
・精神保健判定医・精神保健
参与員候補者名簿

医療観察法 精神保健判定医・
精神保健参与員候
補者名簿

平成○○年度精神保健判定医・精神保健参
与員候補者名簿

２(1)①11(2)

・個別研修計画書（医師・歯
科医師再教育関係）

再教育 個別研修計画書 平成○○年度個別研修計画書

・個別研修修了報告書（医
師・歯科医師再教育関係）

個別研修修了報告
書

平成○○年度個別研修修了報告書

・助言指導者指名承諾書（医
師・歯科医師再教育関係）

助言指導者指名承
諾書

平成○○年度助言指導者指名承諾書

・助言指導者の要件等につい
て

助言指導者の要件
等について

平成○○年度　助言指導者の要件等につい
て

・臨床研修修了登録証交付申
請（医師臨床研修）

医師臨床研修 修了登録証交付申
請

平成○○年度修了登録証交付申請

・臨床研修修了登録証交付申
請（歯科医師臨床研修）

歯科医師臨床研修 修了登録証交付申
請

平成○○年度修了登録証交付申請

・臨床研修病院新規指定申請関
係（医師臨床研修）

医師臨床研修 新規指定申請関係
（医道審議会等）

平成○○年度新規指定申請関係（医道審議会
等）

２(1)①12(2)

