
個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの名称

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立成育医療研究センター

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

記録情報の経常的提供先

（所在地）〒157－8535　東京都世田谷区大蔵２－１０－１

訂正及び利用停止について、他の法
律又はこれに基づく命令の規定による
特別の手続が定められている場合の
当該法令の名称等

■法第２条第６項第１号

　　　　　（電算処理ファイル） □法第２条第６項第２号

令第７条第３号に該当するファイル （マニュアル処理ファイル）

□有　　□無

独立行政法人等非識別加工情報の提
案の募集をする個人情報ファイルであ
る旨

独立行政法人等非識別加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが第2条第9項第2号
ロに該当する場合には、意見書の提
出機会が与えられる旨

独立行政法人等非識別加工情報の概
要

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案を受ける組織の
名称及び所在地

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案をすることができ
る期間

備　　　考 －

－

－

－

－

－

－

個人情報ファイルの種別

救急患者管理日誌（電子カルテシステム）

看護部

救急患者受診患者状況の把握

１．救急患者ID、２．救急患者氏名、３．性別、４．生年月日、５．診療科、
６．転記、７．その他

救急外来を受診された患者様

診療録（電子カルテシステム）

－

－

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地

（名称）国立研究開発法人国立成育医療研究センター

－



個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの名称

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立成育医療研究センター

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

記録情報の経常的提供先

（所在地）〒157－8535　東京都世田谷区大蔵２－１０－１

訂正及び利用停止について、他の法
律又はこれに基づく命令の規定による
特別の手続が定められている場合の
当該法令の名称等

■法第２条第６項第１号

　　　　　（電算処理ファイル） □法第２条第６項第２号

令第７条第３号に該当するファイル （マニュアル処理ファイル）

□有　　□無

独立行政法人等非識別加工情報の提
案の募集をする個人情報ファイルであ
る旨

独立行政法人等非識別加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが第2条第9項第2号
ロに該当する場合には、意見書の提
出機会が与えられる旨

独立行政法人等非識別加工情報の概
要

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案を受ける組織の
名称及び所在地

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案をすることができ
る期間

備　　　考 －

－

－

－

－

－

－

個人情報ファイルの種別

手術台帳（電子カルテシステム）

看護部

手術患者状況・勤務状況の把握

１．手術患者氏名、２．診療科、３．生年月日、４．術式、５．病名、
６．執刀医名、７．麻酔科名、８．介助看護師名、９．手術・麻酔時間

手術を受けられる患者様・看護職員

診療録（電子カルテシステム）

－

－

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地

（名称）国立研究開発法人国立成育医療研究センター

－



個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの名称

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立成育医療研究センター

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

記録情報の経常的提供先

（所在地）〒157－8535　東京都世田谷区大蔵２－１０－１

訂正及び利用停止について、他の法
律又はこれに基づく命令の規定による
特別の手続が定められている場合の
当該法令の名称等

■法第２条第６項第１号

　　　　　（電算処理ファイル） □法第２条第６項第２号

令第７条第３号に該当するファイル （マニュアル処理ファイル）

□有　　□無

独立行政法人等非識別加工情報の提
案の募集をする個人情報ファイルであ
る旨

独立行政法人等非識別加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが第2条第9項第2号
ロに該当する場合には、意見書の提
出機会が与えられる旨

独立行政法人等非識別加工情報の概
要

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案を受ける組織の
名称及び所在地

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案をすることができ
る期間

備　　　考 －

－

－

－

－

－

－

個人情報ファイルの種別

手術管理日誌（電子カルテシステム）

看護部

手術患者状況の把握

１．手術患者氏名、２．診療科、３．生年月日、４．術式、５．病名、
６．手術件数、７．勤務者

手術を受けられる患者様・看護職員

診療録（電子カルテシステム）

－

－

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地

（名称）国立研究開発法人国立成育医療研究センター

－



個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの名称

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立成育医療研究センター

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

記録情報の経常的提供先

（所在地）〒157－8535　東京都世田谷区大蔵２－１０－１

訂正及び利用停止について、他の法
律又はこれに基づく命令の規定による
特別の手続が定められている場合の
当該法令の名称等

■法第２条第６項第１号

　　　　　（電算処理ファイル） □法第２条第６項第２号

令第７条第３号に該当するファイル （マニュアル処理ファイル）

□有　　□無

独立行政法人等非識別加工情報の提
案の募集をする個人情報ファイルであ
る旨

独立行政法人等非識別加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが第2条第9項第2号
ロに該当する場合には、意見書の提
出機会が与えられる旨

独立行政法人等非識別加工情報の概
要

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案を受ける組織の
名称及び所在地

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案をすることができ
る期間

備　　　考

－

－

－

－

－

－

－

－

個人情報ファイルの種別

外来管理日誌（電子カルテシステム）

看護部

外来受診患者状況の把握

１．外来受診患者氏名、２．診療科、３．生年月日、４．性別、５．病名、
６．勤務者

外来を受診された患者様

診療録（電子カルテシステム）

－

－

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地

（名称）国立研究開発法人国立成育医療研究センター

－



個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの名称

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立成育医療研究センター

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

記録情報の経常的提供先

（所在地）〒157－8535　東京都世田谷区大蔵２－１０－１

訂正及び利用停止について、他の法
律又はこれに基づく命令の規定による
特別の手続が定められている場合の
当該法令の名称等

■法第２条第６項第１号

　　　　　（電算処理ファイル） □法第２条第６項第２号

令第７条第３号に該当するファイル （マニュアル処理ファイル）

□有　　□無

独立行政法人等非識別加工情報の提
案の募集をする個人情報ファイルであ
る旨

独立行政法人等非識別加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが第2条第9項第2号
ロに該当する場合には、意見書の提
出機会が与えられる旨

独立行政法人等非識別加工情報の概
要

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案を受ける組織の
名称及び所在地

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案をすることができ
る期間

備　　　考 －

－

－

－

－

－

－

個人情報ファイルの種別

病棟管理日誌（電子カルテシステム）

看護部

患者状況・勤務状況・病床管理状況の把握

１．入退院患者氏名、２．診療科、３．生年月日、４．性別、５．病名、
６．診療科別人数、７．看護職員勤務者人数

入院を受診されている患者様

入院中の患者様の診療録

－

－

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地

（名称）国立研究開発法人国立成育医療研究センター

－



個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの名称

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立成育医療研究センター

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

記録情報の経常的提供先

（所在地）〒157－8535　東京都世田谷区大蔵２－１０－１

訂正及び利用停止について、他の法
律又はこれに基づく命令の規定による
特別の手続が定められている場合の
当該法令の名称等

□法第２条第６項第１号

　　　　　（電算処理ファイル） ■法第２条第６項第２号

令第７条第３号に該当するファイル （マニュアル処理ファイル）

□有　　□無

独立行政法人等非識別加工情報の提
案の募集をする個人情報ファイルであ
る旨

独立行政法人等非識別加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが第2条第9項第2号
ロに該当する場合には、意見書の提
出機会が与えられる旨

独立行政法人等非識別加工情報の概
要

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案を受ける組織の
名称及び所在地

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案をすることができ
る期間

備　　　考

個人情報ファイルの種別

針刺し報告書ファイル

医療安全管理室

針刺し事例の報告

1.発生日時　2.発生場所　3.発生状況　4.対応　5.当事者情報　6.患者情報
7.原因の考察　8.今後の対策　9.リスクマネージャーの対応

針刺し事例の内容

職員報告

－

－

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地

（名称）国立研究開発法人国立成育医療研究センター

－

－

－

－

－

－

－

－



個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの名称

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立成育医療研究センター

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

記録情報の経常的提供先

（所在地）〒157－8535　東京都世田谷区大蔵２－１０－１

訂正及び利用停止について、他の法
律又はこれに基づく命令の規定による
特別の手続が定められている場合の
当該法令の名称等

□法第２条第６項第１号

　　　　　（電算処理ファイル） ■法第２条第６項第２号

令第７条第３号に該当するファイル （マニュアル処理ファイル）

□有　　□無

独立行政法人等非識別加工情報の提
案の募集をする個人情報ファイルであ
る旨

独立行政法人等非識別加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが第2条第9項第2号
ロに該当する場合には、意見書の提
出機会が与えられる旨

独立行政法人等非識別加工情報の概
要

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案を受ける組織の
名称及び所在地

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案をすることができ
る期間

備　　　考

個人情報ファイルの種別

死産報告書ファイル

医療安全管理室

予期した死産であったかの確認

1.母親情報　2.児情報　　3.分娩記録

担当職員　患者様

新生児台帳より収集

－

－

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地

（名称）国立研究開発法人国立成育医療研究センター

－

－

－

－

－

－

－

－



個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの名称

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立成育医療研究センター

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

記録情報の経常的提供先

（所在地）〒157－8535　東京都世田谷区大蔵２－１０－１

訂正及び利用停止について、他の法
律又はこれに基づく命令の規定による
特別の手続が定められている場合の
当該法令の名称等

□法第２条第６項第１号

　　　　　（電算処理ファイル） ■法第２条第６項第２号

令第７条第３号に該当するファイル （マニュアル処理ファイル）

□有　　□無

独立行政法人等非識別加工情報の提
案の募集をする個人情報ファイルであ
る旨

独立行政法人等非識別加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが第2条第9項第2号
ロに該当する場合には、意見書の提
出機会が与えられる旨

