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作成・取得
年度等
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保存期間満了

時の措置
備考

2018年度 総務 服務 委員等委嘱決裁（2018年度） 総務部総務課長 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 課室 総務部総務課長 廃棄

2019年度 総務 服務 委員等委嘱決裁（2019年度） 総務部総務課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 課室 総務部総務課長 廃棄

2020年度 総務 服務 委員等委嘱決裁（2020年度） 総務部総務課長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 課室 総務部総務課長 廃棄

2020年度 総務 調査報告 各種調査の回答（2020年度） 総務部総務課長 2021年4月1日 1年 2022年3月31日 紙 課室 総務部総務課長 廃棄

2018年度 総務 報告 核燃料物質管理報告書（2018年度） 総務部総務課長 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2019年度 総務 報告 核燃料物質管理報告書（2019年度） 総務部総務課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 第３倉庫 総務部総務課長 廃棄

2020年度 総務 報告 核燃料物質管理報告書（2020年度） 総務部総務課長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 第３倉庫 総務部総務課長 廃棄

2005年度 総務 文書 規程等整理簿（2005年度） 総務部庶務課長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2006年度 総務 文書 規程等整理簿（2006年度） 総務部庶務課長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2007年度 総務 文書 規程等整理簿（2007年度） 総務部庶務課長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2008年度 総務 文書 規程等整理簿（2008年度） 総務部庶務課長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2009年度 総務 文書 規程等整理簿（2009年度） 総務部庶務課長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2010年度 総務 文書 規程等整理簿（2010年度） 総務部総務課長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2011年度 総務 文書 規程等整理簿（2011年度） 総務部総務課長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2012年度 総務 文書 規程等整理簿（2012年度） 総務部総務課長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2013年度 総務 文書 規程等整理簿（2013年度） 総務部総務課長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2014年度 総務 文書 規程等整理簿（2014年度） 総務部総務課長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2015年度 総務 文書 規程等整理簿（2015年度） 総務部総務課長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2016年度 総務 文書 規程等整理簿（2016年度） 総務部総務課長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2017年度 総務 文書 規程等整理簿（2017年度） 総務部総務課長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄
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2018年度 総務 文書 規程等整理簿（2018年度） 総務部総務課長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2019年度 総務 文書 規程等整理簿（2019年度） 総務部総務課長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2020年度 総務 文書 規程等整理簿（2020年度） 総務部総務課長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2005年度 総務 規程 規程等制定改廃決裁（2005年度） 総務部庶務課長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2006年度 総務 規程 規程等制定改廃決裁（2006年度） 総務部庶務課長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2007年度 総務 規程 規程等制定改廃決裁（2007年度） 総務部庶務課長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2008年度 総務 規程 規程等制定改廃決裁（2008年度） 総務部庶務課長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2009年度 総務 規程 規程等制定改廃決裁（2009年度） 総務部庶務課長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2010年度 総務 規程 規程等制定改廃決裁（2010年度） 総務部総務課長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2011年度 総務 規程 規程等制定改廃決裁（2011年度） 総務部総務課長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2012年度 総務 規程 規程等制定改廃決裁（2012年度） 総務部総務課長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2013年度 総務 規程 規程等制定改廃決裁（2013年度） 総務部総務課長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2014年度 総務 規程 規程等制定改廃決裁（2014年度） 総務部総務課長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2015年度 総務 規程 規程等制定改廃決裁（2015年度） 総務部総務課長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2016年度 総務 規程 規程等制定改廃決裁（2016年度） 総務部総務課長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2017年度 総務 規程 規程等制定改廃決裁（2017年度） 総務部総務課長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2018年度 総務 規程 規程等制定改廃決裁（2018年度） 総務部総務課長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2019年度 総務 規程 規程等制定改廃決裁（2019年度） 総務部総務課長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 第３倉庫 総務部総務課長 廃棄

2016年度 総務 任免 客員研究員受入決裁（2016年度） 総務部総務課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2017年度 総務 任免 客員研究員受入決裁（2017年度） 総務部総務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄
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2018年度 総務 任免 客員研究員受入決裁（2018年度） 総務部総務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2019年度 総務 任免 客員研究員受入決裁（2019年度） 総務部総務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 第2倉庫 総務部総務課長 廃棄

2020年度 総務 任免 客員研究員受入決裁（2020年度） 総務部総務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2018年度 総務 給与 休暇簿（2018年度） 総務部総務課長 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2019年度 総務 給与 休暇簿（2019年度） 総務部総務課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 第３倉庫 総務部総務課長 廃棄

2020年度 総務 給与 休暇簿（2020年度） 総務部総務課長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 第３倉庫 総務部総務課長 廃棄

2005年度 総務 規程 給与規程等制定改廃決裁（2005年度） 総務部庶務課長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 課室 総務部総務課長 廃棄

2006年度 総務 規程 給与規程等制定改廃決裁（2006年度） 総務部庶務課長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 課室 総務部総務課長 廃棄

2007年度 総務 規程 給与規程等制定改廃決裁（2007年度） 総務部庶務課長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 課室 総務部総務課長 廃棄

2008年度 総務 規程 給与規程等制定改廃決裁（2008年度） 総務部庶務課長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 課室 総務部総務課長 廃棄

2009年度 総務 規程 給与規程等制定改廃決裁（2009年度） 総務部庶務課長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 課室 総務部総務課長 廃棄

2010年度 総務 規程 給与規程等制定改廃決裁（2010年度） 総務部総務課長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 課室 総務部総務課長 廃棄

2011年度 総務 規程 給与規程等制定改廃決裁（2011年度） 総務部総務課長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 課室 総務部総務課長 廃棄

2012年度 総務 規程 給与規程等制定改廃決裁（2012年度） 総務部総務課長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 課室 総務部総務課長 廃棄

2013年度 総務 規程 給与規程等制定改廃決裁（2013年度） 総務部総務課長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 課室 総務部総務課長 廃棄

2014年度 総務 規程 給与規程等制定改廃決裁（2014年度） 総務部総務課長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 課室 総務部総務課長 廃棄

2015年度 総務 規程 給与規程等制定改廃決裁（2015年度） 総務部総務課長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 課室 総務部総務課長 廃棄

2016年度 総務 規程 給与規程等制定改廃決裁（2016年度） 総務部総務課長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 課室 総務部総務課長 廃棄

2017年度 総務 規程 給与規程等制定改廃決裁（2017年度） 総務部総務課長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 課室 総務部総務課長 廃棄

2018年度 総務 規程 給与規程等制定改廃決裁（2018年度） 総務部総務課長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 課室 総務部総務課長 廃棄
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2019年度 総務 規程 給与規程等制定改廃決裁（2019年度） 総務部総務課長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 課室 総務部総務課長 廃棄

2020年度 総務 規程 給与規程等制定改廃決裁（2020年度） 総務部総務課長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 課室 総務部総務課長 廃棄

2016年度 総務 任免 協力研究員受入決裁（2016年度） 総務部総務課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2017年度 総務 任免 協力研究員受入決裁（2017年度） 総務部総務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2018年度 総務 任免 協力研究員受入決裁（2018年度） 総務部総務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2019年度 総務 任免 協力研究員受入決裁（2019年度） 総務部総務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2020年度 総務 任免 協力研究員受入決裁（2020年度） 総務部総務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2016年度 総務 申請 組換えDNA実験承認書（2016年度） 総務部総務課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2017年度 総務 申請 組換えDNA実験承認書（2017年度） 総務部総務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2018年度 総務 申請 組換えDNA実験承認書（2018年度） 総務部総務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2019年度 総務 申請 組換えDNA実験承認書（2019年度） 総務部総務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 第３倉庫 総務部総務課長 廃棄

2020年度 総務 申請 組換えDNA実験承認書（2020年度） 総務部総務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 第３倉庫 総務部総務課長 廃棄

2016年度 総務 共済 継続長期組合員資格取得届出書（2016年度） 総務部総務課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2017年度 総務 共済 継続長期組合員資格取得届出書（2017年度） 総務部総務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2018年度 総務 共済 継続長期組合員資格取得届出書（2018年度） 総務部総務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2019年度 総務 共済 継続長期組合員資格取得届出書（2019年度） 総務部総務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 第３倉庫 総務部総務課長 廃棄

2020年度 総務 共済 継続長期組合員資格取得届出書（2020年度） 総務部総務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 第３倉庫 総務部総務課長 廃棄

2016年度 総務 保険 健康保険被扶養者届（2016年度） 総務部総務課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2017年度 総務 保険 健康保険被扶養者届（2017年度） 総務部総務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2018年度 総務 保険 健康保険被扶養者届（2018年度） 総務部総務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄
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2019年度 総務 保険 健康保険被扶養者届（2019年度） 総務部総務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 第３倉庫 総務部総務課長 廃棄

2020年度 総務 保険 健康保険被扶養者届（2020年度） 総務部総務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 第３倉庫 総務部総務課長 廃棄

2016年度 総務 保険
健康保険被保険者資格喪失確認通知書（2016
年度）

総務部総務課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2017年度 総務 保険
健康保険被保険者資格喪失確認通知書（2017
年度）

総務部総務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2018年度 総務 保険
健康保険被保険者資格喪失確認通知書（2018
年度）

総務部総務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2019年度 総務 保険
健康保険被保険者資格喪失確認通知書（2019
年度）

総務部総務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 第３倉庫 総務部総務課長 廃棄

2020年度 総務 保険
健康保険被保険者資格喪失確認通知書（2020
年度）

総務部総務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 第３倉庫 総務部総務課長 廃棄

2016年度 総務 保険
健康保険被保険者標準賞与額決定通知書
（2016年度）

総務部総務課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2017年度 総務 保険
健康保険被保険者標準賞与額決定通知書
（2017年度）

総務部総務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2018年度 総務 保険
健康保険被保険者標準賞与額決定通知書
（2018年度）

総務部総務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2019年度 総務 保険
健康保険被保険者標準賞与額決定通知書
（2019年度）

総務部総務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 第３倉庫 総務部総務課長 廃棄

2020年度 総務 保険
健康保険被保険者標準賞与額決定通知書
（2020年度）

総務部総務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 第３倉庫 総務部総務課長 廃棄

2016年度 総務 保険
健康保険被保険者標準報酬決定通知書（2016
年度）

総務部総務課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2017年度 総務 保険
健康保険被保険者標準報酬決定通知書（2017
年度）

総務部総務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2018年度 総務 保険
健康保険被保険者標準報酬決定通知書（2018
年度）

総務部総務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2019年度 総務 保険
健康保険被保険者標準報酬決定通知書（2019
年度）

総務部総務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 第３倉庫 総務部総務課長 廃棄

2020年度 総務 保険
健康保険被保険者標準報酬決定通知書（2020
年度）

総務部総務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 第３倉庫 総務部総務課長 廃棄

2016年度 総務 任免 研修生受入決裁（2016年度） 総務部総務課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2017年度 総務 任免 研修生受入決裁（2017年度） 総務部総務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2018年度 総務 任免 研修生受入決裁（2018年度） 総務部総務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄
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2019年度 総務 任免 研修生受入決裁（2019年度） 総務部総務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2020年度 総務 任免 研修生受入決裁（2020年度） 総務部総務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2005年度 総務 文書 公印台帳 総務部庶務課長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2010年度 総務 文書 公印台帳 総務部総務課長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2018年度 総務 講演 後援名義決裁（2018年度） 総務部総務課長 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2019年度 総務 講演 後援名義決裁（2019年度） 総務部総務課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2020年度 総務 講演 後援名義決裁（2020年度） 総務部総務課長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2018年度 総務 申請 講習会受講証明書（2018年度） 総務部総務課長 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2019年度 総務 申請 講習会受講証明書（2019年度） 総務部総務課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2020年度 総務 申請 講習会受講証明書（2020年度） 総務部総務課長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2016年度 総務 保険
厚生年金保険被保険者標準賞与額決定通知書
（2016年度）

総務部総務課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2017年度 総務 保険
厚生年金保険被保険者標準賞与額決定通知書
（2017年度）

総務部総務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2018年度 総務 保険
厚生年金保険被保険者標準賞与額決定通知書
（2018年度）

総務部総務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2019年度 総務 保険
厚生年金保険被保険者標準賞与額決定通知書
（2019年度）

総務部総務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2020年度 総務 保険
厚生年金保険被保険者標準賞与額決定通知書
（2020年度）

総務部総務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2016年度 総務 保険
厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
（2016年度）

総務部総務課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2017年度 総務 保険
厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
（2017年度）

総務部総務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2018年度 総務 保険
厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
（2018年度）

総務部総務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2019年度 総務 保険
厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
（2019年度）

総務部総務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2020年度 総務 保険
厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
（2020年度）

総務部総務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄
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2016年度 総務 保険
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書（2016
年度）

総務部総務課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2017年度 総務 保険
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書（2017
年度）

総務部総務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2018年度 総務 保険
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書（2018
年度）

総務部総務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2019年度 総務 保険
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書（2019
年度）

総務部総務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 第３倉庫 総務部総務課長 廃棄

2020年度 総務 保険
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書（2020
年度）

総務部総務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 第３倉庫 総務部総務課長 廃棄

2016年度 総務 報告 実験計画報告書（2016年度） 総務部総務課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2017年度 総務 報告 実験計画報告書（2017年度） 総務部総務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2018年度 総務 報告 実験計画報告書（2018年度） 総務部総務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2019年度 総務 報告 実験計画報告書（2019年度） 総務部総務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 第３倉庫 総務部総務課長 廃棄

2020年度 総務 報告 実験計画報告書（2020年度） 総務部総務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 第３倉庫 総務部総務課長 廃棄

2018年度 総務 申請 実験動物搬出許可書（2018年度） 総務部総務課長 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2019年度 総務 申請 実験動物搬出許可書（2019年度） 総務部総務課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 第３倉庫 総務部総務課長 廃棄

2020年度 総務 申請 実験動物搬出許可書（2020年度） 総務部総務課長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 第３倉庫 総務部総務課長 廃棄

2016年度 総務 報告 実施状況報告書（2016年度） 総務部総務課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2017年度 総務 報告 実施状況報告書（2017年度） 総務部総務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2018年度 総務 報告 実施状況報告書（2018年度） 総務部総務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2019年度 総務 報告 実施状況報告書（2019年度） 総務部総務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 第３倉庫 総務部総務課長 廃棄

2018年度 総務 報告 実施状況報告書（2020年度） 総務部総務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 第３倉庫 総務部総務課長 廃棄

2016年度 総務 保険 社会保険料還付通知書（2016年度） 総務部総務課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2017年度 総務 保険 社会保険料還付通知書（2017年度） 総務部総務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄
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2018年度 総務 保険 社会保険料還付通知書（2018年度） 総務部総務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2019年度 総務 保険 社会保険料還付通知書（2019年度） 総務部総務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 第３倉庫 総務部総務課長 廃棄

2020年度 総務 保険 社会保険料還付通知書（2020年度） 総務部総務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 第３倉庫 総務部総務課長 廃棄

2004年度 総務 防災 消防計画届出決裁（2004年度） 総務部庶務課長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2005年度 総務 防災 消防計画届出決裁（2005年度） 総務部庶務課長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2006年度 総務 防災 消防計画届出決裁（2006年度） 総務部庶務課長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2007年度 総務 防災 消防計画届出決裁（2007年度） 総務部庶務課長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2008年度 総務 防災 消防計画届出決裁（2008年度） 総務部庶務課長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2009年度 総務 防災 消防計画届出決裁（2009年度） 総務部庶務課長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2010年度 総務 防災 消防計画届出決裁（2010年度） 総務部総務課長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2011年度 総務 防災 消防計画届出決裁（2011年度） 総務部総務課長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2012年度 総務 防災 消防計画届出決裁（2012年度） 総務部総務課長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2013年度 総務 防災 消防計画届出決裁（2013年度） 総務部総務課長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2014年度 総務 防災 消防計画届出決裁（2014年度） 総務部総務課長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2015年度 総務 防災 消防計画届出決裁（2015年度） 総務部総務課長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2016年度 総務 防災 消防計画届出決裁（2016年度） 総務部総務課長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2017年度 総務 防災 消防計画届出決裁（2017年度） 総務部総務課長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2018年度 総務 防災 消防計画届出決裁（2018年度） 総務部総務課長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2019年度 総務 防災 消防計画届出決裁（2019年度） 総務部総務課長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 第３倉庫 総務部総務課長 廃棄

2020年度 総務 防災 消防計画届出決裁（2020年度） 総務部総務課長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 第３倉庫 総務部総務課長 廃棄
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2018年度 総務 任免 職員採用（受入）等決裁(2018年度） 総務部総務課長 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2019年度 総務 任免 職員採用（受入）等決裁(2019年度） 総務部総務課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 第３倉庫 総務部総務課長 廃棄

2020年度 総務 任免 職員採用（受入）等決裁(2020年度） 総務部総務課長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 第３倉庫 総務部総務課長 廃棄

2018年度 総務 服務 職員派遣依頼決裁（2018年度） 総務部総務課長 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2019年度 総務 服務 職員派遣依頼決裁（2019年度） 総務部総務課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 第３倉庫 総務部総務課長 廃棄

2020年度 総務 服務 職員派遣依頼決裁（2020年度） 総務部総務課長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 第３倉庫 総務部総務課長 廃棄

2018年度 総務 委員会 人事委員会（2018年度） 総務部総務課長 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 課室 総務部総務課長 廃棄

2019年度 総務 委員会 人事委員会（2019年度） 総務部総務課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 課室 総務部総務課長 廃棄

2020年度 総務 委員会 人事委員会（2020年度） 総務部総務課長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 課室 総務部総務課長 廃棄

2018年度 総務 任免 人事異動決裁(2018年度） 総務部総務課長 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 課室 総務部総務課長 廃棄

2019年度 総務 任免 人事異動決裁(2019年度） 総務部総務課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 課室 総務部総務課長 廃棄

2020年度 総務 任免 人事異動決裁(2020年度） 総務部総務課長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 課室 総務部総務課長 廃棄

2005年度 総務 任免 人事記録写 総務部庶務課長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 課室 総務部総務課長 廃棄

2005年度 総務 設立 設立に関する資料 総務部庶務課長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2006年度 総務 設立 設立に関する資料 総務部庶務課長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2005年度 総務 登記 登記申請決裁（2005年度） 総務部庶務課長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2006年度 総務 登記 登記申請決裁（2006年度） 総務部庶務課長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2009年度 総務 登記 登記申請決裁（2009年度） 総務部庶務課長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2010年度 総務 登記 登記申請決裁（2010年度） 総務部総務課長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2011年度 総務 登記 登記申請決裁（2011年度） 総務部総務課長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄
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2012年度 総務 登記 登記申請決裁（2012年度） 総務部総務課長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2013年度 総務 登記 登記申請決裁（2013年度） 総務部総務課長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2014年度 総務 登記 登記申請決裁（2014年度） 総務部総務課長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2015年度 総務 登記 登記申請決裁（2015年度） 総務部総務課長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2016年度 総務 登記 登記申請決裁（2016年度） 総務部総務課長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2017年度 総務 登記 登記申請決裁（2017年度） 総務部総務課長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2018年度 総務 登記 登記申請決裁（2018年度） 総務部総務課長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2019年度 総務 登記 登記申請決裁（2019年度） 総務部総務課長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2020年度 総務 登記 登記申請決裁（2020年度） 総務部総務課長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2018年度 総務 申請 動物実験計画承認書（2018年度） 総務部総務課長 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2019年度 総務 申請 動物実験計画承認書（2019年度） 総務部総務課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 第３倉庫 総務部総務課長 廃棄

2018年度 総務 申請 動物実験計画承認書（2020年度） 総務部総務課長 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 第３倉庫 総務部総務課長 廃棄

2016年度 総務 申請 病原体等受入・分与申請書（2016年度） 総務部総務課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2017年度 総務 申請 病原体等受入・分与申請書（2017年度） 総務部総務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2018年度 総務 申請 病原体等受入・分与申請書（2018年度） 総務部総務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2019年度 総務 申請 病原体等受入・分与申請書（2019年度） 総務部総務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 第３倉庫 総務部総務課長 廃棄

2020年度 総務 申請 病原体等受入・分与申請書（2020年度） 総務部総務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 第３倉庫 総務部総務課長 廃棄

2016年度 総務 申請 病原体等取扱使用承認書（2016年度） 総務部総務課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2017年度 総務 申請 病原体等取扱使用承認書（2017年度） 総務部総務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2018年度 総務 申請 病原体等取扱使用承認書（2018年度） 総務部総務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄
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2019年度 総務 申請 病原体等取扱使用承認書（2019年度） 総務部総務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 第３倉庫 総務部総務課長 廃棄

2020年度 総務 申請 病原体等取扱使用承認書（2020年度） 総務部総務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 第３倉庫 総務部総務課長 廃棄

2018年度 総務 昇給・昇格 普通昇給発令決裁(2018年度） 総務部総務課長 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 課室 総務部総務課長 廃棄

2019年度 総務 昇給・昇格 普通昇給発令決裁(2019年度） 総務部総務課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 課室 総務部総務課長 廃棄

2020年度 総務 昇給・昇格 普通昇給発令決裁(2020年度） 総務部総務課長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 課室 総務部総務課長 廃棄

2016年度 総務 文書 文書受付簿（2016年度） 総務部総務課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2017年度 総務 文書 文書受付簿（2017年度） 総務部総務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2018年度 総務 文書 文書受付簿（2018年度） 総務部総務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2019年度 総務 文書 文書受付簿（2019年度） 総務部総務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2020年度 総務 文書 文書受付簿（2020年度） 総務部総務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2005年度 総務 文書 文書発信番号簿（2005年度） 総務部庶務課長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2006年度 総務 文書 文書発信番号簿（2006年度） 総務部庶務課長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2007年度 総務 文書 文書発信番号簿（2007年度） 総務部庶務課長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2008年度 総務 文書 文書発信番号簿（2008年度） 総務部庶務課長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2009年度 総務 文書 文書発信番号簿（2009年度） 総務部庶務課長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2010年度 総務 文書 文書発信番号簿（2010年度） 総務部総務課長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2011年度 総務 文書 文書発信番号簿（2011年度） 総務部総務課長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2012年度 総務 文書 文書発信番号簿（2012年度） 総務部総務課長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2013年度 総務 文書 文書発信番号簿（2013年度） 総務部総務課長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2014年度 総務 文書 文書発信番号簿（2014年度） 総務部総務課長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄
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2015年度 総務 文書 文書発信番号簿（2015年度） 総務部総務課長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2016年度 総務 文書 文書発信番号簿（2016年度） 総務部総務課長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2017年度 総務 文書 文書発信番号簿（2017年度） 総務部総務課長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2018年度 総務 文書 文書発信番号簿（2018年度） 総務部総務課長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2019年度 総務 文書 文書発信番号簿（2019年度） 総務部総務課長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2020年度 総務 文書 文書発信番号簿（2020年度） 総務部総務課長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2005年度 総務 文書 法人文書ファイル管理簿（2005年度） 総務部庶務課長 2006年4月1日
常用（無期

限）
紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2006年度 総務 文書 法人文書ファイル管理簿（2006年度） 総務部庶務課長 2007年4月1日
常用（無期

限）
紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2007年度 総務 文書 法人文書ファイル管理簿（2007年度） 総務部庶務課長 2008年4月1日
常用（無期

限）
紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2008年度 総務 文書 法人文書ファイル管理簿（2008年度） 総務部庶務課長 2009年4月1日
常用（無期

限）
紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2009年度 総務 文書 法人文書ファイル管理簿（2009年度） 総務部庶務課長 2010年4月1日
常用（無期

限）
紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2010年度 総務 文書 法人文書ファイル管理簿（2010年度） 総務部総務課長 2011年4月1日
常用（無期

限）
紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2011年度 総務 文書 法人文書ファイル管理簿（2011年度） 総務部総務課長 2012年4月1日
常用（無期

限）
紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2012年度 総務 文書 法人文書ファイル管理簿（2012年度） 総務部総務課長 2013年4月1日
常用（無期

限）
紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2013年度 総務 文書 法人文書ファイル管理簿（2013年度） 総務部総務課長 2014年4月1日
常用（無期

限）
紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2014年度 総務 文書 法人文書ファイル管理簿（2014年度） 総務部総務課長 2015年4月1日
常用（無期

限）
紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2015年度 総務 文書 法人文書ファイル管理簿（2015年度） 総務部総務課長 2016年4月1日
常用（無期

限）
紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2016年度 総務 文書 法人文書ファイル管理簿（2016年度） 総務部総務課長 2017年4月1日
常用（無期

限）
紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2017年度 総務 文書 法人文書ファイル管理簿（2017年度） 総務部総務課長 2018年4月1日
常用（無期

限）
紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2018年度 総務 文書 法人文書ファイル管理簿（2018年度） 総務部総務課長 2019年4月1日
常用（無期

限）
紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄
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2019年度 総務 文書 法人文書ファイル管理簿（2019年度） 総務部総務課長 2020年4月1日
常用（無期

限）
紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2020年度 総務 文書 法人文書ファイル管理簿（2020年度） 総務部総務課長 2021年4月1日
常用（無期

限）
紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2018年度 総務 証明書 免除職在籍届(2018年度） 総務部総務課長 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 課室 総務部総務課長 廃棄

2019年度 総務 証明書 免除職在籍届(2019年度） 総務部総務課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 課室 総務部総務課長 廃棄

2020年度 総務 証明書 免除職在籍届(2020年度） 総務部総務課長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 課室 総務部総務課長 廃棄

2016年度 総務 任免 流動研究員受入決裁（2016年度） 総務部総務課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2017年度 総務 任免 流動研究員受入決裁（2017年度） 総務部総務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2018年度 総務 任免 流動研究員受入決裁（2018年度） 総務部総務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2019年度 総務 任免 流動研究員受入決裁（2019年度） 総務部総務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2020年度 総務 任免 流動研究員受入決裁（2020年度） 総務部総務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2016年度 総務 保険
労働保険概算・確定保険料申告書（2016年
度）

総務部総務課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2017年度 総務 保険
労働保険概算・確定保険料申告書（2017年
度）

総務部総務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2018年度 総務 保険
労働保険概算・確定保険料申告書（2018年
度）

総務部総務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2019年度 総務 保険
労働保険概算・確定保険料申告書（2019年
度）

総務部総務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 第３倉庫 総務部総務課長 廃棄

2020年度 総務 保険
労働保険概算・確定保険料申告書（2020年
度）

総務部総務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 第３倉庫 総務部総務課長 廃棄

2016年度 総務 控除 給与所得者の扶養控除等申告書(2016年度） 総務部総務課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2017年度 総務 控除 給与所得者の扶養控除等申告書(2017年度） 総務部総務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2018年度 総務 控除 給与所得者の扶養控除等申告書(2018年度） 総務部総務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2019年度 総務 控除 給与所得者の扶養控除等申告書(2019年度） 総務部総務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 第３倉庫 総務部総務課長 廃棄

2020年度 総務 控除 給与所得者の扶養控除等申告書(2020年度） 総務部総務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 第３倉庫 総務部総務課長 廃棄
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2016年度 総務 控除
給与所得者の保険料控除申告書等（2016年
度）

総務部総務課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2017年度 総務 控除
給与所得者の保険料控除申告書等（2017年
度）

総務部総務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2018年度 総務 控除
給与所得者の保険料控除申告書等（2018年
度）

総務部総務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2019年度 総務 控除
給与所得者の保険料控除申告書等（2019年
度）

総務部総務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 第３倉庫 総務部総務課長 廃棄

2020年度 総務 控除
給与所得者の保険料控除申告書等（2020年
度）

総務部総務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 第３倉庫 総務部総務課長 廃棄

2016年度 総務 福利厚生 健康診断結果報告書（2016年度） 総務部総務課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 旧戦略部室 総務部総務課長 廃棄

2017年度 総務 福利厚生 健康診断結果報告書（2017年度） 総務部総務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 旧戦略部室 総務部総務課長 廃棄

2018年度 総務 福利厚生 健康診断結果報告書（2018年度） 総務部総務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 旧戦略部室 総務部総務課長 廃棄

2019年度 総務 福利厚生 健康診断結果報告書（2019年度） 総務部総務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 旧戦略部室 総務部総務課長 廃棄

2020年度 総務 福利厚生 健康診断結果報告書（2020年度） 総務部総務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 旧戦略部室 総務部総務課長 廃棄

2016年度 総務 福利厚生 ストレスチェック結果報告書（2016年度） 総務部総務課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 総務課室 総務部総務課長 廃棄

2017年度 総務 福利厚生 ストレスチェック結果報告書（2017年度） 総務部総務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 総務課室 総務部総務課長 廃棄

2018年度 総務 福利厚生 ストレスチェック結果報告書（2018年度） 総務部総務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 総務課室 総務部総務課長 廃棄

2019年度 総務 福利厚生 ストレスチェック結果報告書（2019年度） 総務部総務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 総務課室 総務部総務課長 廃棄

2020年度 総務 福利厚生 ストレスチェック結果報告書（2020年度） 総務部総務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 総務課室 総務部総務課長 廃棄

2016年度 総務 申請
向精神薬試験研究施設設置者年間届出書
（2016年度）

総務部総務課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2017年度 総務 申請
向精神薬試験研究施設設置者年間届出書
（2017年度）

総務部総務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2018年度 総務 申請
向精神薬試験研究施設設置者年間届出書
（2018年度）

総務部総務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2019年度 総務 申請
向精神薬試験研究施設設置者年間届出書
（2019年度）

総務部総務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 第３倉庫 総務部総務課長 廃棄

2020年度 総務 申請
向精神薬試験研究施設設置者年間届出書
（2020年度）

総務部総務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄
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2018年度 総務 給与 出勤簿（2018年度） 総務部総務課長 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2019年度 総務 給与 出勤簿（2019年度） 総務部総務課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 第３倉庫 総務部総務課長 廃棄

2020年度 総務 給与 出勤簿（2020年度） 総務部総務課長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 第３倉庫 総務部総務課長 廃棄

2018年度 総務 旅行 出張内申・復命書（2018年度） 総務部総務課長 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2019年度 総務 旅行 出張内申・復命書（2019年度） 総務部総務課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 第３倉庫 総務部総務課長 廃棄

2020年度 総務 旅行 出張内申・復命書（2020年度） 総務部総務課長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 第４倉庫 総務部総務課長 廃棄

2018年度 総務 給与 超過勤務等命令簿（2018年度） 総務部総務課長 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2019年度 総務 給与 超過勤務等命令簿（2019年度） 総務部総務課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 第３倉庫 総務部総務課長 廃棄

2020年度 総務 給与 超過勤務等命令簿（2020年度） 総務部総務課長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 第３倉庫 総務部総務課長 廃棄

2018年度 総務 報告 放射線管理状況報告書（2018年度） 総務部総務課長 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2019年度 総務 報告 放射線管理状況報告書（2019年度） 総務部総務課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2020年度 総務 報告 放射線管理状況報告書（2020年度） 総務部総務課長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 第２倉庫 総務部総務課長 廃棄