・プログラム新設・変更届（医師臨
床研修）

プログラム新設・変
更届

平成○○年度プログラム新設・変更届

・変更届（医師臨床研修） 変更届 平成○○年度　変更届

・年次報告（医師臨床研修） 年次報告 平成○○年度年次報告

・臨床研修修了者一覧（医師臨床
研修）

医師臨床研修修了
者一覧表

平成○○年度医師臨床研修修了者一覧表

・臨床研修中断・再開・未修了報
告（医師臨床研修）

中断・再開報告等 平成○○年度未修了・中断・再開報告等

・臨床研修病院（施設）実地調査
（医師臨床研修）

臨床研修病院実地
調査

平成○○年度臨床研修病院実地調査

・医師臨床研修医受入及び募集
意向調査

臨床研修医受入及
び募集意向調査

平成○○年度　臨床研修医受入及び募集意
向調査

・医師臨床研修基幹型臨床研修
病院の状況調査

基幹型臨床研修病
院の状況調査

平成○○年度基幹型臨床研修病院の状況調
査

・医師臨床研修募集定員に関す
る書類

研修医の募集定員 平成○○年度研修医の募集定員

・臨床研修施設新規指定申請関
係（歯科医師臨床研修）

歯科医師臨床研修 新規申請 平成○○年度新規申請

・プログラム新設・変更・群構成の
変更届（歯科医師臨床研修）

プログラム新設・変
更届

平成○○年度プログラム新設・変更届

・年次報告（歯科医師臨床研修） 年次報告 平成○○年度年次報告

・臨床研修修了者一覧（歯科医師
臨床研修）

歯科医師臨床研修
修了者一覧表

平成○○年度歯科医師臨床研修修了者一覧
表

・臨床研修中断・再開・未修了報
告（歯科医師臨床研修）

中断・再開報告等 平成○○年度中断・再開報告等

・臨床研修病院（施設）実地調査
（歯科医師臨床研修）

臨床研修施設実地
調査

平成○○年度臨床研修施設実地調査

・臨床研修実施状況報告（歯科医
師臨床研修）

歯科医師臨床研修
実施状況に関する調
査について

平成○○年度歯科医師臨床研修実施状況に
関する調査について

・臨床研修施設の変更の届出（歯
科医師臨床研修）

変更届 平成○○年度　施設変更届（歯科）

・歯科医師臨床研修施設指定取
消申請書

プログラム新設・変
更届

平成○○年度プログラム新設・変更届

・医薬品製造（輸入）許可台帳 医薬品等許可管理 医薬品製造（輸入）
許可台帳

平成○○年度医薬品製造（輸入）許可台帳

・医療観察法指定通院医療機関
指定・辞退申請書

医療観察法 指定通院医療機関
指定・辞退申請書

平成○○年度指定通院医療機関指定・辞退申
請書

・医療観察法決定・内定・執行 医療観察法決定・内
定・執行

平成○○年度医療観察法 決定・内定・執行・
終了等

・医療観察法施設基準届・変更届
出書

施設基準届・変更届
出書

平成○○年度施設基準届・変更届出書

・診療報酬明細書 診療報酬明細書 平成○○年度　診療報酬明細書

・医療観察法指定医療機関監査
関係書類

医療観察法指定医
療機関監査関係

平成○○年度　医療観察法指定医療機関監
査関係

・捜査関係事項 医薬品等許可管理 捜査関係事項 平成○○年度捜査関係事項

・毒劇物営業者届出書 毒物劇物 毒劇物営業者届出
書

平成○○年度毒劇物営業者届出書

・毒劇物登録等申請書 毒劇物登録等申請
書

平成○○年度毒劇物登録等申請書

・薬監証明 薬事監視 薬監証明 平成○○年度薬監証明

・輸入届 薬事監視 輸入届 平成○○年度輸入届

・看護師特定行為研修施設新規
指定指定関係

看護師特定行為研
修

指定申請書 平成○○年度指定申請書

・看護師特定行為区分変更申請
書

承認申請 平成○○年度承認申請

・看護師特定行為研修変更届 指定研修機関変更
届出書

平成○○年度指定研修機関変更届出書

・看護師特定行為研修承認申請 承認申請 平成○○年度承認申請

・看護師特定行為研修施設実地
調査

実地調査 平成○○年度実地調査

・看護師特定行為研修取り消し申
請

取消し申請 平成○○年度取消し申請

・看護師特定研修年次報告 年次報告書 平成○○年度年次報告書

・看護師特定行為研修修了者報
告

修了報告書 平成○○年度修了報告書

以下について移管
（それ以外は廃棄。
以下同じ）
・国籍に関するもの

12 法人の権利義務の
得喪及びその経緯

(2)許認可等に関する重要

な経緯

許認可等をするための決裁文書そ
の他許認可等に至る過程が記録さ
れた文書（十一の項）

許認可等
の効力消
滅後5年

以下について移管
・運輸、郵便、電気通信
事業その他の特に重要
な公益事業に関するも
の
・公益法人等の設立・廃
止等、指導・監督等に
関するもの

個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯

11 個人の権利義務
の得喪及びその
経緯

(2)行政手続法第２条第３
号の許認可等（以下「許認
可等」という。）に関する
重要な経緯

許認可等をするための決裁文書
その他許認可等に至る過程が記
録された文書（十一の項）

許認可等
の効力消
滅後5年

近畿厚生局医事課    標準文書保存期間基準

文書管理者：医事課長

事　項 業務の区分 当該業務に係る行政文書の類型 具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理規則の別
表第２の該当事
項・業務の区分

保存期間終了時の措
置



事　項 業務の区分 当該業務に係る行政文書の類型 具体例 大分類 中分類 小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間 文書管理規則の別
表第２の該当事
項・業務の区分

保存期間終了時の措
置

・再生医療等委員会認定申請
書、変更申請書、変更届出書、軽
微変更届出書

再生医療等安全性
確保法

再生医療等委員会
の認定

平成○○年度認定

・再生医療等委員会認定事項更
新申請書

製造の許可及び届
出

平成○○年度製造の許可

・特定細胞加工物製造許可申請
書、変更届書

製造の許可及び届
出

平成○○年度製造の許可

・特定細胞加工物製造届書、変
更届書、廃止届書

製造の許可及び届
出

平成○○年度製造の届出

・再生医療等提供計画、変更届
書、軽微変更届書、中止届書

再生医療等提供計
画

平成○○年度 再生医療等提供計画

・再生医療等提供状況定期報告
書

再生医療等提供状
況定期報告書

平成○○年度 再生医療等提供状況定期報告
書

・特定細胞加工物製造状況定期
報告書

製造の許可及び届
出

平成○○年度製造の届出

・許可証／認定証書換え交付申
請書・再交付申請書

製造の許可及び届
出

平成○○年度製造の許可

・疾病等報告書 疾病等報告書 平成○○年度　疾病等報告書

・立入検査関係書類（再生医療） 立入検査等 平成○○年度　立入検査等

・臨床研究審査委員会認定申請
書

臨床研究法 臨床研究審査委員
会

平成○○年度　臨床研究審査委員会の認定

・交付規則 医師臨床研修 臨床研修費等補助
金（医師）
 

平成○○年度臨床研修費等補助金（医師） ２(1)①12(4)

