
H29.6.1 
 

個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 検診受診申込書 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立がん研究センター 

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 

中央病院 総務課 社会と健康研究センター事務係 

個人情報ファイルの利用目的 検診記録作成のために利用する。 

記録項目 
１ 氏名、２ 性別、３ 生年月日、４ 住所、５ 電話番号 

６ メールアドレス、７ 検診コース名 

記録範囲 社会と健康研究センターの検診受診者 

記録情報の収集方法 検診受診希望者が記載し書面提出 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

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がん研究センター  

(所在地)〒104-0045 東京都中央区築地5-1-1 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

（名称）医療法、保健医療機関及び保健医療療養担当規則 

個人情報ファイルの種別 

 □法第２条第４項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 ■法第２条第４項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第４条第３号に該当するフ

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 

非該当 

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  

 

  



H29.6.1 
 

個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 登録済み紹介結果 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立がん研究センター 

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 

中央病院 総務課 社会と健康研究センター事務係 

個人情報ファイルの利用目的 
受診後、他院へ紹介を行うとともに、紹介先からの経過報告を

確認する。 

記録項目 
１ 氏名、２ 性別、３ 生年月日、４ 診断名、５ 検査内容 

６ 治療経過、７ 報告医療機関名、８ 報告医師名 

記録範囲 社会と健康研究センターの検診受診者 

記録情報の収集方法 紹介先医師が記載した書面の提出 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 - 

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がん研究センター  

(所在地)〒104-0045 東京都中央区築地5-1-1 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

（名称）医療法、保険医療機関及び保険医療療養担当規則 

個人情報ファイルの種別 

 □法第２条第４項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 ■法第２条第４項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第４条第３号に該当するフ

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 

非該当 

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  

  



H29.6.1 
 

個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 入院・外来患者にかかる診療報酬の電子請求情報 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立がん研究センター 

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 

中央病院 財務経理部医事課 

個人情報ファイルの利用目的 東京都社会保険支払基金および東京都国保連合会へのデータ搬送 

記録項目 患者情報 

記録範囲 該当診療月受診患者情報 

記録情報の収集方法 医事課会計システムより抽出 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 - 

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がん研究センター  

(所在地)〒104-0045 東京都中央区築地5-1-1 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

- 

個人情報ファイルの種別 

 ☑法第２条第４項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第４項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第４条第３号に該当するフ

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 

非該当 

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 - 

 

 

  



H29.6.1 
 

個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 患者診療費の支払情報、未払い情報 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立がん研究センター 

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 

財務経理部財務経理課 

個人情報ファイルの利用目的 

診療費の未払い状況を確認し督促を行う。 

入院診療、外来診療の収入状況をデータ化し病院運営の資料と

する。 

記録項目 外来患者・入院患者の受診状況、入金状況 

記録範囲 外来患者・入院患者の住所・氏名等を含む 

記録情報の収集方法 医事会計システム、債権管理システムより 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

含まれる。 

記録情報の経常的提供先 - 

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がん研究センター 

(所在地)東京都中央区築地５－１－１ 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

- 

個人情報ファイルの種別 

 ☑法第２条第４項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第４項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第４条第３号に該当するフ

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 

非該当 

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  

 

 

 

 

  



H29.6.1 
 

個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 請求書送付一覧 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立がん研究センター 

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 

中央病院 財務経理部医事課 

個人情報ファイルの利用目的 
未納となっている診療費（入院費）の請求書、または 

窓口で受付した診断書等、文書料の請求書の郵送に利用。 

記録項目 
１患者氏名、２住所、３患者ＩＤ、４請求書番号、５請求書送付日、

６請求額 

記録範囲 郵送対象患者 

記録情報の収集方法 病棟クラーク、文書窓口係から各紙様式を受領 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 - 

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がん研究センター  

(所在地)〒104-0045 東京都中央区築地5-1-1 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

- 

個人情報ファイルの種別 

 ☑法第２条第４項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第４項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第４条第３号に該当するフ

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 

非該当 

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 - 

 

 

 

  



H29.6.1 
 

個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 介護保険主治医意見書発行データ 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立がん研究センター 