独立行政法人等非識別加工情報の概
要

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案を受ける組織の
名称及び所在地

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案をすることができ
る期間

備　　　考

個人情報ファイルの種別

死亡報告書ファイル

医療安全管理室

予期した死亡であったかの確認

1.発生日時　2.発生場所　3.当事者情報　4.患者情報
5.死亡の予期の有無　6.サマリー記載日

担当職員　患者様

職員報告

－

－

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地

（名称）国立研究開発法人国立成育医療研究センター

－

－

－

－

－

－

－

－



個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの名称

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立成育医療研究センター

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

記録情報の経常的提供先

（所在地）〒157－8535　東京都世田谷区大蔵２－１０－１

訂正及び利用停止について、他の法
律又はこれに基づく命令の規定による
特別の手続が定められている場合の
当該法令の名称等

□法第２条第６項第１号

　　　　　（電算処理ファイル） ■法第２条第６項第２号

令第７条第３号に該当するファイル （マニュアル処理ファイル）

□有　　□無

独立行政法人等非識別加工情報の提
案の募集をする個人情報ファイルであ
る旨

独立行政法人等非識別加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが第2条第9項第2号
ロに該当する場合には、意見書の提
出機会が与えられる旨

独立行政法人等非識別加工情報の概
要

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案を受ける組織の
名称及び所在地

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案をすることができ
る期間

備　　　考

個人情報ファイルの種別

医療安全研修実績ファイル

医療安全管理室

医療安全研修参加者の把握と出席率算出

1.参加者名　2.所属部署　3.職種　4.部署毎の参加者数
5.部署毎の参加率　6.研修日時

参加職員

研修参加時に職員のID読み取り

－

－

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地

（名称）国立研究開発法人国立成育医療研究センター

－

－

－

－

－

－

－

－



個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの名称

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立成育医療研究センター

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

記録情報の経常的提供先

（所在地）〒157－8535　東京都世田谷区大蔵２－１０－１

訂正及び利用停止について、他の法
律又はこれに基づく命令の規定による
特別の手続が定められている場合の
当該法令の名称等

□法第２条第６項第１号

　　　　　（電算処理ファイル） ■法第２条第６項第２号

令第７条第３号に該当するファイル （マニュアル処理ファイル）

□有　　□無

独立行政法人等非識別加工情報の提
案の募集をする個人情報ファイルであ
る旨

独立行政法人等非識別加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが第2条第9項第2号
ロに該当する場合には、意見書の提
出機会が与えられる旨

独立行政法人等非識別加工情報の概
要

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案を受ける組織の
名称及び所在地

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案をすることができ
る期間

備　　　考

個人情報ファイルの種別

症例振り返りファイル

医療安全管理室

症例のまとめと分析

1.患者情報　2.事例の具体的な内容と経過　3.対応内容
4.問題点　5.改善策案

事例の具体的な内容と改善策案

電子カルテと当事者へのヒアリング

－

－

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地

（名称）国立研究開発法人国立成育医療研究センター

－

－

－

－

－

－

－

－



個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの名称

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立成育医療研究センター

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

記録情報の経常的提供先

（所在地）〒157－8535　東京都世田谷区大蔵２－１０－１

訂正及び利用停止について、他の法
律又はこれに基づく命令の規定による
特別の手続が定められている場合の
当該法令の名称等

□法第２条第６項第１号

　　　　　（電算処理ファイル） ■法第２条第６項第２号

令第７条第３号に該当するファイル （マニュアル処理ファイル）

□有　　□無

独立行政法人等非識別加工情報の提
案の募集をする個人情報ファイルであ
る旨

独立行政法人等非識別加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが第2条第9項第2号
ロに該当する場合には、意見書の提
出機会が与えられる旨

独立行政法人等非識別加工情報の概
要

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案を受ける組織の
名称及び所在地

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案をすることができ
る期間

備　　　考

個人情報ファイルの種別

個人事例報告ファイル

医療安全管理室

事例のまとめと分析

1.患者情報　2.事例の具体的な内容と経過　3.対応内容
4.問題点　5.改善策案

事例の具体的な内容と改善策案

電子カルテと当事者へのヒアリング

－

－

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地

（名称）国立研究開発法人国立成育医療研究センター

－

－

－

－

－

－

－

－



個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの名称

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立成育医療研究センター

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

記録情報の経常的提供先

（所在地）〒157－8535　東京都世田谷区大蔵２－１０－１

訂正及び利用停止について、他の法
律又はこれに基づく命令の規定による
特別の手続が定められている場合の
当該法令の名称等

□法第２条第６項第１号

　　　　　（電算処理ファイル） ■法第２条第６項第２号

令第７条第３号に該当するファイル （マニュアル処理ファイル）

□有　　□無

独立行政法人等非識別加工情報の提
案の募集をする個人情報ファイルであ
る旨

独立行政法人等非識別加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが第2条第9項第2号
ロに該当する場合には、意見書の提
出機会が与えられる旨

独立行政法人等非識別加工情報の概
要

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案を受ける組織の
名称及び所在地

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案をすることができ
る期間

備　　　考

個人情報ファイルの種別

CLIP　インシデントレポート報告システム

医療安全管理室

インシデント報告・オカレンス報告・死亡報告及び集計・分析

1.発生日時　2.発生場所　3.患者影響レベル　4.概要　5.当事者情報
6.患者情報　7.状況　8.要因　9.　対応　10.死亡の予期の有無

事例の具体的な内容、改善策案、当事者職員、患者様

職員報告

－

－

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地

（名称）国立研究開発法人国立成育医療研究センター

－

－

－

－

－

－

－

－



個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの名称

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立成育医療研究センター

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

記録情報の経常的提供先

（所在地）〒157－8535　東京都世田谷区大蔵２－１０－１

訂正及び利用停止について、他の法
律又はこれに基づく命令の規定による
特別の手続が定められている場合の
当該法令の名称等

■法第２条第６項第１号

　　　　　（電算処理ファイル） □法第２条第６項第２号

令第７条第３号に該当するファイル （マニュアル処理ファイル）

□有　　■無

独立行政法人等非識別加工情報の提
案の募集をする個人情報ファイルであ
る旨

独立行政法人等非識別加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが第2条第9項第2号
ロに該当する場合には、意見書の提
出機会が与えられる旨

独立行政法人等非識別加工情報の概
要

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案を受ける組織の
名称及び所在地

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案をすることができ
る期間

備　　　考

個人情報ファイルの種別

処方箋

薬剤部

処方の遡行調査

カルテ番号・氏名・性別・生年月日・薬剤名・量・日数・病棟名・診療科

国立成育医療研究センターで受診した外来及び入院患者様でセンター内
調剤した処方箋

電子カルテシステムから印刷された処方箋

－

－

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地

（名称）国立研究開発法人国立成育医療研究センター

－

－

－

－

－

－

－

－



個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの名称

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立成育医療研究センター

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

記録情報の経常的提供先

（所在地）〒157－8535　東京都世田谷区大蔵２－１０－１

訂正及び利用停止について、他の法
律又はこれに基づく命令の規定による
特別の手続が定められている場合の
当該法令の名称等

■法第２条第６項第１号

　　　　　（電算処理ファイル） □法第２条第６項第２号

令第７条第３号に該当するファイル （マニュアル処理ファイル）

□有　　■無

独立行政法人等非識別加工情報の提
案の募集をする個人情報ファイルであ
る旨

独立行政法人等非識別加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが第2条第9項第2号
ロに該当する場合には、意見書の提
出機会が与えられる旨

独立行政法人等非識別加工情報の概
要

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案を受ける組織の
名称及び所在地

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案をすることができ
る期間

備　　　考

個人情報ファイルの種別

注射箋

薬剤部

注射払い出し・保管義務

カルテ番号・氏名・性別・生年月日・薬剤名・量・日数・病棟名・診療科

国立成育医療研究センターで受診した外来及び入院患者様でセンター内
調剤した注射箋

電子カルテシステムから印刷された注射箋

－

－

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地

（名称）国立研究開発法人国立成育医療研究センター

－

－

－

－

－

－

－

－



個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの名称

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立成育医療研究センター

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

記録情報の経常的提供先

（所在地）〒157－8535　東京都世田谷区大蔵２－１０－１

訂正及び利用停止について、他の法
律又はこれに基づく命令の規定による
特別の手続が定められている場合の
当該法令の名称等

■法第２条第６項第１号

　　　　　（電算処理ファイル） □法第２条第６項第２号

令第７条第３号に該当するファイル （マニュアル処理ファイル）

□有　　■無

独立行政法人等非識別加工情報の提
案の募集をする個人情報ファイルであ
る旨

独立行政法人等非識別加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが第2条第9項第2号
ロに該当する場合には、意見書の提
出機会が与えられる旨

