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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 

築地C総務課 管理室管理係 

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  
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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 

築地C総務課 管理室管理係 

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  
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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 医事管理課 医事管理室 

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 - 
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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 

築地C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  
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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 医事管理課 医事管理室 

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 - 
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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 医事管理課 医事管理室 

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 - 
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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 医事管理課 医事管理室 

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 - 
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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 医事管理課 医事管理室 

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 - 
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個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 他院入院中患者外来診療費請求データ 

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 医事管理課 医事管理室 

個人情報ファイルの利用目的 各月ごとの外来診療費請求および月次決算報告に使用 

記録項目 
１受診日、２患者ＩＤ、３患者氏名、４請求金額、５請求先病

院名 

記録範囲 他院入院中に当院の外来診療を受けた患者 

記録情報の収集方法 窓口精算時の計算カード 

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  
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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 医事管理課 医事管理室 

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 - 
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                  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 医事管理課 医事管理室 

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 - 
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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 医事管理課 医事管理室 

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 - 
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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 医事管理課 医事管理室 

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 - 
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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 医事管理課 医事管理室 

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 - 
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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 医事管理課 医事管理室 

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 - 
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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 

中央病院 医事管理課 医事管理室 

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  
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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 医事管理課 医事管理室 

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 - 
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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 医事管理課 医事管理室 

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 - 
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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 医事管理課 医事管理室 

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 - 
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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 医事管理課 医事管理室 

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 - 
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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 医事管理課 医事管理室 

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 - 
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個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 造血幹細胞移植一覧 

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 医事管理課 医事管理室 

個人情報ファイルの利用目的 同種造血幹細胞移植にかかる診療報酬請求関連事務の管理。 

記録項目 
１患者ID、２患者氏名、３移植形態、４実施日、５診療報酬請

求額 

記録範囲 
患者ID・氏名と移植の相手方情報（他病院または当院患者ID・

氏名）、請求にかかる顛末 

記録情報の収集方法 骨髄バンクからの連絡、レセプト、カルテ 

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  
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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 医事管理課 医事管理室 

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 - 
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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 医事管理課 医事管理室 

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 - 
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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 医事管理課 医事管理室 

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 - 
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個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 住所等個人情報および診療に関する情報 

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 医事管理課 医事管理室 

個人情報ファイルの利用目的 
医事業務遂行にあたり、統計作業、請求作業、患者対応作業に

使用 

記録項目 住所等個人情報および診療に関する情報 

記録範囲 全入院・外来患者 

記録情報の収集方法 電子カルテ、医事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  

 

  



R3.4.1 
 

53 
 

個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 慰霊祭用患者データ 

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 

築地C総務課 

個人情報ファイルの利用目的 感謝状交付式・慰霊祭を開催するために必要な情報である 

記録項目 
亡くなった１患者氏名、２住所、３生年月日、４性別、故人の

関係者５氏名、６住所 

記録範囲 亡くなった患者 

記録情報の収集方法 電子カルテ、医事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  

  



R3.4.1 
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個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 不在者投票用患者データ 

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 

築地C総務課 

個人情報ファイルの利用目的 
不在者投票を実施するのに対象期間の入院患者の病棟、住所を確認す

るため 

記録項目 １患者氏名、２住所、３生年月日、４性別 

記録範囲 対象期間の入院患者 

記録情報の収集方法 電子カルテ、医事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 - 

 

 

  



R3.4.1 
 

57 
 

個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 各種パネル委員委嘱承諾書 

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 

築地C総務課 管理室管理係 

個人情報ファイルの利用目的 パネル委員から提出された委嘱承諾書類の保管をしている。 

記録項目 
１個人氏名、２所属施設名、３施設住所、４施設電話番号、５

メールアドレス、６職位、７預金口座情報 

記録範囲 パネル委員から提出された委嘱承諾書類 

記録情報の収集方法 パネル委員が記載し書面提出 

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)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  

 

 

 

 

  



R3.4.1 
 

59 
 

個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 各種パネル委員情報 

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 

築地C総務課 管理室管理係 

個人情報ファイルの利用目的 
パネル委員に対し、委嘱状の郵送や委員会の案内状送付、旅費謝金の

支払いのために使用するものである。 

記録項目 
１個人氏名、２所属施設名、３施設住所、４施設電話番号、５メール

アドレス、６職位、７預金口座情報 

記録範囲 パネル委員から提出された委嘱承諾書類 

記録情報の収集方法 パネル委員が記載し書面提出 

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 - 

 

 

 

  



R3.4.1 
 

61 
 

個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 研修（がん対策情報センター主催）講師およびファシリテーター情報 

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 

築地C総務課 管理室管理係 

個人情報ファイルの利用目的 
研修の講師およびファシリテーターに対し、招聘状の郵送や旅費謝金

を支払うために使用するものである。 

記録項目 
１個人氏名、２所属施設名、３施設住所、４施設電話番号、５メール

アドレス、６職位、７預金口座情報 

記録範囲 研修講師およびファシリテーター 

記録情報の収集方法 研修講師及びファシリテーターの提出書類 

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 - 

 

