みせいきゅうせいりぼ

1 企画課 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2014 事務部企画課 診療報酬請求

未請求整理簿

みせいきゅうせいりぼ

1 企画課 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2015 事務部企画課 診療報酬請求

未請求整理簿

みせいきゅうせいりぼ

1 企画課 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2010  企画課  診療報酬請求

 未請求整理簿

　みせいきゅうせいりぼ

1  企画 2011/4/1 5 2016/3/31  紙  企画課医事室 経営企画室長 廃棄

2011  企画課  診療報酬請求

 未請求整理簿

　みせいきゅうせいりぼ

1  企画 2012/4/1 5 2017/3/31  紙  企画課医事室 経営企画室長 廃棄

2012  企画課  診療報酬請求

 未請求整理簿

　みせいきゅうせいりぼ

1  企画 2013/4/1 5 2018/3/31  紙  企画課医事室 経営企画室長 廃棄

2013  企画課  診療報酬請求

 未請求整理簿

　みせいきゅうせいりぼ

1  企画 2014/4/1 5 2019/3/31  紙  企画課医事室 経営企画室長 廃棄

2010 事務部企画課 入院手続

身元引受書兼診療費等支払保証書

みもとひきうけしょけんしんりょうひなどしはらいほしょうしょ

1 企画課 2011/4/1 5 2016/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2011 事務部企画課 入院手続

身元引受書兼診療費等支払保証書

みもとひきうけしょけんしんりょうひなどしはらいほしょうしょ

1 企画課 2012/4/1 5 2017/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2012 事務部企画課 入院手続

身元引受書兼診療費等支払保証書

みもとひきうけしょけんしんりょうひなどしはらいほしょうしょ

1 企画課 2013/4/1 5 2018/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2013 事務部企画課 入院手続

身元引受書兼診療費等支払保証書

みもとひきうけしょけんしんりょうひなどしはらいほしょうしょ

1 企画課 2014/4/1 5 2019/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2014 事務部企画課 入院手続

身元引受書兼診療費等支払保証書

みもとひきうけしょけんしんりょうひなどしはらいほしょうしょ

1 企画課 2015/4/1 5 2020/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄
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2015 事務部企画課 入院手続

身元引受書兼診療費等支払保証書

みもとひきうけしょけんしんりょうひなどしはらいほしょうしょ

1 企画課 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2012  管理課  服務

 夜間看護等手当勤務実績簿

　やかんかんごなどてあてきんむじっせきぼ

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2012  管理課  服務

 夜間看護等手当整理簿

　やかんかんごなどてあてせいりぼ

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2013  管理課  服務

 夜間看護等手当整理簿

　やかんかんごなどてあてせいりぼ

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2014  管理課  服務

 夜間看護等手当整理簿

　やかんかんごなどてあてせいりぼ

1 管理課 2015/4/1 3 2018/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2015  管理課  服務

 夜間看護等手当整理簿

　やかんかんごなどてあてせいりぼ

1 管理課 2016/4/1 3 2019/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2012  薬剤科  会議等

 薬剤委員会

　やくざいいいんかい

1  薬剤 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  薬剤科  薬剤科長 廃棄

2013  薬剤科  会議等

 薬剤委員会

　やくざいいいんかい

1  薬剤 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  薬剤科  薬剤科長 廃棄

2012 薬剤科 会議

薬事委員会議事録

やくじいいんかいぎじろく

1 薬剤科 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 薬剤科 薬剤科長 廃棄

2013 薬剤科 会議

薬事委員会議事録

やくじいいんかいぎじろく

1 薬剤科 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 薬剤科 薬剤科長 廃棄

2014 薬剤部 会議

薬事委員会議事録

やくじいいんかいぎじろく

1 薬剤科 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 薬部科 薬剤部長 廃棄

2015 薬剤部 会議

薬事委員会議事録

やくじいいんかいぎじろく

1 薬剤科 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 薬部科 薬剤部長 廃棄

2012  臨床検査科  検査

 輸血療法委員会議事録

　ゆけつりょうほういいんかいぎじろく

1 臨床検査 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  検査 臨床検査科長 廃棄

2013  臨床検査科  検査

 輸血療法委員会議事録

　ゆけつりょうほういいんかいぎじろく

1 臨床検査 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  検査 臨床検査科長 廃棄

2014  臨床検査科  検査

 輸血療法委員会議事録

　ゆけつりょうほういいんかいぎじろく

1 臨床検査 2015/4/1 3 2018/3/31  紙  検査 臨床検査科長 廃棄

2015  臨床検査科  検査

 輸血療法委員会議事録

　ゆけつりょうほういいんかいぎじろく

1 臨床検査 2016/4/1 3 2019/3/31  紙  検査 臨床検査科長 廃棄

2008 事務部企画課 支出

預金

よきん

出納簿

すいとうぼ

1 企画課 2009/4/1 7 2016/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2009 事務部企画課 支出