独立行政法人等非識別加工情報の概
要

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案を受ける組織の
名称及び所在地

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案をすることができ
る期間

備　　　考

個人情報ファイルの種別

薬歴管理のための棚表

薬剤部

用量の確認

カルテ番号・氏名・薬剤名・用量・用法・日数

国立成育医療研究センターで受診した外来及び入院患者様でセンター内
調剤した処方箋のうちの特定薬剤

電子カルテシステムと発行された処方箋

－

－

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地

（名称）国立研究開発法人国立成育医療研究センター

－

－

－

－

－

－

－

－



個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの名称

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立成育医療研究センター

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

記録情報の経常的提供先

（所在地）〒157－8535　東京都世田谷区大蔵２－１０－１

訂正及び利用停止について、他の法
律又はこれに基づく命令の規定による
特別の手続が定められている場合の
当該法令の名称等

■法第２条第６項第１号

　　　　　（電算処理ファイル） □法第２条第６項第２号

令第７条第３号に該当するファイル （マニュアル処理ファイル）

□有　　■無

独立行政法人等非識別加工情報の提
案の募集をする個人情報ファイルであ
る旨

独立行政法人等非識別加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが第2条第9項第2号
ロに該当する場合には、意見書の提
出機会が与えられる旨

独立行政法人等非識別加工情報の概
要

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案を受ける組織の
名称及び所在地

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案をすることができ
る期間

備　　　考

個人情報ファイルの種別

物品亡失（破損）調書

薬剤部

破損・亡失時の調剤や内容の記録

カルテ番号・氏名・病棟名・オーダー番号・薬剤名・用量・数量・亡失年月
日

入院患者様の調剤済み処方で破損・亡失した薬剤

電子カルテシステムから印刷された調剤済みの処方箋及び注射箋

－

－

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地

（名称）国立研究開発法人国立成育医療研究センター

－

－

－

－

－

－

－

－



個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの名称

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立成育医療研究センター

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

記録情報の経常的提供先

（所在地）〒157－8535　東京都世田谷区大蔵２－１０－１

訂正及び利用停止について、他の法
律又はこれに基づく命令の規定による
特別の手続が定められている場合の
当該法令の名称等

■法第２条第６項第１号

　　　　　（電算処理ファイル） □法第２条第６項第２号

令第７条第３号に該当するファイル （マニュアル処理ファイル）

□有　　■無

独立行政法人等非識別加工情報の提
案の募集をする個人情報ファイルであ
る旨

独立行政法人等非識別加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが第2条第9項第2号
ロに該当する場合には、意見書の提
出機会が与えられる旨

独立行政法人等非識別加工情報の概
要

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案を受ける組織の
名称及び所在地

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案をすることができ
る期間

備　　　考

個人情報ファイルの種別

向精神薬・毒薬在庫管理簿

薬剤部

向精神薬・毒薬の在庫管理及び授受記録のため

氏名・薬剤名・使用数・病棟名・オーダー番号

国立成育医療研究センターで受診した外来及び入院患者様でセンター内
調剤した注射箋

電子カルテより出力された注射箋

－

－

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地

（名称）国立研究開発法人国立成育医療研究センター

－

－

－

－

－

－

－

－



個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの名称

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立成育医療研究センター

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

記録情報の経常的提供先

（所在地）〒157－8535　東京都世田谷区大蔵２－１０－１

訂正及び利用停止について、他の法
律又はこれに基づく命令の規定による
特別の手続が定められている場合の
当該法令の名称等

■法第２条第６項第１号

　　　　　（電算処理ファイル） □法第２条第６項第２号

令第７条第３号に該当するファイル （マニュアル処理ファイル）

□有　　■無

独立行政法人等非識別加工情報の提
案の募集をする個人情報ファイルであ
る旨

独立行政法人等非識別加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが第2条第9項第2号
ロに該当する場合には、意見書の提
出機会が与えられる旨

独立行政法人等非識別加工情報の概
要

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案を受ける組織の
名称及び所在地

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案をすることができ
る期間

備　　　考

個人情報ファイルの種別

向精神薬・毒薬受領確認票

薬剤部

向精神薬・毒薬の管理のため

氏名・薬剤名・用量・用法・日数・病棟名・オーダー番号

国立成育医療研究センターで受診した外来及び入院患者様でセンター内
調剤した処方箋及び注射箋

電子カルテシステムから印刷された処方箋及び注射箋

－

－

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地

（名称）国立研究開発法人国立成育医療研究センター

－

－

－

－

－

－

－

－



個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの名称

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立成育医療研究センター

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

記録情報の経常的提供先

（所在地）〒157－8535　東京都世田谷区大蔵２－１０－１

訂正及び利用停止について、他の法
律又はこれに基づく命令の規定による
特別の手続が定められている場合の
当該法令の名称等

■法第２条第６項第１号

　　　　　（電算処理ファイル） □法第２条第６項第２号

令第７条第３号に該当するファイル （マニュアル処理ファイル）

□有　　■無

独立行政法人等非識別加工情報の提
案の募集をする個人情報ファイルであ
る旨

独立行政法人等非識別加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが第2条第9項第2号
ロに該当する場合には、意見書の提
出機会が与えられる旨

独立行政法人等非識別加工情報の概
要

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案を受ける組織の
名称及び所在地

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案をすることができ
る期間

備　　　考

個人情報ファイルの種別

麻薬帳簿

薬剤部

東京都への年度報告

患者名・使用薬剤・使用量・オーダー番号

国立成育医療研究センターで受診した外来及び入院患者様でセンター内
調剤した麻薬処方箋（施用票）・麻薬注射箋（施用票）

電子カルテシステムと発行された処方箋

－

－

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地

（名称）国立研究開発法人国立成育医療研究センター

－

－

－

－

－

－

－

－



個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの名称

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立成育医療研究センター

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

記録情報の経常的提供先

（所在地）〒157－8535　東京都世田谷区大蔵２－１０－１

訂正及び利用停止について、他の法
律又はこれに基づく命令の規定による
特別の手続が定められている場合の
当該法令の名称等

■法第２条第６項第１号

　　　　　（電算処理ファイル） □法第２条第６項第２号

令第７条第３号に該当するファイル （マニュアル処理ファイル）

□有　　■無

独立行政法人等非識別加工情報の提
案の募集をする個人情報ファイルであ
る旨

独立行政法人等非識別加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが第2条第9項第2号
ロに該当する場合には、意見書の提
出機会が与えられる旨

独立行政法人等非識別加工情報の概
要

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案を受ける組織の
名称及び所在地

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案をすることができ
る期間

備　　　考

個人情報ファイルの種別

プレグランディン膣坐剤施用明細書

薬剤部

日本産婦人科医会（東京支部）への年度報告

カルテ番号・氏名・施用量

国立成育医療研究センターで受診した入院患者様でセンター内調剤した
処方箋

電子カルテより出力された処方箋

－

－

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地

（名称）国立研究開発法人国立成育医療研究センター

－

－

－

－

－

－

－

－



個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの名称

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立成育医療研究センター

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

記録情報の経常的提供先

（所在地）〒157－8535　東京都世田谷区大蔵２－１０－１

訂正及び利用停止について、他の法
律又はこれに基づく命令の規定による
特別の手続が定められている場合の
当該法令の名称等

■法第２条第６項第１号

　　　　　（電算処理ファイル） □法第２条第６項第２号

令第７条第３号に該当するファイル （マニュアル処理ファイル）

□有　　■無

独立行政法人等非識別加工情報の提
案の募集をする個人情報ファイルであ
る旨

独立行政法人等非識別加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが第2条第9項第2号
ロに該当する場合には、意見書の提
出機会が与えられる旨

独立行政法人等非識別加工情報の概
要

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案を受ける組織の
名称及び所在地

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案をすることができ
る期間

備　　　考

個人情報ファイルの種別

麻薬・向精神薬・毒薬事故状況報告書

薬剤部

規制薬剤の安全管理のため

カルテ番号・氏名・年齢・病棟・薬品名・数量

国立成育医療研究センターで受診した外来及び入院患者様でセンター内
調剤した処方箋及び注射箋

電子カルテ及び報告者(関係者）の状況記憶

－

－

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地

（名称）国立研究開発法人国立成育医療研究センター

－

－

－

－

－

－

－

－



個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの名称

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立成育医療研究センター

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

記録情報の経常的提供先

（所在地）〒157－8535　東京都世田谷区大蔵２－１０－１

訂正及び利用停止について、他の法
律又はこれに基づく命令の規定による
特別の手続が定められている場合の
当該法令の名称等

■法第２条第６項第１号

　　　　　（電算処理ファイル） □法第２条第６項第２号

令第７条第３号に該当するファイル （マニュアル処理ファイル）

□有　　■無

独立行政法人等非識別加工情報の提
案の募集をする個人情報ファイルであ
る旨

独立行政法人等非識別加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが第2条第9項第2号
ロに該当する場合には、意見書の提
出機会が与えられる旨