 

  



R3.4.1 
 

63 
 

個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 研修（がん対策情報センター主催）受講申請書類 

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 

築地C総務課 管理室管理係 

個人情報ファイルの利用目的 研修受講希望者が提出してきた申請書類を保管している。 

記録項目 １個人氏名、２職名、３所属施設名、４所属長氏名、５施設住所 

記録範囲 研修受講希望者 

記録情報の収集方法 研修受講希望者の提出書類 

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 

- 

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 - 

 

 

  



R3.4.1 
 

65 
 

個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 研修（がん対策情報センター主催）受講者情報 

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 

築地C総務課 管理室管理係 

個人情報ファイルの利用目的 
研修受講者に対し、受講決定通知の郵送や受講費用の請求書発行、修

了証書発行のために使用するものである。 

記録項目 
１個人氏名、２所属施設名、３施設住所、４施設電話番号、５メール

アドレス、６職位 

記録範囲 研修受講者 

記録情報の収集方法 研修受講者の提出書類 

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 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R3.4.1 
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個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 がん診療連携拠点病院事務連絡担当登録 

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 

築地C総務課 管理室管理係 

個人情報ファイルの利用目的 

４分野（1.事務連絡統括・2.病理診断連絡・3.画像診断連絡・4.放射

線治療品質管理支援）について、がん対策情報センターからの情報配

信を受け取る担当者を登録したものである。 

記録項目 
１施設名、２住所、３電話番号、４ＦＡＸ番号、５担当者名、６所属

部署、７担当者アドレス 

記録範囲 情報配信受領担当者 

記録情報の収集方法 情報配信受領担当者の提出書類 

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 - 
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個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 債務確認支払い確約書 

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 

柏C財務経理課 会計係 

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)〒277－8577 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  
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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 

柏C財務経理課 会計係 

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)〒277－8577 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  
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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 

柏C財務経理課 会計係 

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)〒277－8577 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  
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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 

柏C財務経理課 会計係 

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)〒277－8577 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  
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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 

柏C財務経理課 会計係 

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)〒277－8577 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  
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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 

柏C財務経理課 会計係 

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)〒277－8577 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  
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個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 郵送簿 

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 

柏C財務経理課 会計係 

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)〒277－8577 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  
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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 

柏C財務経理課 会計係 

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)〒277－8577 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  
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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 

柏C財務経理課 会計係 

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)〒277－8577 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R3.4.1 
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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 

柏C財務経理課 会計係 

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)〒277－8577 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  
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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 

柏C財務経理課 会計係 

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)〒277－8577 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  
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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 

柏C財務経理課 会計係 

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)〒277－8577 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  
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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 

柏C財務経理課 会計係 

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)〒277－8577 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  
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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 

柏C財務経理課 会計係 

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)〒277－8577 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  
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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 

柏C財務経理課 会計係 

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)〒277－8577 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  
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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 

柏C財務経理課 会計係 

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)〒277－8577 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  
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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 

柏C財務経理課 会計係 

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)〒277－8577 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  
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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 

柏C財務経理課 会計係 

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)〒277－8577 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  
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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 

柏C財務経理課 会計係 

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)〒277－8577 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  
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個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 院内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 

施設におけるがんの受診、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、診療の質の向上とがん

対策の充実に資すること。 

記録項目 
1氏名、2生年月日、3住所、4診断情報、5腫瘍情報、6治療情報、

7生存最終確認日、8死亡日、9死亡情報 

記録範囲 

がん登録等の推進に関する法律に基づく、全国のがん診療の専

門施設、地域における医療の確保のために中心的な役割を果た

す病院等からの原発性がんに関する届出情報 

記録情報の収集方法 

院内がん登録実施施設のうち、がん診療連携拠点病院等からの

データについて、氏名情報等削除による匿名化後提出を受けて

いる 
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) 

国立がん研究センターがん対策情報センターがん登録センター

院内がん登録室 

(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）がん登録等の推進に関する法律（法律第百十一号） 

院内がん登録の実施に係る指針（厚生労働省告示第四百七十号） 

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 
氏名は匿名番号に置き換えられており、対応表は各提出病院が

保有している。 
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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則性、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） 



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  
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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、その他がんにかか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則性、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、国立がん研究センターが整備する都道府県がんデータベ

ースシステム利用県に所在する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全国がん登録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) システムを利用する都道府県 

(所在地) システムを利用する都道府県の所在地 

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 

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  
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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 

東病院 医事管理課 

個人情報ファイルの利用目的 ＤＰＣ調査事務局へ提出する情報の管理 

記録項目 ＩＤ、診療情報 

記録範囲 DPC調査事務局への提出・ＥＶＥ取込用データ 

記録情報の収集方法 医事会計システムより 

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)〒277－8577 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  
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個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 診療録 