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 

中央病院 財務経理部医事課 

個人情報ファイルの利用目的 介護保険主治医意見書等に係る手数料請求・入金管理 

記録項目 １申請自治体名、２患者ＩＤ、３患者氏名、４請求金額 

記録範囲 介護保険主治医意見書等の発行を受けた患者 

記録情報の収集方法 「証明書等発行申込書」の写し 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 - 

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がん研究センター  

(所在地)〒104-0045 東京都中央区築地5-1-1 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

- 

個人情報ファイルの種別 

 ☑法第２条第４項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第４項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第４条第３号に該当するフ

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 

非該当 

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 - 

 

 

  



H29.6.1 
 

個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 過誤増減整理簿 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立がん研究センター 

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 

中央病院 財務経理部医事課 

個人情報ファイルの利用目的 過誤増減レセプトの管理および月次決算報告業務に使用 

記録項目 
１診療年月、２保険種別、３患者氏名、４患者ＩＤ、５総点数、 

６増減点数、７金額、８査定理由 

記録範囲 レセプトが過誤増減の対象となった患者 

記録情報の収集方法 債権管理システムより抽出 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 - 

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がん研究センター  

(所在地)〒104-0045 東京都中央区築地5-1-1 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

- 

個人情報ファイルの種別 

 □法第２条第４項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 ☑法第２条第４項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第４条第３号に該当するフ

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 

非該当 

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 - 

 

 

  



H29.6.1 
 

個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 過誤返戻整理簿 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立がん研究センター 

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 

中央病院 財務経理部医事課 

個人情報ファイルの利用目的 過誤返戻レセプトの管理および月次決算報告業務に使用 

記録項目 
１診療年月、２保険種別、３患者氏名、４患者ＩＤ、５総点数、 

６返戻点数、７金額、８返戻理由 

記録範囲 レセプトが過誤返戻の対象となった患者 

記録情報の収集方法 債権管理システムより抽出 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 - 

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がん研究センター  

(所在地)〒104-0045 東京都中央区築地5-1-1 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

- 

個人情報ファイルの種別 

 □法第２条第４項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 ☑法第２条第４項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第４条第３号に該当するフ

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 

非該当 

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 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



H29.6.1 
 

個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 審査増減整理簿 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立がん研究センター 

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 

中央病院 財務経理部医事課 

個人情報ファイルの利用目的 審査増減レセプトの管理および月次決算報告業務に使用 

記録項目 
１診療年月、２保険種別、３患者氏名、４患者ＩＤ、５総点数、 

６増減点数、７金額、８査定理由 

記録範囲 レセプトが審査増減の対象となった患者 

記録情報の収集方法 債権管理システムより抽出 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 - 

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がん研究センター  

(所在地)〒104-0045 東京都中央区築地5-1-1 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

- 

個人情報ファイルの種別 

 □法第２条第４項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 ☑法第２条第４項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第４条第３号に該当するフ

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 

非該当 

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 - 

 

 

 

 

  



H29.6.1 
 
                  個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 診療行為に関する伝票 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立がん研究センター 

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 

中央病院 財務経理部医事課 

個人情報ファイルの利用目的 医療保険事務のために利用する。 

記録項目 １氏名、２性別、３生年月日、４診療科、５診療内容 

記録範囲 国立がん研究センター中央病院で入院及び外来受診した患者 

記録情報の収集方法 患者の診療を行った各診療部門より提出 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 - 

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がん研究センター  

(所在地)〒104-0045 東京都中央区築地5-1-1 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

- 

個人情報ファイルの種別 

 □法第２条第４項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 ☑法第２条第４項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第４条第３号に該当するフ

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 

非該当 

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 - 

 

 

  



H29.6.1 
 

個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 返戻整理簿 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立がん研究センター 

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 

中央病院 財務経理部医事課 

個人情報ファイルの利用目的 返戻レセプトの管理および月次決算報告業務に使用 

記録項目 
１診療年月、２保険種別、３患者氏名、４患者ＩＤ、５総点数、 

６返戻点数、７金額、８返戻理由 

記録範囲 レセプトが返戻の対象となった患者 

記録情報の収集方法 債権管理システムより抽出 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 - 

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がん研究センター  

(所在地)〒104-0045 東京都中央区築地5-1-1 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