独立行政法人等非識別加工情報の概
要

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案を受ける組織の
名称及び所在地

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案をすることができ
る期間

備　　　考

個人情報ファイルの種別

医薬品限定使用申請書

薬剤部

薬剤委員会での審議のため

カルテ番号・氏名・年齢・体重・疾患名・医薬品名・使用予定数量

－

－

－

－

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地

（名称）国立研究開発法人国立成育医療研究センター

－

－

－

－

－

－

－

－



個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの名称

独立行政法人等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

記録情報の経常的提供先

（所在地）〒157－8535　東京都世田谷区大蔵２－１０－１

訂正及び利用停止について、他の法
律又はこれに基づく命令の規定による
特別の手続が定められている場合の
当該法令の名称等

■法第２条第６項第１号

　　　　　（電算処理ファイル） □法第２条第６項第２号

令第７条第３号に該当するファイル （マニュアル処理ファイル）

□有　　□無

独立行政法人等非識別加工情報の提
案の募集をする個人情報ファイルであ
る旨

独立行政法人等非識別加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが第2条第9項第2号
ロに該当する場合には、意見書の提
出機会が与えられる旨

独立行政法人等非識別加工情報の概
要

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案を受ける組織の
名称及び所在地

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案をすることができ
る期間

備　　　考

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地

（名称）国立研究開発法人国立成育医療研究センター

－

個人情報ファイルの種別

 Centricity PACS

放射線診療部

放射線画像およびMRI、US、内視鏡画像の保管・管理

１．モダリティ、２．検査日、３．患者ID、４．患者氏名、５．性別、
６．生年月日、７．年齢、８．検査部位、９．被ばく線量、１０．画像データ

国立成育医療研究センターで受診した外来及び入院患者さんで放射線
検査（X線撮影、CT、RI、血管撮影、骨塩）及びMRI、US、内視鏡検査を
行った患者さん

放射線装置及びMRI、US、内視鏡装置から収集

－

国立研究開発法人国立成育医療研究センター

－

－

－

－

－

－

－

－



個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの名称

独立行政法人等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

記録情報の経常的提供先

（所在地）〒157－8535　東京都世田谷区大蔵２－１０－１

訂正及び利用停止について、他の法
律又はこれに基づく命令の規定による
特別の手続が定められている場合の
当該法令の名称等

■法第２条第６項第１号

　　　　　（電算処理ファイル） □法第２条第６項第２号

令第７条第３号に該当するファイル （マニュアル処理ファイル）

□有　　□無

独立行政法人等非識別加工情報の提
案の募集をする個人情報ファイルであ
る旨

独立行政法人等非識別加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが第2条第9項第2号
ロに該当する場合には、意見書の提
出機会が与えられる旨

独立行政法人等非識別加工情報の概
要

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案を受ける組織の
名称及び所在地

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案をすることができ
る期間

備　　　考

国立成育医療研究センターで受診した外来及び入院患者さんで放射線
検査（X線撮影、CT、RI、血管撮影、骨塩）及びMRI、US検査を行った患者
さん

電子カルテ、放射線装置から収集

－

－

ShadeQuest/RIS

国立研究開発法人国立成育医療研究センター

放射線診療部

放射線照射録、放射性医薬品使用記録簿、当直日誌等の記録、保管

１．モダリティ、２．検査日、３．患者ID、４．患者氏名、５．性別、
６．生年月日、７．年齢、８．検査部位、９．被ばく線量、１０．画像データ

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地

（名称）国立研究開発法人国立成育医療研究センター

－

－

個人情報ファイルの種別

－

－

－

－

－

－



個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの名称

独立行政法人等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

記録情報の経常的提供先

（所在地）〒157－8535　東京都世田谷区大蔵２－１０－１

訂正及び利用停止について、他の法
律又はこれに基づく命令の規定による
特別の手続が定められている場合の
当該法令の名称等

■法第２条第６項第１号

　　　　　（電算処理ファイル） □法第２条第６項第２号

令第７条第３号に該当するファイル （マニュアル処理ファイル）

□有　　□無

独立行政法人等非識別加工情報の提
案の募集をする個人情報ファイルであ
る旨

独立行政法人等非識別加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが第2条第9項第2号
ロに該当する場合には、意見書の提
出機会が与えられる旨

独立行政法人等非識別加工情報の概
要

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案を受ける組織の
名称及び所在地

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案をすることができ
る期間

備　　　考

国立成育医療研究センターで受診した外来及び入院患者様で放射線治
療の対象患者さん及び対象になり得る患者さん

医師による直接入力、電子カルテおよび放射線治療情報マネジメントシス
テムARIAからの取り込み

－

－

放射線治療部門情報システム

国立研究開発法人国立成育医療研究センター

放射線診療部

放射線治療の診療情報データベース

１．モダリティ、２．検査日、３．患者ID、４．患者氏名、５．性別、
６．生年月日、７．年齢、８．検査部位、９．被ばく線量、１０．画像データ

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地

（名称）国立研究開発法人国立成育医療研究センター

－

－

個人情報ファイルの種別

－

－

－

－

－

－



個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの名称

独立行政法人等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

記録情報の経常的提供先

（所在地）〒157－8535　東京都世田谷区大蔵２－１０－１

訂正及び利用停止について、他の法
律又はこれに基づく命令の規定による
特別の手続が定められている場合の
当該法令の名称等

■法第２条第６項第１号

　　　　　（電算処理ファイル） □法第２条第６項第２号

令第７条第３号に該当するファイル （マニュアル処理ファイル）

□有　　□無

独立行政法人等非識別加工情報の提
案の募集をする個人情報ファイルであ
る旨

独立行政法人等非識別加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが第2条第9項第2号
ロに該当する場合には、意見書の提
出機会が与えられる旨

独立行政法人等非識別加工情報の概
要

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案を受ける組織の
名称及び所在地

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案をすることができ
る期間

備　　　考

国立成育医療研究センターで受診した外来及び入院患者さんで放射線
治療した患者様さん

放射線治療プランからデータを収集

－

－

放射線治療情報マネジメントシステム ARIA

国立研究開発法人国立成育医療研究センター

放射線診療部

放射線治療管理データベース

１．モダリティ、２．検査日、３．患者ID、４．患者氏名、５．性別、
６．生年月日、７．年齢、８．検査部位、９．被ばく線量、１０．画像データ

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地

（名称）国立研究開発法人国立成育医療研究センター

－

－

個人情報ファイルの種別

－

－

－

－

－

－



個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの名称

独立行政法人等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

記録情報の経常的提供先

（所在地）〒157－8535　東京都世田谷区大蔵２－１０－１

訂正及び利用停止について、他の法
律又はこれに基づく命令の規定による
特別の手続が定められている場合の
当該法令の名称等

■法第２条第６項第１号

　　　　　（電算処理ファイル） □法第２条第６項第２号

令第７条第３号に該当するファイル （マニュアル処理ファイル）

□有　　□無

独立行政法人等非識別加工情報の提
案の募集をする個人情報ファイルであ
る旨

独立行政法人等非識別加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが第2条第9項第2号
ロに該当する場合には、意見書の提
出機会が与えられる旨

独立行政法人等非識別加工情報の概
要

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案を受ける組織の
名称及び所在地

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案をすることができ
る期間

備　　　考

国立成育医療研究センターで受診した外来及び入院患者さんで血管撮
影を行った患者さん

RisシステムとDose Reportより情報抜粋して、エクセルファイルにて保存

－

－

被ばく線量(血管撮影)

国立研究開発法人国立成育医療研究センター

放射線診療部

被ばく線量管理

１．モダリティ、２．検査日、３．患者ID、４．患者氏名、５．性別、
６．生年月日、７．年齢、８．検査部位、９．被ばく線量、１０．画像データ

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地

（名称）国立研究開発法人国立成育医療研究センター

－

－

個人情報ファイルの種別

－

－

－

－

－

－



個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの名称

独立行政法人等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

記録情報の経常的提供先

（所在地）〒157－8535　東京都世田谷区大蔵２－１０－１

訂正及び利用停止について、他の法
律又はこれに基づく命令の規定による
特別の手続が定められている場合の
当該法令の名称等

■法第２条第６項第１号

　　　　　（電算処理ファイル） □法第２条第６項第２号

令第７条第３号に該当するファイル （マニュアル処理ファイル）

□有　　□無

独立行政法人等非識別加工情報の提
案の募集をする個人情報ファイルであ
る旨

独立行政法人等非識別加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが第2条第9項第2号
ロに該当する場合には、意見書の提
出機会が与えられる旨