預金

よきん

出納簿

すいとうぼ

1 企画課 2010/4/1 7 2017/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2010 事務部企画課 支出

預金

よきん

出納簿

すいとうぼ

1 企画課 2011/4/1 7 2018/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2011 事務部企画課 支出

預金

よきん

出納簿

すいとうぼ

1 企画課 2012/4/1 7 2019/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2012 事務部企画課 支出

預金

よきん

出納簿

すいとうぼ

1 企画課 2013/4/1 7 2020/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2013 事務部企画課 支出

預金

よきん

出納簿

すいとうぼ

1 企画課 2014/4/1 7 2021/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2014 事務部企画課 支出

預金

よきん

出納簿

すいとうぼ

1 企画課 2015/4/1 7 2022/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2015 事務部企画課 支出

預金

よきん

出納簿

すいとうぼ

1 企画課 2016/4/1 7 2023/3/31 紙 企画課事務室 事務部企画課長 廃棄

2010 事務部企画課 会議

リスクマネジメント部会議事録

りすくまねじめんとぶかいぎじろく

1 企画課 2011/4/1 5 2016/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2011 事務部企画課 会議

リスクマネジメント部会議事録

りすくまねじめんとぶかいぎじろく

1 企画課 2012/4/1 5 2017/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2012 事務部企画課 会議

リスクマネジメント部会議事録

りすくまねじめんとぶかいぎじろく

1 企画課 2013/4/1 5 2018/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2013 事務部企画課 会議

リスクマネジメント部会議事録

りすくまねじめんとぶかいぎじろく

1 企画課 2014/4/1 5 2019/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄
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2014 事務部企画課 会議

リスクマネジメント部会議事録

りすくまねじめんとぶかいぎじろく

1 企画課 2015/4/1 5 2020/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2015 事務部企画課 会議

リスクマネジメント部会議事録

りすくまねじめんとぶかいぎじろく

1 企画課 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 企画課事務室（医事） 事務部企画課長 廃棄

2010 医療安全管理室 会議

リスクマネジャー会議事録

りすくまねじゃーかいぎじろく

1 医療安全管理室2011/4/1 5 2016/3/31 紙 医療安全管理室 医療安全管理室長 廃棄

2011 医療安全管理室 会議

リスクマネジャー会議事録

りすくまねじゃーかいぎじろく

1 医療安全管理室2012/4/1 5 2017/3/31 紙 医療安全管理室 医療安全管理室長 廃棄

2012 医療安全管理室 会議

リスクマネジャー会議事録

りすくまねじゃーかいぎじろく

1 医療安全管理室2013/4/1 5 2018/3/31 紙 医療安全管理室 医療安全管理室長 廃棄

2013 医療安全管理室 会議

リスクマネジャー会議事録

りすくまねじゃーかいぎじろく

1 医療安全管理室2014/4/1 5 2019/3/31 紙 医療安全管理室 医療安全管理室長 廃棄

2014 医療安全管理室 会議

リスクマネジャー会議事録

りすくまねじゃーかいぎじろく

1 医療安全管理室2015/4/1 5 2020/3/31 紙 医療安全管理室 医療安全管理室長 廃棄

2015 医療安全管理室 会議

リスクマネジャー会議事録

りすくまねじゃーかいぎじろく

1 医療安全管理室2016/4/1 5 2021/3/31 紙 医療安全管理室 医療安全管理室長 廃棄

2010 リハビリテーション科リハビリテーション

リハビリテーション実施計画書

りはびりてーしょんじっしけいかくしょ

1 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 2011/4/1 5 2016/3/31 紙 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 リハビリテーション科長廃棄

2011 リハビリテーション科リハビリテーション

リハビリテーション実施計画書

りはびりてーしょんじっしけいかくしょ

1 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 2012/4/1 5 2017/3/31 紙 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 リハビリテーション科長廃棄

2012 リハビリテーション科リハビリテーション

リハビリテーション実施計画書

りはびりてーしょんじっしけいかくしょ

1 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 2013/4/1 5 2018/3/31 紙 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 リハビリテーション科長廃棄

2013 リハビリテーション科リハビリテーション

リハビリテーション実施計画書

りはびりてーしょんじっしけいかくしょ

1 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 2014/4/1 5 2019/3/31 紙 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 リハビリテーション科長廃棄

2010 リハビリテーション科リハビリテーション

リハビリテーション評価報告書

りはびりてーしょんひょうかほうこくしょ

1 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 2011/4/1 5 2016/3/31 紙 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 リハビリテーション科長廃棄

2011 リハビリテーション科リハビリテーション

リハビリテーション評価報告書

りはびりてーしょんひょうかほうこくしょ

1 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 2012/4/1 5 2017/3/31 紙 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 リハビリテーション科長廃棄