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 

東病院 医事管理課 

個人情報ファイルの利用目的 
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 

記録項目 
氏名、性別、生年月日、住所、病歴、診療経過、身体状況、各

検査結果 

記録範囲 当院に入院及び外来受診した患者 

記録情報の収集方法 
患者から提出された各文書、医療者からの収集 

 

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)〒277－8577 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  

 

  



R3.4.1 
 

117 
 

個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 
入院、外来資料（一般フィルム、ＣＴ、ＭＲ、シンチ、心電図、

シネフィルム等） 

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 医事管理課 

個人情報ファイルの利用目的 医療サービスの提供のため 

記録項目 
氏名、性別、生年月日、一般フィルム、ＣＴ、ＭＲ、シンチ、

心電図、シネフィルム 

記録範囲 当院に入院及び外来受診した患者 

記録情報の収集方法 患者の診療に伴う検査 

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)〒277－8577 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  

 

  



R3.4.1 
 

119 
 

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 

東病院 医事管理課 

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 氏名、性別、生年月日、診療科、診療内容 

記録範囲 当院に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収集 

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)〒277－8577 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  

 

  



R3.4.1 
 

121 
 

個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 医療要否意見書 

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 医事管理課 

個人情報ファイルの利用目的 医療要否意見書の記入、送付についての情報管理 

記録項目 氏名、ＩＤ、住所一部 

記録範囲 医療要否意見書の作成リスト 

記録情報の収集方法 市町村からの作成依頼を基に作成 

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)〒277－8577 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  

 

  



R3.4.1 
 

123 
 

個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 カルテのアリバイカード 

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 医事管理課 

個人情報ファイルの利用目的 院内持ち出しのカルテの、管理履歴の把握のため。 

記録項目 氏名、ＩＤ、生年月日 

記録範囲 カルテ持ち出し履歴 

記録情報の収集方法 カルテ管理システムより 

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)〒277－8577 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  

 

  



R3.4.1 
 

125 
 

個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 介護保険請求ファイル 

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 医事管理課 

個人情報ファイルの利用目的 介護保険主治医意見書提出依頼の受理に関する情報の管理 

記録項目 氏名、ＩＤ、住所一部、生年月日 

記録範囲 役所より主治医意見書の作成依頼のあった患者名のリスト 

記録情報の収集方法 役所から郵送される、主治医意見書の作成依頼書 

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)〒277－8577 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  

 

  



R3.4.1 
 

127 
 

個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 外部倉庫収納の返却リスト 

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 医事管理課 

個人情報ファイルの利用目的 外部倉庫収納分のカルテの返却情報管理 

記録項目 氏名、ＩＤ、生年月日 

記録範囲 外部倉庫収納の返却リスト 

記録情報の収集方法 カルテ管理システム 

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)〒277－8577 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  

 

  



R3.4.1 
 

129 
 

個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 休診連絡ファイル 

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 医事管理課 

個人情報ファイルの利用目的 患者様へ休診を連絡するための連絡先、診療科の情報管理 

記録項目 氏名、ＩＤ、連絡先、診療科 

記録範囲 休診患者リスト 

記録情報の収集方法 医師より情報提供あり 

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)〒277－8577 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  

 

  



R3.4.1 
 

131 
 

個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 外出・外泊申請書 

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 医事管理課 

個人情報ファイルの利用目的 看護管理のため利用 

記録項目 
職員氏名、入退院患者の状況（患者数、重症・要注意報告患者

の氏名、年齢、病名、症状等状況）、看護管理事項 

記録範囲 患者及び職員 

記録情報の収集方法 診療録より 

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)〒277－8577 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  

 

  



R3.4.1 
 

133 
 

個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 救急患者リスト 

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 医事管理課 

個人情報ファイルの利用目的 救急搬送、救急外来を受診した患者様の氏名、ＩＤの情報管理 

記録項目 氏名、ＩＤ 

記録範囲 救急患者受入リスト 

記録情報の収集方法 救急患者来院時 

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)〒277－8577 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  
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個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 市町村への介護保険請求 

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 医事管理課 

個人情報ファイルの利用目的 市町村への介護保険請求に関する情報管理 

記録項目 氏名 

記録範囲 主治医意見書の患者作成リスト 

記録情報の収集方法 役所から郵送される、主治医意見書の作成依頼書 

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)〒277－8577 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  
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個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 返金リスト（件数多） 

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 医事管理課 

個人情報ファイルの利用目的 
施設基準やシステムエラーによる算定誤り等で発生した、保険

者への返金に関する情報の管理 

記録項目 氏名、ＩＤ、住所 

記録範囲 返金患者のリスト 

記録情報の収集方法 医事会計システムより 

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)〒277－8577 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  
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個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 治験請求データ 

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 医事管理課 

個人情報ファイルの利用目的 治験中の患者の請求データの管理 

記録項目 氏名、ＩＤ、請求額、治験情報 

記録範囲 治験請求患者のデータ 

記録情報の収集方法 医事会計システムより 

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)〒277－8577 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  
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個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 初診予約リスト 

