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2009年度 燕労災病院 庶務 例規等 内規・規程 燕労災病院総務課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2009年度 燕労災病院 庶務 例規等 燕労災病院災害対策マニュアル 燕労災病院総務課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
1983年度 燕労災病院 庶務 例規等 昭和58年度本部通達 燕労災病院総務課長 1984年4月1日 31 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
1984年度 燕労災病院 庶務 例規等 昭和59年度本部通達 燕労災病院総務課長 1985年4月1日 30 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
1985年度 燕労災病院 庶務 例規等 昭和60年度本部通達 燕労災病院総務課長 1986年4月1日 30 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
1986年度 燕労災病院 庶務 例規等 昭和61年度本部通達 燕労災病院総務課長 1987年4月1日 30 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
1987年度 燕労災病院 庶務 例規等 昭和62年度本部通達 燕労災病院総務課長 1988年4月1日 30 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
1988年度 燕労災病院 庶務 例規等 昭和63年度本部通達 燕労災病院総務課長 1989年4月1日 30 2019年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
1989年度 燕労災病院 庶務 例規等 平成元年度本部通達 燕労災病院総務課長 1990年4月1日 30 2020年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
1990年度 燕労災病院 庶務 例規等 平成2年度本部通達 燕労災病院総務課長 1991年4月1日 30 2021年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
1991年度 燕労災病院 庶務 例規等 平成3年度本部通達 燕労災病院総務課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
1992年度 燕労災病院 庶務 例規等 平成4年度本部通達 燕労災病院総務課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
1993年度 燕労災病院 庶務 例規等 平成5年度本部通達 燕労災病院総務課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
1994年度 燕労災病院 庶務 例規等 平成6年度本部通達 燕労災病院総務課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
1995年度 燕労災病院 庶務 例規等 平成7年度本部通達 燕労災病院総務課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
1996年度 燕労災病院 庶務 例規等 平成8年度本部通達 燕労災病院総務課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
1997年度 燕労災病院 庶務 例規等 平成9年度本部通達 燕労災病院総務課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
1998年度 燕労災病院 庶務 例規等 平成10年度本部通達 燕労災病院総務課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
1999年度 燕労災病院 庶務 例規等 平成11年度本部通達 燕労災病院総務課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2000年度 燕労災病院 庶務 例規等 平成12年度本部通達 燕労災病院総務課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2001年度 燕労災病院 庶務 例規等 平成13年度本部通達 燕労災病院総務課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2002年度 燕労災病院 庶務 例規等 平成14年度本部通達 燕労災病院総務課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2003年度 燕労災病院 庶務 例規等 平成15年度本部通達 燕労災病院総務課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2004年度 燕労災病院 庶務 例規等 平成16年度本部通達 燕労災病院総務課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2005年度 燕労災病院 庶務 例規等 平成17年度本部通達 燕労災病院総務課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2006年度 燕労災病院 庶務 例規等 平成18年度本部通達 燕労災病院総務課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2007年度 燕労災病院 庶務 例規等 平成19年度本部通達 燕労災病院総務課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2008年度 燕労災病院 庶務 例規等 平成20年度本部通達 燕労災病院総務課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2009年度 燕労災病院 庶務 例規等 平成21年度本部通達 燕労災病院総務課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 例規等 平成22年度本部通達 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 庶務 例規等 平成23年度本部通達 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 例規等 平成24年度本部通達 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 例規等 平成25年度本部通達 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 例規等 平成26年度本部通達 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2009年度 燕労災病院 庶務 放射線障害防止法承認申請 放射線障害防止法承認申請書 燕労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2005年度 燕労災病院 庶務 放射線障害防止法承認申請 放射線障害予防規程 燕労災病院放射線科技師長 2006年3月27日 永年 - 紙 庶務 燕労災病院放射線科部長 廃棄
2008年度 燕労災病院 庶務 放射線障害防止法承認申請 放射線取扱主任者の選任・届出書 燕労災病院放射線科技師長 2009年1月5日 永年 - 紙 庶務 燕労災病院放射線科部長 廃棄
2011年度 燕労災病院 庶務 郵便等 平成23年度親展文書受信簿 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2012年度 燕労災病院 庶務 郵便等 平成24年度親展文書受信簿 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 2 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 郵便等 平成25年度親展文書受信簿 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 2 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 郵便等 平成26年度親展文書受信簿 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 2 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 庶務 郵便等 平成23年度切手受払簿 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2012年度 燕労災病院 庶務 郵便等 平成24年度切手受払簿 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 2 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 郵便等 平成25年度切手受払簿 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 2 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 郵便等 平成26年度切手受払簿 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 2 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 庶務 郵便等 平成23年度料金後納郵便物差出票 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2012年度 燕労災病院 庶務 郵便等 平成24年度料金後納郵便物差出票 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 2 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 郵便等 平成25年度料金後納郵便物差出票 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 2 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 郵便等 平成26年度料金後納郵便物差出票 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 2 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2009年度 燕労災病院 庶務 郵便等 平成21年度書留等受信簿 燕労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 郵便等 平成22年度書留等受信簿 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 庶務 郵便等 平成23年度書留等受信簿 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 郵便等 平成24年度書留等受信簿 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 郵便等 平成25年度書留等受信簿 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 郵便等 平成26年度書留等受信簿 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 防災 平成22年度防災訓練 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 庶務 防災 平成23年度防災訓練 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 防災 平成24年度防災訓練 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 防災 平成25年度防災訓練 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 防災 平成26年度防災訓練 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2008年度 燕労災病院 庶務 文書管理 平成20年文書受信簿 燕労災病院総務課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 庶務 文書管理 平成21年文書受信簿 燕労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 文書管理 平成22年文書受信簿 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 庶務 文書管理 平成23年文書受信簿 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 文書管理 平成24年文書受信簿 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 文書管理 平成25年文書受信簿 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 文書管理 平成26年文書受信簿 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2008年度 燕労災病院 庶務 文書管理 平成20年文書受信簿(その他) 燕労災病院総務課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 庶務 文書管理 平成21年文書受信簿(その他) 燕労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 文書管理 平成22年文書受信簿(その他) 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 庶務 文書管理 平成23年文書受信簿(その他) 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 文書管理 平成24年文書受信簿(その他) 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 文書管理 平成25年文書受信簿(その他) 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 文書管理 平成26年文書受信簿(その他) 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
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2008年度 燕労災病院 庶務 文書管理 平成20年文書発信簿 燕労災病院総務課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 庶務 文書管理 平成21年文書発信簿 燕労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 文書管理 平成22年文書発信簿 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 庶務 文書管理 平成23年文書発信簿 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 文書管理 平成24年文書発信簿 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 文書管理 平成25年文書発信簿 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 文書管理 平成26年文書発信簿 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2009年度 燕労災病院 庶務 文書管理 燕労災病院法人文書ファイル管理簿 燕労災病院総務課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2008年度 燕労災病院 庶務 福利厚生 平成20年度福利厚生委員会議事録 燕労災病院総務課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 庶務 福利厚生 平成21年度福利厚生委員会議事録 燕労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 福利厚生 平成22年度福利厚生委員会議事録 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 庶務 福利厚生 平成23年度福利厚生委員会議事録 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 福利厚生 平成24年度福利厚生委員会議事録 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 福利厚生 平成25年度福利厚生委員会議事録 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 福利厚生 平成26年度福利厚生委員会議事録 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 福利厚生 平成22年度厚生会通知・報告 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 庶務 福利厚生 平成23年度厚生会通知・報告 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 福利厚生 平成24年度厚生会通知・報告 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 福利厚生 平成25年度厚生会通知・報告 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 福利厚生 平成26年度厚生会通知・報告 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 服務 平成22年度出勤簿 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 庶務 服務 平成23年度出勤簿 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 服務 平成24年度出勤簿 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 服務 平成25年度出勤簿 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 服務 平成26年度出勤簿 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 服務 平成22年度休暇及び欠勤伺簿 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 庶務 服務 平成23年度休暇及び欠勤伺簿 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 服務 平成24年度休暇及び欠勤伺簿 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 服務 平成25年度休暇及び欠勤伺簿 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 服務 平成26年度休暇及び欠勤伺簿 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 服務 平成22年度勤務実績簿 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 庶務 服務 平成23年度勤務実績簿 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 服務 平成24年度勤務実績簿 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 服務 平成25年度勤務実績簿 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 服務 平成26年度勤務実績簿 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 服務 平成22年度公用外出伺(簿) 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 庶務 服務 平成23年度公用外出伺(簿) 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 服務 平成24年度公用外出伺(簿) 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 服務 平成25年度公用外出伺(簿) 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 服務 平成26年度公用外出伺(簿) 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 服務 平成22年度時間外勤務命令簿 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 庶務 服務 平成23年度時間外勤務命令簿 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 服務 平成24年度時間外勤務命令簿 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 服務 平成25年度時間外勤務命令簿 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 服務 平成26年度時間外勤務命令簿 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 服務 平成22年度旅行命令簿 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 庶務 服務 平成23年度旅行命令簿 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 服務 平成24年度旅行命令簿 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 服務 平成25年度旅行命令簿 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 服務 平成26年度旅行命令簿 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 服務 平成22年度出張復命書 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 庶務 服務 平成23年度出張復命書 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 服務 平成24年度出張復命書 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 服務 平成25年度出張復命書 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 服務 平成26年度出張復命書 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 服務 平成22年度兼職内申・伺書 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 庶務 服務 平成23年度兼職内申・伺書 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 服務 平成24年度兼職内申・伺書 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 服務 平成25年度兼職内申・伺書 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 服務 平成26年度兼職内申・伺書 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 服務 平成22年度緊急呼出交通費 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 庶務 服務 平成23年度緊急呼出交通費 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 服務 平成24年度緊急呼出交通費 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 服務 平成25年度緊急呼出交通費 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 服務 平成26年度緊急呼出交通費 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2008年度 燕労災病院 庶務 任免簿 平成20年度代理会計機関任免簿 燕労災病院総務課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 庶務 任免簿 平成21年度代理会計機関任免簿 燕労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 任免簿 平成22年度代理会計機関任免簿 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 庶務 任免簿 平成23年度代理会計機関任免簿 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 任免簿 平成24年度代理会計機関任免簿 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 任免簿 平成25年度代理会計機関任免簿 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 任免簿 平成26年度代理会計機関任免簿 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2008年度 燕労災病院 庶務 任免簿 平成20年度出納員任免簿 燕労災病院総務課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 庶務 任免簿 平成21年度出納員任免簿 燕労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
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2010年度 燕労災病院 庶務 任免簿 平成22年度出納員任免簿 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 庶務 任免簿 平成23年度出納員任免簿 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 任免簿 平成24年度出納員任免簿 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 任免簿 平成25年度出納員任免簿 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 任免簿 平成26年度出納員任免簿 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2009年度 燕労災病院 庶務 任免簿 公印取扱責任者任免簿（平成21年度） 燕労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 任免簿 公印取扱責任者任免簿（平成22年度） 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 庶務 任免簿 公印取扱責任者任免簿（平成23年度） 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 任免簿 公印取扱責任者任免簿（平成24年度） 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 任免簿 公印取扱責任者任免簿（平成25年度） 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 任免簿 公印取扱責任者任免簿（平成26年度） 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 日誌 平成22年度病院日誌 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 庶務 日誌 平成23年度病院日誌 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 日誌 平成24年度病院日誌 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 日誌 平成25年度病院日誌 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 日誌 平成26年度病院日誌 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 日誌 平成22年度宿日直日誌(事務) 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 庶務 日誌 平成23年度宿日直日誌(事務) 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 日誌 平成24年度宿日直日誌(事務) 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 日誌 平成25年度宿日直日誌(事務) 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 日誌 平成26年度宿日直日誌(事務) 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 日誌 平成22年度宿日直日誌(医師) 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 庶務 日誌 平成23年度宿日直日誌(医師) 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 日誌 平成24年度宿日直日誌(医師) 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 日誌 平成25年度宿日直日誌(医師) 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 日誌 平成26年度宿日直日誌(医師) 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2008年度 燕労災病院 庶務 日誌 平成20年度運転日誌 燕労災病院総務課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 庶務 日誌 平成21年度運転日誌 燕労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 日誌 平成22年度運転日誌 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 庶務 日誌 平成23年度運転日誌 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 日誌 平成24年度運転日誌 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 日誌 平成25年度運転日誌 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 日誌 平成26年度運転日誌 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2008年度 燕労災病院 庶務 日誌 平成20年度清掃日誌 燕労災病院総務課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 庶務 日誌 平成21年度清掃日誌 燕労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 日誌 平成22年度清掃日誌 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 庶務 日誌 平成23年度清掃日誌 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 日誌 平成24年度清掃日誌 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 日誌 平成25年度清掃日誌 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 日誌 平成26年度清掃日誌 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2008年度 燕労災病院 庶務 日誌 平成20年度電話交換日誌 燕労災病院総務課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 庶務 日誌 平成21年度電話交換日誌 燕労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 日誌 平成22年度電話交換日誌 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 庶務 日誌 平成23年度電話交換日誌 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 日誌 平成24年度電話交換日誌 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 日誌 平成25年度電話交換日誌 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 日誌 平成26年度電話交換日誌 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2008年度 燕労災病院 庶務 日誌 平成20年度守衛日誌 燕労災病院総務課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 庶務 日誌 平成21年度守衛日誌 燕労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 日誌 平成22年度守衛日誌 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 庶務 日誌 平成23年度守衛日誌 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 日誌 平成24年度守衛日誌 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 日誌 平成25年度守衛日誌 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 日誌 平成26年度守衛日誌 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 調査報告 平成22年度本部照会・報告 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 庶務 調査報告 平成23年度本部照会・報告 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 調査報告 平成24年度本部照会・報告 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 調査報告 平成25年度本部照会・報告 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 調査報告 平成26年度本部照会・報告 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 調査報告 平成22年度新潟県等通知文書・照会・報告 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 庶務 調査報告 平成23年度新潟県等通知文書・照会・報告 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 調査報告 平成24年度新潟県等通知文書・照会・報告 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 調査報告 平成25年度新潟県等通知文書・照会・報告 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 調査報告 平成26年度新潟県等通知文書・照会・報告 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 庶務 庁舎管理 平成23年度職員宿舎入居申請書・入居届・退去届 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2012年度 燕労災病院 庶務 庁舎管理 平成24年度職員宿舎入居申請書・入居届・退去届 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 2 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 庁舎管理 平成25年度職員宿舎入居申請書・入居届・退去届 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 2 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 庁舎管理 平成26年度職員宿舎入居申請書・入居届・退去届 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 2 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2003年度 燕労災病院 庶務 税申告 平成15年源泉徴収票 燕労災病院総務課長 2004年4月1日 11 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2004年度 燕労災病院 庶務 税申告 平成16年源泉徴収票 燕労災病院総務課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2005年度 燕労災病院 庶務 税申告 平成17年源泉徴収票 燕労災病院総務課長 2006年4月1日 10 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2006年度 燕労災病院 庶務 税申告 平成18年源泉徴収票 燕労災病院総務課長 2007年4月1日 10 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2007年度 燕労災病院 庶務 税申告 平成19年源泉徴収票 燕労災病院総務課長 2008年4月1日 10 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2008年度 燕労災病院 庶務 税申告 平成20年源泉徴収票 燕労災病院総務課長 2009年4月1日 10 2019年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
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2009年度 燕労災病院 庶務 税申告 平成21年源泉徴収票 燕労災病院総務課長 2010年4月1日 10 2020年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 税申告 平成22年源泉徴収票 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 10 2021年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 庶務 税申告 平成23年源泉徴収票 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 税申告 平成24年源泉徴収票 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 税申告 平成25年源泉徴収票 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 税申告 平成26年源泉徴収票 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2008年度 燕労災病院 庶務 税申告 平成20年扶養控除等申告書 燕労災病院総務課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 庶務 税申告 平成21年扶養控除等申告書 燕労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 税申告 平成22年扶養控除等申告書 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 庶務 税申告 平成23年扶養控除等申告書 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 税申告 平成24年扶養控除等申告書 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 税申告 平成25年扶養控除等申告書 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 税申告 平成26年扶養控除等申告書 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 税申告 平成22年退職所得申告書 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 庶務 税申告 平成23年退職所得申告書 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 税申告 平成24年退職所得申告書 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 税申告 平成25年退職所得申告書 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 税申告 平成26年退職所得申告書 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 税申告 平成22年所得税納付書 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 庶務 税申告 平成23年所得税納付書 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 税申告 平成24年所得税納付書 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 税申告 平成25年所得税納付書 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 税申告 平成26年所得税納付書 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2008年度 燕労災病院 庶務 税申告 平成20年度住民税通知書 燕労災病院総務課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 庶務 税申告 平成21年度住民税通知書 燕労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 税申告 平成22年度住民税通知書 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 庶務 税申告 平成23年度住民税通知書 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 税申告 平成24年度住民税通知書 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 税申告 平成25年度住民税通知書 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 税申告 平成26年度住民税通知書 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2008年度 燕労災病院 庶務 税申告 平成20年給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 燕労災病院総務課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 庶務 税申告 平成21年給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 燕労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 税申告 平成22年給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 庶務 税申告 平成23年給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 税申告 平成24年給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 税申告 平成25年給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 税申告 平成26年給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2003年度 燕労災病院 庶務 税申告 平成15年生命保険料控除申告書 燕労災病院総務課長 2004年4月1日 11 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2004年度 燕労災病院 庶務 税申告 平成16年生命保険料控除申告書 燕労災病院総務課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2005年度 燕労災病院 庶務 税申告 平成17年生命保険料控除申告書 燕労災病院総務課長 2006年4月1日 10 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2006年度 燕労災病院 庶務 税申告 平成18年生命保険料控除申告書 燕労災病院総務課長 2007年4月1日 10 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2007年度 燕労災病院 庶務 税申告 平成19年生命保険料控除申告書 燕労災病院総務課長 2008年4月1日 10 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2008年度 燕労災病院 庶務 税申告 平成20年生命保険料控除申告書 燕労災病院総務課長 2009年4月1日 10 2019年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2009年度 燕労災病院 庶務 税申告 平成21年生命保険料控除申告書 燕労災病院総務課長 2010年4月1日 10 2020年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 税申告 平成22年生命保険料控除申告書 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 10 2021年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 庶務 税申告 平成23年生命保険料控除申告書 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 税申告 平成24年生命保険料控除申告書 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 税申告 平成25年生命保険料控除申告書 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 税申告 平成26年生命保険料控除申告書 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成24年度履歴事項変更届 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 2 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2013年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成25年度履歴事項変更届 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 1 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成26年度履歴事項変更届 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 1 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成22年度採用内申書 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成23年度採用内申書 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成24年度採用内申書 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成25年度採用内申書 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成26年度採用内申書 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成22年度退職内申書 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成23年度退職内申書 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成24年度退職内申書 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成25年度退職内申書 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成26年度退職内申書 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成22年度嘱託採用 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成23年度嘱託採用 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成24年度嘱託採用 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成25年度嘱託採用 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成26年度嘱託採用 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成22年度配置換内申書 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成23年度配置換内申書 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成24年度配置換内申書 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成25年度配置換内申書 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成26年度配置換内申書 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成22年度補職・兼務内申書 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成23年度補職・兼務内申書 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
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2012年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成24年度補職・兼務内申書 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成25年度補職・兼務内申書 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成26年度補職・兼務内申書 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成22年度休職・復職内申書 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成23年度休職・復職内申書 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成24年度休職・復職内申書 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成25年度休職・復職内申書 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成26年度休職・復職内申書 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成22年度昇給昇格内申・発令書 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成23年度昇給昇格内申・発令書 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成24年度昇給昇格内申・発令書 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成25年度昇給昇格内申・発令書 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成26年度昇給昇格内申・発令書 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成22年度外国出張 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成23年度外国出張 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成24年度外国出張 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成25年度外国出張 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成22年度身体障害者雇用状況調 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成23年度身体障害者雇用状況調 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成24年度身体障害者雇用状況調 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成25年度身体障害者雇用状況調 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成26年度身体障害者雇用状況調 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成22年度診療応援医師等承認願 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成23年度診療応援医師等承認願 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成24年度診療応援医師等承認願 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成25年度診療応援医師等承認願 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成26年度診療応援医師等承認願 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
1983年度 燕労災病院 庶務 人事関係 昭和58年度退職者履歴書 燕労災病院総務課長 1984年4月1日 31 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
1984年度 燕労災病院 庶務 人事関係 昭和59年度退職者履歴書 燕労災病院総務課長 1985年4月1日 30 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
1985年度 燕労災病院 庶務 人事関係 昭和60年度退職者履歴書 燕労災病院総務課長 1986年4月1日 30 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
1986年度 燕労災病院 庶務 人事関係 昭和61年度退職者履歴書 燕労災病院総務課長 1987年4月1日 30 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
1987年度 燕労災病院 庶務 人事関係 昭和62年度退職者履歴書 燕労災病院総務課長 1988年4月1日 30 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
1988年度 燕労災病院 庶務 人事関係 昭和63年度退職者履歴書 燕労災病院総務課長 1989年4月1日 30 2019年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
1989年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成元年度退職者履歴書 燕労災病院総務課長 1990年4月1日 30 2020年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
1990年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成2年度退職者履歴書 燕労災病院総務課長 1991年4月1日 30 2021年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
1991年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成3年度退職者履歴書 燕労災病院総務課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
1992年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成4年度退職者履歴書 燕労災病院総務課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
1993年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成5年度退職者履歴書 燕労災病院総務課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
1994年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成6年度退職者履歴書 燕労災病院総務課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
1995年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成7年度退職者履歴書 燕労災病院総務課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
1996年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成8年度退職者履歴書 燕労災病院総務課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
1997年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成9年度退職者履歴書 燕労災病院総務課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
1998年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成10年度退職者履歴書 燕労災病院総務課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
1999年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成11年度退職者履歴書 燕労災病院総務課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2000年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成12年度退職者履歴書 燕労災病院総務課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2001年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成13年度退職者履歴書 燕労災病院総務課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2002年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成14年度退職者履歴書 燕労災病院総務課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2003年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成15年度退職者履歴書 燕労災病院総務課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2004年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成16年度退職者履歴書 燕労災病院総務課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2005年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成17年度退職者履歴書 燕労災病院総務課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2006年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成18年度退職者履歴書 燕労災病院総務課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2007年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成19年度退職者履歴書 燕労災病院総務課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2008年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成20年度退職者履歴書 燕労災病院総務課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2009年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成21年度退職者履歴書 燕労災病院総務課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成22年度退職者履歴書 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成23年度退職者履歴書 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成24年度退職者履歴書 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成25年度退職者履歴書 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成26年度退職者履歴書 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成24年度職員配置表 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 2 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2013年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成25年度職員配置表 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 1 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 人事関係 平成26年度職員配置表 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 1 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2008年度 燕労災病院 庶務 人事関係 履歴書 燕労災病院総務課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2003年度 燕労災病院 庶務 叙勲・表彰 平成15年度永年勤続表彰等 燕労災病院総務課長 2004年4月1日 11 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2004年度 燕労災病院 庶務 叙勲・表彰 平成16年度永年勤続表彰等 燕労災病院総務課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2005年度 燕労災病院 庶務 叙勲・表彰 平成17年度永年勤続表彰等 燕労災病院総務課長 2006年4月1日 10 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2006年度 燕労災病院 庶務 叙勲・表彰 平成18年度永年勤続表彰等 燕労災病院総務課長 2007年4月1日 10 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2007年度 燕労災病院 庶務 叙勲・表彰 平成19年度永年勤続表彰等 燕労災病院総務課長 2008年4月1日 10 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2008年度 燕労災病院 庶務 叙勲・表彰 平成20年度永年勤続表彰等 燕労災病院総務課長 2009年4月1日 10 2019年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2009年度 燕労災病院 庶務 叙勲・表彰 平成21年度永年勤続表彰等 燕労災病院総務課長 2010年4月1日 10 2020年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 叙勲・表彰 平成22年度永年勤続表彰等 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 10 2021年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 庶務 叙勲・表彰 平成23年度永年勤続表彰等 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 叙勲・表彰 平成24年度永年勤続表彰等 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 叙勲・表彰 平成25年度永年勤続表彰等 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
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2014年度 燕労災病院 庶務 叙勲・表彰 平成26年度永年勤続表彰等 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 庶務管理 平成22年度職員就業規則変更届出・労働基準法37条協定書及び届出 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 庶務 庶務管理 平成23年度職員就業規則変更届出・労働基準法37条協定書及び届出 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 庶務管理 平成24年度職員就業規則変更届出・労働基準法37条協定書及び届出 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 庶務管理 平成25年度職員就業規則変更届出・労働基準法37条協定書及び届出 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 庶務管理 平成26年度職員就業規則変更届出・労働基準法37条協定書及び届出 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 庶務管理 平成24年度病院概況 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 2 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2013年度 燕労災病院 庶務 庶務管理 平成25年度病院概況 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 1 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 庶務管理 平成24年度職員住所録・緊急時連絡網 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 2 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2013年度 燕労災病院 庶務 庶務管理 平成25年度職員住所録・緊急時連絡網 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 1 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 庶務管理 平成22年度苦情処理 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 庶務 庶務管理 平成23年度苦情処理 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 庶務管理 平成24年度苦情処理 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 庶務管理 平成25年度苦情処理 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 庶務管理 平成26年度苦情処理 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 庶務管理 平成22年度照会・報告・証明 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 庶務 庶務管理 平成23年度照会・報告・証明 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 庶務管理 平成24年度照会・報告・証明 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 庶務管理 平成25年度照会・報告・証明 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 庶務管理 平成26年度照会・報告・証明 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2008年度 燕労災病院 庶務 庶務管理 平成20年度職場懇談会開催状況報告 燕労災病院総務課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 庶務 庶務管理 平成21年度職場懇談会開催状況報告 燕労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 庶務管理 平成22年度職場懇談会開催状況報告 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 庶務 庶務管理 平成23年度職場懇談会開催状況報告 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 庶務管理 平成24年度職場懇談会開催状況報告 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 庶務管理 平成25年度職場懇談会開催状況報告 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 庶務管理 平成26年度職場懇談会開催状況報告 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2009年度 燕労災病院 庶務 施設基準届出 施設基準届出書 燕労災病院総務課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 行事 平成22年度「看護の日」 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 庶務 行事 平成23年度「看護の日」 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 行事 平成24年度「看護の日」 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 行事 平成25年度「看護の日」 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 行事 平成26年度「看護の日」 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2008年度 燕労災病院 庶務 広報 平成20年度ろうさいフォーラム 燕労災病院総務課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 庶務 広報 平成21年度ろうさいフォーラム 燕労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 広報 平成22年度ろうさいフォーラム 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 庶務 広報 院外広報誌「燕ろうさいつうしん」（平成23年度） 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2012年度 燕労災病院 庶務 広報 院外広報誌「燕ろうさいつうしん」（平成24年度） 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 2 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 広報 院外広報誌「燕ろうさいつうしん」（平成25年度） 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 2 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 広報 院外広報誌「燕ろうさいつうしん」（平成26年度） 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 2 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
1988年度 燕労災病院 庶務 広報 燕労災病院十年誌 燕労災病院総務課長 1989年4月1日 30 2019年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
1999年度 燕労災病院 庶務 広報 燕労災病院二十年誌 燕労災病院総務課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2005年度 燕労災病院 庶務 広報 平成17年度燕労災病院年報 燕労災病院総務課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2006年度 燕労災病院 庶務 広報 平成18年度燕労災病院年報 燕労災病院総務課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2007年度 燕労災病院 庶務 広報 平成19年度燕労災病院年報 燕労災病院総務課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2008年度 燕労災病院 庶務 広報 平成20年度燕労災病院年報 燕労災病院総務課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2009年度 燕労災病院 庶務 広報 平成21年度燕労災病院年報 燕労災病院総務課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2008年度 燕労災病院 庶務 研修 平成20年度本部主催研修 燕労災病院総務課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 庶務 研修 平成21年度本部主催研修 燕労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 研修 平成22年度本部主催研修 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 庶務 研修 平成23年度本部主催研修 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 研修 平成24年度本部主催研修 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 研修 平成25年度本部主催研修 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 研修 平成26年度本部主催研修 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 健康保険 平成22年度健保・厚保・基金資格取得・転入届 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 庶務 健康保険 平成23年度健保・厚保・基金資格取得・転入届 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 健康保険 平成24年度健保・厚保・基金資格取得・転入届 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 健康保険 平成25年度健保・厚保・基金資格取得・転入届 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 健康保険 平成26年度健保・厚保・基金資格取得・転入届 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 健康保険 平成22年度健保・厚保・基金資格喪失・転出届 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 庶務 健康保険 平成23年度健保・厚保・基金資格喪失・転出届 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 健康保険 平成24年度健保・厚保・基金資格喪失・転出届 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 健康保険 平成25年度健保・厚保・基金資格喪失・転出届 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 健康保険 平成26年度健保・厚保・基金資格喪失・転出届 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 健康保険 平成22年度健保・厚保・基金育児休業保険料免除届 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 庶務 健康保険 平成23年度健保・厚保・基金育児休業保険料免除届 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 健康保険 平成24年度健保・厚保・基金育児休業保険料免除届 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 健康保険 平成25年度健保・厚保・基金育児休業保険料免除届 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 健康保険 平成26年度健保・厚保・基金育児休業保険料免除届 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 健康保険 平成22年度健保・厚保・基金氏名変更 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 庶務 健康保険 平成23年度健保・厚保・基金氏名変更 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 健康保険 平成24年度健保・厚保・基金氏名変更 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 健康保険 平成25年度健保・厚保・基金氏名変更 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 健康保険 平成26年度健保・厚保・基金氏名変更 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
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管理者
保存期間
満了後の