独立行政法人等非識別加工情報の概
要

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案を受ける組織の
名称及び所在地

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案をすることができ
る期間

備　　　考

国立成育医療研究センターで受診した外来及び入院患者さんで血管撮
影を行った患者さん

Risシステムより情報抜粋して、エクセルファイルにて保存

－

－

カテ使用機材

国立研究開発法人国立成育医療研究センター

放射線診療部

放射線診断科・読影レポート作成のため

１．モダリティ、２．検査日、３．患者ID、４．患者氏名、５．性別、
６．生年月日、７．年齢、８．検査部位、９．被ばく線量、１０．画像データ

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地

（名称）国立研究開発法人国立成育医療研究センター

－

－

個人情報ファイルの種別

－

－

－

－

－

－



個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの名称

独立行政法人等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

記録情報の経常的提供先

（所在地）〒157－8535　東京都世田谷区大蔵２－１０－１

訂正及び利用停止について、他の法
律又はこれに基づく命令の規定による
特別の手続が定められている場合の
当該法令の名称等

■法第２条第６項第１号

　　　　　（電算処理ファイル） □法第２条第６項第２号

令第７条第３号に該当するファイル （マニュアル処理ファイル）

□有　　□無

独立行政法人等非識別加工情報の提
案の募集をする個人情報ファイルであ
る旨

独立行政法人等非識別加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが第2条第9項第2号
ロに該当する場合には、意見書の提
出機会が与えられる旨

独立行政法人等非識別加工情報の概
要

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案を受ける組織の
名称及び所在地

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案をすることができ
る期間

備　　　考

国立成育医療研究センターで受診した外来及び入院患者さん、紹介患者
さんで放射性同位元素を投与した患者さん

RISシステムより情報抜粋して、エクセルファイルにて保存

－

－

RI投与量管理デ－タベース .

国立研究開発法人国立成育医療研究センター

放射線診療部

被ばく線量管理

１．モダリティ、２．検査日、３患者ID、４．患者氏名、５．性別、
６．生年月日、７．年齢、８．検査部位、９．被ばく線量、１０．画像データ

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地

（名称）国立研究開発法人国立成育医療研究センター

－

－

個人情報ファイルの種別

－

－

－

－

－

－



個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの名称

独立行政法人等の名称

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

記録情報の経常的提供先

（所在地）〒157－8535　東京都世田谷区大蔵２－１０－１

訂正及び利用停止について、他の法
律又はこれに基づく命令の規定による
特別の手続が定められている場合の
当該法令の名称等

■法第２条第６項第１号

　　　　　（電算処理ファイル） □法第２条第６項第２号

令第７条第３号に該当するファイル （マニュアル処理ファイル）

□有　　□無

独立行政法人等非識別加工情報の提
案の募集をする個人情報ファイルであ
る旨

独立行政法人等非識別加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが第2条第9項第2号
ロに該当する場合には、意見書の提
出機会が与えられる旨

独立行政法人等非識別加工情報の概
要

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案を受ける組織の
名称及び所在地

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案をすることができ
る期間

備　　　考

国立成育医療研究センターで受診した外来及び入院患者さんで放射線
検査（X線撮影、CT、RI、血管撮影、骨塩）を行った患者さん

RISシステム、放射線装置より情報収集

－

－

医療被ばく線量管理システム　iSED

国立研究開発法人国立成育医療研究センター

放射線診療部

医療被ばくの線量管理

１．モダリティ、２．検査日、３．患者ID、４．患者氏名、５．性別、
６．生年月日、７．年齢、８．検査部位、９．被ばく線量、１０．画像データ

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地

（名称）国立研究開発法人国立成育医療研究センター

－

－

個人情報ファイルの種別

－

－

－

－

－

－



個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの名称

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立成育医療研究センター

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

記録情報の経常的提供先

（所在地）〒157－8535　東京都世田谷区大蔵２－１０－１

訂正及び利用停止について、他の法
律又はこれに基づく命令の規定による
特別の手続が定められている場合の
当該法令の名称等

■法第２条第６項第１号

　　　　　（電算処理ファイル） □法第２条第６項第２号

令第７条第３号に該当するファイル （マニュアル処理ファイル）

□有　　□無

独立行政法人等非識別加工情報の提
案の募集をする個人情報ファイルであ
る旨

独立行政法人等非識別加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが第2条第9項第2号
ロに該当する場合には、意見書の提
出機会が与えられる旨

独立行政法人等非識別加工情報の概
要

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案を受ける組織の
名称及び所在地

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案をすることができ
る期間

備　　　考

医師の指示、診療記録

－

－

輸血・細胞療法管理システム

臨床検査部

検査結果報告、輸血・細胞療法に関する情報の管理、輸血後感染症等の
管理

１．患者属性、２．検査日、３．検査項目、４．検査結果、５．コメント、
６．電子カルテ情報、７．血液製剤情報、8．輸血歴・移植歴・細胞療法歴と
それに伴う副作用情報　9．検査歴

当センターに受診し輸血関連検査、輸血療法・細胞療法を行った患者様

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地

（名称）国立研究開発法人国立成育医療研究センター

－

－

個人情報ファイルの種別

－

－

－

－

－

－



個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの名称

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立成育医療研究センター

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

記録情報の経常的提供先

（所在地）〒157－8535　東京都世田谷区大蔵２－１０－１

訂正及び利用停止について、他の法
律又はこれに基づく命令の規定による
特別の手続が定められている場合の
当該法令の名称等

■法第２条第６項第１号

　　　　　（電算処理ファイル） □法第２条第６項第２号

令第７条第３号に該当するファイル （マニュアル処理ファイル）

□有　　□無

独立行政法人等非識別加工情報の提
案の募集をする個人情報ファイルであ
る旨

独立行政法人等非識別加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが第2条第9項第2号
ロに該当する場合には、意見書の提
出機会が与えられる旨

独立行政法人等非識別加工情報の概
要

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案を受ける組織の
名称及び所在地

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案をすることができ
る期間

備　　　考

個人情報ファイルの種別

病理部門システム

臨床検査部

病理（組織・細胞）診断、治療効果、統計のために利用するため

１．患者属性、２．臨床診 断、３．臨床経過、４．採取臓器、５．日付、
６．番号、７．病理 診断

当センターに受診し病理検査を行った患者様

医師の指示、診療記録

－

－

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地

（名称）国立研究開発法人国立成育医療研究センター

－

－

－

－

－

－

－

－



個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの名称

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立成育医療研究センター

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

記録情報の経常的提供先

（所在地）〒157－8535　東京都世田谷区大蔵２－１０－１

訂正及び利用停止について、他の法
律又はこれに基づく命令の規定による
特別の手続が定められている場合の
当該法令の名称等

■法第２条第６項第１号

　　　　　（電算処理ファイル） □法第２条第６項第２号

令第７条第３号に該当するファイル （マニュアル処理ファイル）

□有　　□無

独立行政法人等非識別加工情報の提
案の募集をする個人情報ファイルであ
る旨

独立行政法人等非識別加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが第2条第9項第2号
ロに該当する場合には、意見書の提
出機会が与えられる旨

独立行政法人等非識別加工情報の概
要

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案を受ける組織の
名称及び所在地

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案をすることができ
る期間

備　　　考

個人情報ファイルの種別

生理部門システム

臨床検査部

検査結果報告の管理

１．患者属性、２．検査日、３．検査項目、４．検査結果、５．コメント、
６．電子カルテ情報

当センターに受診し生理検査を行った患者様

医師の指示、診療記録

－

－

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地

（名称）国立研究開発法人国立成育医療研究センター

－

－

－

－

－

－

－

－



個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの名称

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立成育医療研究センター

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

記録情報の経常的提供先

（所在地）〒157－8535　東京都世田谷区大蔵２－１０－１

訂正及び利用停止について、他の法
律又はこれに基づく命令の規定による
特別の手続が定められている場合の
当該法令の名称等

■法第２条第６項第１号

　　　　　（電算処理ファイル） □法第２条第６項第２号

令第７条第３号に該当するファイル （マニュアル処理ファイル）

□有　　□無

独立行政法人等非識別加工情報の提
案の募集をする個人情報ファイルであ
る旨

独立行政法人等非識別加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが第2条第9項第2号
ロに該当する場合には、意見書の提
出機会が与えられる旨