2016年度 会計 資産管理 運用決裁（2016年度） 総務部会計課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2017年度 会計 資産管理 運用決裁（2017年度） 総務部会計課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2018年度 会計 資産管理 運用決裁（2018年度） 総務部会計課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2019年度 会計 資産管理 運用決裁（2019年度） 総務部会計課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2020年度 会計 資産管理 運用決裁（2020年度） 総務部会計課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2009年度 会計 会計規程 会計規程制定改廃決裁（2009年度） 総務部会計課長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2010年度 会計 会計規程 会計規程制定改廃決裁（2010年度） 総務部会計課長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2011年度 会計 会計規程 会計規程制定改廃決裁（2011年度） 総務部会計課長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄
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2012年度 会計 会計規程 会計規程制定改廃決裁（2012年度） 総務部会計課長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2013年度 会計 会計規程 会計規程制定改廃決裁（2013年度） 総務部会計課長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2014年度 会計 会計規程 会計規程制定改廃決裁（2014年度） 総務部会計課長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2015年度 会計 会計規程 会計規程制定改廃決裁（2015年度） 総務部会計課長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2016年度 会計 会計規程 会計規程制定改廃決裁（2016年度） 総務部会計課長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2018年度 会計 会計規程 会計規程制定改廃決裁（2018年度） 総務部会計課長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2020年度 会計 会計規程 会計規程制定改廃決裁（2020年度） 総務部会計課長 2021年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2016年度 会計 財政 会計検査院報告関係（2016年度） 総務部会計課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2017年度 会計 財政 会計検査院報告関係（2017年度） 総務部会計課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2018年度 会計 財政 会計検査院報告関係（2018年度） 総務部会計課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2019年度 会計 財政 会計検査院報告関係（2019年度） 総務部会計課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2020年度 会計 財政 会計検査院報告関係（2020年度） 総務部会計課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2011年度 会計 概算要求 概算要求関係資料（2011年度） 総務部会計課長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2012年度 会計 概算要求 概算要求関係資料（2012年度） 総務部会計課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2013年度 会計 概算要求 概算要求関係資料（2013年度） 総務部会計課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2014年度 会計 概算要求 概算要求関係資料（2014年度） 総務部会計課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2015年度 会計 概算要求 概算要求関係資料（2015年度） 総務部会計課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2016年度 会計 概算要求 概算要求関係資料（2016年度） 総務部会計課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2017年度 会計 概算要求 概算要求関係資料（2017年度） 総務部会計課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2018年度 会計 概算要求 概算要求関係資料（2018年度） 総務部会計課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄
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2019年度 会計 概算要求 概算要求関係資料（2019年度） 総務部会計課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2020年度 会計 概算要求 概算要求関係資料（2020年度） 総務部会計課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2016年度 会計 予算執行 確定決裁（2016年度） 総務部会計課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2017年度 会計 予算執行 確定決裁（2017年度） 総務部会計課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2018年度 会計 予算執行 確定決裁（2018年度） 総務部会計課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2019年度 会計 予算執行 確定決裁（2019年度） 総務部会計課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2020年度 会計 予算執行 確定決裁（2020年度） 総務部会計課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2016年度 会計 財政 銀行勘定帳（2016年度） 総務部会計課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2017年度 会計 財政 銀行勘定帳（2017年度） 総務部会計課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2018年度 会計 財政 銀行勘定帳（2018年度） 総務部会計課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2019年度 会計 財政 銀行勘定帳（2019年度） 総務部会計課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2020年度 会計 財政 銀行勘定帳（2020年度） 総務部会計課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2016年度 会計 予算執行 契約に関する決裁（2016年度） 総務部会計課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2017年度 会計 予算執行 契約に関する決裁（2017年度） 総務部会計課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2018年度 会計 予算執行 契約に関する決裁（2018年度） 総務部会計課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2019年度 会計 予算執行 契約に関する決裁（2019年度） 総務部会計課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2020年度 会計 予算執行 契約に関する決裁（2020年度） 総務部会計課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2016年度 会計 財政 厚生労働省報告決裁（2016年度） 総務部会計課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2017年度 会計 財政 厚生労働省報告決裁（2017年度） 総務部会計課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2018年度 会計 財政 厚生労働省報告決裁（2018年度） 総務部会計課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄
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2019年度 会計 財政 厚生労働省報告決裁（2019年度） 総務部会計課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2020年度 会計 財政 厚生労働省報告決裁（2020年度） 総務部会計課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2016年度 会計 予算執行 交付申請決裁（2016年度） 総務部会計課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2017年度 会計 予算執行 交付申請決裁（2017年度） 総務部会計課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2018年度 会計 予算執行 交付申請決裁（2018年度） 総務部会計課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2019年度 会計 予算執行 交付申請決裁（2019年度） 総務部会計課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2020年度 会計 予算執行 交付申請決裁（2020年度） 総務部会計課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2005年度 会計 資産管理 固定資産台帳（2005年度） 総務部会計課長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2006年度 会計 資産管理 固定資産台帳（2006年度） 総務部会計課長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2007年度 会計 資産管理 固定資産台帳（2007年度） 総務部会計課長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2008年度 会計 資産管理 固定資産台帳（2008年度） 総務部会計課長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2009年度 会計 資産管理 固定資産台帳（2009年度） 総務部会計課長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2010年度 会計 資産管理 固定資産台帳（2010年度） 総務部会計課長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2011年度 会計 資産管理 固定資産台帳（2011年度） 総務部会計課長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2012年度 会計 資産管理 固定資産台帳（2012年度） 総務部会計課長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2013年度 会計 資産管理 固定資産台帳（2013年度） 総務部会計課長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2014年度 会計 資産管理 固定資産台帳（2014年度） 総務部会計課長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2015年度 会計 資産管理 固定資産台帳（2015年度） 総務部会計課長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2016年度 会計 資産管理 固定資産台帳（2016年度） 総務部会計課長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2017年度 会計 資産管理 固定資産台帳（2017年度） 総務部会計課長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄
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2018年度 会計 資産管理 固定資産台帳（2018年度） 総務部会計課長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2019年度 会計 資産管理 固定資産台帳（2019年度） 総務部会計課長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2020年度 会計 資産管理 固定資産台帳（2020年度） 総務部会計課長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2016年度 会計
財政法第28条関

係
財政法第28条関係資料（2016年度） 総務部会計課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2017年度 会計
財政法第28条関

係
財政法第28条関係資料（2017年度） 総務部会計課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2018年度 会計
財政法第28条関

係
財政法第28条関係資料（2018年度） 総務部会計課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2019年度 会計
財政法第28条関

係
財政法第28条関係資料（2019年度） 総務部会計課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2020年度 会計
財政法第28条関

係
財政法第28条関係資料（2020年度） 総務部会計課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2016年度 会計 財政 財務諸表作成関係資料（2016年度） 総務部会計課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2017年度 会計 財政 財務諸表作成関係資料（2017年度） 総務部会計課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2018年度 会計 財政 財務諸表作成関係資料（2018年度） 総務部会計課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2019年度 会計 財政 財務諸表作成関係資料（2019年度） 総務部会計課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2020年度 会計 財政 財務諸表作成関係資料（2020年度） 総務部会計課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2016年度 会計 財政 財務諸表に関する決裁（2016年度） 総務部会計課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2017年度 会計 財政 財務諸表に関する決裁（2017年度） 総務部会計課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2018年度 会計 財政 財務諸表に関する決裁（2018年度） 総務部会計課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2019年度 会計 財政 財務諸表に関する決裁（2019年度） 総務部会計課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2020年度 会計 財政 財務諸表に関する決裁（2020年度） 総務部会計課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2016年度 会計 財政 支出関係決議書（2016年度） 総務部会計課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2017年度 会計 財政 支出関係決議書（2017年度） 総務部会計課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄
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2018年度 会計 財政 支出関係決議書（2018年度） 総務部会計課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2019年度 会計 財政 支出関係決議書（2019年度） 総務部会計課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2020年度 会計 財政 支出関係決議書（2020年度） 総務部会計課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2016年度 会計 財政 収入関係決議書（2016年度） 総務部会計課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2017年度 会計 財政 収入関係決議書（2017年度） 総務部会計課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2018年度 会計 財政 収入関係決議書（2018年度） 総務部会計課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2019年度 会計 財政 収入関係決議書（2019年度） 総務部会計課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2020年度 会計 財政 収入関係決議書（2020年度） 総務部会計課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2016年度 会計 財政 収入関係決裁（2016年度） 総務部会計課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2017年度 会計 財政 収入関係決裁（2017年度） 総務部会計課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2018年度 会計 財政 収入関係決裁（2018年度） 総務部会計課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2019年度 会計 財政 収入関係決裁（2019年度） 総務部会計課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2020年度 会計 財政 収入関係決裁（2020年度） 総務部会計課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2016年度 会計 財政 税務申告決裁（2016年度） 総務部会計課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2017年度 会計 財政 税務申告決裁（2017年度） 総務部会計課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2018年度 会計 財政 税務申告決裁（2018年度） 総務部会計課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2019年度 会計 財政 税務申告決裁（2019年度） 総務部会計課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2020年度 会計 財政 税務申告決裁（2020年度） 総務部会計課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2016年度 会計 財政 総勘定元帳（2016年度） 総務部会計課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2017年度 会計 財政 総勘定元帳（2017年度） 総務部会計課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄



作成・取得
年度等

大分類 中分類 名称（小分類） 作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体 保存場所 管理者
保存期間満了

時の措置
備考

2018年度 会計 財政 総勘定元帳（2018年度） 総務部会計課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2019年度 会計 財政 総勘定元帳（2019年度） 総務部会計課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2020年度 会計 財政 総勘定元帳（2020年度） 総務部会計課長 2021年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2016年度 会計 財政 取引銀行関係決裁（2016年度） 総務部会計課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2017年度 会計 財政 取引銀行関係決裁（2017年度） 総務部会計課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2018年度 会計 財政 取引銀行関係決裁（2018年度） 総務部会計課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2019年度 会計 財政 取引銀行関係決裁（2019年度） 総務部会計課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2020年度 会計 財政 取引銀行関係決裁（2020年度） 総務部会計課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2016年度 会計 財政 日計表（2016年度） 総務部会計課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2017年度 会計 財政 日計表（2017年度） 総務部会計課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2018年度 会計 財政 日計表（2018年度） 総務部会計課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2019年度 会計 財政 日計表（2019年度） 総務部会計課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2020年度 会計 財政 日計表（2020年度） 総務部会計課長 2021年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2016年度 会計 財政 配賦基準決裁（2016年度） 総務部会計課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2017年度 会計 財政 配賦基準決裁（2017年度） 総務部会計課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2018年度 会計 財政 配賦基準決裁（2018年度） 総務部会計課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2019年度 会計 財政 配賦基準決裁（2019年度） 総務部会計課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2020年度 会計 財政 配賦基準決裁（2020年度） 総務部会計課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2016年度 会計 資産管理 不用決定（2016年度） 総務部会計課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2017年度 会計 資産管理 不用決定（2017年度） 総務部会計課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄
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保存期間満了
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2018年度 会計 資産管理 不用決定（2018年度） 総務部会計課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2019年度 会計 資産管理 不用決定（2019年度） 総務部会計課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2020年度 会計 資産管理 不用決定（2020年度） 総務部会計課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2016年度 会計 資産管理 有価証券台帳（2016年度） 総務部会計課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2017年度 会計 資産管理 有価証券台帳（2017年度） 総務部会計課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2018年度 会計 資産管理 有価証券台帳（2018年度） 総務部会計課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2019年度 会計 資産管理 有価証券台帳（2019年度） 総務部会計課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2020年度 会計 資産管理 有価証券台帳（2019年度） 総務部会計課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2016年度 会計 執行管理 科学研究費関係（2016年度） 総務部会計課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2017年度 会計 執行管理 科学研究費関係（2017年度） 総務部会計課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2018年度 会計 執行管理 科学研究費関係（2018年度） 総務部会計課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2019年度 会計 執行管理 科学研究費関係（2019年度） 総務部会計課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2020年度 会計 執行管理 科学研究費関係（2020年度） 総務部会計課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 第２倉庫 総務部会計課長 廃棄

2016年度 企画 共同研究契約等 ＭＴＡについての書類（2016年度） 戦略企画部戦略企画課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2017年度 企画 共同研究契約等 ＭＴＡについての書類（2017年度） 戦略企画部戦略企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2018年度 企画 共同研究契約等 ＭＴＡについての書類（2018年度） 戦略企画部戦略企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2019年度 企画 共同研究契約等 ＭＴＡについての書類（2019年度） 戦略企画部戦略企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2020年度 企画 共同研究契約等 ＭＴＡについての書類（2020年度） 戦略企画部戦略企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2016年度 企画 運営評議会 委員手当支出決裁（2016年度） 戦略企画部戦略企画課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2016年度 企画
外部研究評価委

員会
委員手当支出決裁（2016年度） 戦略企画部戦略企画課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄
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2017年度 企画 運営評議会 委員手当支出決裁（2017年度） 戦略企画部戦略企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2017年度 企画
外部研究評価委

員会
委員手当支出決裁（2017年度） 戦略企画部戦略企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2018年度 企画 運営評議会 委員手当支出決裁（2018年度） 戦略企画部戦略企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2018年度 企画
外部研究評価委

員会
委員手当支出決裁（2018年度） 戦略企画部戦略企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2019年度 企画 運営評議会 委員手当支出決裁（2019年度） 戦略企画部戦略企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2019年度 企画
外部研究評価委

員会
委員手当支出決裁（2019年度） 戦略企画部戦略企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2020年度 企画 運営評議会 委員手当支出決裁（2020年度） 戦略企画部戦略企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2020年度 企画
外部研究評価委

員会
委員手当支出決裁（2020年度） 戦略企画部戦略企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2011年度 企画
外部研究評価委

員会
委嘱決裁（2011年度） 戦略企画部戦略企画課長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2012年度 企画
外部研究評価委

員会
委嘱決裁（2012年度） 戦略企画部戦略企画課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2013年度 企画
外部研究評価委

員会
委嘱決裁（2013年度） 戦略企画部戦略企画課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2014年度 企画
外部研究評価委

員会
委嘱決裁（2014年度） 戦略企画部戦略企画課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2015年度 企画
外部研究評価委

員会
委嘱決裁（2015年度） 戦略企画部戦略企画課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2016年度 企画
外部研究評価委

員会
委嘱決裁（2016年度） 戦略企画部戦略企画課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2017年度 企画
外部研究評価委

員会
委嘱決裁（2017年度） 戦略企画部戦略企画課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2018年度 企画
外部研究評価委

員会
委嘱決裁（2018年度） 戦略企画部戦略企画課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2019年度 企画
外部研究評価委

員会
委嘱決裁（2019年度） 戦略企画部戦略企画課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2020年度 企画
外部研究評価委

員会
委嘱決裁（2020年度） 戦略企画部戦略企画課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2005年度 企画 文書 規程整理簿（2005年度） 企画調整部企画評価課長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2006年度 企画 文書 規程整理簿（2006年度） 企画調整部企画評価課長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄
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2007年度 企画 文書 規程整理簿（2007年度） 企画調整部企画評価課長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2008年度 企画 文書 規程整理簿（2008年度） 企画調整部企画評価課長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2009年度 企画 文書 規程整理簿（2009年度） 企画調整部企画評価課長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2010年度 企画 文書 規程整理簿（2010年度） 戦略企画部戦略企画課長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2011年度 企画 文書 規程整理簿（2011年度） 戦略企画部戦略企画課長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2012年度 企画 文書 規程整理簿（2012年度） 戦略企画部戦略企画課長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2013年度 企画 文書 規程整理簿（2013年度） 戦略企画部戦略企画課長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2014年度 企画 文書 規程整理簿（2014年度） 戦略企画部戦略企画課長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2015年度 企画 文書 規程整理簿（2015年度） 戦略企画部戦略企画課長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2016年度 企画 文書 規程整理簿（2016年度） 戦略企画部戦略企画課長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2017年度 企画 文書 規程整理簿（2017年度） 戦略企画部戦略企画課長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2018年度 企画 文書 規程整理簿（2018年度） 戦略企画部戦略企画課長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2019年度 企画 文書 規程整理簿（2019年度） 戦略企画部戦略企画課長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2020年度 企画 文書 規程整理簿（2020年度） 戦略企画部戦略企画課長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2016年度 企画 共同研究契約等 寄付受入契約締結決裁（2016年度） 戦略企画部戦略企画課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2017年度 企画 共同研究契約等 寄付受入契約締結決裁（2017年度） 戦略企画部戦略企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2018年度 企画 共同研究契約等 寄付受入契約締結決裁（2018年度） 戦略企画部戦略企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2019年度 企画 共同研究契約等 寄付受入契約締結決裁（2019年度） 戦略企画部戦略企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2020年度 企画 共同研究契約等 寄付受入契約締結決裁（2020年度） 戦略企画部戦略企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2016年度 企画 共同研究契約等 共同研究契約締結決裁（2016年度） 戦略企画部戦略企画課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄
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2017年度 企画 共同研究契約等 共同研究契約締結決裁（2017年度） 戦略企画部戦略企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2018年度 企画 共同研究契約等 共同研究契約締結決裁（2018年度） 戦略企画部戦略企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2019年度 企画 共同研究契約等 共同研究契約締結決裁（2019年度） 戦略企画部戦略企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2020年度 企画 共同研究契約等 共同研究契約締結決裁（2020年度） 戦略企画部戦略企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2016年度 企画 共同研究契約等 研究公募についての書類（2016年度） 戦略企画部戦略企画課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2017年度 企画 共同研究契約等 研究公募についての書類（2017年度） 戦略企画部戦略企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2018年度 企画 共同研究契約等 研究公募についての書類（2018年度） 戦略企画部戦略企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2019年度 企画 共同研究契約等 研究公募についての書類（2019年度） 戦略企画部戦略企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2020年度 企画 共同研究契約等 研究公募についての書類（2020年度） 戦略企画部戦略企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2016年度 企画 科学研究費 厚生労働省科学研究費（2016年度） 戦略企画部戦略企画課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2017年度 企画 科学研究費 厚生労働省科学研究費（2017年度） 戦略企画部戦略企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2018年度 企画 科学研究費 厚生労働省科学研究費（2018年度） 戦略企画部戦略企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2019年度 企画 科学研究費 厚生労働省科学研究費（2019年度） 戦略企画部戦略企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2020年度 企画 科学研究費 厚生労働省科学研究費（2020年度） 戦略企画部戦略企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2016年度 企画 共同研究契約等 財団に対する研究助成申請書（2016年度） 戦略企画部戦略企画課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2017年度 企画 共同研究契約等 財団に対する研究助成申請書（2017年度） 戦略企画部戦略企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2018年度 企画 共同研究契約等 財団に対する研究助成申請書（2018年度） 戦略企画部戦略企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2019年度 企画 共同研究契約等 財団に対する研究助成申請書（2019年度） 戦略企画部戦略企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2020年度 企画 共同研究契約等 財団に対する研究助成申請書（2020年度） 戦略企画部戦略企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2016年度 企画 共同研究契約等 受託研究契約締結決裁（2016年度） 戦略企画部戦略企画課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄
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2017年度 企画 共同研究契約等 受託研究契約締結決裁（2017年度） 戦略企画部戦略企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2018年度 企画 共同研究契約等 受託研究契約締結決裁（2018年度） 戦略企画部戦略企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2019年度 企画 共同研究契約等 受託研究契約締結決裁（2019年度） 戦略企画部戦略企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2020年度 企画 共同研究契約等 受託研究契約締結決裁（2020年度） 戦略企画部戦略企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2005年度 企画 中期計画 申請決裁（2005年度） 企画調整部企画評価課長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2006年度 企画 中期計画 申請決裁（2006年度） 企画調整部企画評価課長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2009年度 企画 中期計画 申請決裁（2009年度） 企画調整部企画評価課長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2010年度 企画 中期計画 申請決裁（2010年度） 戦略企画部戦略企画課長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2011年度 企画 中期計画 申請決裁（2011年度） 戦略企画部戦略企画課長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2012年度 企画 中期計画 申請決裁（2012年度） 戦略企画部戦略企画課長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2013年度 企画 中期計画 申請決裁（2013年度） 戦略企画部戦略企画課長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2014年度 企画 中期計画 申請決裁（2014年度） 戦略企画部戦略企画課長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2015年度 企画 中期計画 申請決裁（2015年度） 戦略企画部戦略企画課長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2016年度 企画 中期計画 申請決裁（2016年度） 戦略企画部戦略企画課長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2017年度 企画 中期計画 申請決裁（2017年度） 戦略企画部戦略企画課長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2005年度 企画 中期計画 届出決裁（2005年度） 企画調整部企画評価課長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2006年度 企画 中期計画 届出決裁（2006年度） 企画調整部企画評価課長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2011年度 企画 年度計画 届出決裁（2012年度） 戦略企画部戦略企画課長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2012年度 企画 年度計画 届出決裁（2013年度） 戦略企画部戦略企画課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2013年度 企画 年度計画 届出決裁（2014年度） 戦略企画部戦略企画課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄
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2015年度 企画 年度計画 届出決裁（2015年度） 戦略企画部戦略企画課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2016年度 企画 年度計画 届出決裁（2016年度） 戦略企画部戦略企画課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2017年度 企画 年度計画 届出決裁（2017年度） 戦略企画部戦略企画課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2018年度 企画 年度計画 届出決裁（2018年度） 戦略企画部戦略企画課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2019年度 企画 年度計画 届出決裁（2019年度） 戦略企画部戦略企画課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2020年度 企画 年度計画 届出決裁（2020年度） 戦略企画部戦略企画課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2016年度 企画 運営評議会 評議員会資料（2016年度） 戦略企画部戦略企画課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2017年度 企画 運営評議会 評議員会資料（2017年度） 戦略企画部戦略企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2018年度 企画 運営評議会 評議員会資料（2018年度） 戦略企画部戦略企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2019年度 企画 運営評議会 評議員会資料（2019年度） 戦略企画部戦略企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2018年度 企画 講演 名義使用許可決裁（2018年度） 戦略企画部戦略企画課長 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2019年度 企画 講演 名義使用許可決裁（2019年度） 戦略企画部戦略企画課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2020年度 企画 講演 名義使用許可決裁（2020年度） 戦略企画部戦略企画課長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2016年度 企画 科学研究費 文部科学省科学研究費（2016年度） 戦略企画部戦略企画課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2017年度 企画 科学研究費 文部科学省科学研究費（2017年度） 戦略企画部戦略企画課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2018年度 企画 科学研究費 文部科学省科学研究費（2018年度） 戦略企画部戦略企画課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2019年度 企画 科学研究費 文部科学省科学研究費（2019年度） 戦略企画部戦略企画課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2020年度 企画 科学研究費 文部科学省科学研究費（2020年度） 戦略企画部戦略企画課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 戦略企画部戦略企画課長 廃棄

2005年度 研究倫理審査調整室 研究倫理 研究倫理審査答申・許可決裁（2005年度）
難病・疾患資源研究部 政策倫
理研究室研究リーダー

2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 研究倫理審査調整室 研究倫理審査調整室長 廃棄

2006年度 研究倫理審査調整室 研究倫理 研究倫理審査答申・許可決裁（2006年度）
難病・疾患資源研究部 政策倫
理研究室研究リーダー

2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 研究倫理審査調整室 研究倫理審査調整室長 廃棄
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2007年度 研究倫理審査調整室 研究倫理 研究倫理審査答申・許可決裁（2007年度）
難病・疾患資源研究部 政策倫
理研究室研究リーダー

2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 研究倫理審査調整室 研究倫理審査調整室長 廃棄

2008年度 研究倫理審査調整室 研究倫理 研究倫理審査答申・許可決裁（2008年度）
難病・疾患資源研究部 政策倫
理研究室研究リーダー

2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 研究倫理審査調整室 研究倫理審査調整室長 廃棄

2009年度 研究倫理審査調整室 研究倫理 研究倫理審査答申・許可決裁（2009年度）
難病・疾患資源研究部 政策倫
理研究室研究リーダー

2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 研究倫理審査調整室 研究倫理審査調整室長 廃棄

2010年度 研究倫理審査調整室 研究倫理 研究倫理審査答申・許可決裁（2010年度）
難病・疾患資源研究部 政策倫
理研究室研究リーダー

2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 研究倫理審査調整室 研究倫理審査調整室長 廃棄

2011年度 研究倫理審査調整室 研究倫理 研究倫理審査答申・許可決裁（2011年度）
難病・疾患資源研究部 政策倫
理研究室研究リーダー

2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 研究倫理審査調整室 研究倫理審査調整室長 廃棄

2012年度 研究倫理審査調整室 研究倫理 研究倫理審査答申・許可決裁（2012年度）
難病・疾患資源研究部 政策倫
理研究室研究リーダー

2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 研究倫理審査調整室 研究倫理審査調整室長 廃棄

2013年度 研究倫理審査調整室 研究倫理 研究倫理審査答申・許可決裁（2013年度）
難病・疾患資源研究部 政策倫
理研究室研究リーダー

2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 研究倫理審査調整室 研究倫理審査調整室長 廃棄

2014年度 研究倫理審査調整室 研究倫理 研究倫理審査答申・許可決裁（2014年度）
難病・疾患資源研究部 政策倫
理研究室研究リーダー

2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 研究倫理審査調整室 研究倫理審査調整室長 廃棄

2015年度 研究倫理審査調整室 研究倫理 研究倫理審査答申・許可決裁（2015年度） 政策倫理研究室研究リーダー 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 研究倫理審査調整室 研究倫理審査調整室長 廃棄

2016年度 研究倫理審査調整室 研究倫理 研究倫理審査答申・許可決裁（2016年度） 政策倫理研究室研究リーダー 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 研究倫理審査調整室 研究倫理審査調整室長 廃棄

2017年度 研究倫理審査調整室 研究倫理 研究倫理審査答申・許可決裁（2017年度） 政策倫理研究室研究リーダー 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 研究倫理審査調整室 研究倫理審査調整室長 廃棄

2016年度 政策・倫理 科学研究費
日本学術振興会科学研究費補助金　基盤研究
Ｃ（2016年度） 26460872

政策倫理研究室研究リーダー 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 研究倫理審査調整室 研究倫理審査調整室長 廃棄

2018年度 研究倫理審査調整室 研究倫理 研究倫理審査答申・許可決裁（2018年度） 研究倫理審査調整室長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 研究倫理審査調整室 研究倫理審査調整室長 廃棄

2018年度 研究倫理審査調整室 研究倫理 委員手当支出決裁（2018年度） 研究倫理審査調整室長 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 研究倫理審査調整室 研究倫理審査調整室長 廃棄

2018年度 研究倫理審査調整室 研究倫理 委嘱決裁（2018年度） 研究倫理審査調整室長 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 研究倫理審査調整室 研究倫理審査調整室長 廃棄

2019年度 研究倫理審査調整室 研究倫理 研究倫理審査答申・許可決裁（2019年度） 研究倫理審査調整室長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 研究倫理審査調整室 研究倫理審査調整室長 廃棄

2019年度 研究倫理審査調整室 研究倫理 委員手当支出決裁（2019年度） 研究倫理審査調整室長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 研究倫理審査調整室 研究倫理審査調整室長 廃棄

2019年度 研究倫理審査調整室 研究倫理 委嘱決裁（2019年度） 研究倫理審査調整室長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 研究倫理審査調整室 研究倫理審査調整室長 廃棄

2020年度 研究倫理審査調整室 研究倫理 研究倫理審査答申・許可決裁（2020年度） 研究倫理審査調整室長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 研究倫理審査調整室 研究倫理審査調整室長 廃棄

2020年度 研究倫理審査調整室 研究倫理 委員手当支出決裁（2020年度） 研究倫理審査調整室長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 研究倫理審査調整室 研究倫理審査調整室長 廃棄
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2020年度 研究倫理審査調整室 研究倫理 委嘱決裁（2020年度） 研究倫理審査調整室長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 研究倫理審査調整室 研究倫理審査調整室長 廃棄

1997年度 企画管理 規程等 細則原議（1997年度） 研究振興部管理課長 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 開発振興部企画管理課長 廃棄

2000年度 企画管理 規程等 細則原議（2000年度） 研究振興部管理課長 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 開発振興部企画管理課長 廃棄

2003年度 企画管理 文書 部文書発信番号簿（2003年） 研究振興部管理課長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 開発振興部企画管理課長 廃棄

2004年度 企画管理 文書 部文書発信番号簿（2004年） 研究振興部企画管理課長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 開発振興部企画管理課長 廃棄

2005年度 企画管理 文書 部文書発信番号簿（2005年） 研究振興部企画管理課長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 開発振興部企画管理課長 廃棄

2005年度 企画管理 文書 法人文書ファイル管理簿（2005年） 研究振興部企画管理課長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 開発振興部企画管理課長 廃棄

2006年度 企画管理 文書 部文書発信番号簿（2006年） 研究振興部企画管理課長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 開発振興部企画管理課長 廃棄

2006年度 企画管理 文書 法人文書ファイル管理簿（2006年） 研究振興部企画管理課長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 開発振興部企画管理課長 廃棄

2007年度 企画管理 文書 部文書発信番号簿（2007年） 研究振興部企画管理課長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 開発振興部企画管理課長 廃棄

2007年度 企画管理 文書 法人文書ファイル管理簿（2007年） 研究振興部企画管理課長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 開発振興部企画管理課長 廃棄

2008年度 企画管理 文書 部文書発信番号簿（2008年） 研究振興部企画管理課長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 開発振興部企画管理課長 廃棄

2008年度 企画管理 文書 法人文書ファイル管理簿（2008年） 研究振興部企画管理課長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 開発振興部企画管理課長 廃棄

2009年度 企画管理 文書 部文書発信番号簿（2009年） 研究振興部企画管理課長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 開発振興部企画管理課長 廃棄

2009年度 企画管理 文書 法人文書ファイル管理簿（2009年） 研究振興部企画管理課長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 開発振興部企画管理課長 廃棄

2010年度 企画管理 文書 部文書発信番号簿（2010年） 研究振興部企画管理課長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 開発振興部企画管理課長 廃棄

2010年度 企画管理 文書 法人文書ファイル管理簿（2010年） 研究振興部企画管理課長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 開発振興部企画管理課長 廃棄

2011年度 企画管理 文書 部文書発信番号簿（2011年） 研究振興部企画管理課長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 開発振興部企画管理課長 廃棄

2011年度 企画管理 文書 法人文書ファイル管理簿（2011年） 研究振興部企画管理課長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 開発振興部企画管理課長 廃棄

2012年度 企画管理 文書 部文書発信番号簿（2012年） 研究振興部企画管理課長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 開発振興部企画管理課長 廃棄
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2012年度 企画管理 文書 法人文書ファイル管理簿（2012年） 研究振興部企画管理課長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 開発振興部企画管理課長 廃棄

2013年度 企画管理 文書 部文書発信番号簿（2013年） 研究振興部企画管理課長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 開発振興部企画管理課長 廃棄

2013年度 企画管理 文書 法人文書ファイル管理簿（2013年） 研究振興部企画管理課長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 開発振興部企画管理課長 廃棄

2014年度 企画管理 文書 部文書発信番号簿（2014年） 研究振興部企画管理課長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 開発振興部企画管理課長 廃棄

2014年度 企画管理 文書 法人文書ファイル管理簿（2014年） 研究振興部企画管理課長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 開発振興部企画管理課長 廃棄

2015年度 企画管理 文書 部文書発信番号簿（2015年） 開発振興部企画管理課長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 開発振興部企画管理課長 廃棄

2015年度 企画管理 文書 法人文書ファイル管理簿（2015年） 開発振興部企画管理課長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 開発振興部企画管理課長 廃棄

2016年度 企画管理 文書 部文書発信番号簿（2016年） 開発振興部企画管理課長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 開発振興部企画管理課長 廃棄

2016年度 企画管理 文書 法人文書ファイル管理簿（2016年） 開発振興部企画管理課長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 開発振興部企画管理課長 廃棄

2016年度 企画管理 委嘱 技術アドバイザーの委嘱について（継続） 開発振興部企画管理課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 開発振興部企画管理課長 廃棄

2016年度 企画管理 委嘱 顧問弁護士等の委嘱について（継続） 開発振興部企画管理課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 開発振興部企画管理課長 廃棄

2016年度 企画管理 予算管理 旅費の支給について 開発振興部企画管理課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 開発振興部企画管理課長 廃棄

2016年度 企画管理 予算管理 謝金の支給について 開発振興部企画管理課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 開発振興部企画管理課長 廃棄

2017年度 企画管理 文書 部文書発信番号簿（2017年） 開発振興部企画管理課長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 開発振興部企画管理課長 廃棄

2017年度 企画管理 文書 法人文書ファイル管理簿（2017年） 開発振興部企画管理課長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 開発振興部企画管理課長 廃棄

2017年度 企画管理 委嘱 技術アドバイザーの委嘱について（継続） 開発振興部企画管理課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 開発振興部企画管理課長 廃棄

2017年度 企画管理 委嘱 顧問弁護士等の委嘱について（継続） 開発振興部企画管理課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 開発振興部企画管理課長 廃棄

2017年度 企画管理 予算管理 旅費の支給について 開発振興部企画管理課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 開発振興部企画管理課長 廃棄

2018年度 企画管理 文書 部文書発信番号簿（2018年） 開発振興部企画管理課長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 開発振興部企画管理課長 廃棄

2018年度 企画管理 文書 法人文書ファイル管理簿（2018年） 開発振興部企画管理課長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 開発振興部企画管理課長 廃棄
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2018年度 企画管理 委嘱 技術アドバイザーの委嘱について（継続） 開発振興部企画管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 開発振興部企画管理課長 廃棄

2018年度 企画管理 委嘱 顧問弁護士等の委嘱について（継続） 開発振興部企画管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 開発振興部企画管理課長 廃棄

2018年度 企画管理 予算管理 旅費の支給について 開発振興部企画管理課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 開発振興部企画管理課長 廃棄

2019年度 企画管理 文書 部文書発信番号簿（2019年） 開発振興部企画管理課長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 開発振興部企画管理課長 廃棄

2019年度 企画管理 文書 法人文書ファイル管理簿（2019年） 開発振興部企画管理課長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 開発振興部企画管理課長 廃棄

2019年度 企画管理 委嘱 顧問弁護士等の委嘱について（継続） 開発振興部企画管理課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 開発振興部企画管理課長 廃棄

2019年度 企画管理 予算管理 旅費の支給について 開発振興部企画管理課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 開発振興部企画管理課長 廃棄

2020年度 企画管理 文書 部文書発信番号簿（2020年） 開発振興部企画管理課長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 開発振興部企画管理課長 廃棄

2020年度 企画管理 文書 法人文書ファイル管理簿（2020年） 開発振興部企画管理課長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 開発振興部企画管理課長 廃棄

2020年度 企画管理 委嘱 顧問弁護士等の委嘱について（継続） 開発振興部企画管理課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 開発振興部企画管理課長 廃棄