- 

個人情報ファイルの種別 

 □法第２条第４項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 ☑法第２条第４項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第４条第３号に該当するフ

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 

非該当 

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 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



H29.6.1 
 

個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 未請求整理簿 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立がん研究センター 

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 

中央病院 財務経理部医事課 

個人情報ファイルの利用目的 未請求レセプトの管理および月次決算報告業務に使用 

記録項目 
１診療年月、２患者ＩＤ、３保険種別、４患者氏名、４点数、 

５金額、６未請求理由 

記録範囲 当該月のレセプトが請求保留となった患者 

記録情報の収集方法 債権管理システムより抽出 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 - 

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がん研究センター  

(所在地)〒104-0045 東京都中央区築地5-1-1 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

- 

個人情報ファイルの種別 

 □法第２条第４項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 ☑法第２条第４項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第４条第３号に該当するフ

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 

非該当 

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 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



H29.6.1 
 

個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 「利用者の声」関係綴 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立がん研究センター 

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 

中央病院 財務経理部医事課 

個人情報ファイルの利用目的 患者サービス向上委員会の資料として使用 

記録項目 １患者氏名、２患者住所、３連絡先 

記録範囲 「利用者の声」を投書した患者等 

記録情報の収集方法 投書(利用者の声)として患者等から回収 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 - 

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がん研究センター  

(所在地)〒104-0045 東京都中央区築地5-1-1 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

- 

個人情報ファイルの種別 

 □法第２条第４項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 ☑法第２条第４項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第４条第３号に該当するフ

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 

非該当 

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 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



H29.6.1 
 

個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 家族付添許可願 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立がん研究センター 

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 

中央病院 財務経理部医事課 

個人情報ファイルの利用目的 入院患者の付添者の確認。 

記録項目 
１病棟、２部屋番号、３氏名、４年齢、５住所、 

６付添理由、７付添期間 

記録範囲 付添許可した患者と付添者 

記録情報の収集方法 患者又はその家族の記載した書面の提出 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 - 

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がん研究センター  

(所在地)〒104-0045 東京都中央区築地5-1-1 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

- 

個人情報ファイルの種別 

 □法第２条第４項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 ☑法第２条第４項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第４条第３号に該当するフ

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 

非該当 

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 - 

 

 

  



H29.6.1 
 

個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 ＤＰＣデータ 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立がん研究センター 

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 

財務経理部 医事課 診療情報管理室 

個人情報ファイルの利用目的 
厚生労働省へのデータ提出のため、委員会報告や経営改善のた

めの診療内容の分析のため 

記録項目 厚生労働省の指定する項目（診療内容概要、レセプト内容等） 

記録範囲 全入院・外来患者 

記録情報の収集方法 医事システムより出力 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先  

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がん研究センター 

    財務経理部 医事課 診療情報管理室 

(所在地)〒104-0045 東京都中央区築地5-1-1 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

（名 称）平成28年度厚生労働省告示第52号 

個人情報ファイルの種別 

 ■法第２条第４項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第４項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第４条第３号に該当するフ

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 

非該当 

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  

 

 

  



H29.6.1 
 

個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 手術実施実績 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立がん研究センター 

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 

中央病院 財務経理部医事課 

個人情報ファイルの利用目的 医師の給与計算のために利用 

記録項目 
１手術実施日、２患者氏名、３患者ＩＤ、４手術名、 

５診療報酬点数、６執刀医、７麻酔科医、９支給額 

記録範囲 当院で手術を実施した患者 

記録情報の収集方法 医事システムサーバーより抽出 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 - 

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がん研究センター  

(所在地)〒104-0045 東京都中央区築地5-1-1 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

- 

個人情報ファイルの種別 

 ☑法第２条第４項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第４項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第４条第３号に該当するフ

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 

非該当 

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 - 

 

 

 

 

  



H29.6.1 
 

個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 審査・過誤等の調停結果 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立がん研究センター 

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 

中央病院 財務経理部医事課 

個人情報ファイルの利用目的 診療報酬委員会の資料作成（査定分析等） 

記録項目 
１診療報酬で査定が生じた患者のＩＤ、２氏名、３請求金額、 

４調停状況等 

記録範囲 査定が生じた患者 

記録情報の収集方法 債権管理システムより抽出 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 - 

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がん研究センター  

(所在地)〒104-0045 東京都中央区築地5-1-1 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