措置

2010年度 燕労災病院 庶務 健康保険 平成22年度健保・厚保・基金事業主負担内訳 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 庶務 健康保険 平成23年度健保・厚保・基金事業主負担内訳 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 健康保険 平成24年度健保・厚保・基金事業主負担内訳 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 健康保険 平成25年度健保・厚保・基金事業主負担内訳 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 健康保険 平成26年度健保・厚保・基金事業主負担内訳 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 健康保険 平成22年度算定基礎・月額変更届 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 庶務 健康保険 平成23年度算定基礎・月額変更届 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 健康保険 平成24年度算定基礎・月額変更届 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 健康保険 平成25年度算定基礎・月額変更届 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 健康保険 平成26年度算定基礎・月額変更届 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 健康保険 平成22年度基金加入員給与月額変更届 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 庶務 健康保険 平成23年度基金加入員給与月額変更届 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 健康保険 平成24年度基金加入員給与月額変更届 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 健康保険 平成25年度基金加入員給与月額変更届 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 健康保険 平成26年度基金加入員給与月額変更届 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 健康保険 平成22年度健康保険給付関係綴 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 庶務 健康保険 平成23年度健康保険給付関係綴 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 健康保険 平成24年度健康保険給付関係綴 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 健康保険 平成25年度健康保険給付関係綴 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 健康保険 平成26年度健康保険給付関係綴 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 健康保険 平成22年度社会保険加入者名簿 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 庶務 健康保険 平成23年度社会保険加入者名簿 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 健康保険 平成24年度社会保険加入者名簿 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 健康保険 平成25年度社会保険加入者名簿 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 健康保険 平成26年度社会保険加入者名簿 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 健康保険 健康保険被扶養者届 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2010年度 燕労災病院 庶務 業務上災害 平成22年度事故報告書 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 庶務 業務上災害 平成23年度事故報告書 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 業務上災害 平成24年度事故報告書 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 業務上災害 平成25年度事故報告書 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 業務上災害 平成26年度事故報告書 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 給与 平成22年度給与支給台帳 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 庶務 給与 平成23年度給与支給台帳 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 給与 平成24年度給与支給台帳 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 給与 平成25年度給与支給台帳 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 給与 平成26年度給与支給台帳 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 給与 平成22年度給与台帳 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 庶務 給与 平成23年度給与台帳 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 給与 平成24年度給与台帳 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 給与 平成25年度給与台帳 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 給与 平成26年度給与台帳 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 給与 平成22年度給与振込み依頼書完結分 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 庶務 給与 平成23年度給与振込み依頼書完結分 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 給与 平成24年度給与振込み依頼書完結分 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 給与 平成25年度給与振込み依頼書完結分 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 給与 平成26年度給与振込み依頼書完結分 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 給与 平成22年度扶養届完結分 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 庶務 給与 平成23年度扶養届完結分 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 給与 平成24年度扶養届完結分 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 給与 平成25年度扶養届完結分 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 給与 平成26年度扶養届完結分 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 給与 平成22年度住居届完結分 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 庶務 給与 平成23年度住居届完結分 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 給与 平成24年度住居届完結分 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 給与 平成25年度住居届完結分 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 給与 平成26年度住居届完結分 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 給与 平成22年度通勤届完結分 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 庶務 給与 平成23年度通勤届完結分 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 給与 平成24年度通勤届完結分 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 給与 平成25年度通勤届完結分 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 給与 平成26年度通勤届完結分 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 給与 平成22年度単身赴任届・認定簿完結分 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 庶務 給与 平成23年度単身赴任届・認定簿完結分 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 給与 平成24年度単身赴任届・認定簿完結分 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 給与 平成25年度単身赴任届・認定簿完結分 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 給与 平成26年度単身赴任届・認定簿完結分 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 給与 平成22年度法定外控除一覧表 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 庶務 給与 平成23年度法定外控除一覧表 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 給与 平成24年度法定外控除一覧表 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 給与 平成25年度法定外控除一覧表 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 給与 平成26年度法定外控除一覧表 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 給与 平成22年度財形貯蓄給与天引き異動明細書 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 庶務 給与 平成23年度財形貯蓄給与天引き異動明細書 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 給与 平成24年度財形貯蓄給与天引き異動明細書 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
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2013年度 燕労災病院 庶務 給与 平成25年度財形貯蓄給与天引き異動明細書 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 給与 平成26年度財形貯蓄給与天引き異動明細書 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 給与 平成22年度生命保険料給与天引き異動明細書 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 庶務 給与 平成23年度生命保険料給与天引き異動明細書 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 給与 平成24年度生命保険料給与天引き異動明細書 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 給与 平成25年度生命保険料給与天引き異動明細書 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 給与 平成26年度生命保険料給与天引き異動明細書 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 給与 平成22年度損害保険給与天引き異動明細書 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 庶務 給与 平成23年度損害保険給与天引き異動明細書 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 給与 平成24年度損害保険給与天引き異動明細書 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 給与 平成25年度損害保険給与天引き異動明細書 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 給与 平成26年度損害保険給与天引き異動明細書 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 給与 平成22年度診療応援謝礼支給台帳・明細書 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 庶務 給与 平成23年度診療応援謝礼支給台帳・明細書 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 給与 平成24年度診療応援謝礼支給台帳・明細書 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 給与 平成25年度診療応援謝礼支給台帳・明細書 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 給与 平成26年度診療応援謝礼支給台帳・明細書 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 庶務 給与 平成23年度住所変更届 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2012年度 燕労災病院 庶務 給与 平成24年度住所変更届 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 2 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 給与 平成25年度住所変更届 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 2 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 給与 平成26年度住所変更届 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 2 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2009年度 燕労災病院 庶務 給与 単身赴任届・認定簿 燕労災病院総務課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2008年度 燕労災病院 庶務 給与 通勤届 燕労災病院総務課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2008年度 燕労災病院 庶務 給与 給与振込依頼書 燕労災病院総務課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2008年度 燕労災病院 庶務 給与 扶養届 燕労災病院総務課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2009年度 燕労災病院 庶務 給与 住居届 燕労災病院総務課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2008年度 燕労災病院 庶務 監査 平成20年度医療監視 燕労災病院総務課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 庶務 監査 平成21年度医療監視 燕労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 監査 平成22年度医療監視 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 庶務 監査 平成23年度医療監視 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 監査 平成24年度医療監視 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 監査 平成25年度医療監視 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 監査 平成26年度医療監視 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2000年度 燕労災病院 庶務 監査 平成12年度監事監査結果報告 燕労災病院総務課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2001年度 燕労災病院 庶務 監査 平成13年度監事監査結果報告 燕労災病院総務課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2002年度 燕労災病院 庶務 監査 平成14年度監事監査結果報告 燕労災病院総務課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2003年度 燕労災病院 庶務 監査 平成15年度監事監査結果報告 燕労災病院総務課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2004年度 燕労災病院 庶務 監査 平成16年度監事監査結果報告 燕労災病院総務課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2005年度 燕労災病院 庶務 監査 平成17年度監事監査結果報告 燕労災病院総務課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2006年度 燕労災病院 庶務 監査 平成18年度監事監査結果報告 燕労災病院総務課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2007年度 燕労災病院 庶務 監査 平成19年度監事監査結果報告 燕労災病院総務課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 監査 平成22年度監事監査結果報告 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 監査 平成26年度監事監査結果報告 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2008年度 燕労災病院 庶務 会議等 平成20年度本部主催会議 燕労災病院総務課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 庶務 会議等 平成21年度本部主催会議 燕労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 会議等 平成22年度本部主催会議 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 庶務 会議等 平成23年度本部主催会議 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 会議等 平成24年度本部主催会議 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 会議等 平成25年度本部主催会議 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 会議等 平成26年度本部主催会議 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2008年度 燕労災病院 庶務 会議等 平成20年度基本協議議事録 燕労災病院総務課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 庶務 会議等 平成21年度基本協議議事録 燕労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 会議等 平成22年度基本協議議事録 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 庶務 会議等 平成23年度基本協議議事録 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 会議等 平成24年度基本協議議事録 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 会議等 平成25年度基本協議議事録 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 会議等 平成26年度基本協議議事録 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2008年度 燕労災病院 庶務 会議等 平成20年度運営会議議事録 燕労災病院総務課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 庶務 会議等 平成21年度運営会議議事録 燕労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 会議等 平成22年度運営会議議事録 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 庶務 会議等 平成23年度運営会議議事録 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 会議等 平成24年度運営会議議事録 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 会議等 平成25年度運営会議議事録 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 会議等 平成26年度運営会議議事録 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2008年度 燕労災病院 庶務 会議等 平成20年度患者サービス向上委員会議事録 燕労災病院総務課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 庶務 会議等 平成21年度患者サービス向上委員会議事録 燕労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 会議等 平成22年度患者サービス向上委員会議事録 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 庶務 会議等 平成23年度患者サービス向上委員会議事録 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 会議等 平成24年度患者サービス向上委員会議事録 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 会議等 平成25年度患者サービス向上委員会議事録 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 会議等 平成26年度患者サービス向上委員会議事録 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2008年度 燕労災病院 庶務 会議等 平成20年度倫理委員会議事録 燕労災病院総務課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 庶務 会議等 平成21年度倫理委員会議事録 燕労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 会議等 平成22年度倫理委員会議事録 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
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2011年度 燕労災病院 庶務 会議等 平成23年度倫理委員会議事録 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 会議等 平成24年度倫理委員会議事録 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 会議等 平成25年度倫理委員会議事録 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 会議等 平成26年度倫理委員会議事録 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2009年度 燕労災病院 庶務 会議等 関東・中部地区労災病院ブロック会議 燕労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 会議等 関東・中部地区労災病院ブロック会議 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2009年度 燕労災病院 庶務 会議等 関東・中部地区労災病院副院長会議 燕労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 会議等 関東・中部地区労災病院副院長会議 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 庶務 会議等 関東・中部地区労災病院副院長会議 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2008年度 燕労災病院 庶務 衛生 平成20年度衛生委員会議事録 燕労災病院総務課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 庶務 衛生 平成21年度衛生委員会議事録 燕労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 衛生 平成22年度衛生委員会議事録 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 庶務 衛生 平成23年度衛生委員会議事録 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 衛生 平成24年度衛生委員会議事録 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 衛生 平成25年度衛生委員会議事録 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 衛生 平成26年度衛生委員会議事録 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2008年度 燕労災病院 庶務 衛生 平成20年度健康診断個人票 燕労災病院総務課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 庶務 衛生 平成21年度健康診断個人票 燕労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 衛生 平成22年度健康診断個人票 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 庶務 衛生 平成23年度健康診断個人票 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 衛生 平成24年度健康診断個人票 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 衛生 平成25年度健康診断個人票 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 衛生 平成26年度健康診断個人票 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2008年度 燕労災病院 庶務 衛生 平成20年度特殊健診個人票 燕労災病院総務課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 庶務 衛生 平成21年度特殊健診個人票 燕労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 衛生 平成22年度特殊健診個人票 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 庶務 衛生 平成23年度特殊健診個人票 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 衛生 平成24年度特殊健診個人票 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 衛生 平成25年度特殊健診個人票 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 衛生 平成26年度特殊健診個人票 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2008年度 燕労災病院 庶務 衛生 平成20年度電離放射線健診個人票 燕労災病院総務課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 庶務 衛生 平成21年度電離放射線健診個人票 燕労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 衛生 平成22年度電離放射線健診個人票 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 庶務 衛生 平成23年度電離放射線健診個人票 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 衛生 平成24年度電離放射線健診個人票 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 衛生 平成25年度電離放射線健診個人票 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 衛生 平成26年度電離放射線健診個人票 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2008年度 燕労災病院 庶務 衛生 平成20年度定期検診結果報告書 燕労災病院総務課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 庶務 衛生 平成21年度定期検診結果報告書 燕労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 衛生 平成22年度定期検診結果報告書 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 庶務 衛生 平成23年度定期検診結果報告書 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 衛生 平成24年度定期検診結果報告書 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 衛生 平成25年度定期検診結果報告書 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 衛生 平成26年度定期検診結果報告書 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2008年度 燕労災病院 庶務 衛生 平成20年度特殊検診結果報告書 燕労災病院総務課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 庶務 衛生 平成21年度特殊検診結果報告書 燕労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 衛生 平成22年度特殊検診結果報告書 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 庶務 衛生 平成23年度特殊検診結果報告書 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 衛生 平成24年度特殊検診結果報告書 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 衛生 平成25年度特殊検診結果報告書 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 衛生 平成26年度特殊検診結果報告書 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2008年度 燕労災病院 庶務 衛生 平成20年度電離放射線検診結果報告書 燕労災病院総務課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 庶務 衛生 平成21年度電離放射線検診結果報告書 燕労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 衛生 平成22年度電離放射線検診結果報告書 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 庶務 衛生 平成23年度電離放射線検診結果報告書 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 衛生 平成24年度電離放射線検診結果報告書 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 衛生 平成25年度電離放射線検診結果報告書 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 衛生 平成26年度電離放射線検診結果報告書 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2008年度 燕労災病院 庶務 衛生 平成20年度採用時健康診断個人票 燕労災病院総務課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 庶務 衛生 平成21年度採用時健康診断個人票 燕労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 衛生 平成22年度採用時健康診断個人票 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 庶務 衛生 平成23年度採用時健康診断個人票 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 衛生 平成24年度採用時健康診断個人票 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 衛生 平成25年度採用時健康診断個人票 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 衛生 平成26年度採用時健康診断個人票 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2009年度 燕労災病院 庶務 医療法承認申請 医療法承認申請書 燕労災病院総務課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2008年度 燕労災病院 庶務 医療法承認申請 平成20年度保険医登録関係 燕労災病院総務課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 庶務 医療法承認申請 平成21年度保険医登録関係 燕労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 医療法承認申請 平成22年度保険医登録関係 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 庶務 医療法承認申請 平成23年度保険医登録関係 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 医療法承認申請 平成24年度保険医登録関係 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 医療法承認申請 平成25年度保険医登録関係 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 医療法承認申請 平成26年度保険医登録関係 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 医療法承認申請 平成22年度麻薬免許証申請登録関係 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
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2011年度 燕労災病院 庶務 医療法承認申請 平成23年度麻薬免許証申請登録関係 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 医療法承認申請 平成24年度麻薬免許証申請登録関係 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 医療法承認申請 平成25年度麻薬免許証申請登録関係 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 医療法承認申請 平成26年度麻薬免許証申請登録関係 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 その他保険 平成22年度労働保険料申告書 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 庶務 その他保険 平成23年度労働保険料申告書 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 その他保険 平成24年度労働保険料申告書 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 その他保険 平成25年度労働保険料申告書 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 その他保険 平成26年度労働保険料申告書 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 その他保険 平成22年度雇用保険届出事項事業主確認票 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 庶務 その他保険 平成23年度雇用保険届出事項事業主確認票 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 その他保険 平成24年度雇用保険届出事項事業主確認票 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 その他保険 平成25年度雇用保険届出事項事業主確認票 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 その他保険 平成26年度雇用保険届出事項事業主確認票 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 その他保険 平成22年度雇用保険被保険者離職証明書 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 庶務 その他保険 平成23年度雇用保険被保険者離職証明書 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 その他保険 平成24年度雇用保険被保険者離職証明書 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 その他保険 平成25年度雇用保険被保険者離職証明書 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 その他保険 平成26年度雇用保険被保険者離職証明書 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 その他保険 平成22年度雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 庶務 その他保険 平成23年度雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 その他保険 平成24年度雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 その他保険 平成25年度雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 その他保険 平成26年度雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 その他保険 平成22年度雇用保険六十歳到達時賃金月額証明書 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 庶務 その他保険 平成23年度雇用保険六十歳到達時賃金月額証明書 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 その他保険 平成24年度雇用保険六十歳到達時賃金月額証明書 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 その他保険 平成25年度雇用保険六十歳到達時賃金月額証明書 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 その他保険 平成26年度雇用保険六十歳到達時賃金月額証明書 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 その他通知等 平成22年度本部事務連絡 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 庶務 その他通知等 平成23年度本部事務連絡 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 その他通知等 平成24年度本部事務連絡 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 庶務 その他通知等 平成25年度本部事務連絡 燕労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 庶務 その他通知等 平成26年度本部事務連絡 燕労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 その他通知等 看護協会等文書 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 庶務 その他通知等 看護協会等文書 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 庶務 その他通知等 実習等受入関係文書 燕労災病院総務課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 庶務 その他通知等 実習等受入関係文書 燕労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 庶務 その他通知等 実習等受入関係文書 燕労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院総務課 燕労災病院総務課長 廃棄
2001年度 燕労災病院 会計 建築等契約 燕労災病院リニアック棟建築その他工事請負契約書 燕労災病院会計課長 2002年4月1日 13 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2001年度 燕労災病院 会計 建築等契約 燕労災病院リニアック棟機械設備その他工事請負契約書 燕労災病院会計課長 2002年4月1日 13 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2001年度 燕労災病院 会計 建築等契約 燕労災病院リニアック棟電気設備その他工事請負契約書 燕労災病院会計課長 2002年4月1日 13 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2004年度 燕労災病院 会計 建築等契約 平成16年度手術器具格納庫増築工事請負契約書 燕労災病院会計課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2007年度 燕労災病院 会計 建築等契約 アスベスト撤去その他工事請負契約書 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 10 2018年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2007年度 燕労災病院 会計 建築工事 アスベスト撤去施行計画書 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 建築工事 アスベスト撤去その他工事竣工図書 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度予算実施計画差引簿 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度給食業務委託他の随意契約等の実施原議 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度事務日当直業務の一般競争の実施原議 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度検査委託業務の一般競争等の実施原議 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度昇降設備保守点検業務他の一般競争等の実施原議 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度上期精米の一般競争の実施原議 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度液体酸素の一般競争の実施原議 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度下期精米の一般競争の実施原議 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度電気業務委託の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度ボイラー業務委託の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度給食業務委託の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度電話交換業務委託の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度病棟補助業務委託の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度検査業務委託の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度当直用・緊急用寝具の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度消防設備保守点検の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度昇降設備保守点検の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度電話交換設備保守点検の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度ナースコールの保守点検の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度自動ドアの保守契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度吸収冷凍機、吸収冷温水機の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度医療ガス設備の保守契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度高気圧酸素治療装置の保守契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度ＣＴ保守契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度頭腹部血管撮影装置の保守契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度新情報システムハードの保守契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度心臓血管撮影装置の保守契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度放射線治療システムの保守契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
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2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度オートエンボツサーの保守契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度ＣＲ装置の保守契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度臨床検査システムの保守契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度給茶機の保守契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度自動分析装置の保守契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度病院情報システムの保守契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度看護支援システムの保守契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度在宅酸素装置の賃借契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度ファクシミリの賃借契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度カラー複合機の賃借契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度新情報システムハードの賃借契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度厨房ダクトフィルターの賃借契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度玄関マットの賃借契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度ＣＰＡＰ装置の賃借契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度携帯型睡眠ポリグラフィ検査装置の賃借契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度医学中央雑誌ＣＤーＲＯＭの賃借契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度植木鉢の賃借契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度超音波骨折治療器の賃借契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度病室等カーテンの賃借契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度トイレ用エアー・ユニットの賃借契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度在宅人工呼吸器の賃借契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度薬品管理システムの賃借契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度臨床検査システムの賃借契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度準個室ユニット2床の賃借契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度冬期玄関マットの賃借契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度浄化槽維持管理契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度レントゲン廃液処理契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度心電図解析料の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度フィルムバッチ測定料の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度メッセージメディアネットワークシステム放映編集業務委託料の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度有線放送聴取契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度廃棄物収集運搬委託契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度感染性廃棄物収集運搬委託契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度感染性廃棄物処理委託契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度害虫駆除委託の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度ホルマリン収集運搬契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度ホルマリン処理契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度レントゲンフイルム廃棄処分契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度キシレン収集運搬契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度キシレン処理契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度除雪委託契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度上期精米の契約原議 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度笑気ガスボンベの契約原議 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度液体酸素の契約原議 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度医療用ガスの契約原議 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度上期乳製品の契約原議 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度上期ガソリンの契約原議 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度上期給食原料の契約原議 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度下期精米の契約原議 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度下期乳製品の契約原議 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度下期ガソリンの契約原議 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度下期給食原料の契約原議 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度準個室ユニット(4床)の賃貸契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度医療材料定数管理システム(ＳＰＤ)管理委託業務の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度給食業務委託他の随意契約等の実施原議 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度医事業務の一般競争等の実施原議 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度医事課業務の随意契約等の実施原議 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度事務日当直業務の一般競争の実施原議 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度病衣業務他の一般競争等の実施原議 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度検査委託業務の一般競争等の実施原議 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度清掃業務委託の一般競争等の実施原議 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度昇降設備保守点検業務他の一般競争等の実施原議 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度上期精米の一般競争の実施原議 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度液体酸素の一般競争の実施原議 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度下期精米の一般競争の実施原議 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度清掃業務委託の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度電気業務委託の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度ボイラー業務委託の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度守衛業務委託の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度給食業務委託の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度食器洗浄業務委託の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度医事業務委託の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度医事課業務委託の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度事務日当直業務の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
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2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度電話交換業務委託の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度医局事務業務委託の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度病棟補助業務委託の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度寝具業務委託の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度洗濯業務委託の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度病衣業務委託の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度検査業務委託の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度当直用・緊急用寝具の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度運転業務委託の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度外来業務委託の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度消防設備保守点検の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度昇降設備保守点検の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度電話交換設備保守点検の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度ナースコールの保守点検の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度自動ドアの保守契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度吸収冷凍機、吸収冷温水機の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度医療ガス設備の保守契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度新情報システムハードの保守契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度心臓血管撮影装置の保守契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度オートエンボツサーの保守契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度臨床検査システムの保守契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度給茶機の保守契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度自動分析装置の保守契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度病院情報システムの保守契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度看護支援システムの保守契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度在宅酸素装置の賃借契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度ファクシミリの賃借契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度カラー複合機の賃借契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度新情報システムハードの賃借契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度厨房ダクトフィルターの賃借契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度玄関マットの賃借契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度ＣＰＡＰ装置の賃借契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度携帯型睡眠ポリグラフィ検査装置の賃借契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度植木鉢の賃借契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度超音波骨折治療器の賃借契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度病室等カーテンの賃借契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度トイレ用エアー・ユニットの賃借契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度在宅人工呼吸器の賃借契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度薬品管理システムの賃借契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度臨床検査システムの賃借契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度準個室ユニット2床の賃借契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度冬期玄関マットの賃借契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度浄化槽維持管理契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度レントゲン廃液処理契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度心電図解析料の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度フィルムバッチ測定料の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度メッセージメディアネットワークシステム放映編集業務委託料の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度有線放送聴取契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度廃棄物収集運搬委託契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度感染性廃棄物収集運搬委託契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度感染性廃棄物処理委託契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度害虫駆除委託の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度ホルマリン収集運搬契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度ホルマリン処理契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度レントゲンフイルム廃棄処分契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度キシレン収集運搬契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度キシレン処理契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度除雪委託契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度上期精米の契約原議 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度液体ヘリウムの契約原議 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度笑気ガスボンベの契約原議 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度液体酸素の契約原議 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度医療用ガスの契約原議 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度上期乳製品の契約原議 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度上期ガソリンの契約原議 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度上期給食原料の契約原議 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度下期精米の契約原議 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度下期乳製品の契約原議 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度下期ガソリンの契約原議 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度下期給食原料の契約原議 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度医療材料定数管理システム(ＳＰＤ)管理委託業務の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度診療情報管理室業務の一般競争の実施原議 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度診療情報管理室業務の業務委託の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度医薬品の契約関係書類(契約書、契約原議書、入札実施原議書を含む) 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
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2008年度 燕労災病院 会計 契約 平成20年度昇降設備保守点検業務他の実施原議 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2008年度 燕労災病院 会計 契約 平成20年度上期精米の一般競争の実施原議 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2008年度 燕労災病院 会計 契約 平成20年度液体酸素の一般競争の実施原議 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2008年度 燕労災病院 会計 契約 平成20年度下期精米の一般競争の実施原議 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2008年度 燕労災病院 会計 契約 平成20年度清掃業務委託の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2008年度 燕労災病院 会計 契約 平成20年度設備管理業務委託の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2008年度 燕労災病院 会計 契約 平成20年度電話交換業務委託の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2008年度 燕労災病院 会計 契約 平成20年度検査業務委託の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2008年度 燕労災病院 会計 契約 平成20年度消防設備保守点検の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2008年度 燕労災病院 会計 契約 平成20年度昇降設備保守点検の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2008年度 燕労災病院 会計 契約 平成20年度電話交換設備保守点検の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2008年度 燕労災病院 会計 契約 平成20年度ナースコールの保守点検の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2008年度 燕労災病院 会計 契約 平成20年度自動ドアの保守契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2008年度 燕労災病院 会計 契約 平成20年度吸収冷凍機、吸収冷温水機の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2008年度 燕労災病院 会計 契約 平成20年度医療ガス設備の保守契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2008年度 燕労災病院 会計 契約 平成20年度新情報システムハードの保守契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2008年度 燕労災病院 会計 契約 平成20年度心臓血管撮影装置の保守契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2008年度 燕労災病院 会計 契約 平成20年度オートエンボツサーの保守契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2008年度 燕労災病院 会計 契約 平成20年度臨床検査システムの保守契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2008年度 燕労災病院 会計 契約 平成20年度給茶機の保守契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2008年度 燕労災病院 会計 契約 平成20年度自動分析装置の保守契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2008年度 燕労災病院 会計 契約 平成20年度病院情報システムの保守契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2008年度 燕労災病院 会計 契約 平成20年度看護支援システムの保守契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2008年度 燕労災病院 会計 契約 平成20年度在宅酸素装置の賃借契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2008年度 燕労災病院 会計 契約 平成20年度カラー複合機の賃借契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2008年度 燕労災病院 会計 契約 平成20年度新情報システムハードの賃借契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2008年度 燕労災病院 会計 契約 平成20年度厨房ダクトフィルターの賃借契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2008年度 燕労災病院 会計 契約 平成20年度玄関マットの賃借契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2008年度 燕労災病院 会計 契約 平成20年度ＣＰＡＰ装置の賃借契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2008年度 燕労災病院 会計 契約 平成20年度携帯型睡眠ポリグラフィ検査装置の賃借契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2008年度 燕労災病院 会計 契約 平成20年度植木鉢の賃借契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2008年度 燕労災病院 会計 契約 平成20年度超音波骨折治療器の賃借契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2008年度 燕労災病院 会計 契約 平成20年度トイレ用エアー・ユニットの賃借契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2008年度 燕労災病院 会計 契約 平成20年度在宅人工呼吸器の賃借契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2008年度 燕労災病院 会計 契約 平成20年度冬期玄関マットの賃借契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2008年度 燕労災病院 会計 契約 平成20年度浄化槽維持管理契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2008年度 燕労災病院 会計 契約 平成20年度レントゲン廃液処理契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2008年度 燕労災病院 会計 契約 平成20年度心電図解析料の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2008年度 燕労災病院 会計 契約 平成20年度フィルムバッチ測定料の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2008年度 燕労災病院 会計 契約 平成20年度有線放送聴取契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2008年度 燕労災病院 会計 契約 平成20年度廃棄物収集運搬委託契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2008年度 燕労災病院 会計 契約 平成20年度感染性廃棄物収集運搬委託契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2008年度 燕労災病院 会計 契約 平成20年度感染性廃棄物処理委託契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2008年度 燕労災病院 会計 契約 平成20年度害虫駆除委託の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2008年度 燕労災病院 会計 契約 平成20年度ホルマリン収集運搬契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2008年度 燕労災病院 会計 契約 平成20年度ホルマリン処理契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2008年度 燕労災病院 会計 契約 平成20年度レントゲンフイルム廃棄処分契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2008年度 燕労災病院 会計 契約 平成20年度キシレン収集運搬契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2008年度 燕労災病院 会計 契約 平成20年度キシレン処理契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2008年度 燕労災病院 会計 契約 平成20年度除雪委託契約の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2008年度 燕労災病院 会計 契約 平成20年度上期精米の契約原議 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2008年度 燕労災病院 会計 契約 平成20年度液体ヘリウムの契約原議 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2008年度 燕労災病院 会計 契約 平成20年度笑気ガスボンベの契約原議 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2008年度 燕労災病院 会計 契約 平成20年度液体酸素の契約原議 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2008年度 燕労災病院 会計 契約 平成20年度医療用ガスの契約原議 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2008年度 燕労災病院 会計 契約 平成20年度上期乳製品の契約原議 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2008年度 燕労災病院 会計 契約 平成20年度上期ガソリンの契約原議 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2008年度 燕労災病院 会計 契約 平成20年度上期給食原料の契約原議 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2008年度 燕労災病院 会計 契約 平成20年度下期精米の契約原議 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2008年度 燕労災病院 会計 契約 平成20年度下期乳製品の契約原議 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2008年度 燕労災病院 会計 契約 平成20年度下期ガソリンの契約原議 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2008年度 燕労災病院 会計 契約 平成20年度下期給食原料の契約原議 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2008年度 燕労災病院 会計 契約 平成20年度医療材料定数管理システム(ＳＰＤ)管理委託業務の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2008年度 燕労災病院 会計 契約 平成20年度診療情報管理室業務の一般競争の実施原議 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2008年度 燕労災病院 会計 契約 平成20年度診療情報管理室業務の業務委託の契約原議(契約書含む) 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2008年度 燕労災病院 会計 契約 平成20年度医薬品の契約関係書類(契約書、契約原議書、入札実施原議書を含む) 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2008年度 燕労災病院 会計 契約 平成20年度原議書 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 会計 契約 平成21年度保守契約関係書類①(契約書、契約原議書、入札及び見積実施原議書を含む) 燕労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2009年度 燕労災病院 会計 契約 平成21年度保守契約関係書類②(契約書、契約原議書、入札及び見積実施原議書を含む) 燕労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2009年度 燕労災病院 会計 契約 平成21年度役務業務(廃棄物処理他)契約関係書類(契約書、契約原議書、入札及び見積実施原議書を含む) 燕労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2009年度 燕労災病院 会計 契約 平成21年度賃借及びリース契約関係書類(契約書、契約原議書、入札及び見積実施原議書を含む) 燕労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2009年度 燕労災病院 会計 契約 平成21年度Ｘ線ＴＶ撮影装置本部共同購入契約関係書類(契約書、契約原議書、入札及び見積実施原議書を含む) 燕労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2009年度 燕労災病院 会計 契約 平成21年度器械備品リース契約関係書類①(契約書、契約原議書、入札及び見積実施原議書を含む) 燕労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2009年度 燕労災病院 会計 契約 平成21年度器械備品リース契約関係書類②(契約書、契約原議書、入札及び見積実施原議書を含む) 燕労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
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2009年度 燕労災病院 会計 契約 平成21年度業務委託及び派遣契約関係書類①(契約書、契約原議書、入札及び見積実施原議書を含む) 燕労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2009年度 燕労災病院 会計 契約 平成21年度業務委託及び派遣契約関係書類②(契約書、契約原議書、入札及び見積実施原議書を含む) 燕労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2009年度 燕労災病院 会計 契約 平成21年度(上期・下期)乳製品の契約関係書類(契約書、契約原議書、見積実施原議書を含む) 燕労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2009年度 燕労災病院 会計 契約 平成21年度(上期・下期)精米の契約関係書類(契約書、契約原議書、見積実施原議書を含む) 燕労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2009年度 燕労災病院 会計 契約 平成21年度(上期・下期)給食用材料の契約関係書類(契約書、契約原議書、見積実施原議書を含む) 燕労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2009年度 燕労災病院 会計 契約 平成21年度(上期・下期)ガソリンの契約関係書類(契約書、契約原議書、見積実施原議書を含む) 燕労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2009年度 燕労災病院 会計 契約 平成21年度液体酸素の契約関係書類(契約書、契約原議書、入札実施原議書を含む) 燕労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2009年度 燕労災病院 会計 契約 平成21年度医療用ガスの契約関係書類(契約書、契約原議書、見積実施原議書を含む) 燕労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2009年度 燕労災病院 会計 契約 平成21年度医薬品の契約関係書類(契約書、契約原議書、入札実施原議書を含む) 燕労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2009年度 燕労災病院 会計 契約 平成21年度原議書 燕労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 会計 契約 平成22年度保守契約関係書類(契約書、契約原議書、入札及び見積実施原議書を含む) 燕労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 会計 契約 平成22年度役務業務(廃棄物処理他)契約関係書類(契約書、契約原議書、入札及び見積実施原議書を含む) 燕労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 会計 契約 平成22年度賃借及びリース契約関係書類(契約書、契約原議書、入札及び見積実施原議書を含む) 燕労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 会計 契約 平成22年度器械備品リース契約関係書類(契約書、契約原議書、入札及び見積実施原議書を含む) 燕労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 会計 契約 平成22年度業務委託及び派遣契約関係書類①(契約書、契約原議書、入札及び見積実施原議書を含む) 燕労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 会計 契約 平成22年度業務委託及び派遣契約関係書類②(契約書、契約原議書、入札及び見積実施原議書を含む) 燕労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 会計 契約 平成22年度(上期・下期)乳製品の契約関係書類(契約書、契約原議書、見積実施原議書を含む) 燕労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 会計 契約 平成22年度(上期・下期)精米の契約関係書類(契約書、契約原議書、見積実施原議書を含む) 燕労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 会計 契約 平成22年度(上期・下期)給食用材料の契約関係書類(契約書、契約原議書、見積実施原議書を含む) 燕労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 会計 契約 平成22年度(上期・下期)ガソリンの契約関係書類(契約書、契約原議書、見積実施原議書を含む) 燕労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 会計 契約 平成22年度液体酸素の契約関係書類(契約書、契約原議書、入札実施原議書を含む) 燕労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 会計 契約 平成22年度医療用ガスの契約関係書類(契約書、契約原議書、見積実施原議書を含む) 燕労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 会計 契約 平成22年度医薬品の契約関係書類(契約書、契約原議書、入札実施原議書を含む) 燕労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 会計 契約 平成22年度原議書 燕労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 契約 平成23年度保守契約関係書類(契約書、契約原議書、入札及び見積実施原議書を含む) 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 契約 平成23年度役務業務(廃棄物処理他)契約関係書類(契約書、契約原議書、入札及び見積実施原議書を含む) 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 契約 平成23年度賃借及びリース契約関係書類(契約書、契約原議書、入札及び見積実施原議書を含む) 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 契約 平成23年度器械備品リース契約関係書類①(契約書、契約原議書、入札及び見積実施原議書を含む) 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 契約 平成23年度器械備品リース契約関係書類②(契約書、契約原議書、入札及び見積実施原議書を含む) 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 契約 平成23年度業務委託及び派遣契約関係書類①(契約書、契約原議書、入札及び見積実施原議書を含む) 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 契約 平成23年度業務委託及び派遣契約関係書類②(契約書、契約原議書、入札及び見積実施原議書を含む) 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 契約 平成23年度(上期・下期)乳製品の契約関係書類(契約書、契約原議書、見積実施原議書を含む) 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 契約 平成23年度(上期・下期)精米の契約関係書類(契約書、契約原議書、見積実施原議書を含む) 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 契約 平成23年度(上期・下期)給食用材料の契約関係書類(契約書、契約原議書、見積実施原議書を含む) 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 契約 平成23年度(上期・下期)ガソリンの契約関係書類(契約書、契約原議書、見積実施原議書を含む) 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 契約 平成23年度液体酸素の契約関係書類(契約書、契約原議書、入札実施原議書を含む) 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 契約 平成23年度医療用ガスの契約関係書類(契約書、契約原議書、見積実施原議書を含む) 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 契約 平成23年度医薬品の契約関係書類(契約書、契約原議書、入札実施原議書を含む) 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 契約 平成23年度原議書 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 契約 平成24年度保守契約関係書類(契約書、契約原議書、入札及び見積実施原議書を含む) 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 契約 平成24年度役務業務(廃棄物処理他)契約関係書類(契約書、契約原議書、入札及び見積実施原議書を含む) 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 契約 平成24年度賃借及びリース契約関係書類(契約書、契約原議書、入札及び見積実施原議書を含む) 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 契約 平成24年度器械備品リース契約関係書類(契約書、契約原議書、入札及び見積実施原議書を含む) 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 契約 平成24年度業務委託及び派遣契約関係書類①(契約書、契約原議書、入札及び見積実施原議書を含む) 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 契約 平成24年度業務委託及び派遣契約関係書類②(契約書、契約原議書、入札及び見積実施原議書を含む) 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 契約 平成24年度(上期・下期)乳製品の契約関係書類(契約書、契約原議書、見積実施原議書を含む) 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 契約 平成24年度(上期・下期)精米の契約関係書類(契約書、契約原議書、見積実施原議書を含む) 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 契約 平成24年度(上期・下期)給食用材料の契約関係書類(契約書、契約原議書、見積実施原議書を含む) 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 契約 平成24年度(上期・下期)ガソリンの契約関係書類(契約書、契約原議書、見積実施原議書を含む) 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 契約 平成24年度液体酸素の契約関係書類(契約書、契約原議書、入札実施原議書を含む) 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 契約 平成24年度医療用ガスの契約関係書類(契約書、契約原議書、見積実施原議書を含む) 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 契約 平成24年度医薬品の契約関係書類(契約書、契約原議書、入札実施原議書を含む) 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 契約 平成24年度原議書 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 契約 平成25年度保守契約関係書類(契約書、契約原議書、入札及び見積実施原議書を含む) 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 契約 平成25年度役務業務(廃棄物処理他)契約関係書類(契約書、契約原議書、入札及び見積実施原議書を含む) 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 契約 平成25年度賃借及びリース契約関係書類(契約書、契約原議書、入札及び見積実施原議書を含む) 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 契約 平成253年度器械備品リース契約関係書類(契約書、契約原議書、入札及び見積実施原議書を含む) 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 契約 平成25年度業務委託及び派遣契約関係書類①(契約書、契約原議書、入札及び見積実施原議書を含む) 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 契約 平成25年度業務委託及び派遣契約関係書類②(契約書、契約原議書、入札及び見積実施原議書を含む) 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 契約 平成25年度(上期・下期)乳製品の契約関係書類(契約書、契約原議書、見積実施原議書を含む) 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 契約 平成25年度(上期・下期)精米の契約関係書類(契約書、契約原議書、見積実施原議書を含む) 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 契約 平成25年度(上期・下期)給食用材料の契約関係書類(契約書、契約原議書、見積実施原議書を含む) 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 契約 平成25年度(上期・下期)ガソリンの契約関係書類(契約書、契約原議書、見積実施原議書を含む) 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 契約 平成25年度液体酸素の契約関係書類(契約書、契約原議書、入札実施原議書を含む) 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 契約 平成25年度医療用ガスの契約関係書類(契約書、契約原議書、見積実施原議書を含む) 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 契約 平成25年度医薬品の契約関係書類(契約書、契約原議書、入札実施原議書を含む) 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 契約 平成25年度原議書 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 契約 平成26年度保守契約関係綴 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 契約 平成26年度雑役務契約関係綴 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 契約 平成26年度賃借契約関係綴 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 契約 平成26年度器械備品契約関係綴No.1 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 契約 平成26年度器械備品契約関係綴No.2 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 契約 平成26年度業務委託契約関係綴 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 契約 平成26年度物品購入契約関係綴 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
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2014年度 燕労災病院 会計 契約 平成26年度検査試薬の契約関係書類 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 契約 平成26年度契約書締結関係①（消耗品･修理･役務･営繕等） 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 契約 平成26年度契約書締結関係②（消耗品･修理･役務･営繕等） 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 契約 平成26年度医薬品の契約関係書類 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 契約 平成26年度原議書 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2006年度 燕労災病院 会計 契約 平成18年度支払証拠書類 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度支払証拠書類 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2008年度 燕労災病院 会計 契約 平成20年度支払証拠書類 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 会計 契約 平成21年度支払証拠書類 燕労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 会計 契約 平成22年度支払証拠書類 燕労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 契約 平成23年度支払証拠書類 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 契約 平成24年度支払証拠書類 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 契約 平成25年度支払証拠書類 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 契約 平成26年度支払証拠書類 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2007年度 燕労災病院 会計 契約 平成19年度予算実施計画差引簿 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2008年度 燕労災病院 会計 契約 平成20年度予算実施計画差引簿 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 会計 契約 平成21年度予算実施計画差引簿 燕労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 会計 契約 平成22年度予算実施計画差引簿 燕労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 契約 平成23年度予算実施計画差引簿 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 契約 平成24年度予算実施計画差引簿 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 契約 平成25年度予算実施計画差引簿 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 契約 平成26年度予算実施計画差引簿 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2009年度 燕労災病院 会計 会議等 平成21年度機器等整備機種選定委員会議事録(開催通知含) 燕労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 会計 会議等 平成22年度機器等整備機種選定委員会議事録(開催通知含) 燕労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 会議等 平成23年度機器等整備機種選定委員会議事録(開催通知含) 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 会議等 平成24年度機器等整備機種選定委員会議事録(開催通知含) 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 会議等 平成25年度機器等整備機種選定委員会議事録(開催通知含) 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 会議等 平成26年度機器等整備機種選定委員会議事録(開催通知含) 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2009年度 燕労災病院 会計 会議等 平成21年度医療ガス安全管理委員会議事録(開催通知含) 燕労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 会計 会議等 平成22年度医療ガス安全管理委員会議事録(開催通知含) 燕労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 会議等 平成23年度医療ガス安全管理委員会議事録(開催通知含) 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 会議等 平成24年度医療ガス安全管理委員会議事録(開催通知含) 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 会議等 平成25年度医療ガス安全管理委員会議事録 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 会議等 平成26年度医療ガス安全管理委員会議事録 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 機器等 平成23年度機器整備計画書 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 機器等 平成24年度機器整備計画書 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 機器等 平成25年度機器整備計画書 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 機器等 平成26年度機器整備計画書 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2009年度 燕労災病院 会計 機器等 平成21年度当年度主要医療機器現有調査及び翌年度機器等整備計画調査 燕労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 会計 機器等 平成22年度当年度主要医療機器現有調査及び翌年度機器等整備計画調査 燕労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 機器等 平成23年度当年度主要医療機器現有調査及び翌年度機器等整備計画調査 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 機器等 平成24年度当年度主要医療機器現有調査及び翌年度機器等整備計画調査 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 機器等 平成25年度当年度主要医療機器現有調査及び翌年度機器等整備計画調査 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 機器等 平成26年度当年度主要医療機器現有調査及び翌年度機器等整備計画調査 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
1981年度 燕労災病院 会計 決算 昭和56年度財務諸表 燕労災病院会計課長 1982年4月1日 33 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
1982年度 燕労災病院 会計 決算 昭和57年度財務諸表 燕労災病院会計課長 1983年4月1日 32 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
1983年度 燕労災病院 会計 決算 昭和58年度財務諸表 燕労災病院会計課長 1984年4月1日 31 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
1984年度 燕労災病院 会計 決算 昭和59年度財務諸表 燕労災病院会計課長 1985年4月1日 30 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
1985年度 燕労災病院 会計 決算 昭和60年度財務諸表 燕労災病院会計課長 1986年4月1日 30 2016年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
1986年度 燕労災病院 会計 決算 昭和61年度財務諸表 燕労災病院会計課長 1987年4月1日 30 2017年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
1987年度 燕労災病院 会計 決算 昭和62年度財務諸表 燕労災病院会計課長 1988年4月1日 30 2018年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
1988年度 燕労災病院 会計 決算 昭和63年度財務諸表 燕労災病院会計課長 1989年4月1日 30 2019年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
1989年度 燕労災病院 会計 決算 平成1年度財務諸表 燕労災病院会計課長 1990年4月1日 30 2020年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
1990年度 燕労災病院 会計 決算 平成2年度財務諸表 燕労災病院会計課長 1991年4月1日 30 2021年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
1991年度 燕労災病院 会計 決算 平成3年度財務諸表 燕労災病院会計課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
1992年度 燕労災病院 会計 決算 平成4年度財務諸表 燕労災病院会計課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
1993年度 燕労災病院 会計 決算 平成5年度財務諸表 燕労災病院会計課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
1994年度 燕労災病院 会計 決算 平成6年度財務諸表 燕労災病院会計課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
1995年度 燕労災病院 会計 決算 平成7年度財務諸表 燕労災病院会計課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
1996年度 燕労災病院 会計 決算 平成8年度財務諸表 燕労災病院会計課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
1997年度 燕労災病院 会計 決算 平成9年度財務諸表 燕労災病院会計課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
1998年度 燕労災病院 会計 決算 平成10年度財務諸表 燕労災病院会計課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
1999年度 燕労災病院 会計 決算 平成11年度財務諸表 燕労災病院会計課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2000年度 燕労災病院 会計 決算 平成12年度財務諸表 燕労災病院会計課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2001年度 燕労災病院 会計 決算 平成13年度財務諸表 燕労災病院会計課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2002年度 燕労災病院 会計 決算 平成14年度財務諸表 燕労災病院会計課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2003年度 燕労災病院 会計 決算 平成15年度財務諸表 燕労災病院会計課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2004年度 燕労災病院 会計 決算 平成16年度財務諸表 燕労災病院会計課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2005年度 燕労災病院 会計 決算 平成17年度財務諸表 燕労災病院会計課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2006年度 燕労災病院 会計 決算 平成18年度財務諸表 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2007年度 燕労災病院 会計 決算 平成19年度財務諸表 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2008年度 燕労災病院 会計 決算 平成20年度財務諸表 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2009年度 燕労災病院 会計 決算 平成21年度財務諸表 燕労災病院会計課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 会計 決算 平成22年度財務諸表 燕労災病院会計課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
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2011年度 燕労災病院 会計 決算 平成23年度財務諸表 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 決算 平成24年度財務諸表 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 決算 平成25年度財務諸表 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 決算 平成26年度財務諸表 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
1981年度 燕労災病院 会計 決算 昭和56年度収入支出決議と財務諸表の関連表 燕労災病院会計課長 1982年4月1日 33 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
1982年度 燕労災病院 会計 決算 昭和57年度収入支出決議と財務諸表の関連表 燕労災病院会計課長 1983年4月1日 32 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
1983年度 燕労災病院 会計 決算 昭和58年度収入支出決議と財務諸表の関連表 燕労災病院会計課長 1984年4月1日 31 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
1984年度 燕労災病院 会計 決算 昭和59年度収入支出決議と財務諸表の関連表 燕労災病院会計課長 1985年4月1日 30 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
1985年度 燕労災病院 会計 決算 昭和60年度収入支出決議と財務諸表の関連表 燕労災病院会計課長 1986年4月1日 30 2016年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
1986年度 燕労災病院 会計 決算 昭和61年度収入支出決議と財務諸表の関連表 燕労災病院会計課長 1987年4月1日 30 2017年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
1987年度 燕労災病院 会計 決算 昭和62年度収入支出決議と財務諸表の関連表 燕労災病院会計課長 1988年4月1日 30 2018年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
1989年度 燕労災病院 会計 決算 平成1年度収入支出決議と財務諸表の関連表 燕労災病院会計課長 1990年4月1日 30 2020年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
1990年度 燕労災病院 会計 決算 平成2年度収入支出決議と財務諸表の関連表 燕労災病院会計課長 1991年4月1日 30 2021年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
1991年度 燕労災病院 会計 決算 平成3年度収入支出決議と財務諸表の関連表 燕労災病院会計課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
1992年度 燕労災病院 会計 決算 平成4年度収入支出決議と財務諸表の関連表 燕労災病院会計課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
1993年度 燕労災病院 会計 決算 平成5年度収入支出決議と財務諸表の関連表 燕労災病院会計課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
1994年度 燕労災病院 会計 決算 平成6年度収入支出決議と財務諸表の関連表 燕労災病院会計課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
1995年度 燕労災病院 会計 決算 平成7年度収入支出決議と財務諸表の関連表 燕労災病院会計課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
1996年度 燕労災病院 会計 決算 平成8年度収入支出決議と財務諸表の関連表 燕労災病院会計課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
1997年度 燕労災病院 会計 決算 平成9年度収入支出決議と財務諸表の関連表 燕労災病院会計課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
1998年度 燕労災病院 会計 決算 平成10年度収入支出決議と財務諸表の関連表 燕労災病院会計課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
1999年度 燕労災病院 会計 決算 平成11年度収入支出決議と財務諸表の関連表 燕労災病院会計課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2000年度 燕労災病院 会計 決算 平成12年度収入支出決議と財務諸表の関連表 燕労災病院会計課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2001年度 燕労災病院 会計 決算 平成13年度収入支出決議と財務諸表の関連表 燕労災病院会計課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2002年度 燕労災病院 会計 決算 平成14年度収入支出決議と財務諸表の関連表 燕労災病院会計課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2003年度 燕労災病院 会計 決算 平成15年度収入支出決議と財務諸表の関連表 燕労災病院会計課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2004年度 燕労災病院 会計 決算 平成16年度収入支出決議と財務諸表の関連表 燕労災病院会計課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2005年度 燕労災病院 会計 決算 平成17年度収入支出決議と財務諸表の関連表 燕労災病院会計課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
1981年度 燕労災病院 会計 決算 昭和56年度勘定残高内訳表 燕労災病院会計課長 1982年4月1日 33 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
1982年度 燕労災病院 会計 決算 昭和57年度勘定残高内訳表 燕労災病院会計課長 1983年4月1日 32 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
1983年度 燕労災病院 会計 決算 昭和58年度勘定残高内訳表 燕労災病院会計課長 1984年4月1日 31 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
1984年度 燕労災病院 会計 決算 昭和59年度勘定残高内訳表 燕労災病院会計課長 1985年4月1日 30 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
1985年度 燕労災病院 会計 決算 昭和60年度勘定残高内訳表 燕労災病院会計課長 1986年4月1日 30 2016年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
1986年度 燕労災病院 会計 決算 昭和61年度勘定残高内訳表 燕労災病院会計課長 1987年4月1日 30 2017年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
1987年度 燕労災病院 会計 決算 昭和62年度勘定残高内訳表 燕労災病院会計課長 1988年4月1日 30 2018年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
1989年度 燕労災病院 会計 決算 平成1年度勘定残高内訳表 燕労災病院会計課長 1990年4月1日 30 2020年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
1990年度 燕労災病院 会計 決算 平成2年度勘定残高内訳表 燕労災病院会計課長 1991年4月1日 30 2021年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
1991年度 燕労災病院 会計 決算 平成3年度勘定残高内訳表 燕労災病院会計課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
1992年度 燕労災病院 会計 決算 平成4年度勘定残高内訳表 燕労災病院会計課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
1993年度 燕労災病院 会計 決算 平成5年度勘定残高内訳表 燕労災病院会計課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
1994年度 燕労災病院 会計 決算 平成6年度勘定残高内訳表 燕労災病院会計課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
1995年度 燕労災病院 会計 決算 平成7年度勘定残高内訳表 燕労災病院会計課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
1996年度 燕労災病院 会計 決算 平成8年度勘定残高内訳表 燕労災病院会計課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
1997年度 燕労災病院 会計 決算 平成9年度勘定残高内訳表 燕労災病院会計課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
1998年度 燕労災病院 会計 決算 平成10年度勘定残高内訳表 燕労災病院会計課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
1999年度 燕労災病院 会計 決算 平成11年度勘定残高内訳表 燕労災病院会計課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2000年度 燕労災病院 会計 決算 平成12年度勘定残高内訳表 燕労災病院会計課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2001年度 燕労災病院 会計 決算 平成13年度勘定残高内訳表 燕労災病院会計課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2002年度 燕労災病院 会計 決算 平成14年度勘定残高内訳表 燕労災病院会計課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2003年度 燕労災病院 会計 決算 平成15年度勘定残高内訳表 燕労災病院会計課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2004年度 燕労災病院 会計 決算 平成16年度勘定残高内訳表 燕労災病院会計課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2005年度 燕労災病院 会計 決算 平成17年度勘定残高内訳表 燕労災病院会計課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2006年度 燕労災病院 会計 決算 平成18年度勘定残高内訳書 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2007年度 燕労災病院 会計 決算 平成19年度勘定残高内訳書 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2008年度 燕労災病院 会計 決算 平成20年度勘定残高内訳書 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2009年度 燕労災病院 会計 決算 平成21年度勘定残高内訳書 燕労災病院会計課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 会計 決算 平成22年度勘定残高内訳書 燕労災病院会計課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 決算 平成23年度勘定残高内訳書 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 決算 平成24年度勘定残高内訳書 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 決算 平成25年度勘定残高内訳書 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 決算 平成26年度勘定残高内訳書 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2007年度 燕労災病院 会計 決算 平成19年度月計試算表 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2008年度 燕労災病院 会計 決算 平成20年度月計試算表 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 会計 決算 平成21年度月計試算表 燕労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 会計 決算 平成22年度月計試算表 燕労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 決算 平成23年度月計試算表 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 決算 平成24年度月計試算表 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 決算 平成25年度月計試算表 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 決算 平成26年度月計試算表 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2008年度 燕労災病院 会計 決算 平成20年度照合表等 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 会計 決算 平成21年度照合表等 燕労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 会計 決算 平成22年度照合表等 燕労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 決算 平成23年度照合表等 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 決算 平成24年度照合表等 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
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2013年度 燕労災病院 会計 決算 平成25年度照合表等 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 決算 平成26年度照合表等 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2006年度 燕労災病院 会計 債権管理 平成18年度診療費支払い猶予願 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2007年度 燕労災病院 会計 債権管理 平成19年度診療費支払い猶予願 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2008年度 燕労災病院 会計 債権管理 平成20年度診療費支払い猶予願 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 会計 債権管理 平成21年度診療費支払い猶予願 燕労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 会計 債権管理 平成22年度診療費支払い猶予願 燕労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 債権管理 平成23年度診療費支払い猶予願 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 債権管理 平成24年度診療費支払い猶予願 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 債権管理 平成25年度診療費支払い猶予願 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 債権管理 平成26年度診療費支払い猶予願 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2006年度 燕労災病院 会計 債権管理 平成18年度支払機関未収金整理簿 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2008年度 燕労災病院 会計 債権管理 平成20年度支払機関未収金整理簿 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 会計 債権管理 平成21年度支払機関未収金整理簿 燕労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 会計 債権管理 平成22年度支払機関未収金整理簿 燕労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 債権管理 平成23年度支払機関未収金整理簿 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 債権管理 平成24年度支払機関未収金整理簿 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 債権管理 平成25年度支払機関未収金整理簿 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 債権管理 平成26年度支払機関未収金整理簿 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2006年度 燕労災病院 会計 債権管理 平成18年度未収金整理カード 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2007年度 燕労災病院 会計 債権管理 平成19年度未収金整理カード 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2008年度 燕労災病院 会計 債権管理 平成20年度未収金整理カード 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 会計 債権管理 平成21年度未収金整理カード 燕労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 会計 債権管理 平成22年度未収金整理カード 燕労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 債権管理 平成23年度未収金整理カード 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 債権管理 平成24年度未収金整理カード 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 債権管理 平成25年度未収金整理カード 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 債権管理 平成26年度未収金整理カード 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2006年度 燕労災病院 会計 債権管理 平成18年度松葉杖保証金預り証 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2007年度 燕労災病院 会計 債権管理 平成19年度松葉杖保証金預り証 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2008年度 燕労災病院 会計 債権管理 平成20年度松葉杖保証金預り証 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 会計 債権管理 平成21年度松葉杖保証金預り証 燕労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 会計 債権管理 平成22年度松葉杖保証金預り証 燕労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 債権管理 平成23年度松葉杖保証金預り証 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 債権管理 平成24年度松葉杖保証金預り証 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 債権管理 平成25年度松葉杖保証金預り証 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 債権管理 平成26年度松葉杖保証金預り証 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2006年度 燕労災病院 会計 債権管理 平成18年度松葉杖保証金整理簿 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2007年度 燕労災病院 会計 債権管理 平成19年度松葉杖保証金整理簿 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2008年度 燕労災病院 会計 債権管理 平成20年度松葉杖保証金整理簿 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 会計 債権管理 平成21年度松葉杖保証金整理簿 燕労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 会計 債権管理 平成22年度松葉杖保証金整理簿 燕労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 債権管理 平成23年度松葉杖保証金整理簿 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 債権管理 平成24年度松葉杖保証金整理簿 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 債権管理 平成25年度松葉杖保証金整理簿 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 債権管理 平成26年度松葉杖保証金整理簿 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2006年度 燕労災病院 会計 債権管理 平成18年度外来未収金整理簿 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2007年度 燕労災病院 会計 債権管理 平成19年度外来未収金整理簿 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2008年度 燕労災病院 会計 債権管理 平成20年度外来未収金整理簿 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 会計 債権管理 平成21年度外来未収金整理簿 燕労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 会計 債権管理 平成22年度外来未収金整理簿 燕労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 債権管理 平成23年度外来未収金整理簿 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 債権管理 平成24年度外来未収金整理簿 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 債権管理 平成25年度外来未収金整理簿 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 債権管理 平成26年度外来未収金整理簿 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2006年度 燕労災病院 会計 債権管理 平成18年度外来未収金発生報告書 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2007年度 燕労災病院 会計 債権管理 平成19年度外来未収金発生報告書 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2008年度 燕労災病院 会計 債権管理 平成20年度外来未収金発生報告書 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 会計 債権管理 平成21年度外来未収金発生報告書 燕労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 会計 債権管理 平成22年度外来未収金発生報告書 燕労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 債権管理 平成23年度外来未収金発生報告書 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 債権管理 平成24年度外来未収金発生報告書 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 債権管理 平成25年度外来未収金発生報告書 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 債権管理 平成26年度外来未収金発生報告書 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2006年度 燕労災病院 会計 債権管理 平成18年度入院未収状況報告書 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2007年度 燕労災病院 会計 債権管理 平成19年度入院未収状況報告書 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2008年度 燕労災病院 会計 債権管理 平成20年度入院未収状況報告書 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 会計 債権管理 平成21年度入院未収状況報告書 燕労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 会計 債権管理 平成22年度入院未収状況報告書 燕労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 債権管理 平成23年度入院未収状況報告書 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 債権管理 平成24年度入院未収状況報告書 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 債権管理 平成25年度入院未収状況報告書 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 債権管理 平成26年度入院未収状況報告書 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2008年度 燕労災病院 会計 治験 平成20年度市販後調査関係書類 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
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管理者
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2009年度 燕労災病院 会計 治験 平成21年度市販後調査関係書類 燕労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2010年度 燕労災病院 会計 治験 平成22年度市販後調査関係書類 燕労災病院会計課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
1981年度 燕労災病院 会計 出納 昭和56年度金銭出納帳 燕労災病院会計課長 1982年4月1日 33 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
1982年度 燕労災病院 会計 出納 昭和57年度金銭出納帳 燕労災病院会計課長 1983年4月1日 32 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
1983年度 燕労災病院 会計 出納 昭和58年度金銭出納帳 燕労災病院会計課長 1984年4月1日 31 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
1984年度 燕労災病院 会計 出納 昭和59年度金銭出納帳 燕労災病院会計課長 1985年4月1日 30 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
1985年度 燕労災病院 会計 出納 昭和60年度金銭出納帳 燕労災病院会計課長 1986年4月1日 30 2016年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
1986年度 燕労災病院 会計 出納 昭和61年度金銭出納帳 燕労災病院会計課長 1987年4月1日 30 2017年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
1987年度 燕労災病院 会計 出納 昭和62年度金銭出納帳 燕労災病院会計課長 1988年4月1日 30 2018年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
1989年度 燕労災病院 会計 出納 平成1年度金銭出納帳 燕労災病院会計課長 1990年4月1日 30 2020年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
1990年度 燕労災病院 会計 出納 平成2年度金銭出納帳 燕労災病院会計課長 1991年4月1日 30 2021年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
1991年度 燕労災病院 会計 出納 平成3年度金銭出納帳 燕労災病院会計課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
1992年度 燕労災病院 会計 出納 平成4年度金銭出納帳 燕労災病院会計課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
1993年度 燕労災病院 会計 出納 平成5年度金銭出納帳 燕労災病院会計課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
1994年度 燕労災病院 会計 出納 平成6年度金銭出納帳 燕労災病院会計課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
1995年度 燕労災病院 会計 出納 平成7年度金銭出納帳 燕労災病院会計課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
1996年度 燕労災病院 会計 出納 平成8年度金銭出納帳 燕労災病院会計課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
1997年度 燕労災病院 会計 出納 平成9年度金銭出納帳 燕労災病院会計課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
1998年度 燕労災病院 会計 出納 平成10年度金銭出納帳 燕労災病院会計課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
1999年度 燕労災病院 会計 出納 平成11年度金銭出納帳 燕労災病院会計課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2000年度 燕労災病院 会計 出納 平成12年度金銭出納帳 燕労災病院会計課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2001年度 燕労災病院 会計 出納 平成13年度金銭出納帳 燕労災病院会計課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2002年度 燕労災病院 会計 出納 平成14年度金銭出納帳 燕労災病院会計課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2003年度 燕労災病院 会計 出納 平成15年度金銭出納帳 燕労災病院会計課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2004年度 燕労災病院 会計 出納 平成16年度金銭出納帳 燕労災病院会計課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2005年度 燕労災病院 会計 出納 平成17年度金銭出納帳 燕労災病院会計課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2006年度 燕労災病院 会計 出納 平成18年度金銭出納帳 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2007年度 燕労災病院 会計 出納 平成19年度金銭出納帳 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2008年度 燕労災病院 会計 出納 平成20年度金銭出納帳 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2009年度 燕労災病院 会計 出納 平成21年度金銭出納帳 燕労災病院会計課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 会計 出納 平成22年度金銭出納帳 燕労災病院会計課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 出納 平成23年度金銭出納帳 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 出納 平成24年度金銭出納帳 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 出納 平成25年度金銭出納帳 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 出納 平成26年度金銭出納帳 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
1981年度 燕労災病院 会計 出納 昭和56年度銀行勘定帳 燕労災病院会計課長 1982年4月1日 33 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
1982年度 燕労災病院 会計 出納 昭和57年度銀行勘定帳 燕労災病院会計課長 1983年4月1日 32 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
1983年度 燕労災病院 会計 出納 昭和58年度銀行勘定帳 燕労災病院会計課長 1984年4月1日 31 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
1984年度 燕労災病院 会計 出納 昭和59年度銀行勘定帳 燕労災病院会計課長 1985年4月1日 30 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
1985年度 燕労災病院 会計 出納 昭和60年度銀行勘定帳 燕労災病院会計課長 1986年4月1日 30 2016年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
1986年度 燕労災病院 会計 出納 昭和61年度銀行勘定帳 燕労災病院会計課長 1987年4月1日 30 2017年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
1987年度 燕労災病院 会計 出納 昭和62年度銀行勘定帳 燕労災病院会計課長 1988年4月1日 30 2018年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
1989年度 燕労災病院 会計 出納 平成1年度銀行勘定帳 燕労災病院会計課長 1990年4月1日 30 2020年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
1990年度 燕労災病院 会計 出納 平成2年度銀行勘定帳 燕労災病院会計課長 1991年4月1日 30 2021年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
1991年度 燕労災病院 会計 出納 平成3年度銀行勘定帳 燕労災病院会計課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
1992年度 燕労災病院 会計 出納 平成4年度銀行勘定帳 燕労災病院会計課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
1993年度 燕労災病院 会計 出納 平成5年度銀行勘定帳 燕労災病院会計課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
1994年度 燕労災病院 会計 出納 平成6年度銀行勘定帳 燕労災病院会計課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
1995年度 燕労災病院 会計 出納 平成7年度銀行勘定帳 燕労災病院会計課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
1996年度 燕労災病院 会計 出納 平成8年度銀行勘定帳 燕労災病院会計課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
1997年度 燕労災病院 会計 出納 平成9年度銀行勘定帳 燕労災病院会計課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