2020年度 企画管理 予算管理 旅費の支給について 開発振興部企画管理課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 開発振興部企画管理課長 廃棄

2012年度 PDCA受託業務 契約 契約締結 研究振興部研究推進課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2012年度 PDCA受託業務 委員会
臨床研究評価会議委員会設置運営規程の策定
及び委員の委嘱決裁

研究振興部研究推進課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2013年度 PDCA受託業務 契約 契約締結 研究振興部研究推進課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2013年度 PDCA受託業務 契約 変更契約 研究振興部研究推進課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2013年度 PDCA受託業務 委員会
臨床研究評価会議委員会設置運営規程の改正
及び委員の委嘱決裁

研究振興部研究推進課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2014年度 PDCA受託業務 契約 変更契約 研究振興部研究推進課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2015年度 PDCA受託業務 契約 契約締結 開発振興部開発振興課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2015年度 PDCA受託業務 委員会 臨床研究評価会議委員会設置運営規程の改正 開発振興部開発振興課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2015年度 PDCA受託業務 委員会 臨床研究評価会議委員会委員の委嘱決裁 開発振興部開発振興課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄
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2015年度 PDCA受託業務 一次評価
医薬品等研究開発評価に係る専門委員の委嘱
に関する要領策定

開発振興部開発振興課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2015年度 PDCA受託業務 一次評価
医薬品等研究開発評価に係る専門委員の委嘱
決裁

開発振興部開発振興課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2016年度 PDCA受託業務 報告書 業務報告書 提出決裁 開発振興部開発振興課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2016年度 PDCA受託業務 契約 契約締結 開発振興部開発振興課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2016年度 PDCA受託業務 報告書 事業実績報告書・経費明細書決裁 開発振興部開発振興課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2016年度 PDCA受託業務 進捗管理 進捗状況報告書 提出決裁 開発振興部開発振興課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2016年度 PDCA受託業務 契約 業務変更届 開発振興部開発振興課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2016年度 PDCA受託業務 委員会 臨床研究評価会議委員会資料 開発振興部開発振興課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2016年度 PDCA受託業務 委員会 委員旅費決裁 開発振興部開発振興課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2016年度 PDCA受託業務 委員会 謝金支出決裁 開発振興部開発振興課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2016年度 PDCA受託業務 一次評価 謝金支出決裁 開発振興部開発振興課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2016年度 PDCA受託業務 契約 概算払請求書 開発振興部開発振興課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2016年度 PDCA受託業務 AMED事前委員会 謝金支出決裁 開発振興部開発振興課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2017年度 PDCA受託業務 進捗管理 進捗状況報告書 提出決裁 開発振興部開発振興課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2018年度 PDCA受託業務 進捗管理
実地調査記録・自己評価シートに係る医薬健
栄研評価 提出決裁

開発振興部開発振興課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2019年度 PDCA受託業務 AMED委員会 中間評価報告書 提出決裁 開発振興部開発振興課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2019年度 PDCA受託業務 進捗管理
調査記録・自己評価シートに係る医薬健栄研
評価 提出決裁

開発振興部開発振興課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2020年度 PDCA受託業務 進捗管理 業務実施通知 開発振興部開発振興課長 2021年4月1日 1年 2022年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2020年度 PDCA受託業務 進捗管理 実地調査・ヒアリング実施通知 開発振興部開発振興課長 2021年4月1日 1年 2022年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2020年度 PDCA受託業務 進捗管理 自己評価シート 開発振興部開発振興課長 2021年4月1日 1年 2022年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄
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2020年度 PDCA受託業務 進捗管理 調査後フォローアップ 開発振興部開発振興課長 2021年4月1日 1年 2022年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2020年度 PDCA受託業務 進捗管理
調査記録・自己評価シートに係る医薬健栄研
評価 提出決裁

開発振興部開発振興課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2004年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金

納付金額の算定及び徴収期間の承認書（平成
16年度）

研究振興部希少疾病用医薬品
等開発振興課長

2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2005年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金 契約書　指定番号順（平成17年度）

研究振興部希少疾病用医薬品
等開発振興課長

2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2005年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金 契約書（総合機構　平成16年度以前）

研究振興部希少疾病用医薬品
等開発振興課長

2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2005年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金

納付金額の算定及び徴収期間の承認書（平成
17年度）

研究振興部希少疾病用医薬品
等開発振興課長

2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2006年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金 契約書　指定番号順（平成18年度）

研究振興部希少疾病用医薬品
等開発振興課長

2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2007年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金 契約書　指定番号順（平成19年度）

研究振興部希少疾病用医薬品
等開発振興課長

2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2008年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金 契約書　指定番号順（平成20年度）

研究振興部希少疾病用医薬品
等開発振興課長

2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2009年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金 契約書　指定番号順（平成21年度）

研究振興部希少疾病用医薬品
等開発振興課長

2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2010年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金 契約書　指定番号順（平成22年度）

研究振興部希少疾病用医薬品
等開発振興課長

2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2011年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金 契約書の変更等に係る原義（平成23年度）

研究振興部希少疾病用医薬品
等開発振興課長

2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2011年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金

助成金計画変更等申請書・承認通知書（平成
23年度）

研究振興部希少疾病用医薬品
等開発振興課長

2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2011年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金

助成金交付申請書・決定通知書・契約書締結
（平成23年度）

研究振興部希少疾病用医薬品
等開発振興課長

2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2011年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金

助成金実績報告書・確定通知書（平成23年
度）

研究振興部希少疾病用医薬品
等開発振興課長

2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2011年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
庶務 指定･指定取消通知(平成23年度)

研究振興部希少疾病用医薬品
等開発振興課長

2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2011年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金 契約書　指定番号順（平成23年度）

研究振興部希少疾病用医薬品
等開発振興課長

2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2011年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
庶務

希少疾病用医薬品および希少疾病用医療機器
の治験を円滑に進めるための研究会(平成23年
度)

研究振興部希少疾病用医薬品
等開発振興課長

2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2011年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金 手引きの改訂について（平成23年度）

研究振興部希少疾病用医薬品
等開発振興課長

2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2012年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
庶務 指定･指定取消通知(平成24年度) 研究振興部開発振興課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄
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2012年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金 契約書の変更等に係る原義（平成24年度） 研究振興部開発振興課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2012年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金

助成金計画変更等申請書・承認通知書（平成
24年度）

研究振興部開発振興課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2012年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金

助成金交付申請書・決定通知書・契約書締結
（平成24年度）

研究振興部開発振興課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2012年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金

助成金実績報告書・確定通知書（平成24年
度）

研究振興部開発振興課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2012年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金 契約書　指定番号順（平成24年度） 研究振興部開発振興課長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2012年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金 手引きの改訂について（平成24年度）

研究振興部希少疾病用医薬品
等開発振興課長

2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2013年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
庶務 指定･指定取消通知(平成25年度) 研究振興部開発振興課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2013年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金 契約書の変更等に係る原義（平成25年度） 研究振興部開発振興課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2013年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金

助成金計画変更等申請書・承認通知書（平成
25年度）

研究振興部開発振興課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2013年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金

助成金交付申請書・決定通知書・契約書締結
（平成25年度）

研究振興部開発振興課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2013年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金

助成金実績報告書・確定通知書（平成25年
度）

研究振興部開発振興課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2013年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金 契約書　指定番号順（平成25年度） 研究振興部開発振興課長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2013年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金 手引きの改訂について（平成25年度）

研究振興部希少疾病用医薬品
等開発振興課長

2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2014年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
庶務 指定･指定取消通知(平成26年度) 研究振興部開発振興課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2014年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金 契約書の変更等に係る原義（平成26年度） 研究振興部開発振興課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2014年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金

助成金計画変更等申請書・承認通知書（平成
26年度）

研究振興部開発振興課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2014年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金

助成金交付申請書・決定通知書・契約書締結
（平成26年度）

研究振興部開発振興課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2014年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金

助成金実績報告書・確定通知書（平成26年
度）

研究振興部開発振興課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2014年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金 契約書　指定番号順（平成26年度） 研究振興部開発振興課長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2014年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金 手引きの改訂について（平成26年度）

研究振興部希少疾病用医薬品
等開発振興課長

2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄
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2015年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金 契約書の変更等に係る原義（平成27年度） 開発振興部開発振興課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2015年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金

助成金計画変更等申請書・承認通知書（平成
27年度）

開発振興部開発振興課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2015年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金

助成金交付申請書・決定通知書・契約書締結
（平成27年度）

開発振興部開発振興課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2015年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金

助成金実績報告書・確定通知書（平成27年
度）

開発振興部開発振興課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2015年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
庶務 指定･指定取消通知(平成27年度) 開発振興部開発振興課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2015年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金 契約書　指定番号順（平成27年度） 開発振興部開発振興課長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2015年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金 手引きの改訂について（平成27年度）

研究振興部希少疾病用医薬品
等開発振興課長

2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2016年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
指導･助言 相談記録（平成28年度） 開発振興部開発振興課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2016年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
税額認定控除 認定申請書兼認定書（平成28年度） 開発振興部開発振興課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2016年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金

売上高報告書・納付金徴収通知書（平成28年
度）

開発振興部開発振興課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2016年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金 契約書の変更等に係る原義（平成28年度） 開発振興部開発振興課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2016年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金

助成金計画変更等申請書・承認通知書（平成
28年度）

開発振興部開発振興課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2016年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金

助成金交付申請書・決定通知書・契約書締結
（平成28年度）

開発振興部開発振興課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2016年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金

助成金実績報告書・確定通知書（平成28年
度）

開発振興部開発振興課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2016年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
庶務 指定･指定取消通知(平成28年度) 開発振興部開発振興課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2016年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金 契約書　指定番号順（平成28年度） 開発振興部開発振興課長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2016年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金 手引きの改訂について（平成28年度）

研究振興部希少疾病用医薬品
等開発振興課長

2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2017年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
指導･助言 相談記録（平成29年度） 開発振興部開発振興課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2017年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
税額認定控除 認定申請書兼認定書（平成29年度） 開発振興部開発振興課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2017年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金

売上高報告書・納付金徴収通知書（平成29年
度）

開発振興部開発振興課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄



作成・取得
年度等

大分類 中分類 名称（小分類） 作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体 保存場所 管理者
保存期間満了

時の措置
備考

2017年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金 契約書の変更等に係る原義（平成29年度） 開発振興部開発振興課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2017年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金

助成金計画変更等申請書・承認通知書（平成
29年度）

開発振興部開発振興課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2017年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金

助成金交付申請書・決定通知書・契約書締結
（平成29年度）

開発振興部開発振興課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2017年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金

助成金実績報告書・確定通知書（平成29年
度）

開発振興部開発振興課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2017年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
庶務 指定･指定取消通知(平成29年度) 開発振興部開発振興課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2017年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金 契約書　指定番号順（平成29年度） 開発振興部開発振興課長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2017年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金 手引きの改訂について（平成29年度）

研究振興部希少疾病用医薬品
等開発振興課長

2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2018年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
指導･助言 相談記録（平成30年度） 開発振興部開発振興課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2018年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
税額認定控除 認定申請書兼認定書（平成30年度） 開発振興部開発振興課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2018年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金

売上高報告書・納付金徴収通知書（平成30年
度）

開発振興部開発振興課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2018年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金 契約書の変更等に係る原義（平成30年度） 開発振興部開発振興課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2018年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金

助成金計画変更等申請書・承認通知書（平成
30年度）

開発振興部開発振興課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2018年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金

助成金交付申請書・決定通知書・契約書締結
（平成30年度）

開発振興部開発振興課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2018年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金

助成金実績報告書・確定通知書（平成30年
度）

開発振興部開発振興課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2018年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
庶務 指定･指定取消通知(平成30年度) 開発振興部開発振興課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2018年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金 契約書　指定番号順（平成30年度） 開発振興部開発振興課長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2018年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金 手引きの改訂について（平成30年度） 開発振興部開発振興課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2019年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
指導･助言 相談記録（平成31年度/令和元年度） 開発振興部開発振興課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2019年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
税額認定控除

認定申請書兼認定書（平成31年度/令和元年
度）

開発振興部開発振興課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2019年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金

売上高報告書・納付金徴収通知書（平成31年
度/令和元年度）

開発振興部開発振興課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄
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年度等

大分類 中分類 名称（小分類） 作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体 保存場所 管理者
保存期間満了

時の措置
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2019年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金

契約書の変更等に係る原義（平成31年度/令和
元年度）

開発振興部開発振興課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2019年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金

助成金計画変更等申請書・承認通知書（平成
31年度/令和元年度）

開発振興部開発振興課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2019年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金

助成金交付申請書・決定通知書・契約書締結
（平成31年度/令和元年度）

開発振興部開発振興課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2019年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金

助成金実績報告書・確定通知書（平成31年度/
令和元年度）

開発振興部開発振興課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2019年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
庶務

指定･指定取消通知（平成31年度/令和元年
度）

開発振興部開発振興課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2019年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金

契約書　指定番号順（平成31年度/令和元年
度）

開発振興部開発振興課長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2019年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金

手引きの改訂について（平成31年度/令和元年
度）

開発振興部開発振興課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2020年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
説明会 講演資料・記録（令和2年度） 開発振興部開発振興課長 2021年4月1日 1年 2022年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2020年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金 進捗状況調査票（令和2年度） 開発振興部開発振興課長 2021年4月1日 1年 2022年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2020年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
指導･助言 出張相談（令和2年度） 開発振興部開発振興課長 2021年4月1日 1年 2022年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2020年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
指導･助言 相談記録（令和2年度） 開発振興部開発振興課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2020年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
税額認定控除 認定申請書兼認定書（令和2年度） 開発振興部開発振興課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2020年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金

売上高報告書・納付金徴収通知書（令和2年
度）

開発振興部開発振興課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2020年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金 納付期限延長申請書 開発振興部開発振興課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2020年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金 契約書の変更等に係る原義（令和2年度） 開発振興部開発振興課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2020年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金

助成金計画変更等申請書・承認通知書（令和2
年度）

開発振興部開発振興課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2020年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金

助成金交付申請書・決定通知書・契約書締結
（令和2年度）

開発振興部開発振興課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2020年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金 助成金実績報告書・確定通知書（令和2年度） 開発振興部開発振興課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2020年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
庶務 指定･指定取消通知（令和2年度） 開発振興部開発振興課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2020年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金 手引きの改訂について（令和2年度） 開発振興部開発振興課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄
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保存期間満了

時の措置
備考

2020年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金 開発振興業務関係業務方法書変更認可申請書 開発振興部開発振興課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2020年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金 特定用途医薬品等納付金算定式申請書 開発振興部開発振興課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

2020年度
希少疾病用医薬品等開

発振興
助成金・納付金 契約書　指定番号順（令和2年度） 開発振興部開発振興課長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発振興課長 廃棄

1988年度 開発調整 承継事業 出資募集決裁（1988年度） 研究振興部管理課長 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 書庫 開発振興部開発調整課長 廃棄
引き続き保

存

1989年度 開発調整 承継事業 出資募集決裁（1989年度） 研究振興部管理課長 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 書庫 開発振興部開発調整課長 廃棄
引き続き保

存

2001年度 開発調整 承継事業
研究終了後の会社のあり方について（1995年
度）

研究振興部管理課長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2001年度 開発調整 承継事業
研究終了後の会社のあり方について（1996年
度）

研究振興部管理課長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2001年度 開発調整 承継事業
研究終了後の会社のあり方について（1997年
度）

研究振興部管理課長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2001年度 開発調整 承継事業
研究終了後の会社のあり方について（1998年
度）

研究振興部管理課長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2001年度 開発調整 承継事業
研究終了後の会社のあり方について（1999年
度）

研究振興部管理課長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2001年度 開発調整 承継事業
研究終了後の会社のあり方について（2000年
度）

研究振興部管理課長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2001年度 開発調整 承継事業
研究終了後の会社のあり方について（2001年
度）

研究振興部管理課長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2001年度 開発調整 承継事業 終了後研究報告書（1998年度） 研究振興部管理課長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2001年度 開発調整 承継事業 終了後研究報告書（1999年度） 研究振興部管理課長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2001年度 開発調整 承継事業 終了後研究報告書（2000年度） 研究振興部管理課長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2001年度 開発調整 承継事業 終了後研究報告書（2001年度） 研究振興部管理課長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2001年度 開発調整 承継事業 終了時研究報告書（1995年度） 研究振興部管理課長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2001年度 開発調整 承継事業 終了時研究報告書（1996年度） 研究振興部管理課長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2001年度 開発調整 承継事業 終了時研究報告書（1997年度） 研究振興部管理課長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2001年度 開発調整 承継事業 終了時研究報告書（1998年度） 研究振興部管理課長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄
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2001年度 開発調整 承継事業 終了時研究報告書（1999年度） 研究振興部管理課長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2001年度 開発調整 承継事業 終了時研究報告書（2000年度） 研究振興部管理課長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2001年度 開発調整 承継事業 出融資事業技術評価実施要領 研究振興部管理課長 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2002年度 開発調整 承継事業
研究終了後の会社のあり方について（2002年
度）

研究振興部管理課長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2002年度 開発調整 承継事業 終了後研究報告書（2002年度） 研究振興部管理課長 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2003年度 開発調整 承継事業 終了後研究報告書（2003年度） 研究振興部管理課長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2003年度 開発調整 承継事業 終了時研究報告書（2003年度） 研究振興部管理課長 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2004年度 開発調整 承継事業
研究終了後の会社のあり方について（2004年
度）

研究振興部管理課長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2004年度 開発調整
実用化研究支援

事業
基本契約書及び委託契約書（アンジェス株式
会社）

研究振興部研究振興課長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2004年度 開発調整
実用化研究支援

事業
基本契約書及び委託契約書（株式会社ＬＴＴ
バイオファーマ）

研究振興部研究振興課長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2004年度 開発調整
実用化研究支援

事業
基本契約書及び委託契約書（株式会社グリー
ンペプタイト）

研究振興部研究振興課長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2004年度 開発調整
実用化研究支援

事業
基本契約書及び委託契約書（テムリック株式
会社）

研究振興部研究振興課長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2004年度 開発調整
実用化研究支援

事業
基本契約書及び委託契約書（ヒュービット
ジェノミクス株式会社）

研究振興部研究振興課長 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2005年度 開発調整
実用化研究支援

事業
基本契約書及び委託契約書（オキシジェニク
ス株式会社）

研究振興部研究振興課長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2005年度 開発調整
実用化研究支援

事業
基本契約書及び委託契約書（オステオジェネ
シス株式会社）

研究振興部研究振興課長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2005年度 開発調整
実用化研究支援

事業
基本契約書及び委託契約書（セルシード株式
会社）

研究振興部研究振興課長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2006年度 開発調整
実用化研究支援

事業
基本契約書及び委託契約書（株式会社医薬分
子設計研究所）

研究振興部研究振興課長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2006年度 開発調整
実用化研究支援

事業
基本契約書及び委託契約書（株式会社ネクス
ト）

研究振興部研究振興課長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2006年度 開発調整
実用化研究支援

事業
基本契約書及び委託契約書（ジェイファーマ
株式会社）

研究振興部研究振興課長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2006年度 開発調整
実用化研究支援

事業
基本契約書及び委託契約書（ナノキャリア株
式会社）

研究振興部研究振興課長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄
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2007年度 開発調整
実用化研究支援

事業
基本契約書及び委託契約書（アールアンド
アール株式会社）

研究振興部研究振興課長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2007年度 開発調整
実用化研究支援

事業
基本契約書及び委託契約書（株式会社日本ス
テントテクノロジー）

研究振興部研究振興課長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2007年度 開発調整
実用化研究支援

事業
基本契約書及び委託契約書（クリングル
ファーマ株式会社）

研究振興部研究振興課長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2007年度 開発調整
実用化研究支援

事業
基本契約書及び委託契約書（リボミック株式
会社）

研究振興部研究振興課長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2008年度 開発調整
実用化研究支援

事業
基本契約書及び委託契約書（株式会社イミュ
ノフロンティア）

研究振興部研究振興課長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2008年度 開発調整
実用化研究支援

事業
基本契約書及び委託契約書（株式会社ネクス
ト２１）

研究振興部研究振興課長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2008年度 開発調整
実用化研究支援

事業
基本契約書及び委託契約書（株式会社レグイ
ミューン）

研究振興部研究振興課長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2010年度 開発調整
実用化研究支援

事業
委託事業契約締結決済（2010年度） 研究振興部研究振興課長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2010年度 開発調整
実用化研究支援

事業
委託事業実績報告及び確定通知決済（2009年
度）

研究振興部研究振興課長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2010年度 開発調整 承継事業 株主総会議決権行使決裁（2010年度） 研究振興部研究振興課長 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2011年度 開発調整
実用化研究支援

事業
委託事業契約締結決済（2011年度） 研究振興部研究振興課長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2011年度 開発調整
実用化研究支援

事業
委託事業実績報告及び確定通知決済（2010年
度）

研究振興部研究振興課長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2011年度 開発調整 承継事業 株主総会議決権行使決裁（2011年度） 研究振興部研究振興課長 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2012年度 開発調整
東北(岩手・宮
城)進捗管理受

託事業

「平成24年度革新的医療機器等開発事業の進
捗を管理する事業　一式」に係る見積書の提
出について（岩手県）

研究振興部研究振興課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2012年度 開発調整
東北(岩手・宮
城)進捗管理受

託事業

「平成24年度革新的医療機器等開発事業の進
捗を管理する事業　一式」の公募への参加意
思確認書の提出について（岩手県）

研究振興部研究振興課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2012年度 開発調整
東北(岩手・宮
城)進捗管理受

託事業

「平成24年度革新的医療機器等開発事業の進
捗を管理する事業」の委託契約の締結につい
て（岩手県）

研究振興部研究振興課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2013年度 開発調整
東北(岩手・宮
城)進捗管理受

託事業

「平成25年度革新的医療機器等開発事業の進
捗を管理する事業　一式」に係る見積書の提
出について（岩手県）

研究振興部研究振興課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2013年度 開発調整
東北(岩手・宮
城)進捗管理受

託事業

「平成25年度革新的医療機器等開発事業の進
捗を管理する事業　一式」の公募への参加意
思確認書の提出について（岩手県）

研究振興部研究振興課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2013年度 開発調整
東北(岩手・宮
城)進捗管理受

託事業

「平成25年度革新的医療機器等開発事業の進
捗を管理する事業」の委託契約の締結につい
て（岩手県）

研究振興部研究振興課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2014年度 開発調整
東北(岩手・宮
城・福島)進捗
管理受託事業

「平成26年度革新的医療機器等開発事業の進
捗を管理する事業　一式」に係る見積書の提
出について（岩手県）

研究振興部研究振興課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄
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2014年度 開発調整
東北(岩手・宮
城・福島)進捗
管理受託事業

「平成26年度革新的医療機器等開発事業の進
捗を管理する事業　一式」の公募への参加意
思確認書の提出について（岩手県）

研究振興部研究振興課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2014年度 開発調整
東北(岩手・宮
城・福島)進捗
管理受託事業

「平成26年度革新的医療機器等開発事業の進
捗を管理する事業」の委託契約の締結につい
て（岩手県）

研究振興部研究振興課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2014年度 開発調整
実用化研究支援

事業

実用化研究支援事業の売上報告及び売上納付
金の徴収について（ナノキャリア(株)）（平
成24事業年度分）

研究振興部研究振興課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2014年度 開発調整
実用化研究支援

事業

実用化研究支援事業の売上報告及び売上納付
金の徴収について（ナノキャリア(株)）（平
成25事業年度分）

研究振興部研究振興課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2016年度 開発調整
実用化研究支援

事業

実用化研究支援事業の売上報告及び売上納付
金の徴収について（(株)セルシード）（平成
27事業年度分）

研究振興部研究振興課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2017年度 開発調整
実用化研究支援

事業

実用化研究支援事業の売上報告及び売上納付
金の徴収について（(株)リボミック）（平成
28事業年度分）

研究振興部研究振興課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2012年度 開発調整
東北(岩手・宮
城)進捗管理受

託事業

「平成24年度革新的医療機器等開発事業進捗
管理業務（全体進捗管理業務）」委託金の請
求について（宮城県）

研究振興部実用化支援課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2012年度 開発調整
東北(岩手・宮
城)進捗管理受

託事業

「平成24年度革新的医療機器等開発事業進捗
管理業務（全体進捗管理業務）」実績報告書
の提出について（宮城県）

研究振興部実用化支援課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2012年度 開発調整
東北(岩手・宮
城)進捗管理受

託事業

「平成24年度革新的医療機器等開発事業進捗
管理業務（全体進捗管理業務）」の委託契約
の締結について（宮城県）

研究振興部実用化支援課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2012年度 開発調整
東北(岩手・宮
城)進捗管理受

託事業

「平成24年度革新的医療機器等開発事業進捗
管理業務（全体進捗管理業務）」の委託契約
の締結について（宮城県）

研究振興部実用化支援課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2012年度 開発調整
東北(岩手・宮
城)進捗管理受

託事業

「平成24年度革新的医療機器等開発事業進捗
管理業務（全体進捗管理業務）」の委託に関
する見積書等の提出について（宮城県）

研究振興部実用化支援課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2012年度 開発調整
東北(岩手・宮
城)進捗管理受

託事業

「平成24年度革新的医療機器等開発事業進捗
管理業務（全体進捗管理業務）」変更契約の
締結について（宮城県）

研究振興部実用化支援課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2012年度 開発調整
東北(岩手・宮
城)進捗管理受

託事業

「平成24年度革新的医療機器等開発事業全体
進捗管理業務」実施計画書の提出について
（宮城県）

研究振興部実用化支援課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2012年度 開発調整
東北(岩手・宮
城)進捗管理受

託事業

「平成24年度革新的医療機器等開発事業全体
進捗管理業務」変更実施計画書の提出につい
て（宮城県）

研究振興部実用化支援課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2012年度 開発調整
東北(岩手・宮
城)進捗管理受

託事業

「平成24年度革新的医療機器等開発事業の進
捗を管理する事業」委託金の請求について
（岩手県）

研究振興部実用化支援課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2012年度 開発調整
東北(岩手・宮
城)進捗管理受

託事業

「平成24年度革新的医療機器等開発事業の進
捗を管理する事業」委託契約の内容変更申請
について（岩手県）

研究振興部実用化支援課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2012年度 開発調整
東北(岩手・宮
城)進捗管理受

託事業

「平成24年度革新的医療機器等開発事業の進
捗を管理する事業」委託契約変更の締結（岩
手県）

研究振興部実用化支援課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2012年度 開発調整
東北(岩手・宮
城)進捗管理受

託事業

「平成24年度革新的医療機器等開発事業の進
捗を管理する事業」実施計画書の提出につい
て（岩手県）

研究振興部実用化支援課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2012年度 開発調整
東北(岩手・宮
城)進捗管理受

託事業

「平成24年度革新的医療機器等開発事業の進
捗を管理する事業」実績報告書の提出につい
て（岩手県）

研究振興部実用化支援課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2012年度 開発調整
承継事業及び実
用化研究支援事

業

「平成２４年度臨床試験拠点体制整備に係る
支援業務」企画書の提出について

研究振興部実用化支援課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄
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2012年度 開発調整
承継事業及び実
用化研究支援事

業

「平成２４年度臨床試験拠点体制整備に係る
支援業務」の企画競争に係る審査結果通知に
ついて（供覧）

研究振興部実用化支援課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2012年度 開発調整
承継事業及び実
用化研究支援事

業

Drug　Reprofiling（DR）に係る背景情報の収
集、候補物質の探索の準備業務に係る企画競
争の評価結果の通知について

研究振興部実用化支援課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2012年度 開発調整 承継事業 株主総会議決権行使決裁（2012年度） 研究振興部実用化支援課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2012年度 開発調整
承継事業及び実
用化研究支援事

業

企画競争の実施について（Drug　Reprofiling
（DR）に係る背景情報の収集、候補物質の探
索の準備業務の委託）

研究振興部実用化支援課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2012年度 開発調整
実用化研究支援

事業

実用化研究支援事業におけるアンジェス
MG(株)からの売上額報告書及びアンジェス
MG(株)への売上納付通知について（平成23事
業年度分）

研究振興部実用化支援課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2013年度 開発調整
東北(岩手・宮
城)進捗管理受

託事業

「平成25年度革新的医療機器等開発事業進捗
管理業務（全体進捗管理業務）」委託金の請
求について（宮城県）

研究振興部実用化支援課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2013年度 開発調整
東北(岩手・宮
城)進捗管理受

託事業

「平成25年度革新的医療機器等開発事業進捗
管理業務（全体進捗管理業務）」実績報告書
の提出について（宮城県）

研究振興部実用化支援課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2013年度 開発調整
東北(岩手・宮
城)進捗管理受

託事業

「平成25年度革新的医療機器等開発事業進捗
管理業務（全体進捗管理業務）」の委託契約
の締結について（宮城県）

研究振興部実用化支援課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2013年度 開発調整
東北(岩手・宮
城)進捗管理受

託事業

「平成25年度革新的医療機器等開発事業進捗
管理業務（全体進捗管理業務）」の委託に関
する見積書等の提出について（宮城県）

研究振興部実用化支援課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2013年度 開発調整
東北(岩手・宮
城)進捗管理受

託事業

「平成25年度革新的医療機器等開発事業進捗
管理業務（全体進捗管理業務）」変更契約の
締結について（宮城県）

研究振興部実用化支援課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2013年度 開発調整
東北(岩手・宮
城)進捗管理受

託事業

「平成25年度革新的医療機器等開発事業全体
進捗管理業務」実施計画書の提出について
（宮城県）

研究振興部実用化支援課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2013年度 開発調整
東北(岩手・宮
城)進捗管理受

託事業

「平成25年度革新的医療機器等開発事業全体
進捗管理業務」変更実施計画書の提出につい
て（宮城県）

研究振興部実用化支援課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2013年度 開発調整
東北(岩手・宮
城)進捗管理受

託事業

「平成25年度革新的医療機器等開発事業の進
捗を管理する事業」委託金の請求について
（岩手県）

研究振興部実用化支援課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2013年度 開発調整
東北(岩手・宮
城)進捗管理受

託事業

「平成25年度革新的医療機器等開発事業の進
捗を管理する事業」委託契約の内容変更申請
について（岩手県）

研究振興部実用化支援課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2013年度 開発調整
東北(岩手・宮
城)進捗管理受

託事業

「平成25年度革新的医療機器等開発事業の進
捗を管理する事業」委託契約変更の締結（岩
手県）

研究振興部実用化支援課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2013年度 開発調整
東北(岩手・宮
城)進捗管理受

託事業

「平成25年度革新的医療機器等開発事業の進
捗を管理する事業」実施計画書の提出につい
て（岩手県）

研究振興部実用化支援課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2013年度 開発調整
東北(岩手・宮
城)進捗管理受

託事業

「平成25年度革新的医療機器等開発事業の進
捗を管理する事業」実績報告書の提出につい
て（岩手県）

研究振興部実用化支援課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2013年度 開発調整
承継事業及び実
用化研究支援事

業

「平成25年度臨床研究倫理指針適合性調査業
務」委託契約の締結について

研究振興部実用化支援課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2013年度 開発調整
承継事業及び実
用化研究支援事

業

「平成25年度臨床研究倫理指針適合性調査業
務」事業計画書及び経費明細書の提出につい
て

研究振興部実用化支援課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2013年度 開発調整
承継事業及び実
用化研究支援事

業

「平成25年度臨床研究倫理指針適合性調査業
務」事業実績報告書及び経費明細書の提出に
ついて

研究振興部実用化支援課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄
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2013年度 開発調整
承継事業及び実
用化研究支援事

業

「平成25年度臨床研究倫理指針適合性調査業
務」精算払請求書の提出について

研究振興部実用化支援課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2013年度 開発調整
承継事業及び実
用化研究支援事

業

「平成25年度臨床研究倫理指針適合性調査業
務」総括報告書の提出について

研究振興部実用化支援課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2013年度 開発調整
承継事業及び実
用化研究支援事

業

「平成25年度臨床研究倫理指針適合性調査業
務」入札書等の提出について

研究振興部実用化支援課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2013年度 開発調整 承継事業 株主総会議決権行使決裁（2013年度） 研究振興部実用化支援課長 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2014年度 開発調整 承継事業 株主総会議決権行使決裁（2014年度） 研究振興部実用化支援課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2014年度 開発調整
希少疾病用再生
医療品等開発支

援事業

「希少疾病用再生医療品等開発支援事業」評
価委員会設置運営規程等の設置について

研究振興部実用化支援課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2014年度 開発調整
承継事業及び実
用化研究支援事

業

「平成26年度疫学研究倫理指針適合性調査業
務」委託契約の締結について

研究振興部実用化支援課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2014年度 開発調整
承継事業及び実
用化研究支援事

業

「平成26年度疫学研究倫理指針適合性調査業
務」事業計画書及び経費明細書の提出につい
て

研究振興部実用化支援課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2014年度 開発調整
承継事業及び実
用化研究支援事