- 

個人情報ファイルの種別 

 ☑法第２条第４項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第４項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第４条第３号に該当するフ

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 

非該当 

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 - 



H29.6.1 
 

個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 診療・手術データ 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立がん研究センター 

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 

中央病院 財務経理部医事課 

個人情報ファイルの利用目的 全体運営会議の資料、また各種報告書の作成 

記録項目 
１診療報酬で査定が生じた患者のＩＤ、２氏名、３請求金額、 

４調停状況等 

記録範囲 手術患者、特定の治療を行っている患者 

記録情報の収集方法 手術システム、診療録等から抽出 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 - 

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がん研究センター  

(所在地)〒104-0045 東京都中央区築地5-1-1 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

- 

個人情報ファイルの種別 

 ☑法第２条第４項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第４項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第４条第３号に該当するフ

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 

非該当 

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 - 

               

 

  



H29.6.1 
 

個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 がん相談対話外来受診記録 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立がん研究センター 

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 

中央病院 財務経理部医事課 

個人情報ファイルの利用目的 
医師の給与計算のため 

実施状況やアンケートの集計・報告のため 

記録項目 

１受診日、２患者氏名、３患者ＩＤ、４年齢、５診察医、 

６病理医、７アンケート回答 

※相談内容は含まない 

記録範囲 がん相談対話外来、病理相談外来を受診した患者 

記録情報の収集方法 
がん相談対話外来管理票、アンケート用紙、Ｍｉｓｓｉｏｎ受付管理

票より抽出 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 - 

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がん研究センター  

(所在地)〒104-0045 東京都中央区築地5-1-1 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

- 

個人情報ファイルの種別 

 ☑法第２条第４項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第４項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第４条第３号に該当するフ

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 

非該当 

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 - 

 

 

  



H29.6.1 
 

個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 救急患者受け入れ記録 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立がん研究センター 

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 

中央病院 財務経理部医事課 

個人情報ファイルの利用目的 統計に利用 

記録項目 
１受診日時、２患者氏名、３患者ＩＤ、４入院／外来区分、 

５診療科、６入院病棟、７帰宅時間 

記録範囲 緊急で受診した患者 

記録情報の収集方法 救急患者受付簿より抽出 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 - 

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がん研究センター  

(所在地)〒104-0045 東京都中央区築地5-1-1 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

- 

個人情報ファイルの種別 

 ☑法第２条第４項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第４項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第４条第３号に該当するフ

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 

非該当 

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 - 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



H29.6.1 
 

個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 入院患者病室情報 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立がん研究センター 

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 

中央病院 財務経理部医事課 

個人情報ファイルの利用目的 
特殊病床入院患者の診療報酬請求上の要件確認、統計の報告に利用。

特別療養環境病床のアメニティ等の業者納品検収の根拠として利用。 

記録項目 １患者ＩＤ、２氏名、３診療日、４病床番号、５室料差額 

記録範囲 全入院患者 

記録情報の収集方法 医事統計システムより出力 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 - 

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がん研究センター  

(所在地)〒104-0045 東京都中央区築地5-1-1 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

- 

個人情報ファイルの種別 

 ☑法第２条第４項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第４項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第４条第３号に該当するフ

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 

非該当 

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 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



H29.6.1 
 

個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 文書料請求書（控） 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立がん研究センター 

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 

中央病院 財務経理部医事課 

個人情報ファイルの利用目的 文書料請求書の発行管理 

記録項目 １患者氏名、２患者ＩＤ、３請求金額 

記録範囲 文書料請求書を発行した患者 

記録情報の収集方法 「証明書等発行申込書」の写しおよび「医事システム収納業務画面」 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 - 

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がん研究センター  

(所在地)〒104-0045 東京都中央区築地5-1-1 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

- 

個人情報ファイルの種別 

 ☑法第２条第４項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第４項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第４条第３号に該当するフ

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 

非該当 

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 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



H29.6.1 
 

個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 診療情報請求綴 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立がん研究センター 