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 医事管理課 

個人情報ファイルの利用目的 初診患者の予約日、診療科、連絡先等の情報管理 

記録項目 氏名、ＩＤ、予約日、診療科、連絡先 

記録範囲 初診予約患者の予約状況 

記録情報の収集方法 患者からの電話連絡 

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)〒277－8577 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  
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個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 診療記録（カルテ）開示申請書 

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 医事管理課 

個人情報ファイルの利用目的 診療記録の開示手続きのために利用する。 

記録項目 氏名、住所、開示内容 

記録範囲 当院に入院及び外来受診した患者 

記録情報の収集方法 患者又は家族が記載した申請書を収集 

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)〒277－8577 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  
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個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 診療申込書 

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 

東病院 医事管理課 

個人情報ファイルの利用目的 診療録作成のため 

記録項目 
氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、家族構成、保険情報、

受診科 

記録範囲 当院に外来受診した患者 

記録情報の収集方法 患者又はその家族が記載した申込書を収集 

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)〒277－8577 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  
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個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 保留確認票 

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 医事管理課 

個人情報ファイルの利用目的 特殊治験等の理由により保険請求を保留している患者のリスト 

記録項目 氏名、ＩＤ、保険番号、請求額、保留理由 

記録範囲 特殊治験等の請求保留者のリスト 

記録情報の収集方法 医事会計システムより 

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)〒277－8577 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  
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149 
 

個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 特別室申込書 

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 

東病院 医事管理課 

個人情報ファイルの利用目的 特別室の使用状況、医療保険事務のために利用 

記録項目 病棟、氏名、住所、部屋番号、入室・退室年月日、理由 

記録範囲 特別病室利用を申し込んだ患者 

記録情報の収集方法 患者から提出された各文書、医療者からの依頼 

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)〒277－8577 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  
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個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 
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） 

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 医事管理課 

個人情報ファイルの利用目的 入院・外来診療に関する診療費管理のために利用 

記録項目 

 

 

氏名、性別、生年月日、住所、連絡先、保険情報 

記録範囲 当院に入院及び外来受診した患者 

記録情報の収集方法 国保連合会、支払基金から送付された決定通知書 

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)〒277－8577 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  

 

  



R3.4.1 
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個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 入院申込書及び身元引受書兼診療費等支払保証書 

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 医事管理課 

個人情報ファイルの利用目的 入院のための申込、身元引受、支払い保証のために利用 

記録項目 氏名、性別、生年月日、住所、連絡先、保険情報 

記録範囲 当院に入院した患者 

記録情報の収集方法 患者又はその家族が記載した申込書を収集 

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)〒277－8577 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  

 

  



R3.4.1 
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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 医事管理課 

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 氏名、年齢、病棟、部屋番号、住所、付添理由、付添期間 

記録範囲 患者と付添者 

記録情報の収集方法 患者又は家族が記載した申請書を収集 

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)〒277－8577 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  

 

  



R3.4.1 
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個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 返金リスト（件数少） 

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 医事管理課 

個人情報ファイルの利用目的 
保険請求の算定誤りにおける保険者への返金に関する情報の管

理 

記録項目 氏名、ＩＤ、保険番号、請求額、住所 

記録範囲 返金患者のリスト 

記録情報の収集方法 医事会計システムより 

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)〒277－8577 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  

 

  



R3.4.1 
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個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 陽子線リスト 

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 医事管理課 

個人情報ファイルの利用目的 
陽子線治療を受けている患者様の氏名、ＩＤ、診療科の情報管

理 

記録項目 氏名、ＩＤ、診療科 

記録範囲 陽子線患者リスト 

記録情報の収集方法 放射線科より 

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)〒277－8577 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  

 

  



R3.4.1 
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個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 診療録 

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 

中央病院医事管理課医事管理室 

個人情報ファイルの利用目的 
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

研究のための利用 

記録項目 
氏名、性別、生年月日、住所、病歴、診療経過、身体状況、各

検査結果 

記録範囲 当院に入院及び外来受診した患者 

記録情報の収集方法 患者から提出された各文書、医療者からの依頼 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

なし 

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  

 

 

  



R3.4.1 
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個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 
入院、外来資料（一般フィルム、ＣＴ、ＭＲ、シンチ、心電図、

シネフィルム等） 

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 

中央病院医事管理課医事管理室 

個人情報ファイルの利用目的 医療サービスの提供のため。 

記録項目 
氏名、性別、生年月日、一般フィルム、ＣＴ、ＭＲ、シンチ、

心電図、シネフィルム 

記録範囲 当院に入院及び外来受診した患者 

記録情報の収集方法 患者の診療に伴う検査 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

なし 

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  

 

 

  



R3.4.1 
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個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 医療要否意見書 