業

「平成26年度疫学研究倫理指針適合性調査業
務」事業実績報告書及び経費明細書の提出に
ついて

研究振興部実用化支援課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2014年度 開発調整
承継事業及び実
用化研究支援事

業

「平成26年度疫学研究倫理指針適合性調査業
務」精算払請求書の提出について

研究振興部実用化支援課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2014年度 開発調整
承継事業及び実
用化研究支援事

業

「平成26年度疫学研究倫理指針適合性調査業
務」総括報告書の提出について

研究振興部実用化支援課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2014年度 開発調整
承継事業及び実
用化研究支援事

業

「平成26年度疫学研究倫理指針適合性調査業
務」入札書等の提出について

研究振興部実用化支援課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2014年度 開発調整
東北(岩手・宮
城・福島)進捗
管理受託事業

「平成26年度革新的医療機器開発実証事業費
補助金進捗管理業務」委託金の請求について
（福島県）

研究振興部実用化支援課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2014年度 開発調整
東北(岩手・宮
城・福島)進捗
管理受託事業

「平成26年度革新的医療機器開発実証事業費
補助金進捗管理業務」契約の締結について
（福島県）

研究振興部実用化支援課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2014年度 開発調整
東北(岩手・宮
城・福島)進捗
管理受託事業

「平成26年度革新的医療機器開発実証事業費
補助金進捗管理業務」契約変更の締結につい
て（福島県）

研究振興部実用化支援課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2014年度 開発調整
東北(岩手・宮
城・福島)進捗
管理受託事業

「平成26年度革新的医療機器開発実証事業費
補助金進捗管理業務」に係る見積書の提出に
ついて（福島県）

研究振興部実用化支援課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2014年度 開発調整
東北(岩手・宮
城・福島)進捗
管理受託事業

「平成26年度革新的医療機器等開発事業進捗
管理業務（全体進捗管理業務）」委託金の請
求について（宮城県）

研究振興部実用化支援課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2014年度 開発調整
東北(岩手・宮
城・福島)進捗
管理受託事業

「平成26年度革新的医療機器等開発事業進捗
管理業務（全体進捗管理業務）」実績報告書
の提出について（宮城県）

研究振興部実用化支援課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2014年度 開発調整
東北(岩手・宮
城・福島)進捗
管理受託事業

「平成26年度革新的医療機器等開発事業進捗
管理業務（全体進捗管理業務）」の委託契約
の締結について（宮城県）

研究振興部実用化支援課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2014年度 開発調整
東北(岩手・宮
城・福島)進捗
管理受託事業

「平成26年度革新的医療機器等開発事業進捗
管理業務（全体進捗管理業務）」変更契約の
締結について（宮城県）

研究振興部実用化支援課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄
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2014年度 開発調整
東北(岩手・宮
城・福島)進捗
管理受託事業

「平成26年度革新的医療機器等開発事業の進
捗を管理する事業」委託金の請求について
（岩手県）

研究振興部実用化支援課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2014年度 開発調整
東北(岩手・宮
城・福島)進捗
管理受託事業

「平成26年度革新的医療機器等開発事業の進
捗を管理する事業」委託契約の内容変更申請
について（岩手県）

研究振興部実用化支援課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2014年度 開発調整
東北(岩手・宮
城・福島)進捗
管理受託事業

「平成26年度革新的医療機器等開発事業の進
捗を管理する事業」委託契約変更の締結（岩
手県）

研究振興部実用化支援課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2014年度 開発調整
東北(岩手・宮
城・福島)進捗
管理受託事業

「平成26年度革新的医療機器等開発事業の進
捗を管理する事業」実施計画書の提出につい
て（岩手県）

研究振興部実用化支援課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2014年度 開発調整
東北(岩手・宮
城・福島)進捗
管理受託事業

「平成26年度革新的医療機器等開発事業の進
捗を管理する事業」実績報告書の提出につい
て（岩手県）

研究振興部実用化支援課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2014年度 開発調整
東北(岩手・宮
城・福島)進捗
管理受託事業

「平成26年度宮城県革新的医療機器等開発事
業進捗管理業務（全体進捗管理業務）」の委
託に関する見積書等の提出について

研究振興部実用化支援課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2014年度 開発調整
東北(岩手・宮
城・福島)進捗
管理受託事業

「平成26年度宮城県革新的医療機器等開発事
業全体進捗管理業務」実施計画書の提出につ
いて

研究振興部実用化支援課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2014年度 開発調整
東北(岩手・宮
城・福島)進捗
管理受託事業

「平成26年度宮城県革新的医療機器等開発事
業全体進捗管理業務」変更実施計画書の提出
について

研究振興部実用化支援課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2014年度 開発調整
承継事業及び実
用化研究支援事

業

「平成26年度臨床研究倫理指針適合性調査業
務」委託契約の締結について

研究振興部実用化支援課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2014年度 開発調整
承継事業及び実
用化研究支援事

業

「平成26年度臨床研究倫理指針適合性調査業
務」事業計画書及び経費明細書の提出につい
て

研究振興部実用化支援課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2014年度 開発調整
承継事業及び実
用化研究支援事

業

「平成26年度臨床研究倫理指針適合性調査業
務」事業実績報告書及び経費明細書の提出に
ついて

研究振興部実用化支援課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2014年度 開発調整
承継事業及び実
用化研究支援事

業

「平成26年度臨床研究倫理指針適合性調査業
務」精算払請求書の提出について

研究振興部実用化支援課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2014年度 開発調整
承継事業及び実
用化研究支援事

業

「平成26年度臨床研究倫理指針適合性調査業
務」総括報告書の提出について

研究振興部実用化支援課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2014年度 開発調整
承継事業及び実
用化研究支援事

業

「平成26年度臨床研究倫理指針適合性調査業
務」入札書等の提出について

研究振興部実用化支援課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2014年度 開発調整
希少疾病用再生
医療品等開発支

援事業

「希少疾病用再生医療品等開発支援事業」開
発実施計画書の提出について

研究振興部実用化支援課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2014年度 開発調整
希少疾病用再生
医療品等開発支

援事業

「希少疾病用再生医療品等開発支援事業」開
発テーマの公募およびＨＰ掲載について

研究振興部実用化支援課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2014年度 開発調整
希少疾病用再生
医療品等開発支

援事業

「希少疾病用再生医療品等開発支援事業」契
約の締結について

研究振興部実用化支援課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2014年度 開発調整
希少疾病用再生
医療品等開発支

援事業

「希少疾病用再生医療品等開発支援事業」評
価委員会審査結果について

研究振興部実用化支援課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2014年度 開発調整
希少疾病用再生
医療品等開発支

援事業

「希少疾病用再生医療品等開発支援事業」評
価委員会審査結果について（平成27年度開発
支援テーマの採択）

研究振興部実用化支援課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2014年度 開発調整
実用化研究支援

事業

実用化研究支援事業におけるLTTバイオファー
マ(株)からの売上額報告書及びLTTバイオ
ファーマ(株)への売上納付通知について（平
成19事業年度分）

研究振興部実用化支援課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄



作成・取得
年度等

大分類 中分類 名称（小分類） 作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体 保存場所 管理者
保存期間満了

時の措置
備考

2014年度 開発調整
実用化研究支援

事業

実用化研究支援事業におけるアンジェス
MG(株)からの売上額報告書及びアンジェス
MG(株)への売上納付通知について（平成25事
業年度分）

研究振興部実用化支援課長 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2015年度 開発調整 承継業務 株主総会議決権行使決裁（2015年度） 開発振興部開発調整課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2015年度 開発調整
東北(岩手・宮
城・福島)進捗
管理受託事業

「平成27年度革新的医療機器開発実証事業費
補助金進捗管理業務」委託金の請求について
（福島県）

開発振興部開発調整課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2015年度 開発調整
東北(岩手・宮
城・福島)進捗
管理受託事業

「平成27年度革新的医療機器開発実証事業費
補助金進捗管理業務」契約の締結について
（福島県）

開発振興部開発調整課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2015年度 開発調整
東北(岩手・宮
城・福島)進捗
管理受託事業

「平成27年度革新的医療機器開発実証事業費
補助金進捗管理業務」契約変更の締結につい
て（福島県）

開発振興部開発調整課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2015年度 開発調整
東北(岩手・宮
城・福島)進捗
管理受託事業

「平成27年度革新的医療機器開発実証事業費
補助金進捗管理業務」に係る見積書の提出に
ついて（福島県）

開発振興部開発調整課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2015年度 開発調整
東北(岩手・宮
城・福島)進捗
管理受託事業

「平成27年度革新的医療機器等開発事業進捗
管理業務（全体進捗管理業務）」委託金の請
求について（宮城県）

開発振興部開発調整課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2015年度 開発調整
東北(岩手・宮
城・福島)進捗
管理受託事業

「平成27年度革新的医療機器等開発事業進捗
管理業務（全体進捗管理業務）」実績報告書
の提出について（宮城県）

開発振興部開発調整課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2015年度 開発調整
東北(岩手・宮
城・福島)進捗
管理受託事業

「平成27年度革新的医療機器等開発事業進捗
管理業務（全体進捗管理業務）」の委託契約
の締結について（宮城県）

開発振興部開発調整課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2015年度 開発調整
東北(岩手・宮
城・福島)進捗
管理受託事業

「平成27年度革新的医療機器等開発事業進捗
管理業務（全体進捗管理業務）」変更契約の
締結について（宮城県）

開発振興部開発調整課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2015年度 開発調整
東北(岩手・宮
城・福島)進捗
管理受託事業

「平成27年度革新的医療機器等開発事業の進
捗を管理する事業　一式」に係る見積書の提
出について（岩手県）

開発振興部開発調整課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2015年度 開発調整
東北(岩手・宮
城・福島)進捗
管理受託事業

「平成27年度革新的医療機器等開発事業の進
捗を管理する事業　一式」の公募への参加意
思確認書の提出について（岩手県）

開発振興部開発調整課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2015年度 開発調整
東北(岩手・宮
城・福島)進捗
管理受託事業

「平成27年度革新的医療機器等開発事業の進
捗を管理する事業」委託金の請求について
（岩手県）

開発振興部開発調整課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2015年度 開発調整
東北(岩手・宮
城・福島)進捗
管理受託事業

「平成27年度革新的医療機器等開発事業の進
捗を管理する事業」委託契約の内容変更申請
について（岩手県）

開発振興部開発調整課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2015年度 開発調整
東北(岩手・宮
城・福島)進捗
管理受託事業

「平成27年度革新的医療機器等開発事業の進
捗を管理する事業」委託契約変更の締結（岩
手県）

開発振興部開発調整課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2015年度 開発調整
東北(岩手・宮
城・福島)進捗
管理受託事業

「平成27年度革新的医療機器等開発事業の進
捗を管理する事業」実施計画書の提出につい
て（岩手県）

開発振興部開発調整課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2015年度 開発調整
東北(岩手・宮
城・福島)進捗
管理受託事業

「平成27年度革新的医療機器等開発事業の進
捗を管理する事業」実績報告書の提出につい
て（岩手県）

開発振興部開発調整課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2015年度 開発調整
東北(岩手・宮
城・福島)進捗
管理受託事業

「平成27年度革新的医療機器等開発事業の進
捗を管理する事業」の委託契約の締結につい
て（岩手県）

開発振興部開発調整課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2015年度 開発調整
東北(岩手・宮
城・福島)進捗
管理受託事業

「平成27年度宮城県革新的医療機器等開発事
業進捗管理業務（全体進捗管理業務）」の委
託に関する見積書等の提出について

開発振興部開発調整課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2015年度 開発調整
東北(岩手・宮
城・福島)進捗
管理受託事業

「平成27年度宮城県革新的医療機器等開発事
業全体進捗管理業務」実施計画書の提出につ
いて

開発振興部開発調整課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄
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2015年度 開発調整
東北(岩手・宮
城・福島)進捗
管理受託事業

「平成27年度宮城県革新的医療機器等開発事
業全体進捗管理業務」変更実施計画書の提出
について

開発振興部開発調整課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2015年度 開発調整
承継業務及び特

例業務
「平成27年度臨床研究倫理指針適合性調査業
務」委託契約の締結について

開発振興部開発調整課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2015年度 開発調整
承継業務及び特

例業務

「平成27年度臨床研究倫理指針適合性調査業
務」事業計画書及び経費明細書の提出につい
て

開発振興部開発調整課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2015年度 開発調整
承継業務及び特

例業務

「平成27年度臨床研究倫理指針適合性調査業
務」事業実績報告書及び経費明細書の提出に
ついて

開発振興部開発調整課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2015年度 開発調整
承継業務及び特

例業務
「平成27年度臨床研究倫理指針適合性調査業
務」概算払請求書の提出について

開発振興部開発調整課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2015年度 開発調整
承継業務及び特

例業務
「平成27年度臨床研究倫理指針適合性調査業
務」総括報告書の提出について

開発振興部開発調整課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2015年度 開発調整
承継業務及び特

例業務
「平成27年度臨床研究倫理指針適合性調査業
務」入札書等の提出について

開発振興部開発調整課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2015年度 開発調整
希少疾病用再生
医療品等開発支

援事業

「希少疾病用再生医療品等開発支援事業」契
約の締結について(2015年度)

開発振興部開発調整課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2015年度 開発調整
希少疾病用再生
医療品等開発支

援事業

「希少疾病用再生医療品等開発支援事業」評
価委員会審査結果について(2015年度)

開発振興部開発調整課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2016年度 開発調整 特例業務 書面評価に係る謝金決裁(2016年度） 開発振興部開発調整課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2016年度 開発調整
承継業務及び特

例業務
成果管理委員会に係る諸謝金決裁（2016年
度）

開発振興部開発調整課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2016年度 開発調整
承継業務及び特

例業務
成果管理委員会に係る旅費決裁（2016年度） 開発振興部開発調整課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2016年度 開発調整
希少疾病用再生
医療品等開発支

援事業

希少疾病用再生医療品等評価委員会に係る謝
金決裁(2016年度)

開発振興部開発調整課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2016年度 開発調整
希少疾病用再生
医療品等開発支

援事業

希少疾病用再生医療品等評価委員会に係る旅
費決裁(2016年度)

開発振興部開発調整課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2016年度 開発調整 承継業務 株主総会議決権行使決裁（2016年度） 開発振興部開発調整課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2016年度 開発調整
希少疾病用再生
医療品等開発支

援事業

「希少疾病用再生医療品等開発支援事業」契
約の締結について(2016年度)

開発振興部開発調整課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2016年度 開発調整
希少疾病用再生
医療品等開発支

援事業

「希少疾病用再生医療品等開発支援事業」評
価委員会審査結果について(2016年度)

開発振興部開発調整課長 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2017年度 開発調整 特例業務 書面評価に係る謝金決裁(2017年度） 開発振興部開発調整課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2017年度 開発調整
承継業務及び特

例業務
成果管理委員会に係る諸謝金決裁(2017年度） 開発振興部開発調整課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2017年度 開発調整
承継業務及び特

例業務
成果管理委員会に係る旅費決裁(2017年度） 開発振興部開発調整課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄
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2017年度 開発調整
希少疾病用再生
医療品等開発支

援事業

希少疾病用再生医療品等評価委員会に係る謝
金決裁(2017年度)

開発振興部開発調整課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2017年度 開発調整
希少疾病用再生
医療品等開発支

援事業

希少疾病用再生医療品等評価委員会に係る旅
費決裁(2017年度)

開発振興部開発調整課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2017年度 開発調整 承継業務
㈱ディナベック研究所定時株主総会における
委任状の提出について

開発振興部開発調整課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2017年度 開発調整 承継業務
旧出資事業（㈱ディナベック研究所）に係る
平成29年度事業計画書及び平成28年研究成果
報告書の提出について（依頼）

開発振興部開発調整課長 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2017年度 開発調整
希少疾病用再生
医療品等開発支

援事業

希少疾病用再生医療品等開発支援事業におけ
る審議結果について（平成３０年度開発支援
テーマの採択）

開発振興部開発調整課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2017年度 開発調整
希少疾病用再生
医療品等開発支

援事業

「希少疾病用再生医療品等開発支援事業」契
約の締結について(2017年度)

開発振興部開発調整課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2018年度 開発調整 特例業務 書面評価について（依頼） 開発振興部開発調整課長 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2018年度 開発調整 特例業務 書面評価に係る謝金決裁(2018年度） 開発振興部開発調整課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2018年度 開発調整
承継業務及び特

例業務
成果管理委員会開催案内(2018年度） 開発振興部開発調整課長 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2018年度 開発調整
承継業務及び特

例業務
成果管理委員会出席依頼(2018年度） 開発振興部開発調整課長 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2018年度 開発調整
承継業務及び特

例業務
成果管理委員会に係る諸謝金決裁(2018年度） 開発振興部開発調整課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2018年度 開発調整
承継業務及び特

例業務
成果管理委員会に係る旅費決裁(2018年度） 開発振興部開発調整課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2018年度 開発調整
希少疾病用再生
医療品等開発支

援事業

希少疾病用再生医療品等評価委員会の出席依
頼について（事前評価）(2018年度)

開発振興部開発調整課長 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2018年度 開発調整
希少疾病用再生
医療品等開発支

援事業

希少疾病用再生医療品等評価委員会の開催に
ついて（事前評価）(2018年度)

開発振興部開発調整課長 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2018年度 開発調整
希少疾病用再生
医療品等開発支

援事業

希少疾病用再生医療品等評価委員会に係る謝
金決裁（事前評価）(2018年度)

開発振興部開発調整課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2018年度 開発調整
希少疾病用再生
医療品等開発支

援事業

希少疾病用再生医療品等評価委員会に係る旅
費決裁（事前評価）(2018年度)

開発振興部開発調整課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2018年度 開発調整
希少疾病用再生
医療品等開発支

援事業

希少疾病用再生医療品等評価委員会の出席依
頼について(2018年度)

開発振興部開発調整課長 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2018年度 開発調整
希少疾病用再生
医療品等開発支

援事業

希少疾病用再生医療品等評価委員会の開催に
ついて(2018年度)

開発振興部開発調整課長 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2018年度 開発調整
希少疾病用再生
医療品等開発支

援事業

希少疾病用再生医療品等評価委員会に係る謝
金決裁(2018年度)

開発振興部開発調整課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2018年度 開発調整
希少疾病用再生
医療品等開発支

援事業

希少疾病用再生医療品等評価委員会に係る旅
費決裁(2018年度)

開発振興部開発調整課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄
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2018年度 開発調整
希少疾病用再生
医療品等開発支

援事業

委員委嘱決裁（希少疾病用再生医療品等評価
委員会委員）

開発振興部開発調整課長 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2018年度 開発調整
承継業務及び特

例業務
委員委嘱決裁（成果管理委員委員） 開発振興部開発調整課長 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2018年度 開発調整
承継業務及び特

例業務
委員委嘱決裁（専門委員） 開発振興部開発調整課長 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2018年度 開発調整
希少疾病用再生
医療品等開発支

援事業

希少疾病用再生医療等開発支援事業における
新規開発支援テーマの公募について

開発振興部開発調整課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2018年度 開発調整
希少疾病用再生
医療品等開発支

援事業

希少疾病用再生医療等開発支援事業における
売上額報告書及び売上納付通知について（国
立大学法人北海道大学）

開発振興部開発調整課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2018年度 開発調整
希少疾病用再生
医療品等開発支

援事業

希少疾病用再生医療等開発支援事業における
新規開発支援テーマの公募について（二次募
集）

開発振興部開発調整課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2018年度 開発調整
希少疾病用再生
医療品等開発支

援事業

平成30年度希少疾病用再生医療品等評価委員
会（事前評価）における審議結果について
（採択決定通知）

開発振興部開発調整課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2018年度 開発調整
希少疾病用再生
医療品等開発支

援事業

希少疾病用再生医療等開発支援事業における
契約締結について

開発振興部開発調整課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2018年度 開発調整 承継業務
㈱ディナベック研究所定時株主総会における
委任状の提出について

開発振興部開発調整課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2018年度 開発調整 承継業務
旧出資事業（㈱ディナベック研究所）に係る
平成30年度事業計画書及び平成29年研究成果
報告書の提出について（依頼）

開発振興部開発調整課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2019年度 開発調整
承継業務及び特

例業務

令和元年度成果管理委員会
（令和2年1月28日　会場：フクラシア八重
洲）

開発振興部開発調整課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2019年度 開発調整
希少疾病用再生
医療品等開発支

援事業

令和元年度希少疾病用再生医療品等評価委員
会（令和2年3月12日 会場：フクラシア八重
洲）

開発振興部開発調整課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2019年度 開発調整 特例業務 令和元年度書面評価 開発振興部開発調整課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2019年度 開発調整 特例業務 希少疾病用再生医療等品開発支援事業 開発振興部開発調整課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2019年度 開発調整 承継業務 令和2年度承継事業㈱ディナベック研究所 開発振興部開発調整課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2020年度 開発調整 特例業務 希少疾病用再生医療等品開発支援事業 開発振興部開発調整課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2020年度 開発調整 承継業務 令和2年度承継事業㈱ディナベック研究所 開発振興部開発調整課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2020年度 開発調整
承継業務及び特

例業務
令和元年度成果管理委員会
（令和2年2月18日　web開催）

開発振興部開発調整課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2020年度 開発調整
希少疾病用再生
医療品等開発支

援事業

令和元年度希少疾病用再生医療品等評価委員
会（令和2年3月9日 web開催）

開発振興部開発調整課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2020年度 開発調整 特例業務 令和2年度書面評価 開発振興部開発調整課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄
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大分類 中分類 名称（小分類） 作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体 保存場所 管理者
保存期間満了

時の措置
備考

2020年度 開発調整 特例業務
成果管理委員会委員　委嘱決裁
（任期令和3年～令和5年3月まで）

開発振興部開発調整課長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2020年度 開発調整 特例業務
成果管理委員会委員専門委員　委嘱決裁
（任期令和3年～令和5年3月まで）

開発振興部開発調整課長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2020年度 開発調整
希少疾病用再生
医療品等開発支

援事業

希少疾病用再生医療品等評価委員会委員
委嘱決裁（任期令和3年～令和5年3月まで）

開発振興部開発調整課長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 開発振興部開発調整課長 廃棄

2018年度 SIP管理法人 SIP事業
ＳＩＰ公募・採択関連
協力参加機関募集

開発振興部SIP管理法人G 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室
開発振興部SIP管理法人G
リーダー

廃棄

2018年度 SIP管理法人 規程 ＳＩＰ規定 開発振興部SIP管理法人G 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室
開発振興部SIP管理法人G
リーダー

廃棄

2018年度 SIP管理法人 会議 事業マネジメント会議 開発振興部SIP管理法人G 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室
開発振興部SIP管理法人G
リーダー

廃棄

2018年度 SIP管理法人 委員会 ＳＩＰ評価委員会 開発振興部SIP管理法人G 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室
開発振興部SIP管理法人G
リーダー

廃棄

2018年度 SIP管理法人 契約
ＳＩＰ「ＡＩホスピタルによる高度診断・治療システ
ム」事業における委託研究開発契約の締結
（サブテーマＡ・Ｂ）

開発振興部SIP管理法人G 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室
開発振興部SIP管理法人G
リーダー

廃棄

2018年度 SIP管理法人 契約
ＳＩＰ「ＡＩホスピタルによる高度診断・治療システ
ム」事業における委託研究開発契約の締結
（サブテーマＣ・Ｄ・Ｅ）

開発振興部SIP管理法人G 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室
開発振興部SIP管理法人G
リーダー

廃棄

2018年度 SIP管理法人 契約 繰越申請 開発振興部SIP管理法人G 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室
開発振興部SIP管理法人G
リーダー

廃棄

2018年度 SIP管理法人 契約 協力参加機関との秘密保持契約 開発振興部SIP管理法人G 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室
開発振興部SIP管理法人G
リーダー

廃棄

2018年度 SIP管理法人 契約 事務処理説明書 開発振興部SIP管理法人G 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室
開発振興部SIP管理法人G
リーダー

廃棄

2018年度 SIP管理法人
委嘱・謝金・旅

費
委嘱・謝金・旅費
（ｓｕｂＰＤ・評価委員）

開発振興部SIP管理法人G 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室
開発振興部SIP管理法人G
リーダー

廃棄

2018年度 SIP管理法人
委嘱・謝金・旅

費
委嘱・謝金・旅費
（ＰＪＭＯ）

開発振興部SIP管理法人G 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務室
開発振興部SIP管理法人G
リーダー

廃棄

2019年度 SIP管理法人 SIP事業
ＳＩＰサイトビジット
シンポジウム２０１９
年度末検査

開発振興部SIP管理法人G 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室
開発振興部SIP管理法人G
リーダ

廃棄

2019年度 SIP管理法人 SIP事業
協力参加機関募集説明会
米国視察関連
課題検討会

開発振興部SIP管理法人G 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室
開発振興部SIP管理法人G
リーダ

廃棄

2019年度 SIP管理法人 規程 ＳＩＰ規定 開発振興部SIP管理法人G 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室
開発振興部SIP管理法人G
リーダ

廃棄

2019年度 SIP管理法人 会議 事業マネジメント会議 開発振興部SIP管理法人G 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室
開発振興部SIP管理法人G
リーダ

廃棄

2019年度 SIP管理法人 会議 事業マネジメント会議２ 開発振興部SIP管理法人G 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室
開発振興部SIP管理法人G
リーダ

廃棄

2019年度 SIP管理法人 委員会 評価委員会 開発振興部SIP管理法人G 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室
開発振興部SIP管理法人G
リーダ

廃棄

2019年度 SIP管理法人 委員会
ＥＬＳＩ委員会
知的財産委員会

開発振興部SIP管理法人G 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室
開発振興部SIP管理法人G
リーダ

廃棄

2019年度 SIP管理法人 契約
ＳＩＰ「ＡＩホスピタルによる高度診断・治療システ
ム」事業における契約更新手続きに関する覚書
の締結

開発振興部SIP管理法人G 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室
開発振興部SIP管理法人G
リーダ

廃棄

2019年度 SIP管理法人 契約
ＳＩＰ「ＡＩホスピタルによる高度診断・治療システ
ム」事業における契約更新手続きに関する覚書
の締結

開発振興部SIP管理法人G 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室
開発振興部SIP管理法人G
リーダ

廃棄
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2019年度 SIP管理法人 契約 協力参加機関との秘密保持契約 開発振興部SIP管理法人G 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室
開発振興部SIP管理法人G
リーダ

廃棄

2019年度 SIP管理法人 契約
事務処理説明書
経理関連

開発振興部SIP管理法人G 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室
開発振興部SIP管理法人G
リーダ

廃棄

2019年度 SIP管理法人 契約 訴訟関連 開発振興部SIP管理法人G 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室
開発振興部SIP管理法人G
リーダ

廃棄

2019年度 SIP管理法人
委嘱・謝金・旅

費
委嘱・謝金・旅費
（ｓｕｂＰＤ・評価委員）

開発振興部SIP管理法人G 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室
開発振興部SIP管理法人G
リーダ

廃棄

2019年度 SIP管理法人
委嘱・謝金・旅

費
委嘱・謝金・旅費
（ｓｕｂＰＤ・評価委員）２

開発振興部SIP管理法人G 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室
開発振興部SIP管理法人G
リーダ

廃棄

2019年度 SIP管理法人
委嘱・謝金・旅

費
委嘱・謝金・旅費
（知的財産委員）

開発振興部SIP管理法人G 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室
開発振興部SIP管理法人G
リーダ

廃棄

2019年度 SIP管理法人
委嘱・謝金・旅

費
委嘱・謝金・旅費
（倫理的法的社会的課題（ＥＬＳＩ）委員）

開発振興部SIP管理法人G 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室
開発振興部SIP管理法人G
リーダ

廃棄

2019年度 SIP管理法人
委嘱・謝金・旅

費
委嘱・謝金・旅費
（ＰＪＭО）

開発振興部SIP管理法人G 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室
開発振興部SIP管理法人G
リーダ

廃棄

2020年度
SIP AIホスピタル担

当G
SIP事業

ＳＩＰ年度末検査
広報活動
シンポジウム２０２０

開発振興部SIP AIホスピタル
担当G

2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室
開発振興部SIP AIホスピタ

ル担当G
廃棄

2020年度
SIP AIホスピタル担

当G
会議 事業マネジメント会議

開発振興部SIP AIホスピタル
担当G

2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室
開発振興部SIP AIホスピタ

ル担当G
廃棄

2020年度
SIP AIホスピタル担

当G
委員会 評価委員会

開発振興部SIP AIホスピタル
担当G

2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室
開発振興部SIP AIホスピタ

ル担当G
廃棄

2020年度
SIP AIホスピタル担

当G
委員会

ELSI委員会
知的財産委員会

開発振興部SIP AIホスピタル
担当G

2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室
開発振興部SIP AIホスピタ

ル担当G
廃棄

2020年度
SIP AIホスピタル担

当G
契約

ＳＩＰ「ＡＩホスピタルによる高度診断・治
療システム」事業における委託研究開発契約
書の締結
（サブテーマＡ・Ｂ）

開発振興部SIP AIホスピタル
担当G

2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室
開発振興部SIP AIホスピタ

ル担当G
廃棄

2020年度
SIP AIホスピタル担

当G
契約

ＳＩＰ「ＡＩホスピタルによる高度診断・治
療システム」事業における委託研究開発契約
書の締結
（サブテーマＣ・Ｄ・Ｅ）

開発振興部SIP AIホスピタル
担当G

2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室
開発振興部SIP AIホスピタ

ル担当G
廃棄

2020年度
SIP AIホスピタル担

当G
契約 協力参加機関との秘密保持契約

開発振興部SIP AIホスピタル
担当G

2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室
開発振興部SIP AIホスピタ

ル担当G
廃棄

2020年度
SIP AIホスピタル担

当G
契約 訴訟関連

開発振興部SIP AIホスピタル
担当G

2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室
開発振興部SIP AIホスピタ

ル担当G
廃棄

2020年度
SIP AIホスピタル担

当G
委嘱・謝金・旅

費
委嘱・謝金・旅費
（ｓｕｂＰＤ・評価委員）１

開発振興部SIP AIホスピタル
担当G

2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室
開発振興部SIP AIホスピタ

ル担当G
廃棄

2020年度
SIP AIホスピタル担

当G
委嘱・謝金・旅

費
委嘱・謝金・旅費
（ｓｕｂＰＤ・評価委員）２

開発振興部SIP AIホスピタル
担当G

2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室
開発振興部SIP AIホスピタ

ル担当G
廃棄

2020年度
SIP AIホスピタル担

当G
委嘱・謝金・旅

費
委嘱・謝金・旅費
（知的財産委員）

開発振興部SIP AIホスピタル
担当G

2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室
開発振興部SIP AIホスピタ

ル担当G
廃棄

2020年度
SIP AIホスピタル担

当G
委嘱・謝金・旅

費
委嘱・謝金・旅費
（倫理的法的社会的課題（ＥＬＳＩ）委員）

開発振興部SIP AIホスピタル
担当G

2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室
開発振興部SIP AIホスピタ

ル担当G
廃棄

2020年度
SIP AIホスピタル担

当G
委嘱・謝金・旅

費
委嘱・謝金・旅費
（ＰＪＭО）

開発振興部SIP AIホスピタル
担当G

2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室
開発振興部SIP AIホスピタ

ル担当G
廃棄

2016年度
免疫シグナルプロ
ジェクト

科学研究費
日本医療研究開発機構研究費　　　　　　　　
革新的がん医療実用化研究事業（2016年度）

免疫シグナルプロジェクトシ
ニアプロジェクトリーダー

2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
免疫シグナルプロジェクト
シニアプロジェクトリー

ダー
廃棄



作成・取得
年度等
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2016年度
免疫シグナルプロ
ジェクト

科学研究費
日本医療研究開発機構研究費　　　　　　　　
　創薬基盤推進研究事業（2016年度）

免疫シグナルプロジェクトシ
ニアプロジェクトリーダー

2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
免疫シグナルプロジェクト
シニアプロジェクトリー

ダー
廃棄

2016年度
免疫シグナルプロ
ジェクト

科学研究費
日本医療研究開発機構研究費　　　　　　　　
　難治性疾患実用化研究事業（2016年度）

免疫シグナルプロジェクトシ
ニアプロジェクトリーダー

2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
免疫シグナルプロジェクト
シニアプロジェクトリー

ダー
廃棄

2016年度
ワクチンマテリアル
プロジェクト

補助金研究
文部科学省科学研究費補助金新学術領域研究
（2016年度）

創薬基盤研究部ワクチンマテ
リアルプロジェクトリーダー

2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
ワクチンマテリアルプロ

ジェクトリーダー
廃棄

2016年度
ワクチンマテリアル
プロジェクト

科学研究費
日本学術振興会科学研究費基盤研究B（2016年
度）

創薬基盤研究部ワクチンマテ
リアルプロジェクトリーダー

2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
ワクチンマテリアルプロ

ジェクトリーダー
廃棄

2016年度
ワクチンマテリアル
プロジェクト

科学研究費
日本学術振興会科学研究費助成金
若手研究（B)