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 

中央病院 財務経理部医事課 

個人情報ファイルの利用目的 
月毎の東京都社会保険支払基金および東京都国保連合会への 

請求の記録 

記録項目 
１患者ＩＤ、２氏名、３診療年月、４保険情報、５診療日数、 

６請求点数、７請求金額 

記録範囲 全入院・外来患者 

記録情報の収集方法 債権管理システムから出力 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 - 

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がん研究センター  

(所在地)〒104-0045 東京都中央区築地5-1-1 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

- 

個人情報ファイルの種別 

 □法第２条第４項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 ☑法第２条第４項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第４条第３号に該当するフ

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 

非該当 

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 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



H29.6.1 
 

個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 債務確認支払い誓約書 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立がん研究センター 

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 

東病院 経理室 

個人情報ファイルの利用目的 支払いをしない患者に対して、支払予定を把握する為 

記録項目 
患者番号、患者氏名、診療日、未収金額、債務者指名、債務者

住所、債務者電話番号、債務者勤務先等 

記録範囲 請求に対して支払いをしない患者 

記録情報の収集方法 患者より受領 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 － 

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がん研究センター東病院 

(所在地)〒1277－8577 千葉県柏市柏の葉6－5－1 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 □法第２条第４項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 ■法第２条第４項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第４条第３号に該当するフ

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 

非該当 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



H29.6.1 
 

個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 入院患者連絡表 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立がん研究センター 

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 

東病院 経理室 

個人情報ファイルの利用目的 患者の入院時、家族に連絡を取る場合に使用 

記録項目 
患者番号、患者氏名、患者家族氏名、患者家族住所、患者家族

電話番号等 

記録範囲 入院した患者 

記録情報の収集方法 患者より受領 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 － 

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がん研究センター東病院 

(所在地)〒1277－8577 千葉県柏市柏の葉6－5－1 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 □法第２条第４項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 ■法第２条第４項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第４条第３号に該当するフ

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 

非該当 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



H29.6.1 
 

個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 身元引受書 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立がん研究センター 

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 

東病院 経理室 

個人情報ファイルの利用目的 患者の入院時の身元を確認し、連帯保証人を確保する為 

記録項目 
患者番号、患者氏名、身元引受人／連帯保証人氏名、住所、電

話番号、生年月日、勤務先、勤務先住所、勤務先電話番号等 

記録範囲 入院した患者 

記録情報の収集方法 患者より受領 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 － 

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がん研究センター東病院 

(所在地)〒1277－8577 千葉県柏市柏の葉6－5－1 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 □第２条第４項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 ■第２条第４項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第４条第３号に該当するフ

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 

非該当 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



H29.6.1 
 

個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 月末未収金計上伝票 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立がん研究センター 

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 

東病院 経理室 

個人情報ファイルの利用目的 月次決算にて財務会計システムへ未収金を計上する為 

記録項目 患者番号、患者氏名、診療日、請求金額、未収金額 

記録範囲 毎月末日時点での未収のある患者 

記録情報の収集方法 債権管理システムより抽出 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 － 

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がん研究センター東病院 

(所在地)〒1277－8577 千葉県柏市柏の葉6－5－1 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 □法第２条第４項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 ■法第２条第４項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第４条第３号に該当するフ

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 

非該当 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



H29.6.1 
 

個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 月末未収金計上データ 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立がん研究センター 

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 

東病院 経理室 

個人情報ファイルの利用目的 毎月、患者負担分の医業未収金計上の振替伝票作成の為 

記録項目 
請求書番号、患者番号、患者氏名、診療日、請求金額、未収金

額、督促状況、年齢、保険情報等 

記録範囲 レセプト提出日以降の抽出時点での未収の患者 

記録情報の収集方法 債権管理システムより抽出 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 － 

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がん研究センター東病院 

(所在地)〒1277－8577 千葉県柏市柏の葉6－5－1 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 ■法第２条第４項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第４項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第４条第３号に該当するフ

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 

非該当 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



H29.6.1 
 

個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 患者未収金管理ファイル 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立がん研究センター 