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 

中央病院医事管理課医事管理室 

個人情報ファイルの利用目的 医療要否意見書の記入、送付についての情報管理 

記録項目 氏名、ＩＤ、住所一部 

記録範囲 医療要否意見書の作成リスト 

記録情報の収集方法 市町村からの作成依頼を基に作成 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

なし 

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  

 

 

  



R3.4.1 
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個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 介護保険請求ファイル 

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 

中央病院医事管理課医事管理室 

個人情報ファイルの利用目的 介護保険主治医意見書提出依頼の受理に関する情報の管理 

記録項目 氏名、ＩＤ、住所一部、生年月日 

記録範囲 役所より主治医意見書の作成依頼のあった患者名のリスト 

記録情報の収集方法 役所から郵送される、主治医意見書の作成依頼書 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

なし 

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  

 

  



R3.4.1 
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個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 外出・外泊申請書 

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 

中央病院医事管理課医事管理室 

個人情報ファイルの利用目的 看護管理のため利用 

記録項目 
職員氏名、入退院患者の状況（患者数、重症・要注意報告患者

の氏名、年齢、病名、症状等状況）、看護管理事項 

記録範囲 患者及び職員 

記録情報の収集方法 診療録より 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

なし 

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  

 

 

  



R3.4.1 
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個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 救急患者リスト 

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 

中央病院医事管理課医事管理室 

個人情報ファイルの利用目的 救急搬送、救急外来を受診した患者様の氏名、ＩＤの情報管理 

記録項目 氏名、ＩＤ 

記録範囲 救急患者受入リスト 

記録情報の収集方法 救急患者来院時 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

- 

記録情報の経常的提供先 なし 

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  

 

 

  



R3.4.1 
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個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 市町村への介護保険請求 

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 

中央病院医事管理課医事管理室 

個人情報ファイルの利用目的 市町村への介護保険請求に関する情報管理 

記録項目 氏名 

記録範囲 主治医意見書の患者作成リスト 

記録情報の収集方法 役所から郵送される、主治医意見書の作成依頼書 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

- 

記録情報の経常的提供先 なし 

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  

 

 

  



R3.4.1 
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個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 返金・徴収理由書 

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 

中央病院医事管理課医事管理室 

個人情報ファイルの利用目的 患者への返金や追加徴収する内容をまとめたリスト 

記録項目 氏名、ＩＤ、受診日、変更額 

記録範囲 返金追徴患者のリスト 

記録情報の収集方法 医事会計システムより 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

- 

記録情報の経常的提供先 なし 

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  

 

 

  



R3.4.1 
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個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 治験請求データ 

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 

中央病院医事管理課医事管理室 

個人情報ファイルの利用目的 治験中の患者の請求データの管理 

記録項目 氏名、ＩＤ、請求額、治験情報 

記録範囲 治験請求患者のデータ 

記録情報の収集方法 医事会計システムより 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

- 

記録情報の経常的提供先 なし 

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  

 

 

  



R3.4.1 
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個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 初診予約リスト 

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 

中央病院医事管理課医事管理室 

個人情報ファイルの利用目的 初診患者の予約日、診療科、連絡先等の情報管理 

記録項目 氏名、ＩＤ、予約日、診療科、連絡先 

記録範囲 初診予約患者の予約状況 

記録情報の収集方法 患者からの電話連絡 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

- 

記録情報の経常的提供先 なし 

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  

 

 

  



R3.4.1 
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個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 診療記録（カルテ）開示申請書 

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 

中央病院医事管理課医事管理室 

個人情報ファイルの利用目的 診療記録の開示手続きのために利用する。 

記録項目 氏名、住所、開示内容 

記録範囲 当院に入院及び外来受診した患者 

記録情報の収集方法 患者又は家族が記載した申請書を収集 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

- 

記録情報の経常的提供先 なし 

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  

 

 

  



R3.4.1 
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個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 診療申込書 

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 

中央病院医事管理課医事管理室 

個人情報ファイルの利用目的 診療録作成のため 

記録項目 
氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、家族構成、保険情報、

受診科 

記録範囲 当院に外来受診した患者 

記録情報の収集方法 患者又はその家族が記載した申込書を収集 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

- 

記録情報の経常的提供先 なし 

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  

 

 

  



R3.4.1 
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個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 特別室申込書 

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 

中央病院医事管理課医事管理室 

個人情報ファイルの利用目的 特別室の使用状況、医療保険事務のために利用。 

記録項目 病棟、氏名、住所、部屋番号、入室・退室年月日、理由 

記録範囲 特別病室利用を申し込んだ患者 

記録情報の収集方法 患者から提出された各文書、医療者からの依頼 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

- 

記録情報の経常的提供先 なし 

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  

 

 

  



R3.4.1 
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個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 
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） 

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 

中央病院医事管理課医事管理室 

個人情報ファイルの利用目的 入院・外来診療に関する診療費管理のために利用 

記録項目 氏名、性別、生年月日、住所、連絡先、保険情報 

記録範囲 当院に入院及び外来受診した患者 

記録情報の収集方法 国保連合会、支払基金から送付された決定通知書 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