独立行政法人等非識別加工情報の概
要

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案を受ける組織の
名称及び所在地

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案をすることができ
る期間

備　　　考

個人情報ファイルの種別

細菌部門システム

臨床検査部

検査結果報告、院内感染管理のためデータの提供

１．患者属性、２．検査日、３．検査項目、４．検査結果、５．コメント、
６．電子カルテ情報

当センターに受診し細菌検査を行った患者様

医師の指示、診療記録

－

－

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地

（名称）国立研究開発法人国立成育医療研究センター

－

－

－

－

－

－

－

－



個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの名称

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立成育医療研究センター

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

記録情報の経常的提供先

（所在地）〒157－8535　東京都世田谷区大蔵２－１０－１

訂正及び利用停止について、他の法
律又はこれに基づく命令の規定による
特別の手続が定められている場合の
当該法令の名称等

■法第２条第６項第１号

　　　　　（電算処理ファイル） □法第２条第６項第２号

令第７条第３号に該当するファイル （マニュアル処理ファイル）

□有　　□無

独立行政法人等非識別加工情報の提
案の募集をする個人情報ファイルであ
る旨

独立行政法人等非識別加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが第2条第9項第2号
ロに該当する場合には、意見書の提
出機会が与えられる旨

独立行政法人等非識別加工情報の概
要

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案を受ける組織の
名称及び所在地

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案をすることができ
る期間

備　　　考

個人情報ファイルの種別

感染管理ファイル

臨床検査部

感染管理のため（細菌検査室と感染制御部の情報共有）

１．氏名、２．性別、３．年齢、４．ID、５．入院外来、７.検出菌、
８、検査材料、９．基礎疾患、１０．感染症名、１１．抗菌薬

当センターに受診し細菌検査から感染管理に該当する細菌が検出された
患者様

医師の指示による

－

－

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地

（名称）国立研究開発法人国立成育医療研究センター

－

－

－

－

－

－

－

－



個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの名称

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立成育医療研究センター

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

記録情報の経常的提供先

（所在地）〒157－8535　東京都世田谷区大蔵２－１０－１

訂正及び利用停止について、他の法
律又はこれに基づく命令の規定による
特別の手続が定められている場合の
当該法令の名称等

■法第２条第６項第１号

　　　　　（電算処理ファイル） □法第２条第６項第２号

令第７条第３号に該当するファイル （マニュアル処理ファイル）

□有　　□無

独立行政法人等非識別加工情報の提
案の募集をする個人情報ファイルであ
る旨

独立行政法人等非識別加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが第2条第9項第2号
ロに該当する場合には、意見書の提
出機会が与えられる旨

独立行政法人等非識別加工情報の概
要

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案を受ける組織の
名称及び所在地

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案をすることができ
る期間

備　　　考

個人情報ファイルの種別

遺伝子検査結果ファイル

臨床検査部

遺伝子検査結果の記録および研究で抽出液を使用する場合の管理

１．氏名、２．ID, ３．検査日、４．検査項目、５．検査材料、６．検査結果

当センターに受診し感染症の遺伝子検査を行った患者様

医師の指示による

－

－

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地

（名称）国立研究開発法人国立成育医療研究センター

－

－

－

－

－

－

－

－



個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの名称

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立成育医療研究センター

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

記録情報の経常的提供先

（所在地）〒157－8535　東京都世田谷区大蔵２－１０－１

訂正及び利用停止について、他の法
律又はこれに基づく命令の規定による
特別の手続が定められている場合の
当該法令の名称等

■法第２条第６項第１号

　　　　　（電算処理ファイル） □法第２条第６項第２号

令第７条第３号に該当するファイル （マニュアル処理ファイル）

□有　　□無

独立行政法人等非識別加工情報の提
案の募集をする個人情報ファイルであ
る旨

独立行政法人等非識別加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが第2条第9項第2号
ロに該当する場合には、意見書の提
出機会が与えられる旨

独立行政法人等非識別加工情報の概
要

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案を受ける組織の
名称及び所在地

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案をすることができ
る期間

備　　　考

個人情報ファイルの種別

検体部門システム

臨床検査部

検査結果報告の管理

１．患者属性、２．検査日、３．検査項目、４．検査結果、５．コメント、
６．電子カルテ情報

当センターに受診し検体検査を行った患者様

医師の指示、診療記録

－

－

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地

（名称）国立研究開発法人国立成育医療研究センター

－

－

－

－

－

－

－

－



個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの名称

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立成育医療研究センター

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

記録情報の経常的提供先

（所在地）〒157－8535　東京都世田谷区大蔵２－１０－１

訂正及び利用停止について、他の法
律又はこれに基づく命令の規定による
特別の手続が定められている場合の
当該法令の名称等

■法第２条第６項第１号

　　　　　（電算処理ファイル） □法第２条第６項第２号

令第７条第３号に該当するファイル （マニュアル処理ファイル）

□有　　□無

独立行政法人等非識別加工情報の提
案の募集をする個人情報ファイルであ
る旨

独立行政法人等非識別加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが第2条第9項第2号
ロに該当する場合には、意見書の提
出機会が与えられる旨

独立行政法人等非識別加工情報の概
要

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案を受ける組織の
名称及び所在地

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案をすることができ
る期間

備　　　考

個人情報ファイルの種別

検体検査情報提供ファイル

臨床検査部

検査結果報告の管理

１．患者属性、２．検査日、３．検査項目、４．検査結果、５．コメント、
６．電子カルテ情報

当センターに受診し検体検査を行った患者様

医師の指示、診療記録

－

－

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地

（名称）国立研究開発法人国立成育医療研究センター

－

－

－

－

－

－

－

－



個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの名称

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立成育医療研究センター

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

記録情報の経常的提供先

（所在地）〒157－8535　東京都世田谷区大蔵２－１０－１

訂正及び利用停止について、他の法
律又はこれに基づく命令の規定による
特別の手続が定められている場合の
当該法令の名称等

□法第２条第６項第１号

　　　　　（電算処理ファイル） ■法第２条第６項第２号

令第７条第３号に該当するファイル （マニュアル処理ファイル）

□有　　□無

独立行政法人等非識別加工情報の提
案の募集をする個人情報ファイルであ
る旨

独立行政法人等非識別加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが第2条第9項第2号
ロに該当する場合には、意見書の提
出機会が与えられる旨

独立行政法人等非識別加工情報の概
要

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案を受ける組織の
名称及び所在地

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案をすることができ
る期間

備　　　考 －

－

－

－

－

－

－

個人情報ファイルの種別

NST回診者名簿

栄養管理部

NST対象患者の情報共有

１．患者ID、２．氏名、３．性別、４．生年月日、５．病名、６．状況

医師によりNST介入が必要とされ指示された患者様

医師の指示

－

－

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地

（名称）国立研究開発法人国立成育医療研究センター

－



個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの名称

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立成育医療研究センター

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

記録情報の経常的提供先

（所在地）〒157－8535　東京都世田谷区大蔵２－１０－１

訂正及び利用停止について、他の法
律又はこれに基づく命令の規定による
特別の手続が定められている場合の
当該法令の名称等

□法第２条第６項第１号

　　　　　（電算処理ファイル） ■法第２条第６項第２号

令第７条第３号に該当するファイル （マニュアル処理ファイル）

□有　　□無

独立行政法人等非識別加工情報の提
案の募集をする個人情報ファイルであ
る旨

独立行政法人等非識別加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが第2条第9項第2号
ロに該当する場合には、意見書の提
出機会が与えられる旨

独立行政法人等非識別加工情報の概
要

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案を受ける組織の
名称及び所在地

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案をすることができ
る期間

備　　　考

個人情報ファイルの種別

診療録（紙媒体保管、入院・外来）

診療情報管理室

医療サービスの提供、医療保険事務、医療事故等の報告、症例研究のた
めに利用する。

１．氏名、２．性別、３．生年月日、４．病歴、５．診療経過、６．身体状況、
７．各検査結果

国立成育医療研究センターに外来受診及び入院した患者様

患者様から提出された各文書、医療者からの依頼

－

－

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地

（名称）国立研究開発法人国立成育医療研究センター

－

－

－

－

－

－

－

－



個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの名称

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立成育医療研究センター

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

記録情報の経常的提供先

（所在地）〒157－8535　東京都世田谷区大蔵２－１０－１

訂正及び利用停止について、他の法
律又はこれに基づく命令の規定による
特別の手続が定められている場合の
当該法令の名称等

■法第２条第６項第１号

　　　　　（電算処理ファイル） □法第２条第６項第２号

令第７条第３号に該当するファイル （マニュアル処理ファイル）

□有　　□無

独立行政法人等非識別加工情報の提
案の募集をする個人情報ファイルであ
る旨

独立行政法人等非識別加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが第2条第9項第2号
ロに該当する場合には、意見書の提
出機会が与えられる旨