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 

東病院 経理室 

個人情報ファイルの利用目的 債権管理の為 

記録項目 
請求書番号、患者番号、患者氏名、診療日、未収金額、督促状

況、 

記録範囲 1ヶ月以上未収の患者 

記録情報の収集方法 債権管理システムより抽出 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 － 

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がん研究センター東病院 

(所在地)〒1277－8577 千葉県柏市柏の葉6－5－1 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 ■法第２条第４項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第４項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第４条第３号に該当するフ

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 

非該当 

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  

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



H29.6.1 
 

個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 郵送履歴簿 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立がん研究センター 

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 

東病院 経理室 

個人情報ファイルの利用目的 

請求書・督促状を送付した患者の履歴を残し入金があった際の

照合、及び請求書を受け取った患者からの問い合わせ時に確認

する為 

記録項目 
請求書郵送日、患者番号、患者氏名、請求金額、送付先住所、

送付書類名 

記録範囲 請求書・督促状を送付した患者 

記録情報の収集方法 データを手入力 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 － 

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がん研究センター東病院 

(所在地)〒1277－8577 千葉県柏市柏の葉6－5－1 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 ■法第２条第４項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第４項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第４条第３号に該当するフ

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 

非該当 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



H29.6.1 
 

個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 督促整理簿（紙） 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立がん研究センター 

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 

東病院 経理室 

個人情報ファイルの利用目的 督促履歴の記録保管の為 

記録項目 患者番号、患者氏名、生年月日、住所、電話番号、督促文書、 

記録範囲 督促した患者 

記録情報の収集方法 債権管理システムより抽出 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 － 

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がん研究センター東病院 

(所在地)〒1277－8577 千葉県柏市柏の葉6－5－1 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 □法第２条第４項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 ■法第２条第４項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第４条第３号に該当するフ

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 

非該当 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



H29.6.1 
 

個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 入金患者一覧 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立がん研究センター 

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 

東病院 経理室 

個人情報ファイルの利用目的 日々の業務にて入金された債権の把握の為 

記録項目 
請求書番号、患者番号、患者氏名、診療日、請求金額、入金日、

入金金額等 

記録範囲 抽出した日に入金の患者 

記録情報の収集方法 債権管理システムより抽出 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 － 

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がん研究センター東病院 

(所在地)〒1277－8577 千葉県柏市柏の葉6－5－1 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 ■法第２条第４項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第４項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第４条第３号に該当するフ

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 

非該当 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



H29.6.1 
 

個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 債権内訳（決算時貸倒処理等関連データ） 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立がん研究センター 

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 

東病院 経理室 

個人情報ファイルの利用目的 
年度末の債権の貸倒処理等に使用。また次年度の年度末に前年

度以前の記録を参考とする際に使用 

記録項目 
請求書番号、患者番号、患者氏名、診療日、請求金額、未収金

額、督促状況、 

記録範囲 年度末時点での未収の患者 

記録情報の収集方法 債権管理システムより抽出 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 － 

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がん研究センター東病院 

(所在地)〒1277－8577 千葉県柏市柏の葉6－5－1 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 ■法第２条第４項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第４項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第４条第３号に該当するフ

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 

非該当 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



H29.6.1 
 

個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 未収金状況報告 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立がん研究センター 

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 

東病院 経理室 

個人情報ファイルの利用目的 未収金の状況報告の決裁の資料として 

記録項目 
請求書番号、患者番号、患者氏名、診療日、請求金額、未収金

額、督促状況、年齢、保険情報等 

記録範囲 毎月末日の抽出時点で1ヶ月以上未収の患者 

記録情報の収集方法 債権管理システムより抽出 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 － 

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がん研究センター東病院 

(所在地)〒1277－8577 千葉県柏市柏の葉6－5－1 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 □法第２条第４項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 ■法第２条第４項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第４条第３号に該当するフ

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 

非該当 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



H29.6.1 
 

個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 患者別債権一覧 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立がん研究センター 

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 

東病院 経理室 

個人情報ファイルの利用目的 日々の業務にて患者未収金の督促状作成等の為 

記録項目 患者番号、患者氏名、診療日、請求金額、未収金額、督促状況、 

記録範囲 抽出時点で未収の患者 

記録情報の収集方法 債権管理システムより抽出 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 － 

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がん研究センター東病院 

(所在地)〒1277－8577 千葉県柏市柏の葉6－5－1 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 ■法第２条第４項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第４項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第４条第３号に該当するフ