・交付要綱 臨床研修費等補助
金（医師）
 

平成○○年度臨床研修費等補助金（医師）

・実施要綱 臨床研修費等補助
金（医師）
 

平成○○年度臨床研修費等補助金（医師）

②交付のための決裁文書その他交
付に至る過程が記録された文書（十
三の項ロ）

・臨床研修費等補助金交付申請 医師臨床研修 臨床研修費等補助
金（医師）
 
  

平成○○年度臨床研修費等補助金（医師） ２(1)①12(4)

③補助事業等実績報告書（十三の
項ハ）

・実績報告書 医師臨床研修 臨床研修費等補助
金（医師）
 

平成○○年度臨床研修費等補助金（医師） ２(1)①12(4)

33 行政相談に関する
事項

所管業務に関する相談 行政相談の内容を記載した文書 ・公益通報 医事課全体 公益通報 平成○○年度　公益通報 ５年 廃棄

・臨床研修病院説明会 医師臨床研修 臨床研修病院説明
会

平成○○年度臨床研修制度（病院）説明会 ２(1)①12(-)

・照会関係（医師・歯科医師再教
育関係）

再教育 行政処分一覧表 平成○○年度　行政処分一覧表等

・照会関係（捜査関係事項） 医事課全体 照会関係 平成○○年度　照会関係

・救急医療功労者表彰式関係書
類

医療安全 救急医療功労者表
彰式

平成○○年度　局長祝辞

・医療安全ワークショップ 医療安全 医療安全ワーク
ショップ

平成○○年度医療安全ワークショップ

・看護師特定行為研修説明会 看護師特定行為研
修

特定行為研修説明
会

平成○○年度説明会

・看護師特定行為にかかる講師
派遣依頼書

看護師特定行為研
修

講師派遣等 平成○○年度　講師派遣等（看護師特定行為
研修）

・再生医療法に関する説明会 再生医療等安全性
確保法

説明会等の開催 平成○○年度説明会

・特定細胞加工物製造許可調査
依頼書

再生医療等安全性
確保法

製造許可調査依頼 平成○○年度製造許可調査依頼

・医療観察法に係る指定入院医
療機関地域連絡協議会関係書類

医療観察法 医療観察法に係る指
定入院医療機関地
域連絡協議会関係

平成○○年度　指定入院医療機関地域連絡
協議会

・医療観察通知文書関係 医療観察法 医療観察通知文書
関係

平成○○年度　医療観察通知文書関係

・薬事監視専門官にかかる講師
派遣依頼書

薬事監視 講師派遣等 平成○○年度　講師派遣等

・地域医療に重点をおいた近畿
厚生局指導医講習会

医師臨床研修 指導医講習会 平成○○年度　近畿厚生局指導医講習会

・臨床研修にかかる講師派遣依
頼書

医師臨床研修 臨床研修に係る講師
派遣等

平成○○年度　臨床研修に係る講師派遣等に
ついて

上記各号に該当しない事項

34 所管する業務に係
る関係機関等との
会議及び連絡調整
に関する事項

会議の開催及び連絡調整に
関する重要な経緯

会議及び連絡調整等に関する重要
な資料

５年 廃棄

(4)補助金等の交付（地方公

共団体に対する交付を含
む。）に関する重要な経緯

①交付の要件に関する文書（十三
の項イ）

補助金等
の交付に
係る事業
終了後5
年

以下について移管
・補助金等の交付の条
件に関する文書