1998年度 燕労災病院 会計 出納 平成10年度銀行勘定帳 燕労災病院会計課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
1999年度 燕労災病院 会計 出納 平成11年度銀行勘定帳 燕労災病院会計課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2000年度 燕労災病院 会計 出納 平成12年度銀行勘定帳 燕労災病院会計課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2001年度 燕労災病院 会計 出納 平成13年度銀行勘定帳 燕労災病院会計課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2002年度 燕労災病院 会計 出納 平成14年度銀行勘定帳 燕労災病院会計課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2003年度 燕労災病院 会計 出納 平成15年度銀行勘定帳 燕労災病院会計課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2004年度 燕労災病院 会計 出納 平成16年度銀行勘定帳 燕労災病院会計課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2005年度 燕労災病院 会計 出納 平成17年度銀行勘定帳 燕労災病院会計課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2006年度 燕労災病院 会計 出納 平成18年度銀行勘定帳 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2007年度 燕労災病院 会計 出納 平成19年度銀行勘定帳 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2008年度 燕労災病院 会計 出納 平成20年度銀行勘定帳 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2009年度 燕労災病院 会計 出納 平成21年度銀行勘定帳 燕労災病院会計課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 会計 出納 平成22年度銀行勘定帳 燕労災病院会計課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 出納 平成23年度銀行勘定帳 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 出納 平成24年度銀行勘定帳 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 出納 平成25年度銀行勘定帳 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 出納 平成26年度銀行勘定帳 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2001年度 燕労災病院 会計 出納 平成13年度現預金補助簿 燕労災病院会計課長 2002年4月1日 13 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2002年度 燕労災病院 会計 出納 平成14年度現預金補助簿 燕労災病院会計課長 2003年4月1日 12 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2003年度 燕労災病院 会計 出納 平成15年度現預金補助簿 燕労災病院会計課長 2004年4月1日 11 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2004年度 燕労災病院 会計 出納 平成16年度現預金補助簿 燕労災病院会計課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2005年度 燕労災病院 会計 出納 平成17年度現預金補助簿 燕労災病院会計課長 2006年4月1日 10 2016年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2006年度 燕労災病院 会計 出納 平成18年度現預金補助簿 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 10 2017年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
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2007年度 燕労災病院 会計 出納 平成19年度現預金補助簿 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 10 2018年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2008年度 燕労災病院 会計 出納 平成20年度現預金補助簿 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 10 2019年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2009年度 燕労災病院 会計 出納 平成21年度現預金補助簿 燕労災病院会計課長 2010年4月1日 10 2020年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 会計 出納 平成22年度現預金補助簿 燕労災病院会計課長 2011年4月1日 10 2021年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 出納 平成23年度現預金補助簿 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 出納 平成24年度現預金補助簿 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 出納 平成25年度現預金補助簿 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 出納 平成26年度現預金補助簿 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2002年度 燕労災病院 会計 出納 平成14年度事業未収金補助簿 燕労災病院会計課長 2003年4月1日 12 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2003年度 燕労災病院 会計 出納 平成15年度事業未収金補助簿 燕労災病院会計課長 2004年4月1日 11 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2004年度 燕労災病院 会計 出納 平成16年度医業未収金補助簿 燕労災病院会計課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2005年度 燕労災病院 会計 出納 平成17年度医業未収金補助簿 燕労災病院会計課長 2006年4月1日 10 2016年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2006年度 燕労災病院 会計 出納 平成18年度医業未収金補助簿 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 10 2017年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2007年度 燕労災病院 会計 出納 平成19年度医業未収金補助簿 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 10 2018年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2008年度 燕労災病院 会計 出納 平成20年度医業未収金補助簿 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 10 2019年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2009年度 燕労災病院 会計 出納 平成21年度医業未収金補助簿 燕労災病院会計課長 2010年4月1日 10 2020年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 会計 出納 平成22年度医業未収金補助簿 燕労災病院会計課長 2011年4月1日 10 2021年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 出納 平成23年度医業未収金補助簿 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 出納 平成24年度医業未収金補助簿 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 出納 平成25年度医業未収金補助簿 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 出納 平成26年度医業未収金補助簿 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2001年度 燕労災病院 会計 出納 平成13年度資産(請求留保金・その他の資産)・負債(預り金・本部取引)補助簿 燕労災病院会計課長 2002年4月1日 13 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2002年度 燕労災病院 会計 出納 平成14年度資産(請求留保金・その他の資産)・負債(預り金・本部取引)補助簿 燕労災病院会計課長 2003年4月1日 12 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2003年度 燕労災病院 会計 出納 平成15年度資産(請求留保金・その他の資産)・負債(預り金・本部取引)補助簿 燕労災病院会計課長 2004年4月1日 11 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2004年度 燕労災病院 会計 出納 平成16年度資産(請求留保金・その他の資産)・負債(預り金・本部取引)補助簿 燕労災病院会計課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2005年度 燕労災病院 会計 出納 平成17年度資産(請求留保金・その他の資産)・負債(預り金・本部取引)補助簿 燕労災病院会計課長 2006年4月1日 10 2016年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2006年度 燕労災病院 会計 出納 平成18年度資産(請求留保金・その他の資産)・負債(預り金・本部取引)補助簿 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 10 2017年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2007年度 燕労災病院 会計 出納 平成19年度資産(請求留保金・その他の資産)・負債(預り金・本部取引)補助簿 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 10 2018年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2008年度 燕労災病院 会計 出納 平成20年度資産(請求留保金・その他の資産)・負債(預り金・本部取引)補助簿 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 10 2019年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2009年度 燕労災病院 会計 出納 平成21年度資産(請求留保金・その他の資産)・負債(預り金・本部取引)補助簿 燕労災病院会計課長 2010年4月1日 10 2020年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 会計 出納 平成22年度資産(請求留保金・その他の資産)・負債(預り金・本部取引)補助簿 燕労災病院会計課長 2011年4月1日 10 2021年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 出納 平成23年度資産(請求留保金・その他の資産)・負債(預り金・本部取引)補助簿 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 出納 平成24年度資産(請求留保金・その他の資産)・負債(預り金・本部取引)補助簿 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 出納 平成25年度資産(請求留保金・その他の資産)・負債(預り金・本部取引)補助簿 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 出納 平成26年度資産(請求留保金・その他の資産)・負債(預り金・本部取引)補助簿 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2001年度 燕労災病院 会計 出納 平成13年度費用補助簿1(職員給与) 燕労災病院会計課長 2002年4月1日 13 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2002年度 燕労災病院 会計 出納 平成14年度費用補助簿1(職員給与) 燕労災病院会計課長 2003年4月1日 12 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2003年度 燕労災病院 会計 出納 平成15年度費用補助簿1(職員給与) 燕労災病院会計課長 2004年4月1日 11 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2004年度 燕労災病院 会計 出納 平成16年度費用補助簿1(職員給与) 燕労災病院会計課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2005年度 燕労災病院 会計 出納 平成17年度費用補助簿1(職員給与) 燕労災病院会計課長 2006年4月1日 10 2016年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2006年度 燕労災病院 会計 出納 平成18年度費用補助簿1(職員給与) 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 10 2017年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2007年度 燕労災病院 会計 出納 平成19年度費用補助簿1(職員給与) 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 10 2018年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2008年度 燕労災病院 会計 出納 平成20年度費用補助簿1(職員給与) 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 10 2019年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2009年度 燕労災病院 会計 出納 平成21年度費用補助簿1(職員給与) 燕労災病院会計課長 2010年4月1日 10 2020年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 会計 出納 平成22年度費用補助簿1(職員給与) 燕労災病院会計課長 2011年4月1日 10 2021年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 出納 平成23年度費用補助簿1(職員給与) 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 出納 平成24年度費用補助簿1(職員給与) 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 出納 平成25年度費用補助簿1(職員給与) 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 出納 平成26年度費用補助簿1(職員給与) 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2001年度 燕労災病院 会計 出納 平成13年度費用補助簿2(経費・材料費・事業外費用) 燕労災病院会計課長 2002年4月1日 13 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2002年度 燕労災病院 会計 出納 平成14年度費用補助簿2(経費・材料費・事業外費用) 燕労災病院会計課長 2003年4月1日 12 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2003年度 燕労災病院 会計 出納 平成15年度費用補助簿2(経費・材料費・事業外費用) 燕労災病院会計課長 2004年4月1日 11 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2004年度 燕労災病院 会計 出納 平成16年度費用補助簿2(経費・材料費・事業外費用) 燕労災病院会計課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2005年度 燕労災病院 会計 出納 平成17年度費用補助簿2(経費・材料費・事業外費用) 燕労災病院会計課長 2006年4月1日 10 2016年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2006年度 燕労災病院 会計 出納 平成18年度費用補助簿2(経費・材料費・事業外費用) 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 10 2017年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2007年度 燕労災病院 会計 出納 平成19年度費用補助簿2(経費・材料費・事業外費用) 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 10 2018年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2008年度 燕労災病院 会計 出納 平成20年度費用補助簿2(経費・材料費・事業外費用) 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 10 2019年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2009年度 燕労災病院 会計 出納 平成21年度費用補助簿2(経費・材料費・事業外費用) 燕労災病院会計課長 2010年4月1日 10 2020年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 会計 出納 平成22年度費用補助簿2(経費・材料費・事業外費用) 燕労災病院会計課長 2011年4月1日 10 2021年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 出納 平成23年度費用補助簿2(経費・材料費・事業外費用) 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 出納 平成24年度費用補助簿2(経費・材料費・事業外費用) 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 出納 平成25年度費用補助簿2(経費・材料費・事業外費用) 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 出納 平成26年度費用補助簿2(経費・材料費・事業外費用) 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2001年度 燕労災病院 会計 出納 平成13年度買掛金補助簿 燕労災病院会計課長 2002年4月1日 13 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2002年度 燕労災病院 会計 出納 平成14年度買掛金補助簿 燕労災病院会計課長 2003年4月1日 12 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2003年度 燕労災病院 会計 出納 平成15年度買掛金補助簿 燕労災病院会計課長 2004年4月1日 11 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2004年度 燕労災病院 会計 出納 平成16年度買掛金補助簿 燕労災病院会計課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2005年度 燕労災病院 会計 出納 平成17年度買掛金補助簿 燕労災病院会計課長 2006年4月1日 10 2016年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2006年度 燕労災病院 会計 出納 平成18年度買掛金補助簿 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 10 2017年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2007年度 燕労災病院 会計 出納 平成19年度買掛金補助簿 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 10 2018年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2008年度 燕労災病院 会計 出納 平成20年度買掛金補助簿 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 10 2019年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2009年度 燕労災病院 会計 出納 平成21年度買掛金補助簿 燕労災病院会計課長 2010年4月1日 10 2020年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 会計 出納 平成22年度買掛金補助簿 燕労災病院会計課長 2011年4月1日 10 2021年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 出納 平成23年度買掛金補助簿 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
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2012年度 燕労災病院 会計 出納 平成24年度買掛金補助簿 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 出納 平成25年度買掛金補助簿 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 出納 平成26年度買掛金補助簿 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2001年度 燕労災病院 会計 出納 平成13年度未払金補助簿 燕労災病院会計課長 2002年4月1日 13 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2002年度 燕労災病院 会計 出納 平成14年度未払金補助簿 燕労災病院会計課長 2003年4月1日 12 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2003年度 燕労災病院 会計 出納 平成15年度未払金補助簿 燕労災病院会計課長 2004年4月1日 11 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2004年度 燕労災病院 会計 出納 平成16年度未払金補助簿 燕労災病院会計課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2005年度 燕労災病院 会計 出納 平成17年度未払金補助簿 燕労災病院会計課長 2006年4月1日 10 2016年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2006年度 燕労災病院 会計 出納 平成18年度未払金補助簿 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 10 2017年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2007年度 燕労災病院 会計 出納 平成19年度未払金補助簿 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 10 2018年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2008年度 燕労災病院 会計 出納 平成20年度未払金補助簿 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 10 2019年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2009年度 燕労災病院 会計 出納 平成21年度未払金補助簿 燕労災病院会計課長 2010年4月1日 10 2020年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 会計 出納 平成22年度未払金補助簿 燕労災病院会計課長 2011年4月1日 10 2021年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 出納 平成23年度未払金補助簿 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 出納 平成24年度未払金補助簿 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 出納 平成25年度未払金補助簿 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 出納 平成26年度未払金補助簿 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2001年度 燕労災病院 会計 出納 平成13年度総勘定元帳 燕労災病院会計課長 2002年4月1日 13 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2002年度 燕労災病院 会計 出納 平成14年度総勘定元帳 燕労災病院会計課長 2003年4月1日 12 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2003年度 燕労災病院 会計 出納 平成15年度総勘定元帳 燕労災病院会計課長 2004年4月1日 11 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2004年度 燕労災病院 会計 出納 平成16年度総勘定元帳 燕労災病院会計課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2005年度 燕労災病院 会計 出納 平成17年度総勘定元帳 燕労災病院会計課長 2006年4月1日 10 2016年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2006年度 燕労災病院 会計 出納 平成18年度総勘定元帳 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 10 2017年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2007年度 燕労災病院 会計 出納 平成19年度総勘定元帳 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 10 2018年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2008年度 燕労災病院 会計 出納 平成20年度総勘定元帳 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 10 2019年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2009年度 燕労災病院 会計 出納 平成21年度総勘定元帳 燕労災病院会計課長 2010年4月1日 10 2020年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 会計 出納 平成22年度総勘定元帳 燕労災病院会計課長 2011年4月1日 10 2021年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 出納 平成23年度総勘定元帳 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 出納 平成24年度総勘定元帳 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 出納 平成25年度総勘定元帳 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 出納 平成26年度総勘定元帳 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2001年度 燕労災病院 会計 出納 平成13年度勘定内訳表 燕労災病院会計課長 2002年4月1日 13 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2002年度 燕労災病院 会計 出納 平成14年度勘定内訳表 燕労災病院会計課長 2003年4月1日 12 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2003年度 燕労災病院 会計 出納 平成15年度勘定内訳表 燕労災病院会計課長 2004年4月1日 11 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2004年度 燕労災病院 会計 出納 平成16年度勘定内訳表 燕労災病院会計課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2005年度 燕労災病院 会計 出納 平成17年度勘定内訳表 燕労災病院会計課長 2006年4月1日 10 2016年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2006年度 燕労災病院 会計 出納 平成18年度勘定内訳表 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 10 2017年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2007年度 燕労災病院 会計 出納 平成19年度勘定内訳表 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 10 2018年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2008年度 燕労災病院 会計 出納 平成20年度勘定内訳表 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 10 2019年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2009年度 燕労災病院 会計 出納 平成21年度勘定内訳表 燕労災病院会計課長 2010年4月1日 10 2020年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 会計 出納 平成22年度勘定内訳表 燕労災病院会計課長 2011年4月1日 10 2021年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 出納 平成23年度勘定内訳表 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 出納 平成24年度勘定内訳表 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 出納 平成25年度勘定内訳表 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 出納 平成26年度勘定内訳表 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2006年度 燕労災病院 会計 出納 平成18年度窓口取扱金送付簿 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2007年度 燕労災病院 会計 出納 平成19年度窓口取扱金送付簿 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2008年度 燕労災病院 会計 出納 平成20年度窓口取扱金送付簿 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 会計 出納 平成21年度窓口取扱金送付簿 燕労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 会計 出納 平成22年度窓口取扱金送付簿 燕労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 出納 平成23年度窓口取扱金送付簿 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 出納 平成24年度窓口取扱金送付簿 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 出納 平成25年度窓口取扱金送付簿 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 出納 平成26年度窓口取扱金送付簿 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2006年度 燕労災病院 会計 出納 平成18年度収入等決議書 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2006年度 燕労災病院 会計 出納 平成18年度過誤増減額内訳書 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2007年度 燕労災病院 会計 出納 平成19年度収入等決議書(含過誤増減額内訳書) 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2008年度 燕労災病院 会計 出納 平成20年度収入等決議書(含過誤増減額内訳書) 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 会計 出納 平成21年度収入等決議書(含過誤増減額内訳書) 燕労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 会計 出納 平成22年度収入等決議書(含過誤増減額内訳書) 燕労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 出納 平成23年度収入等決議書(含過誤増減額内訳書) 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 出納 平成24年度収入等決議書(含過誤増減額内訳書) 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 出納 平成25年度収入等決議書(含過誤増減額内訳書) 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 出納 平成26年度収入等決議書(含過誤増減額内訳書) 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2006年度 燕労災病院 会計 出納 平成18年度請求留保額整理簿 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2007年度 燕労災病院 会計 出納 平成19年度請求留保額整理簿 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2008年度 燕労災病院 会計 出納 平成20年度請求留保額整理簿 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 会計 出納 平成21年度請求留保額整理簿 燕労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 会計 出納 平成22年度請求留保額整理簿 燕労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 出納 平成23年度請求留保額整理簿 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 出納 平成24年度請求留保額整理簿 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 出納 平成25年度請求留保額整理簿 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 出納 平成26年度請求留保額整理簿 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2006年度 燕労災病院 会計 出納 平成18年度不備返戻額通知書 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
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2007年度 燕労災病院 会計 出納 平成19年度不備返戻額通知書 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2008年度 燕労災病院 会計 出納 平成20年度不備返戻額通知書 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 会計 出納 平成21年度不備返戻額通知書 燕労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 会計 出納 平成22年度不備返戻額通知書 燕労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 出納 平成23年度不備返戻額通知書 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 出納 平成24年度不備返戻額通知書 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 出納 平成25年度不備返戻額通知書 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 出納 平成26年度不備返戻額通知書 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2006年度 燕労災病院 会計 出納 平成18年度査定減額通知書 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2007年度 燕労災病院 会計 出納 平成19年度査定減額通知書 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2008年度 燕労災病院 会計 出納 平成20年度査定減額通知書 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 会計 出納 平成21年度査定減額通知書 燕労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 会計 出納 平成22年度査定減額通知書 燕労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 出納 平成23年度査定減額通知書 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 出納 平成24年度査定減額通知書 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 出納 平成25年度査定減額通知書 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 出納 平成26年度査定減額通知書 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2006年度 燕労災病院 会計 出納 平成18年度返還通知書 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2007年度 燕労災病院 会計 出納 平成19年度返還通知書 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2008年度 燕労災病院 会計 出納 平成20年度返還通知書 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 会計 出納 平成21年度返還通知書 燕労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 会計 出納 平成22年度返還通知書 燕労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 出納 平成23年度返還通知書 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 出納 平成24年度返還通知書 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 出納 平成25年度返還通知書 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 出納 平成26年度返還通知書 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2006年度 燕労災病院 会計 出納 平成18年度仮領収書 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2007年度 燕労災病院 会計 出納 平成19年度仮領収書 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2008年度 燕労災病院 会計 出納 平成20年度仮領収書 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 会計 出納 平成21年度仮領収書 燕労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 会計 出納 平成22年度仮領収書 燕労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 出納 平成23年度仮領収書 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 出納 平成24年度仮領収書 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 出納 平成25年度仮領収書 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 出納 平成26年度仮領収書 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2006年度 燕労災病院 会計 出納 平成18年度窓口取扱金報告書 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2007年度 燕労災病院 会計 出納 平成19年度窓口取扱金報告書 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2008年度 燕労災病院 会計 出納 平成20年度窓口取扱金報告書 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 会計 出納 平成21年度窓口取扱金報告書 燕労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 会計 出納 平成22年度窓口取扱金報告書 燕労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 出納 平成23年度窓口取扱金報告書 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 出納 平成24年度窓口取扱金報告書 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 出納 平成25年度窓口取扱金報告書 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 出納 平成26年度窓口取扱金報告書 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2006年度 燕労災病院 会計 出納 平成18年度会計伝票 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2007年度 燕労災病院 会計 出納 平成19年度会計伝票 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2008年度 燕労災病院 会計 出納 平成20年度会計伝票 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 会計 出納 平成21年度会計伝票 燕労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 会計 出納 平成22年度会計伝票 燕労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 出納 平成23年度会計伝票 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 出納 平成24年度会計伝票 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 出納 平成25年度会計伝票 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 出納 平成26年度会計伝票 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2006年度 燕労災病院 会計 出納 平成18年度診療費等請求書兼領収書(写) 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2007年度 燕労災病院 会計 出納 平成19年度診療費等請求書兼領収書(写) 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2008年度 燕労災病院 会計 出納 平成20年度診療費等請求書兼領収書(写) 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 会計 出納 平成21年度診療費等請求書兼領収書(写) 燕労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 会計 出納 平成22年度診療費等請求書兼領収書(写) 燕労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 出納 平成23年度診療費等請求書兼領収書(写) 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 出納 平成24年度診療費等請求書兼領収書(写) 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 出納 平成25年度診療費等請求書兼領収書(写) 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 出納 平成26年度診療費等請求書兼領収書(写) 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 会計 出納 平成22年度資金状況調 燕労災病院会計課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2011年度 燕労災病院 会計 出納 平成23年度資金状況調 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2012年度 燕労災病院 会計 出納 平成24年度資金状況調 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 2 2015年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2013年度 燕労災病院 会計 出納 平成25年度資金状況調 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 1 2015年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 出納 平成26年度資金状況調 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 1 2016年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2005年度 燕労災病院 会計 前渡資金 前渡資金現金出納簿 燕労災病院会計課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2005年度 燕労災病院 会計 前渡資金 前渡資金銀行勘定帳1 燕労災病院会計課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 会計 前渡資金 前渡資金銀行勘定帳2 燕労災病院会計課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 日誌 平成23年度病院施設管理日誌 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 日誌 平成24年度病院施設管理日誌 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 日誌 平成25年度病院施設管理日誌 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 日誌 平成26年度病院施設管理日誌 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
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2011年度 燕労災病院 会計 日誌 平成23年度電力日誌 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 日誌 平成24年度電力日誌 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 日誌 平成25年度電力日誌 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 日誌 平成26年度電力日誌 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 日誌 平成23年度ボイラー日誌 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 日誌 平成24年度ボイラー日誌 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 日誌 平成25年度ボイラー日誌 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 日誌 平成26年度ボイラー日誌 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 日誌 平成23年度液体酸素運転日誌 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 日誌 平成24年度液体酸素運転日誌 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 日誌 平成25年度液体酸素運転日誌 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 日誌 平成26年度液体酸素運転日誌 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 日誌 平成23年度冷温水発生機運転日誌 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 日誌 平成24年度冷温水発生機運転日誌 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 日誌 平成25年度冷温水発生機運転日誌 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 日誌 平成26年度冷温水発生機運転日誌 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 日誌 平成23年度冷凍機運転日誌 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 日誌 平成24年度冷凍機運転日誌 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 日誌 平成25年度冷凍機運転日誌 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 日誌 平成26年度冷凍機運転日誌 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2009年度 燕労災病院 会計 不動産管理一般 不動産台帳 燕労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2009年度 燕労災病院 会計 不動産管理一般 不動産取得報告書 燕労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 会計 不動産管理一般 不動産取得報告書 燕労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 不動産管理一般 不動産取得報告書 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 不動産管理一般 不動産取得報告書 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 不動産管理一般 不動産取得報告書 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2009年度 燕労災病院 会計 不動産管理一般 不動産処分報告書 燕労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 会計 不動産管理一般 不動産処分報告書 燕労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 不動産管理一般 不動産処分報告書 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 不動産管理一般 不動産処分報告書 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2009年度 燕労災病院 会計 物品管理一般 平成21年度物品台帳 燕労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 会計 物品管理一般 平成22年度物品台帳 燕労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 物品管理一般 平成23年度物品台帳 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 物品管理一般 平成24年度物品台帳 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 物品管理一般 平成25年度物品台帳 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 物品管理一般 平成26年度物品台帳 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2009年度 燕労災病院 会計 物品購入・印刷・修理 平成21年度物品購入・修理伺 燕労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 会計 物品購入・印刷・修理 平成22年度物品購入・修理伺 燕労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 物品購入・印刷・修理 平成23年度物品購入・修理伺 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 物品購入・印刷・修理 平成24年度物品購入・修理伺 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 物品購入・印刷・修理 平成25年度物品購入・修理伺 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 物品購入・印刷・修理 平成26年度物品購入・修理伺 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2009年度 燕労災病院 会計 物品不用 平成21年度物品不用(処分)調書 燕労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 会計 物品不用 平成22年度物品不用(処分)調書 燕労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 物品不用 平成23年度物品不用(処分)調書 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 物品不用 平成24年度物品不用(処分)調書 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 物品不用 平成25年度物品不用(処分)調書 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 物品不用 平成26年度物品不用(処分)調書 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2009年度 燕労災病院 会計 物品不用 平成21年度物品不用決定承認申請書 燕労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 会計 物品不用 平成22年度物品不用決定承認申請書 燕労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 物品不用 平成23年度物品不用決定承認申請書 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 物品不用 平成24年度物品不用決定承認申請書 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 物品不用 平成25年度物品不用決定承認申請書 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 物品不用 平成26年度物品不用決定承認申請書 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 保守点検 平成23年度水質検査成績表 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 保守点検 平成24年度水質検査成績表 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 保守点検 平成25年度水質検査成績表 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 保守点検 平成26年度水質検査成績表 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 保守点検 平成23年度簡易専用水道検査結果報告書 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 保守点検 平成24年度簡易専用水道検査結果報告書 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 保守点検 平成25年度簡易専用水道検査結果報告書 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 保守点検 平成26年度簡易専用水道検査結果報告書 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 保守点検 平成23年度計量証明書 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 保守点検 平成24年度計量証明書 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 保守点検 平成25年度計量証明書 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 保守点検 平成26年度計量証明書 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 保守点検 平成23年度医療ガス設備保守点検報告書 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 保守点検 平成24年度医療ガス設備保守点検報告書 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 保守点検 平成25年度医療ガス設備保守点検報告書 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 保守点検 平成26年度医療ガス設備保守点検報告書 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 保守点検 平成23年度高圧受変電設備試験業務等結果報告書 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 保守点検 平成24年度高圧受変電設備試験業務等結果報告書 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 保守点検 平成25年度高圧受変電設備試験業務等結果報告書 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 保守点検 平成26年度高圧受変電設備試験業務等結果報告書 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
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2013年度 燕労災病院 会計 保守点検 平成25年度高気圧酸素治療装置保守整備報告書 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 保守点検 平成26年度高気圧酸素治療装置保守整備報告書 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 保守点検 平成23年度消防設備等点検結果報告書 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 保守点検 平成24年度消防設備等点検結果報告書 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 保守点検 平成25年度消防設備等点検結果報告書 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 保守点検 平成26年度消防設備等点検結果報告書 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 保守点検 平成23年度圧力容器性能検査結果報告書 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 保守点検 平成24年度圧力容器性能検査結果報告書 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 保守点検 平成25年度圧力容器性能検査結果報告書 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 保守点検 平成26年度圧力容器性能検査結果報告書 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 保守点検 平成23年度吸収冷凍機・冷温水器点検表 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 保守点検 平成24年度吸収冷凍機・冷温水器点検表 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 保守点検 平成25年度吸収冷凍機・冷温水器点検表 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 保守点検 平成26年度吸収冷凍機・冷温水器点検表 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 保守点検 平成23年度ＥＯＧ作業環境測定結果報告書 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 保守点検 平成24年度ＥＯＧ作業環境測定結果報告書 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 保守点検 平成25年度ＥＯＧ作業環境測定結果報告書 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 保守点検 平成26年度ＥＯＧ作業環境測定結果報告書 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 保守点検 平成23年度キシレン作業環境測定結果報告書 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 保守点検 平成24年度キシレン作業環境測定結果報告書 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 保守点検 平成25年度キシレン作業環境測定結果報告書 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 保守点検 平成26年度キシレン作業環境測定結果報告書 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 保守点検 平成23年度ホルムアルデヒド作業環境測定結果報告書 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 保守点検 平成24年度ホルムアルデヒド作業環境測定結果報告書 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 保守点検 平成25年度ホルムアルデヒド作業環境測定結果報告書 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 保守点検 平成26年度ホルムアルデヒド作業環境測定結果報告書 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 保守点検 平成26年度局所排気装置定期自主点検報告書 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2001年度 燕労災病院 会計 予算 平成13年度運営計画書 燕労災病院会計課長 2002年4月1日 13 2015年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2007年3月31日 延長期間 8年
2002年度 燕労災病院 会計 予算 平成14年度運営計画書 燕労災病院会計課長 2003年4月1日 12 2015年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2008年3月31日 延長期間 7年
2003年度 燕労災病院 会計 予算 平成15年度運営計画書 燕労災病院会計課長 2004年4月1日 11 2015年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2009年3月31日 延長期間 6年
2004年度 燕労災病院 会計 予算 平成16年度運営計画書 燕労災病院会計課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2005年度 燕労災病院 会計 予算 平成17年度運営計画書 燕労災病院会計課長 2006年4月1日 9 2015年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2006年度 燕労災病院 会計 予算 平成18年度運営計画書 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2007年度 燕労災病院 会計 予算 平成19年度運営計画書 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2008年度 燕労災病院 会計 予算 平成20年度運営計画書 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 会計 予算 平成21年度運営計画書 燕労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 会計 予算 平成22年度運営計画書 燕労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 予算 平成23年度運営計画書 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 予算 平成24年度運営計画書 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 予算 平成25年度運営計画書 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 予算 平成26年度運営計画書 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2006年度 燕労災病院 会計 予算 平成18年度収入支出予算執行計画書 燕労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2007年度 燕労災病院 会計 予算 平成19年度収入支出予算執行計画書 燕労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2008年度 燕労災病院 会計 予算 平成20年度収入支出予算執行計画書 燕労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 会計 予算 平成21年度収入支出予算執行計画書 燕労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 会計 予算 平成22年度収入支出予算執行計画書 燕労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 予算 平成23年度収入支出予算執行計画書 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 予算 平成24年度収入支出予算執行計画書 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 予算 平成25年度収入支出予算執行計画書 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 予算 平成26年度収入支出予算執行計画書 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2009年度 燕労災病院 会計 予算 平成21年度収入支出状況報告書 燕労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 会計 予算 平成22年度収入支出状況報告書 燕労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 会計 予算 平成23年度収入支出状況報告書 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 会計 予算 平成24年度収入支出状況報告書 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 会計 予算 平成25年度収入支出状況報告書 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 予算 平成26年度収入支出状況報告書 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2000年度 燕労災病院 会計 例規等 平成12年決算手続及び記載例 燕労災病院会計課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 会計 例規等 平成22年度本部通知・依頼・連絡文書等 燕労災病院会計課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2011年度 燕労災病院 会計 例規等 平成23年度本部通知・依頼・連絡文書等 燕労災病院会計課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央倉庫 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2012年度 燕労災病院 会計 例規等 平成24年度本部通知・依頼・連絡文書等 燕労災病院会計課長 2013年4月1日 2 2015年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2013年度 燕労災病院 会計 例規等 平成25年度本部通知・依頼・連絡文書等 燕労災病院会計課長 2014年4月1日 1 2015年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 会計 例規等 平成26年度本部通知・依頼・連絡文書等 燕労災病院会計課長 2015年4月1日 1 2016年3月31日 紙 燕労災病院会計課 燕労災病院会計課長 廃棄
1979年度 燕労災病院 医事 診療録等 昭和54年度診療録等(整形外科のみ) 燕労災病院医事課長 1980年4月1日 35 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1985年3月31日 延長期間 30年
1980年度 燕労災病院 医事 診療録等 昭和55年度診療録等(整形外科のみ) 燕労災病院医事課長 1981年4月1日 34 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1986年3月31日 延長期間 29年
1981年度 燕労災病院 医事 診療録等 昭和56年度診療録等(整形外科のみ) 燕労災病院医事課長 1982年4月1日 33 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1987年3月31日 延長期間 28年
1982年度 燕労災病院 医事 診療録等 昭和57年度診療録等(整形外科のみ) 燕労災病院医事課長 1983年4月1日 32 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1988年3月31日 延長期間 27年
1983年度 燕労災病院 医事 診療録等 昭和58年度診療録等(整形外科のみ) 燕労災病院医事課長 1984年4月1日 31 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1989年3月31日 延長期間 26年
1984年度 燕労災病院 医事 診療録等 昭和59年度診療録等(整形外科のみ) 燕労災病院医事課長 1985年4月1日 30 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1990年3月31日 延長期間 25年
1985年度 燕労災病院 医事 診療録等 昭和60年度診療録等(整形外科のみ) 燕労災病院医事課長 1986年4月1日 29 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1991年3月31日 延長期間 24年
1986年度 燕労災病院 医事 診療録等 昭和61年度診療録等(整形外科のみ) 燕労災病院医事課長 1987年4月1日 28 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1992年3月31日 延長期間 23年
1987年度 燕労災病院 医事 診療録等 昭和62年度診療録等(整形外科のみ) 燕労災病院医事課長 1988年4月1日 27 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1993年3月31日 延長期間 22年
1988年度 燕労災病院 医事 診療録等 昭和63年度診療録等(入院全科・整形外科外来のみ) 燕労災病院医事課長 1989年4月1日 26 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1994年3月31日 延長期間 21年
1989年度 燕労災病院 医事 診療録等 平成1年度診療録等(入院全科・整形外科外来のみ) 燕労災病院医事課長 1990年4月1日 25 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1995年3月31日 延長期間 20年
1990年度 燕労災病院 医事 診療録等 平成2年度診療録等(入院全科・整形外科外来のみ) 燕労災病院医事課長 1991年4月1日 24 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1996年3月31日 延長期間 19年
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1991年度 燕労災病院 医事 診療録等 平成3年度診療録等(入院全科・整形外科外来のみ) 燕労災病院医事課長 1992年4月1日 23 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1997年3月31日 延長期間 18年
1992年度 燕労災病院 医事 診療録等 平成4年度診療録等(入院全科・整形外科外来のみ) 燕労災病院医事課長 1993年4月1日 22 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1998年3月31日 延長期間 17年
1993年度 燕労災病院 医事 診療録等 平成5年度診療録等(入院全科・整形外科外来のみ) 燕労災病院医事課長 1994年4月1日 21 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 1999年3月31日 延長期間 16年
1994年度 燕労災病院 医事 診療録等 平成6年度診療録等(入院全科・整形外科外来のみ) 燕労災病院医事課長 1995年4月1日 20 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2000年3月31日 延長期間 15年
1995年度 燕労災病院 医事 診療録等 平成7年度診療録等(入院全科・整形外科外来のみ) 燕労災病院医事課長 1996年4月1日 19 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2001年3月31日 延長期間 14年
1996年度 燕労災病院 医事 診療録等 平成8年度診療録等(入院全科・整形外科外来のみ) 燕労災病院医事課長 1997年4月1日 18 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2002年3月31日 延長期間 13年
1997年度 燕労災病院 医事 診療録等 平成9年度診療録等(入院全科・整形外科外来のみ) 燕労災病院医事課長 1998年4月1日 17 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2003年3月31日 延長期間 12年
1998年度 燕労災病院 医事 診療録等 平成10年度診療録等(入院全科・整形外科外来のみ) 燕労災病院医事課長 1999年4月1日 16 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2004年3月31日 延長期間 11年
1999年度 燕労災病院 医事 診療録等 平成11年度診療録等(入院全科・整形外科外来のみ) 燕労災病院医事課長 2000年4月1日 15 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2005年3月31日 延長期間 10年
2000年度 燕労災病院 医事 診療録等 平成12年度診療録等(入院全科・整形外科外来のみ) 燕労災病院医事課長 2001年4月1日 14 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2006年3月31日 延長期間 9年
2001年度 燕労災病院 医事 診療録等 平成13年度診療録等 燕労災病院医事課長 2002年4月1日 13 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2007年3月31日 延長期間 8年
2002年度 燕労災病院 医事 診療録等 平成14年度診療録等 燕労災病院医事課長 2003年4月1日 12 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2008年3月31日 延長期間 7年
2003年度 燕労災病院 医事 診療録等 平成15年度診療録等 燕労災病院医事課長 2004年4月1日 11 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2009年3月31日 延長期間 6年
2004年度 燕労災病院 医事 診療録等 平成16年度診療録等 燕労災病院医事課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2005年度 燕労災病院 医事 診療録等 平成17年度診療録等 燕労災病院医事課長 2006年4月1日 9 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2006年度 燕労災病院 医事 診療録等 平成18年度診療録等 燕労災病院医事課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2007年度 燕労災病院 医事 診療録等 平成19年度診療録等 燕労災病院医事課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2008年度 燕労災病院 医事 診療録等 平成20年度診療録等 燕労災病院医事課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 医事 診療録等 平成21年度診療録等 燕労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 医事 診療録等 平成22年度診療録等 燕労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 医事 診療録等 平成23年度診療録等 燕労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 電子 （共有サーバー内） 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 医事 診療録等 平成24年度診療録等 燕労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 電子 （共有サーバー内） 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 医事 診療録等 平成25年度診療録等 燕労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 電子 （共有サーバー内） 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 医事 診療録等 平成26年度診療録等 燕労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 電子 （共有サーバー内） 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2004年度 燕労災病院 医事 診療録等 平成16年度患者相談記録 燕労災病院医事課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2005年度 燕労災病院 医事 診療録等 平成17年度患者相談記録 燕労災病院医事課長 2006年4月1日 9 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2006年度 燕労災病院 医事 診療録等 平成18年度患者相談記録 燕労災病院医事課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2007年度 燕労災病院 医事 診療録等 平成19年度患者相談記録 燕労災病院医事課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2008年度 燕労災病院 医事 診療録等 平成20年度患者相談記録 燕労災病院医事課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 医事 診療録等 平成21年度患者相談記録 燕労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 医事 診療録等 平成22年度患者相談記録 燕労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 医事 診療録等 平成23年度患者相談記録 燕労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 医事 診療録等 平成24年度患者相談記録 燕労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 医事 診療録等 平成25年度患者相談記録 燕労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 医事 診療録等 平成26年度患者相談記録 燕労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2005年度 燕労災病院 医事 訴訟 平成17年度医師賠償責任保険事故報告書 燕労災病院医事課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2006年度 燕労災病院 医事 訴訟 平成18年度医師賠償責任保険事故報告書 燕労災病院医事課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2007年度 燕労災病院 医事 訴訟 平成19年度医師賠償責任保険事故報告書 燕労災病院医事課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2008年度 燕労災病院 医事 訴訟 平成20年度医師賠償責任保険事故報告書 燕労災病院医事課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 医事 訴訟 平成24年度医師賠償責任保険事故報告書 燕労災病院医事課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 医事 訴訟 平成25年度医師賠償責任保険事故報告書 燕労災病院医事課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 医事 訴訟 平成26年度医師賠償責任保険事故報告書 燕労災病院医事課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2005年度 燕労災病院 医事 訴訟 平成17年度示談書 燕労災病院医事課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2006年度 燕労災病院 医事 訴訟 平成18年度示談書 燕労災病院医事課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2007年度 燕労災病院 医事 訴訟 平成19年度示談書 燕労災病院医事課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2008年度 燕労災病院 医事 訴訟 平成20年度示談書 燕労災病院医事課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2004年度 燕労災病院 医事 医事管理 平成16年度入退院患者受付簿 燕労災病院医事課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2005年度 燕労災病院 医事 医事管理 平成17年度入退院患者受付簿 燕労災病院医事課長 2006年4月1日 9 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2006年度 燕労災病院 医事 医事管理 平成18年度入退院患者受付簿 燕労災病院医事課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2007年度 燕労災病院 医事 医事管理 平成19年度入退院患者受付簿 燕労災病院医事課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2008年度 燕労災病院 医事 医事管理 平成20年度入退院患者受付簿 燕労災病院医事課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 医事 医事管理 平成21年度入退院患者受付簿 燕労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 医事 医事管理 平成22年度入退院患者受付簿 燕労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 医事 医事管理 平成23年度入退院患者受付簿 燕労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 医事 医事管理 平成24年度入退院患者受付簿 燕労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 医事 医事管理 平成25年度入退院患者受付簿 燕労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 医事 医事管理 平成26年度入退院患者受付簿 燕労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2004年度 燕労災病院 医事 医事管理 平成16年度入院申込書、身元引受書兼診療費支払保証 燕労災病院医事課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2005年度 燕労災病院 医事 医事管理 平成17年度入院申込書、身元引受書兼診療費支払保証 燕労災病院医事課長 2006年4月1日 9 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2006年度 燕労災病院 医事 医事管理 平成18年度入院申込書、身元引受書兼診療費支払保証 燕労災病院医事課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2007年度 燕労災病院 医事 医事管理 平成19年度入院申込書、身元引受書兼診療費支払保証 燕労災病院医事課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2008年度 燕労災病院 医事 医事管理 平成20年度入院申込書、身元引受書兼診療費支払保証 燕労災病院医事課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 医事 医事管理 平成21年度入院申込書、身元引受書兼診療費支払保証 燕労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 医事 医事管理 平成22年度入院申込書、身元引受書兼診療費支払保証 燕労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 医事 医事管理 平成23年度入院申込書、身元引受書兼診療費支払保証 燕労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 医事 医事管理 平成24年度入院申込書、身元引受書兼診療費支払保証 燕労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 医事 医事管理 平成25年度入院申込書、身元引受書兼診療費支払保証 燕労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 医事 医事管理 平成26年度入院申込書、身元引受書兼診療費支払保証 燕労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2004年度 燕労災病院 医事 医事管理 平成16年度患者日報 燕労災病院医事課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2005年度 燕労災病院 医事 医事管理 平成17年度患者日報 燕労災病院医事課長 2006年4月1日 9 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2006年度 燕労災病院 医事 医事管理 平成18年度患者日報 燕労災病院医事課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2007年度 燕労災病院 医事 医事管理 平成19年度患者日報 燕労災病院医事課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2008年度 燕労災病院 医事 医事管理 平成20年度患者日報 燕労災病院医事課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 医事 医事管理 平成21年度患者日報 燕労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
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2010年度 燕労災病院 医事 医事管理 平成22年度患者日報 燕労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 医事 医事管理 平成23年度患者日報 燕労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 医事 医事管理 平成24年度患者日報 燕労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 医事 医事管理 平成25年度患者日報 燕労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 医事 医事管理 平成26年度患者日報 燕労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2006年度 燕労災病院 医事 診療報酬請求 平成18年度診療会計カード 燕労災病院医事課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 電子 （FD,CD,DVD,USBメモリ、SDカード等） 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2007年度 燕労災病院 医事 診療報酬請求 平成19年度診療会計カード 燕労災病院医事課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 電子 （FD,CD,DVD,USBメモリ、SDカード等） 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2008年度 燕労災病院 医事 診療報酬請求 平成20年度診療会計カード 燕労災病院医事課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 電子 （FD,CD,DVD,USBメモリ、SDカード等） 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2009年度 燕労災病院 医事 診療報酬請求 平成21年度診療会計カード 燕労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 電子 （FD,CD,DVD,USBメモリ、SDカード等） 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2010年度 燕労災病院 医事 診療報酬請求 平成22年度診療会計カード 燕労災病院医事課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 電子 （FD,CD,DVD,USBメモリ、SDカード等） 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 医事 診療報酬請求 平成23年度診療会計カード 燕労災病院医事課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 電子 （共有サーバー内） 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 医事 診療報酬請求 平成24年度診療会計カード 燕労災病院医事課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 電子 （共有サーバー内） 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 医事 診療報酬請求 平成25年度診療会計カード 燕労災病院医事課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 電子 （共有サーバー内） 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 医事 診療報酬請求 平成26年度診療会計カード 燕労災病院医事課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 電子 （共有サーバー内） 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2004年度 燕労災病院 医事 公費申請 平成16年度結核医療費公費負担申請書(写) 燕労災病院医事課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2005年度 燕労災病院 医事 公費申請 平成17年度結核医療費公費負担申請書(写) 燕労災病院医事課長 2006年4月1日 9 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2006年度 燕労災病院 医事 公費申請 平成18年度結核医療費公費負担申請書(写) 燕労災病院医事課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2007年度 燕労災病院 医事 公費申請 平成19年度結核医療費公費負担申請書(写) 燕労災病院医事課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2008年度 燕労災病院 医事 公費申請 平成20年度結核医療費公費負担申請書(写) 燕労災病院医事課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 医事 公費申請 平成21年度結核医療費公費負担申請書(写) 燕労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 医事 公費申請 平成22年度結核医療費公費負担申請書(写) 燕労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 医事 公費申請 平成23年度結核医療費公費負担申請書(写) 燕労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 医事 公費申請 平成24年度結核医療費公費負担申請書(写) 燕労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 医事 公費申請 平成25年度結核医療費公費負担申請書(写) 燕労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 医事 公費申請 平成26年度結核医療費公費負担申請書(写) 燕労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2004年度 燕労災病院 医事 公費申請 平成16年度更正医療意見書(写) 燕労災病院医事課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2005年度 燕労災病院 医事 公費申請 平成17年度更正医療意見書(写) 燕労災病院医事課長 2006年4月1日 9 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2006年度 燕労災病院 医事 公費申請 平成18年度更正医療意見書(写) 燕労災病院医事課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2007年度 燕労災病院 医事 公費申請 平成19年度更正医療意見書(写) 燕労災病院医事課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2008年度 燕労災病院 医事 公費申請 平成20年度更正医療意見書(写) 燕労災病院医事課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 医事 公費申請 平成21年度更正医療意見書(写) 燕労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 医事 公費申請 平成22年度更正医療意見書(写) 燕労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 医事 公費申請 平成23年度更正医療意見書(写) 燕労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 電子 （共有サーバー内） 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 医事 公費申請 平成24年度更正医療意見書(写) 燕労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 電子 （共有サーバー内） 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 医事 公費申請 平成25年度更正医療意見書(写) 燕労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 電子 （共有サーバー内） 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 医事 公費申請 平成26年度更正医療意見書(写) 燕労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 電子 （共有サーバー内） 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2004年度 燕労災病院 医事 事業統計資料 平成16年度統計資料 燕労災病院医事課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2005年度 燕労災病院 医事 事業統計資料 平成17年度統計資料 燕労災病院医事課長 2006年4月1日 9 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2006年度 燕労災病院 医事 事業統計資料 平成18年度統計資料 燕労災病院医事課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2007年度 燕労災病院 医事 事業統計資料 平成19年度統計資料 燕労災病院医事課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2008年度 燕労災病院 医事 事業統計資料 平成20年度統計資料 燕労災病院医事課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 医事 事業統計資料 平成21年度統計資料 燕労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 医事 事業統計資料 平成22年度統計資料 燕労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 医事 事業統計資料 平成23年度統計資料 燕労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 医事 事業統計資料 平成24年度統計資料 燕労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 医事 事業統計資料 平成25年度統計資料 燕労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 医事 事業統計資料 平成26年度統計資料 燕労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2004年度 燕労災病院 医事 調査報告 平成16年度病棟別患者数報告 燕労災病院医事課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2005年度 燕労災病院 医事 調査報告 平成17年度病棟別患者数報告 燕労災病院医事課長 2006年4月1日 9 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2006年度 燕労災病院 医事 調査報告 平成18年度病棟別患者数報告 燕労災病院医事課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2007年度 燕労災病院 医事 調査報告 平成19年度病棟別患者数報告 燕労災病院医事課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2008年度 燕労災病院 医事 調査報告 平成20年度病棟別患者数報告 燕労災病院医事課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 医事 調査報告 平成21年度病棟別患者数報告 燕労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 医事 調査報告 平成22年度病棟別患者数報告 燕労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 医事 調査報告 平成23年度病棟別患者数報告 燕労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 医事 調査報告 平成24年度病棟別患者数報告 燕労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 医事 調査報告 平成25年度病棟別患者数報告 燕労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 医事 調査報告 平成26年度病棟別患者数報告 燕労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2004年度 燕労災病院 医事 会議等 平成16年度医事業務・病歴・病床管理委員会配布資料、議事録 燕労災病院医事課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2005年度 燕労災病院 医事 会議等 平成17年度医事業務・病歴・病床管理委員会配布資料、議事録 燕労災病院医事課長 2006年4月1日 9 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2006年度 燕労災病院 医事 会議等 平成18年度医事業務・病歴・病床管理委員会配布資料、議事録 燕労災病院医事課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2007年度 燕労災病院 医事 会議等 平成19年度医事業務・病歴・病床管理委員会配付資料、議事録 燕労災病院医事課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2008年度 燕労災病院 医事 会議等 平成20年度医事業務・病歴・病床管理委員会配付資料、議事録 燕労災病院医事課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 医事 会議等 平成21年度医事業務・病歴・病床管理委員会配付資料、議事録 燕労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 医事 会議等 平成22年度医事業務・病歴・病床管理委員会配付資料、議事録 燕労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 医事 会議等 平成23年度医事業務・病歴・病床管理委員会配付資料、議事録 燕労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 医事 会議等 平成24年度医事業務・病歴・病床管理委員会配付資料、議事録 燕労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 医事 会議等 平成25年度医事業務・病歴・病床管理委員会配付資料、議事録 燕労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 医事 会議等 平成26年度医事業務・病歴・病床管理委員会配付資料、議事録 燕労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2004年度 燕労災病院 医事 会議等 平成16年度医療安全推進委員会議事録 燕労災病院医事課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2005年度 燕労災病院 医事 会議等 平成17年度医療安全推進委員会議事録 燕労災病院医事課長 2006年4月1日 9 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2006年度 燕労災病院 医事 会議等 平成18年度医療安全推進委員会議事録 燕労災病院医事課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2007年度 燕労災病院 医事 会議等 平成19年度医療安全推進委員会議事録 燕労災病院医事課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2008年度 燕労災病院 医事 会議等 平成20年度医療安全推進委員会議事録 燕労災病院医事課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
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2009年度 燕労災病院 医事 会議等 平成21年度医療安全推進委員会議事録 燕労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 医事 会議等 平成22年度医療安全推進委員会議事録 燕労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 医事 会議等 平成23年度医療安全推進委員会議事録 燕労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 医事 会議等 平成24年度医療安全推進委員会議事録 燕労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 医事 会議等 平成25年度医療安全推進委員会議事録 燕労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 医事 会議等 平成26年度医療安全推進委員会議事録 燕労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2004年度 燕労災病院 医事 会議等 平成16年度オーダリングシステム委員会議事録 燕労災病院医事課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2005年度 燕労災病院 医事 会議等 平成17年度オーダリングシステム委員会議事録 燕労災病院医事課長 2006年4月1日 9 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2006年度 燕労災病院 医事 会議等 平成18年度オーダリングシステム委員会議事録 燕労災病院医事課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2007年度 燕労災病院 医事 会議等 平成19年度オーダリングシステム委員会議事録 燕労災病院医事課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2008年度 燕労災病院 医事 会議等 平成20年度オーダリングシステム委員会議事録 燕労災病院医事課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 医事 会議等 平成21年度オーダリングシステム委員会議事録 燕労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 医事 会議等 平成22年度オーダリングシステム委員会議事録 燕労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 医事 会議等 平成23年度病院情報システム運営委員会議事録 燕労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 医事 会議等 平成24年度病院情報システム運営委員会議事録 燕労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 医事 会議等 平成25年度病院情報システム運営委員会議事録 燕労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 医事 会議等 平成26年度病院情報システム運営委員会議事録 燕労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2004年度 燕労災病院 医事 会議等 平成16年度褥瘡対策委員会議事録 燕労災病院医事課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2005年度 燕労災病院 医事 会議等 平成17年度褥瘡対策委員会議事録 燕労災病院医事課長 2006年4月1日 9 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2006年度 燕労災病院 医事 会議等 平成18年度褥瘡対策委員会議事録 燕労災病院医事課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2007年度 燕労災病院 医事 会議等 平成19年度褥瘡対策委員会議事録 燕労災病院医事課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2008年度 燕労災病院 医事 会議等 平成20年度褥瘡対策委員会議事録 燕労災病院医事課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 医事 会議等 平成21年度褥瘡対策委員会議事録 燕労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 医事 会議等 平成22年度褥瘡対策・ＮＳＴ推進委員会議事録 燕労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 医事 会議等 平成23年度褥瘡対策・ＮＳＴ推進委員会議事録 燕労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 医事 会議等 平成24年度褥瘡対策・ＮＳＴ推進委員会議事録 燕労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 医事 会議等 平成25年度褥瘡対策・ＮＳＴ推進委員会議事録 燕労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 医事 会議等 平成26年度褥瘡対策・ＮＳＴ推進委員会議事録 燕労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2004年度 燕労災病院 医事 会議等 平成16年度勤労者医療推進委員会議事録 燕労災病院医事課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2005年度 燕労災病院 医事 会議等 平成17年度勤労者医療推進委員会議事録 燕労災病院医事課長 2006年4月1日 9 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2006年度 燕労災病院 医事 会議等 平成18年度勤労者医療推進委員会議事録 燕労災病院医事課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2007年度 燕労災病院 医事 会議等 平成19年度勤労者医療推進委員会議事録 燕労災病院医事課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2008年度 燕労災病院 医事 会議等 平成20年度勤労者医療推進委員会議事録 燕労災病院医事課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 医事 会議等 平成21年度勤労者医療推進委員会議事録 燕労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 医事 会議等 平成22年度勤労者医療推進委員会議事録 燕労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 医事 会議等 平成23年度勤労者医療推進委員会議事録 燕労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 医事 会議等 平成24年度勤労者医療推進委員会議事録 燕労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 医事 会議等 平成25年度勤労者医療推進委員会議事録 燕労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 医事 会議等 平成26年度勤労者医療推進委員会議事録 燕労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2004年度 燕労災病院 医事 会議等 平成16年度医療安全管理室会議議事録 燕労災病院医事課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2005年度 燕労災病院 医事 会議等 平成17年度医療安全管理室会議議事録 燕労災病院医事課長 2006年4月1日 9 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2006年度 燕労災病院 医事 会議等 平成18年度医療安全管理室会議議事録 燕労災病院医事課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2007年度 燕労災病院 医事 会議等 平成19年度医療安全管理室会議議事録 燕労災病院医事課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2008年度 燕労災病院 医事 会議等 平成20年度医療安全管理室会議議事録 燕労災病院医事課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 医事 会議等 平成21年度医療安全管理室会議議事録 燕労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 医事 会議等 平成22年度医療安全管理室会議議事録 燕労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 医事 会議等 平成23年度医療安全管理室会議議事録 燕労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 医事 会議等 平成24年度医療安全管理室会議議事録 燕労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 医事 会議等 平成25年度医療安全管理室会議議事録 燕労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 医事 会議等 平成26年度医療安全管理室会議議事録 燕労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2004年度 燕労災病院 医事 会議等 平成16年度手術部運営委員会議事録 燕労災病院医事課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2005年度 燕労災病院 医事 会議等 平成17年度手術部運営委員会議事録 燕労災病院医事課長 2006年4月1日 9 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2006年度 燕労災病院 医事 会議等 平成18年度手術部・麻酔部門運営委員会議事録 燕労災病院医事課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2007年度 燕労災病院 医事 会議等 平成19年度手術部・麻酔部門運営委員会議事録 燕労災病院医事課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2008年度 燕労災病院 医事 会議等 平成20年度手術部・麻酔部門運営委員会議事録 燕労災病院医事課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 医事 会議等 平成21年度手術部・麻酔部門運営委員会議事録 燕労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 医事 会議等 平成22年度手術部・麻酔部門運営委員会議事録 燕労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 医事 会議等 平成23年度手術部・麻酔部門運営委員会議事録 燕労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 医事 会議等 平成24年度手術部・麻酔部門運営委員会議事録 燕労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 医事 会議等 平成25年度手術部・麻酔部門運営委員会議事録 燕労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 医事 会議等 平成26年度手術部・麻酔部門運営委員会議事録 燕労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2004年度 燕労災病院 医事 会議等 平成16年度救急部運営委員会議事録 燕労災病院医事課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2005年度 燕労災病院 医事 会議等 平成17年度救急部運営委員会議事録 燕労災病院医事課長 2006年4月1日 9 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2006年度 燕労災病院 医事 会議等 平成18年度救急部運営委員会議事録 燕労災病院医事課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2007年度 燕労災病院 医事 会議等 平成19年度救急部運営委員会議事録 燕労災病院医事課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2008年度 燕労災病院 医事 会議等 平成20年度救急部運営委員会議事録 燕労災病院医事課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 医事 会議等 平成21年度救急部運営委員会議事録 燕労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 医事 会議等 平成22年度救急部運営委員会議事録 燕労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 医事 会議等 平成23年度救急部運営委員会議事録 燕労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 医事 会議等 平成24年度救急部運営委員会議事録 燕労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 医事 会議等 平成25年度救急部運営委員会議事録 燕労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 医事 会議等 平成26年度救急部運営委員会議事録 燕労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2006年度 燕労災病院 医事 会議等 平成18年度ＤＰＣ導入推進委員会議事録 燕労災病院医事課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2007年度 燕労災病院 医事 会議等 平成19年度ＤＰＣ導入推進委員会議事録 燕労災病院医事課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
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管理者
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2008年度 燕労災病院 医事 会議等 平成20年度ＤＰＣ導入推進委員会議事録 燕労災病院医事課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 医事 会議等 平成21年度ＤＰＣ業務委員会議事録 燕労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2010年度 燕労災病院 医事 会議等 平成22年度ＤＰＣ業務委員会議事録 燕労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2011年度 燕労災病院 医事 会議等 平成23年度ＤＰＣ業務委員会議事録 燕労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2012年度 燕労災病院 医事 会議等 平成24年度ＤＰＣ業務委員会議事録 燕労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2013年度 燕労災病院 医事 会議等 平成25年度ＤＰＣ業務委員会議事録 燕労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2014年度 燕労災病院 医事 会議等 平成26年度ＤＰＣ業務委員会議事録 燕労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2006年度 燕労災病院 医事 会議等 平成18年度NST推進委員会議事録 燕労災病院医事課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2007年度 燕労災病院 医事 会議等 平成19年度NST推進委員会議事録 燕労災病院医事課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2008年度 燕労災病院 医事 会議等 平成20年度NST推進委員会議事録 燕労災病院医事課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 医事 会議等 平成21年度NST推進委員会議事録 燕労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院医事課長 廃棄
2008年度 燕労災病院 医事 指示箋 平成20年度リハビリテーション指示録ファイル 燕労災病院リハビリテーション科部長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院リハビリテーション科技師室 燕労災病院リハビリテーション科部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2009年度 燕労災病院 医事 指示箋 平成21年度リハビリテーション指示録ファイル 燕労災病院リハビリテーション科部長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院リハビリテーション科技師室 燕労災病院リハビリテーション科部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2010年度 燕労災病院 医事 指示箋 平成22年度リハビリテーション指示録ファイル 燕労災病院リハビリテーション科部長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院リハビリテーション科技師室 燕労災病院リハビリテーション科部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2008年度 燕労災病院 医事 指示箋 平成20年度車椅子採型表ファイル 燕労災病院リハビリテーション科部長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院リハビリテーション科倉庫 燕労災病院リハビリテーション科部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2009年度 燕労災病院 医事 指示箋 平成21年度車椅子採型表ファイル 燕労災病院リハビリテーション科部長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院リハビリテーション科倉庫 燕労災病院リハビリテーション科部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2010年度 燕労災病院 医事 指示箋 平成22年度車椅子採型表ファイル 燕労災病院リハビリテーション科部長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院リハビリテーション科倉庫 燕労災病院リハビリテーション科部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2008年度 燕労災病院 医事 診療録等 平成20年度リハビリテーション実施記録 燕労災病院リハビリテーション科部長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院リハビリテーション科倉庫 燕労災病院リハビリテーション科部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2009年度 燕労災病院 医事 診療録等 平成21年度リハビリテーション実施記録 燕労災病院リハビリテーション科部長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院リハビリテーション科倉庫 燕労災病院リハビリテーション科部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2010年度 燕労災病院 医事 診療録等 平成22年度リハビリテーション実施記録 燕労災病院リハビリテーション科部長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院リハビリテーション科倉庫 燕労災病院リハビリテーション科部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2008年度 燕労災病院 医事 診療録等 平成20年度日付別リハビリテーション実施記録 燕労災病院リハビリテーション科部長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院リハビリテーション科倉庫 燕労災病院リハビリテーション科部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2009年度 燕労災病院 医事 診療録等 平成21年度日付別リハビリテーション実施記録 燕労災病院リハビリテーション科部長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院リハビリテーション科倉庫 燕労災病院リハビリテーション科部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2008年度 燕労災病院 医事 調査報告 平成20年度リハビリテーション実施件数日報 燕労災病院リハビリテーション科部長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院リハビリテーション科技師室 燕労災病院リハビリテーション科部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2009年度 燕労災病院 医事 調査報告 平成21年度リハビリテーション実施件数日報 燕労災病院リハビリテーション科部長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院リハビリテーション科技師室 燕労災病院リハビリテーション科部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2008年度 燕労災病院 医事 調査報告 平成20年度リハビリテーション実施件数月報 燕労災病院リハビリテーション科部長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院リハビリテーション科技師室 燕労災病院リハビリテーション科部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2009年度 燕労災病院 医事 調査報告 平成21年度リハビリテーション実施件数月報 燕労災病院リハビリテーション科部長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院リハビリテーション科技師室 燕労災病院リハビリテーション科部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2010年度 燕労災病院 医事 調査報告 平成22年度リハビリテーション実施件数月報 燕労災病院リハビリテーション科部長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院リハビリテーション科技師室 燕労災病院リハビリテーション科部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2007年度 燕労災病院 医事 調査報告 平成19年度家庭訪問実施記録ファイル 燕労災病院リハビリテーション科部長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院リハビリテーション科技師室 燕労災病院リハビリテーション科部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2008年度 燕労災病院 医事 調査報告 平成20年度家庭訪問実施記録ファイル 燕労災病院リハビリテーション科部長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院リハビリテーション科技師室 燕労災病院リハビリテーション科部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2009年度 燕労災病院 医事 調査報告 平成21年度家庭訪問実施記録ファイル 燕労災病院リハビリテーション科部長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院リハビリテーション科技師室 燕労災病院リハビリテーション科部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2010年度 燕労災病院 医事 調査報告 平成22年度家庭訪問実施記録ファイル 燕労災病院リハビリテーション科部長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院リハビリテーション科技師室 燕労災病院リハビリテーション科部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2005年度 燕労災病院 医事 調査報告 平成17年度リハビリテーション支援システムバックアップデータファイル 燕労災病院リハビリテーション科部長 2006年4月1日 9 2015年3月31日 電子 （FD,CD,DVD,USBメモリ、SDカード等） 燕労災病院リハビリテーション科技師室 燕労災病院リハビリテーション科部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2009年3月31日 延長期間 6年
2006年度 燕労災病院 医事 調査報告 平成18年度リハビリテーション支援システムバックアップデータファイル 燕労災病院リハビリテーション科部長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 電子 （FD,CD,DVD,USBメモリ、SDカード等） 燕労災病院リハビリテーション科技師室 燕労災病院リハビリテーション科部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2007年度 燕労災病院 医事 調査報告 平成19年度リハビリテーション支援システムバックアップデータファイル 燕労災病院リハビリテーション科部長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 電子 （FD,CD,DVD,USBメモリ、SDカード等） 燕労災病院リハビリテーション科技師室 燕労災病院リハビリテーション科部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2008年度 燕労災病院 医事 調査報告 平成20年度リハビリテーション支援システムバックアップデータファイル 燕労災病院リハビリテーション科部長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 電子 （FD,CD,DVD,USBメモリ、SDカード等） 燕労災病院リハビリテーション科技師室 燕労災病院リハビリテーション科部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2009年度 燕労災病院 医事 調査報告 平成21年度リハビリテーション支援システムバックアップデータファイル 燕労災病院リハビリテーション科部長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 電子 （FD,CD,DVD,USBメモリ、SDカード等） 燕労災病院リハビリテーション科技師室 燕労災病院リハビリテーション科部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2009年度 燕労災病院 栄養管理 栄養管理 平成21年度一般食献立表 燕労災病院栄養管理室長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
2010年度 燕労災病院 栄養管理 栄養管理 平成22年度一般食献立表 燕労災病院栄養管理室長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
2011年度 燕労災病院 栄養管理 栄養管理 平成23年度一般食献立表 燕労災病院栄養管理室長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
2012年度 燕労災病院 栄養管理 栄養管理 平成24年度一般食献立表 燕労災病院栄養管理室長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
2013年度 燕労災病院 栄養管理 栄養管理 平成25年度一般食献立表 燕労災病院栄養管理室長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
2014年度 燕労災病院 栄養管理 栄養管理 平成26年度一般食献立表 燕労災病院栄養管理室長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
2009年度 燕労災病院 栄養管理 栄養管理 平成21年度給食実施状況報告書 燕労災病院栄養管理室長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
2010年度 燕労災病院 栄養管理 栄養管理 平成22年度給食実施状況報告書 燕労災病院栄養管理室長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
2011年度 燕労災病院 栄養管理 栄養管理 平成23年度給食実施状況報告書 燕労災病院栄養管理室長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
2012年度 燕労災病院 栄養管理 栄養管理 平成24年度給食実施状況報告書 燕労災病院栄養管理室長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
2013年度 燕労災病院 栄養管理 栄養管理 平成25年度給食実施状況報告書 燕労災病院栄養管理室長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
2014年度 燕労災病院 栄養管理 栄養管理 平成26年度給食実施状況報告書 燕労災病院栄養管理室長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
2009年度 燕労災病院 栄養管理 栄養管理 平成21年度常食患者年齢加重平均栄養所要量法 燕労災病院栄養管理室長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
2010年度 燕労災病院 栄養管理 栄養管理 平成22年度常食患者年齢加重平均栄養所要量法 燕労災病院栄養管理室長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
2011年度 燕労災病院 栄養管理 栄養管理 平成23年度常食患者年齢加重平均栄養所要量法 燕労災病院栄養管理室長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
2012年度 燕労災病院 栄養管理 栄養管理 平成24年度常食患者年齢加重平均栄養所要量法 燕労災病院栄養管理室長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
2013年度 燕労災病院 栄養管理 栄養管理 平成25年度常食患者年齢加重平均栄養所要量法 燕労災病院栄養管理室長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
2014年度 燕労災病院 栄養管理 栄養管理 平成26年度常食患者年齢加重平均栄養所要量法 燕労災病院栄養管理室長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
2009年度 燕労災病院 栄養管理 栄養管理 平成21年度食数表 燕労災病院栄養管理室長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
2010年度 燕労災病院 栄養管理 栄養管理 平成22年度食数表 燕労災病院栄養管理室長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
2011年度 燕労災病院 栄養管理 栄養管理 平成23年度食数表 燕労災病院栄養管理室長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
2012年度 燕労災病院 栄養管理 栄養管理 平成24年度食数表 燕労災病院栄養管理室長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
2013年度 燕労災病院 栄養管理 栄養管理 平成25年度食数表 燕労災病院栄養管理室長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
2014年度 燕労災病院 栄養管理 栄養管理 平成26年度食数表 燕労災病院栄養管理室長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
2009年度 燕労災病院 栄養管理 栄養管理 平成21年度食品構成表 燕労災病院栄養管理室長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
2010年度 燕労災病院 栄養管理 栄養管理 平成22年度食品構成表 燕労災病院栄養管理室長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
2011年度 燕労災病院 栄養管理 栄養管理 平成23年度食品構成表 燕労災病院栄養管理室長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
2012年度 燕労災病院 栄養管理 栄養管理 平成24年度食品構成表 燕労災病院栄養管理室長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
2013年度 燕労災病院 栄養管理 栄養管理 平成25年度食品構成表 燕労災病院栄養管理室長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
2014年度 燕労災病院 栄養管理 栄養管理 平成26年度食品構成表 燕労災病院栄養管理室長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
2009年度 燕労災病院 栄養管理 栄養管理 平成21年度特別食献立表 燕労災病院栄養管理室長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
2010年度 燕労災病院 栄養管理 栄養管理 平成22年度特別食献立表 燕労災病院栄養管理室長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
2011年度 燕労災病院 栄養管理 栄養管理 平成23年度特別食献立表 燕労災病院栄養管理室長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
2012年度 燕労災病院 栄養管理 栄養管理 平成24年度特別食献立表 燕労災病院栄養管理室長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
2013年度 燕労災病院 栄養管理 栄養管理 平成25年度特別食献立表 燕労災病院栄養管理室長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
2014年度 燕労災病院 栄養管理 栄養管理 平成26年度特別食献立表 燕労災病院栄養管理室長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
2011年度 燕労災病院 栄養管理 栄養管理 平成23年度栄養出納表 燕労災病院栄養管理室長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
2012年度 燕労災病院 栄養管理 栄養管理 平成24年度栄養出納表 燕労災病院栄養管理室長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
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2013年度 燕労災病院 栄養管理 栄養管理 平成25年度栄養出納表 燕労災病院栄養管理室長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
2014年度 燕労災病院 栄養管理 栄養管理 平成26年度栄養出納表 燕労災病院栄養管理室長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
2011年度 燕労災病院 栄養管理 栄養管理 平成23年度病院給食食品量表 燕労災病院栄養管理室長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
2012年度 燕労災病院 栄養管理 栄養管理 平成24年度病院給食食品量表 燕労災病院栄養管理室長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
2013年度 燕労災病院 栄養管理 栄養管理 平成25年度病院給食食品量表 燕労災病院栄養管理室長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
2014年度 燕労災病院 栄養管理 栄養管理 平成26年度病院給食食品量表 燕労災病院栄養管理室長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
2011年度 燕労災病院 栄養管理 栄養管理 平成23年度普通食(常食)患者年齢構成表 燕労災病院栄養管理室長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
2012年度 燕労災病院 栄養管理 栄養管理 平成24年度普通食(常食)患者年齢構成表 燕労災病院栄養管理室長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
2013年度 燕労災病院 栄養管理 栄養管理 平成25年度普通食(常食)患者年齢構成表 燕労災病院栄養管理室長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
2014年度 燕労災病院 栄養管理 栄養管理 平成26年度普通食(常食)患者年齢構成表 燕労災病院栄養管理室長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
2012年度 燕労災病院 栄養管理 栄養管理 平成24年度検食及び残食調査表 燕労災病院栄養管理室長 2013年4月1日 2 2015年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
2013年度 燕労災病院 栄養管理 栄養管理 平成25年度検食及び残食調査表 燕労災病院栄養管理室長 2014年4月1日 2 2016年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
2014年度 燕労災病院 栄養管理 栄養管理 平成26年度検食及び残食調査表 燕労災病院栄養管理室長 2015年4月1日 2 2017年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
2009年度 燕労災病院 栄養管理 栄養指導 平成21年度栄養指導依頼票・報告票 燕労災病院栄養管理室長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
2010年度 燕労災病院 栄養管理 栄養指導 平成22年度栄養指導依頼票・報告票 燕労災病院栄養管理室長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
2011年度 燕労災病院 栄養管理 栄養指導 平成23年度栄養指導依頼票・報告票 燕労災病院栄養管理室長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
2012年度 燕労災病院 栄養管理 栄養指導 平成24年度栄養指導依頼票・報告票 燕労災病院栄養管理室長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
2013年度 燕労災病院 栄養管理 栄養指導 平成25年度栄養指導依頼票・報告票 燕労災病院栄養管理室長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
2014年度 燕労災病院 栄養管理 栄養指導 平成26年度栄養指導依頼票・報告票 燕労災病院栄養管理室長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
2009年度 燕労災病院 栄養管理 栄養指導 平成21年度物品受払状況報告書 燕労災病院栄養管理室長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
2010年度 燕労災病院 栄養管理 栄養指導 平成22年度物品受払状況報告書 燕労災病院栄養管理室長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
2011年度 燕労災病院 栄養管理 栄養指導 平成23年度物品受払状況報告書 燕労災病院栄養管理室長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
2012年度 燕労災病院 栄養管理 栄養指導 平成24年度物品受払状況報告書 燕労災病院栄養管理室長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
2013年度 燕労災病院 栄養管理 栄養指導 平成25年度物品受払状況報告書 燕労災病院栄養管理室長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
2014年度 燕労災病院 栄養管理 栄養指導 平成26年度物品受払状況報告書 燕労災病院栄養管理室長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
2009年度 燕労災病院 栄養管理 栄養指導 平成21年度物品受払簿 燕労災病院栄養管理室長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
2010年度 燕労災病院 栄養管理 栄養指導 平成22年度物品受払簿 燕労災病院栄養管理室長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
2011年度 燕労災病院 栄養管理 栄養指導 平成23年度物品受払簿 燕労災病院栄養管理室長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
2012年度 燕労災病院 栄養管理 栄養指導 平成24年度物品受払簿 燕労災病院栄養管理室長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
2013年度 燕労災病院 栄養管理 栄養指導 平成25年度物品受払簿 燕労災病院栄養管理室長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
2014年度 燕労災病院 栄養管理 栄養指導 平成26年度物品受払簿 燕労災病院栄養管理室長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄

2011年度 燕労災病院 栄養管理 栄養指導 平成23年度栄養指導(指示実施)録 燕労災病院栄養管理室長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄

2012年度 燕労災病院 栄養管理 栄養指導 平成24年度栄養指導(指示実施)録 燕労災病院栄養管理室長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄

2013年度 燕労災病院 栄養管理 栄養指導 平成25年度栄養指導(指示実施)録 燕労災病院栄養管理室長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄

2014年度 燕労災病院 栄養管理 栄養指導 平成26年度栄養指導(指示実施)録 燕労災病院栄養管理室長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄

2011年度 燕労災病院 栄養管理 栄養指導 平成23年度指導件数集計表 燕労災病院栄養管理室長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
2012年度 燕労災病院 栄養管理 栄養指導 平成24年度指導件数集計表 燕労災病院栄養管理室長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
2013年度 燕労災病院 栄養管理 栄養指導 平成25年度指導件数集計表 燕労災病院栄養管理室長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
2014年度 燕労災病院 栄養管理 栄養指導 平成26年度指導件数集計表 燕労災病院栄養管理室長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
2011年度 燕労災病院 栄養管理 栄養指導 平成23年度給食数及び給食材料費調 燕労災病院栄養管理室長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
2012年度 燕労災病院 栄養管理 栄養指導 平成24年度給食数及び給食材料費調 燕労災病院栄養管理室長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
2013年度 燕労災病院 栄養管理 栄養指導 平成25年度給食数及び給食材料費調 燕労災病院栄養管理室長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
2014年度 燕労災病院 栄養管理 栄養指導 平成26年度給食数及び給食材料費調 燕労災病院栄養管理室長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院栄養管理室 燕労災病院栄養管理室長 廃棄
2006年度 燕労災病院 放射線 照射録等 平成18年度照射録 燕労災病院中央放射線部長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央放射線部 燕労災病院中央放射線部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2007年度 燕労災病院 放射線 照射録等 平成19年度照射録 燕労災病院中央放射線部長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央放射線部 燕労災病院中央放射線部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2008年度 燕労災病院 放射線 照射録等 平成20年度照射録 燕労災病院中央放射線部長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央放射線部 燕労災病院中央放射線部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 放射線 照射録等 平成21年度照射録 燕労災病院中央放射線部長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央放射線部 燕労災病院中央放射線部長 廃棄
2010年度 燕労災病院 放射線 照射録等 平成22年度照射録 燕労災病院中央放射線部長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院中央放射線部 燕労災病院中央放射線部長 廃棄
2011年度 燕労災病院 放射線 照射録等 平成23年度照射録 燕労災病院中央放射線部長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 電子 （共有サーバー内） 燕労災病院中央放射線部 燕労災病院中央放射線部長 廃棄
2012年度 燕労災病院 放射線 照射録等 平成24年度照射録 燕労災病院中央放射線部長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 電子 （共有サーバー内） 燕労災病院中央放射線部 燕労災病院中央放射線部長 廃棄
2013年度 燕労災病院 放射線 照射録等 平成25年度照射録 燕労災病院中央放射線部長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 電子 （共有サーバー内） 燕労災病院中央放射線部 燕労災病院中央放射線部長 廃棄
2014年度 燕労災病院 放射線 照射録等 平成26年度照射録 燕労災病院中央放射線部長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 電子 （共有サーバー内） 燕労災病院中央放射線部 燕労災病院中央放射線部長 廃棄
2006年度 燕労災病院 放射線 放射線管理 平成18年度Ｘ線装置使用室漏洩線量測定記録 燕労災病院放射線取扱主任者 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央放射線部 燕労災病院中央放射線部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2007年度 燕労災病院 放射線 放射線管理 平成19年度Ｘ線装置使用室漏洩線量測定記録 燕労災病院放射線取扱主任者 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央放射線部 燕労災病院中央放射線部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2008年度 燕労災病院 放射線 放射線管理 平成20年度Ｘ線装置使用室漏洩線量測定記録 燕労災病院放射線取扱主任者 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央放射線部 燕労災病院中央放射線部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 放射線 放射線管理 平成21年度Ｘ線装置使用室漏洩線量測定記録 燕労災病院放射線取扱主任者 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央放射線部 燕労災病院中央放射線部長 廃棄
2010年度 燕労災病院 放射線 放射線管理 平成22年度X線装置使用室漏洩線量測定記録 燕労災病院放射線取扱主任者 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院中央放射線部 燕労災病院中央放射線部長 廃棄
2011年度 燕労災病院 放射線 放射線管理 平成23年度X線装置使用室漏洩線量測定記録 燕労災病院放射線取扱主任者 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院中央放射線部 燕労災病院中央放射線部長 廃棄
2012年度 燕労災病院 放射線 放射線管理 平成24年度X線装置使用室漏洩線量測定記録 燕労災病院放射線取扱主任者 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院中央放射線部 燕労災病院中央放射線部長 廃棄
2013年度 燕労災病院 放射線 放射線管理 平成25年度X線装置使用室漏洩線量測定記録 燕労災病院放射線取扱主任者 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院中央放射線部 燕労災病院中央放射線部長 廃棄
2014年度 燕労災病院 放射線 放射線管理 平成26年度X線装置使用室漏洩線量測定記録 燕労災病院放射線取扱主任者 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院中央放射線部 燕労災病院中央放射線部長 廃棄
2005年度 燕労災病院 放射線 放射線管理 平成17年度個人被ばく線量測定記録 燕労災病院中央放射線部長 2006年4月1日 永年 - 紙 燕労災病院中央放射線部 燕労災病院中央放射線部長 廃棄
2006年度 燕労災病院 放射線 放射線管理 平成18年度個人被ばく線量測定記録 燕労災病院中央放射線部長 2007年4月1日 永年 - 紙 燕労災病院中央放射線部 燕労災病院中央放射線部長 廃棄
2007年度 燕労災病院 放射線 放射線管理 平成19年度個人被ばく線量測定記録 燕労災病院中央放射線部長 2008年4月1日 永年 - 紙 燕労災病院中央放射線部 燕労災病院中央放射線部長 廃棄
2008年度 燕労災病院 放射線 放射線管理 平成20年度個人被ばく線量測定記録 燕労災病院中央放射線部長 2009年4月1日 永年 - 紙 燕労災病院中央放射線部 燕労災病院中央放射線部長 廃棄
2009年度 燕労災病院 放射線 放射線管理 平成21年度個人被ばく線量測定記録 燕労災病院中央放射線部長 2010年4月1日 永年 - 紙 燕労災病院中央放射線部 燕労災病院中央放射線部長 廃棄
2010年度 燕労災病院 放射線 放射線管理 平成22年度個人被ばく線量測定記録 燕労災病院中央放射線部長 2011年4月1日 永年 - 紙 燕労災病院中央放射線部 燕労災病院中央放射線部長 廃棄
2011年度 燕労災病院 放射線 放射線管理 平成23年度個人被ばく線量測定記録 燕労災病院中央放射線部長 2012年4月1日 永年 - 紙 燕労災病院中央放射線部 燕労災病院中央放射線部長 廃棄
2012年度 燕労災病院 放射線 放射線管理 平成24年度個人被ばく線量測定記録 燕労災病院中央放射線部長 2013年4月1日 永年 - 紙 燕労災病院中央放射線部 燕労災病院中央放射線部長 廃棄
2013年度 燕労災病院 放射線 放射線管理 平成25年度個人被ばく線量測定記録 燕労災病院中央放射線部長 2014年4月1日 永年 - 紙 燕労災病院中央放射線部 燕労災病院中央放射線部長 廃棄
2014年度 燕労災病院 放射線 放射線管理 平成26年度個人被ばく線量測定記録 燕労災病院中央放射線部長 2015年4月1日 永年 - 紙 燕労災病院中央放射線部 燕労災病院中央放射線部長 廃棄
2006年度 燕労災病院 放射線 放射線管理 平成18年度放射性医薬品使用記録簿 燕労災病院放射線取扱主任者 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央放射線部 燕労災病院中央放射線部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2007年度 燕労災病院 放射線 放射線管理 平成19年度放射性医薬品使用記録簿 燕労災病院放射線取扱主任者 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央放射線部 燕労災病院中央放射線部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
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2008年度 燕労災病院 放射線 放射線管理 平成20年度放射性医薬品使用記録簿 燕労災病院放射線取扱主任者 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央放射線部 燕労災病院中央放射線部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 放射線 放射線管理 平成21年度放射性医薬品使用記録簿 燕労災病院放射線取扱主任者 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央放射線部 燕労災病院中央放射線部長 廃棄
2010年度 燕労災病院 放射線 放射線管理 平成22年度放射性医薬品使用記録簿 燕労災病院放射線取扱主任者 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院中央放射線部 燕労災病院中央放射線部長 廃棄
2011年度 燕労災病院 放射線 放射線管理 平成23年度放射性医薬品使用記録簿 燕労災病院放射線取扱主任者 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院中央放射線部 燕労災病院中央放射線部長 廃棄
2012年度 燕労災病院 放射線 放射線管理 平成24年度放射性医薬品使用記録簿 燕労災病院放射線取扱主任者 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院中央放射線部 燕労災病院中央放射線部長 廃棄
2013年度 燕労災病院 放射線 放射線管理 平成25年度放射性医薬品使用記録簿 燕労災病院放射線取扱主任者 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院中央放射線部 燕労災病院中央放射線部長 廃棄
2014年度 燕労災病院 放射線 放射線管理 平成26年度放射性医薬品使用記録簿 燕労災病院放射線取扱主任者 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院中央放射線部 燕労災病院中央放射線部長 廃棄
2006年度 燕労災病院 放射線 放射線管理 平成18年度ＲＩ室汚染測定記録 燕労災病院放射線取扱主任者 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央放射線部 燕労災病院中央放射線部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2007年度 燕労災病院 放射線 放射線管理 平成19年度ＲＩ室汚染測定記録 燕労災病院放射線取扱主任者 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央放射線部 燕労災病院中央放射線部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2008年度 燕労災病院 放射線 放射線管理 平成20年度ＲＩ室汚染測定記録 燕労災病院放射線取扱主任者 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央放射線部 燕労災病院中央放射線部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 放射線 放射線管理 平成21年度ＲＩ室汚染測定記録 燕労災病院放射線取扱主任者 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院中央放射線部 燕労災病院中央放射線部長 廃棄
2010年度 燕労災病院 放射線 放射線管理 平成22年度RI室汚染測定記録 燕労災病院放射線取扱主任者 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院中央放射線部 燕労災病院中央放射線部長 廃棄
2011年度 燕労災病院 放射線 放射線管理 平成23年度RI室汚染測定記録 燕労災病院放射線取扱主任者 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院中央放射線部 燕労災病院中央放射線部長 廃棄
2012年度 燕労災病院 放射線 放射線管理 平成24年度RI室汚染測定記録 燕労災病院放射線取扱主任者 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院中央放射線部 燕労災病院中央放射線部長 廃棄
2013年度 燕労災病院 放射線 放射線管理 平成25年度RI室汚染測定記録 燕労災病院放射線取扱主任者 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院中央放射線部 燕労災病院中央放射線部長 廃棄
2014年度 燕労災病院 放射線 放射線管理 平成26年度RI室汚染測定記録 燕労災病院放射線取扱主任者 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院中央放射線部 燕労災病院中央放射線部長 廃棄
2007年度 燕労災病院 検査 会議等 平成19年度臨床検査適正化委員会 燕労災病院検査科部長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院検査科 燕労災病院検査科部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2008年度 燕労災病院 検査 会議等 平成20年度臨床検査適正化委員会 燕労災病院検査科部長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院検査科 燕労災病院検査科部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 検査 会議等 平成21年度臨床検査適正化委員会 燕労災病院検査科部長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院検査科 燕労災病院検査科部長 廃棄
2010年度 燕労災病院 検査 会議等 平成22年度臨床検査適正化委員会 燕労災病院検査科部長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院検査科 燕労災病院検査科部長 廃棄
2011年度 燕労災病院 検査 会議等 平成23年度臨床検査適正化委員会 燕労災病院中央検査部長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院中央検査部 燕労災病院中央検査部長 廃棄
2012年度 燕労災病院 検査 会議等 平成24年度臨床検査適正化委員会 燕労災病院中央検査部長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院中央検査部 燕労災病院中央検査部長 廃棄
2013年度 燕労災病院 検査 会議等 平成25年度臨床検査適正化委員会 燕労災病院中央検査部長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院中央検査部 燕労災病院中央検査部長 廃棄
2014年度 燕労災病院 検査 会議等 平成26年度臨床検査適正化委員会 燕労災病院中央検査部長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院中央検査部 燕労災病院中央検査部長 廃棄
2009年度 燕労災病院 検査 検査 平成21年一般細菌内部精度管理ファイル 燕労災病院検査科部長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 電子 （共有サーバー内） 燕労災病院細菌検査室 燕労災病院検査科部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2010年度 燕労災病院 検査 検査 平成22年一般細菌内部精度管理ファイル 燕労災病院検査科部長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 電子 （共有サーバー内） 燕労災病院細菌検査室 燕労災病院検査科部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 検査 検査 平成23年一般細菌内部精度管理ファイル 燕労災病院中央検査部長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 電子 （共有サーバー内） 燕労災病院細菌検査室 燕労災病院中央検査部長 廃棄
2012年度 燕労災病院 検査 検査 平成24年一般細菌内部精度管理ファイル 燕労災病院中央検査部長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 電子 （共有サーバー内） 燕労災病院細菌検査室 燕労災病院中央検査部長 廃棄
2013年度 燕労災病院 検査 検査 平成25年一般細菌内部精度管理ファイル 燕労災病院中央検査部長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 電子 （共有サーバー内） 燕労災病院細菌検査室 燕労災病院中央検査部長 廃棄
2014年度 燕労災病院 検査 検査 平成26年一般細菌内部精度管理ファイル 燕労災病院中央検査部長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 電子 （共有サーバー内） 燕労災病院細菌検査室 燕労災病院中央検査部長 廃棄
2007年度 燕労災病院 検査 検査 平成19年一般細菌バックアップファイル 燕労災病院検査科部長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 電子 （共有サーバー内） 燕労災病院細菌検査室 燕労災病院検査科部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2008年度 燕労災病院 検査 検査 平成20年一般細菌バックアップファイル 燕労災病院検査科部長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 電子 （共有サーバー内） 燕労災病院細菌検査室 燕労災病院検査科部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 検査 検査 平成21年一般細菌バックアップファイル 燕労災病院検査科部長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 電子 （共有サーバー内） 燕労災病院細菌検査室 燕労災病院検査科部長 廃棄
2010年度 燕労災病院 検査 検査 平成22年一般細菌バックアップファイル 燕労災病院検査科部長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 電子 （共有サーバー内） 燕労災病院細菌検査室 燕労災病院検査科部長 廃棄
2011年度 燕労災病院 検査 検査 平成23年一般細菌バックアップファイル 燕労災病院中央検査部長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 電子 （共有サーバー内） 燕労災病院細菌検査室 燕労災病院中央検査部長 廃棄
2012年度 燕労災病院 検査 検査 平成24年一般細菌バックアップファイル 燕労災病院中央検査部長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 電子 （共有サーバー内） 燕労災病院細菌検査室 燕労災病院中央検査部長 廃棄
2013年度 燕労災病院 検査 検査 平成25年一般細菌バックアップファイル 燕労災病院中央検査部長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 電子 （共有サーバー内） 燕労災病院細菌検査室 燕労災病院中央検査部長 廃棄
2014年度 燕労災病院 検査 検査 平成26年一般細菌バックアップファイル 燕労災病院中央検査部長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 電子 （共有サーバー内） 燕労災病院細菌検査室 燕労災病院中央検査部長 廃棄
2007年度 燕労災病院 検査 検査 平成19年抗酸菌バックアップファイル 燕労災病院検査科部長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 電子 （共有サーバー内） 燕労災病院細菌検査室 燕労災病院検査科部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2008年度 燕労災病院 検査 検査 平成20年抗酸菌バックアップファイル 燕労災病院検査科部長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 電子 （共有サーバー内） 燕労災病院細菌検査室 燕労災病院検査科部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 検査 検査 平成21年抗酸菌バックアップファイル 燕労災病院検査科部長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 電子 （共有サーバー内） 燕労災病院細菌検査室 燕労災病院検査科部長 廃棄
2010年度 燕労災病院 検査 検査 平成22年抗酸菌バックアップファイル 燕労災病院検査科部長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 電子 （共有サーバー内） 燕労災病院細菌検査室 燕労災病院検査科部長 廃棄
2011年度 燕労災病院 検査 検査 平成23年抗酸菌バックアップファイル 燕労災病院中央検査部長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 電子 （共有サーバー内） 燕労災病院細菌検査室 燕労災病院中央検査部長 廃棄
2012年度 燕労災病院 検査 検査 平成24年抗酸菌バックアップファイル 燕労災病院中央検査部長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 電子 （共有サーバー内） 燕労災病院細菌検査室 燕労災病院中央検査部長 廃棄
2013年度 燕労災病院 検査 検査 平成25年抗酸菌バックアップファイル 燕労災病院中央検査部長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 電子 （共有サーバー内） 燕労災病院細菌検査室 燕労災病院中央検査部長 廃棄
2014年度 燕労災病院 検査 検査 平成26年抗酸菌バックアップファイル 燕労災病院中央検査部長 2015年4月1日 5 電子 （共有サーバー内） 燕労災病院細菌検査室 燕労災病院中央検査部長 廃棄
2003年度 燕労災病院 検査 検査 平成15年解剖台帳 燕労災病院検査科部長 2004年4月1日 11 2015年3月31日 紙 燕労災病院病理検査室 燕労災病院検査科部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2004年度 燕労災病院 検査 検査 平成16年解剖台帳 燕労災病院検査科部長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 燕労災病院病理検査室 燕労災病院検査科部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2005年度 燕労災病院 検査 検査 平成17年解剖台帳 燕労災病院検査科部長 2006年4月1日 9 2015年3月31日 紙 燕労災病院病理検査室 燕労災病院検査科部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2006年度 燕労災病院 検査 検査 平成18年解剖台帳 燕労災病院検査科部長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院病理検査室 燕労災病院検査科部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2007年度 燕労災病院 検査 検査 平成19年解剖台帳 燕労災病院検査科部長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院病理検査室 燕労災病院検査科部長 廃棄
2008年度 燕労災病院 検査 検査 平成20年解剖台帳 燕労災病院検査科部長 2009年4月1日 7 2016年3月31日 紙 燕労災病院病理検査室 燕労災病院検査科部長 廃棄
2009年度 燕労災病院 検査 検査 平成21年解剖台帳 燕労災病院検査科部長 2010年4月1日 7 2017年3月31日 紙 燕労災病院病理検査室 燕労災病院検査科部長 廃棄
2010年度 燕労災病院 検査 検査 平成22年解剖台帳 燕労災病院検査科部長 2011年4月1日 7 2018年3月31日 紙 燕労災病院病理検査室 燕労災病院検査科部長 廃棄
2011年度 燕労災病院 検査 検査 平成23年解剖台帳 燕労災病院中央検査部長 2012年4月1日 7 2019年3月31日 紙 燕労災病院病理検査室 燕労災病院中央検査部長 廃棄
2012年度 燕労災病院 検査 検査 平成24年解剖台帳 燕労災病院中央検査部長 2013年4月1日 7 2020年3月31日 紙 燕労災病院病理検査室 燕労災病院中央検査部長 廃棄
2013年度 燕労災病院 検査 検査 平成25年解剖台帳 燕労災病院中央検査部長 2014年4月1日 7 2021年3月31日 紙 燕労災病院病理検査室 燕労災病院中央検査部長 廃棄
2014年度 燕労災病院 検査 検査 平成26年解剖台帳 燕労災病院中央検査部長 2015年4月1日 7 2022年3月31日 紙 燕労災病院病理検査室 燕労災病院中央検査部長 廃棄
2003年度 燕労災病院 検査 検査 平成15年病理組織検査依頼及び報告書 燕労災病院検査科部長 2004年4月1日 11 2015年3月31日 紙 燕労災病院病理検査室 燕労災病院検査科部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2004年度 燕労災病院 検査 検査 平成16年病理組織検査依頼及び報告書 燕労災病院検査科部長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 燕労災病院病理検査室 燕労災病院検査科部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2005年度 燕労災病院 検査 検査 平成17年病理組織検査依頼及び報告書 燕労災病院検査科部長 2006年4月1日 9 2015年3月31日 紙 燕労災病院病理検査室 燕労災病院検査科部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2006年度 燕労災病院 検査 検査 平成18年病理組織検査依頼及び報告書 燕労災病院検査科部長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院病理検査室 燕労災病院検査科部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2007年度 燕労災病院 検査 検査 平成19年病理組織検査依頼及び報告書 燕労災病院検査科部長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院病理検査室 燕労災病院検査科部長 廃棄
2008年度 燕労災病院 検査 検査 平成20年病理組織検査依頼及び報告書 燕労災病院検査科部長 2009年4月1日 7 2016年3月31日 紙 燕労災病院病理検査室 燕労災病院検査科部長 廃棄
2009年度 燕労災病院 検査 検査 平成21年病理組織検査依頼及び報告書 燕労災病院検査科部長 2010年4月1日 7 2017年3月31日 紙 燕労災病院病理検査室 燕労災病院検査科部長 廃棄
2010年度 燕労災病院 検査 検査 平成22年病理組織検査依頼及び報告書 燕労災病院検査科部長 2011年4月1日 7 2018年3月31日 紙 燕労災病院病理検査室 燕労災病院検査科部長 廃棄
2011年度 燕労災病院 検査 検査 平成23年病理組織検査依頼及び報告書 燕労災病院中央検査部長 2012年4月1日 7 2019年3月31日 紙 燕労災病院病理検査室 燕労災病院中央検査部長 廃棄
2012年度 燕労災病院 検査 検査 平成24年病理組織検査依頼及び報告書 燕労災病院中央検査部長 2013年4月1日 7 2020年3月31日 紙 燕労災病院病理検査室 燕労災病院中央検査部長 廃棄
2013年度 燕労災病院 検査 検査 平成25年病理組織検査依頼及び報告書 燕労災病院中央検査部長 2014年4月1日 7 2021年3月31日 紙 燕労災病院病理検査室 燕労災病院中央検査部長 廃棄
2014年度 燕労災病院 検査 検査 平成26年病理組織検査依頼及び報告書 燕労災病院中央検査部長 2015年4月1日 7 2022年3月31日 紙 燕労災病院病理検査室 燕労災病院中央検査部長 廃棄
2003年度 燕労災病院 検査 検査 平成15年細胞診検査依頼及び報告書 燕労災病院検査科部長 2004年4月1日 11 2015年3月31日 紙 燕労災病院病理検査室 燕労災病院検査科部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2004年度 燕労災病院 検査 検査 平成16年細胞診検査依頼及び報告書 燕労災病院検査科部長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 燕労災病院病理検査室 燕労災病院検査科部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2005年度 燕労災病院 検査 検査 平成17年細胞診検査依頼及び報告書 燕労災病院検査科部長 2006年4月1日 9 2015年3月31日 紙 燕労災病院病理検査室 燕労災病院検査科部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2006年度 燕労災病院 検査 検査 平成18年細胞診検査依頼及び報告書 燕労災病院検査科部長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 燕労災病院病理検査室 燕労災病院検査科部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
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2007年度 燕労災病院 検査 検査 平成19年細胞診検査依頼及び報告書 燕労災病院検査科部長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院病理検査室 燕労災病院検査科部長 廃棄
2008年度 燕労災病院 検査 検査 平成20年細胞診検査依頼及び報告書 燕労災病院検査科部長 2009年4月1日 7 2016年3月31日 紙 燕労災病院病理検査室 燕労災病院検査科部長 廃棄
2009年度 燕労災病院 検査 検査 平成21年細胞診検査依頼及び報告書 燕労災病院検査科部長 2010年4月1日 7 2017年3月31日 紙 燕労災病院病理検査室 燕労災病院検査科部長 廃棄
2010年度 燕労災病院 検査 検査 平成22年細胞診検査依頼及び報告書 燕労災病院検査科部長 2011年4月1日 7 2018年3月31日 紙 燕労災病院病理検査室 燕労災病院検査科部長 廃棄
2011年度 燕労災病院 検査 検査 平成23年細胞診検査依頼及び報告書 燕労災病院中央検査部長 2012年4月1日 7 2019年3月31日 紙 燕労災病院病理検査室 燕労災病院中央検査部長 廃棄
2012年度 燕労災病院 検査 検査 平成24年細胞診検査依頼及び報告書 燕労災病院中央検査部長 2013年4月1日 7 2020年3月31日 紙 燕労災病院病理検査室 燕労災病院中央検査部長 廃棄
2013年度 燕労災病院 検査 検査 平成25年細胞診検査依頼及び報告書 燕労災病院中央検査部長 2014年4月1日 7 2021年3月31日 紙 燕労災病院病理検査室 燕労災病院中央検査部長 廃棄
2014年度 燕労災病院 検査 検査 平成26年細胞診検査依頼及び報告書 燕労災病院中央検査部長 2015年4月1日 8 2023年3月31日 紙 燕労災病院病理検査室 燕労災病院中央検査部長 廃棄
2007年度 燕労災病院 検査 会議等 平成19年度輸血療法委員会 燕労災病院検査科部長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院検査科 燕労災病院検査科部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2008年度 燕労災病院 検査 会議等 平成20年度輸血療法委員会 燕労災病院検査科部長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院検査科 燕労災病院検査科部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 検査 会議等 平成21年度輸血療法委員会 燕労災病院検査科部長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院検査科 燕労災病院検査科部長 廃棄
2010年度 燕労災病院 検査 会議等 平成22年度輸血療法委員会 燕労災病院検査科部長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院検査科 燕労災病院検査科部長 廃棄
2011年度 燕労災病院 検査 会議等 平成23年度輸血療法委員会 燕労災病院中央検査部長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院中央検査部 燕労災病院中央検査部長 廃棄
2012年度 燕労災病院 検査 会議等 平成24年度輸血療法委員会 燕労災病院中央検査部長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院中央検査部 燕労災病院中央検査部長 廃棄
2013年度 燕労災病院 検査 会議等 平成25年度輸血療法委員会 燕労災病院中央検査部長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院中央検査部 燕労災病院中央検査部長 廃棄
2014年度 燕労災病院 検査 会議等 平成26年度輸血療法委員会 燕労災病院中央検査部長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院中央検査部 燕労災病院中央検査部長 廃棄
2009年度 燕労災病院 検査 検査 平成２１年度作業環境測定結果報告書（後期） 燕労災病院中央検査部長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 燕労災病院中央検査部 燕労災病院中央検査部長 廃棄
2010年度 燕労災病院 検査 検査 平成２２年度作業環境測定結果報告書（前期・後期） 燕労災病院中央検査部長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 燕労災病院中央検査部 燕労災病院中央検査部長 廃棄
2011年度 燕労災病院 検査 検査 平成２３年度作業環境測定結果報告書（前期・後期） 燕労災病院中央検査部長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 燕労災病院中央検査部 燕労災病院中央検査部長 廃棄
2012年度 燕労災病院 検査 検査 平成２４年度作業環境測定結果報告書（前期・後期） 燕労災病院中央検査部長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 燕労災病院中央検査部 燕労災病院中央検査部長 廃棄
2013年度 燕労災病院 検査 検査 平成２５年度作業環境測定結果報告書（前期・後期） 燕労災病院中央検査部長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 燕労災病院中央検査部 燕労災病院中央検査部長 廃棄
2014年度 燕労災病院 検査 検査 平成２６年度作業環境測定結果報告書（前期・後期） 燕労災病院中央検査部長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 燕労災病院中央検査部 燕労災病院中央検査部長 廃棄
2013年度 燕労災病院 検査 検査 平成２５年度病理検査室プッシュプル型換気装置点検記録 燕労災病院中央検査部長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院中央検査部 燕労災病院中央検査部長 廃棄
2014年度 燕労災病院 検査 検査 平成２６年度病理検査室プッシュプル型換気装置点検記録 燕労災病院中央検査部長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院中央検査部 燕労災病院中央検査部長 廃棄
2013年度 燕労災病院 検査 検査 平成２５年度病理検査室 特定化学物質作業従事記録 燕労災病院中央検査部長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 燕労災病院中央検査部 燕労災病院中央検査部長 廃棄
2014年度 燕労災病院 検査 検査 平成２６年度病理検査室 特定化学物質作業従事記録 燕労災病院中央検査部長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 燕労災病院中央検査部 燕労災病院中央検査部長 廃棄
2008年度 燕労災病院 薬剤 例規等 薬剤部作業の手順と申し合わせ事項 燕労災病院薬剤部長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 燕労災病院薬剤部長室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2008年度 燕労災病院 薬剤 例規等 製剤目録 燕労災病院薬剤部長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 燕労災病院製剤室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2009年度 燕労災病院 薬剤 例規等 治験等標準業務手順書 燕労災病院薬剤部長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 燕労災病院薬剤部長室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2011年度 燕労災病院 薬剤 例規等 治験等標準業務手順書 燕労災病院薬剤部長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 燕労災病院薬剤部長室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2008年度 燕労災病院 薬剤 会議等 平成20年度薬事委員会議事録 燕労災病院薬剤部長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院薬剤部長室 燕労災病院薬剤部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 薬剤 会議等 平成21年度薬事委員会議事録 燕労災病院薬剤部長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院薬剤部長室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2010年度 燕労災病院 薬剤 会議等 平成22年度薬事委員会議事録 燕労災病院薬剤部長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院薬剤部長室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2011年度 燕労災病院 薬剤 会議等 平成23年度薬事委員会議事録 燕労災病院薬剤部長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院薬剤部長室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2012年度 燕労災病院 薬剤 会議等 平成24年度薬事委員会議事録 燕労災病院薬剤部長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院薬剤部長室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2013年度 燕労災病院 薬剤 会議等 平成25年度薬事委員会議事録 燕労災病院薬剤部長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院薬剤部長室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2014年度 燕労災病院 薬剤 会議等 平成26年度薬事委員会議事録 燕労災病院薬剤部長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院薬剤部長室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2008年度 燕労災病院 薬剤 会議等 平成20年度治験審査委員会議事録 燕労災病院薬剤部長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院薬剤部長室 燕労災病院薬剤部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 薬剤 会議等 平成21年度治験審査委員会議事録 燕労災病院薬剤部長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院薬剤部長室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2010年度 燕労災病院 薬剤 会議等 平成22年度治験審査委員会議事録 燕労災病院薬剤部長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院薬剤部長室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2011年度 燕労災病院 薬剤 会議等 平成23年度治験審査委員会議事録 燕労災病院薬剤部長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院薬剤部長室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2012年度 燕労災病院 薬剤 会議等 平成24年度治験審査委員会議事録 燕労災病院薬剤部長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院薬剤部長室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2013年度 燕労災病院 薬剤 会議等 平成25年度治験審査委員会議事録 燕労災病院薬剤部長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院薬剤部長室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2014年度 燕労災病院 薬剤 会議等 平成26年度治験審査委員会議事録 燕労災病院薬剤部長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院薬剤部長室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2010年度 燕労災病院 薬剤 会議等 平成22年度がん化学療法委員会議事録 燕労災病院薬剤部長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院薬剤部長室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2011年度 燕労災病院 薬剤 会議等 平成23年度がん化学療法委員会議事録 燕労災病院薬剤部長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院薬剤部長室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2012年度 燕労災病院 薬剤 会議等 平成24年度がん化学療法委員会議事録 燕労災病院薬剤部長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院薬剤部長室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2013年度 燕労災病院 薬剤 会議等 平成25年度がん化学療法委員会議事録 燕労災病院薬剤部長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院薬剤部長室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2014年度 燕労災病院 薬剤 会議等 平成26年度がん化学療法委員会議事録 燕労災病院薬剤部長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院薬剤部長室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2010年度 燕労災病院 薬剤 服薬指導 平成22年度服薬指導実施箋 燕労災病院薬剤部長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院ＤＩ室 燕労災病院薬剤部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 薬剤 服薬指導 平成21年度薬剤管理指導記録簿 燕労災病院薬剤部長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院薬剤部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2010年度 燕労災病院 薬剤 服薬指導 平成22年度薬剤管理指導記録簿 燕労災病院薬剤部長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院医事課 燕労災病院薬剤部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 薬剤 服薬指導 平成23年度薬剤管理指導記録 燕労災病院薬剤部長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 電子 （共有サーバー内） 燕労災病院情報管理室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2012年度 燕労災病院 薬剤 服薬指導 平成24年度薬剤管理指導記録 燕労災病院薬剤部長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 電子 （共有サーバー内） 燕労災病院情報管理室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2013年度 燕労災病院 薬剤 服薬指導 平成25年度薬剤管理指導記録 燕労災病院薬剤部長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 電子 （共有サーバー内） 燕労災病院情報管理室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2014年度 燕労災病院 薬剤 服薬指導 平成26年度薬剤管理指導記録 燕労災病院薬剤部長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 電子 （共有サーバー内） 燕労災病院情報管理室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2010年度 燕労災病院 薬剤 服薬指導 平成22年度ＤＩ質疑応答実施記録簿 燕労災病院薬剤部長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院ＤＩ室 燕労災病院薬剤部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 薬剤 服薬指導 平成23年度ＤＩ質疑応答実施記録簿 燕労災病院薬剤部長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院ＤＩ室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2012年度 燕労災病院 薬剤 服薬指導 平成24年度ＤＩ質疑応答実施記録簿 燕労災病院薬剤部長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院ＤＩ室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2013年度 燕労災病院 薬剤 服薬指導 平成25年度ＤＩ質疑応答実施記録簿 燕労災病院薬剤部長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院ＤＩ室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2014年度 燕労災病院 薬剤 服薬指導 平成26年度ＤＩ質疑応答実施記録簿 燕労災病院薬剤部長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院ＤＩ室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2010年度 燕労災病院 薬剤 薬剤管理 平成22年度医薬品安全性情報報告書 燕労災病院薬剤部長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院ＤＩ室 燕労災病院薬剤部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 薬剤 薬剤管理 平成23年度医薬品安全性情報報告書 燕労災病院薬剤部長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院ＤＩ室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2012年度 燕労災病院 薬剤 薬剤管理 平成24年度医薬品安全性情報報告書 燕労災病院薬剤部長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院ＤＩ室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2013年度 燕労災病院 薬剤 薬剤管理 平成25年度医薬品安全性情報報告書 燕労災病院薬剤部長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院ＤＩ室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2014年度 燕労災病院 薬剤 薬剤管理 平成26年度医薬品安全性情報報告書 燕労災病院薬剤部長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院ＤＩ室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2010年度 燕労災病院 薬剤 薬剤管理 平成22年度制癌剤・ＩＶＨ調製日誌 燕労災病院薬剤部長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院注射室 燕労災病院薬剤部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 薬剤 薬剤管理 平成23年度制癌剤・ＩＶＨ調製日誌 燕労災病院薬剤部長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院注射室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2012年度 燕労災病院 薬剤 薬剤管理 平成24年度制癌剤・ＩＶＨ調製日誌 燕労災病院薬剤部長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院注射室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2013年度 燕労災病院 薬剤 薬剤管理 平成25年度制癌剤・ＩＶＨ調製日誌 燕労災病院薬剤部長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院注射室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2014年度 燕労災病院 薬剤 薬剤管理 平成26年度制癌剤・ＩＶＨ調製日誌 燕労災病院薬剤部長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院注射室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2010年度 燕労災病院 薬剤 薬剤管理 平成22年度処方箋 燕労災病院薬剤部長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院調剤室 燕労災病院薬剤部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 薬剤 薬剤管理 平成23年度処方箋 燕労災病院薬剤部長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院調剤室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2012年度 燕労災病院 薬剤 薬剤管理 平成24年度処方箋 燕労災病院薬剤部長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院調剤室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
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2013年度 燕労災病院 薬剤 薬剤管理 平成25年度処方箋 燕労災病院薬剤部長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院調剤室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2014年度 燕労災病院 薬剤 薬剤管理 平成26年度処方箋 燕労災病院薬剤部長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院調剤室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2010年度 燕労災病院 薬剤 薬剤管理 平成22年度注射箋 燕労災病院薬剤部長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院注射室 燕労災病院薬剤部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 薬剤 薬剤管理 平成23年度注射箋 燕労災病院薬剤部長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院注射室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2012年度 燕労災病院 薬剤 薬剤管理 平成24年度注射箋 燕労災病院薬剤部長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院注射室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2013年度 燕労災病院 薬剤 薬剤管理 平成25年度注射箋 燕労災病院薬剤部長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院注射室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2014年度 燕労災病院 薬剤 薬剤管理 平成26年度注射箋 燕労災病院薬剤部長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院注射室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2010年度 燕労災病院 薬剤 薬剤管理 平成22年度処方箋枚数・件数記録簿 燕労災病院薬剤部長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院調剤室 燕労災病院薬剤部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 薬剤 薬剤管理 平成23年度処方箋枚数・件数記録簿 燕労災病院薬剤部長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院調剤室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2012年度 燕労災病院 薬剤 薬剤管理 平成24年度処方箋枚数・件数記録簿 燕労災病院薬剤部長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院調剤室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2013年度 燕労災病院 薬剤 薬剤管理 平成25年度処方箋枚数・件数記録簿 燕労災病院薬剤部長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院調剤室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2014年度 燕労災病院 薬剤 薬剤管理 平成26年度処方箋枚数・件数記録簿 燕労災病院薬剤部長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院調剤室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2010年度 燕労災病院 薬剤 薬剤管理 平成22年度注射箋枚数・件数記録簿 燕労災病院薬剤部長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院注射室 燕労災病院薬剤部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 薬剤 薬剤管理 平成23年度注射箋枚数・件数記録簿 燕労災病院薬剤部長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院注射室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2012年度 燕労災病院 薬剤 薬剤管理 平成24年度注射箋枚数・件数記録簿 燕労災病院薬剤部長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院注射室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2013年度 燕労災病院 薬剤 薬剤管理 平成25年度注射箋枚数・件数記録簿 燕労災病院薬剤部長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院注射室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2014年度 燕労災病院 薬剤 薬剤管理 平成26年度注射箋枚数・件数記録簿 燕労災病院薬剤部長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院注射室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2005年度 燕労災病院 薬剤 薬剤管理 平成17年度血漿分画製剤台帳 燕労災病院薬剤部長 2006年4月1日 20 2026年3月31日 紙 燕労災病院注射室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2006年度 燕労災病院 薬剤 薬剤管理 平成18年度血漿分画製剤台帳 燕労災病院薬剤部長 2007年4月1日 20 2027年3月31日 紙 燕労災病院注射室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2007年度 燕労災病院 薬剤 薬剤管理 平成19年度血漿分画製剤台帳 燕労災病院薬剤部長 2008年4月1日 20 2028年3月31日 紙 燕労災病院注射室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2008年度 燕労災病院 薬剤 薬剤管理 平成20年度血漿分画製剤台帳 燕労災病院薬剤部長 2009年4月1日 20 2029年3月31日 紙 燕労災病院注射室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2009年度 燕労災病院 薬剤 薬剤管理 平成21年度血漿分画製剤台帳 燕労災病院薬剤部長 2010年4月1日 20 2030年3月31日 紙 燕労災病院注射室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2010年度 燕労災病院 薬剤 薬剤管理 平成22年度血漿分画製剤台帳 燕労災病院薬剤部長 2011年4月1日 20 2031年3月31日 紙 燕労災病院注射室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2011年度 燕労災病院 薬剤 薬剤管理 平成23年度血漿分画製剤台帳 燕労災病院薬剤部長 2012年4月1日 20 2032年3月31日 紙 燕労災病院注射室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2012年度 燕労災病院 薬剤 薬剤管理 平成24年度血漿分画製剤台帳 燕労災病院薬剤部長 2013年4月1日 20 2033年3月31日 紙 燕労災病院注射室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2013年度 燕労災病院 薬剤 薬剤管理 平成25年度血漿分画製剤台帳 燕労災病院薬剤部長 2014年4月1日 20 2034年3月31日 紙 燕労災病院注射室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2014年度 燕労災病院 薬剤 薬剤管理 平成26年度血漿分画製剤台帳 燕労災病院薬剤部長 2015年4月1日 20 2035年3月31日 紙 燕労災病院注射室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2010年度 燕労災病院 薬剤 薬剤管理 平成22年度麻薬受払簿、麻薬譲渡証、調剤済麻薬廃棄届、事故届 燕労災病院薬剤部長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院薬剤部長室 燕労災病院薬剤部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 薬剤 薬剤管理 平成23年度麻薬受払簿、麻薬譲渡証、調剤済麻薬廃棄届、事故届 燕労災病院薬剤部長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院薬剤部長室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2012年度 燕労災病院 薬剤 薬剤管理 平成24年度麻薬受払簿、麻薬譲渡証、調剤済麻薬廃棄届、事故届 燕労災病院薬剤部長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院薬剤部長室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2013年度 燕労災病院 薬剤 薬剤管理 平成25年度麻薬受払簿、麻薬譲渡証、調剤済麻薬廃棄届、事故届 燕労災病院薬剤部長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院薬剤部長室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2014年度 燕労災病院 薬剤 薬剤管理 平成26年度麻薬受払簿、麻薬譲渡証、調剤済麻薬廃棄届、事故届 燕労災病院薬剤部長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院薬剤部長室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2010年度 燕労災病院 薬剤 薬剤管理 平成22年度向精神薬(調剤室)管理台帳 燕労災病院薬剤部長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院調剤室 燕労災病院薬剤部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 薬剤 薬剤管理 平成23年度向精神薬(調剤室)管理台帳 燕労災病院薬剤部長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院調剤室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2012年度 燕労災病院 薬剤 薬剤管理 平成24年度向精神薬(調剤室)管理台帳 燕労災病院薬剤部長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院調剤室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2013年度 燕労災病院 薬剤 薬剤管理 平成25年度向精神薬(調剤室)管理台帳 燕労災病院薬剤部長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院調剤室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2013年度 燕労災病院 薬剤 薬剤管理 平成26年度向精神薬(調剤室)管理台帳 燕労災病院薬剤部長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院調剤室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2010年度 燕労災病院 薬剤 薬剤管理 平成22年度向精神薬(注射室)管理台帳 燕労災病院薬剤部長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院注射室 燕労災病院薬剤部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 薬剤 薬剤管理 平成23年度向精神薬(注射室)管理台帳 燕労災病院薬剤部長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院注射室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2012年度 燕労災病院 薬剤 薬剤管理 平成24年度向精神薬(注射室)管理台帳 燕労災病院薬剤部長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院注射室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2013年度 燕労災病院 薬剤 薬剤管理 平成25年度向精神薬(注射室)管理台帳 燕労災病院薬剤部長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院注射室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2014年度 燕労災病院 薬剤 薬剤管理 平成26年度向精神薬(注射室)管理台帳 燕労災病院薬剤部長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院注射室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2010年度 燕労災病院 薬剤 薬剤管理 平成22年度覚せい剤原料使用管理台帳 燕労災病院薬剤部長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院調剤室 燕労災病院薬剤部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 薬剤 薬剤管理 平成23年度覚せい剤原料使用管理台帳 燕労災病院薬剤部長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院調剤室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2012年度 燕労災病院 薬剤 薬剤管理 平成24年度覚せい剤原料使用管理台帳 燕労災病院薬剤部長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 燕労災病院調剤室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2013年度 燕労災病院 薬剤 薬剤管理 平成25年度覚せい剤原料使用管理台帳 燕労災病院薬剤部長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 燕労災病院調剤室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2014年度 燕労災病院 薬剤 薬剤管理 平成26年度覚せい剤原料使用管理台帳 燕労災病院薬剤部長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 燕労災病院調剤室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2008年度 燕労災病院 薬剤 薬剤管理 平成20年度製剤簿 燕労災病院薬剤部長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院製剤室 燕労災病院薬剤部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 薬剤 薬剤管理 平成21年度製剤簿 燕労災病院薬剤部長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院製剤室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2010年度 燕労災病院 薬剤 薬剤管理 平成22年度製剤簿 燕労災病院薬剤部長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院製剤室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2011年度 燕労災病院 薬剤 薬剤管理 平成23年度製剤簿 燕労災病院薬剤部長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院製剤室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2012年度 燕労災病院 薬剤 薬剤管理 平成24年度製剤簿 燕労災病院薬剤部長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院製剤室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2013年度 燕労災病院 薬剤 薬剤管理 平成25年度製剤簿 燕労災病院薬剤部長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院製剤室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2014年度 燕労災病院 薬剤 薬剤管理 平成26年度製剤簿 燕労災病院薬剤部長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 燕労災病院製剤室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2011年度 燕労災病院 薬剤 治験 治験に係る文書記録（E2020） 燕労災病院薬剤部長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 燕労災病院薬剤部長室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2014年度 燕労災病院 薬剤 治験 治験に係る文書記録（AD810N） 燕労災病院薬剤部長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 燕労災病院薬剤部長室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2014年度 燕労災病院 薬剤 治験 治験に係る文書記録（MT-4666） 燕労災病院薬剤部長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 燕労災病院薬剤部長室 燕労災病院薬剤部長 廃棄
2009年度 燕労災病院 看護 会議等 平成21年度師長会議事録 燕労災病院看護部長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院看護部長室 燕労災病院看護部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2010年度 燕労災病院 看護 会議等 平成22年度師長会議事録 燕労災病院看護部長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院看護部長室 燕労災病院看護部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 看護 会議等 平成23年度師長会議事録 燕労災病院看護部長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院看護部長室 燕労災病院看護部長 廃棄
2012年度 燕労災病院 看護 会議等 平成24年度師長会議事録 燕労災病院看護部長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 師長室 燕労災病院看護部長 廃棄
2013年度 燕労災病院 看護 会議等 平成25年度師長会議事録 燕労災病院看護部長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 電子 （共有サーバー内） 師長室 燕労災病院看護部長 廃棄
2009年度 燕労災病院 看護 会議等 平成21年度師長補佐会議事録 燕労災病院看護部長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院看護部長室 燕労災病院看護部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2010年度 燕労災病院 看護 会議等 平成22年度師長補佐会議事録 燕労災病院看護部長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院看護部長室 燕労災病院看護部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 看護 会議等 平成23年度師長補佐会議事録 燕労災病院看護部長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院看護部長室 燕労災病院看護部長 廃棄
2012年度 燕労災病院 看護 会議等 平成24年度師長補佐会議事録 燕労災病院看護部長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 師長室 燕労災病院看護部長 廃棄
2013年度 燕労災病院 看護 会議等 平成25年度師長補佐会議事録 燕労災病院看護部長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 電子 （共有サーバー内） 師長室 燕労災病院看護部長 廃棄
2009年度 燕労災病院 看護 会議等 平成21年度教育関連各委員会議事録・活動内容 燕労災病院看護部長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院看護部長室 燕労災病院看護部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2010年度 燕労災病院 看護 会議等 平成22年度教育関連各委員会議事録・活動内容 燕労災病院看護部長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院看護部長室 燕労災病院看護部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 燕労災病院 看護 会議等 平成23年度教育関連各委員会議事録・活動内容 燕労災病院看護部長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院看護部長室 燕労災病院看護部長 廃棄
2012年度 燕労災病院 看護 会議等 平成24年度教育関連各委員会議事録・活動内容 燕労災病院看護部長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 師長室 燕労災病院看護部長 廃棄
2013年度 燕労災病院 看護 会議等 平成25年度教育関連各委員会議事録・活動内容 燕労災病院看護部長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 電子 （共有サーバー内） 師長室 燕労災病院看護部長 廃棄
2009年度 燕労災病院 看護 会議等 平成21年度業務関連各委員会議事録・活動内容 燕労災病院看護部長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院看護部長室 燕労災病院看護部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2010年度 燕労災病院 看護 会議等 平成22年度業務関連各委員会議事録・活動内容 燕労災病院看護部長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 燕労災病院看護部長室 燕労災病院看護部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
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2011年度 燕労災病院 看護 会議等 平成23年度業務関連各委員会議事録・活動内容 燕労災病院看護部長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 燕労災病院看護部長室 燕労災病院看護部長 廃棄
2012年度 燕労災病院 看護 会議等 平成24年度業務関連各委員会議事録・活動内容 燕労災病院看護部長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 師長室 燕労災病院看護部長 廃棄
2013年度 燕労災病院 看護 会議等 平成25年度業務関連各委員会議事録・活動内容 燕労災病院看護部長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 電子 （共有サーバー内） 師長室 燕労災病院看護部長 廃棄
2009年度 燕労災病院 看護 業績 平成21年度看護部活動報告 燕労災病院看護部長 2010年4月1日 10 2020年3月31日 紙 燕労災病院看護部長室 燕労災病院看護部長 廃棄
2010年度 燕労災病院 看護 業績 平成22年度看護部活動報告 燕労災病院看護部長 2011年4月1日 10 2021年3月31日 紙 燕労災病院看護部長室 燕労災病院看護部長 廃棄
2011年度 燕労災病院 看護 業績 平成23年度看護部活動報告 燕労災病院看護部長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 燕労災病院看護部長室 燕労災病院看護部長 廃棄
2012年度 燕労災病院 看護 業績 平成24年度看護部活動報告 燕労災病院看護部長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 師長室 燕労災病院看護部長 廃棄
2013年度 燕労災病院 看護 業績 平成25年度看護部活動報告 燕労災病院看護部長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 電子 （共有サーバー内） 師長室 燕労災病院看護部長 廃棄
2009年度 燕労災病院 看護 業績 平成21年度院内看護研究発表論文集 燕労災病院看護部長 2010年4月1日 10 2020年3月31日 紙 燕労災病院看護部長室 燕労災病院看護部長 廃棄
2010年度 燕労災病院 看護 業績 平成22年度院内看護研究発表論文集 燕労災病院看護部長 2011年4月1日 10 2021年3月31日 紙 燕労災病院看護部長室 燕労災病院看護部長 廃棄
2011年度 燕労災病院 看護 業績 平成23年度院内看護研究発表論文集 燕労災病院看護部長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 燕労災病院看護部長室 燕労災病院看護部長 廃棄
2012年度 燕労災病院 看護 業績 平成24年度院内看護研究発表論文集 燕労災病院看護部長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 師長室 燕労災病院看護部長 廃棄
2009年度 燕労災病院 看護 調査報告 看護部業務量調査 燕労災病院看護部長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院看護部長室 燕労災病院看護部長 廃棄
2011年度 燕労災病院 看護 調査報告 看護部業務量調査 燕労災病院看護部長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院看護部長室 燕労災病院看護部長 廃棄
2008年度 燕労災病院 看護 服務 平成20年度看護師勤務割表 燕労災病院看護部長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 電子 （共有サーバー内） 燕労災病院看護部長室 燕労災病院看護部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 看護 服務 平成21年度看護師勤務割表 燕労災病院看護部長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 電子 （共有サーバー内） 燕労災病院看護部長室 燕労災病院看護部長 廃棄
2010年度 燕労災病院 看護 服務 平成22年度看護師勤務割表 燕労災病院看護部長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 電子 （共有サーバー内） 燕労災病院看護部長室 燕労災病院看護部長 廃棄
2011年度 燕労災病院 看護 服務 平成23年度看護師勤務割表 燕労災病院看護部長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 電子 （共有サーバー内） 燕労災病院看護部長室 燕労災病院看護部長 廃棄
2012年度 燕労災病院 看護 服務 平成24年度看護師勤務割表 燕労災病院看護部長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 電子 （共有サーバー内） 燕労災病院看護部長室 燕労災病院看護部長 廃棄
2013年度 燕労災病院 看護 服務 平成25年度看護師勤務割表 燕労災病院看護部長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 電子 （共有サーバー内） 燕労災病院看護部長室 燕労災病院看護部長 廃棄
2010年度 燕労災病院 看護 服務 看護提供方式・業務基準・委員会規約 燕労災病院看護部長 2011年4月1日 10 2021年3月31日 紙 燕労災病院看護部長室 燕労災病院看護部長 廃棄
2009年度 燕労災病院 看護 服務 看護部管理マニュアル 燕労災病院看護部長 2010年4月1日 10 2020年3月31日 紙 燕労災病院看護部長室 燕労災病院看護部長 廃棄
2009年度 燕労災病院 看護 服務 看護部部署別業務内容 燕労災病院看護部長 2010年4月1日 10 2020年3月31日 紙 燕労災病院看護部長室 燕労災病院看護部長 廃棄
2009年度 燕労災病院 看護 例規等 看護提供方式ベーシックガイド(固定チーム継続受持ち制) 燕労災病院看護部長 2010年4月1日 10 2020年3月31日 紙 燕労災病院看護部長室 燕労災病院看護部長 廃棄
2010年度 燕労災病院 看護 例規等 看護提供方式ベーシックガイド(固定チームナーシング) 燕労災病院看護部長 2011年4月1日 10 2021年3月31日 紙 燕労災病院看護部長室 燕労災病院看護部長 廃棄
2009年度 燕労災病院 看護 例規等 看護基準 燕労災病院看護部長 2010年4月1日 10 2020年3月31日 紙 燕労災病院看護部長室 燕労災病院看護部長 廃棄
2009年度 燕労災病院 看護 例規等 看護手順 燕労災病院看護部長 2010年4月1日 10 2020年3月31日 紙 燕労災病院看護部長室 燕労災病院看護部長 廃棄
2007年度 燕労災病院 看護 病棟等管理 平成19年度看護管理日誌 燕労災病院看護部長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院看護部長室 燕労災病院看護部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2008年度 燕労災病院 看護 病棟等管理 平成20年度看護管理日誌 燕労災病院看護部長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院看護部長室 燕労災病院看護部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 看護 病棟等管理 平成21年度看護管理日誌 燕労災病院看護部長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院看護部長室 燕労災病院看護部長 廃棄
2010年度 燕労災病院 看護 病棟等管理 平成22年度看護管理日誌 燕労災病院看護部長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院看護部長室 燕労災病院看護部長 廃棄
2011年度 燕労災病院 看護 病棟等管理 平成23年度看護管理日誌 燕労災病院看護部長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院看護部長室 燕労災病院看護部長 廃棄
2012年度 燕労災病院 看護 病棟等管理 平成24年度看護管理日誌 燕労災病院看護部長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院看護部長室 燕労災病院看護部長 廃棄
2013年度 燕労災病院 看護 病棟等管理 平成25年度看護管理日誌 燕労災病院看護部長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院看護部長室 燕労災病院看護部長 廃棄
2007年度 燕労災病院 看護 病棟等管理 平成19年度宿・日直管理日誌 燕労災病院看護部長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 燕労災病院看護部長室 燕労災病院看護部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2008年度 燕労災病院 看護 病棟等管理 平成20年度宿・日直管理日誌 燕労災病院看護部長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 燕労災病院看護部長室 燕労災病院看護部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 燕労災病院 看護 病棟等管理 平成21年度宿・日直管理日誌 燕労災病院看護部長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 燕労災病院看護部長室 燕労災病院看護部長 廃棄
2010年度 燕労災病院 看護 病棟等管理 平成22年度宿・日直管理日誌 燕労災病院看護部長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 燕労災病院看護部長室 燕労災病院看護部長 廃棄
2011年度 燕労災病院 看護 病棟等管理 平成23年度宿・日直管理日誌 燕労災病院看護部長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 燕労災病院看護部長室 燕労災病院看護部長 廃棄
2012年度 燕労災病院 看護 病棟等管理 平成24年度宿・日直管理日誌 燕労災病院看護部長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 燕労災病院看護部長室 燕労災病院看護部長 廃棄
2013年度 燕労災病院 看護 病棟等管理 平成25年度宿・日直管理日誌 燕労災病院看護部長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 燕労災病院看護部長室 燕労災病院看護部長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 庶務 例規等 院内規程 新潟労災病院総務課長 2010年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 例規等 平成26年度規程 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 例規等 平成25年度規程 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 例規等 平成24年度規程 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 例規等 平成23年度規程 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 庶務 例規等 平成22年度規程 新潟労災病院総務課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 庶務 例規等 平成21年度規程 新潟労災病院総務課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2008年度 新潟労災病院 庶務 例規等 平成20年度規程 新潟労災病院総務課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2007年度 新潟労災病院 庶務 例規等 平成19年度規程 新潟労災病院総務課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2006年度 新潟労災病院 庶務 例規等 平成18年度規程 新潟労災病院総務課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2005年度 新潟労災病院 庶務 例規等 平成17年度規程 新潟労災病院総務課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2004年度 新潟労災病院 庶務 例規等 平成16年度規程 新潟労災病院総務課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2003年度 新潟労災病院 庶務 例規等 平成15年度規程 新潟労災病院総務課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2002年度 新潟労災病院 庶務 例規等 平成14年度規程 新潟労災病院総務課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2001年度 新潟労災病院 庶務 例規等 平成13年度規程 新潟労災病院総務課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
2000年度 新潟労災病院 庶務 例規等 平成12年度規程 新潟労災病院総務課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
1999年度 新潟労災病院 庶務 例規等 平成11年度規程 新潟労災病院総務課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
1998年度 新潟労災病院 庶務 例規等 平成10年度規程 新潟労災病院総務課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
1997年度 新潟労災病院 庶務 例規等 平成9年度規程 新潟労災病院総務課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
1996年度 新潟労災病院 庶務 例規等 平成8年度規程 新潟労災病院総務課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
1995年度 新潟労災病院 庶務 例規等 平成7年度規程 新潟労災病院総務課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
1994年度 新潟労災病院 庶務 例規等 平成6年度規程 新潟労災病院総務課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
1993年度 新潟労災病院 庶務 例規等 平成5年度規程 新潟労災病院総務課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
1992年度 新潟労災病院 庶務 例規等 平成4年度規程 新潟労災病院総務課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
1991年度 新潟労災病院 庶務 例規等 平成3年度規程 新潟労災病院総務課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
1990年度 新潟労災病院 庶務 例規等 平成2年度規程 新潟労災病院総務課長 1991年4月1日 30 2021年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
1989年度 新潟労災病院 庶務 例規等 平成1年度規程 新潟労災病院総務課長 1990年4月1日 30 2020年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
1988年度 新潟労災病院 庶務 例規等 昭和63年度規程 新潟労災病院総務課長 1989年4月1日 30 2019年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
1987年度 新潟労災病院 庶務 例規等 昭和62年度規程 新潟労災病院総務課長 1988年4月1日 30 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
1986年度 新潟労災病院 庶務 例規等 昭和61年度規程 新潟労災病院総務課長 1987年4月1日 30 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
1985年度 新潟労災病院 庶務 例規等 昭和60年度規程 新潟労災病院総務課長 1986年4月1日 30 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
1984年度 新潟労災病院 庶務 例規等 昭和59年度規程 新潟労災病院総務課長 1985年4月1日 30 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 例規等 平成26年度業務方法書 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
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2013年度 新潟労災病院 庶務 例規等 平成25年度業務方法書 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 例規等 平成24年度業務方法書 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 例規等 平成23年度業務方法書 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 庶務 例規等 平成22年度業務方法書 新潟労災病院総務課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 庶務 例規等 平成21年度業務方法書 新潟労災病院総務課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2008年度 新潟労災病院 庶務 例規等 平成20年度業務方法書 新潟労災病院総務課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2007年度 新潟労災病院 庶務 例規等 平成19年度業務方法書 新潟労災病院総務課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2006年度 新潟労災病院 庶務 例規等 平成18年度業務方法書 新潟労災病院総務課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2005年度 新潟労災病院 庶務 例規等 平成17年度業務方法書 新潟労災病院総務課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2004年度 新潟労災病院 庶務 例規等 平成16年度業務方法書 新潟労災病院総務課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2003年度 新潟労災病院 庶務 例規等 平成15年度業務方法書 新潟労災病院総務課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2002年度 新潟労災病院 庶務 例規等 平成14年度業務方法書 新潟労災病院総務課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2001年度 新潟労災病院 庶務 例規等 平成13年度業務方法書 新潟労災病院総務課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
2000年度 新潟労災病院 庶務 例規等 平成12年度業務方法書 新潟労災病院総務課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
1999年度 新潟労災病院 庶務 例規等 平成11年度業務方法書 新潟労災病院総務課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
1998年度 新潟労災病院 庶務 例規等 平成10年度業務方法書 新潟労災病院総務課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
1997年度 新潟労災病院 庶務 例規等 平成9年度業務方法書 新潟労災病院総務課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
1996年度 新潟労災病院 庶務 例規等 平成8年度業務方法書 新潟労災病院総務課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
1995年度 新潟労災病院 庶務 例規等 平成7年度業務方法書 新潟労災病院総務課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
1994年度 新潟労災病院 庶務 例規等 平成6年度業務方法書 新潟労災病院総務課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
1993年度 新潟労災病院 庶務 例規等 平成5年度業務方法書 新潟労災病院総務課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
1992年度 新潟労災病院 庶務 例規等 平成4年度業務方法書 新潟労災病院総務課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
1991年度 新潟労災病院 庶務 例規等 平成3年度業務方法書 新潟労災病院総務課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
1990年度 新潟労災病院 庶務 例規等 平成2年度業務方法書 新潟労災病院総務課長 1991年4月1日 30 2021年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
1989年度 新潟労災病院 庶務 例規等 平成1年度業務方法書 新潟労災病院総務課長 1990年4月1日 30 2020年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
1988年度 新潟労災病院 庶務 例規等 昭和63年度業務方法書 新潟労災病院総務課長 1989年4月1日 30 2019年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
1987年度 新潟労災病院 庶務 例規等 昭和62年度業務方法書 新潟労災病院総務課長 1988年4月1日 30 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
1986年度 新潟労災病院 庶務 例規等 昭和61年度業務方法書 新潟労災病院総務課長 1987年4月1日 30 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
1985年度 新潟労災病院 庶務 例規等 昭和60年度業務方法書 新潟労災病院総務課長 1986年4月1日 30 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
1984年度 新潟労災病院 庶務 例規等 昭和59年度業務方法書 新潟労災病院総務課長 1985年4月1日 30 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 例規等 平成26年度本部通達 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 例規等 平成25年度本部通達 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 例規等 平成24年度本部通達 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 例規等 平成23年度本部通達 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 庶務 例規等 平成22年度本部通達 新潟労災病院総務課長 2011年4月1日 10 2021年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 庶務 例規等 平成21年度本部通達 新潟労災病院総務課長 2010年4月1日 10 2020年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2008年度 新潟労災病院 庶務 例規等 平成20年度本部通達 新潟労災病院総務課長 2009年4月1日 10 2019年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2007年度 新潟労災病院 庶務 例規等 平成19年度本部通達 新潟労災病院総務課長 2008年4月1日 10 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2006年度 新潟労災病院 庶務 例規等 平成18年度本部通達 新潟労災病院総務課長 2007年4月1日 10 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2005年度 新潟労災病院 庶務 例規等 平成17年度本部通達 新潟労災病院総務課長 2006年4月1日 10 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2004年度 新潟労災病院 庶務 例規等 平成16年度本部通達 新潟労災病院総務課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 施設基準届出 平成26年度施設基準 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 施設基準届出 平成25年度施設基準 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 施設基準届出 平成24年度施設基準 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 施設基準届出 平成23年度施設基準 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 庶務 施設基準届出 平成22年度施設基準 新潟労災病院総務課長 2011年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 庶務 施設基準届出 平成21年度施設基準 新潟労災病院総務課長 2010年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2008年度 新潟労災病院 庶務 施設基準届出 平成20年度施設基準 新潟労災病院総務課長 2009年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2007年度 新潟労災病院 庶務 施設基準届出 平成19年度施設基準 新潟労災病院総務課長 2008年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2006年度 新潟労災病院 庶務 施設基準届出 平成18年度施設基準 新潟労災病院総務課長 2007年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2005年度 新潟労災病院 庶務 施設基準届出 平成17年度施設基準 新潟労災病院総務課長 2006年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2004年度 新潟労災病院 庶務 施設基準届出 平成16年度施設基準 新潟労災病院総務課長 2005年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2003年度 新潟労災病院 庶務 施設基準届出 平成15年度施設基準 新潟労災病院総務課長 2004年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2002年度 新潟労災病院 庶務 施設基準届出 平成14年度施設基準 新潟労災病院総務課長 2003年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2001年度 新潟労災病院 庶務 施設基準届出 平成13年度施設基準 新潟労災病院総務課長 2002年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2000年度 新潟労災病院 庶務 施設基準届出 平成12年度施設基準 新潟労災病院総務課長 2001年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1999年度 新潟労災病院 庶務 施設基準届出 平成11年度施設基準 新潟労災病院総務課長 2000年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1998年度 新潟労災病院 庶務 施設基準届出 平成10年度施設基準 新潟労災病院総務課長 1999年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1997年度 新潟労災病院 庶務 施設基準届出 平成9年度施設基準 新潟労災病院総務課長 1998年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1996年度 新潟労災病院 庶務 施設基準届出 平成8年度施設基準 新潟労災病院総務課長 1997年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1995年度 新潟労災病院 庶務 施設基準届出 平成7年度施設基準 新潟労災病院総務課長 1996年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1994年度 新潟労災病院 庶務 施設基準届出 平成6年度施設基準 新潟労災病院総務課長 1995年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1993年度 新潟労災病院 庶務 施設基準届出 平成5年度施設基準 新潟労災病院総務課長 1994年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1992年度 新潟労災病院 庶務 施設基準届出 平成4年度施設基準 新潟労災病院総務課長 1993年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1991年度 新潟労災病院 庶務 施設基準届出 平成3年度施設基準 新潟労災病院総務課長 1992年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1990年度 新潟労災病院 庶務 施設基準届出 平成2年度施設基準 新潟労災病院総務課長 1991年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1989年度 新潟労災病院 庶務 施設基準届出 平成1年度施設基準 新潟労災病院総務課長 1990年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1988年度 新潟労災病院 庶務 施設基準届出 昭和63年度施設基準 新潟労災病院総務課長 1989年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1987年度 新潟労災病院 庶務 施設基準届出 昭和62年度施設基準 新潟労災病院総務課長 1988年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1986年度 新潟労災病院 庶務 施設基準届出 昭和61年度施設基準 新潟労災病院総務課長 1987年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1985年度 新潟労災病院 庶務 施設基準届出 昭和60年度施設基準 新潟労災病院総務課長 1986年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1984年度 新潟労災病院 庶務 施設基準届出 昭和59年度施設基準 新潟労災病院総務課長 1985年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1983年度 新潟労災病院 庶務 施設基準届出 昭和58年度施設基準 新潟労災病院総務課長 1984年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1982年度 新潟労災病院 庶務 施設基準届出 昭和57年度施設基準 新潟労災病院総務課長 1983年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
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1981年度 新潟労災病院 庶務 施設基準届出 昭和56年度施設基準 新潟労災病院総務課長 1982年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1980年度 新潟労災病院 庶務 施設基準届出 昭和55年度施設基準 新潟労災病院総務課長 1981年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1979年度 新潟労災病院 庶務 施設基準届出 昭和54年度施設基準 新潟労災病院総務課長 1980年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1978年度 新潟労災病院 庶務 施設基準届出 昭和53年度施設基準 新潟労災病院総務課長 1979年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1977年度 新潟労災病院 庶務 施設基準届出 昭和52年度施設基準 新潟労災病院総務課長 1978年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1976年度 新潟労災病院 庶務 施設基準届出 昭和51年度施設基準 新潟労災病院総務課長 1977年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1975年度 新潟労災病院 庶務 施設基準届出 昭和50年度施設基準 新潟労災病院総務課長 1976年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1974年度 新潟労災病院 庶務 施設基準届出 昭和49年度施設基準 新潟労災病院総務課長 1975年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1973年度 新潟労災病院 庶務 施設基準届出 昭和48年度施設基準 新潟労災病院総務課長 1974年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1972年度 新潟労災病院 庶務 施設基準届出 昭和47年度施設基準 新潟労災病院総務課長 1973年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1971年度 新潟労災病院 庶務 施設基準届出 昭和46年度施設基準 新潟労災病院総務課長 1972年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1970年度 新潟労災病院 庶務 施設基準届出 昭和45年度施設基準 新潟労災病院総務課長 1971年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1969年度 新潟労災病院 庶務 施設基準届出 昭和44年度施設基準 新潟労災病院総務課長 1970年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1968年度 新潟労災病院 庶務 施設基準届出 昭和43年度施設基準 新潟労災病院総務課長 1969年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1967年度 新潟労災病院 庶務 施設基準届出 昭和42年度施設基準 新潟労災病院総務課長 1968年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1966年度 新潟労災病院 庶務 施設基準届出 昭和41年度施設基準 新潟労災病院総務課長 1967年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1965年度 新潟労災病院 庶務 施設基準届出 昭和40年度施設基準 新潟労災病院総務課長 1966年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1964年度 新潟労災病院 庶務 施設基準届出 昭和39年度施設基準 新潟労災病院総務課長 1965年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1963年度 新潟労災病院 庶務 施設基準届出 昭和38年度施設基準 新潟労災病院総務課長 1964年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1962年度 新潟労災病院 庶務 施設基準届出 昭和37年度施設基準 新潟労災病院総務課長 1963年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1961年度 新潟労災病院 庶務 施設基準届出 昭和36年度施設基準 新潟労災病院総務課長 1962年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1960年度 新潟労災病院 庶務 施設基準届出 昭和35年度施設基準 新潟労災病院総務課長 1961年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1959年度 新潟労災病院 庶務 施設基準届出 昭和34年度施設基準 新潟労災病院総務課長 1960年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1958年度 新潟労災病院 庶務 施設基準届出 昭和33年度施設基準 新潟労災病院総務課長 1959年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 施設基準届出 平成26年度本部通知・依頼・連絡文書など 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 施設基準届出 平成25年度本部通知・依頼・連絡文書など 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 施設基準届出 平成24年度本部通知・依頼・連絡文書など 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 施設基準届出 平成23年度本部通知・依頼・連絡文書など 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 医療法承認申請 平成26年度開設承認申請等 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 医療法承認申請 平成25年度開設承認申請等 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 医療法承認申請 平成24年度開設承認申請等 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 医療法承認申請 平成23年度開設承認申請等 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 庶務 医療法承認申請 平成22年度開設承認申請等 新潟労災病院総務課長 2011年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 庶務 医療法承認申請 平成21年度開設承認申請等 新潟労災病院総務課長 2010年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2008年度 新潟労災病院 庶務 医療法承認申請 平成20年度開設承認申請等 新潟労災病院総務課長 2009年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2007年度 新潟労災病院 庶務 医療法承認申請 平成19年度開設承認申請等 新潟労災病院総務課長 2008年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2006年度 新潟労災病院 庶務 医療法承認申請 平成18年度開設承認申請等 新潟労災病院総務課長 2007年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2005年度 新潟労災病院 庶務 医療法承認申請 平成17年度開設承認申請等 新潟労災病院総務課長 2006年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2004年度 新潟労災病院 庶務 医療法承認申請 平成16年度開設承認申請等 新潟労災病院総務課長 2005年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2003年度 新潟労災病院 庶務 医療法承認申請 平成15年度開設承認申請等 新潟労災病院総務課長 2004年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2002年度 新潟労災病院 庶務 医療法承認申請 平成14年度開設承認申請等 新潟労災病院総務課長 2003年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2001年度 新潟労災病院 庶務 医療法承認申請 平成13年度開設承認申請等 新潟労災病院総務課長 2002年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2000年度 新潟労災病院 庶務 医療法承認申請 平成12年度開設承認申請等 新潟労災病院総務課長 2001年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1999年度 新潟労災病院 庶務 医療法承認申請 平成11年度開設承認申請等 新潟労災病院総務課長 2000年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1998年度 新潟労災病院 庶務 医療法承認申請 平成10年度開設承認申請等 新潟労災病院総務課長 1999年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1997年度 新潟労災病院 庶務 医療法承認申請 平成9年度開設承認申請等 新潟労災病院総務課長 1998年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1996年度 新潟労災病院 庶務 医療法承認申請 平成8年度開設承認申請等 新潟労災病院総務課長 1997年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1995年度 新潟労災病院 庶務 医療法承認申請 平成7年度開設承認申請等 新潟労災病院総務課長 1996年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1994年度 新潟労災病院 庶務 医療法承認申請 平成6年度開設承認申請等 新潟労災病院総務課長 1995年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1993年度 新潟労災病院 庶務 医療法承認申請 平成5年度開設承認申請等 新潟労災病院総務課長 1994年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1992年度 新潟労災病院 庶務 医療法承認申請 平成4年度開設承認申請等 新潟労災病院総務課長 1993年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1991年度 新潟労災病院 庶務 医療法承認申請 平成3年度開設承認申請等 新潟労災病院総務課長 1992年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1990年度 新潟労災病院 庶務 医療法承認申請 平成2年度開設承認申請等 新潟労災病院総務課長 1991年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1989年度 新潟労災病院 庶務 医療法承認申請 平成1年度開設承認申請等 新潟労災病院総務課長 1990年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1988年度 新潟労災病院 庶務 医療法承認申請 昭和63年度開設承認申請等 新潟労災病院総務課長 1989年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1987年度 新潟労災病院 庶務 医療法承認申請 昭和62年度開設承認申請等 新潟労災病院総務課長 1988年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1986年度 新潟労災病院 庶務 医療法承認申請 昭和61年度開設承認申請等 新潟労災病院総務課長 1987年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1985年度 新潟労災病院 庶務 医療法承認申請 昭和60年度開設承認申請等 新潟労災病院総務課長 1986年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1984年度 新潟労災病院 庶務 医療法承認申請 昭和59年度開設承認申請等 新潟労災病院総務課長 1985年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1983年度 新潟労災病院 庶務 医療法承認申請 昭和58年度開設承認申請等 新潟労災病院総務課長 1984年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1982年度 新潟労災病院 庶務 医療法承認申請 昭和57年度開設承認申請等 新潟労災病院総務課長 1983年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1981年度 新潟労災病院 庶務 医療法承認申請 昭和56年度開設承認申請等 新潟労災病院総務課長 1982年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1980年度 新潟労災病院 庶務 医療法承認申請 昭和55年度開設承認申請等 新潟労災病院総務課長 1981年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1979年度 新潟労災病院 庶務 医療法承認申請 昭和54年度開設承認申請等 新潟労災病院総務課長 1980年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1978年度 新潟労災病院 庶務 医療法承認申請 昭和53年度開設承認申請等 新潟労災病院総務課長 1979年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1977年度 新潟労災病院 庶務 医療法承認申請 昭和52年度開設承認申請等 新潟労災病院総務課長 1978年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1976年度 新潟労災病院 庶務 医療法承認申請 昭和51年度開設承認申請等 新潟労災病院総務課長 1977年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1975年度 新潟労災病院 庶務 医療法承認申請 昭和50年度開設承認申請等 新潟労災病院総務課長 1976年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1974年度 新潟労災病院 庶務 医療法承認申請 昭和49年度開設承認申請等 新潟労災病院総務課長 1975年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1973年度 新潟労災病院 庶務 医療法承認申請 昭和48年度開設承認申請等 新潟労災病院総務課長 1974年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1972年度 新潟労災病院 庶務 医療法承認申請 昭和47年度開設承認申請等 新潟労災病院総務課長 1973年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1971年度 新潟労災病院 庶務 医療法承認申請 昭和46年度開設承認申請等 新潟労災病院総務課長 1972年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1970年度 新潟労災病院 庶務 医療法承認申請 昭和45年度開設承認申請等 新潟労災病院総務課長 1971年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1969年度 新潟労災病院 庶務 医療法承認申請 昭和44年度開設承認申請等 新潟労災病院総務課長 1970年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
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1968年度 新潟労災病院 庶務 医療法承認申請 昭和43年度開設承認申請等 新潟労災病院総務課長 1969年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1967年度 新潟労災病院 庶務 医療法承認申請 昭和42年度開設承認申請等 新潟労災病院総務課長 1968年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1966年度 新潟労災病院 庶務 医療法承認申請 昭和41年度開設承認申請等 新潟労災病院総務課長 1967年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1965年度 新潟労災病院 庶務 医療法承認申請 昭和40年度開設承認申請等 新潟労災病院総務課長 1966年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1964年度 新潟労災病院 庶務 医療法承認申請 昭和39年度開設承認申請等 新潟労災病院総務課長 1965年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1963年度 新潟労災病院 庶務 医療法承認申請 昭和38年度開設承認申請等 新潟労災病院総務課長 1964年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1962年度 新潟労災病院 庶務 医療法承認申請 昭和37年度開設承認申請等 新潟労災病院総務課長 1963年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1961年度 新潟労災病院 庶務 医療法承認申請 昭和36年度開設承認申請等 新潟労災病院総務課長 1962年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1960年度 新潟労災病院 庶務 医療法承認申請 昭和35年度開設承認申請等 新潟労災病院総務課長 1961年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1959年度 新潟労災病院 庶務 医療法承認申請 昭和34年度開設承認申請等 新潟労災病院総務課長 1960年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
1958年度 新潟労災病院 庶務 医療法承認申請 昭和33年度開設承認申請等 新潟労災病院総務課長 1959年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 医療法承認申請 平成26年度同位元素翌年使用予定通知 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 2 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 医療法承認申請 平成25年度同位元素翌年使用予定通知 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 2 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 医療法承認申請 平成24年度同位元素翌年使用予定通知 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 2 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 医療法承認申請 平成26年度本部通知・依頼・連絡文書など 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 医療法承認申請 平成25年度本部通知・依頼・連絡文書など 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 医療法承認申請 平成24年度本部通知・依頼・連絡文書など 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 医療法承認申請 平成23年度本部通知・依頼・連絡文書など 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 文書管理 平成26年度文書収受簿 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 文書管理 平成25年度文書収受簿 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 文書管理 平成24年度文書収受簿 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 文書管理 平成23年度文書収受簿 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 庶務 文書管理 平成22年度文書収受簿 新潟労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 庶務 文書管理 平成21年度文書収受簿 新潟労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 文書管理 平成26年度文書発信簿 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 文書管理 平成25年度文書発信簿 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 文書管理 平成24年度文書発信簿 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 文書管理 平成23年度文書発信簿 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 庶務 文書管理 平成22年度文書発信簿 新潟労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 庶務 文書管理 平成21年度文書発信簿 新潟労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 庶務 文書管理 新潟労災病院法人文書ファイル管理簿 新潟労災病院総務課長 2010年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 庶務 文書管理 総務課法人ファイル管理簿 新潟労災病院総務課長 2010年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 郵便等 平成26年度特殊郵便受払簿 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 2 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 郵便等 平成25年度特殊郵便受払簿 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 2 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 郵便等 平成24年度特殊郵便受払簿 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 2 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 日誌 平成26年度病院日誌 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 日誌 平成25年度病院日誌 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 日誌 平成24年度病院日誌 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 日誌 平成23年度病院日誌 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 庶務 日誌 平成22年度病院日誌 新潟労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 庶務 日誌 平成21年度病院日誌 新潟労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 日誌 平成26年度委託清掃作業日誌 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 日誌 平成25年度委託清掃作業日誌 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 日誌 平成24年度委託清掃作業日誌 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 日誌 平成23年度委託清掃作業日誌 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 庶務 日誌 平成22年度委託清掃作業日誌 新潟労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 庶務 日誌 平成21年度委託清掃作業日誌 新潟労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 日誌 平成26年度守衛日誌 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 日誌 平成25年度守衛日誌 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 日誌 平成24年度守衛日誌 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 日誌 平成23年度守衛日誌 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 庶務 日誌 平成22年度守衛日誌 新潟労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 庶務 日誌 平成21年度守衛日誌 新潟労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 日誌 平成26年度事務当直日誌 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 日誌 平成25年度事務当直日誌 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 日誌 平成24年度事務当直日誌 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 日誌 平成23年度事務当直日誌 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 庶務 日誌 平成22年度事務当直日誌 新潟労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 庶務 日誌 平成21年度事務当直日誌 新潟労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 人事関係 平成26年度職員募集・採用関係 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 人事関係 平成25年度職員募集・採用関係 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 人事関係 平成24年度職員募集・採用関係 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 人事関係 平成23年度職員募集・採用関係 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 庶務 人事関係 履歴書 新潟労災病院総務課長 2010年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 人事関係 平成26年度内申関係 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 人事関係 平成25年度内申関係 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 人事関係 平成24年度内申関係 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 人事関係 平成23年度内申関係 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 人事関係 平成26年度辞令関係 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 人事関係 平成25年度辞令関係 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 人事関係 平成24年度辞令関係 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 人事関係 平成23年度辞令関係 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 人事関係 平成26年度嘱託採用 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 人事関係 平成25年度嘱託採用 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
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2012年度 新潟労災病院 庶務 人事関係 平成24年度嘱託採用 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 人事関係 平成23年度嘱託採用 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 人事関係 平成26年度兼職内申・報告 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 人事関係 平成25年度兼職内申・報告 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 人事関係 平成24年度兼職内申・報告 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 人事関係 平成23年度兼職内申・報告 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 人事関係 平成26年度外国出張関係 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 人事関係 平成25年度外国出張関係 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 人事関係 平成24年度外国出張関係 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 人事関係 平成23年度外国出張関係 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 人事関係 平成26年度本部調査 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 人事関係 平成25年度本部調査 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 人事関係 平成24年度本部調査 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 人事関係 平成23年度本部調査 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 人事関係 平成26年度本部通知・依頼・連絡文書など 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 人事関係 平成25年度本部通知・依頼・連絡文書など 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 人事関係 平成24年度本部通知・依頼・連絡文書など 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 人事関係 平成23年度本部通知・依頼・連絡文書など 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 叙勲・表彰 平成26年度永年勤続者表彰関係 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 叙勲・表彰 平成25年度永年勤続者表彰関係 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 叙勲・表彰 平成24年度永年勤続者表彰関係 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 叙勲・表彰 平成23年度永年勤続者表彰関係 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 庶務 任免簿 代理会計機関任免簿 新潟労災病院総務課長 2010年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 庶務 任免簿 出納員任免簿 新潟労災病院総務課長 2010年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 給与 平成26年度期末勤勉手当台帳 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 給与 平成25年度期末勤勉手当台帳 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 給与 平成24年度期末勤勉手当台帳 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 給与 平成23年度期末勤勉手当台帳 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 給与 平成25年度給与支給台帳 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 給与 平成25年度給与支給台帳 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 給与 平成24年度給与支給台帳 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 給与 平成23年度給与支給台帳 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 給与 平成26年度本部通知・依頼・連絡文書など 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 給与 平成25年度本部通知・依頼・連絡文書など 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 給与 平成24年度本部通知・依頼・連絡文書など 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 給与 平成23年度本部通知・依頼・連絡文書など 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 庶務 手当 扶養親族届看護職以外 新潟労災病院総務課長 2010年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 庶務 手当 扶養親族届看護職1 新潟労災病院総務課長 2010年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 庶務 手当 扶養親族届看護職2 新潟労災病院総務課長 2010年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 庶務 手当 扶養親族届完結分 新潟労災病院総務課長 2010年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 庶務 手当 住居届看護職以外 新潟労災病院総務課長 2010年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 庶務 手当 住居届看護職 新潟労災病院総務課長 2010年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 庶務 手当 住居届完結分 新潟労災病院総務課長 2010年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 庶務 手当 通勤届、通勤手当認定簿看護職以外 新潟労災病院総務課長 2010年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 庶務 手当 通勤届、通勤手当認定簿看護職 新潟労災病院総務課長 2010年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 庶務 手当 通勤届、通勤手当認定簿完結分 新潟労災病院総務課長 2010年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 庶務 手当 単身赴任届、単身赴任手当認定簿 新潟労災病院総務課長 2010年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 庶務 手当 単身赴任届、単身赴任手当認定簿完結分 新潟労災病院総務課長 2010年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 手当 平成26年度本部通知・依頼・連絡文書など 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 手当 平成25年度本部通知・依頼・連絡文書など 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 手当 平成24年度本部通知・依頼・連絡文書など 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 手当 平成23年度本部通知・依頼・連絡文書など 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 年末調整等 平成26年度保険料控除申告書 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 年末調整等 平成25年度保険料控除申告書 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 年末調整等 平成24年度保険料控除申告書 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 年末調整等 平成23年度保険料控除申告書 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 年末調整等 平成26年度保険料(配特)控除申告書 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 年末調整等 平成25年度保険料(配特)控除申告書 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 年末調整等 平成24年度保険料(配特)控除申告書 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 年末調整等 平成23年度保険料(配特)控除申告書 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 年末調整等 平成26年度扶養・住宅控除申告書 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 年末調整等 平成25年度扶養・住宅控除申告書 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 年末調整等 平成24年度扶養・住宅控除申告書 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 年末調整等 平成23年度扶養・住宅控除申告書 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 財形貯蓄 平成26年度本部通知・依頼・連絡文書など 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 財形貯蓄 平成25年度本部通知・依頼・連絡文書など 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 財形貯蓄 平成24年度本部通知・依頼・連絡文書など 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 財形貯蓄 平成23年度本部通知・依頼・連絡文書など 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 税申告 平成26年度住民税通知書 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 税申告 平成25年度住民税通知書 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 税申告 平成24年度住民税通知書 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 税申告 平成23年度住民税通知書 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 庶務 税申告 平成22年度住民税通知書 新潟労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 庶務 税申告 平成21年度住民税通知書 新潟労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
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2014年度 新潟労災病院 庶務 税申告 平成26年度源泉徴収票 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 税申告 平成25年度源泉徴収票 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 税申告 平成24年度源泉徴収票 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 税申告 平成23年度源泉徴収票 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 庶務 税申告 平成22年度源泉徴収票 新潟労災病院総務課長 2011年4月1日 10 2021年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 庶務 税申告 平成21年度源泉徴収票 新潟労災病院総務課長 2010年4月1日 10 2020年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2008年度 新潟労災病院 庶務 税申告 平成20年度源泉徴収票 新潟労災病院総務課長 2009年4月1日 10 2019年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2007年度 新潟労災病院 庶務 税申告 平成19年度源泉徴収票 新潟労災病院総務課長 2008年4月1日 10 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2006年度 新潟労災病院 庶務 税申告 平成18年度源泉徴収票 新潟労災病院総務課長 2007年4月1日 10 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2005年度 新潟労災病院 庶務 税申告 平成17年度源泉徴収票 新潟労災病院総務課長 2006年4月1日 10 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
2004年度 新潟労災病院 庶務 税申告 平成16年度源泉徴収票 新潟労災病院総務課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 研修 平成26年度新規採用職員研修会関係 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 研修 平成25年度新規採用職員研修会関係 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 研修 平成24年度新規採用職員研修会関係 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 研修 平成23年度新規採用職員研修会関係 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 庶務 研修 平成22年度新規採用職員研修会関係 新潟労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 庶務 研修 平成21年度新規採用職員研修会関係 新潟労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 研修 平成26年度病院管理・リハビリテーション養成・その他研修 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 研修 平成25年度病院管理・リハビリテーション養成・その他研修 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 研修 平成24年度病院管理・リハビリテーション養成・その他研修 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 研修 平成23年度病院管理・リハビリテーション養成・その他研修 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 庶務 研修 平成22年度病院管理・リハビリテーション養成・その他研修 新潟労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 庶務 研修 平成21年度病院管理・リハビリテーション養成・その他研修 新潟労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 研修 平成26年度本部研修 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 研修 平成25年度本部研修 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 研修 平成24年度本部研修 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 研修 平成23年度本部研修 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 庶務 研修 平成22年度本部研修 新潟労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 庶務 研修 平成21年度本部研修 新潟労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 服務 平成26年度出勤簿 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 服務 平成25年度出勤簿 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 服務 平成24年度出勤簿 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 服務 平成23年度出勤簿 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 服務 平成26年度年休簿 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 服務 平成25年度年休簿 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 服務 平成24年度年休簿 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 服務 平成23年度年休簿 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 服務 平成26年度時間外命令簿 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 服務 平成25年度時間外命令簿 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 服務 平成24年度時間外命令簿 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 服務 平成23年度時間外命令簿 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 服務 平成26年度旅行命令簿 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 服務 平成25年度旅行命令簿 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 服務 平成24年度旅行命令簿 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 服務 平成23年度旅行命令簿 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 服務 平成26年度出張伺い 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 服務 平成25年度出張伺い 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 服務 平成24年度出張伺い 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 服務 平成23年度出張伺い 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 服務 平成26年度出張報告書 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 服務 平成25年度出張報告書 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 服務 平成24年度出張報告書 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 服務 平成23年度出張報告書 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 服務 平成26年度赴任旅費 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 服務 平成25年度赴任旅費 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 服務 平成24年度赴任旅費 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 服務 平成23年度赴任旅費 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 庶務 服務 平成22年度赴任旅費 新潟労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 庶務 服務 平成21年度赴任旅費 新潟労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 服務 平成26年度緊急呼出し実績簿、緊急呼出し交通費支給明細書 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 服務 平成25年度緊急呼出し実績簿、緊急呼出し交通費支給明細書 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 服務 平成24年度緊急呼出し実績簿、緊急呼出し交通費支給明細書 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 服務 平成23年度緊急呼出し実績簿、緊急呼出し交通費支給明細書 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 服務 平成26年度本部通知・依頼・連絡文書など 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 服務 平成25年度本部通知・依頼・連絡文書など 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 服務 平成24年度本部通知・依頼・連絡文書など 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 服務 平成23年度本部通知・依頼・連絡文書など 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 服務 平成26年度本部調査 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 服務 平成25年度本部調査 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 服務 平成24年度本部調査 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 服務 平成23年度本部調査 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 庶務 福利厚生 平成22年度福利厚生委員会議事録 新潟労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 庶務 福利厚生 平成21年度福利厚生委員会議事録 新潟労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 厚生年金 平成26年度被保険者名簿 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
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2013年度 新潟労災病院 庶務 厚生年金 平成25年度被保険者名簿 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 厚生年金 平成24年度被保険者名簿 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 厚生年金 平成23年度被保険者名簿 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 厚生年金 平成26年度被保険者転入・転出届 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 厚生年金 平成25年度被保険者転入・転出届 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 厚生年金 平成24年度被保険者転入・転出届 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 厚生年金 平成23年度被保険者転入・転出届 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 厚生年金 平成26年度標準報酬等決定・変更届・通知 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 厚生年金 平成25年度標準報酬等決定・変更届・通知 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 厚生年金 平成24年度標準報酬等決定・変更届・通知 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 厚生年金 平成23年度標準報酬等決定・変更届・通知 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 厚生年金 平成26年度本部通知・依頼・連絡文書など 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 厚生年金 平成25年度本部通知・依頼・連絡文書など 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 厚生年金 平成24年度本部通知・依頼・連絡文書など 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 厚生年金 平成23年度本部通知・依頼・連絡文書など 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 健康保険 平成26年度組合員証受払簿 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 健康保険 平成25年度組合員証受払簿 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 健康保険 平成24年度組合員証受払簿 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 健康保険 平成23年度組合員証受払簿 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 健康保険 平成26年度被保険者名簿 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 健康保険 平成25年度被保険者名簿 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 健康保険 平成24年度被保険者名簿 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 健康保険 平成23年度被保険者名簿 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 健康保険 平成26度被保険者転入・転出整理簿 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 健康保険 平成25度被保険者転入・転出整理簿 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 健康保険 平成24度被保険者転入・転出整理簿 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 健康保険 平成23度被保険者転入・転出整理簿 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 健康保険 平成26年度被保険者退職・死亡届整理簿 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 健康保険 平成25年度被保険者退職・死亡届整理簿 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 健康保険 平成24年度被保険者退職・死亡届整理簿 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 健康保険 平成23年度被保険者退職・死亡届整理簿 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 健康保険 平成26年度標準報酬等決定・変更届・通知 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 健康保険 平成25年度標準報酬等決定・変更届・通知 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 健康保険 平成24年度標準報酬等決定・変更届・通知 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 健康保険 平成23年度標準報酬等決定・変更届・通知 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 健康保険 平成26年度各種法定給付・附加給付請求書 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 健康保険 平成25年度各種法定給付・附加給付請求書 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 健康保険 平成24年度各種法定給付・附加給付請求書 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 健康保険 平成23年度各種法定給付・附加給付請求書 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 健康保険 平成26年度事業報告書 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 健康保険 平成25年度事業報告書 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 健康保険 平成24年度事業報告書 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 健康保険 平成23年度事業報告書 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 健康保険 平成26年度本部通知・依頼・連絡文書など 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 健康保険 平成25年度本部通知・依頼・連絡文書など 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 健康保険 平成24年度本部通知・依頼・連絡文書など 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 健康保険 平成23年度本部通知・依頼・連絡文書など 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 その他保険 平成26年度労働保険 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 その他保険 平成25年度労働保険 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 その他保険 平成24年度労働保険 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 その他保険 平成23年度労働保険 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 庶務 その他保険 平成22年度労働保険 新潟労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 庶務 その他保険 平成21年度労働保険 新潟労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 その他保険 平成26年度雇用保険 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 その他保険 平成25年度雇用保険 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 その他保険 平成24年度雇用保険 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 その他保険 平成23年度雇用保険 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 庶務 その他保険 平成22年度雇用保険 新潟労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 庶務 その他保険 平成21年度雇用保険 新潟労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 その他保険 平成26年度厚生年金基金(通知・連絡文書など) 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 その他保険 平成25年度厚生年金基金(通知・連絡文書など) 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 その他保険 平成24年度厚生年金基金(通知・連絡文書など) 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 その他保険 平成23年度厚生年金基金(通知・連絡文書など) 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 衛生 平成26年度各種職員健診 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 衛生 平成25年度各種職員健診 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 衛生 平成24年度各種職員健診 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 衛生 平成23年度各種職員健診 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 庶務 衛生 平成22年度各種職員健診 新潟労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 庶務 衛生 平成21年度各種職員健診 新潟労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 衛生 平成26年度個人外部被爆線量測定記録 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 衛生 平成25年度個人外部被爆線量測定記録 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 衛生 平成24年度個人外部被爆線量測定記録 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 衛生 平成23年度個人外部被爆線量測定記録 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 庶務 衛生 平成22年度個人外部被爆線量測定記録 新潟労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
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文書分類