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 

非該当 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



H29.6.1 
 

個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 債権区分別未収一覧 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立がん研究センター 

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 

東病院 経理室 

個人情報ファイルの利用目的 未収金を会計上の区分別に管理する為 

記録項目 
請求書番号、患者番号、患者氏名、診療日、請求金額、未収金

額、督促状況、年齢、保険情報等、 

記録範囲 年度末時点で未収の患者 

記録情報の収集方法 債権管理システムより抽出 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 － 

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がん研究センター東病院 

(所在地)〒1277－8577 千葉県柏市柏の葉6－5－1 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 ■法第２条第４項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第４項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第４条第３号に該当するフ

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 

非該当 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



H29.6.1 
 

個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 督促履歴集計データ 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立がん研究センター 

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 

東病院 経理室 

個人情報ファイルの利用目的 
未収金状況報告作成の為、直近一ヵ月の督促履歴を集計する必

要がある為 

記録項目 患者番号、患者氏名、請求日、督促日、督促内容、 

記録範囲 直近一ヵ月の督促履歴のある患者 

記録情報の収集方法 患者より受領 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 － 

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がん研究センター東病院 

(所在地)〒1277－8577 千葉県柏市柏の葉6－5－1 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 ■法第２条第４項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第４項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第４条第３号に該当するフ

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 

非該当 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



H29.6.1 
 

個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 未収金状況報告用グラフデータ 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立がん研究センター 

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 

東病院 経理室 

個人情報ファイルの利用目的 
毎月開催される東病院連絡会議に提出する未収金状況報告資料

作成の為 

記録項目 
請求書番号、患者番号、患者氏名、診療日、請求金額、未収金

額、督促状況、年齢、保険情報等 

記録範囲 毎月末日の抽出時点で2ヶ月以上未収の患者 

記録情報の収集方法 債権管理システムより抽出 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 － 

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がん研究センター東病院 

(所在地)〒1277－8577 千葉県柏市柏の葉6－5－1 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 ■法第２条第４項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第４項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第４条第３号に該当するフ

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 

非該当 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



H29.6.1 
 

個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 未納明細データ 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立がん研究センター 

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 

東病院 経理室 

個人情報ファイルの利用目的 未納のある外来患者に会計窓口にて渡す文書を作成する為 

記録項目 
請求書番号、患者番号、患者氏名、診療日、請求金額、未収金

額、督促状況、年齢、保険情報等 

記録範囲 毎月末日の抽出時点で未収の患者 

記録情報の収集方法 債権管理システムより抽出 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 － 

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がん研究センター東病院 

(所在地)〒1277－8577 千葉県柏市柏の葉6－5－1 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 ■法第２条第４項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第４項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第４条第３号に該当するフ

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 

非該当 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



H29.6.1 
 

個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 督促整理簿（債権管理システムデータ） 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立がん研究センター 

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 

東病院 経理室 

個人情報ファイルの利用目的 督促履歴の記録保管の為 

記録項目 患者番号、患者氏名、生年月日、住所、電話番号、督促履歴、 

記録範囲 督促した患者 

記録情報の収集方法 データを手入力 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 － 

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がん研究センター東病院 

(所在地)〒1277－8577 千葉県柏市柏の葉6－5－1 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 ■法第２条第４項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第４項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第４条第３号に該当するフ

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 

非該当 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



H29.6.1 
 

個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 寄付者一覧（データ） 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立がん研究センター 

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 

東病院 経理室 

個人情報ファイルの利用目的 寄付者の管理の為 

記録項目 
寄付者氏名、寄付入金日、寄付金額、住所、お名前紹介希望の

有無等 

記録範囲 寄付者 

記録情報の収集方法 寄付者が記入した寄付通知書を元に手入力 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 － 

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がん研究センター東病院 

(所在地)〒1277－8577 千葉県柏市柏の葉6－5－1 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 ■第２条第４項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □第２条第４項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第４条第３号に該当するフ

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 

非該当 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



H29.6.1 
 

個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 寄付者一覧（紙） 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立がん研究センター 