創薬基盤研究部ワクチンマテ
リアルプロジェクト研究員

2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
ワクチンマテリアルプロ

ジェクトリーダー
廃棄

2016年度
ワクチンマテリアル
プロジェクト

科学研究費
日本学術振興会科学研究費助成金
若手研究（B)

創薬基盤研究部ワクチンマテ
リアルプロジェクトプロジェ
クト研究員

2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
ワクチンマテリアルプロ

ジェクトリーダー
廃棄

2017年度
ワクチンマテリアル
プロジェクト

科学研究費
日本学術振興会科学研究費基盤研究C（2017年
度）

創薬基盤研究部ワクチンマテ
リアルプロジェクトプロジェ
クト研究員

2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
ワクチンマテリアルプロ

ジェクトリーダー
廃棄

2016年度
ワクチンマテリアル
プロジェクト

委託研究費
国立研究開発法人日本医療研究開発機構委託
研究開発費

創薬基盤研究部ワクチンマテ
リアルプロジェクトリーダー

2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
ワクチンマテリアルプロ

ジェクトリーダー
廃棄

2018年度
ワクチンマテリアル
プロジェクト

科学研究費
日本学術振興会科学研究費基盤研究B（2018年
度）

ワクチン・アジュバント研究
センター・ワクチンマテリア
ルプロジェクトリーダー

2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
ワクチンマテリアルプロ

ジェクトリーダー
廃棄

2018年度
ワクチンマテリアル
プロジェクト

科学研究費
日本学術振興会科学研究費助成金
若手研究

創薬基盤研究部ワクチンマテ
リアルプロジェクト研究員

2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
ワクチンマテリアルプロ

ジェクトリーダー
廃棄

2018年度
ワクチンマテリアル
プロジェクト

科学研究費
日本学術振興会科学研究費助成金
若手研究

創薬基盤研究部ワクチンマテ
リアルプロジェクト特任研究
員

2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
ワクチンマテリアルプロ

ジェクトリーダー
廃棄

2019年度
ワクチンマテリアル
プロジェクト

科学研究費
日本学術振興会科学研究費基盤研究B（2019年
度）

ワクチン・アジュバント研究
センター・ワクチンマテリア
ルプロジェクトリーダー

2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
ワクチンマテリアルプロ

ジェクトリーダー
廃棄

2019年度
ワクチンマテリアル
プロジェクト

科学研究費
日本学術振興会科学研究費助成金
若手研究

創薬基盤研究部ワクチンマテ
リアルプロジェクト研究員

2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
ワクチンマテリアルプロ

ジェクトリーダー
廃棄

2019年度
ワクチンマテリアル
プロジェクト

科学研究費
日本学術振興会科学研究費助成金
若手研究

創薬基盤研究部ワクチンマテ
リアルプロジェクト特任研究
員

2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
ワクチンマテリアルプロ

ジェクトリーダー
廃棄

2016年度
トキシコゲノミク
ス・インフォマティ
クスプロジェクト

委託研究 AMED創薬基盤推進研究事業（2016年度）
トキシコゲノミクス・イン
フォマティクスプロジェクト
リーダー

2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
トキシコゲノミクス・イン
フォマティクスプロジェク

トリーダー
廃棄

2016年度
トキシコゲノミク
ス・インフォマティ
クスプロジェクト

委託研究 AMED再生医療実用化研究事業（2016年度）
トキシコゲノミクス・イン
フォマティクスプロジェクト
リーダー

2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
トキシコゲノミクス・イン
フォマティクスプロジェク

トリーダー
廃棄

2017年度
トキシコゲノミク
ス・インフォマティ
クスプロジェクト

委託研究 AMED再生医療実用化研究事業（2017年度）
トキシコゲノミクス・イン
フォマティクスプロジェクト
リーダー

2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
トキシコゲノミクス・イン
フォマティクスプロジェク

トリーダー
廃棄

2016年度
トキシコゲノミク
ス・インフォマティ
クスプロジェクト

受託研究 AMED創薬支援推進事業（2016年度）
トキシコゲノミクス・イン
フォマティクスプロジェクト
リーダー

2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
トキシコゲノミクス・イン
フォマティクスプロジェク

トリーダー
廃棄

2017年度
トキシコゲノミク
ス・インフォマティ
クスプロジェクト

受託研究 AMED創薬支援推進事業（2017年度）
トキシコゲノミクス・イン
フォマティクスプロジェクト
リーダー

2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
トキシコゲノミクス・イン
フォマティクスプロジェク

トリーダー
廃棄

2018年度
トキシコゲノミク
ス・インフォマティ
クスプロジェクト

受託研究 AMED創薬支援推進事業（2018年度）
トキシコゲノミクス・イン
フォマティクスプロジェクト
リーダー

2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
トキシコゲノミクス・イン
フォマティクスプロジェク

トリーダー
廃棄
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2019年度
トキシコゲノミク
ス・インフォマティ
クスプロジェクト

受託研究 AMED創薬支援推進事業（2019年度）
トキシコゲノミクス・イン
フォマティクスプロジェクト
リーダー

2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
トキシコゲノミクス・イン
フォマティクスプロジェク

トリーダー
廃棄

2020年度
トキシコゲノミク
ス・インフォマティ
クスプロジェクト

受託研究 AMED創薬支援推進事業（2020年度）
トキシコゲノミクス・イン
フォマティクスプロジェクト
リーダー

2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
トキシコゲノミクス・イン
フォマティクスプロジェク

トリーダー
廃棄

2018年度
トキシコゲノミク
ス・インフォマティ
クスプロジェクト

共同研究 免疫炎症性難病創薬共同研究（2018年度）
トキシコゲノミクス・イン
フォマティクスプロジェクト
リーダー

2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
トキシコゲノミクス・イン
フォマティクスプロジェク

トリーダー
廃棄

2019年度
トキシコゲノミク
ス・インフォマティ
クスプロジェクト

共同研究 免疫炎症性難病創薬共同研究（2019年度）
トキシコゲノミクス・イン
フォマティクスプロジェクト
リーダー

2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
トキシコゲノミクス・イン
フォマティクスプロジェク

トリーダー
廃棄

2020年度
トキシコゲノミク
ス・インフォマティ
クスプロジェクト

共同研究 免疫炎症性難病創薬共同研究（2020年度）
トキシコゲノミクス・イン
フォマティクスプロジェクト
リーダー

2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
トキシコゲノミクス・イン
フォマティクスプロジェク

トリーダー
廃棄

2016年度
バイオ創薬プロジェ
クト

補助金研究
日本学術振興会学術研究助成基金助成金挑戦
的萌芽（2016年度）

創薬基盤研究部バイオ創薬プ
ロジェクトリーダー

2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
創薬基盤研究部バイオ創薬
プロジェクトリーダー

廃棄

2017年度
プロテオームリサー
チプロジェクト

補助金研究
日本学術振興会学術研究助成基金助成金基盤
研究Ｂ（2017年度）

プロテオームリサーチプロ
ジェクト研究員

2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
プロテオームリサーチプロ

ジェクトリーダー
廃棄

2019年度
創薬標的プロテオミ
クスプロジェクト

委託研究開発費 革新的がん医療実用化研究事業

創薬デザイン研究センター　
創薬標的プロテオミクスプロ
ジェクトプロジェクトリー
ダー

2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
プロテオームリサーチプロ

ジェクトリーダー
廃棄

2019年度
創薬標的プロテオミ
クスプロジェクト

補助金研究
日本学術振興会学術研究助成基金助成金基盤
研究Ｂ（2019年度）

創薬デザイン研究センター　
創薬標的プロテオミクスプロ
ジェクトプロジェクトリー
ダー

2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
プロテオームリサーチプロ

ジェクトリーダー
廃棄

2019年度
プロテオームリサー
チプロジェクト

補助金研究
日本学術研究助成基金助成金若手（2019年
度）

プロテオームリサーチプロ
ジェクト研究員

2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
プロテオームリサーチプロ

ジェクトリーダー
廃棄

2019年度
プロテオームリサー
チプロジェクト

補助金研究
日本学術研究助成基金助成金若手（2019年
度）

プロテオームリサーチプロ
ジェクト研究員

2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
プロテオームリサーチプロ

ジェクトリーダー
廃棄

2020年度
創薬標的プロテオミ
クスプロジェクト

補助金研究
日本学術振興会学術研究助成基金助成金基盤
研究Ｂ（2020年度）

創薬デザイン研究センター　
創薬標的プロテオミクスプロ
ジェクト上級研究員

2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
プロテオームリサーチプロ

ジェクトリーダー
廃棄

2020年度
プロテオームリサー
チプロジェクト

補助金研究
日本学術研究助成基金助成金若手（2020年
度）

プロテオームリサーチプロ
ジェクト研究員

2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
プロテオームリサーチプロ

ジェクトリーダー
廃棄

2015年度
細胞核輸送ダイナミ
クスプロジェクト

科学研究費
日本学術振興会科学研究費助成事業（科学研
究費補助金）（新学術領域研究（研究領域提
案型）（2015年度）（米田悦啓）

細胞核輸送ダイナミクスプロ
ジェクトリーダー

2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
細胞核輸送ダイナミクスプ

ロジェクトリーダー
廃棄

2015年度
細胞核輸送ダイナミ
クスプロジェクト

科学研究費
日本学術振興会科学研究費助成事業（学術研
究助成基金助成金）（基盤研究（Ｃ））
（2015年度）（宮本洋一）

細胞核輸送ダイナミクスプロ
ジェクトリーダー

2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
細胞核輸送ダイナミクスプ

ロジェクトリーダー
廃棄

2015年度
細胞核輸送ダイナミ
クスプロジェクト

科学研究費
日本学術振興会科学研究費助成事業（学術研
究助成基金助成金）（基盤研究（Ｃ））
（2015年度）（安原徳子）

細胞核輸送ダイナミクスプロ
ジェクトリーダー

2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
細胞核輸送ダイナミクスプ

ロジェクトリーダー
廃棄

2015年度
細胞核輸送ダイナミ
クスプロジェクト

寄付金
平成27年度公益信託日本白血病研究基金（岡
正啓）

細胞核輸送ダイナミクスプロ
ジェクトリーダー

2016年12月14日 5年 2021年12月13日 紙 プロジェクトリーダー室
細胞核輸送ダイナミクスプ

ロジェクトリーダー
廃棄

2016年度
細胞核輸送ダイナミ
クスプロジェクト

科学研究費
日本学術振興会科学研究費助成事業（科学研
究費補助金）（新学術領域研究（研究領域提
案型）（2016年度）（米田悦啓）

細胞核輸送ダイナミクスプロ
ジェクトリーダー

2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
細胞核輸送ダイナミクスプ

ロジェクトリーダー
廃棄

2016年度
細胞核輸送ダイナミ
クスプロジェクト

科学研究費
日本学術振興会科学研究費助成事業（科学研
究費補助金）（基盤研究（Ｂ））（2016年
度）（米田悦啓）

細胞核輸送ダイナミクスプロ
ジェクトリーダー

2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
細胞核輸送ダイナミクスプ

ロジェクトリーダー
廃棄

2016年度
細胞核輸送ダイナミ
クスプロジェクト

科学研究費
日本学術振興会科学研究費助成事業（学術研
究助成基金助成金）（若手研究（Ｃ））
（2016年度）（山田幸司）

細胞核輸送ダイナミクスプロ
ジェクトリーダー

2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
細胞核輸送ダイナミクスプ

ロジェクトリーダー
廃棄
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2016年度
細胞核輸送ダイナミ
クスプロジェクト

科学研究費
日本学術振興会科学研究費助成事業（学術研
究助成基金助成金）（基盤研究（Ｃ））
（2015年度）（宮本洋一）

細胞核輸送ダイナミクスプロ
ジェクトリーダー

2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
細胞核輸送ダイナミクスプ

ロジェクトリーダー
廃棄

2016年度
細胞核輸送ダイナミ
クスプロジェクト

科学研究費
日本学術振興会科学研究費助成事業（学術研
究助成基金助成金）（挑戦的萌芽研究）
（2016年度）（岡正啓）

細胞核輸送ダイナミクスプロ
ジェクトリーダー

2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
細胞核輸送ダイナミクスプ

ロジェクトリーダー
廃棄

2017年度
細胞核輸送ダイナミ
クスプロジェクト

科学研究費
日本学術振興会科学研究費助成事業（科学研
究費補助金）（新学術領域研究（研究領域提
案型）（2017年度）（米田悦啓）

細胞核輸送ダイナミクスプロ
ジェクトリーダー

2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
細胞核輸送ダイナミクスプ

ロジェクトリーダー
廃棄

2017年度
細胞核輸送ダイナミ
クスプロジェクト

科学研究費
日本学術振興会科学研究費助成事業（科学研
究費補助金）（基盤研究（Ｂ））（2017年
度）（米田悦啓）

細胞核輸送ダイナミクスプロ
ジェクトリーダー

2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
細胞核輸送ダイナミクスプ

ロジェクトリーダー
廃棄

2017年度
細胞核輸送ダイナミ
クスプロジェクト

科学研究費
日本学術振興会科学研究費助成事業（学術研
究助成基金助成金）（挑戦的萌芽研究）
（2017年度）（岡正啓）

細胞核輸送ダイナミクスプロ
ジェクトリーダー

2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
細胞核輸送ダイナミクスプ

ロジェクトリーダー
廃棄

2017年度
細胞核輸送ダイナミ
クスプロジェクト

科学研究費
日本学術振興会科学研究費助成事業（学術研
究助成基金助成金）（基盤研究（Ｃ））
（2017年度）（宮本洋一）

細胞核輸送ダイナミクスプロ
ジェクトリーダー

2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
細胞核輸送ダイナミクスプ

ロジェクトリーダー
廃棄

2017年度
細胞核輸送ダイナミ
クスプロジェクト

科学研究費
日本学術振興会科学研究費助成事業（科学研
究費補助金）（基盤研究（Ｂ））（2017年
度）（岡正啓）

細胞核輸送ダイナミクスプロ
ジェクトリーダー

2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
細胞核輸送ダイナミクスプ

ロジェクトリーダー
廃棄

2017年度
細胞核輸送ダイナミ
クスプロジェクト

科学研究費
日本学術振興会科学研究費助成事業（学術研
究助成基金助成金）（基盤研究（Ｃ））
（2017年度）（金子寛生）

細胞核輸送ダイナミクスプロ
ジェクトリーダー

2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
細胞核輸送ダイナミクスプ

ロジェクトリーダー
廃棄

2017年度
細胞核輸送ダイナミ
クスプロジェクト

寄付金 平成29年度篷庵社寄附金
細胞核輸送ダイナミクスプロ
ジェクトリーダー

2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
細胞核輸送ダイナミクスプ

ロジェクトリーダー
廃棄

2018年度
細胞核輸送ダイナミ
クスプロジェクト

科学研究費
日本学術振興会科学研究費助成事業（科学研
究費補助金）（基盤研究（Ｂ））（2018年
度）（米田悦啓）

細胞核輸送ダイナミクスプロ
ジェクトリーダー

2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
細胞核輸送ダイナミクスプ

ロジェクトリーダー
廃棄

2018年度
細胞核輸送ダイナミ
クスプロジェクト

科学研究費
日本学術振興会科学研究費助成事業（科学研
究費補助金）（基盤研究（Ｂ））（2018年
度）（岡正啓）

細胞核輸送ダイナミクスプロ
ジェクトリーダー

2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
細胞核輸送ダイナミクスプ

ロジェクトリーダー
廃棄

2018年度
細胞核輸送ダイナミ
クスプロジェクト

科学研究費
日本学術振興会科学研究費助成事業（学術研
究助成基金助成金）（基盤研究（Ｃ））
（2018年度）（金子寛生）

細胞核輸送ダイナミクスプロ
ジェクトリーダー

2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
細胞核輸送ダイナミクスプ

ロジェクトリーダー
廃棄

2019年度
細胞核輸送ダイナミ
クスプロジェクト

共同研究費 英国エジンバラ大学共同研究（岡正啓）
細胞核輸送ダイナミクスプロ
ジェクトリーダー

2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
細胞核輸送ダイナミクスプ

ロジェクトリーダー
廃棄

2019年度
細胞核輸送ダイナミ
クスプロジェクト

寄付金 令和元年度内藤記念科学振興財団（岡正啓）
細胞核輸送ダイナミクスプロ
ジェクトリーダー

2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
細胞核輸送ダイナミクスプ

ロジェクトリーダー
廃棄

2020年度
細胞核輸送ダイナミ
クスプロジェクト

科学研究費
日本学術振興会科学研究費助成事業（科学研
究費補助金）（基盤研究（Ｂ））（2020年
度）（岡正啓）

細胞核輸送ダイナミクスプロ
ジェクトリーダー

2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
細胞核輸送ダイナミクスプ

ロジェクトリーダー
廃棄

2020年度
細胞核輸送ダイナミ
クスプロジェクト

科学研究費
日本学術振興会科学研究費助成事業（学術研
究助成基金助成金）（基盤研究（Ｃ））
（2020年度）（宮本洋一）

細胞核輸送ダイナミクスプロ
ジェクトリーダー

2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
細胞核輸送ダイナミクスプ

ロジェクトリーダー
廃棄

2020年度
細胞核輸送ダイナミ
クスプロジェクト

科学研究費
日本学術振興会科学研究費助成事業（科学研
究費補助金）（基盤研究（Ｂ））（2020年
度）（宮本洋一）(分担）

細胞核輸送ダイナミクスプロ
ジェクトリーダー

2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
細胞核輸送ダイナミクスプ

ロジェクトリーダー
廃棄

2020年度
細胞核輸送ダイナミ
クスプロジェクト

科学研究費
日本学術振興会科学研究費助成事業（学術研
究助成基金助成金）（若手研究）（2020年
度）(山根惠太郎）

細胞核輸送ダイナミクスプロ
ジェクトリーダー

2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
細胞核輸送ダイナミクスプ

ロジェクトリーダー
廃棄

2020年度
細胞核輸送ダイナミ
クスプロジェクト

AMED

新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開
発推進研究事業：フラビウイルスの生活環に
特異的な抗フラビウイルス薬の創出(2020年
度)(宮本洋一)(分担)

細胞核輸送ダイナミクスプロ
ジェクトリーダー

2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
細胞核輸送ダイナミクスプ

ロジェクトリーダー
廃棄

2020年度
細胞核輸送ダイナミ
クスプロジェクト

AMED

新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開
発推進研究事業：新型コロナウイルス感染症
（COVID-19)に対する治療薬開発(2020年
度)(宮本洋一)(分担者)

細胞核輸送ダイナミクスプロ
ジェクトリーダー

2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
細胞核輸送ダイナミクスプ

ロジェクトリーダー
廃棄



作成・取得
年度等

大分類 中分類 名称（小分類） 作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体 保存場所 管理者
保存期間満了

時の措置
備考

2020年度
細胞核輸送ダイナミ
クスプロジェクト

AMED
医薬分野研究成果展開事業　産学連携医療イ
ノベーション創出プログラムセットアップス
キーム(ACT-MS)(2020年度)(宮本洋一）

細胞核輸送ダイナミクスプロ
ジェクトリーダー

2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
細胞核輸送ダイナミクスプ

ロジェクトリーダー
廃棄

2020年度
細胞核輸送ダイナミ
クスプロジェクト

寄付金
公益財団法人ライフサイエンス振興財団研究
開発助成金(2020年度)(宮本洋一)

細胞核輸送ダイナミクスプロ
ジェクトリーダー

2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
細胞核輸送ダイナミクスプ

ロジェクトリーダー
廃棄

2020年度
細胞核輸送ダイナミ
クスプロジェクト

科学研究費
日本学術振興会科学研究費助成事業（科学研
究費補助金）（基盤研究（Ｂ））（2020年
度）（飯島則文）

細胞核輸送ダイナミクスプロ
ジェクトリーダー

2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
細胞核輸送ダイナミクスプ

ロジェクトリーダー
廃棄

2020年度
細胞核輸送ダイナミ
クスプロジェクト

科学研究費
日本学術振興会科学研究費助成事業（学術研
究助成基金助成金）（挑戦的研究(萌芽））
（2020年度）（飯島則文）

細胞核輸送ダイナミクスプロ
ジェクトリーダー

2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
細胞核輸送ダイナミクスプ

ロジェクトリーダー
廃棄

2020年度
細胞核輸送ダイナミ
クスプロジェクト

科学研究費
日本学術振興会科学研究費助成事業（科学研
究費補助金）（基盤研究（Ｂ））（2020年
度）（西田俊朗）

細胞核輸送ダイナミクスプロ
ジェクトリーダー

2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
細胞核輸送ダイナミクスプ

ロジェクトリーダー
廃棄

2020年度
細胞核輸送ダイナミ
クスプロジェクト

科学研究費
日本学術振興会科学研究費助成事業（学術研
究助成基金助成金）（挑戦的研究(萌芽））
（2020年度）（西田俊朗）

細胞核輸送ダイナミクスプロ
ジェクトリーダー

2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
細胞核輸送ダイナミクスプ

ロジェクトリーダー
廃棄

2017年度
感染症制御プロジェ
クト

補助金研究
日本学術振興会学術研究助成基金助成金（挑
戦的萌芽研究）(2016年度〜2018年度)2016年
度実施状況報告書

感染症制御プロジェクトリー
ダー

2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
感染症制御プロジェクト

リーダー
廃棄

2018年度
感染症制御プロジェ
クト

補助金研究
日本学術振興会学術研究助成基金助成金（挑
戦的萌芽研究）(2016年度〜2018年度)2017年
度実施状況報告書

感染症制御プロジェクトリー
ダー

2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
感染症制御プロジェクト

リーダー
廃棄

2019年度
感染症制御プロジェ
クト

補助金研究
日本学術振興会学術研究助成基金助成金（挑
戦的萌芽研究）(2016年度〜2018年度)2018年
度実績報告書

感染症制御プロジェクトリー
ダー

2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
感染症制御プロジェクト

リーダー
廃棄

2019年度
感染症制御プロジェ
クト

補助金研究
日本学術振興会学術研究助成基金助成金（挑
戦的萌芽研究）(2016年度〜2018年度)研究成
果報告書

感染症制御プロジェクトリー
ダー

2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
感染症制御プロジェクト

リーダー
廃棄

2016年度 培養資源研究室 補助金研究

平成28年度日本医療研究開発機構委託研究：
創薬基盤推進研究事業（ヒトへの外挿性を向
上させた培養細胞資源開発と供給体制整備）
研究開発計画書・実績・成果報告書写し

難病・疾患資源研究部培養資
源研究室研究リーダー

2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙
研究室Ⅰ

事務書類保管場所
難病・疾患資源研究部培養
資源研究室研究リーダー

廃棄

2017年度 培養資源研究室 補助金研究

平成29年度日本医療研究開発機構委託研究：
創薬基盤推進研究事業（ヒトへの外挿性を向
上させた培養細胞資源開発と供給体制整備）
研究開発計画書・実績・成果報告書写し

培養資源研究室研究リーダー 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
研究室Ⅰ

事務書類保管場所
培養資源研究室研究リー

ダー
廃棄

2018年度 培養資源研究室 補助金研究

平成30年度日本医療研究開発機構委託研究：
創薬基盤推進研究事業（ヒトへの外挿性を向
上させた培養細胞資源開発と供給体制整備）
研究開発計画書・実績・成果報告書写し・中

培養資源研究室研究リーダー 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
研究室Ⅰ

事務書類保管場所
培養資源研究室研究リー

ダー
廃棄

2019年度 培養資源研究室 補助金研究

令和1年度日本医療研究開発機構委託研究：創
薬基盤推進研究事業（ヒトへの外挿性を向上
させた培養細胞資源開発と供給体制整備）研
究開発計画書・実績報告書・自己評価シート

培養資源研究室研究リーダー 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
研究室Ⅰ

事務書類保管場所
培養資源研究室研究リー

ダー
廃棄

2020年度 培養資源研究室 補助金研究

令和2年度日本医療研究開発機構委託研究：創
薬基盤推進研究事業（ヒトへの外挿性を向上
させた培養細胞資源開発と供給体制整備）研
究開発計画書・実績報告書・自己評価シート

培養資源研究室研究リーダー 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
研究室Ⅰ

事務書類保管場所
培養資源研究室研究リー

ダー
廃棄

2016年度
ヒト幹細胞応用開発
室

補助金研究

平成２８年度国立研究開発法人日本医療研究
開発機構再生医療の産業化に向けた評価基盤
技術開発事業
ヒト多能性幹細胞由来の再生医療製品製造シ

ヒト幹細胞応用開発室研究
リーダー

2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 研究リーダー室
難病・疾患資源研究部　ヒ
ト幹細胞応用開発室研究

リーダー
廃棄

2016年度
ヒト幹細胞応用開発
室

補助金研究

平成28年度国立研究開発法人日本医療研究開
発機構再生医療実用化研究事業「iPS細胞の品
質変動と実用化を目指した培養技術の標準化
に関する研究」

ヒト幹細胞応用開発室研究
リーダー

2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 研究リーダー室
難病・疾患資源研究部　ヒ
ト幹細胞応用開発室研究

リーダー
廃棄

2017年度
ヒト幹細胞応用開発
室

補助金研究

平成29年度国立研究開発法人日本医療研究開
発機構再生医療実用化研究事業「iPS細胞の品
質変動と実用化を目指した培養技術の標準化
に関する研究」

ヒト幹細胞応用開発室研究
リーダー

2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 研究リーダー室
難病・疾患資源研究部　ヒ
ト幹細胞応用開発室研究

リーダー
廃棄

2017年度
ヒト幹細胞応用開発
室

科学研究費
平成２９年度科学研究費助成事業（科学研究
費補助金）実績報告書（研究実績報告書）

ヒト幹細胞応用開発室研究
リーダー

2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 研究リーダー室
ヒト幹細胞応用開発室研究

リーダー
廃棄

2017年度
感染病態制御ワクチ
ンプロジェクト

科学研究費
日本学術振興会科学研究費助成金　　　　　
新学術領域研究（2017年度）

感染病態制御ワクチンプロ
ジェクトリーダー

2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
感染病態制御ワクチンプロ

ジェクトリーダー
廃棄
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保存期間満了

時の措置
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2018年度
感染病態制御ワクチ
ンプロジェクト

科学研究費
日本学術振興会科学研究費助成金　　　　　
新学術領域研究（2018年度）

感染病態制御ワクチンプロ
ジェクトリーダー

2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
感染病態制御ワクチンプロ

ジェクトリーダー
廃棄

2019年度
感染病態制御ワクチ
ンプロジェクト

科学研究費
日本学術振興会科学研究費助成金　　　　　
新学術領域研究（2019年度）

感染病態制御ワクチンプロ
ジェクトリーダー

2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
感染病態制御ワクチンプロ

ジェクトリーダー
廃棄

2017年度
感染病態制御ワクチ
ンプロジェクト

科学研究費
日本学術振興会科学研究費助成金　　　　　
基盤研究Ｓ（2017年度）

感染病態制御ワクチンプロ
ジェクトリーダー

2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
感染病態制御ワクチンプロ

ジェクトリーダー
廃棄

2018年度
感染病態制御ワクチ
ンプロジェクト

科学研究費
日本学術振興会科学研究費助成金　　　　　
基盤研究Ｓ（2018年度）

感染病態制御ワクチンプロ
ジェクトリーダー

2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
感染病態制御ワクチンプロ

ジェクトリーダー
廃棄

2019年度
感染病態制御ワクチ
ンプロジェクト

科学研究費
日本学術振興会科学研究費助成金　　　　　
基盤研究Ｓ（2019年度）

感染病態制御ワクチンプロ
ジェクトリーダー

2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
感染病態制御ワクチンプロ

ジェクトリーダー
廃棄

2020年度
感染病態制御ワクチ
ンプロジェクト

科学研究費
日本学術振興会科学研究費助成金　　　　　
基盤研究Ｓ（2020年度）

感染病態制御ワクチンプロ
ジェクトリーダー

2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
感染病態制御ワクチンプロ

ジェクトリーダー
廃棄

2017年度
感染病態制御ワクチ
ンプロジェクト

科学研究費
日本学術振興会学術研究助成基金助成金　　　
　　挑戦的研究（萌芽）（2017年度）

感染病態制御ワクチンプロ
ジェクトリーダー

2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
感染病態制御ワクチンプロ

ジェクトリーダー
廃棄

2018年度
感染病態制御ワクチ
ンプロジェクト

科学研究費
日本学術振興会学術研究助成基金助成金　　　
　　挑戦的研究（萌芽）（2018年度）

感染病態制御ワクチンプロ
ジェクトリーダー

2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
感染病態制御ワクチンプロ

ジェクトリーダー
廃棄

2020年度
感染病態制御ワクチ
ンプロジェクト

内閣府戦略的イ
ノベーション創
造プログラム

（SIP）

AI（人工知能）ホスピタルによる高度診断・
治療システム

感染病態制御ワクチンプロ
ジェクトリーダー

2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
感染病態制御ワクチンプロ

ジェクトリーダー
廃棄

2018年度 KAGAMIプロジェクト 補助金研究 KAGAMI共同研究費 KAGAMIプロジェクトリーダー 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室 KAGAMIプロジェクトリーダー 廃棄

2018年度 KAGAMIプロジェクト 受託研究費
厚生労働省科学研究委託費　老化メカニズム
の解明・制御プロジェクト（2018年度）

KAGAMIプロジェクトリーダー 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室 KAGAMIプロジェクトリーダー 廃棄

2018年度 KAGAMIプロジェクト 寄附金 武田科学振興財団寄附金(木村) KAGAMIプロジェクトリーダー 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室 KAGAMIプロジェクトリーダー 廃棄

2018年度 KAGAMIプロジェクト 寄附金 赤枝医学研究財団助成金 KAGAMIプロジェクトリーダー 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室 KAGAMIプロジェクトリーダー 廃棄

2018年度 KAGAMIプロジェクト 科学研究費
日本学術振興科学研究費助成事業（科学研究
費補助金（基盤研究B）2018年度17H04188

KAGAMIプロジェクトリーダー 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室 KAGAMIプロジェクトリーダー 廃棄

2018年度 KAGAMIプロジェクト 補助金研究 日東電工共同研究費 KAGAMIプロジェクトリーダー 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室 KAGAMIプロジェクトリーダー 廃棄

2018年度 KAGAMIプロジェクト 運営費交付金 希少疾病創薬Gateway KAGAMIプロジェクトリーダー 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室 KAGAMIプロジェクトリーダー 廃棄

2019年度 KAGAMIプロジェクト 科学研究費
日本学術振興科学研究費助成事業（科学研究
費補助金（基盤研究B）2019年度19H03359

KAGAMIプロジェクトリーダー 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室 KAGAMIプロジェクトリーダー 廃棄

2019年度 KAGAMIプロジェクト 共同研究費 みらか共同研究費 KAGAMIプロジェクトリーダー 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室 KAGAMIプロジェクトリーダー 廃棄

2019年度 KAGAMIプロジェクト 寄附金 大阪腎臓バンク寄附金 KAGAMIプロジェクトリーダー 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室 KAGAMIプロジェクトリーダー 廃棄

2019年度 KAGAMIプロジェクト 運営費交付金
リバーストランスレーショナルプロジェクト
事業費

KAGAMIプロジェクトリーダー 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室 KAGAMIプロジェクトリーダー 廃棄



作成・取得
年度等

大分類 中分類 名称（小分類） 作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体 保存場所 管理者
保存期間満了

時の措置
備考

2019年度
リバーストランスレー
ショナルプロジェクト 寄附金 MSD生命科学財団助成金

リバーストランスレーショナルプロ
ジェクト
研究員木村志保子

2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室 KAGAMIプロジェクトリーダー 廃棄

2019年度
リバーストランスレー
ショナルプロジェクト 科学研究費

科学研究費助成事業(科学研究費補助金(特別
研究員奨励費))

リバーストランスレーショナルプロ
ジェクト
研究員木村志保子

2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室 KAGAMIプロジェクトリーダー 廃棄

2019年度 KAGAMIプロジェクト 受託研究費
日本医療研究開発機構 ウイルス等感染症対策
技術開発事業（実証・改良研究支援）

KAGAMIプロジェクトリーダー 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室 KAGAMIプロジェクトリーダー 廃棄