- 

記録情報の経常的提供先 なし 

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  
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個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 入院申込書 

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 

中央病院医事管理課医事管理室 

個人情報ファイルの利用目的 入院のための申込、身元引受、支払い保証のために利用 

記録項目 氏名、性別、生年月日、住所、連絡先、保険情報 

記録範囲 当院に入院した患者 

記録情報の収集方法 患者又はその家族が記載した申込書を収集 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

- 

記録情報の経常的提供先 なし 

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  
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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 

中央病院医事管理課医事管理室 

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 氏名、年齢、病棟、部屋番号、住所、付添理由、付添期間 

記録範囲 患者と付添者 

記録情報の収集方法 患者又は家族が記載した申請書を収集 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

- 

記録情報の経常的提供先 なし 

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  
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個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 債務確認支払確約書 

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 

築地C財務経理課 

個人情報ファイルの利用目的 患者の退院時に精算しない場合の請求先（郵送先）の把握の為 

記録項目 
患者番号・患者氏名・債務者氏名・債務者住所・債務者電話番

号・債務者勤務先等 

記録範囲 退院時精算しなかった患者 

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 

- 

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  
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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 

築地C財務経理課 

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ため。 

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・就業先名・就業先住所・就業先電話番号等 

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 

- 

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  
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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 

築地C財務経理課 

個人情報ファイルの利用目的 月末の見える会計での未収金計上をするため。 

記録項目 
納告番号・患者番号・患者氏名・診療日・請求金額・未収金額

等 

記録範囲 毎月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 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

- 

記録情報の経常的提供先 - 

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  
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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 

築地C財務経理課 

個人情報ファイルの利用目的 見える会計での月末未収金計上伝票の起票のため。 

記録項目 
納告番号・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 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

- 

記録情報の経常的提供先 - 

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  
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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（前年度以前債権入金一覧・過年度未

収金管理簿・破産更生債権管理簿・前年度債権管理簿・当年度

債権管理簿） 

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 

築地C財務経理課 

個人情報ファイルの利用目的 債権管理のため。 

記録項目 
納告番号・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 1カ月以上未収の患者 

記録情報の収集方法 債権管理システムより 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

- 

記録情報の経常的提供先 - 

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 
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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  

 

 

  



個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 郵送簿 

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 

築地C財務経理課 

個人情報ファイルの利用目的 

請求書を送付した患者の履歴（年月日・宛先・郵送先住所）を

残し、入金が あった際に照合したり、患者から請求書が送付

されたか問い合わせがあった際に確認するため。また、督促文

書を送付する際、それまでの請求履歴確認の 為、請求書の郵

送日を確認するため。 

記録項目 
請求書郵送日・患者番号・患者氏名・請求金額・債務者名・債

務者住所・送付書類名 

記録範囲 請求書・督促文書を送付した患者 

記録情報の収集方法 医事ｺﾝ・身元引受書・債権確約書等の住所を手入力。 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

- 

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 
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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  

 

 

  



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 

築地C財務経理課 

個人情報ファイルの利用目的 督促履歴の記録保管のため。 

記録項目 
患者番号・患者氏名・生年月日・住所・電話番号・督促文書控

え等 

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 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

- 

記録情報の経常的提供先 - 

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 

  



R3.4.1 
 

207 
 

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  

 

 

  



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 

築地C財務経理課 

個人情報ファイルの利用目的 入金された債権の把握の為。 

記録項目 
納告番号・患者番号・患者氏名・診療日・入金日・請求金額・

入金金額等 

記録範囲 入金した患者（1日毎） 

記録情報の収集方法 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 

- 

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 

  



R3.4.1 
 

209 
 

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  

 

 

  



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 

築地C財務経理課 

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の会計処理に使用。また、次年度の

年度末に、前年度以前の記録を参考とするため。 

記録項目 
納告番号・患者番号・患者氏名・債権発生日・請求金額・未収

金額・督促状況等 

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 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

- 

記録情報の経常的提供先 - 

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 

  



R3.4.1 
 

211 
 

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  

 

 

  



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 

築地C財務経理課 

個人情報ファイルの利用目的 未収金の状況を各月ごとに集計し報告するため。 

記録項目 
納告番号・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 1カ月以上未収の患者 

記録情報の収集方法 債権管理システムより 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

- 

記録情報の経常的提供先 - 

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 

  



R3.4.1 
 

213 
 

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  

 

 

  



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 

築地C財務経理課 

個人情報ファイルの利用目的 未収金の督促のために使用。 

記録項目 患者番号・患者氏名・未収金額・督促状況等 

記録範囲 1カ月以上未収の患者 

記録情報の収集方法 債権管理システムより 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

- 

記録情報の経常的提供先 - 

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 

  



R3.4.1 
 

215 
 

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  

 

 

  