独立行政法人等非識別加工情報の概
要

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案を受ける組織の
名称及び所在地

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案をすることができ
る期間

備　　　考

個人情報ファイルの種別

DPCコード決定システム

診療情報管理室

DPCコード決定および、厚生労働省の調査様式1に使用する

傷病名、ICD-10コード、DPCコード、手術、手術日、処置、処置日、
ID、氏名、性別、入退院日、在院日数、入院期間、診療科、病棟、年齢、
身長、体重

国立成育医療研究センターに入院した患者様

医事システムからのデータ連動、医療者からの依頼

－

－

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地

（名称）国立研究開発法人国立成育医療研究センター

－

－

－

－

－

－

－

－



個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの名称

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立成育医療研究センター

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

記録情報の経常的提供先

（所在地）〒157－8535　東京都世田谷区大蔵２－１０－１

訂正及び利用停止について、他の法
律又はこれに基づく命令の規定による
特別の手続が定められている場合の
当該法令の名称等

■法第２条第６項第１号

　　　　　（電算処理ファイル） □法第２条第６項第２号

令第７条第３号に該当するファイル （マニュアル処理ファイル）

□有　　□無

独立行政法人等非識別加工情報の提
案の募集をする個人情報ファイルであ
る旨

独立行政法人等非識別加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが第2条第9項第2号
ロに該当する場合には、意見書の提
出機会が与えられる旨

独立行政法人等非識別加工情報の概
要

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案を受ける組織の
名称及び所在地

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案をすることができ
る期間

備　　　考

個人情報ファイルの種別

DPCコード点検システム

診療情報管理室

DPCコード決定に使用する

傷病名、ICD-10コード、DPCコード、手術、処置、
ID、氏名、性別、在院日数、入院期間、診療科、生年月日、
保険番号、入退院日

国立成育医療研究センターに入院した患者様

医事システム出力された診療報酬請求情報

－

－

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地

（名称）国立研究開発法人国立成育医療研究センター

－

－

－

－

－

－

－

－



個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの名称

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立成育医療研究センター

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

記録情報の経常的提供先

（所在地）〒157－8535　東京都世田谷区大蔵２－１０－１

訂正及び利用停止について、他の法
律又はこれに基づく命令の規定による
特別の手続が定められている場合の
当該法令の名称等

■法第２条第６項第１号

　　　　　（電算処理ファイル） □法第２条第６項第２号

令第７条第３号に該当するファイル （マニュアル処理ファイル）

□有　　□無

独立行政法人等非識別加工情報の提
案の募集をする個人情報ファイルであ
る旨

独立行政法人等非識別加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが第2条第9項第2号
ロに該当する場合には、意見書の提
出機会が与えられる旨

独立行政法人等非識別加工情報の概
要

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案を受ける組織の
名称及び所在地

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案をすることができ
る期間

備　　　考

個人情報ファイルの種別

病歴システム

診療情報管理室

症例研究および統計情報のために使用する

傷病名、転帰、ICD-10コード、診断日、手術、処置
ID、氏名、住所、性別、生年月日、電話番号、年齢、入退院日、在院日
数、
診療科、病棟

国立成育医療研究センターに入院した患者様

医事システムからのデータ連動、医療者からの依頼

－

－

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地

（名称）国立研究開発法人国立成育医療研究センター

－

－

－

－

－

－

－

－



個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの名称

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立成育医療研究センター

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

記録情報の経常的提供先

（所在地）〒157－8535　東京都世田谷区大蔵２－１０－１

訂正及び利用停止について、他の法
律又はこれに基づく命令の規定による
特別の手続が定められている場合の
当該法令の名称等

□法第２条第６項第１号

　　　　　（電算処理ファイル） ■法第２条第６項第２号

令第７条第３号に該当するファイル （マニュアル処理ファイル）

□有　　□無

独立行政法人等非識別加工情報の提
案の募集をする個人情報ファイルであ
る旨

独立行政法人等非識別加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが第2条第9項第2号
ロに該当する場合には、意見書の提
出機会が与えられる旨

独立行政法人等非識別加工情報の概
要

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案を受ける組織の
名称及び所在地

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案をすることができ
る期間

備　　　考 －

患者様又はその家族の記載した書面の提出

－

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地

－

個人情報ファイルの種別

－

－

－

－

－

－

－

（名称）国立研究開発法人国立成育医療研究センター

診療申込書

財務経理課医事室

診療録作成のため利用する

１．氏名、２．性別、３．生年月日、４．住所、５．電話番号、６．職業、
７．保険情報、８．受診科

国立成育医療研究センターで受診した患者様



個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの名称

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立成育医療研究センター

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

記録情報の経常的提供先

（所在地）〒157－8535　東京都世田谷区大蔵２－１０－１

訂正及び利用停止について、他の法
律又はこれに基づく命令の規定による
特別の手続が定められている場合の
当該法令の名称等

□法第２条第６項第１号

　　　　　（電算処理ファイル） ■法第２条第６項第２号

令第７条第３号に該当するファイル （マニュアル処理ファイル）

□有　　□無

独立行政法人等非識別加工情報の提
案の募集をする個人情報ファイルであ
る旨

独立行政法人等非識別加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが第2条第9項第2号
ロに該当する場合には、意見書の提
出機会が与えられる旨

独立行政法人等非識別加工情報の概
要

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案を受ける組織の
名称及び所在地

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案をすることができ
る期間

備　　　考

患者様又はその家族の記載した書面の提出

入院申込書及び身元引受書兼診療費等支払保証書

財務経理課医事室

入院のための申込・身元引受・支払保証のため利用する

１．氏名、２．性別、３．生年月日、４．本籍、５．住所、６．連絡先、
７．職業、８．勤務先、９．連帯保証人、１０．入院年月日

国立成育医療研究センターで入院した患者様及び関係者

－

－

－

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地

－

個人情報ファイルの種別

－

（名称）国立研究開発法人国立成育医療研究センター

－

－

－

－

－



個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの名称

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立成育医療研究センター

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

記録情報の経常的提供先

（所在地）〒157－8535　東京都世田谷区大蔵２－１０－１

訂正及び利用停止について、他の法
律又はこれに基づく命令の規定による
特別の手続が定められている場合の
当該法令の名称等

□法第２条第６項第１号

　　　　　（電算処理ファイル） ■法第２条第６項第２号

令第７条第３号に該当するファイル （マニュアル処理ファイル）

□有　　□無

独立行政法人等非識別加工情報の提
案の募集をする個人情報ファイルであ
る旨

独立行政法人等非識別加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが第2条第9項第2号
ロに該当する場合には、意見書の提
出機会が与えられる旨

独立行政法人等非識別加工情報の概
要

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案を受ける組織の
名称及び所在地

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案をすることができ
る期間

備　　　考

行政機関からの通知

特定疾患・自立支援・結核予防法３４条の公費決定通知

財務経理課医事室

医療サービスの提供、医療保険事務、医療事故等の報告、症例研究のた
めに利用する

１．住所、２．氏名、３．生年月日、４．公費番号

国立成育医療研究センターで情報ファイルに該当する診療を受けた患者
様

－

－

－

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地

－

個人情報ファイルの種別

－

（名称）国立研究開発法人国立成育医療研究センター

－

－

－

－

－



個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの名称

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立成育医療研究センター

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

記録情報の経常的提供先

（所在地）〒157－8535　東京都世田谷区大蔵２－１０－１

訂正及び利用停止について、他の法
律又はこれに基づく命令の規定による
特別の手続が定められている場合の
当該法令の名称等

□法第２条第６項第１号

　　　　　（電算処理ファイル） ■法第２条第６項第２号

令第７条第３号に該当するファイル （マニュアル処理ファイル）

□有　　□無

独立行政法人等非識別加工情報の提
案の募集をする個人情報ファイルであ
る旨

独立行政法人等非識別加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが第2条第9項第2号
ロに該当する場合には、意見書の提
出機会が与えられる旨

独立行政法人等非識別加工情報の概
要

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案を受ける組織の
名称及び所在地

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案をすることができ
る期間

備　　　考

行政機関からの通知

生活保護医療券

財務経理課医事室

受給者の確認・登録

１．住所、２．氏名、３．生年月日、４．公費番号

国立成育医療研究センターで生活保護医療を受けた患者様

－

－

－

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地

－

個人情報ファイルの種別

－

（名称）国立研究開発法人国立成育医療研究センター

－

－

－

－

－



個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの名称

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立成育医療研究センター

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

記録情報の経常的提供先

（所在地）〒157－8535　東京都世田谷区大蔵２－１０－１

訂正及び利用停止について、他の法
律又はこれに基づく命令の規定による
特別の手続が定められている場合の
当該法令の名称等

■法第２条第６項第１号

　　　　　（電算処理ファイル） ■法第２条第６項第２号

令第７条第３号に該当するファイル （マニュアル処理ファイル）

□有　　□無

独立行政法人等非識別加工情報の提
案の募集をする個人情報ファイルであ
る旨

独立行政法人等非識別加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが第2条第9項第2号
ロに該当する場合には、意見書の提
出機会が与えられる旨