2018年度
免疫老化プロジェク
ト

補助金研究
学術研究助成基金助成金　若手研究(2018年
度）【SOCS1アンタゴニストを搭載した新規
BCGワクチンの開発】

免疫老化プロジェクトリー
ダー

2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
免疫老化プロジェクトリー

ダー
廃棄

2018年度
免疫老化プロジェク
ト

補助金研究
日本学術振興会学術研究助成基金助成金　若
手研究A（2018年度)【エイズ根治を目指した
新規免疫賦活化療法の開発】

免疫老化プロジェクトリー
ダー

2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
免疫老化プロジェクトリー

ダー
廃棄

2018年度
免疫老化プロジェク
ト

補助金研究

日本学術振興会科学研究費補助金
基盤研究B（2018年度）【結核菌潜伏感染カニ
クイザルによる結核発症機構の解明と発症阻
止ワクチンの開発】

免疫老化プロジェクトリー
ダー

2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
免疫老化プロジェクトリー

ダー
廃棄

2018年度
免疫老化プロジェク
ト

共同研究費

技術共同研究開発推進事業(2018年度)　【塩
野義（SGS-8156Aのアジュバント活性を用いた
ヒト免疫不全ウイルス（HIV）根治に関する研
究）】

免疫老化プロジェクトリー
ダー

2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
免疫老化プロジェクトリー

ダー
廃棄

2018年度
免疫老化プロジェク
ト

共同研究費

技術共同研究開発推進事業(2018年度)　【日
本BD（免疫老化メカニズムの解明及びハイパ
ラメーターフローサイトメトリーの実用化基
盤確立）】

免疫老化プロジェクトリー
ダー

2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
免疫老化プロジェクトリー

ダー
廃棄

2018年度
免疫老化プロジェク
ト

研究助成金

公益財団法人持田記念医学薬学振興財団
（2018年度）　　　　　　　　　　　　【エ
イズ治癒を目指した新規T 細胞性免疫活性化
療法の研究】

免疫老化プロジェクトリー
ダー

2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
免疫老化プロジェクトリー

ダー
廃棄

2018年度
免疫老化プロジェク
ト

AMED委託費
日本医療研究開発機構(2018年度)　　　【粘
膜免疫誘導型新規結核ワクチンの開発】

免疫老化プロジェクトリー
ダー

2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
免疫老化プロジェクトリー

ダー
廃棄

2018年度
免疫老化プロジェク
ト

AMED委託費
日本医療研究開発機構(2018年度)　　　【我
が国で求められる画期的な新規ワクチンの開
発・実用化に資する研究】

免疫老化プロジェクトリー
ダー

2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
免疫老化プロジェクトリー

ダー
廃棄

2018年度
免疫老化プロジェク
ト

AMED委託費

日本医療研究開発機構(2018年度)　　　　
【Evaluating broadly neutralizing 
antibodies for targeted ADCC cure 
strategies in the Asia Pacific region】

免疫老化プロジェクトリー
ダー

2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
免疫老化プロジェクトリー

ダー
廃棄

2018年度
免疫老化プロジェク
ト

AMED委託費
日本医療研究開発機構(2018年度)　　　　
【真のHIVリザーバーの同定と排除を目指した
研究】

免疫老化プロジェクトリー
ダー

2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
免疫老化プロジェクトリー

ダー
廃棄

2018年度
免疫老化プロジェク
ト

AMED委託費
日本医療研究開発機構(2018年度)　　　　
【樹状細胞標的化ペプチドによる感染症ワク
チン創製基盤の構築】

免疫老化プロジェクトリー
ダー

2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
免疫老化プロジェクトリー

ダー
廃棄

2018年度
免疫老化プロジェク
ト

AMED委託費
日本医療研究開発機構(2018年度)　　　【万
能インフルエンザワクチンの創出研究】

免疫老化プロジェクトリー
ダー

2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
免疫老化プロジェクトリー

ダー
廃棄

2019年度
免疫老化プロジェク
ト

補助金研究
日本学術振興会学術研究助成基金助成金　若
手研究A（2019年度)【エイズ根治を目指した
新規免疫賦活化療法の開発】

免疫老化プロジェクトリー
ダー

2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
免疫老化プロジェクトリー

ダー
廃棄

2019年度
免疫老化プロジェク
ト

補助金研究

日本学術振興会科学研究費補助金
基盤研究B（2019年度）【結核菌潜伏感染カニ
クイザルによる結核発症機構の解明と発症阻
止ワクチンの開発】

免疫老化プロジェクトリー
ダー

2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
免疫老化プロジェクトリー

ダー
廃棄

2019年度
免疫老化プロジェク
ト

共同研究費

技術共同研究開発推進事業(2019年度)　【塩
野義（SGS-8156Aのアジュバント活性を用いた
ヒト免疫不全ウイルス（HIV）根治に関する研
究）】

免疫老化プロジェクトリー
ダー

2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
免疫老化プロジェクトリー

ダー
廃棄

2019年度
免疫老化プロジェク
ト

共同研究費

技術共同研究開発推進事業(2019年度)　【日
本BD（免疫老化メカニズムの解明及びハイパ
ラメーターフローサイトメトリーの実用化基
盤確立）】

免疫老化プロジェクトリー
ダー

2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
免疫老化プロジェクトリー

ダー
廃棄

2019年度
免疫老化プロジェク
ト

AMED委託費
日本医療研究開発機構(2019年度)　　　【我
が国で求められる画期的な新規ワクチンの開
発・実用化に資する研究】

免疫老化プロジェクトリー
ダー

2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
免疫老化プロジェクトリー

ダー
廃棄
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2019年度
免疫老化プロジェク
ト

AMED委託費
日本医療研究開発機構(2019年度)　　　　
【樹状細胞標的化ペプチドによる感染症ワク
チン創製基盤の構築】

免疫老化プロジェクトリー
ダー

2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
免疫老化プロジェクトリー

ダー
廃棄

2019年度
免疫老化プロジェク
ト

AMED委託費
日本医療研究開発機構(2019年度)　　　【万
能インフルエンザワクチンの創出研究】

免疫老化プロジェクトリー
ダー

2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
免疫老化プロジェクトリー

ダー
廃棄

2019年度
免疫老化プロジェク
ト

AMED委託費
日本医療研究開発機構(2019年度)　　　　
【Functional cureを可能とするHBVに対する
免疫学的治療戦略の構築】

免疫老化プロジェクトリー
ダー

2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
免疫老化プロジェクトリー

ダー
廃棄

2019年度
免疫老化プロジェク
ト

補助金研究

日本学術振興会化学研究費助成金　　（2019
年度）　　　　　　　　　　　　　【非ヒト
霊長類を用いた免疫老化モデルにおける分子
基盤解析とその応用展開】

免疫老化プロジェクトリー
ダー

2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
免疫老化プロジェクトリー

ダー
廃棄

2019年度
免疫老化プロジェク
ト

補助金研究

日本学術振興会化学研究費助成金　　　　基
盤研究C（2019年度）　　　　　　　　　【膵
癌におけるケモカインを介したがん間質(CAF)
との相互作用メカニズムの解明】

免疫老化プロジェクトリー
ダー

2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
免疫老化プロジェクトリー

ダー
廃棄

2019年度
免疫老化プロジェク
ト

補助金研究

日本学術振興会化学研究費助成金　　　　基
盤研究C（2020年度）　　　　　　　　【免疫
老化を考慮した次世代型インフルエンザワク
チン開発の基盤構築】

免疫老化プロジェクトリー
ダー

2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
免疫老化プロジェクトリー

ダー
廃棄

2019年度
免疫老化プロジェク
ト

AMED委託費

日本医療研究開発機構（2020年度）　　【自
己増殖RNAテクノロジーを用いたわが国におけ
る新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に
対するワクチン開発】

免疫老化プロジェクトリー
ダー

2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
免疫老化プロジェクトリー

ダー
廃棄

2019年度
免疫老化プロジェク
ト

AMED委託費
日本医療研究開発機構（2021年度）　　　
【P2施設で検討可能なSARS-CoV-2tcp感染系に
よるin vivoモデルの確立】

免疫老化プロジェクトリー
ダー

2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
免疫老化プロジェクトリー

ダー
廃棄

2020年度
免疫老化プロジェク
ト

AMED委託費
日本医療研究開発機構（2021年度）　　【免
疫学的リンパ組織解析に基づくHIV感染症治癒
戦略の構築】

免疫老化プロジェクトリー
ダー

2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
免疫老化プロジェクトリー

ダー
廃棄

2020年度
免疫老化プロジェク
ト

AMED委託費
日本医療研究開発機構（2021年度）　　【脂
質ナノ粒子を基盤としたワクチンプラット
フォームの構築】

免疫老化プロジェクトリー
ダー

2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
免疫老化プロジェクトリー

ダー
廃棄

2020年度
免疫老化プロジェク
ト

補助金研究

学術研究助成基金助成金　研究活動スタート
支援　(2021年度）　　　　　　　　　　【イ
ンフルエンザ抗原特異的記憶B細胞を標的とす
る新規ワクチンアジュバントの開発】

免疫老化プロジェクトリー
ダー

2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
免疫老化プロジェクトリー

ダー
廃棄

2016年度
抗体スクリーニング
プロジェクト

補助金研究
日本学術振興会学術研究助成基金助成金基盤
研究C（2016年度）

抗体スクリーニングプロジェ
クト･サブプロジェクトリー
ダー

2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
抗体スクリーニングプロ
ジェクト･プロジェクト

リーダー
廃棄

2016年度
抗体スクリーニング
プロジェクト

補助金研究
日本学術振興会科学研究費助成事業研究活動
スタート支援（2016年度）

抗体スクリーニングプロジェ
クト･サブプロジェクトリー
ダー

2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
抗体スクリーニングプロ
ジェクト･プロジェクト

リーダー
廃棄

2017年度
抗体スクリーニング
プロジェクト

補助金研究
日本学術振興会学術研究助成基金助成金基盤
研究C（2017年度）

抗体スクリーニングプロジェ
クト･サブプロジェクトリー
ダー

2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
抗体スクリーニングプロ
ジェクト･プロジェクト

リーダー
廃棄

2017年度
抗体スクリーニング
プロジェクト

補助金研究
日本学術振興会学術研究助成基金助成金基盤
研究C（2017年度）

抗体スクリーニングプロジェ
クト･プロジェクト研究員

2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 プロジェクトリーダー室
抗体スクリーニングプロ
ジェクト･プロジェクト

リーダー
廃棄

2018年度
人工核酸スクリーニ
ングプロジェクト

委託研究
AMED 医療研究開発革新基盤創成事業
（CiCLE）

人工核酸スクリーニングサブ
プロジェクトリーダー

2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究員居室
人工核酸スクリーニング招
聘プロジェクトリーダー

廃棄

2018年度
人工核酸スクリーニ
ングプロジェクト

委託研究 AMED 創薬基盤推進研究事業
人工核酸スクリーニングサブ
プロジェクトリーダー

2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究員居室
人工核酸スクリーニング招
聘プロジェクトリーダー

廃棄

2019年度
人工核酸スクリーニ
ングプロジェクト

科学研究費
日本学術振興会学術研究助成基金助成金若手
研究

人工核酸スクリーニングプロ
ジェクト特任研究員

2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究員居室
人工核酸スクリーニング招
聘プロジェクトリーダー

廃棄

2019年度
人工核酸スクリーニ
ングプロジェクト

文書 モダリティ創薬デザイン研究会関連名簿
人工核酸スクリーニングサブ
プロジェクトリーダー

2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究員居室
人工核酸スクリーニング招
聘プロジェクトリーダー

廃棄

2020年度
人工核酸スクリーニ
ングプロジェクト

科学研究費
日本学術振興会学術研究助成基金助成金挑戦
的研究(萌芽)

人工核酸スクリーニングサブ
プロジェクトリーダー

2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 研究員居室
人工核酸スクリーニング招
聘プロジェクトリーダー

廃棄



作成・取得
年度等

大分類 中分類 名称（小分類） 作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体 保存場所 管理者
保存期間満了

時の措置
備考

2020年度
人工核酸スクリーニ
ングプロジェクト

委託研究
AMED 新興・再興感染症に対する革新的医薬品
等開発推進研究事業

人工核酸スクリーニングサブ
プロジェクトリーダー

2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 研究員居室
人工核酸スクリーニング招
聘プロジェクトリーダー

廃棄

2020年度
人工核酸スクリーニ
ングプロジェクト

委託研究 AMED 橋渡し研究戦略的推進プログラム
人工核酸スクリーニングサブ
プロジェクトリーダー

2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 研究員居室
人工核酸スクリーニング招
聘プロジェクトリーダー

廃棄

2020年度
人工核酸スクリーニ
ングプロジェクト

委託研究 AMED 先端的バイオ創薬等基盤技術開発事業
人工核酸スクリーニングサブ
プロジェクトリーダー

2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 研究員居室
人工核酸スクリーニング招
聘プロジェクトリーダー

廃棄

2016年度 創薬支援 契約 共同研究契約の締結
創薬デザイン研究センター創
薬支援課長

2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室
創薬デザイン研究センター

創薬支援課長
廃棄

2016年度 創薬支援 契約 共同研究契約の契約変更
創薬デザイン研究センター創
薬支援課長

2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室
創薬デザイン研究センター

創薬支援課長
廃棄

2016年度 創薬支援 契約 支援終了に関する覚書
創薬デザイン研究センター創
薬支援課長

2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室
創薬デザイン研究センター

創薬支援課長
廃棄

2016年度 創薬支援 契約
支援終了に係る研究試料の廃棄の指示につい
て

創薬デザイン研究センター創
薬支援課長

2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室
創薬デザイン研究センター

創薬支援課長
廃棄

2017年度 創薬支援 庶務関係
創薬デザイン研究センターシンポジウム開催
関係

創薬デザイン研究センター創
薬支援課長

2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
創薬デザイン研究センター

創薬支援課長
廃棄

2019年度 創薬支援 創薬支援
創薬支援ネットワーク事業に係る事務関係
（共同研究契約を除く）

創薬デザイン研究センター創
薬支援課長

2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
創薬デザイン研究センター

創薬支援課長
廃棄

2020年度 創薬支援 創薬支援
創薬支援ネットワーク事業に係る事務関係
（共同研究契約を除く）

創薬デザイン研究センター創
薬支援課長

2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室
創薬デザイン研究センター

創薬支援課長
廃棄

1981年度 筑波総務 施設 工事完成図書（1981年度）
厚生労働省国立医薬品食品衛
生研究所筑波薬用植物栽培試
験場庶務課長

1982年4月1日 30年 2012年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部監視室
総務部筑波総務課長 廃棄

引き続き保
存

1985年度 筑波総務 施設 工事完成図書（1985年度）
厚生労働省国立医薬品食品衛
生研究所筑波薬用植物栽培試
験場庶務課長

1986年4月1日 30年 2016年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部監視室
総務部筑波総務課長 廃棄

引き続き保
存

1987年度 筑波総務 施設 工事完成図書（1987年度）
厚生労働省国立医薬品食品衛
生研究所筑波薬用植物栽培試
験場庶務課長

1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部監視室
総務部筑波総務課長 廃棄

引き続き保
存

1990年度 筑波総務 施設 工事完成図書（1990年度）
厚生労働省国立医薬品食品衛
生研究所筑波薬用植物栽培試
験場庶務課長

1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部監視室
総務部筑波総務課長 廃棄

引き続き保
存

1992年度 筑波総務 施設 工事完成図書（1992年度）
厚生労働省国立医薬品食品衛
生研究所筑波薬用植物栽培試
験場庶務課長

1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部監視室
総務部筑波総務課長 廃棄

1995年度 筑波総務 施設 工事完成図書（1995年度）
厚生労働省国立医薬品食品衛
生研究所筑波薬用植物栽培試
験場庶務課長

1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部監視室
総務部筑波総務課長 廃棄

1996年度 筑波総務 施設 工事完成図書（1996年度）
厚生労働省国立医薬品食品衛
生研究所筑波薬用植物栽培試
験場庶務課長

1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部監視室
総務部筑波総務課長 廃棄

1999年度 筑波総務 施設 工事完成図書（1999年度）
厚生労働省国立医薬品食品衛
生研究所筑波薬用植物栽培試
験場庶務課長

2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部監視室
総務部筑波総務課長 廃棄

2000年度 筑波総務 施設 工事完成図書（2000年度）
厚生労働省国立医薬品食品衛
生研究所筑波薬用植物栽培試
験場庶務課長

2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部監視室
総務部筑波総務課長 廃棄

2003年度 筑波総務 施設 工事完成図書（2003年度）
厚生労働省国立医薬品食品衛
生研究所筑波薬用植物栽培試
験場庶務課長

2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部監視室
総務部筑波総務課長 廃棄
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2004年度 筑波総務 施設 工事完成図書（2004年度）
厚生労働省国立医薬品食品衛
生研究所筑波薬用植物栽培試
験場庶務課長

2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部監視室
総務部筑波総務課長 廃棄

1999年度 筑波総務 施設 設置届（1999年度）
厚生労働省国立医薬品食品衛
生研究所筑波薬用植物栽培試
験場庶務課長

2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部監視室
総務部筑波総務課長 廃棄

2002年度 筑波総務 施設 設置届（2002年度）
厚生労働省国立医薬品食品衛
生研究所筑波薬用植物栽培試
験場庶務課長

2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部監視室
総務部筑波総務課長 廃棄

2003年度 筑波総務 施設 設置届（2003年度）
厚生労働省国立医薬品食品衛
生研究所筑波薬用植物栽培試
験場庶務課長

2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部監視室
総務部筑波総務課長 廃棄

2004年度 筑波総務 施設 設置届（2004年度）
厚生労働省国立医薬品食品衛
生研究所筑波薬用植物栽培試
験場庶務課長

2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部監視室
総務部筑波総務課長 廃棄

1999年度 筑波総務 旧決裁・供覧 庶務係決裁・供覧（1999年度）
厚生労働省国立医薬品食品衛
生研究所筑波薬用植物栽培試
験場庶務課長

2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

1999年度 筑波総務 文書 発議簿（1999年度）
厚生労働省国立医薬品食品衛
生研究所筑波薬用植物栽培試
験場庶務課長

2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2000年度 筑波総務 文書 発議簿（2000年度）
厚生労働省国立医薬品食品衛
生研究所筑波薬用植物栽培試
験場庶務課長

2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2001年度 筑波総務 文書 発議簿（2001年度）
厚生労働省国立医薬品食品衛
生研究所筑波薬用植物栽培試
験場庶務課長

2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2002年度 筑波総務 文書 発議簿（2002年度）
厚生労働省国立医薬品食品衛
生研究所筑波薬用植物栽培試
験場庶務課長

2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2003年度 筑波総務 文書 発議簿（2003年度）
厚生労働省国立医薬品食品衛
生研究所筑波薬用植物栽培試
験場庶務課長

2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2004年度 筑波総務 文書 発議簿（2004年度）
厚生労働省国立医薬品食品衛
生研究所筑波薬用植物栽培試
験場庶務課長

2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2018年度 筑波総務 施設 除害施設維持管理報告書（2018年度） 所総務部筑波総務課長 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2016年度 筑波総務 免許申請 覚せい剤原料研究者免許申請（2016年度） 総務部筑波総務課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2017年度 筑波総務 免許申請 覚せい剤原料研究者免許申請（2017年度） 総務部筑波総務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2018年度 筑波総務 免許申請 覚せい剤原料研究者免許申請（2018年度） 総務部筑波総務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2019年度 筑波総務 免許申請 覚せい剤原料研究者免許申請（2019年度） 総務部筑波総務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2020年度 筑波総務 免許申請 覚せい剤原料研究者免許申請（2020年度） 総務部筑波総務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2018年度 筑波総務 免許申請 けし栽培許可申請（2018年度） 総務部筑波総務課長 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2019年度 筑波総務 免許申請 けし栽培許可申請（2019年度） 総務部筑波総務課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄
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2020年度 筑波総務 免許申請 けし栽培許可申請（2020年度） 総務部筑波総務課長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2010年度 筑波総務 文書 部文書発信番号簿（薬用・2010年度） 総務部筑波総務課長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2011年度 筑波総務 文書 部文書発信番号簿（薬用・2011年度） 総務部筑波総務課長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2012年度 筑波総務 文書 部文書発信番号簿（薬用・2012年度） 総務部筑波総務課長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2013年度 筑波総務 文書 部文書発信番号簿（薬用・2013年度） 総務部筑波総務課長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2014年度 筑波総務 文書 部文書発信番号簿（薬用・2014年度） 総務部筑波総務課長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2015年度 筑波総務 文書 部文書発信番号簿（薬用・2015年度） 総務部筑波総務課長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2016年度 筑波総務 文書 部文書発信番号簿（薬用・2016年度） 総務部筑波総務課長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2017年度 筑波総務 文書 部文書発信番号簿（薬用・2017年度） 総務部筑波総務課長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2018年度 筑波総務 文書 部文書発信番号簿（薬用・2018年度） 総務部筑波総務課長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2019年度 筑波総務 文書 部文書発信番号簿（薬用・2019年度） 総務部筑波総務課長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2020年度 筑波総務 文書 部文書発信番号簿（薬用・2020年度） 総務部筑波総務課長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2016年度 筑波総務 会議
薬用植物資源研究センター研究打合せ会議
（2016年度）

総務部筑波総務課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2017年度 筑波総務 会議
薬用植物資源研究センター研究打合せ会議
（2017年度）

総務部筑波総務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2018年度 筑波総務 会議
薬用植物資源研究センター研究打合せ会議
（2018年度）

総務部筑波総務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2018年度 筑波総務 会議
薬用植物資源研究センター研究打合せ会議
（2019年度）

総務部筑波総務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2016年度 筑波総務 輸入禁止品 輸入禁止品管理状況報告書（2016年度） 総務部筑波総務課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2017年度 筑波総務 輸入禁止品 輸入禁止品管理状況報告書（2017年度） 総務部筑波総務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2018年度 筑波総務 輸入禁止品 輸入禁止品管理状況報告書（2018年度） 総務部筑波総務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2019年度 筑波総務 輸入禁止品 輸入禁止品管理状況報告書（2019年度） 総務部筑波総務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄
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2020年度 筑波総務 輸入禁止品 輸入禁止品管理状況報告書（2020年度） 総務部筑波総務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2018年度 筑波総務 福利厚生 健康診断結果報告書（薬用・2018年度） 総務部筑波総務課長 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2019年度 筑波総務 福利厚生 健康診断結果報告書（薬用・2019年度） 総務部筑波総務課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2020年度 筑波総務 福利厚生 健康診断結果報告書（薬用・2020年度） 総務部筑波総務課長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2016年度 筑波総務 宿舎 宿舎（2016年度） 総務部筑波総務課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2018年度 筑波総務 免許申請 大麻取扱者免許申請（2018年度） 総務部筑波総務課長 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2019年度 筑波総務 免許申請 大麻取扱者免許申請（2019年度） 総務部筑波総務課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2020年度 筑波総務 免許申請 大麻取扱者免許申請（2020年度） 総務部筑波総務課長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2016年度 筑波総務 物品管理 廃棄物処理（2016年度） 総務部筑波総務課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2017年度 筑波総務 物品管理 廃棄物処理（2017年度） 総務部筑波総務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2018年度 筑波総務 物品管理 廃棄物処理（2018年度） 総務部筑波総務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2019年度 筑波総務 物品管理 廃棄物処理（2019年度） 総務部筑波総務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2020年度 筑波総務 物品管理 廃棄物処理（2020年度） 総務部筑波総務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2016年度 筑波総務 文書 部文書受付簿（薬用・2016年度） 総務部筑波総務課長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2017年度 筑波総務 文書 部文書受付簿（薬用・2017年度） 総務部筑波総務課長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2018年度 筑波総務 文書 部文書受付簿（薬用・2018年度） 総務部筑波総務課長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2019年度 筑波総務 文書 部文書受付簿（薬用・2019年度） 総務部筑波総務課長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2020年度 筑波総務 文書 部文書受付簿（薬用・2020年度） 総務部筑波総務課長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2010年度 筑波総務 文書 法人文書ファイル管理簿（薬用・2010年度） 総務部筑波総務課長 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2011年度 筑波総務 文書 法人文書ファイル管理簿（薬用・2011年度） 総務部筑波総務課長 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄
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2012年度 筑波総務 文書 法人文書ファイル管理簿（薬用・2012年度） 総務部筑波総務課長 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2013年度 筑波総務 文書 法人文書ファイル管理簿（薬用・2013年度） 総務部筑波総務課長 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2014年度 筑波総務 文書 法人文書ファイル管理簿（薬用・2014年度） 総務部筑波総務課長 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2015年度 筑波総務 文書 法人文書ファイル管理簿（薬用・2015年度） 総務部筑波総務課長 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2016年度 筑波総務 文書 法人文書ファイル管理簿（薬用・2016年度） 総務部筑波総務課長 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2017年度 筑波総務 文書 法人文書ファイル管理簿（薬用・2017年度） 総務部筑波総務課長 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2018年度 筑波総務 文書 法人文書ファイル管理簿（薬用・2018年度） 総務部筑波総務課長 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2019年度 筑波総務 文書 法人文書ファイル管理簿（薬用・2019年度） 総務部筑波総務課長 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2020年度 筑波総務 文書 法人文書ファイル管理簿（薬用・2020年度） 総務部筑波総務課長 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2018年度 筑波総務 免許申請 麻薬研究者免許申請（薬用・2018年度） 総務部筑波総務課長 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2019年度 筑波総務 免許申請 麻薬研究者免許申請（薬用・2019年度） 総務部筑波総務課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2020年度 筑波総務 免許申請 麻薬研究者免許申請（薬用・2020年度） 総務部筑波総務課長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2018年度 筑波総務 会議 薬用植物フォーラム（2018年度） 総務部筑波総務課長 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2019年度 筑波総務 会議 薬用植物フォーラム（2019年度） 総務部筑波総務課長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2005年度 筑波総務 施設 工事完成図書（2005年度） 総務部筑波庶務課長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部監視室
総務部筑波総務課長 廃棄

2005年度 筑波総務 施設 設置届（2005年度） 総務部筑波庶務課長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部監視室
総務部筑波総務課長 廃棄

2005年度 筑波総務 文書 部文書発信番号簿（薬用・2005年度） 総務部筑波庶務課長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2006年度 筑波総務 文書 部文書発信番号簿（薬用・2006年度） 総務部筑波庶務課長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2007年度 筑波総務 文書 部文書発信番号簿（薬用・2007年度） 総務部筑波庶務課長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2008年度 筑波総務 文書 部文書発信番号簿（薬用・2008年度） 総務部筑波庶務課長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄
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2009年度 筑波総務 文書 部文書発信番号簿（薬用・2009年度） 総務部筑波庶務課長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2012年度 筑波総務 輸入禁止品 輸入禁止品輸入許可条件の一部変更 総務部筑波庶務課長 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2015年度 筑波総務 輸入禁止品 輸入禁止品輸入許可条件の一部変更 総務部筑波庶務課長 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2018年度 筑波総務 輸入禁止品 輸入禁止品輸入許可条件の一部変更 総務部筑波庶務課長 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2019年度 筑波総務 輸入禁止品 輸入禁止品輸入許可条件の一部変更 総務部筑波庶務課長 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2020年度 筑波総務 輸入禁止品 輸入禁止品輸入許可条件の一部変更 総務部筑波庶務課長 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2005年度 筑波総務 文書 法人文書ファイル管理簿（薬用・2005年度） 総務部筑波庶務課長 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2006年度 筑波総務 文書 法人文書ファイル管理簿（薬用・2006年度） 総務部筑波庶務課長 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2007年度 筑波総務 文書 法人文書ファイル管理簿（薬用・2007年度） 総務部筑波庶務課長 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2008年度 筑波総務 文書 法人文書ファイル管理簿（薬用・2008年度） 総務部筑波庶務課長 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2009年度 筑波総務 文書 法人文書ファイル管理簿（薬用・2009年度） 総務部筑波庶務課長 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2016年度 筑波研究部 調査・研究 研究報告書（2016年） 薬用植物資源研究センター長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 センター長室・研究室 総務部筑波総務課長 廃棄

2017年度 筑波研究部 調査・研究 研究報告書（2017年） 薬用植物資源研究センター長 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 センター長室・研究室 総務部筑波総務課長 廃棄

2018年度 筑波研究部 調査・研究 研究報告書（2018年） 薬用植物資源研究センター長 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 センター長室・研究室 総務部筑波総務課長 廃棄

2019年度 筑波研究部 調査・研究 研究報告書（2019年） 薬用植物資源研究センター長 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 センター長室・研究室 総務部筑波総務課長 廃棄

2020年度 筑波研究部 調査・研究 研究報告書（2020年） 薬用植物資源研究センター長 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 センター長室・研究室 総務部筑波総務課長 廃棄

2018年度 筑波研究部 分譲依頼 薬用植物等分譲依頼書・同意書（2018年度） 薬用植物資源研究センター長 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2019年度 筑波研究部 分譲依頼 薬用植物等分譲依頼書・同意書（2019年度） 薬用植物資源研究センター長 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

2020年度 筑波研究部 分譲依頼 薬用植物等分譲依頼書・同意書（2020年度） 薬用植物資源研究センター長 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙
薬用植物資源研究センター

筑波研究部事務室
総務部筑波総務課長 廃棄

1999年度 北海道研究部 施設 工事完成図書（1999年度）
厚生労働省国立医薬品食品衛
生研究所北海道薬用植物栽培
試験場長

2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄
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大分類 中分類 名称（小分類） 作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体 保存場所 管理者
保存期間満了

時の措置
備考

2000年度 北海道研究部 施設 工事完成図書（2000年度）
厚生労働省国立医薬品食品衛
生研究所北海道薬用植物栽培
試験場長

2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

2007年度 北海道研究部 施設 工事完成図書（2007年度）
厚生労働省国立医薬品食品衛
生研究所北海道薬用植物栽培
試験場長

2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

2008年度 北海道研究部 施設 工事完成図書（2008年度）
厚生労働省国立医薬品食品衛
生研究所北海道薬用植物栽培
試験場長

2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

1999年度 北海道研究部 施設 設置届（1999年度）
厚生労働省国立医薬品食品衛
生研究所北海道薬用植物栽培
試験場長

2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

2000年度 北海道研究部 施設 設置届（2000年度）
厚生労働省国立医薬品食品衛
生研究所北海道薬用植物栽培
試験場長

2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

1999年度 北海道研究部 旧決裁・供覧 場長決裁・供覧（1999年度）
厚生労働省国立医薬品食品衛
生研究所北海道薬用植物栽培
試験場長

2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

1999年度 北海道研究部 文書 発議簿（1999年度）
厚生労働省国立医薬品食品衛
生研究所北海道薬用植物栽培
試験場長

2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 資料保存庫
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

2000年度 北海道研究部 文書 発議簿（2000年度）
厚生労働省国立医薬品食品衛
生研究所北海道薬用植物栽培
試験場長

2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 資料保存庫
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

2001年度 北海道研究部 文書 発議簿（2001年度）
厚生労働省国立医薬品食品衛
生研究所北海道薬用植物栽培
試験場長

2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 資料保存庫
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

2002年度 北海道研究部 文書 発議簿（2002年度）
厚生労働省国立医薬品食品衛
生研究所北海道薬用植物栽培
試験場長

2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 資料保存庫
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

2003年度 北海道研究部 文書 発議簿（2003年度）
厚生労働省国立医薬品食品衛
生研究所北海道薬用植物栽培
試験場長

2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 資料保存庫
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

2004年度 北海道研究部 文書 発議簿（2004年度）
厚生労働省国立医薬品食品衛
生研究所北海道薬用植物栽培
試験場長

2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 資料保存庫
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

2005年度 北海道研究部 施設 設置届（2005年度）
薬用植物資源研究センター北
海道研究部研究サブリーダー

2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

2007年度 北海道研究部 施設 設置届（2007年度）
薬用植物資源研究センター北
海道研究部研究サブリーダー

2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

2008年度 北海道研究部 施設 設置届（2008年度）
薬用植物資源研究センター北
海道研究部研究サブリーダー

2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

2005年度 北海道研究部 文書 部文書発信番号簿（2005年度）
薬用植物資源研究センター北
海道研究部研究サブリーダー

2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 資料保存庫
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

2006年度 北海道研究部 文書 部文書発信番号簿（2006年度）
薬用植物資源研究センター北
海道研究部研究サブリーダー

2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 資料保存庫
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

2007年度 北海道研究部 文書 部文書発信番号簿（2007年度）
薬用植物資源研究センター北
海道研究部研究サブリーダー

2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 資料保存庫
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

2008年度 北海道研究部 文書 部文書発信番号簿（2008年度）
薬用植物資源研究センター北
海道研究部研究サブリーダー

2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 資料保存庫
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

2009年度 北海道研究部 文書 部文書発信番号簿（2009年度）
薬用植物資源研究センター北
海道研究部研究サブリーダー

2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 資料保存庫
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄
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2010年度 北海道研究部 文書 部文書発信番号簿（2010年度）
薬用植物資源研究センター北
海道研究部研究サブリーダー

2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 資料保存庫
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

2011年度 北海道研究部 文書 部文書発信番号簿（2011年度）
薬用植物資源研究センター北
海道研究部研究サブリーダー

2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 資料保存庫
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

2012年度 北海道研究部 文書 部文書発信番号簿（2012年度）
薬用植物資源研究センター北
海道研究部研究サブリーダー

2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 資料保存庫
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

2013年度 北海道研究部 文書 部文書発信番号簿（2013年度）
薬用植物資源研究センター北
海道研究部研究サブリーダー

2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 資料保存庫
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

2014年度 北海道研究部 文書 部文書発信番号簿（2014年度）
薬用植物資源研究センター北
海道研究部研究サブリーダー

2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 資料保存庫
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