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 

築地C財務経理課 

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ため。 

記録項目 
納告番号・患者番号・患者氏名・診療日・請求金額・未収金額・

年齢・保険種別・診療科等 

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 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

- 

記録情報の経常的提供先 - 

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 

  



R3.4.1 
 

217 
 

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  

 

 

  



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 

築地C財務経理課 

個人情報ファイルの利用目的 
未収金状況報告作成のため、１カ月分の督促履歴を集計するた

め。 

記録項目 
患者番号・患者氏名・債権発生日・督促日・督促内容（債務者

住所など） 

記録範囲 前月1カ月のうちに、督促履歴のある患者 

記録情報の収集方法 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 

- 

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 

  



R3.4.1 
 

219 
 

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  

 

 

  



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 

築地C財務経理課 

個人情報ファイルの利用目的 未収金状況報告用資料作成のため。 

記録項目 
納告番号・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 1カ月以上未収の患者 

記録情報の収集方法 債権管理システムより 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

- 

記録情報の経常的提供先 - 

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 

  



R3.4.1 
 

221 
 

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  

 

 

  



個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 未納明細 

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 

築地C財務経理課 

個人情報ファイルの利用目的 未納のある外来患者に、会計窓口で渡す文書を作成するため。 

記録項目 
納告番号・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 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

- 

記録情報の経常的提供先 - 

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 

  



R3.4.1 
 

223 
 

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  

 

 

  



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） 

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 

築地C財務経理課 

個人情報ファイルの利用目的 督促履歴の記録保管のため。 

記録項目 患者番号・患者氏名・住所・電話番号・督促履歴等 

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 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

- 

記録情報の経常的提供先 - 

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 

  



R3.4.1 
 

225 
 

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  

 

 

  



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 

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 

築地C財務経理課 

個人情報ファイルの利用目的 寄付者の管理のため。 

記録項目 
寄付者名・寄付入金日・寄付金額・住所・寄付芳名板/日々歩へ

のお名前紹介希望有無等 

記録範囲 寄付者 

記録情報の収集方法 寄付受領の都度、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 

- 

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 

  



R3.4.1 
 

227 
 

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  

 

 

  



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 

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 

築地C財務経理課 

個人情報ファイルの利用目的 寄付者の管理のため。寄付者へ領収書等送付のため。 

記録項目 
寄付者名・寄付入金日・寄付金額・住所・寄付芳名板/日々歩へ

のお名前紹介希望有無・スタッフへのメッセージ等 

記録範囲 寄付者 

記録情報の収集方法 寄付者の記入内容から 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

- 

記録情報の経常的提供先 - 

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 

  



R3.4.1 
 

229 
 

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  

 

  



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 

 
東病院 医事管理部医事管理課 

個人情報ファイルの利用目的 
千葉県社会保険支払基金および千葉県国保連合会へ送信手続き

にかかるＰＣ間のデータ搬送用 

記録項目 
１患者ＩＤ、２氏名、３生年月日、４、保険情報、５傷病名、

６診療年月、７請求項目、８請求点数、９請求金額 

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 

- 

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) 〒277-8577 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 

 



R3.4.1 
 

231 
 

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  

 

 

  



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 

東病院 医事管理部医事管理課 

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）を請求するために債務確

認支払確約書に書いてある宛先に請求書を郵送するため。 

・文書窓口で受付した診断書の文書代の請求書を郵送するた

め。 

記録項目 
患者氏名、住所、患者ＩＤ、請求書番号、請求書送付日、請求

額 

記録範囲 郵送対象者 

記録情報の収集方法 - 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

- 

記録情報の経常的提供先 - 

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) 〒277-8577 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 

 



R3.4.1 
 

233 
 

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  

 

 

  



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 

東病院 医事管理部医事管理課 

個人情報ファイルの利用目的 
各月ごとの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 
診療年月、保険種別、患者氏名、患者ＩＤ、総点数、増減点数、

金額、査定理由 

記録範囲 各月ごとのレセプト過誤増減となっている患者 

記録情報の収集方法 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 

- 

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) 〒277-8577 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 

  



R3.4.1 
 

235 
 

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  

 

 



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 

東病院 医事管理部医事管理課 

個人情報ファイルの利用目的 
各月ごとの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 
診療年月、保険種別、患者氏名、患者ＩＤ、総点数、返戻点数、

金額、返戻理由 

記録範囲 各月ごとのレセプト過誤返戻となっている患者 

記録情報の収集方法 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 

- 

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) 〒277-8577 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 

  



R3.4.1 
 

237 
 

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  

 

  



個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 他院入院中患者外来診療費請求データ 

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 医事管理部医事管理課 

個人情報ファイルの利用目的 各月ごとの外来診療費請求および月次決算報告に使用 

記録項目 受診日、患者ＩＤ、患者氏名、請求金額、請求先病院名 

記録範囲 他院入院中に当院の外来診療を受けた患者 

記録情報の収集方法 窓口精算時の計算カードのコピーより 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