2012 リハビリテーション科リハビリテーション

リハビリテーション評価報告書

りはびりてーしょんひょうかほうこくしょ

1 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 2013/4/1 5 2018/3/31 紙 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 リハビリテーション科長廃棄

2013 リハビリテーション科リハビリテーション

リハビリテーション評価報告書

りはびりてーしょんひょうかほうこくしょ

1 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 2014/4/1 5 2019/3/31 紙 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 リハビリテーション科長廃棄

2014 リハビリテーション科リハビリテーション

リハビリテーション評価報告書

りはびりてーしょんひょうかほうこくしょ

1 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 2015/4/1 5 2020/3/31 紙 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 リハビリテーション科長廃棄

2015 リハビリテーション科リハビリテーション

リハビリテーション評価報告書

りはびりてーしょんひょうかほうこくしょ

1 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 リハビリテーション科長廃棄

2012  看護学校  日誌

 寮日誌

　りょうにっし

1 看護学校 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2013  看護学校  日誌

 寮日誌

　りょうにっし

1 看護学校 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2014  看護学校  日誌

 寮日誌

　りょうにっし

1 看護学校 2015/4/1 3 2018/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2015  看護学校  日誌

 寮日誌

　りょうにっし

1 看護学校 2016/4/1 3 2019/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2012 事務部管理課 服務

旅行命令簿

りょこうめいれいぼ

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2013 事務部管理課 服務

旅行命令簿

りょこうめいれいぼ

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2014 事務部管理課 服務

旅行命令簿

りょこうめいれいぼ

1 管理課 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2015 事務部管理課 服務

旅行命令簿

りょこうめいれいぼ

1 管理課 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2012  管理課  服務

 旅行命令簿

　りょこうめいれいぼ

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2013  管理課  服務

 旅行命令簿

　りょこうめいれいぼ

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄
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2012  管理課  人事異動

 臨時的任用関係書類

　りんじてきにんようかんけいしょるい

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2013  管理課  人事異動

 臨時的任用関係書類

　りんじてきにんようかんけいしょるい

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2012 事務部管理課 人事異動

臨時的任用内申書

りんじてきにんようないしんしょ

1 管理課 2013/4/1 3 2016/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2013 事務部管理課 人事異動

臨時的任用内申書

りんじてきにんようないしんしょ

1 管理課 2014/4/1 3 2017/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2014 事務部管理課 人事異動

臨時的任用内申書

りんじてきにんようないしんしょ

1 管理課 2015/4/1 3 2018/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2015 事務部管理課 人事異動

臨時的任用内申書

りんじてきにんようないしんしょ

1 管理課 2016/4/1 3 2019/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2012  臨床検査科  会議等

 臨床検査科適正管理運営委員会議事録

　りんしょうけんさかてきせいかんりうんえいいいんかいぎじろく

1 臨床検査 2013/4/1 3 2016/3/31  紙  検査 臨床検査科長 廃棄

2010  看護学校  教育

 臨床実習計画

　りんしょうじっしゅうけいかく

1 看護学校 2011/4/1 5 2016/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2011  看護学校  教育

 臨床実習計画

　りんしょうじっしゅうけいかく

1 看護学校 2012/4/1 5 2017/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2012  看護学校  教育

 臨床実習計画

　りんしょうじっしゅうけいかく

1 看護学校 2013/4/1 5 2018/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2013  看護学校  教育

 臨床実習計画

　りんしょうじっしゅうけいかく

1 看護学校 2014/4/1 5 2019/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2014  看護学校  教育

 臨床実習計画

　りんしょうじっしゅうけいかく

1 看護学校 2015/4/1 5 2020/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

2015  看護学校  教育

 臨床実習計画

　りんしょうじっしゅうけいかく

1 看護学校 2016/4/1 5 2021/3/31  紙  看護学校 看護学校長 廃棄

1991 事務部管理課 例規

例規

れいき

1 管理課 1992/4/1 30 2022/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

1992 事務部管理課 例規

例規

れいき

1 管理課 1993/4/1 30 2023/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

1993 事務部管理課 例規

例規

れいき

1 管理課 1994/4/1 30 2024/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

1994 事務部管理課 例規

例規

れいき

1 管理課 1995/4/1 30 2025/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

1995 事務部管理課 例規

例規

れいき

1 管理課 1996/4/1 30 2026/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

1996 事務部管理課 例規

例規

れいき

1 管理課 1997/4/1 30 2027/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

1997 事務部管理課 例規

例規

れいき

1 管理課 1998/4/1 30 2028/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

1998 事務部管理課 例規

例規

れいき

1 管理課 1999/4/1 30 2029/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

1999 事務部管理課 例規

例規

れいき

1 管理課 2000/4/1 30 2030/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2000 事務部管理課 例規