2015年度 北海道研究部 文書 部文書発信番号簿（2015年度）
薬用植物資源研究センター北
海道研究部研究サブリーダー

2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

2005年度 北海道研究部 文書 法人文書ファイル管理簿（2005年度）
薬用植物資源研究センター北
海道研究部研究サブリーダー

2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

2006年度 北海道研究部 文書 法人文書ファイル管理簿（2006年度）
薬用植物資源研究センター北
海道研究部研究サブリーダー

2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

2007年度 北海道研究部 文書 法人文書ファイル管理簿（2007年度）
薬用植物資源研究センター北
海道研究部研究サブリーダー

2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

2008年度 北海道研究部 文書 法人文書ファイル管理簿（2008年度）
薬用植物資源研究センター北
海道研究部研究サブリーダー

2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

2009年度 北海道研究部 文書 法人文書ファイル管理簿（2009年度）
薬用植物資源研究センター北
海道研究部研究サブリーダー

2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

2010年度 北海道研究部 文書 法人文書ファイル管理簿（2010年度）
薬用植物資源研究センター北
海道研究部研究サブリーダー

2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

2011年度 北海道研究部 文書 法人文書ファイル管理簿（2011年度）
薬用植物資源研究センター北
海道研究部研究サブリーダー

2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

2012年度 北海道研究部 文書 法人文書ファイル管理簿（2012年度）
薬用植物資源研究センター北
海道研究部研究サブリーダー

2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

2013年度 北海道研究部 文書 法人文書ファイル管理簿（2013年度）
薬用植物資源研究センター北
海道研究部研究サブリーダー

2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

2014年度 北海道研究部 文書 法人文書ファイル管理簿（2014年度）
薬用植物資源研究センター北
海道研究部研究サブリーダー

2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

2015年度 北海道研究部 文書 法人文書ファイル管理簿（2015年度）
薬用植物資源研究センター北
海道研究部研究サブリーダー

2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

2016年度 北海道研究部 免許申請 けし栽培許可申請(2016年度）
薬用植物資源研究センター北
海道研究部研究リーダー

2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

2017年度 北海道研究部 免許申請 けし栽培許可申請(2017年度）
薬用植物資源研究センター北
海道研究部研究リーダー

2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

2018年度 北海道研究部 免許申請 けし栽培許可申請(2018年度）
薬用植物資源研究センター北
海道研究部研究リーダー

2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄



作成・取得
年度等

大分類 中分類 名称（小分類） 作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体 保存場所 管理者
保存期間満了

時の措置
備考

2019年度 北海道研究部 免許申請 けし栽培許可申請(2019年度）
薬用植物資源研究センター北
海道研究部研究リーダー

2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

2020年度 北海道研究部 免許申請 けし栽培許可申請(2020年度）
薬用植物資源研究センター北
海道研究部招へいプロジェク
トリーダー

2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

2016年度 北海道研究部 調査・研究 研究報告書（2016年度）
薬用植物資源研究センター北
海道研究部研究リーダー

2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

2017年度 北海道研究部 調査・研究 研究報告書（2017年度）
薬用植物資源研究センター北
海道研究部研究リーダー

2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

2018年度 北海道研究部 調査・研究 研究報告書（2018年度）
薬用植物資源研究センター北
海道研究部研究リーダー

2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

2019年度 北海道研究部 調査・研究 研究報告書（2019年度）
薬用植物資源研究センター北
海道研究部研究リーダー

2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

2020年度 北海道研究部 調査・研究 研究報告書（2020年度）
薬用植物資源研究センター北
海道研究部招へいプロジェク
トリーダー

2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

2016年度 北海道研究部 施設
工事完成図書
（2016年度・ボイラー等付帯設備更新工事）

薬用植物資源研究センター北
海道研究部研究リーダー

2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 資料保存庫
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

2020年度 北海道研究部 施設
工事完成図書
（2020年度・北海道研究部宿舎改築工事）

薬用植物資源研究センター北
海道研究部招へいプロジェク
トリーダー

2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

2016年度 北海道研究部 物品管理 廃棄物処理（2016年度）
薬用植物資源研究センター北
海道研究部研究リーダー

2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

2017年度 北海道研究部 物品管理 廃棄物処理（2017年度）
薬用植物資源研究センター北
海道研究部研究リーダー

2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

2018年度 北海道研究部 物品管理 廃棄物処理（2018年度）
薬用植物資源研究センター北
海道研究部研究リーダー

2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

2019年度 北海道研究部 物品管理 廃棄物処理（2019年度）
薬用植物資源研究センター北
海道研究部研究リーダー

2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

2020年度 北海道研究部 物品管理 廃棄物処理（2020年度）
薬用植物資源研究センター北
海道研究部招へいプロジェク
トリーダー

2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

2016年度 北海道研究部 文書 部文書発信番号簿（2016年度）
薬用植物資源研究センター北
海道研究部研究リーダー

2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

2017年度 北海道研究部 文書 部文書発信番号簿（2017年度）
薬用植物資源研究センター北
海道研究部研究リーダー

2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

2018年度 北海道研究部 文書 部文書発信番号簿（2018年度）
薬用植物資源研究センター北
海道研究部研究リーダー

2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

2019年度 北海道研究部 文書 部文書発信番号簿（2019年度）
薬用植物資源研究センター北
海道研究部研究リーダー

2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

2020年度 北海道研究部 文書 部文書発信番号簿（2020年度）
薬用植物資源研究センター北
海道研究部招へいプロジェク
トリーダー

2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

2016年度 北海道研究部 免許申請 麻薬研究者免許申請(2016年度）
薬用植物資源研究センター北
海道研究部研究リーダー

2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄



作成・取得
年度等

大分類 中分類 名称（小分類） 作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体 保存場所 管理者
保存期間満了

時の措置
備考

2017年度 北海道研究部 免許申請 麻薬研究者免許申請(2017年度）
薬用植物資源研究センター北
海道研究部研究リーダー

2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

2018年度 北海道研究部 免許申請 麻薬研究者免許申請(2018年度）
薬用植物資源研究センター北
海道研究部研究リーダー

2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

2019年度 北海道研究部 免許申請 麻薬研究者免許申請(2019年度）
薬用植物資源研究センター北
海道研究部研究リーダー

2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

2020年度 北海道研究部 免許申請 麻薬研究者免許申請(2020年度）
薬用植物資源研究センター北
海道研究部招へいプロジェク
トリーダー

2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

2016年度 北海道研究部 福利厚生 健康診断結果報告書（2016年度）
薬用植物資源研究センター北
海道研究部研究リーダー

2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

2017年度 北海道研究部 福利厚生 健康診断結果報告書（2017年度）
薬用植物資源研究センター北
海道研究部研究リーダー

2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

2018年度 北海道研究部 福利厚生 健康診断結果報告書（2018年度）
薬用植物資源研究センター北
海道研究部研究リーダー

2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

2019年度 北海道研究部 福利厚生 健康診断結果報告書（2019年度）
薬用植物資源研究センター北
海道研究部研究リーダー

2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

2020年度 北海道研究部 福利厚生 健康診断結果報告書（2020年度）
薬用植物資源研究センター北
海道研究部招へいプロジェク
トリーダー

2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

2016年度 北海道研究部 文書 部文書受付簿（2016年度）
薬用植物資源研究センター北
海道研究部研究リーダー

2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

2017年度 北海道研究部 文書 部文書受付簿（2017年度）
薬用植物資源研究センター北
海道研究部研究リーダー

2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

2018年度 北海道研究部 文書 部文書受付簿（2018年度）
薬用植物資源研究センター北
海道研究部研究リーダー

2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

2019年度 北海道研究部 文書 部文書受付簿（2019年度）
薬用植物資源研究センター北
海道研究部研究リーダー

2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

2020年度 北海道研究部 文書 部文書受付簿（2020年度）
薬用植物資源研究センター北
海道研究部招へいプロジェク
トリーダー

2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

2016年度 北海道研究部 文書 法人文書ファイル管理簿（2016年度）
薬用植物資源研究センター北
海道研究部研究リーダー

2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

2017年度 北海道研究部 文書 法人文書ファイル管理簿（2017年度）
薬用植物資源研究センター北
海道研究部研究リーダー

2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

2018年度 北海道研究部 文書 法人文書ファイル管理簿（2018年度）
薬用植物資源研究センター北
海道研究部研究リーダー

2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

2019年度 北海道研究部 文書 法人文書ファイル管理簿（2019年度）
薬用植物資源研究センター北
海道研究部研究リーダー

2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

2020年度 北海道研究部 文書 法人文書ファイル管理簿（2020年度）
薬用植物資源研究センター北
海道研究部招へいプロジェク
トリーダー

2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
北海道研究部研究リーダー

廃棄

1999年度 種子島研究部 施設 工事完成図書（1999年度）
厚生労働省国立医薬品食品衛
生研究所種子島薬用植物栽培
試験場長

2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
種子島研究部研究リーダー

廃棄



作成・取得
年度等

大分類 中分類 名称（小分類） 作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体 保存場所 管理者
保存期間満了

時の措置
備考

1999年度 種子島研究部 施設 設置届（1999年度）
厚生労働省国立医薬品食品衛
生研究所種子島薬用植物栽培
試験場長

2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
種子島研究部研究リーダー

廃棄

1999年度 種子島研究部 旧決裁・供覧 場長決裁・供覧（1999年度）
厚生労働省国立医薬品食品衛
生研究所種子島薬用植物栽培
試験場長

2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
種子島研究部研究リーダー

廃棄

1999年度 種子島研究部 文書 発議簿（1999年度）
厚生労働省国立医薬品食品衛
生研究所種子島薬用植物栽培
試験場

2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
種子島研究部研究リーダー

廃棄

2000年度 種子島研究部 文書 発議簿（2000年度）
厚生労働省国立医薬品食品衛
生研究所種子島薬用植物栽培
試験場

2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
種子島研究部研究リーダー

廃棄

2001年度 種子島研究部 文書 発議簿（2001年度）
厚生労働省国立医薬品食品衛
生研究所種子島薬用植物栽培
試験場

2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
種子島研究部研究リーダー

廃棄

2002年度 種子島研究部 文書 発議簿（2002年度）
厚生労働省国立医薬品食品衛
生研究所種子島薬用植物栽培
試験場

2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
種子島研究部研究リーダー

廃棄

2003年度 種子島研究部 文書 発議簿（2003年度）
厚生労働省国立医薬品食品衛
生研究所種子島薬用植物栽培
試験場

2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
種子島研究部研究リーダー

廃棄

2004年度 種子島研究部 文書 発議簿（2004年度）
厚生労働省国立医薬品食品衛
生研究所種子島薬用植物栽培
試験場

2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
種子島研究部研究リーダー

廃棄

2005年度 種子島研究部 文書 部文書発信番号簿（2005年度）
独立行政法人医薬基盤研究所
薬用植物資源研究センター種
子島研究部

2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
種子島研究部研究リーダー

廃棄

2006年度 種子島研究部 文書 部文書発信番号簿（2006年度）
独立行政法人医薬基盤研究所
薬用植物資源研究センター種
子島研究部

2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
種子島研究部研究リーダー

廃棄

2007年度 種子島研究部 文書 部文書発信番号簿（2007年度）
独立行政法人医薬基盤研究所
薬用植物資源研究センター種
子島研究部

2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
種子島研究部研究リーダー

廃棄

2008年度 種子島研究部 文書 部文書発信番号簿（2008年度）
独立行政法人医薬基盤研究所
薬用植物資源研究センター種
子島研究部

2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
種子島研究部研究リーダー

廃棄

2009年度 種子島研究部 文書 部文書発信番号簿（2009年度）
独立行政法人医薬基盤研究所
薬用植物資源研究センター種
子島研究部

2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
種子島研究部研究リーダー

廃棄

2010年度 種子島研究部 文書 部文書発信番号簿（2010年度）
独立行政法人医薬基盤研究所
薬用植物資源研究センター種
子島研究部

2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
種子島研究部研究リーダー

廃棄

2011年度 種子島研究部 文書 部文書発信番号簿（2011年度）
独立行政法人医薬基盤研究所
薬用植物資源研究センター種
子島研究部

2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
種子島研究部研究リーダー

廃棄

2012年度 種子島研究部 文書 部文書発信番号簿（2012年度）
独立行政法人医薬基盤研究所
薬用植物資源研究センター種
子島研究部

2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
種子島研究部研究リーダー

廃棄

2013年度 種子島研究部 文書 部文書発信番号簿（2013年度）
独立行政法人医薬基盤研究所
薬用植物資源研究センター種
子島研究部

2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
種子島研究部研究リーダー

廃棄

2014年度 種子島研究部 文書 部文書発信番号簿（2014年度）
独立行政法人医薬基盤研究所
薬用植物資源研究センター種
子島研究部

2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
種子島研究部研究リーダー

廃棄

2005年度 種子島研究部 文書 法人文書ファイル管理簿（2005年度）
独立行政法人医薬基盤研究所
薬用植物資源研究センター種
子島研究部

2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
種子島研究部研究リーダー

廃棄

2006年度 種子島研究部 文書 法人文書ファイル管理簿（2006年度）
独立行政法人医薬基盤研究所
薬用植物資源研究センター種
子島研究部

2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
種子島研究部研究リーダー

廃棄
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2007年度 種子島研究部 文書 法人文書ファイル管理簿（2007年度）
独立行政法人医薬基盤研究所
薬用植物資源研究センター種
子島研究部

2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
種子島研究部研究リーダー

廃棄

2008年度 種子島研究部 文書 法人文書ファイル管理簿（2008年度）
独立行政法人医薬基盤研究所
薬用植物資源研究センター種
子島研究部

2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
種子島研究部研究リーダー

廃棄

2009年度 種子島研究部 文書 法人文書ファイル管理簿（2009年度）
独立行政法人医薬基盤研究所
薬用植物資源研究センター種
子島研究部

2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
種子島研究部研究リーダー

廃棄

2010年度 種子島研究部 文書 法人文書ファイル管理簿（2010年度）
独立行政法人医薬基盤研究所
薬用植物資源研究センター種
子島研究部

2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
種子島研究部研究リーダー

廃棄

2011年度 種子島研究部 文書 法人文書ファイル管理簿（2011年度）
独立行政法人医薬基盤研究所
薬用植物資源研究センター種
子島研究部

2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
種子島研究部研究リーダー

廃棄

2012年度 種子島研究部 文書 法人文書ファイル管理簿（2012年度）
独立行政法人医薬基盤研究所
薬用植物資源研究センター種
子島研究部

2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
種子島研究部研究リーダー

廃棄

2013年度 種子島研究部 文書 法人文書ファイル管理簿（2013年度）
独立行政法人医薬基盤研究所
薬用植物資源研究センター種
子島研究部

2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
種子島研究部研究リーダー

廃棄

2014年度 種子島研究部 文書 法人文書ファイル管理簿（2014年度）
独立行政法人医薬基盤研究所
薬用植物資源研究センター種
子島研究部

2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
種子島研究部研究リーダー

廃棄

2018年度 種子島研究部 文書 切手受払簿（2018年度）
国立研究開発法人医薬基盤・
健康・栄養研究所薬用植物資
源研究センター種子島研究部

2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
種子島研究部研究リーダー

廃棄

2019年度 種子島研究部 文書 切手受払簿（2019年度）
国立研究開発法人医薬基盤・
健康・栄養研究所薬用植物資
源研究センター種子島研究部

2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
種子島研究部研究リーダー

廃棄

2020年度 種子島研究部 文書 切手受払簿（2020年度）
国立研究開発法人医薬基盤・
健康・栄養研究所薬用植物資
源研究センター種子島研究部

2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
種子島研究部研究リーダー

廃棄

2015年度 種子島研究部 文書 部文書発信番号簿（2015年度）
国立研究開発法人医薬基盤・
健康・栄養研究所薬用植物資
源研究センター種子島研究部

2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
種子島研究部研究リーダー

廃棄

2016年度 種子島研究部 文書 部文書発信番号簿（2016年度）
国立研究開発法人医薬基盤・
健康・栄養研究所薬用植物資
源研究センター種子島研究部

2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
種子島研究部研究リーダー

廃棄

2017年度 種子島研究部 文書 部文書発信番号簿（2017年度）
国立研究開発法人医薬基盤・
健康・栄養研究所薬用植物資
源研究センター種子島研究部

2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
種子島研究部研究リーダー

廃棄

2018年度 種子島研究部 文書 部文書発信番号簿（2018年度）
国立研究開発法人医薬基盤・
健康・栄養研究所薬用植物資
源研究センター種子島研究部

2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
種子島研究部研究リーダー

廃棄

2019年度 種子島研究部 文書 部文書発信番号簿（2019年度）
国立研究開発法人医薬基盤・
健康・栄養研究所薬用植物資
源研究センター種子島研究部

2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
種子島研究部研究リーダー

廃棄

2020年度 種子島研究部 文書 部文書発信番号簿（2020年度）
国立研究開発法人医薬基盤・
健康・栄養研究所薬用植物資
源研究センター種子島研究部

2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
種子島研究部研究リーダー

廃棄

2016年度 種子島研究部 文書 健康診断結果報告書（2016年度）
国立研究開発法人医薬基盤・
健康・栄養研究所薬用植物資
源研究センター種子島研究部

2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
種子島研究部研究リーダー

廃棄

2017年度 種子島研究部 文書 健康診断結果報告書（2017年度）
国立研究開発法人医薬基盤・
健康・栄養研究所薬用植物資
源研究センター種子島研究部

2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
種子島研究部研究リーダー

廃棄

2018年度 種子島研究部 文書 健康診断結果報告書（2018年度）
国立研究開発法人医薬基盤・
健康・栄養研究所薬用植物資
源研究センター種子島研究部

2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
種子島研究部研究リーダー

廃棄
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2019年度 種子島研究部 文書 健康診断結果報告書（2019年度）
国立研究開発法人医薬基盤・
健康・栄養研究所薬用植物資
源研究センター種子島研究部

2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
種子島研究部研究リーダー

廃棄

2020年度 種子島研究部 文書 健康診断結果報告書（2020年度）
国立研究開発法人医薬基盤・
健康・栄養研究所薬用植物資
源研究センター種子島研究部

2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
種子島研究部研究リーダー

廃棄

2016年度 種子島研究部 文書 部文書受付簿（2016年度）
国立研究開発法人医薬基盤・
健康・栄養研究所薬用植物資
源研究センター種子島研究部

2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
種子島研究部研究リーダー

廃棄

2017年度 種子島研究部 文書 部文書受付簿（2017年度）
国立研究開発法人医薬基盤・
健康・栄養研究所薬用植物資
源研究センター種子島研究部

2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
種子島研究部研究リーダー

廃棄

2018年度 種子島研究部 文書 部文書受付簿（2018年度）
国立研究開発法人医薬基盤・
健康・栄養研究所薬用植物資
源研究センター種子島研究部

2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
種子島研究部研究リーダー

廃棄

2019年度 種子島研究部 文書 部文書受付簿（2019年度）
国立研究開発法人医薬基盤・
健康・栄養研究所薬用植物資
源研究センター種子島研究部

2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
種子島研究部研究リーダー

廃棄

2020年度 種子島研究部 文書 部文書受付簿（2020年度）
国立研究開発法人医薬基盤・
健康・栄養研究所薬用植物資
源研究センター種子島研究部

2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
種子島研究部研究リーダー

廃棄

2015年度 種子島研究部 文書 法人文書ファイル管理簿（2015年度）
国立研究開発法人医薬基盤・
健康・栄養研究所薬用植物資
源研究センター種子島研究部

2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
種子島研究部研究リーダー

廃棄

2016年度 種子島研究部 文書 法人文書ファイル管理簿（2016年度）
国立研究開発法人医薬基盤・
健康・栄養研究所薬用植物資
源研究センター種子島研究部

2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
種子島研究部研究リーダー

廃棄

2017年度 種子島研究部 文書 法人文書ファイル管理簿（2017年度）
国立研究開発法人医薬基盤・
健康・栄養研究所薬用植物資
源研究センター種子島研究部

2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
種子島研究部研究リーダー

廃棄

2018年度 種子島研究部 文書 法人文書ファイル管理簿（2018年度）
国立研究開発法人医薬基盤・
健康・栄養研究所薬用植物資
源研究センター種子島研究部

2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
種子島研究部研究リーダー

廃棄

2019年度 種子島研究部 文書 法人文書ファイル管理簿（2019年度）
国立研究開発法人医薬基盤・
健康・栄養研究所薬用植物資
源研究センター種子島研究部

2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
種子島研究部研究リーダー

廃棄

2020年度 種子島研究部 文書 法人文書ファイル管理簿（2020年度）
国立研究開発法人医薬基盤・
健康・栄養研究所薬用植物資
源研究センター種子島研究部

2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室
薬用植物資源研究センター
種子島研究部研究リーダー

廃棄

1991年度
霊長類医科学研究セ
ンターＲＩ取扱主任
者

ＲＩ管理 放射線作業従事者管理の記録（1991年度）
厚生労働省国立感染症研究所
筑波医学実験用霊長類セン
ターＲＩ取扱主任者

1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙
霊長類医科学研究センター

総務部書庫
総務部筑波総務課長 廃棄

1992年度
霊長類医科学研究セ
ンターＲＩ取扱主任
者

ＲＩ管理 放射線作業従事者管理の記録（1992年度）
厚生労働省国立感染症研究所
筑波医学実験用霊長類セン
ターＲＩ取扱主任者

1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙
霊長類医科学研究センター

総務部書庫
総務部筑波総務課長 廃棄

1993年度
霊長類医科学研究セ
ンターＲＩ取扱主任
者

ＲＩ管理 放射線作業従事者管理の記録（1993年度）
厚生労働省国立感染症研究所
筑波医学実験用霊長類セン
ターＲＩ取扱主任者

1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙
霊長類医科学研究センター

総務部書庫
総務部筑波総務課長 廃棄

1994年度
霊長類医科学研究セ
ンターＲＩ取扱主任
者

ＲＩ管理 放射線作業従事者管理の記録（1994年度）
厚生労働省国立感染症研究所
筑波医学実験用霊長類セン
ターＲＩ取扱主任者

1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙
霊長類医科学研究センター

総務部書庫
総務部筑波総務課長 廃棄

1995年度
霊長類医科学研究セ
ンターＲＩ取扱主任
者

ＲＩ管理 放射線作業従事者管理の記録（1995年度）
厚生労働省国立感染症研究所
筑波医学実験用霊長類セン
ターＲＩ取扱主任者

1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙
霊長類医科学研究センター

総務部書庫
総務部筑波総務課長 廃棄

1996年度
霊長類医科学研究セ
ンターＲＩ取扱主任
者

ＲＩ管理 放射線作業従事者管理の記録（1996年度）
厚生労働省国立感染症研究所
筑波医学実験用霊長類セン
ターＲＩ取扱主任者

1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙
霊長類医科学研究センター

総務部書庫
総務部筑波総務課長 廃棄

1997年度
霊長類医科学研究セ
ンターＲＩ取扱主任
者

ＲＩ管理 放射線作業従事者管理の記録（1997年度）
厚生労働省国立感染症研究所
筑波医学実験用霊長類セン
ターＲＩ取扱主任者

1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙
霊長類医科学研究センター

総務部書庫
総務部筑波総務課長 廃棄
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保存期間満了

時の措置
備考

1998年度
霊長類医科学研究セ
ンターＲＩ取扱主任
者

ＲＩ管理 放射線作業従事者管理の記録（1998年度）
厚生労働省国立感染症研究所
筑波医学実験用霊長類セン
ターＲＩ取扱主任者

1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙
霊長類医科学研究センター

総務部書庫
総務部筑波総務課長 廃棄

1999年度
霊長類医科学研究セ
ンターＲＩ取扱主任
者

ＲＩ管理 放射線作業従事者管理の記録（1999年度）
厚生労働省国立感染症研究所
筑波医学実験用霊長類セン
ターＲＩ取扱主任者

2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙
霊長類医科学研究センター

総務部書庫
総務部筑波総務課長 廃棄

2000年度
霊長類医科学研究セ
ンターＲＩ取扱主任
者

ＲＩ管理 放射線作業従事者管理の記録（2000年度）
厚生労働省国立感染症研究所
筑波医学実験用霊長類セン
ターＲＩ取扱主任者

2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙
霊長類医科学研究センター

総務部書庫
総務部筑波総務課長 廃棄

2001年度
霊長類医科学研究セ
ンターＲＩ取扱主任
者

ＲＩ管理 放射線作業従事者管理の記録（2001年度）
厚生労働省国立感染症研究所
筑波医学実験用霊長類セン
ターＲＩ取扱主任者

2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙
霊長類医科学研究センター

総務部書庫
総務部筑波総務課長 廃棄

2002年度
霊長類医科学研究セ
ンターＲＩ取扱主任
者

ＲＩ管理 放射線作業従事者管理の記録（2003年度）
厚生労働省国立感染症研究所
筑波医学実験用霊長類セン
ターＲＩ取扱主任者

2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙
霊長類医科学研究センター

総務部書庫
総務部筑波総務課長 廃棄

2003年度
霊長類医科学研究セ
ンターＲＩ取扱主任
者

ＲＩ管理 放射線作業従事者管理の記録（2003年度）
厚生労働省国立感染症研究所
筑波医学実験用霊長類セン
ターＲＩ取扱主任者

2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙
霊長類医科学研究センター

総務部書庫
総務部筑波総務課長 廃棄

2004年度
霊長類医科学研究セ
ンターＲＩ取扱主任
者

ＲＩ管理 放射線作業従事者管理の記録（2004年度）
厚生労働省国立感染症研究所
筑波医学実験用霊長類セン
ターＲＩ取扱主任者

2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙
霊長類医科学研究センター

総務部書庫
総務部筑波総務課長 廃棄

2016年度
霊長類医科学研究セ
ンターＲＩ取扱主任
者

ＲＩ管理
放射性同位元素使用施設管理の記録（2016年
度）

霊長類医科学研究センターＲ
Ｉ取扱主任者

2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙
霊長類医科学研究センター

ＲＩ実験室
総務部筑波総務課長 廃棄

2017年度
霊長類医科学研究セ
ンターＲＩ取扱主任
者

ＲＩ管理
放射性同位元素使用施設管理の記録（2017年
度）

霊長類医科学研究センターＲ
Ｉ取扱主任者

2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙
霊長類医科学研究センター

ＲＩ実験室
総務部筑波総務課長 廃棄

2018年度
霊長類医科学研究セ
ンターＲＩ取扱主任
者

ＲＩ管理
放射性同位元素使用施設管理の記録（2018年
度）

霊長類医科学研究センターＲ
Ｉ取扱主任者

2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙
霊長類医科学研究センター

ＲＩ実験室
総務部筑波総務課長 廃棄

2019年度
霊長類医科学研究セ
ンターＲＩ取扱主任
者

ＲＩ管理
放射性同位元素使用施設管理の記録（2018年
度）

霊長類医科学研究センターＲ
Ｉ取扱主任者

2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙
霊長類医科学研究センター

ＲＩ実験室
総務部筑波総務課長 廃棄

2020年度
霊長類医科学研究セ
ンターＲＩ取扱主任
者

ＲＩ管理
放射性同位元素使用施設管理の記録（2018年
度）

霊長類医科学研究センターＲ
Ｉ取扱主任者

2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙
霊長類医科学研究センター

ＲＩ実験室
総務部筑波総務課長 廃棄

2005年度
霊長類医科学研究セ
ンターＲＩ取扱主任
者

ＲＩ管理 放射線作業従事者管理の記録（2005年度）
霊長類医科学研究センターＲ
Ｉ取扱主任者

2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙
霊長類医科学研究センター

総務部書庫
総務部筑波総務課長 廃棄

2006年度
霊長類医科学研究セ
ンターＲＩ取扱主任
者

ＲＩ管理 放射線作業従事者管理の記録（2006年度）
霊長類医科学研究センターＲ
Ｉ取扱主任者

2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙
霊長類医科学研究センター

総務部書庫
総務部筑波総務課長 廃棄

2007年度
霊長類医科学研究セ
ンターＲＩ取扱主任
者

ＲＩ管理 放射線作業従事者管理の記録（2007年度）
霊長類医科学研究センターＲ
Ｉ取扱主任者

2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙
霊長類医科学研究センター

総務部書庫
総務部筑波総務課長 廃棄

2008年度
霊長類医科学研究セ
ンターＲＩ取扱主任
者

ＲＩ管理 放射線作業従事者管理の記録（2008年度）
霊長類医科学研究センターＲ
Ｉ取扱主任者

2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙
霊長類医科学研究センター

総務部書庫
総務部筑波総務課長 廃棄

2009年度
霊長類医科学研究セ
ンターＲＩ取扱主任
者

ＲＩ管理 放射線作業従事者管理の記録（2009年度）
霊長類医科学研究センターＲ
Ｉ取扱主任者

2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙
霊長類医科学研究センター

総務部書庫
総務部筑波総務課長 廃棄

2010年度
霊長類医科学研究セ
ンターＲＩ取扱主任
者

ＲＩ管理 放射線作業従事者管理の記録（2010年度）
霊長類医科学研究センターＲ
Ｉ取扱主任者

2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙
霊長類医科学研究センター

総務部書庫
総務部筑波総務課長 廃棄

2011年度
霊長類医科学研究セ
ンターＲＩ取扱主任
者

ＲＩ管理 放射線作業従事者管理の記録（2011年度）
霊長類医科学研究センターＲ
Ｉ取扱主任者

2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙
霊長類医科学研究センター

総務部書庫
総務部筑波総務課長 廃棄

2012年度
霊長類医科学研究セ
ンターＲＩ取扱主任
者

ＲＩ管理 放射線作業従事者管理の記録（2012年度）
霊長類医科学研究センターＲ
Ｉ取扱主任者

2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙
霊長類医科学研究センター

総務部書庫
総務部筑波総務課長 廃棄
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保存期間満了

時の措置
備考

2013年度
霊長類医科学研究セ
ンターＲＩ取扱主任
者

ＲＩ管理 放射線作業従事者管理の記録（2013年度）
霊長類医科学研究センターＲ
Ｉ取扱主任者

2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙
霊長類医科学研究センター

総務部書庫
総務部筑波総務課長 廃棄

2014年度
霊長類医科学研究セ
ンターＲＩ取扱主任
者

ＲＩ管理 放射線作業従事者管理の記録（2014年度）
霊長類医科学研究センターＲ
Ｉ取扱主任者

2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙
霊長類医科学研究センター

総務部書庫
総務部筑波総務課長 廃棄

2015年度
霊長類医科学研究セ
ンターＲＩ取扱主任
者

ＲＩ管理 放射線作業従事者管理の記録（2015年度）
霊長類医科学研究センターＲ
Ｉ取扱主任者

2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙
霊長類医科学研究センター

総務部書庫
総務部筑波総務課長 廃棄

2016年度
霊長類医科学研究セ
ンターＲＩ取扱主任
者

ＲＩ管理 放射線作業従事者管理の記録（2016年度）
霊長類医科学研究センターＲ
Ｉ取扱主任者

2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙
霊長類医科学研究センター

総務部書庫
総務部筑波総務課長 廃棄

2017年度
霊長類医科学研究セ
ンターＲＩ取扱主任
者

ＲＩ管理 放射線作業従事者管理の記録（2017年度）
霊長類医科学研究センターＲ
Ｉ取扱主任者

2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙
霊長類医科学研究センター

総務部書庫
総務部筑波総務課長 廃棄

2018年度
霊長類医科学研究セ
ンターＲＩ取扱主任
者

ＲＩ管理 放射線作業従事者管理の記録（2018年度）
霊長類医科学研究センターＲ
Ｉ取扱主任者

2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙
霊長類医科学研究センター

総務部書庫
総務部筑波総務課長 廃棄

2019年度
霊長類医科学研究セ
ンターＲＩ取扱主任
者

ＲＩ管理 放射線作業従事者管理の記録（2019年度）
霊長類医科学研究センターＲ
Ｉ取扱主任者

2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙
霊長類医科学研究センター

総務部書庫
総務部筑波総務課長 廃棄

2020年度
霊長類医科学研究セ
ンターＲＩ取扱主任
者

ＲＩ管理 放射線作業従事者管理の記録（2019年度）
霊長類医科学研究センターＲ
Ｉ取扱主任者

2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙
霊長類医科学研究センター

総務部書庫
総務部筑波総務課長 廃棄

1991年度 総務部健栄研総務課 会議 部長会議資料（３年度） 事務部庶務課庶務係 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 書庫 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

1992年度 総務部健栄研総務課 会議 部長会議資料（4年度） 事務部庶務課庶務係 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

1993年度 総務部健栄研総務課 会議 部長会議資料（5年度） 事務部庶務課庶務係 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

1994年度 総務部健栄研総務課 会議 部長会議資料（6年度） 事務部庶務課庶務係 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

1995年度 総務部健栄研総務課 会議 部長会議資料（7年度） 事務部庶務課庶務係 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

1996年度 総務部健栄研総務課 会議 部長会議資料（8年度） 事務部庶務課庶務係 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