大分類 中分類 小分類
作成・取得
年度等

起算日
保存媒体
の種別

保存場所
保存期間
満了日

名称 作成・取得者
保存期間
（単位：年） 備考

管理者
保存期間
満了後の

措置

2009年度 新潟労災病院 庶務 衛生 平成21年度個人外部被爆線量測定記録 新潟労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 衛生 平成26年度本部通知・依頼・連絡文書など 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 衛生 平成25年度本部通知・依頼・連絡文書など 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 衛生 平成24年度本部通知・依頼・連絡文書など 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 衛生 平成23年度本部通知・依頼・連絡文書など 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 庁舎管理 平成26年度宿舎関係(入居・退居等)完結分 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 2 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 庁舎管理 平成25年度宿舎関係(入居・退居等)完結分 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 2 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 庁舎管理 平成24年度宿舎関係(入居・退居等)完結分 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 2 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 庁舎管理 平成26年度本部通知・依頼・連絡文書など 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 庁舎管理 平成25年度本部通知・依頼・連絡文書など 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 庁舎管理 平成24年度本部通知・依頼・連絡文書など 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 庁舎管理 平成23年度本部通知・依頼・連絡文書など 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 防災 平成26年度その他(本部通知・依頼・連絡文書) 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 防災 平成25年度その他(本部通知・依頼・連絡文書) 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 防災 平成24年度その他(本部通知・依頼・連絡文書) 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 防災 平成23年度その他(本部通知・依頼・連絡文書) 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 庶務管理 平成26年度職員就業規則届出等 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 庶務管理 平成25年度職員就業規則届出等 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 庶務管理 平成24年度職員就業規則届出等 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 庶務管理 平成23年度職員就業規則届出等 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 庶務管理 平成26年度被服貸与簿 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 庶務管理 平成25年度被服貸与簿 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 庶務管理 平成24年度被服貸与簿 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 庶務管理 平成23年度被服貸与簿 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 庶務管理 平成26年度職場懇談会 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 庶務管理 平成25年度職場懇談会 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 庶務管理 平成24年度職場懇談会 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 庶務管理 平成23年度職場懇談会 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 庶務管理 平成26年度職員住所録、緊急時連絡網 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 2 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 庶務管理 平成25年度職員住所録、緊急時連絡網 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 2 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 庶務管理 平成24年度職員住所録、緊急時連絡網 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 2 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 庶務管理 平成26年度病院概況 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 2 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 庶務管理 平成25年度病院概況 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 2 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 庶務管理 平成24年度病院概況 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 2 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 庶務管理 平成26年度本部通知・依頼・連絡文書など 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 庶務管理 平成25年度本部通知・依頼・連絡文書など 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 庶務管理 平成24年度本部通知・依頼・連絡文書など 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 庶務管理 平成23年度本部通知・依頼・連絡文書など 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成26年度本部主催会議(通知・報告) 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成25年度本部主催会議(通知・報告) 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成24年度本部主催会議(通知・報告) 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成23年度本部主催会議(通知・報告) 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成22年度本部主催会議(通知・報告) 新潟労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成21年度本部主催会議(通知・報告) 新潟労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成26年度本部以外の主催会議 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成25年度本部以外の主催会議 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成24年度本部以外の主催会議 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成23年度本部以外の主催会議 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成22年度本部以外の主催会議 新潟労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成21年度本部以外の主催会議 新潟労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成26年度衛生委員会議事録 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成25年度衛生委員会議事録 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成24年度衛生委員会議事録 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成23年度衛生委員会議事録 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成22年度衛生委員会議事録 新潟労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成21年度衛生委員会議事録 新潟労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成26年度運営会議議事録 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成25年度運営会議議事録 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成24年度運営会議議事録 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成23年度運営会議議事録 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成22年度運営会議議事録 新潟労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成21年度運営会議議事録 新潟労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成26年度医療安全対策委員会議事録 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成25年度医療安全対策委員会議事録 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成24年度医療安全対策委員会議事録 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成23年度医療安全対策委員会議事録 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成22年度医療安全対策委員会議事録 新潟労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成21年度医療安全対策委員会議事録 新潟労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成26年度救急医療対策委員会議事録 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成25年度救急医療対策委員会議事録 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成24年度救急医療対策委員会議事録 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成23年度救急医療対策委員会議事録 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成22年度救急医療対策委員会議事録 新潟労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成21年度救急医療対策委員会議事録 新潟労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
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2009年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成21年度福利厚生会議事録 新潟労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成26年度顧客等満足度向上委員会議事録 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成25年度顧客等満足度向上委員会議事録 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成24年度顧客等満足度向上委員会議事録 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成23年度顧客等満足度向上委員会議事録 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成22年度患者サービス向上委員会議事録 新潟労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成21年度患者サービス向上委員会議事録 新潟労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成26年度倫理委員会議事録 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成25年度倫理委員会議事録 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成24年度倫理委員会議事録 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成23年度倫理委員会議事録 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成22年度倫理委員会議事録 新潟労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成21年度倫理委員会議事録 新潟労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成26年度研修管理委員会議事録 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成25年度研修管理委員会議事録 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成24年度研修管理委員会議事録 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成23年度研修管理委員会議事録 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成22年度研修管理委員会議事録 新潟労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成21年度研修管理委員会議事録 新潟労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成26年度ホームページ委員会議事録 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成25年度ホームページ委員会議事録 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成24年度ホームページ委員会議事録 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成23年度ホームページ委員会議事録 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成22年度ホームページ委員会議事録 新潟労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成21年度ホームページ委員会議事録 新潟労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成26年度ろうさいニュース編集委員会議事録 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成25年度ろうさいニュース編集委員会議事録 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成24年度ろうさいニュース編集委員会議事録 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成23年度ろうさいニュース編集委員会議事録 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成22年度ろうさいニュース編集委員会議事録 新潟労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成21年度ろうさいニュース編集委員会議事録 新潟労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成22年度将来計画委員会議事録 新潟労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成21年度将来計画委員会議事録 新潟労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成26年度市民公開講座運営委員会議事録 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成25年度市民公開講座運営委員会議事録 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成24年度市民公開講座運営委員会議事録 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成23年度市民公開講座運営委員会議事録 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成22年度教育委員会議事録 新潟労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成21年度教育委員会議事録 新潟労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成26年度地域医療支援運営委員会議事録 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成25年度地域医療支援運営委員会議事録 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成24年度地域医療支援運営委員会議事録 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成23年度地域医療支援運営委員会議事録 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成22年度地域医療支援運営委員会議事録 新潟労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成21年度地域医療支援運営委員会議事録 新潟労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 行事 平成26年度年間行事予定 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 2 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 行事 平成25年度年間行事予定 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 2 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 行事 平成24年度年間行事予定 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 2 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 行事 平成26年度院内行事開催関係 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 2 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 行事 平成25年度院内行事開催関係 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 2 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 行事 平成24年度院内行事開催関係 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 2 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 行事 平成26年度本部通知・依頼・連絡文書など 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 行事 平成25年度本部通知・依頼・連絡文書など 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 行事 平成24年度本部通知・依頼・連絡文書など 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 行事 平成23年度本部通知・依頼・連絡文書など 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 広報 平成26年度職員採用募集要項 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 広報 平成25年度職員採用募集要項 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 広報 平成24年度職員採用募集要項 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 広報 平成23年度職員採用募集要項 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 広報 平成26年度院内報 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 2 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 広報 平成25年度院内報 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 2 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 広報 平成24年度院内報 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 2 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 広報 平成26年度ろうさいフォーラム関係 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 広報 平成25年度ろうさいフォーラム関係 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 広報 平成24年度ろうさいフォーラム関係 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 広報 平成23年度ろうさいフォーラム関係 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 広報 平成26年度ホームぺージ関係 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 広報 平成25年度ホームぺージ関係 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 広報 平成24年度ホームぺージ関係 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 広報 平成23年度ホームぺージ関係 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 業務上災害 平成26年度事故発生報告書 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 業務上災害 平成25年度事故発生報告書 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 業務上災害 平成24年度事故発生報告書 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 業務上災害 平成23年度事故発生報告書 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
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2014年度 新潟労災病院 庶務 監査 平成26年度医療監視関係 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 監査 平成25年度医療監視関係 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 監査 平成24年度医療監視関係 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 監査 平成23年度医療監視関係 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 研究 平成26年度医学研究 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 研究 平成25年度医学研究 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 研究 平成24年度医学研究 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 研究 平成23年度医学研究 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 庶務 研究 平成22年度医学研究 新潟労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 庶務 研究 平成21年度医学研究 新潟労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 その他通知等 平成25年度海外巡回相談 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 その他通知等 平成24年度海外巡回相談 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 その他通知等 平成23年度海外巡回相談 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 庶務 その他通知等 平成22年度海外巡回相談 新潟労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 庶務 その他通知等 平成21年度海外巡回相談 新潟労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 その他通知等 平成26年度運営方針 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 その他通知等 平成25年度運営方針 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 その他通知等 平成24年度運営方針 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 その他通知等 平成23年度運営方針 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 庶務 その他通知等 平成22年度運営方針 新潟労災病院総務課長 2011年4月1日 10 2021年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 庶務 その他通知等 平成21年度運営方針 新潟労災病院総務課長 2010年4月1日 10 2020年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2008年度 新潟労災病院 庶務 その他通知等 平成20年度運営方針 新潟労災病院総務課長 2009年4月1日 10 2019年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2007年度 新潟労災病院 庶務 その他通知等 平成19年度運営方針 新潟労災病院総務課長 2008年4月1日 10 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2006年度 新潟労災病院 庶務 その他通知等 平成18年度運営方針 新潟労災病院総務課長 2007年4月1日 10 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
2005年度 新潟労災病院 庶務 その他通知等 平成17年度運営方針 新潟労災病院総務課長 2006年4月1日 10 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
2004年度 新潟労災病院 庶務 その他通知等 平成16年度運営方針 新潟労災病院総務課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 その他通知等 平成26年度医療事故 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 その他通知等 平成25年度医療事故 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 その他通知等 平成24年度医療事故 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 その他通知等 平成23年度医療事故 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 庶務 その他通知等 平成22年度医療事故 新潟労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 庶務 その他通知等 平成21年度医療事故 新潟労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 その他通知等 平成26年度臓器移植関係 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 その他通知等 平成25年度臓器移植関係 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 その他通知等 平成24年度臓器移植関係 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 その他通知等 平成23年度臓器移植関係 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 庶務 その他通知等 平成22年度臓器移植関係 新潟労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 庶務 その他通知等 平成21年度臓器移植関係 新潟労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 その他通知等 平成26年度養成施設関係 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 その他通知等 平成25年度養成施設関係 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 その他通知等 平成24年度養成施設関係 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 その他通知等 平成23年度養成施設関係 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 庶務 その他通知等 平成22年度養成施設関係 新潟労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 庶務 その他通知等 平成21年度養成施設関係 新潟労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課倉庫 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 その他通知等 平成25年度本部・通知・依頼 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 その他通知等 平成24年度本部・通知・依頼 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 その他通知等 平成23年度本部・通知・依頼 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 その他通知等 平成25年度本部調査 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 その他通知等 平成24年度本部調査 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 その他通知等 平成23年度本部調査 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 その他通知等 平成26年度本部以外(通知・依頼文書など) 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 その他通知等 平成25年度本部以外(通知・依頼文書など) 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 その他通知等 平成24年度本部以外(通知・依頼文書など) 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 その他通知等 平成23年度本部以外(通知・依頼文書など) 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 その他通知等 平成26年度関連大学関係 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 その他通知等 平成25年度関連大学関係 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 その他通知等 平成24年度関連大学関係 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 その他通知等 平成23年度関連大学関係 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 その他通知等 平成26年度医師学会関係 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 その他通知等 平成25年度医師学会関係 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 その他通知等 平成24年度医師学会関係 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 その他通知等 平成23年度医師学会関係 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 その他通知等 平成26年度看護師・パラ学会関係 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 その他通知等 平成25年度看護師・パラ学会関係 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 その他通知等 平成24年度看護師・パラ学会関係 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 その他通知等 平成23年度看護師・パラ学会関係 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 その他通知等 平成26年度実習施設関係 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 その他通知等 平成25年度実習施設関係 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 その他通知等 平成24年度実習施設関係 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 その他通知等 平成23年度実習施設関係 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 調査報告 平成26年度県・市町村調査・照会 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 調査報告 平成25年度県・市町村調査・照会 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 調査報告 平成24年度県・市町村調査・照会 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 調査報告 平成23年度県・市町村調査・照会 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
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2014年度 新潟労災病院 庶務 調査報告 平成26年度その他官公庁調査・照会 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 調査報告 平成25年度その他官公庁調査・照会 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 調査報告 平成24年度その他官公庁調査・照会 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 調査報告 平成23年度その他官公庁調査・照会 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 調査報告 平成26年度医師会調査・照会 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 調査報告 平成25年度医師会調査・照会 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 調査報告 平成24年度医師会調査・照会 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 調査報告 平成23年度医師会調査・照会 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 調査報告 平成26年度病院協会調査・照会 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 調査報告 平成25年度病院協会調査・照会 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 調査報告 平成24年度病院協会調査・照会 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 調査報告 平成23年度病院協会調査・照会 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 調査報告 平成26年度その他(通知・依頼・連絡文書など) 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 調査報告 平成25年度その他(通知・依頼・連絡文書など) 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 調査報告 平成24年度その他(通知・依頼・連絡文書など) 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 調査報告 平成23年度その他(通知・依頼・連絡文書など) 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成26年度院内感染対策委員会資料・議事録 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成25年度院内感染対策委員会資料・議事録 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成24年度院内感染対策委員会資料・議事録 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成23年度院内感染対策委員会資料・議事録 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成22年度院内感染対策委員会資料・議事録 新潟労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 庶務 会議等 平成21年度院内感染対策委員会資料・議事録 新潟労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 公費申請 平成26年度結核予防法患者票 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 公費申請 平成25年度結核予防法患者票 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 公費申請 平成24年度結核予防法患者票 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 公費申請 平成23年度結核予防法患者票 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 公費申請 平成25年度結核医療費公費負担申請書 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 公費申請 平成24年度結核医療費公費負担申請書 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 公費申請 平成23年度結核医療費公費負担申請書 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 公費申請 平成26年度結核患者連絡票 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 公費申請 平成25年度結核患者連絡票 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 公費申請 平成24年度結核患者連絡票 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 公費申請 平成23年度結核患者連絡票 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 庶務 公費申請 平成26年度結核患者医療情報変更届 新潟労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 庶務 公費申請 平成25年度結核患者医療情報変更届 新潟労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 庶務 公費申請 平成24年度結核患者医療情報変更届 新潟労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 庶務 公費申請 平成23年度結核患者医療情報変更届 新潟労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院総務課 新潟労災病院総務課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 栄養管理 文書管理 栄養管理室法人文書ファイル管理簿 新潟労災病院栄養管理室長 2011年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 栄養管理 物品購入・印刷・修理 平成26年度食品購入契約書 新潟労災病院栄養管理室長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 栄養管理 物品購入・印刷・修理 平成25年度食品購入契約書 新潟労災病院栄養管理室長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 栄養管理 物品購入・印刷・修理 平成24年度食品購入契約書 新潟労災病院栄養管理室長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 栄養管理 物品購入・印刷・修理 平成23年度食品購入契約書 新潟労災病院栄養管理室長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 栄養管理 物品購入・印刷・修理 平成22年度食品購入契約書 新潟労災病院栄養管理室長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 栄養管理 物品購入・印刷・修理 平成21年度食品購入契約書 新潟労災病院栄養管理室長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 栄養管理 物品購入・印刷・修理 平成26年度貯蔵食品購入伺 新潟労災病院栄養管理室長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 栄養管理 物品購入・印刷・修理 平成25年度貯蔵食品購入伺 新潟労災病院栄養管理室長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 栄養管理 物品購入・印刷・修理 平成24年度貯蔵食品購入伺 新潟労災病院栄養管理室長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 栄養管理 物品購入・印刷・修理 平成23年度貯蔵食品購入伺 新潟労災病院栄養管理室長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 栄養管理 物品購入・印刷・修理 平成22年度貯蔵食品購入伺 新潟労災病院栄養管理室長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 栄養管理 物品購入・印刷・修理 平成21年度貯蔵食品購入伺 新潟労災病院栄養管理室長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 栄養管理 物品購入・印刷・修理 平成26年度食品購入伺兼使用報告書 新潟労災病院栄養管理室長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 栄養管理 物品購入・印刷・修理 平成25年度食品購入伺兼使用報告書 新潟労災病院栄養管理室長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 栄養管理 物品購入・印刷・修理 平成24年度食品購入伺兼使用報告書 新潟労災病院栄養管理室長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 栄養管理 物品購入・印刷・修理 平成23年度食品購入伺兼使用報告書 新潟労災病院栄養管理室長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 栄養管理 物品購入・印刷・修理 平成22年度食品購入伺兼使用報告書 新潟労災病院栄養管理室長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 栄養管理 物品購入・印刷・修理 平成21年度食品購入伺兼使用報告書 新潟労災病院栄養管理室長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 栄養管理 物品管理一般 平成26年度物品受払簿 新潟労災病院栄養管理室長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 栄養管理 物品管理一般 平成25年度物品受払簿 新潟労災病院栄養管理室長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 栄養管理 物品管理一般 平成24年度物品受払簿 新潟労災病院栄養管理室長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 栄養管理 物品管理一般 平成23年度物品受払簿 新潟労災病院栄養管理室長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 栄養管理 物品管理一般 平成22年度物品受払簿 新潟労災病院栄養管理室長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 栄養管理 物品管理一般 平成21年度物品受払簿 新潟労災病院栄養管理室長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 栄養管理 物品管理一般 平成26年度物品受払状況報告書 新潟労災病院栄養管理室長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 栄養管理 物品管理一般 平成25年度物品受払状況報告書 新潟労災病院栄養管理室長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 栄養管理 物品管理一般 平成24年度物品受払状況報告書 新潟労災病院栄養管理室長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 栄養管理 物品管理一般 平成23年度物品受払状況報告書 新潟労災病院栄養管理室長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 栄養管理 物品管理一般 平成22年度物品受払状況報告書 新潟労災病院栄養管理室長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 栄養管理 物品管理一般 平成21年度物品受払状況報告書 新潟労災病院栄養管理室長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 栄養管理 物品管理一般 平成26年度給食数及び給食材料費調 新潟労災病院栄養管理室長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 栄養管理 物品管理一般 平成25年度給食数及び給食材料費調 新潟労災病院栄養管理室長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 栄養管理 物品管理一般 平成24年度給食数及び給食材料費調 新潟労災病院栄養管理室長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 栄養管理 物品管理一般 平成23年度給食数及び給食材料費調 新潟労災病院栄養管理室長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 栄養管理 物品管理一般 平成26年度出庫票 新潟労災病院栄養管理室長 2015年4月1日 1 2016年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 栄養管理 物品管理一般 平成25年度出庫票 新潟労災病院栄養管理室長 2014年4月1日 1 2015年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
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起算日
保存媒体
の種別