独立行政法人等非識別加工情報の概
要

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案を受ける組織の
名称及び所在地

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案をすることができ
る期間

備　　　考

審査機関からの決定通知

債権管理システム

財務経理課医事室

債権の発生調定を管理

１．氏名、２．診療月、３．診療点数、４．増減額

国立成育医療研究センターで受診した患者様

－

－

－

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地

－

個人情報ファイルの種別

－

（名称）国立研究開発法人国立成育医療研究センター

－

－

－

－

－



個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの名称

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立成育医療研究センター

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

記録情報の経常的提供先

（所在地）〒157－8535　東京都世田谷区大蔵２－１０－１

訂正及び利用停止について、他の法
律又はこれに基づく命令の規定による
特別の手続が定められている場合の
当該法令の名称等

□法第２条第６項第１号

　　　　　（電算処理ファイル） ■法第２条第６項第２号

令第７条第３号に該当するファイル （マニュアル処理ファイル）

□有　　□無

独立行政法人等非識別加工情報の提
案の募集をする個人情報ファイルであ
る旨

独立行政法人等非識別加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが第2条第9項第2号
ロに該当する場合には、意見書の提
出機会が与えられる旨

独立行政法人等非識別加工情報の概
要

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案を受ける組織の
名称及び所在地

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案をすることができ
る期間

備　　　考

患者様又は家族等の記載した書面の提出

診療記録（カルテ）開示申請書

財務経理課医事室

診療記録の開示手続きのために利用する

１．氏名、２．性別、３．生年月日、４．住所、５．開示理由、６．開示内容

入院及び外来受診した患者様

－

－

－

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地

－

個人情報ファイルの種別

－

（名称）国立研究開発法人国立成育医療研究センター

－

－

－

－

－



個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの名称

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立成育医療研究センター

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

記録情報の経常的提供先

（所在地）〒157－8535　東京都世田谷区大蔵２－１０－１

訂正及び利用停止について、他の法
律又はこれに基づく命令の規定による
特別の手続が定められている場合の
当該法令の名称等

■法第２条第６項第１号

　　　　　（電算処理ファイル） □法第２条第６項第２号

令第７条第３号に該当するファイル （マニュアル処理ファイル）

□有　　□無

独立行政法人等非識別加工情報の提
案の募集をする個人情報ファイルであ
る旨

独立行政法人等非識別加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが第2条第9項第2号
ロに該当する場合には、意見書の提
出機会が与えられる旨

独立行政法人等非識別加工情報の概
要

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案を受ける組織の
名称及び所在地

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案をすることができ
る期間

備　　　考

診療実績からの入力

医事会計システム

財務経理課医事室

患者業務

１．患者基本情報、２．診療情報、３．診療点数、４．会計情報等

国立成育医療研究センターで受診した患者様

－

－

－

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地

－

個人情報ファイルの種別

－

（名称）国立研究開発法人国立成育医療研究センター

－

－

－

－

－



個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの名称

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立成育医療研究センター

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

記録情報の経常的提供先

（所在地）〒157－8535　東京都世田谷区大蔵２－１０－１

訂正及び利用停止について、他の法
律又はこれに基づく命令の規定による
特別の手続が定められている場合の
当該法令の名称等

■法第２条第６項第１号

　　　　　（電算処理ファイル） □法第２条第６項第２号

令第７条第３号に該当するファイル （マニュアル処理ファイル）

□有　　□無

独立行政法人等非識別加工情報の提
案の募集をする個人情報ファイルであ
る旨

独立行政法人等非識別加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが第2条第9項第2号
ロに該当する場合には、意見書の提
出機会が与えられる旨

独立行政法人等非識別加工情報の概
要

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案を受ける組織の
名称及び所在地

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案をすることができ
る期間

備　　　考

国保連合会・支払基金から送付された決定通知書

診療費請求原簿（返戻・過誤返戻・審査増減・未請求・過誤調整含む)

財務経理課医事室

入院・外来診療に関する診療費管理のために利用する

１．氏名、２．ID、３．診療点数、４．保険情報

入院及び外来受診した患者様

－

－

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地

－

個人情報ファイルの種別

－

（名称）国立研究開発法人国立成育医療研究センター

－

－

－

－

－



個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの名称

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立成育医療研究センター

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

記録情報の経常的提供先

（所在地）〒157－8535　東京都世田谷区大蔵２－１０－１

訂正及び利用停止について、他の法
律又はこれに基づく命令の規定による
特別の手続が定められている場合の
当該法令の名称等

□法第２条第６項第１号

　　　　　（電算処理ファイル） ■法第２条第６項第２号

令第７条第３号に該当するファイル （マニュアル処理ファイル）

□有　　□無

独立行政法人等非識別加工情報の提
案の募集をする個人情報ファイルであ
る旨

独立行政法人等非識別加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが第2条第9項第2号
ロに該当する場合には、意見書の提
出機会が与えられる旨

独立行政法人等非識別加工情報の概
要

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案を受ける組織の
名称及び所在地

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案をすることができ
る期間

備　　　考

患者様又はその家族の記載した書面の退出

外出・外泊申請書

財務経理課医事室

外出・外泊の申請、医療保険事務のために利用する

１．病棟、２．氏名、３．部屋番号、４．外出・外泊期間、
５．外出・外泊先住所、６．理由

外出・外泊を申請した患者様及び家族

－

－

－

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地

－

個人情報ファイルの種別

－

（名称）国立研究開発法人国立成育医療研究センター

－

－

－

－

－



個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの名称

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立成育医療研究センター

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

記録情報の経常的提供先

（所在地）〒157－8535　東京都世田谷区大蔵２－１０－１

訂正及び利用停止について、他の法
律又はこれに基づく命令の規定による
特別の手続が定められている場合の
当該法令の名称等

■法第２条第６項第１号

　　　　　（電算処理ファイル） □法第２条第６項第２号

令第７条第３号に該当するファイル （マニュアル処理ファイル）

□有　　□無

独立行政法人等非識別加工情報の提
案の募集をする個人情報ファイルであ
る旨

独立行政法人等非識別加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが第2条第9項第2号
ロに該当する場合には、意見書の提
出機会が与えられる旨

独立行政法人等非識別加工情報の概
要

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案を受ける組織の
名称及び所在地

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案をすることができ
る期間

備　　　考

－

医事システムからの抽出

債権管理簿

財務経理課医事室

患者様の未収金確認のための資料

１．氏名、２．ID、３．診療科、４．病棟、５．保険区分、６．入院期間、
７．診療費内訳

国立成育医療研究センターで受診した患者様

－

－

－

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地

－

個人情報ファイルの種別

－

（名称）国立研究開発法人国立成育医療研究センター

－

－

－

－

－



個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの名称

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立成育医療研究センター

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

記録情報の経常的提供先

（所在地）〒157－8535　東京都世田谷区大蔵２－１０－１

訂正及び利用停止について、他の法
律又はこれに基づく命令の規定による
特別の手続が定められている場合の
当該法令の名称等

□法第２条第６項第１号

　　　　　（電算処理ファイル） ■法第２条第６項第２号

令第７条第３号に該当するファイル （マニュアル処理ファイル）

□有　　□無

独立行政法人等非識別加工情報の提
案の募集をする個人情報ファイルであ
る旨

独立行政法人等非識別加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが第2条第9項第2号
ロに該当する場合には、意見書の提
出機会が与えられる旨

独立行政法人等非識別加工情報の概
要

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案を受ける組織の
名称及び所在地

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案をすることができ
る期間

備　　　考 －

－

－

－

－

－

－

個人情報ファイルの種別

特別室利用料免除申請

財務経理課医事室

外出・外泊の申請、医療保険事務のために利用する

１．患者ID、２．氏名、３．性別、４．生年月日、５．付添者氏名、６．続柄、
７．付添期間

入院中の患者様の付添者

入院中の患者様の付添者

－

－

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地

（名称）国立研究開発法人国立成育医療研究センター

－



個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの名称

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立成育医療研究センター

個人情報ファイルが利用に供される事
務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、そ
の旨

記録情報の経常的提供先

（所在地）〒157－8535　東京都世田谷区大蔵２－１０－１

訂正及び利用停止について、他の法
律又はこれに基づく命令の規定による
特別の手続が定められている場合の
当該法令の名称等

□法第２条第６項第１号

　　　　　（電算処理ファイル） ■法第２条第６項第２号

令第７条第３号に該当するファイル （マニュアル処理ファイル）

□有　　□無

独立行政法人等非識別加工情報の提
案の募集をする個人情報ファイルであ
る旨

独立行政法人等非識別加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが第2条第9項第2号
ロに該当する場合には、意見書の提
出機会が与えられる旨

独立行政法人等非識別加工情報の概
要

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案を受ける組織の
名称及び所在地

作成された独立行政法人等非識別加
工情報に関する提案をすることができ
る期間

備　　　考 －

－

－

－

－

－

－

個人情報ファイルの種別

家族付添許可願

財務経理課医事室

家族の付添に関する管理

１．患者ID、２．氏名、３．性別、４．生年月日、５．付添者氏名、６．続柄、
７．付添期間

入院中の患者様の付添者

入院中の患者様の付添者

－

－

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地

（名称）国立研究開発法人国立成育医療研究センター

－