- 

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) 〒277-8577 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 

  



R3.4.1 
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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  

 

 

  



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 

東病院 医事管理部医事管理課 

個人情報ファイルの利用目的 
各月ごとの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 
診療年月、保険種別、患者氏名、患者ＩＤ、総点数、増減点数、

金額、査定理由 

記録範囲 各月ごとのレセプト審査増減となっている患者 

記録情報の収集方法 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 

- 

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) 〒277-8577 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 

  



R3.4.1 
 

241 
 

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  

 

 

  



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 

東病院 医事管理部医事管理課 

個人情報ファイルの利用目的 各月ごとの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 
診療年月、保険種別、患者氏名、患者ＩＤ、総点数、返戻点数、

金額、返戻理由 

記録範囲 各月ごとのレセプト返戻となっている患者 

記録情報の収集方法 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 

- 

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) 〒277-8577 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 

  



R3.4.1 
 

243 
 

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  

 

 

 

 

  



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 

東病院 医事管理部医事管理課 

個人情報ファイルの利用目的 
各月ごとの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 
診療年月、患者ＩＤ、保険種別、患者氏名、点数、金額、未請

求理由 

記録範囲 各月ごとのレセプト未請求となっている患者 

記録情報の収集方法 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 

- 

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) 〒277-8577 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 

  



R3.4.1 
 

245 
 

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  

 

  



 

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 

東病院 医事管理部医事管理課 

個人情報ファイルの利用目的 手術実施実績データを医師の給与支給のために利用 

記録項目 
手術実施日、患者氏名、患者ＩＤ、手術名、診療報酬点数、執

刀医、麻酔科医、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 

- 

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) 〒277-8577 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 

 



R3.4.1 
 

247 
 

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  

 

 

  



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 

東病院 医事管理部医事管理課 

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 
診療報酬で査定が生じた患者のID、氏名、請求金額、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 調停システムより抽出。紙についてはレセプト印刷 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

- 

記録情報の経常的提供先 - 

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) 〒277-8577 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 

  



R3.4.1 
 

249 
 

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  

 

 

  



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 

東病院 医事管理部医事管理課 

個人情報ファイルの利用目的 
全体運営会議の資料作成 
各種報告書に関する集計 

記録項目 
診療報酬で査定が生じた患者のID、氏名、請求金額、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 電子カルテ 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

- 

記録情報の経常的提供先 - 

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) 〒277-8577 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 

  



R3.4.1 
 

251 
 

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  

 

 

  



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 

東病院 医事管理部医事管理課 

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 患者ID、氏名、診療日、病床番号、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 

- 

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) 〒277-8577 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 

  



R3.4.1 
 

253 
 

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  

 

 

  



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 

東病院 医事管理部医事管理課 

個人情報ファイルの利用目的 文書料請求書発行管理 

記録項目 患者氏名、患者ＩＤ、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」コピーおよび「医事システム収納業務

画面」コピー 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

- 

記録情報の経常的提供先 - 

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) 〒277-8577 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 

  



R3.4.1 
 

255 
 

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  

 

 

  



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 

東病院 医事管理部医事管理課 

個人情報ファイルの利用目的 毎月の基金・連合会への請求の記録 

記録項目 
患者ID、氏名、診療年月、保険情報、診療日数、請求点数、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 

- 

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) 〒277-8577 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 

  



R3.4.1 
 

257 
 

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  

 

 

  



個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 住所等個人情報および診療に関する情報 

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 

東病院 医事管理部医事管理課 

個人情報ファイルの利用目的 
医事業務遂行にあたり、統計作業、請求作業、患者対応作業に

使用 

記録項目 住所等個人情報および診療に関する情報 

記録範囲 全入院・外来患者 

記録情報の収集方法 電子カルテ、医事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 

- 

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) 〒277-8577 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 

  



R3.4.1 
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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  

 

 

  



個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 不在者投票用患者データ 

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 医事管理部医事管理課 

個人情報ファイルの利用目的 
不在者投票を実施するのに対象期間の入院患者の病棟、住所を

確認するため 

記録項目 患者氏名、住所、生年月日、性別 

記録範囲 対象期間の入院患者 

記録情報の収集方法 ヘルプデスクに依頼 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

- 

記録情報の経常的提供先 - 

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) 〒277-8577 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 

  



R3.4.1 
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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  

 

 

 

  



個人情報ファイル簿 

 

個人情報ファイルの名称 死亡退院患者一覧 

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 

総務部柏Ｃ総務課 

個人情報ファイルの利用目的 感謝状交付式・慰霊祭を開催するために必要な情報である 

記録項目 
亡くなった方の患者ID、氏名、性別、生年月日、住所 

故人関係者の氏名、亡くなられた方との関係、住所、電話番号 

記録範囲 亡くなれた方 

記録情報の収集方法 医事管理課に依頼しデータを受領する。 

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、その旨 

- 

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) 〒277-8577 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 

  



R3.4.1 
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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  

 

 