1997年度 総務部健栄研総務課 会議 部長会議資料（9年度） 事務部庶務課庶務係 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

1998年度 総務部健栄研総務課 会議 部長会議資料（10年度） 事務部庶務課庶務係 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

1999年度 総務部健栄研総務課 会議 部長会議資料（11年度） 事務部庶務課庶務係 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2000年度 総務部健栄研総務課 会議 部長会議資料（12年度） 事務部庶務課庶務係 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2001年度 総務部健栄研総務課 会議 部長会議資料（１３年度） 事務部庶務課庶務係 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2002年度 総務部健栄研総務課 会議 部長会議資料（１４年度） 事務部庶務課庶務係 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄
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2003年度 総務部健栄研総務課 会議 部長会議資料（１５年度） 事務部庶務課庶務係 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2004年度 総務部健栄研総務課 会議 部長会議資料（１６年度） 事務部庶務課庶務係 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2005年度 総務部健栄研総務課 会議 部長会議資料（１７年度） 事務部庶務課庶務係 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2006年度 総務部健栄研総務課 会議 運営会議資料（１８年度） 事務部庶務課庶務係 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2007年度 総務部健栄研総務課 会議 運営会議資料（１９年度） 事務部庶務課庶務係 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2008年度 総務部健栄研総務課 会議 運営会議資料（２０年度） 事務部庶務課庶務係 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2009年度 総務部健栄研総務課 会議 運営会議資料（２１年度） 事務部庶務課庶務係 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2010年度 総務部健栄研総務課 会議 運営会議資料（２２年度） 事務部庶務課庶務係 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2011年度 総務部健栄研総務課 会議 運営会議資料（２３年度） 事務部庶務課庶務係 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2012年度 総務部健栄研総務課 会議 運営会議資料（２４年度） 事務部庶務課庶務係 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2013年度 総務部健栄研総務課 会議 運営会議資料（２５年度） 事務部庶務課庶務係 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2014年度 総務部健栄研総務課 会議 運営会議資料（２６年度） 事務部庶務課庶務係 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2015年度 総務部健栄研総務課 会議 幹部会議資料（２７年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2016年度 総務部健栄研総務課 会議 幹部会議資料（２８年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2017年度 総務部健栄研総務課 会議 幹部会議資料（２９年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2018年度 総務部健栄研総務課 会議 幹部会議資料（平成３０年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2019年度 総務部健栄研総務課 会議 幹部会議資料（令和元年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2020年度 総務部健栄研総務課 会議 幹部会議資料（令和2年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2018年度 総務部健栄研総務課 会議 衛生委員会関係綴（平成３０年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2019年度 総務部健栄研総務課 会議 衛生委員会関係綴（令和元年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄
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2020年度 総務部健栄研総務課 会議 衛生委員会関係綴（令和2年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2015年度 総務部健栄研総務課 規程 規程等関係綴（平成２７年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2016年度 総務部健栄研総務課 規程 規程等関係綴（平成２８年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2017年度 総務部健栄研総務課 規程 規程等関係綴（平成２９年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2018年度 総務部健栄研総務課 規程 規程等関係綴（平成３０年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2019年度 総務部健栄研総務課 規程 規程等関係綴（令和元年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2020年度 総務部健栄研総務課 規程 規程等関係綴（令和2年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2018年度 総務部健栄研総務課
勤務時間及び休

暇
出勤簿（平成３０年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2019年度 総務部健栄研総務課
勤務時間及び休

暇
出勤簿（令和元年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2020年度 総務部健栄研総務課
勤務時間及び休

暇
出勤簿（令和2年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2018年度 総務部健栄研総務課
勤務時間及び休

暇
勤務時間割り振り簿（平成３０年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2019年度 総務部健栄研総務課
勤務時間及び休

暇
労働時間報告書綴（令和元年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2020年度 総務部健栄研総務課
勤務時間及び休

暇
労働時間報告書綴（令和2年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2016年度 総務部健栄研総務課 給与 勤務時間報告書（平成２８年） 総務部健栄研総務課庶務係 2017年1月1日 5年 2022年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2017年度 総務部健栄研総務課 給与 勤務時間報告書（平成２９年） 総務部健栄研総務課庶務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2018年度 総務部健栄研総務課 後援名義 研究所名義使用許可関係綴（平成３０年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2019年度 総務部健栄研総務課 後援名義 研究所名義使用許可関係綴（令和元年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2020年度 総務部健栄研総務課 後援名義 研究所名義使用許可関係綴（令和2年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2018年度 総務部健栄研総務課 兼業 兼業許可申請書関係（平成３０年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2019年度 総務部健栄研総務課 兼業 兼業許可申請書関係（令和元年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄
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2020年度 総務部健栄研総務課 兼業 兼業許可申請書関係（令和2年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2016年度 総務部健栄研総務課 福利厚生 健康診断（定期・特別）（平成２８年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2017年度 総務部健栄研総務課 福利厚生 健康診断（定期・特別）（平成２９年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2018年度 総務部健栄研総務課 福利厚生 健康診断（定期・特別）（平成３０年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2019年度 総務部健栄研総務課 福利厚生 健康診断（定期・特別）（令和元年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2020年度 総務部健栄研総務課 福利厚生 健康診断（定期・特別）（令和2年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2016年度 総務部健栄研総務課 福利厚生 ストレスチェック関係（平成２８年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2017年度 総務部健栄研総務課 福利厚生 ストレスチェック関係（平成２９年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2018年度 総務部健栄研総務課 福利厚生 ストレスチェック関係（平成３０年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2019年度 総務部健栄研総務課 福利厚生 ストレスチェック関係（令和元年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2020年度 総務部健栄研総務課 福利厚生 ストレスチェック関係（令和2年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2018年度 総務部健栄研総務課 客員研究員等 客員・協力研究員（平成３０年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2019年度 総務部健栄研総務課 客員研究員等 客員・協力研究員（令和元年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2020年度 総務部健栄研総務課 客員研究員等 客員・協力研究員（令和2年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2018年度 総務部健栄研総務課 研修生 研修生・流動研究員（平成３０年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2018年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2019年度 総務部健栄研総務課 研修生 研修生・流動研究員（令和元年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2020年度 総務部健栄研総務課 研修生 研修生・流動研究員（令和2年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2016年度 総務部健栄研総務課 倫理 講演等承認申請書（平成２８年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2017年度 総務部健栄研総務課 倫理 講演等承認申請書（平成２９年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2018年度 総務部健栄研総務課 倫理 講演等承認申請書（平成３０年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄
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2019年度 総務部健栄研総務課 倫理 講演等承認申請書（令和元年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2020年度 総務部健栄研総務課 倫理 講演等承認申請書（令和2年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2018年度 総務部健栄研総務課 防災 消防計画届出等（平成３０年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2016年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2019年度 総務部健栄研総務課 防災 消防計画届出等（令和元年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2020年度 総務部健栄研総務課 防災 消防計画届出等（令和2年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2018年度 総務部健栄研総務課 任免 証明書発行関係（平成３０年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2019年度 総務部健栄研総務課 任免 証明書発行関係（令和元年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2020年度 総務部健栄研総務課 任免 証明書発行関係（令和2年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2018年度 総務部健栄研総務課 旅行 所外研究等許可願（平成３０年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2019年度 総務部健栄研総務課 旅行 所外研究等許可願（令和元年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2020年度 総務部健栄研総務課 旅行 所外研究等許可願（令和2年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2018年度 総務部健栄研総務課 採用 人事関係（職員）（平成３０年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2019年度 総務部健栄研総務課 採用 人事関係（職員）（令和元年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2020年度 総務部健栄研総務課 採用 人事関係（職員）（令和2年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2016年度 総務部健栄研総務課 文書 身分証明書発行願（平成２８年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2017年度 総務部健栄研総務課 文書 身分証明書発行願（平成２９年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2018年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2018年度 総務部健栄研総務課 文書 身分証明書発行願（平成３０年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2019年度 総務部健栄研総務課 文書 身分証明書発行願（令和元年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2020年度 総務部健栄研総務課 文書 身分証明書発行願（令和2年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2000年度 総務部健栄研総務課 文書 所内諸規程 事務部庶務課庶務係 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄
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年度等
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保存期間満了

時の措置
備考

2011年度 総務部健栄研総務課 栄典及び表彰 叙勲・表彰関係（平成２３年度） 事務部庶務課人事・厚生係 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2012年度 総務部健栄研総務課 栄典及び表彰 叙勲・表彰関係（平成２４年度） 事務部庶務課人事・厚生係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2013年度 総務部健栄研総務課 栄典及び表彰 叙勲・表彰関係（平成２５年度） 事務部庶務課人事・厚生係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2014年度 総務部健栄研総務課 栄典及び表彰 叙勲・表彰関係（平成２６年度） 事務部庶務課人事・厚生係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2015年度 総務部健栄研総務課 栄典及び表彰 叙勲・表彰関係（平成２７年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2000年度 総務部健栄研総務課 任免 人事記録 事務部庶務課人事・厚生係 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2000年度 総務部健栄研総務課 登記 設立登記 事務部庶務課庶務係 2001年4月1日 無期限 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2011年度 総務部健栄研総務課 労務 労務関係（平成２３年度） 事務部庶務課庶務係 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2012年度 総務部健栄研総務課 労務 労務関係（平成２４年度） 事務部庶務課庶務係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2013年度 総務部健栄研総務課 労務 労務関係（平成２５年度） 事務部庶務課庶務係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2014年度 総務部健栄研総務課 労務 労務関係（平成２６年度） 事務部庶務課庶務係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2015年度 総務部健栄研総務課 労務 労務関係（平成２７年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2016年度 総務部健栄研総務課 労務 労務関係（平成２８年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2017年度 総務部健栄研総務課 労務 労務関係（平成２９年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2018年度 総務部健栄研総務課 労務 労務関係（平成３０年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2019年度 総務部健栄研総務課 労務 労務関係（令和元年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2020年度 総務部健栄研総務課 労務 労務関係（令和2年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2016年度 総務部健栄研総務課 保健 雇用保険関係綴（平成２８年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2017年度 総務部健栄研総務課 保健 雇用保険関係綴（平成２９年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2018年度 総務部健栄研総務課 保健 雇用保険関係綴（平成３０年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄
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2019年度 総務部健栄研総務課 保健 雇用保険関係綴（令和元年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2020年度 総務部健栄研総務課 保健 雇用保険関係綴（令和2年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2018年度 総務部健栄研総務課 保健 第三者委員会関係綴（平成３０年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2018年度 総務部健栄研総務課 報告 核燃料物質管理報告書（平成３０年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2019年度 総務部健栄研総務課 報告 核燃料物質管理報告書（令和元年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2020年度 総務部健栄研総務課 報告 核燃料物質管理報告書（令和2年度） 総務部健栄研総務課庶務係 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2016年度 総務部健栄研総務課 報告
向精神薬試験研究施設設置者年間届出書（平

成２８年度）
総務部健栄研総務課庶務係 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2017年度 総務部健栄研総務課 報告
向精神薬試験研究施設設置者年間届出書（平

成２９年度）
総務部健栄研総務課庶務係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2018年度 総務部健栄研総務課 報告
向精神薬試験研究施設設置者年間届出書（平

成３０年度）
総務部健栄研総務課庶務係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2019年度 総務部健栄研総務課 報告
向精神薬試験研究施設設置者年間届出書（令

和元年度）
総務部健栄研総務課庶務係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2020年度 総務部健栄研総務課 報告
向精神薬試験研究施設設置者年間届出書（令

和2年度）
総務部健栄研総務課庶務係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研総務課庶務係 廃棄

2011年度 総務部健栄研会計課 経理 支出・振替伝票綴（平成２３年度） 事務部会計課経理係 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研会計課 廃棄

2012年度 総務部健栄研会計課 経理 支出・振替伝票綴（平成２４年度） 事務部会計課経理係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研会計課 廃棄

2013年度 総務部健栄研会計課 経理 支出・振替伝票綴（平成２５年度） 事務部会計課経理係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研会計課 廃棄

2014年度 総務部健栄研会計課 経理 支出・振替伝票綴（平成２６年度） 事務部会計課経理係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研会計課 廃棄

2016年度 総務部健栄研会計課 経理 報告連絡等関係綴（平成２８年度） 総務部健栄研会計課管理係 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研会計課管理係 廃棄

2017年度 総務部健栄研会計課 管理 報告連絡等関係綴（平成２９年度） 総務部健栄研会計課管理係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研会計課管理係 廃棄

2018年度 総務部健栄研会計課 管理 報告連絡等関係綴（平成３０年度） 総務部健栄研会計課管理係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研会計課管理係 廃棄

2019年度 総務部健栄研会計課 管理 報告連絡等関係綴（令和元年度） 総務部健栄研会計課管理係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研会計課管理係 廃棄

2020年度 総務部健栄研会計課 管理 報告連絡等関係綴（令和２年度） 総務部健栄研会計課管理係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研会計課管理係 廃棄
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2016年度 総務部健栄研会計課 予算 補正予算関係綴（平成２８年度） 総務部健栄研会計課管理係 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研会計課管理係 廃棄

2017年度 総務部健栄研会計課 予算 補正予算関係綴（平成２９年度） 総務部健栄研会計課管理係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研会計課管理係 廃棄

2016年度 総務部健栄研会計課 予算 予算概算要求関係綴（平成２８年度） 総務部健栄研会計課管理係 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研会計課管理係 廃棄

2017年度 総務部健栄研会計課 予算 予算概算要求関係綴（平成２９年度） 総務部健栄研会計課管理係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研会計課管理係 廃棄

2018年度 総務部健栄研会計課 予算 予算概算要求関係綴（平成３０年度） 総務部健栄研会計課管理係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研会計課管理係 廃棄

2019年度 総務部健栄研会計課 予算 予算概算要求関係綴（令和元年度） 総務部健栄研会計課管理係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研会計課管理係 廃棄

2020年度 総務部健栄研会計課 予算 予算概算要求関係綴（令和２年度） 総務部健栄研会計課管理係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研会計課管理係 廃棄

2013年度 総務部健栄研会計課 経理 月次決算報告書（平成２５年度） 事務部会計課経理係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研会計課 廃棄

2014年度 総務部健栄研会計課 経理 月次決算報告書（平成２６年度） 事務部会計課経理係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 部事務室 総務部健栄研会計課 廃棄

2007年度
戦略企画部戦略企画

課
NR事業 NR名簿（平成19年度）（DBシステム） 事務部業務課ＮＲ担当係 2008年4月1日 無期限

電子

データ
部事務室 戦略企画部戦略企画課 廃棄

2008年度
戦略企画部戦略企画

課
NR事業 NR名簿（平成20年度）（DBシステム） 事務部業務課ＮＲ担当係 2009年4月1日 無期限

電子

データ
部事務室 戦略企画部戦略企画課 廃棄

2009年度
戦略企画部戦略企画

課
NR事業 NR名簿（平成21年度）（DBシステム） 事務部業務課ＮＲ担当係 2010年4月1日 無期限

電子

データ
部事務室 戦略企画部戦略企画課 廃棄

2010年度
戦略企画部戦略企画

課
NR事業 NR名簿（平成22年度）（DBシステム） 事務部業務課ＮＲ担当係 2011年4月1日 無期限

電子

データ
部事務室 戦略企画部戦略企画課 廃棄

2011年度
戦略企画部戦略企画

課
NR事業 NR名簿（平成23年度）（DBシステム） 事務部業務課ＮＲ担当係 2012年4月1日 無期限

電子

データ
部事務室 戦略企画部戦略企画課 廃棄

2012年度
戦略企画部戦略企画

課
NR事業 NR名簿（平成24年度）（DBシステム） 事務部業務課ＮＲ担当係 2013年4月1日 無期限

電子

データ
部事務室 戦略企画部戦略企画課 廃棄

2013年度
戦略企画部戦略企画

課
NR事業 NR名簿（平成25年度）（DBシステム） 事務部業務課ＮＲ担当係 2014年4月1日 無期限

電子

データ
部事務室 戦略企画部戦略企画課 廃棄

2014年度
戦略企画部戦略企画

課
NR事業 NR名簿（平成26年度）（DBシステム） 事務部業務課ＮＲ担当係 2015年4月1日 無期限

電子

データ
部事務室 戦略企画部戦略企画課 廃棄

2016年度
戦略企画部戦略企画

課
セミナー 一般公開セミナー（平成２８年度） 戦略企画部戦略企画課調整係 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2017年度
戦略企画部戦略企画

課
セミナー 一般公開セミナー（平成２９年度） 戦略企画部戦略企画課調整係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2018年度
戦略企画部戦略企画

課
セミナー 一般公開セミナー等（平成３０年度） 戦略企画部戦略企画課調整係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄
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2019年度
戦略企画部戦略企画

課
セミナー 一般公開セミナー等（令和元年度） 戦略企画部戦略企画課調整係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2020年度
戦略企画部戦略企画

課
セミナー 一般公開セミナー等（令和２年度） 戦略企画部戦略企画課調整係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2016年度
戦略企画部戦略企画

課
研究評価 外部評価委員会（平成２８年度） 戦略企画部戦略企画課調整係 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2017年度
戦略企画部戦略企画

課
研究評価 外部評価委員会（平成２９年度） 戦略企画部戦略企画課調整係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2018年度
戦略企画部戦略企画

課
研究評価 外部評価委員会（平成３０年度） 戦略企画部戦略企画課調整係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2019年度
戦略企画部戦略企画

課
研究評価 外部評価委員会（令和元年度） 戦略企画部戦略企画課調整係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2020年度
戦略企画部戦略企画

課
研究評価 外部評価委員会（令和２年度） 戦略企画部戦略企画課調整係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2016年度
戦略企画部戦略企画

課
寄附 寄附金関係（平成２８年度） 戦略企画部戦略企画課調整係 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2017年度
戦略企画部戦略企画

課
寄附 寄附金関係（平成２９年度） 戦略企画部戦略企画課調整係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2018年度
戦略企画部戦略企画

課
寄附 寄附金関係（平成３０年度） 戦略企画部戦略企画課調整係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2019年度
戦略企画部戦略企画

課
寄附 寄附金関係（令和元年度） 戦略企画部戦略企画課調整係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2020年度
戦略企画部戦略企画

課
寄附 寄附金関係（令和２年度） 戦略企画部戦略企画課調整係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2018年度
戦略企画部戦略企画

課
文書 協定書(連携協力等)関係（平成３０年度） 戦略企画部戦略企画課調整係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 部事務室 戦略企画部戦略企画課 廃棄

2019年度
戦略企画部戦略企画

課
文書 協定書(連携協力等)関係（令和元年度） 戦略企画部戦略企画課調整係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 部事務室 戦略企画部戦略企画課 廃棄

2020年度
戦略企画部戦略企画

課
文書 協定書(連携協力等)関係（令和２年度） 戦略企画部戦略企画課調整係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 部事務室 戦略企画部戦略企画課 廃棄

2016年度
戦略企画部戦略企画

課
共同・受託研究 共同研究・受託研究関係（平成２８年度） 戦略企画部戦略企画課調整係 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2017年度
戦略企画部戦略企画

課
共同・受託研究 共同研究・受託研究関係（平成２９年度） 戦略企画部戦略企画課調整係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2018年度
戦略企画部戦略企画

課
共同・受託研究 受託研究・共同研究関係（平成３０年度） 戦略企画部戦略企画課調整係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2019年度
戦略企画部戦略企画

課
共同・受託研究 受託研究・共同研究関係（令和元年度） 戦略企画部戦略企画課調整係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2020年度
戦略企画部戦略企画

課
共同・受託研究 受託研究・共同研究関係（令和２年度） 戦略企画部戦略企画課調整係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄



作成・取得
年度等

大分類 中分類 名称（小分類） 作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体 保存場所 管理者
保存期間満了

時の措置
備考

2016年度
戦略企画部戦略企画

課
共同・受託研究

平成２７年度分　受託・共同研究・請負事業

等事業実績報告関係綴（平成２８年度）
戦略企画部戦略企画課調整係 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2017年度
戦略企画部戦略企画

課
共同・受託研究

平成２８年度分　受託・共同研究・請負事業

等事業実績報告関係綴（平成２９年度）
戦略企画部戦略企画課調整係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2018年度
戦略企画部戦略企画

課
共同・受託研究

平成29年度分　受託・共同研究請負業務等事

業実績報告関係綴（平成３０年度）
戦略企画部戦略企画課調整係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2019年度
戦略企画部戦略企画

課
共同・受託研究

平成30年度分　受託・共同研究請負業務等事

業実績報告関係綴（令和元年度）
戦略企画部戦略企画課調整係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2020年度
戦略企画部戦略企画

課
共同・受託研究

平成31年度分　受託・共同研究請負業務等事

業実績報告関係綴（令和２年度）
戦略企画部戦略企画課調整係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2016年度
戦略企画部戦略企画

課
補助金、助成金

(独)日本学術振興会科研費助成金関係綴（平

成２８年度）
戦略企画部戦略企画課調整係 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2017年度
戦略企画部戦略企画

課
補助金、助成金

(独)日本学術振興会科研費助成金関係綴（平

成２９年度）
戦略企画部戦略企画課調整係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2018年度
戦略企画部戦略企画

課
補助金、助成金 

文部科学省所管　科学研究費助成事業　申請

書類関係綴（平成３０年度）
戦略企画部戦略企画課調整係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2019年度
戦略企画部戦略企画

課
補助金、助成金 

文部科学省所管　科学研究費助成事業　申請

書類関係綴（令和元年度）
戦略企画部戦略企画課調整係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2020年度
戦略企画部戦略企画

課
補助金、助成金 

文部科学省所管　科学研究費助成事業　申請

書類関係綴（令和２年度）
戦略企画部戦略企画課調整係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2016年度
戦略企画部戦略企画

課
補助金、助成金

AMED（日本医療研究開発機構）外部分担再

委託分実績報告・経理関係書類綴（平成２８

年度）

戦略企画部戦略企画課調整係 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 部事務室
戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2017年度
戦略企画部戦略企画

課
補助金、助成金

AMED（日本医療研究開発機構）外部分担再

委託分実績報告・経理関係書類綴（平成２９

年度）

戦略企画部戦略企画課調整係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 部事務室
戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2018年度
戦略企画部戦略企画

課
補助金、助成金 

AMED（日本医療研究開発機構）所管委託研

究開発契約（再委託）関係綴（平成３０年

度）

戦略企画部戦略企画課調整係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 部事務室
戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2019年度
戦略企画部戦略企画

課
補助金、助成金 

AMED（日本医療研究開発機構）所管委託研

究開発契約（再委託）関係綴（令和元年度）
戦略企画部戦略企画課調整係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2020年度
戦略企画部戦略企画

課
補助金、助成金 

AMED（日本医療研究開発機構）所管委託研

究開発契約（再委託）関係綴（令和２年度）
戦略企画部戦略企画課調整係 2021年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2016年度
戦略企画部戦略企画

課
補助金、助成金

厚生労働省科学研究費補助金関係綴（平成２

８年度）
戦略企画部戦略企画課調整係 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2017年度
戦略企画部戦略企画

課
補助金、助成金

厚生労働省科学研究費補助金関係綴（平成２

９年度）
戦略企画部戦略企画課調整係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2018年度
戦略企画部戦略企画

課
補助金、助成金 

厚生労働科学研究費補助金関係綴（平成３０

年度）
戦略企画部戦略企画課調整係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2019年度
戦略企画部戦略企画

課
補助金、助成金 

厚生労働科学研究費補助金関係綴（令和元年

度）
戦略企画部戦略企画課調整係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2020年度
戦略企画部戦略企画

課
補助金、助成金 

厚生労働科学研究費補助金関係綴（令和２年

度）
戦略企画部戦略企画課調整係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄



作成・取得
年度等

大分類 中分類 名称（小分類） 作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体 保存場所 管理者
保存期間満了

時の措置
備考

2016年度
戦略企画部戦略企画

課
補助金、助成金

平成２７年度分　厚労科研・文科学振研究費

実績報告関係綴（平成２８年度）
戦略企画部戦略企画課調整係 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2017年度
戦略企画部戦略企画

課
補助金、助成金

平成２８年度分　厚労科研・文科学振研究費

実績報告関係綴（平成２９年度）
戦略企画部戦略企画課調整係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2016年度
戦略企画部戦略企画

課
補助金、助成金

平成２７年度分　日本医療研究開発機構

（AMED）委託研究開発実績報告関係綴（平

成２８年度）

戦略企画部戦略企画課調整係 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 部事務室
戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2017年度
戦略企画部戦略企画

課
補助金、助成金

平成２８年度分　日本医療研究開発機構

（AMED）委託研究開発実績報告関係綴（平

成２９年度）

戦略企画部戦略企画課調整係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 部事務室
戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2018年度
戦略企画部戦略企画

課
委員会

平成２９年度分　厚科・文科・AMED実績報

告関係綴（平成３０年度）
戦略企画部戦略企画課調整係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2019年度
戦略企画部戦略企画

課
委員会

平成３０年度分　厚科・文科・AMED実績報

告関係綴（令和元年度）
戦略企画部戦略企画課調整係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2020年度
戦略企画部戦略企画

課
委員会

平成３１年度分　厚科・文科・AMED実績報

告関係綴（令和２年度）
戦略企画部戦略企画課調整係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2016年度
戦略企画部戦略企画

課
補助金、助成金 募集・応募・採択関係綴（平成２８年度） 戦略企画部戦略企画課調整係 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2017年度
戦略企画部戦略企画

課
補助金、助成金 募集・応募・採択関係綴（平成２９年度） 戦略企画部戦略企画課調整係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2018年度
戦略企画部戦略企画

課
補助金、助成金 

募集・応募・採択関係綴（厚労・文科・

AMED・団体等）（平成３０年度）
戦略企画部戦略企画課調整係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2019年度
戦略企画部戦略企画

課
補助金、助成金 

募集・応募・採択関係綴（厚労・文科・

AMED・団体等）（令和元年度）
戦略企画部戦略企画課調整係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2020年度
戦略企画部戦略企画

課
補助金、助成金 

募集・応募・採択関係綴（厚労・文科・

AMED・団体等）（令和２年度）
戦略企画部戦略企画課調整係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2016年度
戦略企画部戦略企画

課
雑収入

出版・監修・講演著述依頼等知的財産契約関

係書類綴（平成２８年度）
戦略企画部戦略企画課調整係 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2017年度
戦略企画部戦略企画

課
雑収入

出版・監修・講演著述依頼等知的財産契約関

係書類綴（平成２９年度）
戦略企画部戦略企画課調整係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2018年度
戦略企画部戦略企画

課
雑収入

出版・監修・講演・著述依頼等知的財産契約

関係書類綴（平成３０年度）
戦略企画部戦略企画課調整係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2019年度
戦略企画部戦略企画

課
雑収入

出版・監修・講演・著述依頼等知的財産契約

関係書類綴（令和元年度）
戦略企画部戦略企画課調整係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2020年度
戦略企画部戦略企画

課
雑収入

出版・監修・講演・著述依頼等知的財産契約

関係書類綴（令和２年度）
戦略企画部戦略企画課調整係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2013年度
戦略企画部戦略企画

課
商標登録 商標登録関係(平成２５年度） 事務部業務課産学担当係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 部事務室 戦略企画部戦略企画課 廃棄

2014年度
戦略企画部戦略企画

課
商標登録 商標登録関係(平成２６年度） 事務部業務課産学担当係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 部事務室 戦略企画部戦略企画課 廃棄

2015年度
戦略企画部戦略企画

課
商標登録 商標登録関係（平成２７年度） 戦略企画部戦略企画課調整係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄



作成・取得
年度等

大分類 中分類 名称（小分類） 作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体 保存場所 管理者
保存期間満了

時の措置
備考

2016年度
戦略企画部戦略企画

課
文書 情報公開関係（平成２８年度） 戦略企画部戦略企画課調整係 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 部事務室 戦略企画部戦略企画課 廃棄

2017年度
戦略企画部戦略企画

課
文書 情報公開関係（平成２９年度） 戦略企画部戦略企画課調整係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 部事務室 戦略企画部戦略企画課 廃棄

2018年度
戦略企画部戦略企画

課
文書 情報公開関係（平成３０年度） 戦略企画部戦略企画課調整係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 部事務室 戦略企画部戦略企画課 廃棄

2019年度
戦略企画部戦略企画

課
文書 情報公開関係（令和元年度） 戦略企画部戦略企画課調整係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 部事務室 戦略企画部戦略企画課 廃棄

2020年度
戦略企画部戦略企画

課
文書 情報公開関係（令和２年度） 戦略企画部戦略企画課調整係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 部事務室 戦略企画部戦略企画課 廃棄

2016年度
戦略企画部戦略企画

課
見学 所内見学（平成２８年度） 戦略企画部戦略企画課調整係 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2017年度
戦略企画部戦略企画

課
見学 所内見学（平成２９年度） 戦略企画部戦略企画課調整係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2018年度
戦略企画部戦略企画

課
見学 所内見学（平成３０年度） 戦略企画部戦略企画課調整係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2019年度
戦略企画部戦略企画

課
見学 所内見学（令和元年度） 戦略企画部戦略企画課調整係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2018年度
戦略企画部戦略企画

課
施設 診療所開設関係綴（平成３０年度） 戦略企画部戦略企画課調整係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2019年度
戦略企画部戦略企画

課
施設 診療所開設関係綴（令和元年度） 戦略企画部戦略企画課調整係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2020年度
戦略企画部戦略企画

課
施設 診療所開設関係綴（令和２年度） 戦略企画部戦略企画課調整係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2016年度
戦略企画部戦略企画

課
文書 戦略企画課原議綴（平成２８年度） 戦略企画部戦略企画課調整係 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2017年度
戦略企画部戦略企画

課
文書 戦略企画課原議綴（平成２９年度） 戦略企画部戦略企画課調整係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2018年度
戦略企画部戦略企画

課
文書 戦略企画課原義綴（平成３０年度） 戦略企画部戦略企画課調整係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2019年度
戦略企画部戦略企画

課
文書 戦略企画課原義綴（令和元年度） 戦略企画部戦略企画課調整係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2019年度
戦略企画部戦略企画

課
文書 戦略企画課原義綴（令和元年度） 戦略企画部戦略企画課調整係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2020年度
戦略企画部戦略企画

課
文書 戦略企画課原義綴（令和２年度） 戦略企画部戦略企画課調整係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2016年度
戦略企画部戦略企画

課
研究評価

第3回　国立研究開発法人審議会　厚生科学研

究評価部会
戦略企画部戦略企画課調整係 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2017年度
戦略企画部戦略企画

課
研究評価

第4回　国立研究開発法人審議会　厚生科学研

究評価部会
戦略企画部戦略企画課調整係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄



作成・取得
年度等

大分類 中分類 名称（小分類） 作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日 媒体 保存場所 管理者
保存期間満了

時の措置
備考

2017年度
戦略企画部戦略企画

課
委員会 第三者委員会 戦略企画部戦略企画課調整係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 部事務室 戦略企画部戦略企画課調整係 廃棄

2016年度
戦略企画部戦略企画

課
特別用途食品

特別用途食品の表示許可試験依頼関係綴（平

成２８年度）
戦略企画部戦略企画課調整係 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2017年度
戦略企画部戦略企画

課
特別用途食品

特別用途食品の表示許可試験依頼関係綴（平

成２９年度）
戦略企画部戦略企画課調整係 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2018年度
戦略企画部戦略企画

課
特別用途食品 

特別用途食品の表示許可試験依頼関係綴（平

成３０年度）
戦略企画部戦略企画課調整係 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2019年度
戦略企画部戦略企画

課
特別用途食品 

特別用途食品の表示許可試験依頼関係綴（令

和元年度）
戦略企画部戦略企画課調整係 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2020年度
戦略企画部戦略企画

課
特別用途食品 

特別用途食品の表示許可試験依頼関係綴（令

和２年度）
戦略企画部戦略企画課調整係 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2011年度
戦略企画部戦略企画

課
計画 年度計画（平成２３年度） 事務部業務課調整係 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2012年度
戦略企画部戦略企画

課
計画 年度計画（平成２４年度） 事務部業務課調整係 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2013年度
戦略企画部戦略企画

課
計画 年度計画（平成２５年度） 事務部業務課調整係 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2014年度
戦略企画部戦略企画

課
計画 年度計画（平成２６年度） 事務部業務課調整係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2015年度
戦略企画部戦略企画

課
計画 年度計画（平成２７年度） 戦略企画部戦略企画課調整係 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2000年度
戦略企画部戦略企画

課
中期 中期計画・業務方法書（１期） 事務部業務課調整係 2001年3月1日 30年 2031年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2005年度
戦略企画部戦略企画

課
中期 中期計画・業務方法書（２期） 事務部業務課調整係 2006年3月1日 30年 2036年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄

2010年度
戦略企画部戦略企画

課
中期 中期計画・業務方法書（３期） 事務部業務課調整係 2011年3月1日 30年 2042年3月31日 紙 部事務室

戦略企画部戦略企画課調整

係
廃棄
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