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 

東病院 経理室 

個人情報ファイルの利用目的 寄付者の管理の為 

記録項目 
寄付者氏名、寄付入金日、寄付金額、住所、お名前紹介希望の

有無等 

記録範囲 寄付者 

記録情報の収集方法 寄付者が提出 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 － 

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がん研究センター東病院 

(所在地)〒1277－8577 千葉県柏市柏の葉6－5－1 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 □第２条第４項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 ■第２条第４項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第４条第３号に該当するフ

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 

非該当 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



H29.6.1 

 

                  個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 都道府県がんデータベース 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立がん研究センター 

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 

がん対策情報センターがん登録センター 

個人情報ファイルの利用目的 

都道府県の実施する地域がん登録事業により得られた情報を全

国がん登録情報と一体的に記録し、がんの罹患、診療、転帰等

の状況の把握及び分析、その他のがんに係る調査研究を推進し、

がん対策の一層の充実に資することを目的とする。 

記録項目 

①病院等の名称②診療録番号③カナ氏名④氏名⑤性別⑥生年月

日⑦診断時住所⑧側性⑨原発部位⑩病理診断⑪診断施設⑫治療

施設⑬診断根拠⑭診断日⑮発見経緯⑯進展度・治療前⑰進展

度・術後病理学的⑱外科的⑲鏡視下⑳内視鏡的㉑観血的治療の

範囲㉒放射線治療㉓化学療法㉔内分泌療法㉕その他の治療㉖死

亡日 

記録範囲 
都道府県の実施する地域がん登録事業に基づく原発性がんに関

する全国の病院等からの届出情報及び死亡情報 

記録情報の収集方法 
都道府県が登録室において都道府県がんデータベースシステム

端末より入力 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 

－ 

(所在地) 

－ 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

（名 称）健康増進法（平成１４年法律第１０３号）及び厚生

労働省健康局長通知（健習発第０１０８００３号）に基づき都

道府県が定める規定 

個人情報ファイルの種別 

 ■法第２条第４項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第４項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第４条第３号に該当するフ

ァイル 

    □有 ■無 



H29.6.1 

 

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 

非該当 

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  

 



H29.6.1 

 

                  個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 全国がん登録データベース 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立がん研究センター 

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 

がん対策情報センターがん登録センター 

個人情報ファイルの利用目的 

全国がん登録等により得られた情報に基づき、がんの罹患、診

療、転帰等の状況の把握及び分析、その他のがんに係る調査研

究を推進し、がん対策の一層の充実に資することを目的とする。 

記録項目 

届出情報：①病院等の名称②診療録番号③カナ氏名④氏名⑤性

別⑥生年月日⑦診断時住所⑧側性⑨原発部位⑩病理診断⑪診断

施設⑫治療施設⑬診断根拠⑭診断日⑮発見経緯⑯進展度・治療

前⑰進展度・術後病理学的⑱外科的⑲鏡視下⑳内視鏡的㉑観血

的治療の範囲㉒放射線治療㉓化学療法㉔内分泌療法㉕その他の

治療㉖死亡日 

死亡者情報票情報：①氏名、②性別、③生年月日、④住所、⑤

死亡日、⑥死亡の原因、⑦死亡診断書の作成病院等の名称及び

所在地 

記録範囲 
がん登録等の推進に関する法律に基づく原発性がんに関する全

国の病院等からの届出情報及び死亡者情報票情報 

記録情報の収集方法 

届出情報：がん登録等の推進に関する法律に基づく全国の病院

等からの届出を、病院等の所在地の都道府県が事務委任により

データベースに入力登録する。 

死亡者情報票情報：人口動態統計調査票の電子情報の一括提供

により収集する。 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 

がん登録等の推進に関する法律第35条に基づき、開示等が求め

られない。 

(所在地) 

－ 

訂正及び利用停止に関する他
の法律又はこれに基づく命令
の規定による特別の手続等 

（名 称）がん登録等の推進に関する法律（法律第百十一号） 



H29.6.1 

 

個人情報ファイルの種別 

 ■法第２条第４項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第４項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第４条第３号に該当するフ

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 

非該当 

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  

 