例規

れいき

1 管理課 2001/4/1 30 2031/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2001 事務部管理課 例規

例規

れいき

1 管理課 2002/4/1 30 2032/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2002 事務部管理課 例規

例規

れいき

1 管理課 2003/4/1 30 2033/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2003 事務部管理課 例規

例規

れいき

1 管理課 2004/4/1 30 2034/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2004 事務部管理課 例規

例規

れいき

1 管理課 2005/4/1 30 2035/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2005 事務部管理課 例規

例規

れいき

1 管理課 2006/4/1 30 2036/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄
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2006 事務部管理課 例規

例規

れいき

1 管理課 2007/4/1 30 2037/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2007 事務部管理課 例規

例規

れいき

1 管理課 2008/4/1 30 2038/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2008 事務部管理課 例規

例規

れいき

1 管理課 2009/4/1 30 2039/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2009 事務部管理課 例規

例規

れいき

1 管理課 2010/4/1 30 2040/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2010 事務部管理課 例規

例規

れいき

1 管理課 2011/4/1 30 2041/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2011 事務部管理課 例規

例規

れいき

1 管理課 2012/4/1 30 2042/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2012 事務部管理課 例規

例規

れいき

1 管理課 2013/4/1 30 2043/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2013 事務部管理課 例規

例規

れいき

1 管理課 2014/4/1 30 2044/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2014 事務部管理課 例規

例規

れいき

1 管理課 2015/4/1 30 2045/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2015 事務部管理課 例規

例規

れいき

1 管理課 2016/4/1 30 2046/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2000  管理課  例規等

 例規等綴り

　れいきなどつづり

1 厚生労働省 2001/4/1 30 2031/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2001  管理課  例規等

 例規等綴り

　れいきなどつづり

1 厚生労働省 2002/4/1 30 2032/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2002  管理課  例規等

 例規等綴り

　れいきなどつづり

1 厚生労働省 2003/4/1 30 2033/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2003  管理課  例規等

 例規等綴り

　れいきなどつづり

1 厚生労働省 2004/4/1 30 2034/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2004  管理課  例規等

 例規等綴り

　れいきなどつづり

1 管理課 2005/4/1 30 2035/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2005  管理課  例規等

 例規等綴り

　れいきなどつづり

1 管理課 2006/4/1 30 2036/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2006  管理課  例規等

 例規等綴り

　れいきなどつづり

1 管理課 2007/4/1 30 2037/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2007  管理課  例規等

 例規等綴り

　れいきなどつづり

1 管理課 2008/4/1 30 2038/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2008  管理課  例規等

 例規等綴り

　れいきなどつづり

1 管理課 2009/4/1 30 2039/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2009  管理課  例規等

 例規等綴り

　れいきなどつづり

1 管理課 2010/4/1 30 2040/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2010  管理課  例規等

 例規等綴り

　れいきなどつづり

1 管理課 2011/4/1 30 2041/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2011  管理課  例規等

 例規等綴り

　れいきなどつづり

1 管理課 2012/4/1 30 2042/3/31  紙  管理課事務室 管理課長 廃棄

2010 放射線科 放射線管理

漏洩線量測定記録簿

ろうえいせんりょうそくていきろくぼ

1 放射線科 2011/4/1 5 2016/3/31 紙 放射線科 放射線科長 廃棄

2011 放射線科 放射線管理

漏洩線量測定記録簿

ろうえいせんりょうそくていきろくぼ

1 放射線科 2012/4/1 5 2017/3/31 紙 放射線科 放射線科長 廃棄

2012 放射線科 放射線管理

漏洩線量測定記録簿

ろうえいせんりょうそくていきろくぼ

1 放射線科 2013/4/1 5 2018/3/31 紙 放射線科 放射線科長 廃棄

2013 放射線科 放射線管理

漏洩線量測定記録簿

ろうえいせんりょうそくていきろくぼ

1 放射線科 2014/4/1 5 2019/3/31 紙 放射線科 放射線科長 廃棄

2014 放射線科 放射線管理

漏洩線量測定記録簿

ろうえいせんりょうそくていきろくぼ

1 放射線科 2015/4/1 5 2020/3/31 紙 放射線科 放射線科長 廃棄

2015 放射線科 放射線管理

漏洩線量測定記録簿

ろうえいせんりょうそくていきろくぼ

1 放射線科 2016/4/1 5 2021/3/31 紙 放射線科 放射線科長 廃棄
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2003 事務部管理課 国有財産管理 国有財産増減整理簿 1 企画課 2004/4/1 30 2034/3/31 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2013 事務部管理課 庁舎管理 登記済証 1 管理課 2014/4/1 常用 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄

2013 事務部管理課 文書管理 法人文書ファイル管理簿 1 管理課 2014/4/1 常用 紙 管理課事務室 事務部管理課長 廃棄
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