保存場所
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（単位：年） 備考

管理者
保存期間
満了後の

措置

2014年度 新潟労災病院 栄養管理 服務 平成26年度給食職員勤務割表 新潟労災病院栄養管理室長 2015年4月1日 1 2016年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 栄養管理 服務 平成25年度給食職員勤務割表 新潟労災病院栄養管理室長 2014年4月1日 1 2015年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 栄養管理 日誌 平成26年度給食日誌 新潟労災病院栄養管理室長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 栄養管理 日誌 平成25年度給食日誌 新潟労災病院栄養管理室長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 栄養管理 日誌 平成24年度給食日誌 新潟労災病院栄養管理室長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 栄養管理 日誌 平成23年度給食日誌 新潟労災病院栄養管理室長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 栄養管理 日誌 平成22年度給食日誌 新潟労災病院栄養管理室長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 栄養管理 日誌 平成21年度給食日誌 新潟労災病院栄養管理室長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 栄養管理 日誌 平成26年度食数日(月)計表 新潟労災病院栄養管理室長 2015年4月1日 1 2016年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 栄養管理 日誌 平成25年度食数日(月)計表 新潟労災病院栄養管理室長 2014年4月1日 1 2015年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 栄養管理 伝票等 平成26年度食事箋 新潟労災病院栄養管理室長 2015年4月1日 1 2016年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 栄養管理 伝票等 平成25年度食事箋 新潟労災病院栄養管理室長 2014年4月1日 1 2015年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 栄養管理 伝票等 平成25年度食札 新潟労災病院栄養管理室長 2014年4月1日 1 2015年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 栄養管理 会議等 平成26年度栄養管理委員会配布資料、議事録 新潟労災病院栄養管理室長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 栄養管理 会議等 平成25年度栄養管理委員会配布資料、議事録 新潟労災病院栄養管理室長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 栄養管理 会議等 平成24年度栄養管理委員会配布資料、議事録 新潟労災病院栄養管理室長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 栄養管理 会議等 平成23年度栄養管理委員会配布資料、議事録 新潟労災病院栄養管理室長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 栄養管理 会議等 平成22年度栄養管理委員会配布資料、議事録 新潟労災病院栄養管理室長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 栄養管理 会議等 平成21年度栄養管理委員会配布資料、議事録 新潟労災病院栄養管理室長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養指導 平成26年度栄養指導依頼票・報告票 新潟労災病院栄養管理室長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養指導 平成25年度栄養指導依頼票・報告票 新潟労災病院栄養管理室長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養指導 平成24年度栄養指導依頼票・報告票 新潟労災病院栄養管理室長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養指導 平成23年度栄養指導依頼票・報告票 新潟労災病院栄養管理室長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養指導 平成22年度栄養指導依頼票・報告票 新潟労災病院栄養管理室長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養指導 平成21年度栄養指導依頼票・報告票 新潟労災病院栄養管理室長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 栄養管理 衛生 平成25年度検便記録 新潟労災病院栄養管理室長 2014年4月1日 1 2015年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 栄養管理 衛生 平成26年度調理機器等拭き取り検査結果票 新潟労災病院栄養管理室長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 栄養管理 衛生 平成25年度調理機器等拭き取り検査結果票 新潟労災病院栄養管理室長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 栄養管理 衛生 平成24年度調理機器等拭き取り検査結果票 新潟労災病院栄養管理室長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 栄養管理 衛生 平成23年度調理機器等拭き取り検査結果票 新潟労災病院栄養管理室長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成26年度保健所報告 新潟労災病院栄養管理室長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成25年度保健所報告 新潟労災病院栄養管理室長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成24年度保健所報告 新潟労災病院栄養管理室長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成23年度保健所報告 新潟労災病院栄養管理室長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成26年度普通食(常食)患者年齢構成表 新潟労災病院栄養管理室長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成25年度普通食(常食)患者年齢構成表 新潟労災病院栄養管理室長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成24年度普通食(常食)患者年齢構成表 新潟労災病院栄養管理室長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成23年度普通食(常食)患者年齢構成表 新潟労災病院栄養管理室長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成26年度病院給食食品量表 新潟労災病院栄養管理室長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成25年度病院給食食品量表 新潟労災病院栄養管理室長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成24年度病院給食食品量表 新潟労災病院栄養管理室長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成23年度病院給食食品量表 新潟労災病院栄養管理室長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成26年度病院給食施設栄養報告(月報) 新潟労災病院栄養管理室長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成25年度病院給食施設栄養報告(月報) 新潟労災病院栄養管理室長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成24年度病院給食施設栄養報告(月報) 新潟労災病院栄養管理室長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成23年度病院給食施設栄養報告(月報) 新潟労災病院栄養管理室長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成22年度病院給食施設栄養報告(月報) 新潟労災病院栄養管理室長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成21年度病院給食施設栄養報告(月報) 新潟労災病院栄養管理室長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成26年度病院・医学・栄養管理検食簿 新潟労災病院栄養管理室長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成25年度病院・医学・栄養管理検食簿 新潟労災病院栄養管理室長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成24年度病院・医学・栄養管理検食簿 新潟労災病院栄養管理室長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成23年度病院・医学・栄養管理検食簿 新潟労災病院栄養管理室長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成26年度配食表 新潟労災病院栄養管理室長 2015年4月1日 1 2016年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成25年度配食表 新潟労災病院栄養管理室長 2014年4月1日 1 2015年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成26年度特別食献立表 新潟労災病院栄養管理室長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成25年度特別食献立表 新潟労災病院栄養管理室長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成24年度特別食献立表 新潟労災病院栄養管理室長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成23年度特別食献立表 新潟労災病院栄養管理室長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成22年度特別食献立表 新潟労災病院栄養管理室長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成21年度特別食献立表 新潟労災病院栄養管理室長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 栄養管理 衛生 平成26年度大量調理施設衛生管理マニュアル自主管理点検 新潟労災病院栄養管理室長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 栄養管理 衛生 平成25年度大量調理施設衛生管理マニュアル自主管理点検 新潟労災病院栄養管理室長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 栄養管理 衛生 平成24年度大量調理施設衛生管理マニュアル自主管理点検 新潟労災病院栄養管理室長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 栄養管理 衛生 平成23年度大量調理施設衛生管理マニュアル自主管理点検 新潟労災病院栄養管理室長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成26年度食料構成 新潟労災病院栄養管理室長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成25年度食料構成 新潟労災病院栄養管理室長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成24年度食料構成 新潟労災病院栄養管理室長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成23年度食料構成 新潟労災病院栄養管理室長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成26年度食品構成表 新潟労災病院栄養管理室長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成25年度食品構成表 新潟労災病院栄養管理室長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成24年度食品構成表 新潟労災病院栄養管理室長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成23年度食品構成表 新潟労災病院栄養管理室長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成22年度食品構成表 新潟労災病院栄養管理室長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成21年度食品構成表 新潟労災病院栄養管理室長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
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2012年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成25年度食数表 新潟労災病院栄養管理室長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成24年度食数表 新潟労災病院栄養管理室長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成23年度食数表 新潟労災病院栄養管理室長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成22年度食数表 新潟労災病院栄養管理室長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成21年度食数表 新潟労災病院栄養管理室長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成26年度常食患者年齢加重平均栄養所要量法 新潟労災病院栄養管理室長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成25年度常食患者年齢加重平均栄養所要量法 新潟労災病院栄養管理室長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成24年度常食患者年齢加重平均栄養所要量法 新潟労災病院栄養管理室長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成23年度常食患者年齢加重平均栄養所要量法 新潟労災病院栄養管理室長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成22年度常食患者年齢加重平均栄養所要量法 新潟労災病院栄養管理室長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成21年度常食患者年齢加重平均栄養所要量法 新潟労災病院栄養管理室長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成26年度集団給食運営状況報告 新潟労災病院栄養管理室長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成25年度集団給食運営状況報告 新潟労災病院栄養管理室長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成24年度集団給食運営状況報告 新潟労災病院栄養管理室長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成23年度集団給食運営状況報告 新潟労災病院栄養管理室長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養指導 平成26年度指導件数集計表 新潟労災病院栄養管理室長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養指導 平成25年度指導件数集計表 新潟労災病院栄養管理室長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養指導 平成24年度指導件数集計表 新潟労災病院栄養管理室長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養指導 平成23年度指導件数集計表 新潟労災病院栄養管理室長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 栄養管理 衛生 平成26年度検便検査結果表 新潟労災病院栄養管理室長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 栄養管理 衛生 平成25年度検便検査結果表 新潟労災病院栄養管理室長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 栄養管理 衛生 平成24年度検便検査結果表 新潟労災病院栄養管理室長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 栄養管理 衛生 平成23年度検便検査結果表 新潟労災病院栄養管理室長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成26年度検食及び残食調査表 新潟労災病院栄養管理室長 2015年4月1日 1 2016年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成25年度検食及び残食調査表 新潟労災病院栄養管理室長 2014年4月1日 1 2015年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成26年度給食実施状況報告書 新潟労災病院栄養管理室長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成25年度給食実施状況報告書 新潟労災病院栄養管理室長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成24年度給食実施状況報告書 新潟労災病院栄養管理室長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成23年度給食実施状況報告書 新潟労災病院栄養管理室長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成26年度患者食管理表 新潟労災病院栄養管理室長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成25年度患者食管理表 新潟労災病院栄養管理室長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成24年度患者食管理表 新潟労災病院栄養管理室長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成23年度患者食管理表 新潟労災病院栄養管理室長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成26年度荷重平均栄養所要量表 新潟労災病院栄養管理室長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成25年度荷重平均栄養所要量表 新潟労災病院栄養管理室長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成24年度荷重平均栄養所要量表 新潟労災病院栄養管理室長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成23年度荷重平均栄養所要量表 新潟労災病院栄養管理室長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成26年度栄養出納表 新潟労災病院栄養管理室長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成25年度栄養出納表 新潟労災病院栄養管理室長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成24年度栄養出納表 新潟労災病院栄養管理室長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成23年度栄養出納表 新潟労災病院栄養管理室長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養指導 平成26年度栄養指導(指示実施)録 新潟労災病院栄養管理室長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養指導 平成25年度栄養指導(指示実施)録 新潟労災病院栄養管理室長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養指導 平成24年度栄養指導(指示実施)録 新潟労災病院栄養管理室長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養指導 平成23年度栄養指導(指示実施)録 新潟労災病院栄養管理室長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成26年度一般食献立表 新潟労災病院栄養管理室長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成25年度一般食献立表 新潟労災病院栄養管理室長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成24年度一般食献立表 新潟労災病院栄養管理室長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成23年度一般食献立表 新潟労災病院栄養管理室長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成22年度一般食献立表 新潟労災病院栄養管理室長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 栄養管理 栄養管理 平成21年度一般食献立表 新潟労災病院栄養管理室長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院栄養管理室長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 例規等 平成26年度本部通達 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 例規等 平成25年度本部通達 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 会計 例規等 平成24年度本部通達 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 例規等 平成23年度本部通達 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 会計 例規等 平成22年度本部通達 新潟労災病院会計課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 会計 例規等 平成21年度本部通達 新潟労災病院会計課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2008年度 新潟労災病院 会計 例規等 平成20年度本部通達 新潟労災病院会計課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2007年度 新潟労災病院 会計 例規等 平成19年度本部通達 新潟労災病院会計課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2006年度 新潟労災病院 会計 例規等 平成18年度本部通達 新潟労災病院会計課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2005年度 新潟労災病院 会計 例規等 平成17年度本部通達 新潟労災病院会計課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2004年度 新潟労災病院 会計 例規等 平成16年度本部通達 新潟労災病院会計課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2003年度 新潟労災病院 会計 例規等 平成15年度本部通達 新潟労災病院会計課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2002年度 新潟労災病院 会計 例規等 平成14年度本部通達 新潟労災病院会計課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2001年度 新潟労災病院 会計 例規等 平成13年度本部通達 新潟労災病院会計課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2000年度 新潟労災病院 会計 例規等 平成12年度本部通達 新潟労災病院会計課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1999年度 新潟労災病院 会計 例規等 平成11年度本部通達 新潟労災病院会計課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1998年度 新潟労災病院 会計 例規等 平成10年度本部通達 新潟労災病院会計課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1997年度 新潟労災病院 会計 例規等 平成9年度本部通達 新潟労災病院会計課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1996年度 新潟労災病院 会計 例規等 平成8年度本部通達 新潟労災病院会計課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1995年度 新潟労災病院 会計 例規等 平成7年度本部通達 新潟労災病院会計課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1994年度 新潟労災病院 会計 例規等 平成6年度本部通達 新潟労災病院会計課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1993年度 新潟労災病院 会計 例規等 平成5年度本部通達 新潟労災病院会計課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1992年度 新潟労災病院 会計 例規等 平成4年度本部通達 新潟労災病院会計課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
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1991年度 新潟労災病院 会計 例規等 平成3年度本部通達 新潟労災病院会計課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1990年度 新潟労災病院 会計 例規等 平成2年度本部通達 新潟労災病院会計課長 1991年4月1日 30 2021年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1989年度 新潟労災病院 会計 例規等 平成1年度本部通達 新潟労災病院会計課長 1990年4月1日 30 2020年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1988年度 新潟労災病院 会計 例規等 昭和63年度本部通達 新潟労災病院会計課長 1989年4月1日 30 2019年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1987年度 新潟労災病院 会計 例規等 昭和62年度本部通達 新潟労災病院会計課長 1988年4月1日 30 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1986年度 新潟労災病院 会計 例規等 昭和61年度本部通達 新潟労災病院会計課長 1987年4月1日 30 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1985年度 新潟労災病院 会計 例規等 昭和60年度本部通達 新潟労災病院会計課長 1986年4月1日 30 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1984年度 新潟労災病院 会計 例規等 昭和59年度本部通達 新潟労災病院会計課長 1985年4月1日 30 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 例規等 平成26年度決算手続及び記載例 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 例規等 平成25年度決算手続及び記載例 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 会計 例規等 平成24年度決算手続及び記載例 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 例規等 平成23年度決算手続及び記載例 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 会計 例規等 平成22年度決算手続及び記載例 新潟労災病院会計課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 会計 例規等 平成21年度決算手続及び記載例 新潟労災病院会計課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2008年度 新潟労災病院 会計 例規等 平成20年度決算手続及び記載例 新潟労災病院会計課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2007年度 新潟労災病院 会計 例規等 平成19年度決算手続及び記載例 新潟労災病院会計課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2006年度 新潟労災病院 会計 例規等 平成18年度決算手続及び記載例 新潟労災病院会計課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2005年度 新潟労災病院 会計 例規等 平成17年度決算手続及び記載例 新潟労災病院会計課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2004年度 新潟労災病院 会計 例規等 平成16年度決算手続及び記載例 新潟労災病院会計課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2003年度 新潟労災病院 会計 例規等 平成15年度決算手続及び記載例 新潟労災病院会計課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2002年度 新潟労災病院 会計 例規等 平成14年度決算手続及び記載例 新潟労災病院会計課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2001年度 新潟労災病院 会計 例規等 平成13年度決算手続及び記載例 新潟労災病院会計課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2000年度 新潟労災病院 会計 例規等 平成12年度決算手続及び記載例 新潟労災病院会計課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1999年度 新潟労災病院 会計 例規等 平成11年度決算手続及び記載例 新潟労災病院会計課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1998年度 新潟労災病院 会計 例規等 平成10年度決算手続及び記載例 新潟労災病院会計課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1997年度 新潟労災病院 会計 例規等 平成9年度決算手続及び記載例 新潟労災病院会計課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1996年度 新潟労災病院 会計 例規等 平成8年度決算手続及び記載例 新潟労災病院会計課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1995年度 新潟労災病院 会計 例規等 平成7年度決算手続及び記載例 新潟労災病院会計課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1994年度 新潟労災病院 会計 例規等 平成6年度決算手続及び記載例 新潟労災病院会計課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1993年度 新潟労災病院 会計 例規等 平成5年度決算手続及び記載例 新潟労災病院会計課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1992年度 新潟労災病院 会計 例規等 平成4年度決算手続及び記載例 新潟労災病院会計課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1991年度 新潟労災病院 会計 例規等 平成3年度決算手続及び記載例 新潟労災病院会計課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1990年度 新潟労災病院 会計 例規等 平成2年度決算手続及び記載例 新潟労災病院会計課長 1991年4月1日 30 2021年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1989年度 新潟労災病院 会計 例規等 平成1年度決算手続及び記載例 新潟労災病院会計課長 1990年4月1日 30 2020年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1988年度 新潟労災病院 会計 例規等 昭和63年度決算手続及び記載例 新潟労災病院会計課長 1989年4月1日 30 2019年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1987年度 新潟労災病院 会計 例規等 昭和62年度決算手続及び記載例 新潟労災病院会計課長 1988年4月1日 30 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1986年度 新潟労災病院 会計 例規等 昭和61年度決算手続及び記載例 新潟労災病院会計課長 1987年4月1日 30 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1985年度 新潟労災病院 会計 例規等 昭和60年度決算手続及び記載例 新潟労災病院会計課長 1986年4月1日 30 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1984年度 新潟労災病院 会計 例規等 昭和59年度決算手続及び記載例 新潟労災病院会計課長 1985年4月1日 30 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2004年度 新潟労災病院 会計 文書管理 会計課法人文書ファイル管理簿 新潟労災病院会計課長 2005年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 日誌 平成26年度施設日誌 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 日誌 平成25年度施設日誌 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 会計 日誌 平成24年度施設日誌 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 日誌 平成23年度施設日誌 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 日誌 平成26年度中央監視室運転日誌 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院中央監視室 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 日誌 平成25年度中央監視室運転日誌 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院中央監視室 新潟労災病院会計課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 会計 日誌 平成24年度中央監視室運転日誌 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院中央監視室 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 日誌 平成23年度中央監視室運転日誌 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院中央監視室 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 日誌 平成26年度電気日誌 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院中央監視室 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 日誌 平成25年度電気日誌 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院中央監視室 新潟労災病院会計課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 会計 日誌 平成24年度電気日誌 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院中央監視室 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 日誌 平成23年度電気日誌 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院中央監視室 新潟労災病院会計課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 会計 日誌 平成22年度電気日誌 新潟労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院中央監視室 新潟労災病院会計課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 会計 日誌 平成21年度電気日誌 新潟労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院中央監視室 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 予算 平成26年度運営計画書 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 予算 平成25年度運営計画書 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 会計 予算 平成24年度運営計画書 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 予算 平成23年度運営計画書 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 会計 予算 平成22年度運営計画書 新潟労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 会計 予算 平成21年度運営計画書 新潟労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 予算 平成26年度収入支出予算執行計画書 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 予算 平成25年度収入支出予算執行計画書 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 会計 予算 平成24年度収入支出予算執行計画書 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 予算 平成23年度収入支出予算執行計画書 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 会計 予算 平成22年度収入支出予算執行計画書 新潟労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 会計 予算 平成21年度収入支出予算執行計画書 新潟労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 予算 平成26年度予算実施計画示達表 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 予算 平成25年度予算実施計画示達表 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 会計 予算 平成24年度予算実施計画示達表 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 予算 平成23年度予算実施計画示達表 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 会計 予算 平成22年度予算実施計画示達表 新潟労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 会計 予算 平成21年度予算実施計画示達表 新潟労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 決算 昭和26年度財務諸表 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 決算 平成25年度財務諸表 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
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2012年度 新潟労災病院 会計 決算 平成24年度財務諸表 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 決算 平成23年度財務諸表 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 会計 決算 平成22年度財務諸表 新潟労災病院会計課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 会計 決算 平成21年度財務諸表 新潟労災病院会計課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2008年度 新潟労災病院 会計 決算 平成20年度財務諸表 新潟労災病院会計課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2007年度 新潟労災病院 会計 決算 平成19年度財務諸表 新潟労災病院会計課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2006年度 新潟労災病院 会計 決算 平成18年度財務諸表 新潟労災病院会計課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2005年度 新潟労災病院 会計 決算 平成17年度財務諸表 新潟労災病院会計課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2004年度 新潟労災病院 会計 決算 平成16年度財務諸表 新潟労災病院会計課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2003年度 新潟労災病院 会計 決算 平成15年度財務諸表 新潟労災病院会計課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2002年度 新潟労災病院 会計 決算 平成14年度財務諸表 新潟労災病院会計課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2001年度 新潟労災病院 会計 決算 平成13年度財務諸表 新潟労災病院会計課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2000年度 新潟労災病院 会計 決算 平成12年度財務諸表 新潟労災病院会計課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1999年度 新潟労災病院 会計 決算 平成11年度財務諸表 新潟労災病院会計課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1998年度 新潟労災病院 会計 決算 平成10年度財務諸表 新潟労災病院会計課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1997年度 新潟労災病院 会計 決算 平成9年度財務諸表 新潟労災病院会計課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1996年度 新潟労災病院 会計 決算 平成8年度財務諸表 新潟労災病院会計課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1995年度 新潟労災病院 会計 決算 平成7年度財務諸表 新潟労災病院会計課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1994年度 新潟労災病院 会計 決算 平成6年度財務諸表 新潟労災病院会計課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1993年度 新潟労災病院 会計 決算 平成5年度財務諸表 新潟労災病院会計課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1992年度 新潟労災病院 会計 決算 平成4年度財務諸表 新潟労災病院会計課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1991年度 新潟労災病院 会計 決算 平成3年度財務諸表 新潟労災病院会計課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1990年度 新潟労災病院 会計 決算 平成2年度財務諸表 新潟労災病院会計課長 1991年4月1日 30 2021年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1989年度 新潟労災病院 会計 決算 平成1年度財務諸表 新潟労災病院会計課長 1990年4月1日 30 2020年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1988年度 新潟労災病院 会計 決算 昭和63年度財務諸表 新潟労災病院会計課長 1989年4月1日 30 2019年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1987年度 新潟労災病院 会計 決算 昭和62年度財務諸表 新潟労災病院会計課長 1988年4月1日 30 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1986年度 新潟労災病院 会計 決算 昭和61年度財務諸表 新潟労災病院会計課長 1987年4月1日 30 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1985年度 新潟労災病院 会計 決算 昭和60年度財務諸表 新潟労災病院会計課長 1986年4月1日 30 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1984年度 新潟労災病院 会計 決算 昭和59年度財務諸表 新潟労災病院会計課長 1985年4月1日 30 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 決算 平成26年度財務諸表附属明細書 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 決算 平成25年度財務諸表附属明細書 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 会計 決算 平成24年度財務諸表附属明細書 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 決算 平成23年度財務諸表附属明細書 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 会計 決算 平成22年度財務諸表附属明細書 新潟労災病院会計課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 会計 決算 平成21年度財務諸表附属明細書 新潟労災病院会計課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2008年度 新潟労災病院 会計 決算 平成20年度財務諸表附属明細書 新潟労災病院会計課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2007年度 新潟労災病院 会計 決算 平成19年度財務諸表附属明細書 新潟労災病院会計課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2006年度 新潟労災病院 会計 決算 平成18年度財務諸表附属明細書 新潟労災病院会計課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2005年度 新潟労災病院 会計 決算 平成17年度財務諸表附属明細書 新潟労災病院会計課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2004年度 新潟労災病院 会計 決算 平成16年度財務諸表附属明細書 新潟労災病院会計課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2003年度 新潟労災病院 会計 決算 平成15年度財務諸表附属明細書 新潟労災病院会計課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2002年度 新潟労災病院 会計 決算 平成14年度財務諸表附属明細書 新潟労災病院会計課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2001年度 新潟労災病院 会計 決算 平成13年度財務諸表附属明細書 新潟労災病院会計課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2000年度 新潟労災病院 会計 決算 平成12年度財務諸表附属明細書 新潟労災病院会計課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1999年度 新潟労災病院 会計 決算 平成11年度財務諸表附属明細書 新潟労災病院会計課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1998年度 新潟労災病院 会計 決算 平成10年度財務諸表附属明細書 新潟労災病院会計課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1997年度 新潟労災病院 会計 決算 平成9年度財務諸表附属明細書 新潟労災病院会計課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1996年度 新潟労災病院 会計 決算 平成8年度財務諸表附属明細書 新潟労災病院会計課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1995年度 新潟労災病院 会計 決算 平成7年度財務諸表附属明細書 新潟労災病院会計課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1994年度 新潟労災病院 会計 決算 平成6年度財務諸表附属明細書 新潟労災病院会計課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1993年度 新潟労災病院 会計 決算 平成5年度財務諸表附属明細書 新潟労災病院会計課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1992年度 新潟労災病院 会計 決算 平成4年度財務諸表附属明細書 新潟労災病院会計課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1991年度 新潟労災病院 会計 決算 平成3年度財務諸表附属明細書 新潟労災病院会計課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1990年度 新潟労災病院 会計 決算 平成2年度財務諸表附属明細書 新潟労災病院会計課長 1991年4月1日 30 2021年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1989年度 新潟労災病院 会計 決算 平成1年度財務諸表附属明細書 新潟労災病院会計課長 1990年4月1日 30 2020年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1988年度 新潟労災病院 会計 決算 昭和63年度財務諸表附属明細書 新潟労災病院会計課長 1989年4月1日 30 2019年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1987年度 新潟労災病院 会計 決算 昭和62年度財務諸表附属明細書 新潟労災病院会計課長 1988年4月1日 30 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1986年度 新潟労災病院 会計 決算 昭和61年度財務諸表附属明細書 新潟労災病院会計課長 1987年4月1日 30 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1985年度 新潟労災病院 会計 決算 昭和60年度財務諸表附属明細書 新潟労災病院会計課長 1986年4月1日 30 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1984年度 新潟労災病院 会計 決算 昭和59年度財務諸表附属明細書 新潟労災病院会計課長 1985年4月1日 30 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 決算 平成26年度収入支出決議と財務諸表の関連表 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 決算 平成25年度収入支出決議と財務諸表の関連表 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 会計 決算 平成24年度収入支出決議と財務諸表の関連表 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 決算 平成23年度収入支出決議と財務諸表の関連表 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 会計 決算 平成22年度収入支出決議と財務諸表の関連表 新潟労災病院会計課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 会計 決算 平成21年度収入支出決議と財務諸表の関連表 新潟労災病院会計課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2008年度 新潟労災病院 会計 決算 平成20年度収入支出決議と財務諸表の関連表 新潟労災病院会計課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2007年度 新潟労災病院 会計 決算 平成19年度収入支出決議と財務諸表の関連表 新潟労災病院会計課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2006年度 新潟労災病院 会計 決算 平成18年度収入支出決議と財務諸表の関連表 新潟労災病院会計課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2005年度 新潟労災病院 会計 決算 平成17年度収入支出決議と財務諸表の関連表 新潟労災病院会計課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2004年度 新潟労災病院 会計 決算 平成16年度収入支出決議と財務諸表の関連表 新潟労災病院会計課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2003年度 新潟労災病院 会計 決算 平成15年度収入支出決議と財務諸表の関連表 新潟労災病院会計課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2002年度 新潟労災病院 会計 決算 平成14年度収入支出決議と財務諸表の関連表 新潟労災病院会計課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2001年度 新潟労災病院 会計 決算 平成13年度収入支出決議と財務諸表の関連表 新潟労災病院会計課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
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2000年度 新潟労災病院 会計 決算 平成12年度収入支出決議と財務諸表の関連表 新潟労災病院会計課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1999年度 新潟労災病院 会計 決算 平成11年度収入支出決議と財務諸表の関連表 新潟労災病院会計課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1998年度 新潟労災病院 会計 決算 平成10年度収入支出決議と財務諸表の関連表 新潟労災病院会計課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1997年度 新潟労災病院 会計 決算 平成9年度収入支出決議と財務諸表の関連表 新潟労災病院会計課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1996年度 新潟労災病院 会計 決算 平成8年度収入支出決議と財務諸表の関連表 新潟労災病院会計課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1995年度 新潟労災病院 会計 決算 平成7年度収入支出決議と財務諸表の関連表 新潟労災病院会計課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1994年度 新潟労災病院 会計 決算 平成6年度収入支出決議と財務諸表の関連表 新潟労災病院会計課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1993年度 新潟労災病院 会計 決算 平成5年度収入支出決議と財務諸表の関連表 新潟労災病院会計課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1992年度 新潟労災病院 会計 決算 平成4年度収入支出決議と財務諸表の関連表 新潟労災病院会計課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1991年度 新潟労災病院 会計 決算 平成3年度収入支出決議と財務諸表の関連表 新潟労災病院会計課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1990年度 新潟労災病院 会計 決算 平成2年度収入支出決議と財務諸表の関連表 新潟労災病院会計課長 1991年4月1日 30 2021年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1989年度 新潟労災病院 会計 決算 平成1年度収入支出決議と財務諸表の関連表 新潟労災病院会計課長 1990年4月1日 30 2020年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1988年度 新潟労災病院 会計 決算 昭和63年度収入支出決議と財務諸表の関連表 新潟労災病院会計課長 1989年4月1日 30 2019年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1987年度 新潟労災病院 会計 決算 昭和62年度収入支出決議と財務諸表の関連表 新潟労災病院会計課長 1988年4月1日 30 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1986年度 新潟労災病院 会計 決算 昭和61年度収入支出決議と財務諸表の関連表 新潟労災病院会計課長 1987年4月1日 30 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1985年度 新潟労災病院 会計 決算 昭和60年度収入支出決議と財務諸表の関連表 新潟労災病院会計課長 1986年4月1日 30 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1984年度 新潟労災病院 会計 決算 昭和59年度収入支出決議と財務諸表の関連表 新潟労災病院会計課長 1985年4月1日 30 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 決算 平成26年度減価償却計算表 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 決算 平成25年度減価償却計算表 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 会計 決算 平成24年度減価償却計算表 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 決算 平成23年度減価償却計算表 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 会計 決算 平成22年度減価償却計算表 新潟労災病院会計課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 会計 決算 平成21年度減価償却計算表 新潟労災病院会計課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2008年度 新潟労災病院 会計 決算 平成20年度減価償却計算表 新潟労災病院会計課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2007年度 新潟労災病院 会計 決算 平成19年度減価償却計算表 新潟労災病院会計課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2006年度 新潟労災病院 会計 決算 平成18年度減価償却計算表 新潟労災病院会計課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2005年度 新潟労災病院 会計 決算 平成17年度減価償却計算表 新潟労災病院会計課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2004年度 新潟労災病院 会計 決算 平成16年度減価償却計算表 新潟労災病院会計課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2003年度 新潟労災病院 会計 決算 平成15年度減価償却計算表 新潟労災病院会計課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2002年度 新潟労災病院 会計 決算 平成14年度減価償却計算表 新潟労災病院会計課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2001年度 新潟労災病院 会計 決算 平成13年度減価償却計算表 新潟労災病院会計課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2000年度 新潟労災病院 会計 決算 平成12年度減価償却計算表 新潟労災病院会計課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1999年度 新潟労災病院 会計 決算 平成11年度減価償却計算表 新潟労災病院会計課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1998年度 新潟労災病院 会計 決算 平成10年度減価償却計算表 新潟労災病院会計課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1997年度 新潟労災病院 会計 決算 平成9年度減価償却計算表 新潟労災病院会計課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1996年度 新潟労災病院 会計 決算 平成8年度減価償却計算表 新潟労災病院会計課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1995年度 新潟労災病院 会計 決算 平成7年度減価償却計算表 新潟労災病院会計課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1994年度 新潟労災病院 会計 決算 平成6年度減価償却計算表 新潟労災病院会計課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1993年度 新潟労災病院 会計 決算 平成5年度減価償却計算表 新潟労災病院会計課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1992年度 新潟労災病院 会計 決算 平成4年度減価償却計算表 新潟労災病院会計課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1991年度 新潟労災病院 会計 決算 平成3年度減価償却計算表 新潟労災病院会計課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1990年度 新潟労災病院 会計 決算 平成2年度減価償却計算表 新潟労災病院会計課長 1991年4月1日 30 2021年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1989年度 新潟労災病院 会計 決算 平成1年度減価償却計算表 新潟労災病院会計課長 1990年4月1日 30 2020年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1988年度 新潟労災病院 会計 決算 昭和63年度減価償却計算表 新潟労災病院会計課長 1989年4月1日 30 2019年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1987年度 新潟労災病院 会計 決算 昭和62年度減価償却計算表 新潟労災病院会計課長 1988年4月1日 30 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1986年度 新潟労災病院 会計 決算 昭和61年度減価償却計算表 新潟労災病院会計課長 1987年4月1日 30 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1985年度 新潟労災病院 会計 決算 昭和60年度減価償却計算表 新潟労災病院会計課長 1986年4月1日 30 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1984年度 新潟労災病院 会計 決算 昭和59年度減価償却計算表 新潟労災病院会計課長 1985年4月1日 30 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 決算 平成26年度固定資産不用決定・処分内訳表 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 決算 平成25年度固定資産不用決定・処分内訳表 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 会計 決算 平成24年度固定資産不用決定・処分内訳表 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 決算 平成23年度固定資産不用決定・処分内訳表 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 会計 決算 平成22年度固定資産不用決定・処分内訳表 新潟労災病院会計課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 会計 決算 平成21年度固定資産不用決定・処分内訳表 新潟労災病院会計課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2008年度 新潟労災病院 会計 決算 平成20年度固定資産不用決定・処分内訳表 新潟労災病院会計課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2007年度 新潟労災病院 会計 決算 平成19年度固定資産不用決定・処分内訳表 新潟労災病院会計課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2006年度 新潟労災病院 会計 決算 平成18年度固定資産不用決定・処分内訳表 新潟労災病院会計課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2005年度 新潟労災病院 会計 決算 平成17年度固定資産不用決定・処分内訳表 新潟労災病院会計課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2004年度 新潟労災病院 会計 決算 平成16年度固定資産不用決定・処分内訳表 新潟労災病院会計課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2003年度 新潟労災病院 会計 決算 平成15年度固定資産不用決定・処分内訳表 新潟労災病院会計課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2002年度 新潟労災病院 会計 決算 平成14年度固定資産不用決定・処分内訳表 新潟労災病院会計課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2001年度 新潟労災病院 会計 決算 平成13年度固定資産不用決定・処分内訳表 新潟労災病院会計課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2000年度 新潟労災病院 会計 決算 平成12年度固定資産不用決定・処分内訳表 新潟労災病院会計課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1999年度 新潟労災病院 会計 決算 平成11年度固定資産不用決定・処分内訳表 新潟労災病院会計課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1998年度 新潟労災病院 会計 決算 平成10年度固定資産不用決定・処分内訳表 新潟労災病院会計課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1997年度 新潟労災病院 会計 決算 平成9年度固定資産不用決定・処分内訳表 新潟労災病院会計課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1996年度 新潟労災病院 会計 決算 平成8年度固定資産不用決定・処分内訳表 新潟労災病院会計課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1995年度 新潟労災病院 会計 決算 平成7年度固定資産不用決定・処分内訳表 新潟労災病院会計課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1994年度 新潟労災病院 会計 決算 平成6年度固定資産不用決定・処分内訳表 新潟労災病院会計課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1993年度 新潟労災病院 会計 決算 平成5年度固定資産不用決定・処分内訳表 新潟労災病院会計課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1992年度 新潟労災病院 会計 決算 平成4年度固定資産不用決定・処分内訳表 新潟労災病院会計課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1991年度 新潟労災病院 会計 決算 平成3年度固定資産不用決定・処分内訳表 新潟労災病院会計課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1990年度 新潟労災病院 会計 決算 平成2年度固定資産不用決定・処分内訳表 新潟労災病院会計課長 1991年4月1日 30 2021年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1989年度 新潟労災病院 会計 決算 平成1年度固定資産不用決定・処分内訳表 新潟労災病院会計課長 1990年4月1日 30 2020年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
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1988年度 新潟労災病院 会計 決算 昭和63年度固定資産不用決定・処分内訳表 新潟労災病院会計課長 1989年4月1日 30 2019年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1987年度 新潟労災病院 会計 決算 昭和62年度固定資産不用決定・処分内訳表 新潟労災病院会計課長 1988年4月1日 30 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1986年度 新潟労災病院 会計 決算 昭和61年度固定資産不用決定・処分内訳表 新潟労災病院会計課長 1987年4月1日 30 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1985年度 新潟労災病院 会計 決算 昭和60年度固定資産不用決定・処分内訳表 新潟労災病院会計課長 1986年4月1日 30 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1984年度 新潟労災病院 会計 決算 昭和59年度固定資産不用決定・処分内訳表 新潟労災病院会計課長 1985年4月1日 30 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 決算 平成26年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 決算 平成25年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 会計 決算 平成24年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 決算 平成23年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 会計 決算 平成22年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 新潟労災病院会計課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 会計 決算 平成21年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 新潟労災病院会計課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2008年度 新潟労災病院 会計 決算 平成20年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 新潟労災病院会計課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2007年度 新潟労災病院 会計 決算 平成19年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 新潟労災病院会計課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2006年度 新潟労災病院 会計 決算 平成18年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 新潟労災病院会計課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2005年度 新潟労災病院 会計 決算 平成17年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 新潟労災病院会計課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2004年度 新潟労災病院 会計 決算 平成16年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 新潟労災病院会計課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2003年度 新潟労災病院 会計 決算 平成15年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 新潟労災病院会計課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2002年度 新潟労災病院 会計 決算 平成14年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 新潟労災病院会計課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2001年度 新潟労災病院 会計 決算 平成13年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 新潟労災病院会計課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2000年度 新潟労災病院 会計 決算 平成12年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 新潟労災病院会計課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1999年度 新潟労災病院 会計 決算 平成11年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 新潟労災病院会計課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1998年度 新潟労災病院 会計 決算 平成10年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 新潟労災病院会計課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1997年度 新潟労災病院 会計 決算 平成9年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 新潟労災病院会計課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1996年度 新潟労災病院 会計 決算 平成8年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 新潟労災病院会計課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1995年度 新潟労災病院 会計 決算 平成7年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 新潟労災病院会計課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1994年度 新潟労災病院 会計 決算 平成6年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 新潟労災病院会計課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1993年度 新潟労災病院 会計 決算 平成5年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 新潟労災病院会計課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1992年度 新潟労災病院 会計 決算 平成4年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 新潟労災病院会計課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1991年度 新潟労災病院 会計 決算 平成3年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 新潟労災病院会計課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1990年度 新潟労災病院 会計 決算 平成2年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 新潟労災病院会計課長 1991年4月1日 30 2021年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1989年度 新潟労災病院 会計 決算 平成1年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 新潟労災病院会計課長 1990年4月1日 30 2020年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1988年度 新潟労災病院 会計 決算 昭和63年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 新潟労災病院会計課長 1989年4月1日 30 2019年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1987年度 新潟労災病院 会計 決算 昭和62年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 新潟労災病院会計課長 1988年4月1日 30 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1986年度 新潟労災病院 会計 決算 昭和61年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 新潟労災病院会計課長 1987年4月1日 30 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1985年度 新潟労災病院 会計 決算 昭和60年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 新潟労災病院会計課長 1986年4月1日 30 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1984年度 新潟労災病院 会計 決算 昭和59年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 新潟労災病院会計課長 1985年4月1日 30 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 決算 平成26年度出納額調 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 決算 平成25年度出納額調 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 会計 決算 平成24年度出納額調 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 決算 平成23年度出納額調 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 会計 決算 平成22年度出納額調 新潟労災病院会計課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 会計 決算 平成21年度出納額調 新潟労災病院会計課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2008年度 新潟労災病院 会計 決算 平成20年度出納額調 新潟労災病院会計課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2007年度 新潟労災病院 会計 決算 平成19年度出納額調 新潟労災病院会計課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2006年度 新潟労災病院 会計 決算 平成18年度出納額調 新潟労災病院会計課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2005年度 新潟労災病院 会計 決算 平成17年度出納額調 新潟労災病院会計課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2004年度 新潟労災病院 会計 決算 平成16年度出納額調 新潟労災病院会計課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2003年度 新潟労災病院 会計 決算 平成15年度出納額調 新潟労災病院会計課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2002年度 新潟労災病院 会計 決算 平成14年度出納額調 新潟労災病院会計課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2001年度 新潟労災病院 会計 決算 平成13年度出納額調 新潟労災病院会計課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2000年度 新潟労災病院 会計 決算 平成12年度出納額調 新潟労災病院会計課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1999年度 新潟労災病院 会計 決算 平成11年度出納額調 新潟労災病院会計課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1998年度 新潟労災病院 会計 決算 平成10年度出納額調 新潟労災病院会計課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1997年度 新潟労災病院 会計 決算 平成9年度出納額調 新潟労災病院会計課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1996年度 新潟労災病院 会計 決算 平成8年度出納額調 新潟労災病院会計課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1995年度 新潟労災病院 会計 決算 平成7年度出納額調 新潟労災病院会計課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1994年度 新潟労災病院 会計 決算 平成6年度出納額調 新潟労災病院会計課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1993年度 新潟労災病院 会計 決算 平成5年度出納額調 新潟労災病院会計課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1992年度 新潟労災病院 会計 決算 平成4年度出納額調 新潟労災病院会計課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1991年度 新潟労災病院 会計 決算 平成3年度出納額調 新潟労災病院会計課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1990年度 新潟労災病院 会計 決算 平成2年度出納額調 新潟労災病院会計課長 1991年4月1日 30 2021年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1989年度 新潟労災病院 会計 決算 平成1年度出納額調 新潟労災病院会計課長 1990年4月1日 30 2020年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1988年度 新潟労災病院 会計 決算 昭和63年度出納額調 新潟労災病院会計課長 1989年4月1日 30 2019年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1987年度 新潟労災病院 会計 決算 昭和62年度出納額調 新潟労災病院会計課長 1988年4月1日 30 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1986年度 新潟労災病院 会計 決算 昭和61年度出納額調 新潟労災病院会計課長 1987年4月1日 30 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1985年度 新潟労災病院 会計 決算 昭和60年度出納額調 新潟労災病院会計課長 1986年4月1日 30 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1984年度 新潟労災病院 会計 決算 昭和59年度出納額調 新潟労災病院会計課長 1985年4月1日 30 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 決算 平成26年度支払未済額内訳表 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 決算 平成25年度支払未済額内訳表 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 会計 決算 平成24年度支払未済額内訳表 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 決算 平成23年度支払未済額内訳表 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 会計 決算 平成22年度支払未済額内訳表 新潟労災病院会計課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 会計 決算 平成21年度支払未済額内訳表 新潟労災病院会計課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2008年度 新潟労災病院 会計 決算 平成20年度支払未済額内訳表 新潟労災病院会計課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
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2007年度 新潟労災病院 会計 決算 平成19年度支払未済額内訳表 新潟労災病院会計課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2006年度 新潟労災病院 会計 決算 平成18年度支払未済額内訳表 新潟労災病院会計課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2005年度 新潟労災病院 会計 決算 平成17年度支払未済額内訳表 新潟労災病院会計課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2004年度 新潟労災病院 会計 決算 平成16年度支払未済額内訳表 新潟労災病院会計課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2003年度 新潟労災病院 会計 決算 平成15年度支払未済額内訳表 新潟労災病院会計課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2002年度 新潟労災病院 会計 決算 平成14年度支払未済額内訳表 新潟労災病院会計課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2001年度 新潟労災病院 会計 決算 平成13年度支払未済額内訳表 新潟労災病院会計課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2000年度 新潟労災病院 会計 決算 平成12年度支払未済額内訳表 新潟労災病院会計課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1999年度 新潟労災病院 会計 決算 平成11年度支払未済額内訳表 新潟労災病院会計課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1998年度 新潟労災病院 会計 決算 平成10年度支払未済額内訳表 新潟労災病院会計課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1997年度 新潟労災病院 会計 決算 平成9年度支払未済額内訳表 新潟労災病院会計課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1996年度 新潟労災病院 会計 決算 平成8年度支払未済額内訳表 新潟労災病院会計課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1995年度 新潟労災病院 会計 決算 平成7年度支払未済額内訳表 新潟労災病院会計課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1994年度 新潟労災病院 会計 決算 平成6年度支払未済額内訳表 新潟労災病院会計課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1993年度 新潟労災病院 会計 決算 平成5年度支払未済額内訳表 新潟労災病院会計課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1992年度 新潟労災病院 会計 決算 平成4年度支払未済額内訳表 新潟労災病院会計課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1991年度 新潟労災病院 会計 決算 平成3年度支払未済額内訳表 新潟労災病院会計課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1990年度 新潟労災病院 会計 決算 平成2年度支払未済額内訳表 新潟労災病院会計課長 1991年4月1日 30 2021年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1989年度 新潟労災病院 会計 決算 平成1年度支払未済額内訳表 新潟労災病院会計課長 1990年4月1日 30 2020年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1988年度 新潟労災病院 会計 決算 昭和63年度支払未済額内訳表 新潟労災病院会計課長 1989年4月1日 30 2019年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1987年度 新潟労災病院 会計 決算 昭和62年度支払未済額内訳表 新潟労災病院会計課長 1988年4月1日 30 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1986年度 新潟労災病院 会計 決算 昭和61年度支払未済額内訳表 新潟労災病院会計課長 1987年4月1日 30 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1985年度 新潟労災病院 会計 決算 昭和60年度支払未済額内訳表 新潟労災病院会計課長 1986年4月1日 30 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1984年度 新潟労災病院 会計 決算 昭和59年度支払未済額内訳表 新潟労災病院会計課長 1985年4月1日 30 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 決算 平成26事業年度財務諸表(閲覧用) 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 決算 平成25事業年度財務諸表(閲覧用) 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 会計 決算 平成24事業年度財務諸表(閲覧用) 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 決算 平成23事業年度財務諸表(閲覧用) 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 会計 決算 平成22事業年度財務諸表(閲覧用) 新潟労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 会計 決算 平成21事業年度財務諸表(閲覧用) 新潟労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 決算 平成26事業年度財務諸表附属明細書(閲覧用) 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 決算 平成25事業年度財務諸表附属明細書(閲覧用) 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 会計 決算 平成24事業年度財務諸表附属明細書(閲覧用) 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 決算 平成23事業年度財務諸表附属明細書(閲覧用) 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 会計 決算 平成22事業年度財務諸表附属明細書(閲覧用) 新潟労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 会計 決算 平成21事業年度財務諸表附属明細書(閲覧用) 新潟労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 決算 平成26事業年度行政コスト計算財務書類 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 決算 平成25事業年度行政コスト計算財務書類 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 会計 決算 平成24事業年度行政コスト計算財務書類 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 決算 平成23事業年度行政コスト計算財務書類 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 会計 決算 平成22事業年度行政コスト計算財務書類 新潟労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 会計 決算 平成21事業年度行政コスト計算財務書類 新潟労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 決算 平成26年度その他(本部通知・依頼・連絡文書など) 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 1 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 決算 平成25年度その他(本部通知・依頼・連絡文書など) 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 1 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 決算 平成26年度月計試算表 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 決算 平成25年度月計試算表 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 会計 決算 平成24年度月計試算表 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 決算 平成23年度月計試算表 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 会計 決算 平成22年度月計試算表 新潟労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 会計 決算 平成21年度月計試算表 新潟労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 出納 平成26年度元帳 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 出納 平成25年度元帳 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 会計 出納 平成24年度元帳 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 出納 平成23年度元帳 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 会計 出納 平成22年度元帳 新潟労災病院会計課長 2011年4月1日 10 2021年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 会計 出納 平成21年度元帳 新潟労災病院会計課長 2010年4月1日 10 2020年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2008年度 新潟労災病院 会計 出納 平成20年度元帳 新潟労災病院会計課長 2009年4月1日 10 2019年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2007年度 新潟労災病院 会計 出納 平成19年度元帳 新潟労災病院会計課長 2008年4月1日 10 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2006年度 新潟労災病院 会計 出納 平成18年度元帳 新潟労災病院会計課長 2007年4月1日 10 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2005年度 新潟労災病院 会計 出納 平成17年度元帳 新潟労災病院会計課長 2006年4月1日 10 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2004年度 新潟労災病院 会計 出納 平成16年度元帳 新潟労災病院会計課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 出納 平成26年度金銭出納帳 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 出納 平成25年度金銭出納帳 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 会計 出納 平成24年度金銭出納帳 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 出納 平成23年度金銭出納帳 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 会計 出納 平成22年度金銭出納帳 新潟労災病院会計課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 会計 出納 平成21年度金銭出納帳 新潟労災病院会計課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2008年度 新潟労災病院 会計 出納 平成20年度金銭出納帳 新潟労災病院会計課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2007年度 新潟労災病院 会計 出納 平成19年度金銭出納帳 新潟労災病院会計課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2006年度 新潟労災病院 会計 出納 平成18年度金銭出納帳 新潟労災病院会計課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2005年度 新潟労災病院 会計 出納 平成17年度金銭出納帳 新潟労災病院会計課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2004年度 新潟労災病院 会計 出納 平成16年度金銭出納帳 新潟労災病院会計課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2003年度 新潟労災病院 会計 出納 平成15年度金銭出納帳 新潟労災病院会計課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2002年度 新潟労災病院 会計 出納 平成14年度金銭出納帳 新潟労災病院会計課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
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2001年度 新潟労災病院 会計 出納 平成13年度金銭出納帳 新潟労災病院会計課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2000年度 新潟労災病院 会計 出納 平成12年度金銭出納帳 新潟労災病院会計課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1999年度 新潟労災病院 会計 出納 平成11年度金銭出納帳 新潟労災病院会計課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1998年度 新潟労災病院 会計 出納 平成10年度金銭出納帳 新潟労災病院会計課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1997年度 新潟労災病院 会計 出納 平成9年度金銭出納帳 新潟労災病院会計課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1996年度 新潟労災病院 会計 出納 平成8年度金銭出納帳 新潟労災病院会計課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1995年度 新潟労災病院 会計 出納 平成7年度金銭出納帳 新潟労災病院会計課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1994年度 新潟労災病院 会計 出納 平成6年度金銭出納帳 新潟労災病院会計課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1993年度 新潟労災病院 会計 出納 平成5年度金銭出納帳 新潟労災病院会計課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1992年度 新潟労災病院 会計 出納 平成4年度金銭出納帳 新潟労災病院会計課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1991年度 新潟労災病院 会計 出納 平成3年度金銭出納帳 新潟労災病院会計課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1990年度 新潟労災病院 会計 出納 平成2年度金銭出納帳 新潟労災病院会計課長 1991年4月1日 30 2021年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1989年度 新潟労災病院 会計 出納 平成1年度金銭出納帳 新潟労災病院会計課長 1990年4月1日 30 2020年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1988年度 新潟労災病院 会計 出納 昭和63年度金銭出納帳 新潟労災病院会計課長 1989年4月1日 30 2019年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1987年度 新潟労災病院 会計 出納 昭和62年度金銭出納帳 新潟労災病院会計課長 1988年4月1日 30 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1986年度 新潟労災病院 会計 出納 昭和61年度金銭出納帳 新潟労災病院会計課長 1987年4月1日 30 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1985年度 新潟労災病院 会計 出納 昭和60年度金銭出納帳 新潟労災病院会計課長 1986年4月1日 30 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1984年度 新潟労災病院 会計 出納 昭和59年度金銭出納帳 新潟労災病院会計課長 1985年4月1日 30 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 出納 平成26年度銀行勘定帳 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 出納 平成25年度銀行勘定帳 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 会計 出納 平成24年度銀行勘定帳 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 出納 平成23年度銀行勘定帳 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 会計 出納 平成22年度銀行勘定帳 新潟労災病院会計課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 会計 出納 平成21年度銀行勘定帳 新潟労災病院会計課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2008年度 新潟労災病院 会計 出納 平成20年度銀行勘定帳 新潟労災病院会計課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2007年度 新潟労災病院 会計 出納 平成19年度銀行勘定帳 新潟労災病院会計課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2006年度 新潟労災病院 会計 出納 平成18年度銀行勘定帳 新潟労災病院会計課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2005年度 新潟労災病院 会計 出納 平成17年度銀行勘定帳 新潟労災病院会計課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2004年度 新潟労災病院 会計 出納 平成16年度銀行勘定帳 新潟労災病院会計課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2003年度 新潟労災病院 会計 出納 平成15年度銀行勘定帳 新潟労災病院会計課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2002年度 新潟労災病院 会計 出納 平成14年度銀行勘定帳 新潟労災病院会計課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2001年度 新潟労災病院 会計 出納 平成13年度銀行勘定帳 新潟労災病院会計課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2000年度 新潟労災病院 会計 出納 平成12年度銀行勘定帳 新潟労災病院会計課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1999年度 新潟労災病院 会計 出納 平成11年度銀行勘定帳 新潟労災病院会計課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1998年度 新潟労災病院 会計 出納 平成10年度銀行勘定帳 新潟労災病院会計課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1997年度 新潟労災病院 会計 出納 平成9年度銀行勘定帳 新潟労災病院会計課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1996年度 新潟労災病院 会計 出納 平成8年度銀行勘定帳 新潟労災病院会計課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1995年度 新潟労災病院 会計 出納 平成7年度銀行勘定帳 新潟労災病院会計課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1994年度 新潟労災病院 会計 出納 平成6年度銀行勘定帳 新潟労災病院会計課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1993年度 新潟労災病院 会計 出納 平成5年度銀行勘定帳 新潟労災病院会計課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1992年度 新潟労災病院 会計 出納 平成4年度銀行勘定帳 新潟労災病院会計課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1991年度 新潟労災病院 会計 出納 平成3年度銀行勘定帳 新潟労災病院会計課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1990年度 新潟労災病院 会計 出納 平成2年度銀行勘定帳 新潟労災病院会計課長 1991年4月1日 30 2021年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1989年度 新潟労災病院 会計 出納 平成1年度銀行勘定帳 新潟労災病院会計課長 1990年4月1日 30 2020年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1988年度 新潟労災病院 会計 出納 昭和63年度銀行勘定帳 新潟労災病院会計課長 1989年4月1日 30 2019年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1987年度 新潟労災病院 会計 出納 昭和62年度銀行勘定帳 新潟労災病院会計課長 1988年4月1日 30 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1986年度 新潟労災病院 会計 出納 昭和61年度銀行勘定帳 新潟労災病院会計課長 1987年4月1日 30 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1985年度 新潟労災病院 会計 出納 昭和60年度銀行勘定帳 新潟労災病院会計課長 1986年4月1日 30 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
1984年度 新潟労災病院 会計 出納 昭和59年度銀行勘定帳 新潟労災病院会計課長 1985年4月1日 30 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 出納 平成26年度補助簿 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 出納 平成25年度補助簿 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 会計 出納 平成24年度補助簿 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 出納 平成23年度補助簿 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 会計 出納 平成22年度補助簿 新潟労災病院会計課長 2011年4月1日 10 2021年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 会計 出納 平成21年度補助簿 新潟労災病院会計課長 2010年4月1日 10 2020年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2008年度 新潟労災病院 会計 出納 平成20年度補助簿 新潟労災病院会計課長 2009年4月1日 10 2019年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2007年度 新潟労災病院 会計 出納 平成19年度補助簿 新潟労災病院会計課長 2008年4月1日 10 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2006年度 新潟労災病院 会計 出納 平成18年度補助簿 新潟労災病院会計課長 2007年4月1日 10 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2005年度 新潟労災病院 会計 出納 平成17年度補助簿 新潟労災病院会計課長 2006年4月1日 10 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2004年度 新潟労災病院 会計 出納 平成16年度補助簿 新潟労災病院会計課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 出納 平成26年度伝票等 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 出納 平成25年度伝票等 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 会計 出納 平成24年度伝票等 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 出納 平成23年度伝票等 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 会計 出納 平成22年度伝票等 新潟労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 会計 出納 平成21年度伝票等 新潟労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 出納 平成26年度診療費等請求書兼領収書(写) 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院会計課倉庫 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 出納 平成25年度診療費等請求書兼領収書(写) 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院会計課倉庫 新潟労災病院会計課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 会計 出納 平成24年度診療費等請求書兼領収書(写) 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課倉庫 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 出納 平成23年度診療費等請求書兼領収書(写) 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課倉庫 新潟労災病院会計課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 会計 出納 平成22年度診療費等請求書兼領収書(写) 新潟労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課倉庫 新潟労災病院会計課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 会計 出納 平成21年度診療費等請求書兼領収書(写) 新潟労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課倉庫 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 出納 平成26年度収入等決議書 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 出納 平成25年度収入等決議書 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
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2012年度 新潟労災病院 会計 出納 平成24年度収入等決議書 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 出納 平成23年度収入等決議書 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 会計 出納 平成22年度収入等決議書 新潟労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 会計 出納 平成21年度収入等決議書 新潟労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 出納 平成26年度過誤増減内訳書 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 出納 平成25年度過誤増減内訳書 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 会計 出納 平成24年度過誤増減内訳書 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 出納 平成23年度過誤増減内訳書 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 会計 出納 平成22年度過誤増減内訳書 新潟労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 会計 出納 平成21年度過誤増減内訳書 新潟労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 出納 平成26年度請求留保額整理簿 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 出納 平成25年度請求留保額整理簿 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 会計 出納 平成24年度請求留保額整理簿 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 出納 平成23年度請求留保額整理簿 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 会計 出納 平成22年度請求留保額整理簿 新潟労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 会計 出納 平成21年度請求留保額整理簿 新潟労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 出納 平成26年度窓口取扱金報告書 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 出納 平成25年度窓口取扱金報告書 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 会計 出納 平成24年度窓口取扱金報告書 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 出納 平成23年度窓口取扱金報告書 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 会計 出納 平成22年度窓口取扱金報告書 新潟労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 会計 出納 平成21年度窓口取扱金報告書 新潟労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 出納 平成26年度仮領収書 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 出納 平成25年度仮領収書 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 会計 出納 平成24年度仮領収書 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 出納 平成23年度仮領収書 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 会計 出納 平成22年度仮領収書 新潟労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 会計 出納 平成21年度仮領収書 新潟労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 出納 平成26年度窓口取扱金送付簿 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 出納 平成25年度窓口取扱金送付簿 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 会計 出納 平成24年度窓口取扱金送付簿 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 出納 平成23年度窓口取扱金送付簿 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 会計 出納 平成22年度窓口取扱金送付簿 新潟労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 会計 出納 平成21年度窓口取扱金送付簿 新潟労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 出納 平成26年度不備返戻額通知書 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 出納 平成25年度不備返戻額通知書 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 会計 出納 平成24年度不備返戻額通知書 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 出納 平成23年度不備返戻額通知書 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 会計 出納 平成22年度不備返戻額通知書 新潟労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 会計 出納 平成21年度不備返戻額通知書 新潟労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 出納 平成26年度査定減額通知書 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 出納 平成25年度査定減額通知書 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 会計 出納 平成24年度査定減額通知書 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 出納 平成23年度査定減額通知書 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 会計 出納 平成22年度査定減額通知書 新潟労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 会計 出納 平成21年度査定減額通知書 新潟労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 出納 平成26年度返還通知書 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 出納 平成25年度返還通知書 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 会計 出納 平成24年度返還通知書 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 出納 平成23年度返還通知書 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 会計 出納 平成22年度返還通知書 新潟労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 会計 出納 平成21年度返還通知書 新潟労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 出納 平成26年度支出証拠書 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 出納 平成25年度支出証拠書 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 会計 出納 平成24年度支出証拠書 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 出納 平成23年度支出証拠書 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 会計 出納 平成22年度支出証拠書 新潟労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 会計 出納 平成21年度支出証拠書 新潟労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 出納 平成26年度資金状況調 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 出納 平成25年度資金状況調 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 会計 出納 平成24年度資金状況調 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 出納 平成23年度資金状況調 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 会計 出納 平成22年度資金状況調 新潟労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 会計 出納 平成21年度資金状況調 新潟労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 出納 平成26年度労災病院収入支出状況報告書 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 出納 平成25年度労災病院収入支出状況報告書 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 会計 出納 平成24年度労災病院収入支出状況報告書 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 出納 平成23年度労災病院収入支出状況報告書 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 会計 出納 平成22年度労災病院収入支出状況報告書 新潟労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 会計 出納 平成21年度労災病院収入支出状況報告書 新潟労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 出納 平成26年度宿日直現金引継簿 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 出納 平成25年度宿日直現金引継簿 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 会計 出納 平成24年度宿日直現金引継簿 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 出納 平成23年度宿日直現金引継簿 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
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2010年度 新潟労災病院 会計 出納 平成22年度宿日直現金引継簿 新潟労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 会計 出納 平成21年度宿日直現金引継簿 新潟労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 出納 平成26年度カード決済窓口取扱金報告書 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 出納 平成25年度カード決済窓口取扱金報告書 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 会計 出納 平成24年度カード決済窓口取扱金報告書 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 出納 平成23年度カード決済窓口取扱金報告書 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 会計 出納 平成22年度カード決済窓口取扱金報告書 新潟労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 会計 出納 平成21年度カード決済窓口取扱金報告書 新潟労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 契約 平成26年度随意契約、指名競争、一般競争等の実施原議 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 契約 平成25年度随意契約、指名競争、一般競争等の実施原議 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 会計 契約 平成24年度随意契約、指名競争、一般競争等の実施原議 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 契約 平成23年度随意契約、指名競争、一般競争等の実施原議 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 会計 契約 平成22年度随意契約、指名競争、一般競争等の実施原議 新潟労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 会計 契約 平成21年度随意契約、指名競争、一般競争等の実施原議 新潟労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 契約 平成26年度契約原議(契約書含む)業務委託 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 契約 平成25年度契約原議(契約書含む)業務委託 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 会計 契約 平成24年度契約原議(契約書含む)業務委託 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 契約 平成23年度契約原議(契約書含む)業務委託 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 会計 契約 平成22年度契約原議(契約書含む)業務委託 新潟労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 会計 契約 平成21年度契約原議(契約書含む)業務委託 新潟労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 契約 平成26年度契約原議(契約書含む)雑役務費 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 契約 平成25年度契約原議(契約書含む)雑役務費 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 会計 契約 平成24年度契約原議(契約書含む)雑役務費 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 契約 平成23年度契約原議(契約書含む)雑役務費 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 会計 契約 平成22年度契約原議(契約書含む)雑役務費 新潟労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 会計 契約 平成21年度契約原議(契約書含む)雑役務費 新潟労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 契約 平成26年度契約原議(契約書含む)その他 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 契約 平成25年度契約原議(契約書含む)その他 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 会計 契約 平成24年度契約原議(契約書含む)その他 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 契約 平成23年度契約原議(契約書含む)その他 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 会計 契約 平成22年度契約原議(契約書含む)その他 新潟労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 会計 契約 平成21年度契約原議(契約書含む)その他 新潟労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 前渡資金 平成26年度前渡資金 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 前渡資金 平成25年度前渡資金 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 会計 前渡資金 平成24年度前渡資金 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 前渡資金 平成23年度前渡資金 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 機器等 平成26年度当年度主要医療機器現有調査及び翌年度機器等整備計画調査 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 1 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 機器等 平成25年度当年度主要医療機器現有調査及び翌年度機器等整備計画調査 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 1 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 機器等 平成26年度機器等整備計画書 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 機器等 平成25年度機器等整備計画書 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 会計 機器等 平成24年度機器等整備計画書 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 機器等 平成23年度機器等整備計画書 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 不動産管理一般 平成26年度不動産台帳 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 不動産管理一般 平成25年度不動産台帳 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 会計 不動産管理一般 平成24年度不動産台帳 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 不動産管理一般 平成23年度不動産台帳 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 会計 不動産管理一般 平成22年度不動産台帳 新潟労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 会計 不動産管理一般 平成21年度不動産台帳 新潟労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 保守点検 平成26年度保守点検計画 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 保守点検 平成25年度保守点検計画 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 会計 保守点検 平成24年度保守点検計画 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 保守点検 平成23年度保守点検計画 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 保守点検 平成26年度保守点検報告 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 保守点検 平成25年度保守点検報告 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 会計 保守点検 平成24年度保守点検報告 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 保守点検 平成23年度保守点検報告 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 債権管理 平成26年度支払機関未収金整理簿 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 債権管理 平成25年度支払機関未収金整理簿 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 会計 債権管理 平成24年度支払機関未収金整理簿 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 債権管理 平成23年度支払機関未収金整理簿 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 会計 債権管理 平成22年度支払機関未収金整理簿 新潟労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 会計 債権管理 平成21年度支払機関未収金整理簿 新潟労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 債権管理 平成26年度外来未収金整理簿 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 債権管理 平成25年度外来未収金整理簿 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 会計 債権管理 平成24年度外来未収金整理簿 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 債権管理 平成23年度外来未収金整理簿 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 会計 債権管理 平成22年度外来未収金整理簿 新潟労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 会計 債権管理 平成21年度外来未収金整理簿 新潟労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 債権管理 平成26年度外来未収金発生報告書 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 債権管理 平成25年度外来未収金発生報告書 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 会計 債権管理 平成24年度外来未収金発生報告書 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 債権管理 平成23年度外来未収金発生報告書 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 会計 債権管理 平成22年度外来未収金発生報告書 新潟労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 会計 債権管理 平成21年度外来未収金発生報告書 新潟労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄

52/99p



文書分類

大分類 中分類 小分類
作成・取得
年度等

起算日
保存媒体
の種別

保存場所
保存期間
満了日

名称 作成・取得者
保存期間
（単位：年） 備考

管理者
保存期間
満了後の

措置

2014年度 新潟労災病院 会計 債権管理 平成26年度未収金整理カード 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 債権管理 平成25年度未収金整理カード 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 会計 債権管理 平成24年度未収金整理カード 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 債権管理 平成23年度未収金整理カード 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 会計 債権管理 平成22年度未収金整理カード 新潟労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 会計 債権管理 平成21年度未収金整理カード 新潟労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 債権管理 平成26年度入院未収状況報告書 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 債権管理 平成25年度入院未収状況報告書 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 会計 債権管理 平成24年度入院未収状況報告書 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 債権管理 平成23年度入院未収状況報告書 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 会計 債権管理 平成22年度入院未収状況報告書 新潟労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 会計 債権管理 平成21年度入院未収状況報告書 新潟労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 債権管理 平成26年度支払猶予願 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 債権管理 平成25年度支払猶予願 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 会計 債権管理 平成24年度支払猶予願 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 債権管理 平成23年度支払猶予願 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 会計 債権管理 平成22年度支払猶予願 新潟労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 会計 債権管理 平成21年度支払猶予願 新潟労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 債権管理 平成26年度カード決済未収金整理簿 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 債権管理 平成25年度カード決済未収金整理簿 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 会計 債権管理 平成24年度カード決済未収金整理簿 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 債権管理 平成23年度カード決済未収金整理簿 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 会計 債権管理 平成22年度カード決済未収金整理簿 新潟労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 会計 債権管理 平成21年度カード決済未収金整理簿 新潟労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 営繕計画 平成26年度出資金等工事決定・完成報告及び支払資金要求 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 営繕計画 平成25年度出資金等工事決定・完成報告及び支払資金要求 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 会計 営繕計画 平成24年度出資金等工事決定・完成報告及び支払資金要求 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 営繕計画 平成23年度出資金等工事決定・完成報告及び支払資金要求 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 会計 営繕計画 平成22年度出資金等工事決定・完成報告及び支払資金要求 新潟労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 会計 営繕計画 平成21年度出資金等工事決定・完成報告及び支払資金要求 新潟労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 営繕計画 平成26年度施設建設計画書 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 営繕計画 平成25年度施設建設計画書 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 会計 営繕計画 平成24年度施設建設計画書 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 営繕計画 平成23年度施設建設計画書 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 会計 営繕計画 平成22年度施設建設計画書 新潟労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 会計 営繕計画 平成21年度施設建設計画書 新潟労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 営繕計画 平成26年度建物等現況調書 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 営繕計画 平成25年度建物等現況調書 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 会計 営繕計画 平成24年度建物等現況調書 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 営繕計画 平成23年度建物等現況調書 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 会計 営繕計画 平成22年度建物等現況調書 新潟労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 会計 営繕計画 平成21年度建物等現況調書 新潟労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 営繕計画 平成26年度施設配置図・平面図 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 営繕計画 平成25年度施設配置図・平面図 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 会計 営繕計画 平成24年度施設配置図・平面図 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 営繕計画 平成23年度施設配置図・平面図 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 会計 営繕計画 平成22年度施設配置図・平面図 新潟労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 会計 営繕計画 平成21年度施設配置図・平面図 新潟労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 建築工事 平成26年度新潟労災病院敷地調査 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 建築工事 平成25年度新潟労災病院敷地調査 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 会計 建築工事 平成24年度新潟労災病院敷地調査 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 建築工事 平成23年度新潟労災病院敷地調査 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 会計 建築工事 平成22年度新潟労災病院敷地調査 新潟労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 会計 建築工事 平成21年度新潟労災病院敷地調査 新潟労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 建築工事 平成26年度新潟労災病院建築工事実施設計図 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 建築工事 平成25年度新潟労災病院建築工事実施設計図 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 会計 建築工事 平成24年度新潟労災病院建築工事実施設計図 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 建築工事 平成23年度新潟労災病院建築工事実施設計図 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 会計 建築工事 平成22年度新潟労災病院建築工事実施設計図 新潟労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 会計 建築工事 平成21年度新潟労災病院建築工事実施設計図 新潟労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 建築工事 平成26年度新潟労災病院建築工事予定価格調書 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 建築工事 平成25年度新潟労災病院建築工事予定価格調書 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 会計 建築工事 平成24年度新潟労災病院建築工事予定価格調書 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 建築工事 平成23年度新潟労災病院建築工事予定価格調書 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 会計 建築工事 平成22年度新潟労災病院建築工事予定価格調書 新潟労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 会計 建築工事 平成21年度新潟労災病院建築工事予定価格調書 新潟労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 建築工事 平成26年度新潟労災病院建築工事積算資料 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 建築工事 平成25年度新潟労災病院建築工事積算資料 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 会計 建築工事 平成24年度新潟労災病院建築工事積算資料 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 建築工事 平成23年度新潟労災病院建築工事積算資料 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 会計 建築工事 平成22年度新潟労災病院建築工事積算資料 新潟労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 会計 建築工事 平成21年度新潟労災病院建築工事積算資料 新潟労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 電気設備 平成26年度新潟労災病院電気設備工事実施設計図 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 電気設備 平成25年度新潟労災病院電気設備工事実施設計図 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄

53/99p



文書分類

大分類 中分類 小分類
作成・取得
年度等

起算日
保存媒体
の種別

保存場所
保存期間
満了日

名称 作成・取得者
保存期間
（単位：年） 備考

管理者
保存期間
満了後の

措置

2012年度 新潟労災病院 会計 電気設備 平成24年度新潟労災病院電気設備工事実施設計図 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 電気設備 平成23年度新潟労災病院電気設備工事実施設計図 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 会計 電気設備 平成22年度新潟労災病院電気設備工事実施設計図 新潟労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 会計 電気設備 平成21年度新潟労災病院電気設備工事実施設計図 新潟労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 電気設備 平成26年度新潟労災病院電気設備工事予定価格調書 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 電気設備 平成25年度新潟労災病院電気設備工事予定価格調書 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 会計 電気設備 平成24年度新潟労災病院電気設備工事予定価格調書 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 電気設備 平成23年度新潟労災病院電気設備工事予定価格調書 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 会計 電気設備 平成22年度新潟労災病院電気設備工事予定価格調書 新潟労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 会計 電気設備 平成21年度新潟労災病院電気設備工事予定価格調書 新潟労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 電気設備 平成26年度新潟労災病院電気設備工事積算資料 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 電気設備 平成25年度新潟労災病院電気設備工事積算資料 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 会計 電気設備 平成24年度新潟労災病院電気設備工事積算資料 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 電気設備 平成23年度新潟労災病院電気設備工事積算資料 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 会計 電気設備 平成22年度新潟労災病院電気設備工事積算資料 新潟労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 会計 電気設備 平成21年度新潟労災病院電気設備工事積算資料 新潟労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 電気設備 平成26年度新潟労災病院電気設備工事関係書類 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 電気設備 平成25年度新潟労災病院電気設備工事関係書類 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 会計 電気設備 平成24年度新潟労災病院電気設備工事関係書類 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 電気設備 平成23年度新潟労災病院電気設備工事関係書類 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 会計 電気設備 平成22年度新潟労災病院電気設備工事関係書類 新潟労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 会計 電気設備 平成21年度新潟労災病院電気設備工事関係書類 新潟労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 物品管理一般 平成26年度物品台帳 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 物品管理一般 平成25年度物品台帳 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 会計 物品管理一般 平成24年度物品台帳 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 物品管理一般 平成23年度物品台帳 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 会計 物品管理一般 平成22年度物品台帳 新潟労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 会計 物品管理一般 平成21年度物品台帳 新潟労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 物品管理一般 平成26年度物品保管簿 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 物品管理一般 平成25年度物品保管簿 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 会計 物品管理一般 平成24年度物品保管簿 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 物品管理一般 平成23年度物品保管簿 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 会計 物品管理一般 平成22年度物品保管簿 新潟労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 会計 物品管理一般 平成21年度物品保管簿 新潟労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 物品管理一般 平成26年度物品受払簿 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 物品管理一般 平成25年度物品受払簿 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 会計 物品管理一般 平成24年度物品受払簿 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 物品管理一般 平成23年度物品受払簿 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 会計 物品管理一般 平成22年度物品受払簿 新潟労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 会計 物品管理一般 平成21年度物品受払簿 新潟労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 物品管理一般 平成26年度遊休物品一覧表 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 物品管理一般 平成25年度遊休物品一覧表 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 会計 物品管理一般 平成24年度遊休物品一覧表 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 物品管理一般 平成23年度遊休物品一覧表 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 会計 物品管理一般 平成22年度遊休物品一覧表 新潟労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 会計 物品管理一般 平成21年度遊休物品一覧表 新潟労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 物品購入・印刷・修理 平成26年度物品購入・修理伺 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 物品購入・印刷・修理 平成25年度物品購入・修理伺 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 会計 物品購入・印刷・修理 平成24年度物品購入・修理伺 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 物品購入・印刷・修理 平成23年度物品購入・修理伺 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 会計 物品購入・印刷・修理 平成22年度物品購入・修理伺 新潟労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 会計 物品購入・印刷・修理 平成21年度物品購入・修理伺 新潟労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 物品不用 平成26年度物品不用(処分)調書 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 物品不用 平成25年度物品不用(処分)調書 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 会計 物品不用 平成24年度物品不用(処分)調書 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 物品不用 平成23年度物品不用(処分)調書 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 会計 物品不用 平成22年度物品不用(処分)調書 新潟労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 会計 物品不用 平成21年度物品不用(処分)調書 新潟労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 物品不用 平成26年度物品不用決定承認申請書 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 物品不用 平成25年度物品不用決定承認申請書 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 会計 物品不用 平成24年度物品不用決定承認申請書 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 物品不用 平成23年度物品不用決定承認申請書 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 会計 物品不用 平成22年度物品不用決定承認申請書 新潟労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 会計 物品不用 平成21年度物品不用決定承認申請書 新潟労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 会議等 平成26年度診療材料委員会議事録 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 会議等 平成25年度診療材料委員会議事録 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 会計 会議等 平成24年度診療材料委員会議事録 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 会議等 平成23年度診療材料委員会議事録 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 会計 会議等 平成22年度診療材料委員会議事録 新潟労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 会計 会議等 平成21年度診療材料委員会議事録 新潟労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 会議等 平成26年度機器等整備委員会議事録 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 会議等 平成25年度機器等整備委員会議事録 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 会計 会議等 平成24年度機器等整備委員会議事録 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 会議等 平成23年度機器等整備委員会議事録 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
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2010年度 新潟労災病院 会計 会議等 平成22年度機器等整備委員会議事録 新潟労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 会計 会議等 平成21年度機器等整備委員会議事録 新潟労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 会計 会議等 平成26年度医療ガス安全管理委員会議事録 新潟労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 会計 会議等 平成25年度医療ガス安全管理委員会議事録 新潟労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 会計 会議等 平成24年度医療ガス安全管理委員会議事録 新潟労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 会計 会議等 平成23年度医療ガス安全管理委員会議事録 新潟労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 会計 会議等 平成22年度医療ガス安全管理委員会議事録 新潟労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 会計 会議等 平成21年度医療ガス安全管理委員会議事録 新潟労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院会計課 新潟労災病院会計課長 廃棄
2005年度 新潟労災病院 医事 例規等 オーダーリング入力マニュアル 新潟労災病院医事課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2005年度 新潟労災病院 医事 例規等 臓器移植に供する臓器提供関係マニュアル 新潟労災病院医事課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 医事 会議等 平成26年度医事診療情報管理委員会資料・議事録 新潟労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 医事 会議等 平成25年度医事診療情報管理委員会資料・議事録 新潟労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 医事 会議等 平成24年度医事診療情報管理委員会資料・議事録 新潟労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 医事 会議等 平成23年度医事診療情報管理委員会資料・議事録 新潟労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 医事 会議等 平成22年度医事診療情報管理委員会資料・議事録 新潟労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 医事 会議等 平成21年度医事診療情報管理委員会資料・議事録 新潟労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 医事 会議等 平成26年度クリティカル・パス委員会資料・議事録 新潟労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 医事 会議等 平成25年度クリティカル・パス委員会資料・議事録 新潟労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 医事 会議等 平成24年度クリティカル・パス委員会資料・議事録 新潟労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 医事 会議等 平成23年度クリティカル・パス委員会資料・議事録 新潟労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 医事 会議等 平成22年度クリティカル・パス委員会資料・議事録 新潟労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 医事 会議等 平成21年度クリティカル・パス委員会資料・議事録 新潟労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 医事 会議等 平成26年度地域医療連携運営委員会・資料議事録 新潟労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 医事 会議等 平成25年度地域医療連携運営委員会・資料議事録 新潟労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 医事 会議等 平成24年度地域医療連携運営委員会・資料議事録 新潟労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 医事 会議等 平成23年度地域医療連携運営委員会・資料議事録 新潟労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 医事 会議等 平成22年度地域医療連携運営委員会・資料議事録 新潟労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 医事 会議等 平成21年度地域医療連携運営委員会・資料議事録 新潟労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 医事 会議等 平成26年度病床管理委員会資料・議事録 新潟労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 医事 会議等 平成25年度病床管理委員会資料・議事録 新潟労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 医事 会議等 平成24年度病床管理委員会資料・議事録 新潟労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 医事 会議等 平成23年度病床管理委員会資料・議事録 新潟労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 医事 会議等 平成22年度病床管理委員会資料・議事録 新潟労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 医事 会議等 平成21年度病床管理委員会資料・議事録 新潟労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 医事 会議等 平成21年度医療情報システム企画委員会資料・議事録 新潟労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 医事 会議等 平成21年度医療情報部運営委員会資料・議事録 新潟労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 医事 会議等 平成21年度ＮＳＴ委員会資料・議事録 新潟労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院栄養管理室 新潟労災病院医事課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 医事 会議等 平成26年度医療情報システム（Ｎ-ＨＩＳ）委員会資料・議事録 新潟労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 医事 会議等 平成25年度医療情報システム（Ｎ-ＨＩＳ）委員会資料・議事録 新潟労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 医事 会議等 平成24年度医療情報システム（Ｎ-ＨＩＳ）委員会資料・議事録 新潟労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 医事 会議等 平成26年度ドック委員会資料・議事録 新潟労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 医事 会議等 平成25年度ドック委員会資料・議事録 新潟労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 医事 会議等 平成24年度ドック委員会資料・議事録 新潟労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 医事 会議等 平成23年度ドック委員会資料・議事録 新潟労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 医事 会議等 平成22年度ドック委員会資料・議事録 新潟労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 医事 会議等 平成21年度人間ドック委員会資料・議事録 新潟労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 医事 広報 平成26年度入院案内 新潟労災病院医事課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 医事 広報 平成25年度入院案内 新潟労災病院医事課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 医事 広報 平成24年度入院案内 新潟労災病院医事課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 医事 広報 平成23年度入院案内 新潟労災病院医事課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成21年度政府管掌健康保険成人病予防健診申込書 新潟労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成26年度人間ドック他政府管掌請求書・結果表・報告書 新潟労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成25年度人間ドック他政府管掌請求書・結果表・報告書 新潟労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成24年度人間ドック他政府管掌請求書・結果表・報告書 新潟労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成23年度人間ドック他政府管掌請求書・結果表・報告書 新潟労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成22年度人間ドック他政府管掌請求書・結果表・報告書 新潟労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成21年度人間ドック他政府管掌請求書・結果表・報告書 新潟労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成26年度外来人間ドック申込書 新潟労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成25年度外来人間ドック申込書 新潟労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成24年度外来人間ドック申込書 新潟労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成23年度外来人間ドック申込書 新潟労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成22年度外来人間ドック申込書 新潟労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成21年度外来人間ドック申込書 新潟労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成25年度ＪＩＣＡ派遣(前・中・後)健康診断依頼・健康診断書 新潟労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成24年度ＪＩＣＡ派遣(前・中・後)健康診断依頼・健康診断書 新潟労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成23年度ＪＩＣＡ派遣(前・中・後)健康診断依頼・健康診断書 新潟労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成22年度ＪＩＣＡ派遣(前・中・後)健康診断依頼・健康診断書 新潟労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成21年度ＪＩＣＡ派遣(前・中・後)健康診断依頼・健康診断書 新潟労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成26年度手術同意書(控) 新潟労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成25年度手術同意書(控) 新潟労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成24年度手術同意書(控) 新潟労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成23年度手術同意書(控) 新潟労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成22年度手術同意書(控) 新潟労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院倉庫 新潟労災病院医事課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成21年度手術同意書(控) 新潟労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院倉庫 新潟労災病院医事課長 廃棄
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2014年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成26年度室料差額支払同意書 新潟労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成25年度室料差額支払同意書 新潟労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成24年度室料差額支払同意書 新潟労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成23年度室料差額支払同意書 新潟労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成22年度室料差額支払同意書 新潟労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院倉庫 新潟労災病院医事課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成21年度室料差額支払同意書 新潟労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院倉庫 新潟労災病院医事課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成26年度室料差額減免伺 新潟労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成25年度室料差額減免伺 新潟労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成24年度室料差額減免伺 新潟労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成23年度室料差額減免伺 新潟労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成22年度室料差額減免伺 新潟労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院倉庫 新潟労災病院医事課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成21年度室料差額減免伺 新潟労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院倉庫 新潟労災病院医事課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成26年度外出(泊)許可証 新潟労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成25年度外出(泊)許可証 新潟労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成24年度外出(泊)許可証 新潟労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成23年度外出(泊)許可証 新潟労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成22年度外出(泊)許可証 新潟労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院倉庫 新潟労災病院医事課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成21年度外出(泊)許可証 新潟労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院倉庫 新潟労災病院医事課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成26年度入院患者選択食加算名簿 新潟労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成25年度入院患者選択食加算名簿 新潟労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成24年度入院患者選択食加算名簿 新潟労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成23年度入院患者選択食加算名簿 新潟労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成22年度入院患者選択食加算名簿 新潟労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院倉庫 新潟労災病院医事課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成21年度入院患者選択食加算名簿 新潟労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院倉庫 新潟労災病院医事課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成23年度高額医療費申請者名簿 新潟労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成22年度高額医療費申請者名簿 新潟労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成21年度高額医療費申請者名簿 新潟労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成26年度入院会計カード 新潟労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成25年度入院会計カード 新潟労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成24年度入院会計カード 新潟労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成23年度入院会計カード 新潟労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成22年度入院会計カード 新潟労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院倉庫 新潟労災病院医事課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成21年度入院会計カード 新潟労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院倉庫 新潟労災病院医事課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成26年度入院誓約書兼保証書 新潟労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成25年度入院誓約書兼保証書 新潟労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成24年度入院誓約書兼保証書 新潟労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成23年度入院誓約書兼保証書 新潟労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成22年度入院誓約書兼保証書 新潟労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成21年度入院誓約書兼保証書 新潟労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院倉庫 新潟労災病院医事課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成26年度患者日報 新潟労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成25年度患者日報 新潟労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成24年度患者日報 新潟労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成23年度患者日報 新潟労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成22年度患者日報 新潟労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成21年度患者日報 新潟労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院倉庫 新潟労災病院医事課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成26年度入退院票 新潟労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成25年度入退院票 新潟労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成24年度入退院票 新潟労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成23年度入退院票 新潟労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成22年度入退院票 新潟労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成21年度入退院票 新潟労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 医事 公費申請 平成23年度更生医療承諾書 新潟労災病院医事課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 医事 公費申請 平成26年度介護保険意見書 新潟労災病院医事課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 医事 公費申請 平成25年度介護保険意見書 新潟労災病院医事課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 医事 公費申請 平成24年度介護保険意見書 新潟労災病院医事課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 医事 公費申請 平成23年度介護保険意見書 新潟労災病院医事課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 医事 公費申請 平成26年度生保医療券送付書 新潟労災病院医事課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 医事 公費申請 平成25年度生保医療券送付書 新潟労災病院医事課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 医事 公費申請 平成24年度生保医療券送付書 新潟労災病院医事課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 医事 公費申請 平成23年度生保医療券送付書 新潟労災病院医事課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 医事 公費申請 平成26年度生保医療券 新潟労災病院医事課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 医事 公費申請 平成25年度生保医療券 新潟労災病院医事課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 医事 公費申請 平成24年度生保医療券 新潟労災病院医事課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 医事 公費申請 平成23年度生保医療券 新潟労災病院医事課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 医事 公費申請 平成26年度生保医療券受領書 新潟労災病院医事課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 医事 公費申請 平成25年度生保医療券受領書 新潟労災病院医事課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 医事 公費申請 平成24年度生保医療券受領書 新潟労災病院医事課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 医事 公費申請 平成23年度生保医療券受領書 新潟労災病院医事課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 医事 公費申請 平成26年度生活保護医療要否意見書 新潟労災病院医事課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 医事 公費申請 平成25年度生活保護医療要否意見書 新潟労災病院医事課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 医事 公費申請 平成24年度生活保護医療要否意見書 新潟労災病院医事課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 医事 公費申請 平成23年度生活保護医療要否意見書 新潟労災病院医事課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 医事 公費申請 平成26年度生活保護決定通知書 新潟労災病院医事課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 医事 公費申請 平成25年度生活保護決定通知書 新潟労災病院医事課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
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2012年度 新潟労災病院 医事 公費申請 平成24年度生活保護決定通知書 新潟労災病院医事課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 医事 公費申請 平成23年度生活保護決定通知書 新潟労災病院医事課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 医事 公費申請 平成26年度特定疾患診断書・受給者名簿 新潟労災病院医事課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 医事 公費申請 平成25年度特定疾患診断書・受給者名簿 新潟労災病院医事課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 医事 公費申請 平成24年度特定疾患診断書・受給者名簿 新潟労災病院医事課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 医事 公費申請 平成23年度特定疾患診断書・受給者名簿 新潟労災病院医事課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 医事 公費申請 平成26年度育成医療券(医療機関原本) 新潟労災病院医事課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 医事 公費申請 平成25年度育成医療券(医療機関原本) 新潟労災病院医事課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 医事 公費申請 平成24年度育成医療券(医療機関原本) 新潟労災病院医事課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 医事 公費申請 平成23年度育成医療券(医療機関原本) 新潟労災病院医事課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 医事 公費申請 平成26年度通院医療費公費負担患者票 新潟労災病院医事課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 医事 公費申請 平成25年度通院医療費公費負担患者票 新潟労災病院医事課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 医事 公費申請 平成24年度通院医療費公費負担患者票 新潟労災病院医事課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 医事 公費申請 平成23年度通院医療費公費負担患者票 新潟労災病院医事課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 医事 公費申請 平成26年度小児慢性診断書 新潟労災病院医事課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 医事 公費申請 平成25年度小児慢性診断書 新潟労災病院医事課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 医事 公費申請 平成24年度小児慢性診断書 新潟労災病院医事課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 医事 公費申請 平成23年度小児慢性診断書 新潟労災病院医事課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 医事 公費申請 平成26年度小児慢性疾患受給者名簿 新潟労災病院医事課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 医事 公費申請 平成25年度小児慢性疾患受給者名簿 新潟労災病院医事課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 医事 公費申請 平成24年度小児慢性疾患受給者名簿 新潟労災病院医事課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 医事 公費申請 平成23年度小児慢性疾患受給者名簿 新潟労災病院医事課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成23年度労災保険の付添看護担当者誓約書 新潟労災病院医事課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成23年度労災特別看護料請求明細書 新潟労災病院医事課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成26年度公務災害認定通知書 新潟労災病院医事課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成25年度公務災害認定通知書 新潟労災病院医事課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成24年度公務災害認定通知書 新潟労災病院医事課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成23年度公務災害認定通知書 新潟労災病院医事課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成26年度労災保険症状等に関する診断書提出依頼 新潟労災病院医事課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成25年度労災保険症状等に関する診断書提出依頼 新潟労災病院医事課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成24年度労災保険症状等に関する診断書提出依頼 新潟労災病院医事課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成23年度労災保険症状等に関する診断書提出依頼 新潟労災病院医事課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成26年度労災保険症状等に関する特別加入時健康診断依頼 新潟労災病院医事課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成25年度労災保険症状等に関する特別加入時健康診断依頼 新潟労災病院医事課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成24年度労災保険症状等に関する特別加入時健康診断依頼 新潟労災病院医事課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成23年度労災保険症状等に関する特別加入時健康診断依頼 新潟労災病院医事課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成26年度労災保険症状等に関する協力医意見書 新潟労災病院医事課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成25年度労災保険症状等に関する協力医意見書 新潟労災病院医事課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成24年度労災保険症状等に関する協力医意見書 新潟労災病院医事課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成23年度労災保険症状等に関する協力医意見書 新潟労災病院医事課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成26年度義肢採型指導依頼書 新潟労災病院医事課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成25年度義肢採型指導依頼書 新潟労災病院医事課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成24年度義肢採型指導依頼書 新潟労災病院医事課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成23年度義肢採型指導依頼書 新潟労災病院医事課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成26年度健康管理手帳健診診断書 新潟労災病院医事課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成25年度健康管理手帳健診診断書 新潟労災病院医事課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成24年度健康管理手帳健診診断書 新潟労災病院医事課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成23年度健康管理手帳健診診断書 新潟労災病院医事課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成26年度労災決定通知書 新潟労災病院医事課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成25年度労災決定通知書 新潟労災病院医事課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成24年度労災決定通知書 新潟労災病院医事課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成23年度労災決定通知書 新潟労災病院医事課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成26年度労災不支給決定通知書 新潟労災病院医事課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成25年度労災不支給決定通知書 新潟労災病院医事課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成24年度労災不支給決定通知書 新潟労災病院医事課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成23年度労災不支給決定通知書 新潟労災病院医事課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成26年度労災診療共済補償請求書 新潟労災病院医事課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成25年度労災診療共済補償請求書 新潟労災病院医事課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成24年度労災診療共済補償請求書 新潟労災病院医事課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成23年度労災診療共済補償請求書 新潟労災病院医事課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 医事 指示箋 平成26年度指示箋 新潟労災病院医事課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 医事 指示箋 平成25年度指示箋 新潟労災病院医事課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 医事 指示箋 平成24年度指示箋 新潟労災病院医事課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 医事 指示箋 平成23年度指示箋 新潟労災病院医事課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成26年度裁判所・警察原議書 新潟労災病院医事課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成25年度裁判所・警察原議書 新潟労災病院医事課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成24年度裁判所・警察原議書 新潟労災病院医事課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成23年度裁判所・警察原議書 新潟労災病院医事課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成22年度裁判所・警察原議書 新潟労災病院医事課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成21年度裁判所・警察原議書 新潟労災病院医事課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2008年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成20年度裁判所・警察原議書 新潟労災病院医事課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2007年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成19年度裁判所・警察原議書 新潟労災病院医事課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2006年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成18年度裁判所・警察原議書 新潟労災病院医事課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2005年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成17年度裁判所・警察原議書 新潟労災病院医事課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
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2004年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成16年度裁判所・警察原議書 新潟労災病院医事課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2003年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成15年度裁判所・警察原議書 新潟労災病院医事課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2002年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成14年度裁判所・警察原議書 新潟労災病院医事課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2001年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成13年度裁判所・警察原議書 新潟労災病院医事課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2000年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成12年度裁判所・警察原議書 新潟労災病院医事課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
1999年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成11年度裁判所・警察原議書 新潟労災病院医事課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
1998年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成10年度裁判所・警察原議書 新潟労災病院医事課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
1997年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成9年度裁判所・警察原議書 新潟労災病院医事課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
1996年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成8年度裁判所・警察原議書 新潟労災病院医事課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 医事 文書管理 平成26年度その他通知 新潟労災病院医事課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 医事 文書管理 平成25年度その他通知 新潟労災病院医事課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 医事 文書管理 平成24年度その他通知 新潟労災病院医事課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 医事 文書管理 平成23年度その他通知 新潟労災病院医事課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2004年度 新潟労災病院 医事 文書管理 医事課法人文書ファイル管理簿 新潟労災病院医事課長 2005年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成26年度事故発生報告・示談書 新潟労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成25年度事故発生報告・示談書 新潟労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成24年度事故発生報告・示談書 新潟労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成23年度事故発生報告・示談書 新潟労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成22年度事故発生報告・示談書 新潟労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 医事 医事管理 平成21年度事故発生報告・示談書 新潟労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 医事 医療安全対策 平成26年度医療安全対策規程・細則 新潟労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 医事 医療安全対策 平成25年度医療安全対策規程・細則 新潟労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 医事 医療安全対策 平成24年度医療安全対策規程・細則 新潟労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 医事 医療安全対策 平成23年度医療安全対策規程・細則 新潟労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 医事 医療安全対策 平成22年度医療安全対策規程・細則 新潟労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 医事 医療安全対策 平成21年度医療安全対策規程・細則 新潟労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2008年度 新潟労災病院 医事 例規等 オンライン請求システムの使用による療養の給付等の請求に係る安全管理規程 新潟労災病院医事課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 医事 例規等 平成26年度診療情報提供に関する規程・細則 新潟労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 医事 例規等 平成25年度診療情報提供に関する規程・細則 新潟労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 医事 例規等 平成24年度診療情報提供に関する規程・細則 新潟労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 医事 例規等 平成23年度診療情報提供に関する規程・細則 新潟労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 医事 例規等 平成22年度診療情報提供に関する規程・細則 新潟労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 医事 例規等 平成21年度診療情報提供に関する規程・細則 新潟労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 医事 診療録等 平成26年度診療録・入院要約書等 新潟労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院病歴室 新潟労災病院医事課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 医事 診療録等 平成25年度診療録・入院要約書等 新潟労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院病歴室 新潟労災病院医事課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 医事 診療録等 平成24年度診療録・入院要約書等 新潟労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院病歴室 新潟労災病院医事課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 医事 診療録等 平成23年度診療録・入院要約書等 新潟労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院病歴室 新潟労災病院医事課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 医事 診療録等 平成22年度診療録・入院要約書等 新潟労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院病歴室 新潟労災病院医事課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 医事 診療録等 平成21年度診療録・入院要約書等 新潟労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院病歴室 新潟労災病院医事課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 医事 診療報酬請求 平成26年度請求留保額整理簿 新潟労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 医事 診療報酬請求 平成25年度請求留保額整理簿 新潟労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 医事 診療報酬請求 平成24年度請求留保額整理簿 新潟労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 医事 診療報酬請求 平成23年度請求留保額整理簿 新潟労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 医事 診療報酬請求 平成22年度請求留保額整理簿 新潟労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 医事 診療報酬請求 平成21年度請求留保額整理簿 新潟労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院倉庫 新潟労災病院医事課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 医事 診療報酬請求 平成26年度再審査請求額通知書 新潟労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 医事 診療報酬請求 平成25年度再審査請求額通知書 新潟労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 医事 診療報酬請求 平成24年度再審査請求額通知書 新潟労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 医事 診療報酬請求 平成23年度再審査請求額通知書 新潟労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 医事 診療報酬請求 平成22年度再審査請求額通知書 新潟労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 医事 診療報酬請求 平成21年度再審査請求額通知書 新潟労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院倉庫 新潟労災病院医事課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 医事 診療報酬請求 平成26年度診療報酬明細書 新潟労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 電子 （共有サーバー内） 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 医事 診療報酬請求 平成25年度診療報酬明細書 新潟労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 電子 （共有サーバー内） 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 医事 診療報酬請求 平成24年度診療報酬明細書 新潟労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 電子 （共有サーバー内） 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 医事 診療報酬請求 平成23年度診療報酬明細書 新潟労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 電子 （共有サーバー内） 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 医事 診療報酬請求 平成22年度診療報酬明細書 新潟労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 電子 （共有サーバー内） 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 医事 診療報酬請求 平成21年度診療報酬明細書 新潟労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 電子 （共有サーバー内） 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 医事 事業統計資料 平成26年度統計資料 新潟労災病院医事課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 医事 事業統計資料 平成25年度統計資料 新潟労災病院医事課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 医事 事業統計資料 平成24年度統計資料 新潟労災病院医事課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 医事 事業統計資料 平成23年度統計資料 新潟労災病院医事課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 医事 事業統計資料 平成22年度統計資料 新潟労災病院医事課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 医事 事業統計資料 平成21年度統計資料 新潟労災病院医事課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 新潟労災病院倉庫 新潟労災病院医事課長 廃棄
2008年度 新潟労災病院 医事 事業統計資料 平成20年度統計資料 新潟労災病院医事課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 新潟労災病院倉庫 新潟労災病院医事課長 廃棄
2007年度 新潟労災病院 医事 事業統計資料 平成19年度統計資料 新潟労災病院医事課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 新潟労災病院倉庫 新潟労災病院医事課長 廃棄
2006年度 新潟労災病院 医事 事業統計資料 平成18年度統計資料 新潟労災病院医事課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 新潟労災病院倉庫 新潟労災病院医事課長 廃棄
2005年度 新潟労災病院 医事 事業統計資料 平成17年度統計資料 新潟労災病院医事課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 新潟労災病院倉庫 新潟労災病院医事課長 廃棄
2004年度 新潟労災病院 医事 事業統計資料 平成16年度統計資料 新潟労災病院医事課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 新潟労災病院倉庫 新潟労災病院医事課長 廃棄
2003年度 新潟労災病院 医事 事業統計資料 平成15年度統計資料 新潟労災病院医事課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 新潟労災病院倉庫 新潟労災病院医事課長 廃棄
2002年度 新潟労災病院 医事 事業統計資料 平成14年度統計資料 新潟労災病院医事課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 新潟労災病院倉庫 新潟労災病院医事課長 廃棄
2001年度 新潟労災病院 医事 事業統計資料 平成13年度統計資料 新潟労災病院医事課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 新潟労災病院倉庫 新潟労災病院医事課長 廃棄
2000年度 新潟労災病院 医事 事業統計資料 平成12年度統計資料 新潟労災病院医事課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 新潟労災病院倉庫 新潟労災病院医事課長 廃棄
1999年度 新潟労災病院 医事 事業統計資料 平成11年度統計資料 新潟労災病院医事課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 新潟労災病院倉庫 新潟労災病院医事課長 廃棄
1998年度 新潟労災病院 医事 事業統計資料 平成10年度統計資料 新潟労災病院医事課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 新潟労災病院倉庫 新潟労災病院医事課長 廃棄
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1997年度 新潟労災病院 医事 事業統計資料 平成9年度統計資料 新潟労災病院医事課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 新潟労災病院倉庫 新潟労災病院医事課長 廃棄
1996年度 新潟労災病院 医事 事業統計資料 平成8年度統計資料 新潟労災病院医事課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 新潟労災病院倉庫 新潟労災病院医事課長 廃棄
1995年度 新潟労災病院 医事 事業統計資料 平成7年度統計資料 新潟労災病院医事課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 新潟労災病院倉庫 新潟労災病院医事課長 廃棄
1994年度 新潟労災病院 医事 事業統計資料 平成6年度統計資料 新潟労災病院医事課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 新潟労災病院倉庫 新潟労災病院医事課長 廃棄
1993年度 新潟労災病院 医事 事業統計資料 平成5年度統計資料 新潟労災病院医事課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 新潟労災病院倉庫 新潟労災病院医事課長 廃棄
1992年度 新潟労災病院 医事 事業統計資料 平成4年度統計資料 新潟労災病院医事課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 新潟労災病院倉庫 新潟労災病院医事課長 廃棄
1991年度 新潟労災病院 医事 事業統計資料 平成3年度統計資料 新潟労災病院医事課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 新潟労災病院倉庫 新潟労災病院医事課長 廃棄
1990年度 新潟労災病院 医事 事業統計資料 平成2年度統計資料 新潟労災病院医事課長 1991年4月1日 30 2021年3月31日 紙 新潟労災病院倉庫 新潟労災病院医事課長 廃棄
1989年度 新潟労災病院 医事 事業統計資料 平成1年度統計資料 新潟労災病院医事課長 1990年4月1日 30 2020年3月31日 紙 新潟労災病院倉庫 新潟労災病院医事課長 廃棄
1988年度 新潟労災病院 医事 事業統計資料 昭和63年度統計資料 新潟労災病院医事課長 1989年4月1日 30 2019年3月31日 紙 新潟労災病院倉庫 新潟労災病院医事課長 廃棄
1987年度 新潟労災病院 医事 事業統計資料 昭和62年度統計資料 新潟労災病院医事課長 1988年4月1日 30 2018年3月31日 紙 新潟労災病院倉庫 新潟労災病院医事課長 廃棄
1986年度 新潟労災病院 医事 事業統計資料 昭和61年度統計資料 新潟労災病院医事課長 1987年4月1日 30 2017年3月31日 紙 新潟労災病院倉庫 新潟労災病院医事課長 廃棄
1985年度 新潟労災病院 医事 事業統計資料 昭和60年度統計資料 新潟労災病院医事課長 1986年4月1日 30 2016年3月31日 紙 新潟労災病院倉庫 新潟労災病院医事課長 廃棄
1984年度 新潟労災病院 医事 事業統計資料 昭和59年度統計資料 新潟労災病院医事課長 1985年4月1日 30 2015年3月31日 紙 新潟労災病院倉庫 新潟労災病院医事課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 医事 事業統計資料 平成26年度せき髄損傷患者数等調 新潟労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 医事 事業統計資料 平成25年度せき髄損傷患者数等調 新潟労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 医事 事業統計資料 平成24年度せき髄損傷患者数等調 新潟労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 医事 事業統計資料 平成23年度せき髄損傷患者数等調 新潟労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 医事 事業統計資料 平成22年度せき髄損傷患者数等調 新潟労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 医事 事業統計資料 平成21年度せき髄損傷患者数等調 新潟労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院倉庫 新潟労災病院医事課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 医事 事業統計資料 平成26年度診療科別・行為別診療報酬点数調 新潟労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 医事 事業統計資料 平成25年度診療科別・行為別診療報酬点数調 新潟労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 医事 事業統計資料 平成24年度診療科別・行為別診療報酬点数調 新潟労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 医事 事業統計資料 平成23年度診療科別・行為別診療報酬点数調 新潟労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 医事 事業統計資料 平成22年度診療科別・行為別診療報酬点数調 新潟労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 医事 事業統計資料 平成21年度診療科別・行為別診療報酬点数調 新潟労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院倉庫 新潟労災病院医事課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 医事 事業統計資料 平成26年度患者日報(速報) 新潟労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 医事 事業統計資料 平成25年度患者日報(速報) 新潟労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 医事 事業統計資料 平成24年度患者日報(速報) 新潟労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 医事 事業統計資料 平成23年度患者日報(速報) 新潟労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 医事 事業統計資料 平成22年度患者日報(速報) 新潟労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 医事 事業統計資料 平成21年度患者日報(速報) 新潟労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院倉庫 新潟労災病院医事課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 医事 事業統計資料 平成26年度入退院患者日報 新潟労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 医事 事業統計資料 平成25年度入退院患者日報 新潟労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 医事 事業統計資料 平成24年度入退院患者日報 新潟労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 医事 事業統計資料 平成23年度入退院患者日報 新潟労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 医事 事業統計資料 平成22年度入退院患者日報 新潟労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 医事 事業統計資料 平成21年度入退院患者日報 新潟労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院倉庫 新潟労災病院医事課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 医事 事業統計資料 平成26年度個人別請求一覧表 新潟労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 電子 （共有サーバー内） 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 医事 事業統計資料 平成25年度個人別請求一覧表 新潟労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 電子 （共有サーバー内） 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 医事 事業統計資料 平成24年度個人別請求一覧表 新潟労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 電子 （共有サーバー内） 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 医事 事業統計資料 平成23年度個人別請求一覧表 新潟労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 電子 （共有サーバー内） 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 医事 事業統計資料 平成22年度個人別請求一覧表 新潟労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 電子 （共有サーバー内） 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 医事 事業統計資料 平成21年度個人別請求一覧表 新潟労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 電子 （共有サーバー内） 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 医事 事業統計資料 平成26年度院内統計資料 新潟労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 医事 事業統計資料 平成25年度院内統計資料 新潟労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 医事 事業統計資料 平成24年度院内統計資料 新潟労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 医事 事業統計資料 平成23年度院内統計資料 新潟労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 医事 事業統計資料 平成22年度院内統計資料 新潟労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 医事 事業統計資料 平成21年度院内統計資料 新潟労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院倉庫 新潟労災病院医事課長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 医事 事業統計資料 平成26年度死亡診断書 新潟労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 医事 事業統計資料 平成25年度死亡診断書 新潟労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 医事 事業統計資料 平成24年度死亡診断書 新潟労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 医事 事業統計資料 平成23年度死亡診断書 新潟労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 医事 事業統計資料 平成22年度死亡診断書 新潟労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 医事 事業統計資料 平成21年度死亡診断書 新潟労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院医事課 新潟労災病院医事課長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 薬剤 例規等 内規・マニュアル等 新潟労災病院薬剤部長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 新潟労災病院薬剤部 新潟労災病院薬剤部長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 薬剤 文書管理 薬剤部法人文書ファイル管理簿 新潟労災病院薬剤部長 2010年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院薬剤部 新潟労災病院薬剤部長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 薬剤 服薬指導 平成26年度服薬指導依頼票、報告書 新潟労災病院薬剤部長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院薬剤部 新潟労災病院薬剤部長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 薬剤 会議等 平成25年度薬事委員会配付資料、議事録 新潟労災病院薬剤部長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院薬剤部 新潟労災病院薬剤部長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 薬剤 会議等 平成24年度薬事委員会配付資料、議事録 新潟労災病院薬剤部長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院薬剤部 新潟労災病院薬剤部長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 薬剤 会議等 平成23年度薬事委員会配付資料、議事録 新潟労災病院薬剤部長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院薬剤部 新潟労災病院薬剤部長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 薬剤 会議等 平成22年度薬事委員会配付資料、議事録 新潟労災病院薬剤部長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院薬剤部 新潟労災病院薬剤部長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 薬剤 会議等 平成21年度薬事委員会配付資料、議事録 新潟労災病院薬剤部長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院薬剤部 新潟労災病院薬剤部長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 薬剤 服薬指導 平成25年度服薬指導依頼票、報告書 新潟労災病院薬剤部長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院薬剤部 新潟労災病院薬剤部長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 薬剤 服薬指導 平成24年度服薬指導依頼票、報告書 新潟労災病院薬剤部長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院薬剤部 新潟労災病院薬剤部長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 薬剤 服薬指導 平成23年度服薬指導依頼票、報告書 新潟労災病院薬剤部長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院薬剤部 新潟労災病院薬剤部長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 薬剤 服薬指導 平成26年度指導件数集計表 新潟労災病院薬剤部長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院薬剤部 新潟労災病院薬剤部長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 薬剤 服薬指導 平成25年度指導件数集計表 新潟労災病院薬剤部長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院薬剤部 新潟労災病院薬剤部長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 薬剤 服薬指導 平成24年度指導件数集計表 新潟労災病院薬剤部長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院薬剤部 新潟労災病院薬剤部長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 薬剤 服薬指導 平成23年度指導件数集計表 新潟労災病院薬剤部長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院薬剤部 新潟労災病院薬剤部長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 薬剤 薬剤管理 平成26年度処方箋(注射箋含む) 新潟労災病院薬剤部長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院薬剤部 新潟労災病院薬剤部長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 薬剤 薬剤管理 平成25年度処方箋(注射箋含む) 新潟労災病院薬剤部長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院薬剤部 新潟労災病院薬剤部長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 薬剤 薬剤管理 平成24年度処方箋(注射箋含む) 新潟労災病院薬剤部長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院薬剤部 新潟労災病院薬剤部長 廃棄
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2011年度 新潟労災病院 薬剤 薬剤管理 平成23年度処方箋(注射箋含む) 新潟労災病院薬剤部長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院薬剤部 新潟労災病院薬剤部長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 薬剤 薬剤管理 平成26年度費薬日計表(薬品受払簿) 新潟労災病院薬剤部長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院薬剤部 新潟労災病院薬剤部長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 薬剤 薬剤管理 平成25年度費薬日計表(薬品受払簿) 新潟労災病院薬剤部長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院薬剤部 新潟労災病院薬剤部長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 薬剤 薬剤管理 平成24年度費薬日計表(薬品受払簿) 新潟労災病院薬剤部長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院薬剤部 新潟労災病院薬剤部長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 薬剤 薬剤管理 平成23年度費薬日計表(薬品受払簿) 新潟労災病院薬剤部長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院薬剤部 新潟労災病院薬剤部長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 薬剤 薬剤管理 平成26年度麻薬管理簿、麻薬使用簿、麻薬譲渡証、麻薬譲受証など 新潟労災病院薬剤部長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院薬剤部 新潟労災病院薬剤部長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 薬剤 薬剤管理 平成25年度麻薬管理簿、麻薬使用簿、麻薬譲渡証、麻薬譲受証など 新潟労災病院薬剤部長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院薬剤部 新潟労災病院薬剤部長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 薬剤 薬剤管理 平成24年度麻薬管理簿、麻薬使用簿、麻薬譲渡証、麻薬譲受証など 新潟労災病院薬剤部長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院薬剤部 新潟労災病院薬剤部長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 薬剤 薬剤管理 平成23年度麻薬管理簿、麻薬使用簿、麻薬譲渡証、麻薬譲受証など 新潟労災病院薬剤部長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院薬剤部 新潟労災病院薬剤部長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 薬剤 薬剤管理 平成26年度血液製剤使用患者台帳 新潟労災病院薬剤部長 2015年4月1日 20 2035年3月31日 紙 新潟労災病院薬剤部 新潟労災病院薬剤部長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 薬剤 薬剤管理 平成25年度血液製剤使用患者台帳 新潟労災病院薬剤部長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院薬剤部 新潟労災病院薬剤部長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 薬剤 薬剤管理 平成24年度血液製剤使用患者台帳 新潟労災病院薬剤部長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院薬剤部 新潟労災病院薬剤部長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 薬剤 薬剤管理 平成23年度血液製剤使用患者台帳 新潟労災病院薬剤部長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院薬剤部 新潟労災病院薬剤部長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 薬剤 薬剤管理 平成22年度血液製剤使用患者台帳 新潟労災病院薬剤部長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院薬剤部 新潟労災病院薬剤部長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 薬剤 薬剤管理 平成21年度血液製剤使用患者台帳 新潟労災病院薬剤部長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院薬剤部 新潟労災病院薬剤部長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 薬剤 薬剤管理 平成26年度毒薬・向精神薬管理台帳 新潟労災病院薬剤部長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院薬剤部 新潟労災病院薬剤部長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 薬剤 薬剤管理 平成25年度毒薬・向精神薬管理台帳 新潟労災病院薬剤部長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院薬剤部 新潟労災病院薬剤部長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 薬剤 薬剤管理 平成24年度毒薬・向精神薬管理台帳 新潟労災病院薬剤部長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院薬剤部 新潟労災病院薬剤部長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 薬剤 薬剤管理 平成23年度毒薬・向精神薬管理台帳 新潟労災病院薬剤部長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院薬剤部 新潟労災病院薬剤部長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 薬剤 薬剤管理 平成22年度毒薬・向精神薬管理台帳 新潟労災病院薬剤部長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院薬剤部 新潟労災病院薬剤部長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 薬剤 薬剤管理 平成21年度毒薬・向精神薬管理台帳 新潟労災病院薬剤部長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院薬剤部 新潟労災病院薬剤部長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 検査 平成26年度精度管理 新潟労災病院検査科部長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院検査部 新潟労災病院検査部長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 検査 精度管理 平成25年度精度管理 新潟労災病院検査科部長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院検査部 新潟労災病院検査部長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 検査 精度管理 平成24年度精度管理 新潟労災病院検査科部長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院検査部 新潟労災病院検査部長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 検査 精度管理 平成23年度精度管理 新潟労災病院検査科部長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院検査部 新潟労災病院検査部長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 検査 文書管理 検査科法人文書ファイル管理簿 新潟労災病院検査科部長 2010年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院検査部 新潟労災病院検査部長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 検査 平成26年度剖検記録簿 新潟労災病院検査科部長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院検査部 新潟労災病院検査部長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 検査 検査 平成25年度剖検記録簿 新潟労災病院検査科部長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院検査部 新潟労災病院検査部長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 検査 検査 平成24年度剖検記録簿 新潟労災病院検査科部長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院検査部 新潟労災病院検査部長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 検査 検査 平成23年度剖検記録簿 新潟労災病院検査科部長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院検査科 新潟労災病院検査科部長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 検査 検査 平成22年度剖検記録簿 新潟労災病院検査科部長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院検査部 新潟労災病院検査部長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 検査 検査 平成21年度剖検記録簿 新潟労災病院検査科部長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院検査部 新潟労災病院検査部長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 検査 平成25年度病理組織・細胞診 新潟労災病院検査科部長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 電子 （共有サーバー内） 新潟労災病院検査部 新潟労災病院検査部長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 検査 検査 平成25年度病理組織・細胞診 新潟労災病院検査科部長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院検査部 新潟労災病院検査部長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 検査 検査 平成24年度病理組織・細胞診 新潟労災病院検査科部長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院検査部 新潟労災病院検査部 廃棄
2011年度 新潟労災病院 検査 検査 平成23年度病理組織・細胞診 新潟労災病院検査科部長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院検査科 新潟労災病院検査科部長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 検査 検査 平成22年度病理組織・細胞診 新潟労災病院検査科部長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院検査部 新潟労災病院検査部長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 検査 検査 平成21年度病理組織・細胞診 新潟労災病院検査科部長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院検査部 新潟労災病院検査部長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 検査 平成26年度培養台帳 新潟労災病院検査科部長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院検査部 新潟労災病院検査部長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 検査 検査 平成25年度培養台帳 新潟労災病院検査科部長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院検査部 新潟労災病院検査部長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 検査 検査 平成24年度培養台帳 新潟労災病院検査科部長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院検査部 新潟労災病院検査部長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 検査 検査 平成23年度培養台帳 新潟労災病院検査科部長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院検査科 新潟労災病院検査科部長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 検査 検査 平成22年度培養台帳 新潟労災病院検査科部長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院検査部 新潟労災病院検査部長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 検査 検査 平成21年度培養台帳 新潟労災病院検査科部長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院検査部 新潟労災病院検査部長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 検査 平成26年度輸血箋(輸血製剤使用記録） 新潟労災病院検査科部長 2015年4月1日 20 2035年3月31日 紙 新潟労災病院検査部 新潟労災病院検査部長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 検査 検査 平成25年度輸血箋(輸血製剤使用記録） 新潟労災病院検査科部長 2014年4月1日 20 2034年3月31日 紙 新潟労災病院検査部 新潟労災病院検査部長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 検査 検査 平成24年度輸血箋(輸血製剤使用記録） 新潟労災病院検査科部長 2013年4月1日 20 2033年3月31日 紙 新潟労災病院検査部 新潟労災病院検査部長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 検査 検査 平成23年度輸血箋(輸血製剤使用記録） 新潟労災病院検査科部長 2012年4月1日 20 2032年3月31日 紙 新潟労災病院検査部 新潟労災病院検査部長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 検査 検査 平成22年度輸血箋(輸血製剤使用記録） 新潟労災病院検査科部長 2011年4月1日 20 2031年3月31日 紙 新潟労災病院検査部 新潟労災病院検査部長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 検査 検査 平成21年度輸血箋(輸血製剤使用記録） 新潟労災病院検査科部長 2010年4月1日 20 2030年3月31日 紙 新潟労災病院検査部 新潟労災病院検査部長 廃棄
2008年度 新潟労災病院 検査 検査 平成20年度輸血箋(輸血製剤使用記録） 新潟労災病院検査科部長 2009年4月1日 20 2029年3月31日 紙 新潟労災病院検査部 新潟労災病院検査部長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 検査 平成26年度輸血療法委員会配付資料、議事録 新潟労災病院検査科部長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院検査部 新潟労災病院検査部長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 検査 会議等 平成25年度輸血療法委員会配付資料、議事録 新潟労災病院検査科部長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院検査部 新潟労災病院検査部長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 検査 会議等 平成24年度輸血療法委員会配付資料、議事録 新潟労災病院検査科部長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院検査部 新潟労災病院検査部長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 検査 会議等 平成23年度輸血療法委員会配付資料、議事録 新潟労災病院検査科部長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院検査科 新潟労災病院検査科部長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 検査 会議等 平成22年度輸血療法委員会配付資料、議事録 新潟労災病院検査科部長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院検査部 新潟労災病院検査部長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 検査 会議等 平成21年度輸血療法委員会配付資料、議事録 新潟労災病院検査科部長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院検査部 新潟労災病院検査部長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 検査 平成26年度臨床検査適正委員会配付資料、議事録 新潟労災病院検査科部長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院検査部 新潟労災病院検査部長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 検査 会議等 平成25年度臨床検査適正委員会配付資料、議事録 新潟労災病院検査科部長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院検査部 新潟労災病院検査部長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 検査 会議等 平成24年度臨床検査適正委員会配付資料、議事録 新潟労災病院検査科部長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院検査部 新潟労災病院検査部長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 検査 会議等 平成23年度検体検査精度管理委員会配付資料、議事録 新潟労災病院検査科部長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院検査科 新潟労災病院検査科部長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 検査 会議等 平成22年度検体検査精度管理委員会配付資料、議事録 新潟労災病院検査科部長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院検査部 新潟労災病院検査部長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 検査 会議等 平成21年度検体検査精度管理委員会配付資料、議事録 新潟労災病院検査科部長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院検査部 新潟労災病院検査部長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 検査 平成26年度検査科運営委員会配付資料、議事録 新潟労災病院検査科部長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院検査部 新潟労災病院検査部長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 検査 会議等 平成25年度検査科運営委員会配付資料、議事録 新潟労災病院検査科部長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院検査部 新潟労災病院検査部長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 検査 会議等 平成24年度検査科運営委員会配付資料、議事録 新潟労災病院検査科部長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院検査部 新潟労災病院検査部長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 検査 会議等 平成23年度検査科運営委員会配付資料、議事録 新潟労災病院検査科部長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院検査科 新潟労災病院検査科部長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 検査 会議等 平成22年度検査科運営委員会配付資料、議事録 新潟労災病院検査科部長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院検査部 新潟労災病院検査部長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 検査 会議等 平成21年度検査科運営委員会配付資料、議事録 新潟労災病院検査科部長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院検査部 新潟労災病院検査部長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 放射線 文書管理 放射線科法人文書ファイル管理簿 新潟労災病院放射線科部長 2010年4月1日 永年 - 紙 新潟労災病院中央放射線部 新潟労災病院中央放射線部長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 放射線 平成26年度照射録 新潟労災病院放射線科部長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 電子 （共有サーバー内） 新潟労災病院中央放射線部 新潟労災病院中央放射線部長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 放射線 平成25年度照射録 新潟労災病院放射線科部長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 電子 （共有サーバー内） 新潟労災病院中央放射線部 新潟労災病院中央放射線部長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 放射線 照射録等 平成24年度照射録 新潟労災病院放射線科部長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 電子 （共有サーバー内） 新潟労災病院中央放射線部 新潟労災病院中央放射線部長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 放射線 照射録等 平成23年度照射録 新潟労災病院放射線科部長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 電子 （共有サーバー内） 新潟労災病院中央放射線部 新潟労災病院中央放射線部長 廃棄
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2010年度 新潟労災病院 放射線 照射録等 平成22年度照射録 新潟労災病院放射線科部長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 電子 （共有サーバー内） 新潟労災病院中央放射線部 新潟労災病院中央放射線部長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 放射線 照射録等 平成21年度照射録 新潟労災病院放射線科部長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 電子 （共有サーバー内） 新潟労災病院中央放射線部 新潟労災病院中央放射線部長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 放射線 平成26年度放射線治療照射録 新潟労災病院放射線科部長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院中央放射線部 新潟労災病院中央放射線部長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 放射線 照射録等 平成25年度放射線治療照射録 新潟労災病院放射線科部長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院中央放射線部 新潟労災病院中央放射線部長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 放射線 照射録等 平成24年度放射線治療照射録 新潟労災病院放射線科部長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院中央放射線部 新潟労災病院中央放射線部長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 放射線 照射録等 平成23年度放射線治療照射録 新潟労災病院放射線科部長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院中央放射線部 新潟労災病院中央放射線部長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 放射線 照射録等 平成22年度放射線治療照射録 新潟労災病院放射線科部長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院中央放射線部 新潟労災病院中央放射線部長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 放射線 照射録等 平成21年度放射線治療照射録 新潟労災病院放射線科部長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院中央放射線部 新潟労災病院中央放射線部長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 放射線 平成26年度放射線治療装置使用記録 新潟労災病院放射線科部長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院中央放射線部 新潟労災病院中央放射線部長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 放射線 放射線管理 平成25年度放射線治療装置使用記録 新潟労災病院放射線科部長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院中央放射線部 新潟労災病院中央放射線部長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 放射線 放射線管理 平成24年度放射線治療装置使用記録 新潟労災病院放射線科部長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院中央放射線部 新潟労災病院中央放射線部長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 放射線 放射線管理 平成23年度放射線治療装置使用記録 新潟労災病院放射線科部長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院中央放射線部 新潟労災病院中央放射線部長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 放射線 放射線管理 平成22年度放射線治療装置使用記録 新潟労災病院放射線科部長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院中央放射線部 新潟労災病院中央放射線部長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 放射線 放射線管理 平成21年度放射線治療装置使用記録 新潟労災病院放射線科部長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院中央放射線部 新潟労災病院中央放射線部長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 放射線 平成26年度放射線障害発生のおそれのある場所の測定記録(漏洩線量) 新潟労災病院放射線科部長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院中央放射線部 新潟労災病院中央放射線部長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 放射線 放射線管理 平成25年度放射線障害発生のおそれのある場所の測定記録(漏洩線量) 新潟労災病院放射線科部長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院中央放射線部 新潟労災病院中央放射線部長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 放射線 放射線管理 平成24年度放射線障害発生のおそれのある場所の測定記録(漏洩線量) 新潟労災病院放射線科部長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院中央放射線部 新潟労災病院中央放射線部長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 放射線 放射線管理 平成23年度放射線障害発生のおそれのある場所の測定記録(漏洩線量) 新潟労災病院放射線科部長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院中央放射線部 新潟労災病院中央放射線部長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 放射線 放射線管理 平成22年度放射線障害発生のおそれのある場所の測定記録(漏洩線量) 新潟労災病院放射線科部長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院中央放射線部 新潟労災病院中央放射線部長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 放射線 放射線管理 平成21年度放射線障害発生のおそれのある場所の測定記録(漏洩線量) 新潟労災病院放射線科部長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院中央放射線部 新潟労災病院中央放射線部長 廃棄
2008年度 新潟労災病院 リハビリテーション 例規等 医療安全緊急対応マニュアル 新潟労災病院リハビリテーション科部長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 新潟労災病院リハビリテーション科 新潟労災病院リハビリテーション科部長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 リハビリテーション 診療録等 平成26年度リハビリテーション指示録 新潟労災病院リハビリテーション科部長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 電子 （共有サーバー内） 新潟労災病院リハビリテーション科 新潟労災病院リハビリテーション科部長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 リハビリテーション 診療録等 平成25年度リハビリテーション指示録 新潟労災病院リハビリテーション科部長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院リハビリテーション科 新潟労災病院リハビリテーション科部長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 リハビリテーション 診療録等 平成24年度リハビリテーション指示録 新潟労災病院リハビリテーション科部長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院リハビリテーション科 新潟労災病院リハビリテーション科部長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 リハビリテーション 診療録等 平成23年度リハビリテーション指示録 新潟労災病院リハビリテーション科部長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院リハビリテーション科 新潟労災病院リハビリテーション科部長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 リハビリテーション 診療録等 平成22年度リハビリテーション指示録 新潟労災病院リハビリテーション科部長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院リハビリテーション科 新潟労災病院リハビリテーション科部長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 リハビリテーション 診療録等 平成21年度リハビリテーション指示録 新潟労災病院リハビリテーション科部長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院リハビリテーション科 新潟労災病院リハビリテーション科部長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 リハビリテーション 診療録等 平成26年度リハビリテーション実施記録 新潟労災病院リハビリテーション科部長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 電子 （共有サーバー内） 新潟労災病院リハビリテーション科 新潟労災病院リハビリテーション科部長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 リハビリテーション 診療録等 平成25年度リハビリテーション実施記録 新潟労災病院リハビリテーション科部長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院リハビリテーション科 新潟労災病院リハビリテーション科部長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 リハビリテーション 診療録等 平成24年度リハビリテーション実施記録 新潟労災病院リハビリテーション科部長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院リハビリテーション科 新潟労災病院リハビリテーション科部長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 リハビリテーション 診療録等 平成23年度リハビリテーション実施記録 新潟労災病院リハビリテーション科部長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院リハビリテーション科 新潟労災病院リハビリテーション科部長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 リハビリテーション 診療録等 平成22年度リハビリテーション実施記録 新潟労災病院リハビリテーション科部長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院リハビリテーション科 新潟労災病院リハビリテーション科部長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 リハビリテーション 診療録等 平成21年度リハビリテーション実施記録 新潟労災病院リハビリテーション科部長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院リハビリテーション科 新潟労災病院リハビリテーション科部長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 リハビリテーション 診療録等 平成26年度義肢装具車椅子製作指示書 新潟労災病院リハビリテーション科部長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 電子 （共有サーバー内） 新潟労災病院リハビリテーション科 新潟労災病院リハビリテーション科部長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 リハビリテーション 診療録等 平成25年度義肢装具車椅子製作指示書 新潟労災病院リハビリテーション科部長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院リハビリテーション科 新潟労災病院リハビリテーション科部長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 リハビリテーション 診療録等 平成24年度義肢装具車椅子製作指示書 新潟労災病院リハビリテーション科部長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院リハビリテーション科 新潟労災病院リハビリテーション科部長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 リハビリテーション 診療録等 平成23年度義肢装具車椅子製作指示書 新潟労災病院リハビリテーション科部長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院リハビリテーション科 新潟労災病院リハビリテーション科部長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 リハビリテーション 診療録等 平成22年度義肢装具車椅子製作指示書 新潟労災病院リハビリテーション科部長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院リハビリテーション科 新潟労災病院リハビリテーション科部長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 リハビリテーション 診療録等 平成21年度義肢装具車椅子製作指示書 新潟労災病院リハビリテーション科部長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院リハビリテーション科 新潟労災病院リハビリテーション科部長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 リハビリテーション 診療録等 平成26年度ＡＤＬ評価Ｂａｒｔｈｅｌｉｎｄｅｘ 新潟労災病院リハビリテーション科部長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 電子 （共有サーバー内） 新潟労災病院リハビリテーション科 新潟労災病院リハビリテーション科部長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 リハビリテーション 診療録等 平成25年度ＡＤＬ評価Ｂａｒｔｈｅｌｉｎｄｅｘ 新潟労災病院リハビリテーション科部長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院リハビリテーション科 新潟労災病院リハビリテーション科部長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 リハビリテーション 診療録等 平成24年度ＡＤＬ評価Ｂａｒｔｈｅｌｉｎｄｅｘ 新潟労災病院リハビリテーション科部長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院リハビリテーション科 新潟労災病院リハビリテーション科部長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 リハビリテーション 診療録等 平成23年度ＡＤＬ評価Ｂａｒｔｈｅｌｉｎｄｅｘ 新潟労災病院リハビリテーション科部長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院リハビリテーション科 新潟労災病院リハビリテーション科部長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 リハビリテーション 診療録等 平成22年度ＡＤＬ評価Ｂａｒｔｈｅｌｉｎｄｅｘ 新潟労災病院リハビリテーション科部長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院リハビリテーション科 新潟労災病院リハビリテーション科部長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 リハビリテーション 診療録等 平成21年度ＡＤＬ評価Ｂａｒｔｈｅｌｉｎｄｅｘ 新潟労災病院リハビリテーション科部長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院リハビリテーション科 新潟労災病院リハビリテーション科部長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 リハビリテーション 診療録等 平成26年度関節可動域検査表 新潟労災病院リハビリテーション科部長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 電子 （共有サーバー内） 新潟労災病院リハビリテーション科 新潟労災病院リハビリテーション科部長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 リハビリテーション 診療録等 平成25年度関節可動域検査表 新潟労災病院リハビリテーション科部長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院リハビリテーション科 新潟労災病院リハビリテーション科部長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 リハビリテーション 診療録等 平成24年度関節可動域検査表 新潟労災病院リハビリテーション科部長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院リハビリテーション科 新潟労災病院リハビリテーション科部長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 リハビリテーション 診療録等 平成23年度関節可動域検査表 新潟労災病院リハビリテーション科部長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院リハビリテーション科 新潟労災病院リハビリテーション科部長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 リハビリテーション 診療録等 平成22年度関節可動域検査表 新潟労災病院リハビリテーション科部長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院リハビリテーション科 新潟労災病院リハビリテーション科部長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 リハビリテーション 診療録等 平成21年度関節可動域検査表 新潟労災病院リハビリテーション科部長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院リハビリテーション科 新潟労災病院リハビリテーション科部長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 リハビリテーション 診療録等 平成26年度徒手筋力テスト表 新潟労災病院リハビリテーション科部長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 電子 （共有サーバー内） 新潟労災病院リハビリテーション科 新潟労災病院リハビリテーション科部長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 リハビリテーション 診療録等 平成25年度徒手筋力テスト表 新潟労災病院リハビリテーション科部長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院リハビリテーション科 新潟労災病院リハビリテーション科部長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 リハビリテーション 診療録等 平成24年度徒手筋力テスト表 新潟労災病院リハビリテーション科部長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院リハビリテーション科 新潟労災病院リハビリテーション科部長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 リハビリテーション 診療録等 平成23年度徒手筋力テスト表 新潟労災病院リハビリテーション科部長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院リハビリテーション科 新潟労災病院リハビリテーション科部長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 リハビリテーション 診療録等 平成22年度徒手筋力テスト表 新潟労災病院リハビリテーション科部長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院リハビリテーション科 新潟労災病院リハビリテーション科部長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 リハビリテーション 診療録等 平成21年度徒手筋力テスト表 新潟労災病院リハビリテーション科部長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院リハビリテーション科 新潟労災病院リハビリテーション科部長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 リハビリテーション 診療録等 平成26年度退院時リハビリテーション指導書 新潟労災病院リハビリテーション科部長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 電子 （共有サーバー内） 新潟労災病院リハビリテーション科 新潟労災病院リハビリテーション科部長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 リハビリテーション 診療録等 平成25年度退院時リハビリテーション指導書 新潟労災病院リハビリテーション科部長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院リハビリテーション科 新潟労災病院リハビリテーション科部長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 リハビリテーション 診療録等 平成24年度退院時リハビリテーション指導書 新潟労災病院リハビリテーション科部長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院リハビリテーション科 新潟労災病院リハビリテーション科部長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 リハビリテーション 診療録等 平成23年度退院時リハビリテーション指導書 新潟労災病院リハビリテーション科部長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院リハビリテーション科 新潟労災病院リハビリテーション科部長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 リハビリテーション 診療録等 平成22年度退院時リハビリテーション指導書 新潟労災病院リハビリテーション科部長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院リハビリテーション科 新潟労災病院リハビリテーション科部長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 リハビリテーション 診療録等 平成21年度退院時リハビリテーション指導書 新潟労災病院リハビリテーション科部長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院リハビリテーション科 新潟労災病院リハビリテーション科部長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 リハビリテーション 診療録等 平成26年度リハビリテーション総合実施計画書 新潟労災病院リハビリテーション科部長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 電子 （共有サーバー内） 新潟労災病院リハビリテーション科 新潟労災病院リハビリテーション科部長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 リハビリテーション 診療録等 平成25年度リハビリテーション総合実施計画書 新潟労災病院リハビリテーション科部長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院リハビリテーション科 新潟労災病院リハビリテーション科部長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 リハビリテーション 診療録等 平成24年度リハビリテーション総合実施計画書 新潟労災病院リハビリテーション科部長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院リハビリテーション科 新潟労災病院リハビリテーション科部長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 リハビリテーション 診療録等 平成23年度リハビリテーション総合実施計画書 新潟労災病院リハビリテーション科部長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院リハビリテーション科 新潟労災病院リハビリテーション科部長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 リハビリテーション 診療録等 平成22年度リハビリテーション総合実施計画書 新潟労災病院リハビリテーション科部長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院リハビリテーション科 新潟労災病院リハビリテーション科部長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 リハビリテーション 診療録等 平成21年度リハビリテーション総合実施計画書 新潟労災病院リハビリテーション科部長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院リハビリテーション科 新潟労災病院リハビリテーション科部長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 リハビリテーション 記録等 平成26年度退院患者連絡票 新潟労災病院リハビリテーション科部長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 電子 （共有サーバー内） 新潟労災病院リハビリテーション科 新潟労災病院リハビリテーション科部長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 リハビリテーション 記録等 平成25年度退院患者連絡票 新潟労災病院リハビリテーション科部長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院リハビリテーション科 新潟労災病院リハビリテーション科部長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 リハビリテーション 記録等 平成24年度退院患者連絡票 新潟労災病院リハビリテーション科部長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院リハビリテーション科 新潟労災病院リハビリテーション科部長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 リハビリテーション 記録等 平成23年度退院患者連絡票 新潟労災病院リハビリテーション科部長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院リハビリテーション科 新潟労災病院リハビリテーション科部長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 リハビリテーション 記録等 平成22年度退院患者連絡票 新潟労災病院リハビリテーション科部長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院リハビリテーション科 新潟労災病院リハビリテーション科部長 廃棄
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2009年度 新潟労災病院 リハビリテーション 記録等 平成21年度退院患者連絡票 新潟労災病院リハビリテーション科部長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院リハビリテーション科 新潟労災病院リハビリテーション科部長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 リハビリテーション 会議等 平成26年度回診・カンファレンス記録 新潟労災病院リハビリテーション科部長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院リハビリテーション科 新潟労災病院リハビリテーション科部長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 リハビリテーション 会議等 平成25年度回診・カンファレンス記録 新潟労災病院リハビリテーション科部長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院リハビリテーション科 新潟労災病院リハビリテーション科部長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 リハビリテーション 会議等 平成24年度回診・カンファレンス記録 新潟労災病院リハビリテーション科部長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院リハビリテーション科 新潟労災病院リハビリテーション科部長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 リハビリテーション 会議等 平成23年度回診・カンファレンス記録 新潟労災病院リハビリテーション科部長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院リハビリテーション科 新潟労災病院リハビリテーション科部長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 リハビリテーション 会議等 平成22年度回診・カンファレンス記録 新潟労災病院リハビリテーション科部長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院リハビリテーション科 新潟労災病院リハビリテーション科部長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 リハビリテーション 会議等 平成21年度回診・カンファレンス記録 新潟労災病院リハビリテーション科部長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院リハビリテーション科 新潟労災病院リハビリテーション科部長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 リハビリテーション 会議等 平成21年度腰痛予防教室・股関節教室資料 新潟労災病院リハビリテーション科部長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院リハビリテーション科 新潟労災病院リハビリテーション科部長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 リハビリテーション 会議等 平成25年度リハビリテーション科ミーティング議事録 新潟労災病院リハビリテーション科部長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院リハビリテーション科 新潟労災病院リハビリテーション科部長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 リハビリテーション 会議等 平成24年度リハビリテーション科ミーティング議事録 新潟労災病院リハビリテーション科部長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院リハビリテーション科 新潟労災病院リハビリテーション科部長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 リハビリテーション 会議等 平成23年度リハビリテーション科ミーティング議事録 新潟労災病院リハビリテーション科部長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院リハビリテーション科 新潟労災病院リハビリテーション科部長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 リハビリテーション 会議等 平成22年度リハビリテーション科ミーティング議事録 新潟労災病院リハビリテーション科部長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院リハビリテーション科 新潟労災病院リハビリテーション科部長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 リハビリテーション 会議等 平成21年度リハビリテーション科ミーティング議事録 新潟労災病院リハビリテーション科部長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院リハビリテーション科 新潟労災病院リハビリテーション科部長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 看護 例規等 看護管理マニュアル 新潟労災病院看護師長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 看護 調査報告 看護部活動実績(平成26年) 新潟労災病院看護師長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 看護 調査報告 看護部活動実績(平成25年) 新潟労災病院看護師長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 看護 調査報告 看護部活動実績(平成24年) 新潟労災病院看護師長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 看護 調査報告 看護部活動実績(平成23年) 新潟労災病院看護師長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 看護 調査報告 看護部活動実績(平成22年) 新潟労災病院看護師長 2011年4月1日 10 2021年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 看護 調査報告 看護部活動実績(平成21年) 新潟労災病院看護師長 2010年4月1日 10 2020年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2008年度 新潟労災病院 看護 調査報告 看護部活動実績(平成20年) 新潟労災病院看護師長 2009年4月1日 10 2019年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2007年度 新潟労災病院 看護 調査報告 看護部活動集録(平成19年) 新潟労災病院看護師長 2008年4月1日 10 2018年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2006年度 新潟労災病院 看護 調査報告 看護部活動集録(平成18年) 新潟労災病院看護師長 2007年4月1日 10 2017年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2005年度 新潟労災病院 看護 調査報告 看護部活動集録(平成17年) 新潟労災病院看護師長 2006年4月1日 10 2016年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2004年度 新潟労災病院 看護 調査報告 看護部活動集録(平成16年) 新潟労災病院看護師長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2001年度 新潟労災病院 看護 例規等 看護補助者業務基準(外来) 新潟労災病院看護師長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 看護 例規等 看護補助者業務基準(病棟) 新潟労災病院看護師長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 看護 例規等 看護基準 新潟労災病院看護師長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 看護 例規等 看護手順(基礎編) 新潟労災病院看護師長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 看護 例規等 看護手順(検査編) 新潟労災病院看護師長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 看護 例規等 看護基準(外来) 新潟労災病院看護師長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 看護 例規等 業務手順(外来) 新潟労災病院看護師長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 看護 例規等 褥瘡対策マニュアル(平成23年) 新潟労災病院看護師長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 看護 例規等 新人看護職員研修 新潟労災病院看護師長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 看護 例規等 プリセプターシップマニュアル 新潟労災病院看護師長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 看護 例規等 オーダリング・看護支援システム操作マニュアル 新潟労災病院看護師長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 看護 例規等 固定チーム継続受け持ち制マニュアル 新潟労災病院看護師長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 看護 例規等 看護記録ガイドライン 新潟労災病院看護師長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 看護 例規等 看護師における静脈注射マニュアル 新潟労災病院看護師長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 看護 例規等 症状別ケアマニュアル 新潟労災病院看護師長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2008年度 新潟労災病院 看護 例規等 中央手術部運営マニュアル 新潟労災病院看護師長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 新潟労災病院手術室 新潟労災病院看護師長 廃棄
2008年度 新潟労災病院 看護 例規等 手術室看護基準・手順 新潟労災病院看護師長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 新潟労災病院手術室 新潟労災病院看護師長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 看護 会議等 師長会議事録(平成26年) 新潟労災病院看護師長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 看護 会議等 師長会議事録(平成25年) 新潟労災病院看護師長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 看護 会議等 師長会議事録(平成24年) 新潟労災病院看護師長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 看護 会議等 師長会議事録(平成23年) 新潟労災病院看護師長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 看護 会議等 師長会議事録(平成22年) 新潟労災病院看護師長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 看護 会議等 師長会議事録(平成21年) 新潟労災病院看護師長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 看護 会議等 師長補佐会議事録(平成26年) 新潟労災病院看護師長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 看護 会議等 師長補佐会議事録(平成25年) 新潟労災病院看護師長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 看護 会議等 師長補佐会議事録(平成24年) 新潟労災病院看護師長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 看護 会議等 師長補佐会議事録(平成23年) 新潟労災病院看護師長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 看護 会議等 師長補佐会議事録(平成22年) 新潟労災病院看護師長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 看護 会議等 師長補佐会議事録(平成21年) 新潟労災病院看護師長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 看護 会議等 業務企画委員会議事録(平成26年) 新潟労災病院看護師長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 看護 会議等 業務企画委員会議事録(平成25年) 新潟労災病院看護師長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 看護 会議等 業務企画委員会議事録(平成24年) 新潟労災病院看護師長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 看護 会議等 業務企画委員会議事録(平成23年) 新潟労災病院看護師長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 看護 会議等 業務企画委員会議事録(平成22年) 新潟労災病院看護師長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 看護 会議等 業務企画委員会議事録(平成21年) 新潟労災病院看護師長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 看護 会議等 教育企画委員会議事録(平成26年) 新潟労災病院看護師長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 看護 会議等 教育企画委員会議事録(平成25年) 新潟労災病院看護師長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 看護 会議等 教育企画委員会議事録(平成24年) 新潟労災病院看護師長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 看護 会議等 教育企画委員会議事録(平成23年) 新潟労災病院看護師長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 看護 会議等 教育企画委員会議事録(平成22年) 新潟労災病院看護師長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 看護 会議等 教育企画委員会議事録(平成21年) 新潟労災病院看護師長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 看護 会議等 看護記録委員会議事録(平成26年) 新潟労災病院看護師長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 看護 会議等 看護記録委員会議事録(平成25年) 新潟労災病院看護師長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 看護 会議等 看護記録委員会議事録(平成24年) 新潟労災病院看護師長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 看護 会議等 看護記録委員会議事録(平成23年) 新潟労災病院看護師長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 看護 会議等 看護記録委員会議事録(平成22年) 新潟労災病院看護師長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 看護 会議等 看護記録検討会議事録(平成21年) 新潟労災病院看護師長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 看護 会議等 安全対策推進委員会議事録(平成26年) 新潟労災病院看護師長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 看護 会議等 安全対策推進委員会議事録(平成25年) 新潟労災病院看護師長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
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2012年度 新潟労災病院 看護 会議等 安全対策推進委員会議事録(平成24年) 新潟労災病院看護師長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 看護 会議等 安全対策推進委員会議事録(平成23年) 新潟労災病院看護師長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 看護 会議等 安全対策推進委員会議事録(平成22年) 新潟労災病院看護師長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 看護 会議等 安全対策検討会議事録(平成21年) 新潟労災病院看護師長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 看護 会議等 情報管理委員会議事録(平成22年) 新潟労災病院看護師長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 看護 会議等 情報管理委員会議事録(平成21年) 新潟労災病院看護師長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 看護 会議等 ICTリンクナース会議事録(平成21年) 新潟労災病院看護師長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 看護 会議等 感染対策推進委員会議事録(平成26年) 新潟労災病院看護師長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 看護 会議等 感染対策推進委員会議事録(平成25年) 新潟労災病院看護師長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 看護 会議等 感染対策推進委員会議事録(平成24年) 新潟労災病院看護師長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 看護 会議等 感染対策推進委員会議事録(平成23年) 新潟労災病院看護師長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 看護 会議等 感染対策推進委員会議事録(平成22年) 新潟労災病院看護師長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 看護 会議等 感染対策推進委員会議事録(平成21年) 新潟労災病院看護師長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 看護 会議等 褥瘡対策推進委員会議事録((平成26年) 新潟労災病院看護師長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 看護 会議等 褥瘡対策推進委員会議事録((平成25年) 新潟労災病院看護師長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 看護 会議等 褥瘡対策推進委員会議事録((平成24年) 新潟労災病院看護師長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 看護 会議等 褥瘡対策推進委員会議事録((平成23年) 新潟労災病院看護師長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 看護 会議等 褥瘡対策推進委員会議事録(平成22年) 新潟労災病院看護師長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 看護 会議等 看護基準手順委員会議事録((平成26年) 新潟労災病院看護師長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 看護 会議等 看護基準手順委員会議事録((平成25年) 新潟労災病院看護師長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 看護 会議等 看護基準手順委員会議事録((平成24年) 新潟労災病院看護師長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 看護 会議等 看護基準手順委員会議事録((平成23年) 新潟労災病院看護師長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 看護 会議等 看護基準手順委員会議事録(平成22年) 新潟労災病院看護師長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 看護 会議等 看護基準手順委員会議事録(平成21年) 新潟労災病院看護師長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 看護 会議等 専門、認定看護師会議事録((平成26年) 新潟労災病院専門認定看護師 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護部長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 看護 会議等 専門、認定看護師会議事録((平成25年) 新潟労災病院専門認定看護師 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護部長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 看護 会議等 専門、認定看護師会議事録((平成24年) 新潟労災病院専門認定看護師 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護部長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 看護 会議等 専門、認定看護師会議事録((平成23年) 新潟労災病院専門認定看護師 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護部長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 看護 会議等 専門、認定看護師会議事録(平成22年) 新潟労災病院専門認定看護師 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護部長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 看護 会議等 認定看護師活動報告書(平成21年) 新潟労災病院認定看護師 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護部長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 看護 会議等 看護機能評価委員会議事録(平成21年) 新潟労災病院看護師長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 看護 服務 看護師勤務割表・実績表((平成26年) 新潟労災病院看護師長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護部長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 看護 服務 看護師勤務割表・実績表((平成25年) 新潟労災病院看護師長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護部長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 看護 服務 看護師勤務割表・実績表((平成24年) 新潟労災病院看護師長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護部長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 看護 服務 看護師勤務割表・実績表((平成23年) 新潟労災病院看護師長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護部長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 看護 服務 看護師勤務割表・実績表(平成22年) 新潟労災病院看護師長 2011年4月1日 10 2021年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護部長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 看護 服務 看護師勤務割表・実績表(平成21年) 新潟労災病院看護師長 2010年4月1日 10 2020年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護部長 廃棄
2008年度 新潟労災病院 看護 服務 看護師勤務割表・実績表(平成20年) 新潟労災病院看護師長 2009年4月1日 10 2019年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護部長 廃棄
2007年度 新潟労災病院 看護 服務 看護師勤務割表・実績表(平成19年) 新潟労災病院看護師長 2008年4月1日 10 2018年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護部長 廃棄
2006年度 新潟労災病院 看護 服務 看護師勤務割表・実績表(平成18年) 新潟労災病院看護師長 2007年4月1日 10 2017年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護部長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 看護 病棟等管理 外出・外泊申請書(平成26年) 新潟労災病院看護師長 2015年4月1日 1 2016年3月31日 紙 新潟労災病院病棟 新潟労災病院看護師長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 看護 病棟等管理 外出・外泊申請書(平成25年) 新潟労災病院看護師長 2014年4月1日 1 2015年3月31日 紙 新潟労災病院病棟 新潟労災病院看護師長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 看護 病棟等管理 家族付添許可願(平成26年) 新潟労災病院看護師長 2015年4月1日 1 2016年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 看護 病棟等管理 家族付添許可願(平成25年) 新潟労災病院看護師長 2014年4月1日 1 2015年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 看護 病棟等管理 病棟カンファレンス議事録(平成26年) 新潟労災病院看護師長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 看護 病棟等管理 病棟カンファレンス議事録(平成25年) 新潟労災病院看護師長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 看護 病棟等管理 病棟カンファレンス議事録(平成24年) 新潟労災病院看護師長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 看護 病棟等管理 病棟カンファレンス議事録(平成23年) 新潟労災病院看護師長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 看護 病棟等管理 病棟カンファレンス議事録(平成22年) 新潟労災病院看護師長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 看護 病棟等管理 病棟カンファレンス議事録(平成21年) 新潟労災病院看護師長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 看護 病棟等管理 看護部管理当直日誌(平成26年) 新潟労災病院看護師長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護部長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 看護 病棟等管理 看護部管理当直日誌(平成25年) 新潟労災病院看護師長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護部長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 看護 病棟等管理 看護部管理当直日誌(平成24年) 新潟労災病院看護師長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護部長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 看護 病棟等管理 看護部管理当直日誌(平成23年) 新潟労災病院看護師長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護部長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 看護 病棟等管理 看護部管理当直日誌(平成22年) 新潟労災病院看護師長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護部長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 看護 病棟等管理 看護部管理当直日誌(平成21年) 新潟労災病院看護師長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護部長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 看護 病棟等管理 看護管理日誌(平成26年) 新潟労災病院看護師長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護部長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 看護 病棟等管理 看護管理日誌(平成25年) 新潟労災病院看護師長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護部長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 看護 病棟等管理 看護管理日誌(平成24年) 新潟労災病院看護師長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護部長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 看護 病棟等管理 看護管理日誌(平成23年) 新潟労災病院看護師長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護部長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 看護 病棟等管理 看護管理日誌(平成22年) 新潟労災病院看護部長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護部長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 看護 病棟等管理 看護管理日誌(平成21年) 新潟労災病院看護部長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護部長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 看護 病棟等管理 看護部病棟管理日誌(平成26年) 新潟労災病院看護師長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院病棟 新潟労災病院看護師長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 看護 病棟等管理 看護部病棟管理日誌(平成25年) 新潟労災病院看護師長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院病棟 新潟労災病院看護師長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 看護 病棟等管理 看護部病棟管理日誌(平成24年) 新潟労災病院看護師長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院病棟 新潟労災病院看護師長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 看護 病棟等管理 看護部病棟管理日誌(平成23年) 新潟労災病院看護師長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院病棟 新潟労災病院看護師長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 看護 病棟等管理 看護部病棟管理日誌(平成22年) 新潟労災病院看護師長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院病棟 新潟労災病院看護師長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 看護 病棟等管理 看護部病棟管理日誌(平成21年) 新潟労災病院看護師長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院病棟 新潟労災病院看護師長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 看護 病棟等管理 看護部外来管理日誌(平成26年) 新潟労災病院看護師長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院外来 新潟労災病院看護師長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 看護 病棟等管理 看護部外来管理日誌(平成25年) 新潟労災病院看護師長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院外来 新潟労災病院看護師長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 看護 病棟等管理 看護部外来管理日誌(平成24年) 新潟労災病院看護師長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院外来 新潟労災病院看護師長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 看護 病棟等管理 看護部外来管理日誌(平成23年) 新潟労災病院看護師長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院外来 新潟労災病院看護師長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 看護 病棟等管理 看護部外来管理日誌(平成22年) 新潟労災病院看護師長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院外来 新潟労災病院看護師長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 看護 病棟等管理 看護部外来管理日誌(平成21年) 新潟労災病院看護師長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院外来 新潟労災病院看護師長 廃棄
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2014年度 新潟労災病院 看護 病棟等管理 感染管理者日誌(平成26年) 新潟労災病院専門認定看護師 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護部長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 看護 病棟等管理 感染管理者日誌(平成25年) 新潟労災病院専門認定看護師 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護部長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 看護 病棟等管理 感染管理者日誌(平成24年) 新潟労災病院専門認定看護師 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護部長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 看護 病棟等管理 専門認定看護師日誌(平成23年) 新潟労災病院専門認定看護師 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護部長 廃棄
2010年度 新潟労災病院 看護 病棟等管理 専門認定看護師日誌（平成22年) 新潟労災病院専門認定看護師 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護部長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 看護 病棟等管理 専門認定看護師日誌(平成21年) 新潟労災病院専門認定看護師 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護部長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 看護 看護教育 看護部教育クリニカルラダーⅠ～Ⅳ(平成26年) 新潟労災病院看護師長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 看護 看護教育 看護部教育クリニカルラダーⅠ～Ⅳ(平成25年) 新潟労災病院看護師長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 看護 看護教育 看護部教育クリニカルラダーⅠ～Ⅳ(平成24年) 新潟労災病院看護師長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 看護 看護教育 看護部教育クリニカルラダーⅠ～Ⅳ(平成23年) 新潟労災病院看護師長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 看護 看護教育 看護部教育 補助者・全体・研究・専門(平成23年) 新潟労災病院看護師長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 看護 調査報告 研修実績(平成23年) 新潟労災病院看護師長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2009年度 新潟労災病院 看護 調査報告 院外発表会(平成21年) 新潟労災病院看護師長 2010年4月1日 10 2020年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2008年度 新潟労災病院 看護 調査報告 院外発表会(平成20年) 新潟労災病院看護師長 2009年4月1日 10 2019年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2007年度 新潟労災病院 看護 調査報告 院外発表会(平成19年) 新潟労災病院看護師長 2008年4月1日 10 2018年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 看護 看護教育 看護協会・その他の研修報告書(平成26年) 新潟労災病院看護師長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 看護 看護教育 看護協会・その他の研修報告書(平成25年) 新潟労災病院看護師長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 看護 看護教育 看護協会・その他の研修報告書(平成24年) 新潟労災病院看護師長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 看護 看護教育 看護協会・その他の研修報告書(平成23年) 新潟労災病院看護師長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 看護 看護教育 関東・中部ブロック中堅看護師研修会(平成26年) 新潟労災病院看護師長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 看護 看護教育 関東・中部ブロック中堅看護師研修会(平成25年) 新潟労災病院看護師長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 看護 看護教育 関東・中部ブロック中堅看護師研修会(平成24年) 新潟労災病院看護師長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 看護 看護教育 関東・中部ブロック中堅看護師研修会(平成23年) 新潟労災病院看護師長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2014年度 新潟労災病院 看護 看護教育 看護臨地実習(平成26年) 新潟労災病院看護師長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2013年度 新潟労災病院 看護 看護教育 看護臨地実習(平成25年) 新潟労災病院看護師長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2012年度 新潟労災病院 看護 看護教育 看護臨地実習(平成24年) 新潟労災病院看護師長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2011年度 新潟労災病院 看護 看護教育 看護臨地実習(平成23年) 新潟労災病院看護師長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 新潟労災病院看護部 新潟労災病院看護師長 廃棄
2014年度 富山労災病院 会計 出納 平成26年度資金状況調 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 1 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 出納 平成25年度資金状況調 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 1 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 出納 平成24年度資金状況調 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 2 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 富山労災病院 会計 出納 平成23年度資金状況調 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2010年度 富山労災病院 会計 出納 平成22年度資金状況調 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2009年度 富山労災病院 会計 出納 平成21年度資金状況調 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2008年度 富山労災病院 会計 出納 平成20年度資金状況調 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2014年度 富山労災病院 会計 出納 平成26年度給与等支払明細書 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 1 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 出納 平成25年度給与等支払明細書 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 1 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 出納 平成24年度給与等支払明細書 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 2 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 富山労災病院 会計 出納 平成23年度給与等支払明細書 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2010年度 富山労災病院 会計 出納 平成22年度給与等支払明細書 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2009年度 富山労災病院 会計 出納 平成21年度給与等支払明細書 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2008年度 富山労災病院 会計 出納 平成20年度給与等支払明細書 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2014年度 富山労災病院 会計 契約 平成26年度官報掲載用原稿 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 1 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 契約 平成25年度官報掲載用原稿 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 1 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 契約 平成24年度官報掲載用原稿 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 2 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 富山労災病院 会計 契約 平成23年度官報掲載用原稿 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2010年度 富山労災病院 会計 契約 平成22年度官報掲載用原稿 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2009年度 富山労災病院 会計 契約 平成21年度官報掲載用原稿 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2008年度 富山労災病院 会計 契約 平成20年度官報掲載用原稿 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2014年度 富山労災病院 会計 機器等 平成26年度当年度主要医療機器現有調査及び翌年度機器等整備計画調査 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 1 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 機器等 平成25年度当年度主要医療機器現有調査及び翌年度機器等整備計画調査 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 1 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 機器等 平成24年度当年度主要医療機器現有調査及び翌年度機器等整備計画調査 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 2 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 富山労災病院 会計 機器等 平成23年度当年度主要医療機器現有調査及び翌年度機器等整備計画調査 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2010年度 富山労災病院 会計 機器等 平成22年度当年度主要医療機器現有調査及び翌年度機器等整備計画調査 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2009年度 富山労災病院 会計 機器等 平成21年度当年度主要医療機器現有調査及び翌年度機器等整備計画調査 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2008年度 富山労災病院 会計 機器等 平成20年度当年度主要医療機器現有調査及び翌年度機器等整備計画調査 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2014年度 富山労災病院 看護 服務 平成26年度看護師勤務表 富山労災病院看護師長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 富山労災病院看護部 富山労災病院看護師長 廃棄
2013年度 富山労災病院 看護 服務 平成25年度看護師勤務表 富山労災病院看護師長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 富山労災病院看護部 富山労災病院看護師長 廃棄
2012年度 富山労災病院 看護 服務 平成24年度看護師勤務表 富山労災病院看護師長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 富山労災病院看護部 富山労災病院看護師長 廃棄
2011年度 富山労災病院 看護 服務 平成23年度看護師勤務表 富山労災病院看護師長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 富山労災病院看護部 富山労災病院看護師長 廃棄
2010年度 富山労災病院 看護 服務 平成22年度看護師勤務表 富山労災病院看護師長 2011年4月1日 10 2021年3月31日 紙 富山労災病院看護部 富山労災病院看護師長 廃棄
2009年度 富山労災病院 看護 服務 平成21年度看護師勤務表 富山労災病院看護師長 2010年4月1日 10 2020年3月31日 紙 富山労災病院看護部 富山労災病院看護師長 廃棄
2014年度 富山労災病院 看護 病棟等管理 平成26年度外出・外泊申請書 富山労災病院看護師長 2015年4月1日 1 2016年3月31日 紙 富山労災病院看護部 富山労災病院看護師長 廃棄
2013年度 富山労災病院 看護 病棟等管理 平成25年度外出・外泊申請書 富山労災病院看護師長 2014年4月1日 1 2015年3月31日 紙 富山労災病院看護部 富山労災病院看護師長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 医療法承認申請 平成26年度診療用放射線器具及び診療用放射線同位元素の翌年使用予定通知 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 2 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 医療法承認申請 平成25年度診療用放射線器具及び診療用放射線同位元素の翌年使用予定通知 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 2 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 医療法承認申請 平成24年度診療用放射線器具及び診療用放射線同位元素の翌年使用予定通知 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 2 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 郵便等 平成26年度特殊郵便物受払簿 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 郵便等 平成25年度特殊郵便物受払簿 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 郵便等 平成24年度特殊郵便物受払簿 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 郵便等 平成23年度特殊郵便物受払簿 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 総務 郵便等 平成22年度特殊郵便物受払簿 富山労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 総務 郵便等 平成21年度特殊郵便物受払簿 富山労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 郵便等 平成26年度後納郵便料綴り 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 郵便等 平成25年度後納郵便料綴り 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
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2012年度 富山労災病院 総務 郵便等 平成24年度後納郵便料綴り 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 郵便等 平成23年度後納郵便料綴り 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 総務 郵便等 平成22年度後納郵便料綴り 富山労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 総務 郵便等 平成21年度後納郵便料綴り 富山労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 日誌 平成26年度清掃、医局、病棟管理業務日誌 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 日誌 平成25年度清掃、医局、病棟管理業務日誌 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 日誌 平成24年度清掃、医局、病棟管理業務日誌 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 日誌 平成23年度清掃、医局、病棟管理業務日誌 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 人事関係 平成26年度履歴事項の変更 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 2 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 人事関係 平成25年度履歴事項の変更 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 2 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 人事関係 平成24年度履歴事項の変更 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 2 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 総務管理 平成26年度職員住所録、緊急時連絡網 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 2 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 総務管理 平成25年度職員住所録、緊急時連絡網 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 2 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 総務管理 平成24年度職員住所録、緊急時連絡網 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 2 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 総務管理 平成23年度職員住所録、緊急時連絡網 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2014年度 富山労災病院 総務 総務管理 平成26年度病院概況 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 2 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 総務管理 平成25年度病院概況 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 2 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 総務管理 平成24年度病院概況 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 2 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 行事 平成26年度年間行事予定 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 2 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 行事 平成25年度年間行事予定 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 2 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 行事 平成24年度年間行事予定 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 2 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 広報 平成25年度病院案内パンフレット 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 2 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 広報 平成24年度病院案内パンフレット 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 2 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄

2014年度 富山労災病院 総務 広報 平成26年度院内報 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 2 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄

2013年度 富山労災病院 総務 広報 平成25年度院内報 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 2 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄

2012年度 富山労災病院 総務 広報 平成24年度院内報 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 2 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄

2014年度 富山労災病院 総務 監査 平成26年度消防査察実施関連文書 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 2 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 監査 平成25年度消防査察実施関連文書 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 2 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 監査 平成24年度消防査察実施関連文書 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 2 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 監査 平成26年度医療監視実施関連文書 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 2 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 監査 平成25年度医療監視実施関連文書 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 2 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 監査 平成24年度医療監視実施関連文書 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 2 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 医事 医事管理 平成26年度患者数日報 富山労災病院医事課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 医事 医事管理 平成25年度患者数日報 富山労災病院医事課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 医事 医事管理 平成24年度患者数日報 富山労災病院医事課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 医事 医事管理 平成23年度患者数日報 富山労災病院医事課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 医事 医事管理 平成22年度患者数日報 富山労災病院医事課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2014年度 富山労災病院 医事 医事管理 平成26年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院医事課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 医事 医事管理 平成25年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院医事課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 医事 医事管理 平成24年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院医事課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 医事 医事管理 平成23年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院医事課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 医事 医事管理 平成22年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院医事課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 富山労災病院 医事 医事管理 平成21年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2014年度 富山労災病院 医事 診療報酬請求 平成26年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院医事課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 医事 診療報酬請求 平成25年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院医事課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 医事 診療報酬請求 平成24年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院医事課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 医事 診療報酬請求 平成23年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院医事課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 医事 診療報酬請求 平成22年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院医事課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 富山労災病院 医事 診療報酬請求 平成21年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2014年度 富山労災病院 医事 公費申請 平成26年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院医事課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 医事 公費申請 平成25年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院医事課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 医事 公費申請 平成24年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院医事課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 医事 公費申請 平成23年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院医事課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 医事 公費申請 平成22年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院医事課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 富山労災病院 医事 公費申請 平成21年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2014年度 富山労災病院 医事 事業統計資料 平成26年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 医事 事業統計資料 平成25年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 医事 事業統計資料 平成24年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 医事 事業統計資料 平成23年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 医事 事業統計資料 平成22年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 医事 事業統計資料 平成21年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 医事 事業統計資料 平成20年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院医事課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2007年度 富山労災病院 医事 事業統計資料 平成19年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院医事課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2013年度 富山労災病院 医事 医療安全対策 平成25年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院医事課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 医事 医療安全対策 平成24年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院医事課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 医事 医療安全対策 平成23年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院医事課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 医事 医療安全対策 平成22年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院医事課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 富山労災病院 医事 医療安全対策 平成21年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2014年度 富山労災病院 医事 調査報告 平成26年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院医事課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 医事 調査報告 平成25年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院医事課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 医事 調査報告 平成24年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院医事課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 医事 調査報告 平成23年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院医事課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 医事 調査報告 平成22年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院医事課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 富山労災病院 医事 調査報告 平成21年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年

65/99p



文書分類

大分類 中分類 小分類
作成・取得
年度等

起算日
保存媒体
の種別

保存場所
保存期間
満了日

名称 作成・取得者
保存期間
（単位：年） 備考

管理者
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2014年度 富山労災病院 医事 会議等 平成26年度病床管理委員会配付資料、議事録 富山労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 医事 会議等 平成25年度病床管理委員会配付資料、議事録 富山労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 医事 会議等 平成24年度病床管理委員会配付資料、議事録 富山労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 医事 会議等 平成23年度病床管理委員会配付資料、議事録 富山労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 医事 会議等 平成22年度病床管理委員会配付資料、議事録 富山労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 医事 会議等 平成21年度病床管理委員会配付資料、議事録 富山労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 医事 会議等 平成20年度病床管理委員会配付資料、議事録 富山労災病院医事課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2014年度 富山労災病院 医事 会議等 平成26年度診療情報委員会配付資料、議事録 富山労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 医事 会議等 平成25年度診療情報委員会配付資料、議事録 富山労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 医事 会議等 平成24年度診療情報委員会配付資料、議事録 富山労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 医事 会議等 平成23年度診療情報委員会配付資料、議事録 富山労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 医事 会議等 平成22年度診療情報委員会配付資料、議事録 富山労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 医事 会議等 平成21年度診療情報委員会配付資料、議事録 富山労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 医事 会議等 平成20年度診療情報委員会配付資料、議事録 富山労災病院医事課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2014年度 富山労災病院 医事 会議等 平成26年度医事業務委員会配付資料、議事録 富山労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 医事 会議等 平成25年度医事業務委員会配付資料、議事録 富山労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 医事 会議等 平成24年度医事業務委員会配付資料、議事録 富山労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 医事 会議等 平成23年度医事業務委員会配付資料、議事録 富山労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 医事 会議等 平成22年度医事業務委員会配付資料、議事録 富山労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 医事 会議等 平成21年度医事業務委員会配付資料、議事録 富山労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 医事 会議等 平成20年度医事業務委員会配付資料、議事録 富山労災病院医事課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2014年度 富山労災病院 医事 会議等 平成26年度医療情報システム委員会配付資料、議事録 富山労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 医事 会議等 平成25年度医療情報システム委員会配付資料、議事録 富山労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 医事 会議等 平成24年度医療情報システム委員会配付資料、議事録 富山労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 医事 会議等 平成23年度医療情報システム委員会配付資料、議事録 富山労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 医事 会議等 平成22年度医療情報システム委員会配付資料、議事録 富山労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 医事 会議等 平成21年度医療情報システム委員会配付資料、議事録 富山労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 医事 会議等 平成20年度医療情報システム委員会配付資料、議事録 富山労災病院医事課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2014年度 富山労災病院 医事 会議等 平成26年度診療情報提供委員会配付資料、議事録 富山労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 医事 会議等 平成25年度診療情報提供委員会配付資料、議事録 富山労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 医事 会議等 平成24年度診療情報提供委員会配付資料、議事録 富山労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 医事 会議等 平成23年度診療情報提供委員会配付資料、議事録 富山労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 医事 会議等 平成22年度診療情報提供委員会配付資料、議事録 富山労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 医事 会議等 平成21年度診療情報提供委員会配付資料、議事録 富山労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 医事 会議等 平成20年度診療情報提供委員会配付資料、議事録 富山労災病院医事課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2014年度 富山労災病院 医事 会議等 平成26年度健診業務検討委員会配付資料、議事録 富山労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 医事 会議等 平成25年度健診業務検討委員会配付資料、議事録 富山労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 医事 会議等 平成24年度健診業務検討委員会配付資料、議事録 富山労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 医事 会議等 平成23年度健診業務検討委員会配付資料、議事録 富山労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 医事 会議等 平成22年度健診業務検討委員会配付資料、議事録 富山労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 医事 会議等 平成21年度健診業務検討委員会配付資料、議事録 富山労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 医事 会議等 平成20年度健診業務検討委員会配付資料、議事録 富山労災病院医事課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2014年度 富山労災病院 医事 会議等 平成26年度褥瘡対策委員会配付資料、議事録 富山労災病院医事課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 医事 会議等 平成25年度褥瘡対策委員会配付資料、議事録 富山労災病院医事課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 医事 会議等 平成24年度褥瘡対策委員会配付資料、議事録 富山労災病院医事課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 医事 会議等 平成23年度褥瘡対策委員会配付資料、議事録 富山労災病院医事課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 医事 会議等 平成22年度褥瘡対策委員会配付資料、議事録 富山労災病院医事課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 富山労災病院 医事 会議等 平成21年度褥瘡対策委員会配付資料、議事録 富山労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2014年度 富山労災病院 医事 会議等 平成26年度クリニカルパス委員会配付資料、議事録 富山労災病院医事課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 医事 会議等 平成25年度クリニカルパス委員会配付資料、議事録 富山労災病院医事課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 医事 会議等 平成24年度クリニカルパス委員会配付資料、議事録 富山労災病院医事課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 医事 会議等 平成23年度クリニカルパス委員会配付資料、議事録 富山労災病院医事課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 医事 会議等 平成22年度クリニカルパス委員会配付資料、議事録 富山労災病院医事課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 富山労災病院 医事 会議等 平成21年度クリニカルパス委員会配付資料、議事録 富山労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2014年度 富山労災病院 医事 会議等 平成26年度緩和ケアチーム委員会配付資料、議事録 富山労災病院医事課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 医事 会議等 平成25年度緩和ケアチーム委員会配付資料、議事録 富山労災病院医事課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 医事 会議等 平成24年度緩和ケアチーム委員会配付資料、議事録 富山労災病院医事課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 医事 会議等 平成24年度緩和ケアチーム委員会配付資料、議事録 富山労災病院医事課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 医事 会議等 平成23年度緩和ケアチーム委員会配付資料、議事録 富山労災病院医事課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 医事 会議等 平成22年度緩和ケアチーム委員会配付資料、議事録 富山労災病院医事課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 富山労災病院 医事 会議等 平成21年度緩和ケアチーム委員会配付資料、議事録 富山労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2014年度 富山労災病院 医事 会議等 平成26年度救急対策委員会配付資料、議事録 富山労災病院医事課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 医事 会議等 平成25年度救急対策委員会配付資料、議事録 富山労災病院医事課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 医事 会議等 平成24年度救急対策委員会配付資料、議事録 富山労災病院医事課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 医事 会議等 平成23年度救急対策委員会配付資料、議事録 富山労災病院医事課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 医事 会議等 平成22年度救急対策委員会配付資料、議事録 富山労災病院医事課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 富山労災病院 医事 会議等 平成21年度救急対策委員会配付資料、議事録 富山労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2014年度 富山労災病院 医事 広報 平成26年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院医事課長 2015年4月1日 1 2016年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 医事 広報 平成25年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院医事課長 2014年4月1日 1 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 医事 広報 平成24年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院医事課長 2013年4月1日 2 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2011年度 富山労災病院 医事 広報 平成23年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院医事課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2014年度 富山労災病院 医事 広報 平成26年度入院案内 富山労災病院医事課長 2015年4月1日 1 2016年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 医事 広報 平成25年度入院案内 富山労災病院医事課長 2014年4月1日 1 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 栄養管理 日誌 平成26年度食数日(月)計表 富山労災病院栄養管理室長 2015年4月1日 1 2016年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
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2013年度 富山労災病院 栄養管理 日誌 平成25年度食数日(月)計表 富山労災病院栄養管理室長 2014年4月1日 1 2015年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2014年度 富山労災病院 栄養管理 栄養管理 平成26年度検食及び残食調査表 富山労災病院栄養管理室長 2015年4月1日 1 2016年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2013年度 富山労災病院 栄養管理 栄養管理 平成25年度検食及び残食調査表 富山労災病院栄養管理室長 2014年4月1日 1 2015年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2014年度 富山労災病院 栄養管理 栄養指導 平成26年度嗜好調査結果 富山労災病院栄養管理室長 2015年4月1日 1 2016年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2013年度 富山労災病院 栄養管理 栄養指導 平成25年度嗜好調査結果 富山労災病院栄養管理室長 2014年4月1日 1 2015年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2014年度 富山労災病院 栄養管理 服務 平成26年度給食職員勤務割表 富山労災病院栄養管理室長 2015年4月1日 1 2016年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2013年度 富山労災病院 栄養管理 服務 平成25年度給食職員勤務割表 富山労災病院栄養管理室長 2014年4月1日 1 2015年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2014年度 富山労災病院 栄養管理 衛生 平成26年度検便検査結果表 富山労災病院栄養管理室長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2013年度 富山労災病院 栄養管理 衛生 平成25年度検便検査結果表 富山労災病院栄養管理室長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2012年度 富山労災病院 栄養管理 衛生 平成24年度検便検査結果表 富山労災病院栄養管理室長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2011年度 富山労災病院 栄養管理 衛生 平成23年度検便検査結果表 富山労災病院栄養管理室長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2014年度 富山労災病院 栄養管理 伝票等 平成26年度食事箋 富山労災病院栄養管理室長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2013年度 富山労災病院 栄養管理 伝票等 平成25年度食事箋 富山労災病院栄養管理室長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2012年度 富山労災病院 栄養管理 伝票等 平成24年度食事箋 富山労災病院栄養管理室長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2011年度 富山労災病院 栄養管理 伝票等 平成23年度食事箋 富山労災病院栄養管理室長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2014年度 富山労災病院 栄養管理 栄養管理 平成26年度平均栄養量表（栄養出納表) 富山労災病院栄養管理室長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2013年度 富山労災病院 栄養管理 栄養管理 平成25年度平均栄養量表（栄養出納表) 富山労災病院栄養管理室長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2012年度 富山労災病院 栄養管理 栄養管理 平成24年度平均栄養量表（栄養出納表) 富山労災病院栄養管理室長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2011年度 富山労災病院 栄養管理 栄養管理 平成23年度平均栄養量表（栄養出納表) 富山労災病院栄養管理室長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2014年度 富山労災病院 栄養管理 栄養管理 平成26年度普通食(常食)患者年齢構成表及び荷重平均栄養所要量票 富山労災病院栄養管理室長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2013年度 富山労災病院 栄養管理 栄養管理 平成25年度普通食(常食)患者年齢構成表及び荷重平均栄養所要量票 富山労災病院栄養管理室長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2012年度 富山労災病院 栄養管理 栄養管理 平成24年度普通食(常食)患者年齢構成表及び荷重平均栄養所要量票 富山労災病院栄養管理室長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2011年度 富山労災病院 栄養管理 栄養管理 平成23年度普通食(常食)患者年齢構成表及び荷重平均栄養所要量票 富山労災病院栄養管理室長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2010年度 富山労災病院 栄養管理 栄養管理 平成22年度普通食(常食)患者年齢構成表及び荷重平均栄養所要量票 富山労災病院栄養管理室長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2009年度 富山労災病院 栄養管理 栄養管理 平成21年度普通食(常食)患者年齢構成表及び荷重平均栄養所要量票 富山労災病院栄養管理室長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2014年度 富山労災病院 栄養管理 栄養管理 平成26年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院栄養管理室長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2013年度 富山労災病院 栄養管理 栄養管理 平成25年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院栄養管理室長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2012年度 富山労災病院 栄養管理 栄養管理 平成24年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院栄養管理室長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2011年度 富山労災病院 栄養管理 栄養管理 平成23年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院栄養管理室長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2014年度 富山労災病院 栄養管理 栄養指導 平成26年度栄養指導(指示実施)録 富山労災病院栄養管理室長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2013年度 富山労災病院 栄養管理 栄養指導 平成25年度栄養指導(指示実施)録 富山労災病院栄養管理室長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2012年度 富山労災病院 栄養管理 栄養指導 平成24年度栄養指導(指示実施)録 富山労災病院栄養管理室長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2011年度 富山労災病院 栄養管理 栄養指導 平成23年度栄養指導(指示実施)録 富山労災病院栄養管理室長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2010年度 富山労災病院 栄養管理 栄養指導 平成22年度栄養指導(指示実施)録 富山労災病院栄養管理室長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 富山労災病院 栄養管理 栄養指導 平成21年度栄養指導(指示実施)録 富山労災病院栄養管理室長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2014年度 富山労災病院 栄養管理 栄養指導 平成26年度指導件数集計表 富山労災病院栄養管理室長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2013年度 富山労災病院 栄養管理 栄養指導 平成25年度指導件数集計表 富山労災病院栄養管理室長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2012年度 富山労災病院 栄養管理 栄養指導 平成24年度指導件数集計表 富山労災病院栄養管理室長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2011年度 富山労災病院 栄養管理 栄養指導 平成23年度指導件数集計表 富山労災病院栄養管理室長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2014年度 富山労災病院 栄養管理 衛生 平成26年度調理機器等拭き取り検査結果票 富山労災病院栄養管理室長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2013年度 富山労災病院 栄養管理 衛生 平成25年度調理機器等拭き取り検査結果票 富山労災病院栄養管理室長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2012年度 富山労災病院 栄養管理 衛生 平成24年度調理機器等拭き取り検査結果票 富山労災病院栄養管理室長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2011年度 富山労災病院 栄養管理 衛生 平成23年度調理機器等拭き取り検査結果票 富山労災病院栄養管理室長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2014年度 富山労災病院 栄養管理 衛生 平成26年度大量調理施設衛生管理マニュアル自主管理点検 富山労災病院栄養管理室長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2013年度 富山労災病院 栄養管理 衛生 平成25年度大量調理施設衛生管理マニュアル自主管理点検 富山労災病院栄養管理室長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2012年度 富山労災病院 栄養管理 衛生 平成24年度大量調理施設衛生管理マニュアル自主管理点検 富山労災病院栄養管理室長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2011年度 富山労災病院 栄養管理 衛生 平成23年度大量調理施設衛生管理マニュアル自主管理点検 富山労災病院栄養管理室長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2014年度 富山労災病院 栄養管理 栄養管理 平成26年度一般食及び特別食献立表 富山労災病院栄養管理室長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2013年度 富山労災病院 栄養管理 栄養管理 平成25年度一般食及び特別食献立表 富山労災病院栄養管理室長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2012年度 富山労災病院 栄養管理 栄養管理 平成24年度一般食及び特別食献立表 富山労災病院栄養管理室長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2011年度 富山労災病院 栄養管理 栄養管理 平成23年度一般食及び特別食献立表 富山労災病院栄養管理室長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2010年度 富山労災病院 栄養管理 栄養管理 平成22年度一般食及び特別食献立表 富山労災病院栄養管理室長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2009年度 富山労災病院 栄養管理 栄養管理 平成21年度一般食及び特別食献立表 富山労災病院栄養管理室長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2014年度 富山労災病院 会計 決算 平成26年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 決算 平成25年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 決算 平成24年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 決算 平成23年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 決算 平成22年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 富山労災病院 会計 決算 平成21年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2008年度 富山労災病院 会計 決算 平成20年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2007年度 富山労災病院 会計 決算 平成19年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2006年度 富山労災病院 会計 決算 平成18年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2013年度 富山労災病院 会計 出納 平成25年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 出納 平成24年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 出納 平成23年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 出納 平成22年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 富山労災病院 会計 出納 平成21年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2008年度 富山労災病院 会計 出納 平成20年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2007年度 富山労災病院 会計 出納 平成19年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2006年度 富山労災病院 会計 出納 平成18年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2013年度 富山労災病院 会計 契約 平成25年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 契約 平成24年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 契約 平成23年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 契約 平成22年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
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2009年度 富山労災病院 会計 契約 平成21年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2008年度 富山労災病院 会計 契約 平成20年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2007年度 富山労災病院 会計 契約 平成19年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2006年度 富山労災病院 会計 契約 平成18年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2013年度 富山労災病院 会計 前渡資金 平成25年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 前渡資金 平成24年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 前渡資金 平成23年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 前渡資金 平成22年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 富山労災病院 会計 前渡資金 平成21年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2008年度 富山労災病院 会計 前渡資金 平成20年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2007年度 富山労災病院 会計 前渡資金 平成19年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2006年度 富山労災病院 会計 前渡資金 平成18年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2014年度 富山労災病院 会計 治験 平成26年度(治験薬等名)に係る会計管理 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 治験 平成25年度(治験薬等名)に係る会計管理 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 治験 平成24年度(治験薬等名)に係る会計管理 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 治験 平成23年度(治験薬等名)に係る会計管理 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 治験 平成22年度(治験薬等名)に係る会計管理 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 富山労災病院 会計 治験 平成21年度(治験薬等名)に係る会計管理 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2008年度 富山労災病院 会計 治験 平成20年度(治験薬等名)に係る会計管理 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2007年度 富山労災病院 会計 治験 平成19年度(治験薬等名)に係る会計管理 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2006年度 富山労災病院 会計 治験 平成18年度(治験薬等名)に係る会計管理 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2014年度 富山労災病院 会計 治験 平成26年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 治験 平成25年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 治験 平成24年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 治験 平成23年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 治験 平成22年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 富山労災病院 会計 治験 平成21年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2008年度 富山労災病院 会計 治験 平成20年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2007年度 富山労災病院 会計 治験 平成19年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2006年度 富山労災病院 会計 治験 平成18年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2013年度 富山労災病院 会計 機器等 平成25年度機器整備計画書 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 機器等 平成24年度機器整備計画書 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 機器等 平成23年度機器整備計画書 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 機器等 平成23年度機器整備計画書 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 富山労災病院 会計 機器等 平成22年度機器整備計画書 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2008年度 富山労災病院 会計 機器等 平成20年度機器整備計画書 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2007年度 富山労災病院 会計 機器等 平成19年度機器整備計画書 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2006年度 富山労災病院 会計 機器等 平成18年度機器整備計画書 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2014年度 富山労災病院 会計 機器等 平成26年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 機器等 平成25年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 機器等 平成24年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 機器等 平成23年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 機器等 平成22年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 富山労災病院 会計 機器等 平成21年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2008年度 富山労災病院 会計 機器等 平成20年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2007年度 富山労災病院 会計 機器等 平成19年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2006年度 富山労災病院 会計 機器等 平成18年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2014年度 富山労災病院 会計 不動産管理一般 平成26年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 不動産管理一般 平成25年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 不動産管理一般 平成24年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 不動産管理一般 平成23年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 不動産管理一般 平成22年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 富山労災病院 会計 不動産管理一般 平成21年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2008年度 富山労災病院 会計 不動産管理一般 平成20年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2007年度 富山労災病院 会計 不動産管理一般 平成19年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2006年度 富山労災病院 会計 不動産管理一般 平成18年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2014年度 富山労災病院 会計 保守点検 平成26年度保守点検報告(医療関係) 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 保守点検 平成25年度保守点検報告(医療関係) 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 保守点検 平成24年度保守点検報告(医療関係) 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 保守点検 平成23年度保守点検報告(医療関係) 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 保守点検 平成22年度保守点検報告(医療関係) 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 富山労災病院 会計 保守点検 平成21年度保守点検報告(医療関係) 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2008年度 富山労災病院 会計 保守点検 平成20年度保守点検報告(医療関係) 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2007年度 富山労災病院 会計 保守点検 平成19年度保守点検報告(医療関係) 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2006年度 富山労災病院 会計 保守点検 平成18年度保守点検報告(医療関係) 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2014年度 富山労災病院 会計 保守点検 平成26年度保守点検報告(設備関係) 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 保守点検 平成25年度保守点検報告(設備関係) 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 保守点検 平成24年度保守点検報告(設備関係) 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 保守点検 平成23年度保守点検報告(設備関係) 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 保守点検 平成22年度保守点検報告(設備関係) 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 富山労災病院 会計 保守点検 平成21年度保守点検報告(設備関係) 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2008年度 富山労災病院 会計 保守点検 平成20年度保守点検報告(設備関係) 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2007年度 富山労災病院 会計 保守点検 平成19年度保守点検報告(設備関係) 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2006年度 富山労災病院 会計 保守点検 平成18年度保守点検報告(設備関係) 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
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2014年度 富山労災病院 会計 管理換 平成26年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 管理換 平成25年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 管理換 平成24年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 管理換 平成23年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 管理換 平成22年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 富山労災病院 会計 管理換 平成21年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2008年度 富山労災病院 会計 管理換 平成20年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2007年度 富山労災病院 会計 管理換 平成19年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2006年度 富山労災病院 会計 管理換 平成18年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2014年度 富山労災病院 会計 会計検査 平成26年度会計実地検査実施関連文書 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 会計検査 平成25年度会計実地検査実施関連文書 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 会計検査 平成24年度会計実地検査実施関連文書 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 会計検査 平成23年度会計実地検査実施関連文書 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 会計検査 平成22年度会計実地検査実施関連文書 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 富山労災病院 会計 会計検査 平成21年度会計実地検査実施関連文書 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2008年度 富山労災病院 会計 会計検査 平成20年度会計実地検査実施関連文書 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2007年度 富山労災病院 会計 会計検査 平成19年度会計実地検査実施関連文書 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2006年度 富山労災病院 会計 会計検査 平成18年度会計実地検査実施関連文書 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2014年度 富山労災病院 会計 営繕計画 平成26年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 営繕計画 平成25年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 営繕計画 平成24年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 営繕計画 平成23年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 営繕計画 平成22年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 富山労災病院 会計 営繕計画 平成21年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2008年度 富山労災病院 会計 営繕計画 平成20年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2007年度 富山労災病院 会計 営繕計画 平成19年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2006年度 富山労災病院 会計 営繕計画 平成18年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2014年度 富山労災病院 会計 建築工事 平成26年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 建築工事 平成25年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 建築工事 平成24年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 建築工事 平成23年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 建築工事 平成22年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 富山労災病院 会計 建築工事 平成21年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2008年度 富山労災病院 会計 建築工事 平成20年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2007年度 富山労災病院 会計 建築工事 平成19年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2006年度 富山労災病院 会計 建築工事 平成18年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2014年度 富山労災病院 会計 物品管理一般 平成26年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 物品管理一般 平成25年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 物品管理一般 平成24年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 物品管理一般 平成23年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 物品管理一般 平成22年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 富山労災病院 会計 物品管理一般 平成21年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2008年度 富山労災病院 会計 物品管理一般 平成20年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2007年度 富山労災病院 会計 物品管理一般 平成19年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2006年度 富山労災病院 会計 物品管理一般 平成18年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2014年度 富山労災病院 会計 物品不用 平成26年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 物品不用 平成25年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 物品不用 平成24年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 物品不用 平成23年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 物品不用 平成22年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 富山労災病院 会計 物品不用 平成21年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2008年度 富山労災病院 会計 物品不用 平成20年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2007年度 富山労災病院 会計 物品不用 平成19年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2006年度 富山労災病院 会計 物品不用 平成18年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2014年度 富山労災病院 会計 会議等 平成26年度医療ガス安全管理委員会配付資料、議事録 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 会議等 平成25年度医療ガス安全管理委員会配付資料、議事録 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 会議等 平成24年度医療ガス安全管理委員会配付資料、議事録 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 会議等 平成23年度医療ガス安全管理委員会配付資料、議事録 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 会議等 平成22年度医療ガス安全管理委員会配付資料、議事録 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 富山労災病院 会計 会議等 平成21年度医療ガス安全管理委員会配付資料、議事録 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2008年度 富山労災病院 会計 会議等 平成20年度医療ガス安全管理委員会配付資料、議事録 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2007年度 富山労災病院 会計 会議等 平成19年度医療ガス安全管理委員会配付資料、議事録 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2006年度 富山労災病院 会計 会議等 平成18年度医療ガス安全管理委員会配付資料、議事録 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2014年度 富山労災病院 会計 会議等 平成26年度熱管理委員会・委員会名配付資料、議事録 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 会議等 平成25年度熱管理委員会・委員会名配付資料、議事録 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 会議等 平成24年度熱管理委員会・委員会名配付資料、議事録 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 会議等 平成23年度熱管理委員会・委員会名配付資料、議事録 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 会議等 平成22年度熱管理委員会・委員会名配付資料、議事録 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 富山労災病院 会計 会議等 平成21年度熱管理委員会・委員会名配付資料、議事録 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2008年度 富山労災病院 会計 会議等 平成20年度熱管理委員会・委員会名配付資料、議事録 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2007年度 富山労災病院 会計 会議等 平成19年度熱管理委員会・委員会名配付資料、議事録 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2006年度 富山労災病院 会計 会議等 平成18年度熱管理委員会・委員会名配付資料、議事録 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2014年度 富山労災病院 会計 会議等 平成26年度診療材料等委員会配付資料、議事録 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 会議等 平成25年度診療材料等委員会配付資料、議事録 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄

69/99p



文書分類

大分類 中分類 小分類
作成・取得
年度等

起算日
保存媒体
の種別

保存場所
保存期間
満了日

名称 作成・取得者
保存期間
（単位：年） 備考

管理者
保存期間
満了後の

措置

2012年度 富山労災病院 会計 会議等 平成24年度診療材料等委員会配付資料、議事録 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 会議等 平成23年度診療材料等委員会配付資料、議事録 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 会議等 平成22年度診療材料等委員会配付資料、議事録 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 富山労災病院 会計 会議等 平成21年度診療材料等委員会配付資料、議事録 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2008年度 富山労災病院 会計 会議等 平成20年度診療材料等委員会配付資料、議事録 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2007年度 富山労災病院 会計 会議等 平成19年度診療材料等委員会配付資料、議事録 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2006年度 富山労災病院 会計 会議等 平成18年度診療材料等委員会配付資料、議事録 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2014年度 富山労災病院 会計 本部その他通知等 平成26年度小分類に該当しない文書 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 本部その他通知等 平成25年度小分類に該当しない文書 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 本部その他通知等 平成24年度小分類に該当しない文書 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 本部その他通知等 平成23年度小分類に該当しない文書 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 本部その他通知等 平成22年度小分類に該当しない文書 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2009年度 富山労災病院 会計 本部その他通知等 平成21年度小分類に該当しない文書 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2008年度 富山労災病院 会計 本部その他通知等 平成20年度小分類に該当しない文書 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2007年度 富山労災病院 会計 本部その他通知等 平成19年度小分類に該当しない文書 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2006年度 富山労災病院 会計 本部その他通知等 平成18年度小分類に該当しない文書 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2014年度 富山労災病院 看護 病棟等管理 平成26年度家族付き添い許可願 富山労災病院看護師長 2015年4月1日 1 2016年3月31日 紙 富山労災病院看護部 富山労災病院看護師長 廃棄
2013年度 富山労災病院 看護 病棟等管理 平成25年度家族付き添い許可願 富山労災病院看護師長 2014年4月1日 1 2015年3月31日 紙 富山労災病院看護部 富山労災病院看護師長 廃棄
2014年度 富山労災病院 看護 看護教育 平成26年度院内教育資料 富山労災病院看護師長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院看護部 富山労災病院看護師長 廃棄
2013年度 富山労災病院 看護 看護教育 平成25年度院内教育資料 富山労災病院看護師長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院看護部 富山労災病院看護師長 廃棄
2012年度 富山労災病院 看護 看護教育 平成24年度院内教育資料 富山労災病院看護師長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院看護部 富山労災病院看護師長 廃棄
2011年度 富山労災病院 看護 看護教育 平成23年度院内教育資料 富山労災病院看護師長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院看護部 富山労災病院看護師長 廃棄
2014年度 富山労災病院 看護 調査報告 平成26年度看護管理日誌・病棟管理日誌 富山労災病院看護師長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院看護部 富山労災病院看護師長 廃棄
2013年度 富山労災病院 看護 調査報告 平成25年度看護管理日誌・病棟管理日誌 富山労災病院看護師長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院看護部 富山労災病院看護師長 廃棄
2012年度 富山労災病院 看護 調査報告 平成24年度看護管理日誌・病棟管理日誌 富山労災病院看護師長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院看護部 富山労災病院看護師長 廃棄
2011年度 富山労災病院 看護 調査報告 平成23年度看護管理日誌・病棟管理日誌 富山労災病院看護師長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院看護部 富山労災病院看護師長 廃棄
2014年度 富山労災病院 看護 病棟等管理 平成26年度看護部業務概要 富山労災病院看護師長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院看護部 富山労災病院看護師長 廃棄
2013年度 富山労災病院 看護 病棟等管理 平成25年度看護部業務概要 富山労災病院看護師長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院看護部 富山労災病院看護師長 廃棄
2012年度 富山労災病院 看護 病棟等管理 平成24年度看護部業務概要 富山労災病院看護師長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院看護部 富山労災病院看護師長 廃棄
2011年度 富山労災病院 看護 病棟等管理 平成23年度看護部業務概要 富山労災病院看護師長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院看護部 富山労災病院看護師長 廃棄
2010年度 富山労災病院 看護 病棟等管理 平成22年度看護部業務概要 富山労災病院看護師長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院看護部 富山労災病院看護師長 廃棄
2009年度 富山労災病院 看護 病棟等管理 平成21年度看護部業務概要 富山労災病院看護師長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院看護部 富山労災病院看護師長 廃棄
2014年度 富山労災病院 看護 会議等 平成26年度看護師長会議議事録 富山労災病院看護師長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院看護部 富山労災病院看護師長 廃棄
2013年度 富山労災病院 看護 会議等 平成25年度看護師長会議議事録 富山労災病院看護師長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院看護部 富山労災病院看護師長 廃棄
2012年度 富山労災病院 看護 会議等 平成24年度看護師長会議議事録 富山労災病院看護師長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院看護部 富山労災病院看護師長 廃棄
2011年度 富山労災病院 看護 会議等 平成23年度看護師長会議議事録 富山労災病院看護師長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院看護部 富山労災病院看護師長 廃棄
2010年度 富山労災病院 看護 会議等 平成22年度看護師長会議議事録 富山労災病院看護師長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院看護部 富山労災病院看護師長 廃棄
2009年度 富山労災病院 看護 会議等 平成21年度看護師長会議議事録 富山労災病院看護師長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院看護部 富山労災病院看護師長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 例規等 平成26年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 例規等 平成25年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 例規等 平成24年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 医療法承認申請 平成26年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 医療法承認申請 平成25年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 医療法承認申請 平成24年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 医療法承認申請 平成23年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 放射線障害防止法承認申請 平成26年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 放射線障害防止法承認申請 平成25年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 放射線障害防止法承認申請 平成24年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 放射線障害防止法承認申請 平成23年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 文書管理 平成26年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 文書管理 平成25年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 文書管理 平成24年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 文書管理 平成23年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 日誌 平成26年度病院管理、当直等日誌 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 日誌 平成25年度病院管理、当直等日誌 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 日誌 平成24年度病院管理、当直等日誌 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 日誌 平成23年度病院管理、当直等日誌 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 人事関係 平成26年度身上調査書 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 人事関係 平成25年度身上調査書 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 人事関係 平成24年度身上調査書 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 人事関係 平成23年度身上調査書 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 人事関係 平成26年度内申書 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 人事関係 平成25年度内申書 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 人事関係 平成24年度内申書 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 人事関係 平成23年度内申書 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 人事関係 平成26年度兼職内申・報告 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 人事関係 平成25年度兼職内申・報告 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 人事関係 平成24年度兼職内申・報告 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 人事関係 平成23年度兼職内申・報告 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 人事関係 平成26年度昇給昇格内申書 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 人事関係 平成25年度昇給昇格内申書 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 人事関係 平成24年度昇給昇格内申書 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 人事関係 平成23年度昇給昇格内申書 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 人事関係 平成26年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
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2013年度 富山労災病院 総務 人事関係 平成25年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 人事関係 平成24年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 人事関係 平成23年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 給与 平成26年度差額明細台帳・期末勤勉手当支給台帳 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 給与 平成25年度差額明細台帳・期末勤勉手当支給台帳 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 給与 平成24年度差額明細台帳・期末勤勉手当支給台帳 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 給与 平成23年度差額明細台帳・期末勤勉手当支給台帳 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 総務 給与 平成22年度差額明細台帳・期末勤勉手当支給台帳 富山労災病院総務課長 2011年4月1日 10 2021年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 総務 給与 平成21年度差額明細台帳・期末勤勉手当支給台帳 富山労災病院総務課長 2010年4月1日 10 2020年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 総務 給与 平成20年度差額明細台帳・期末勤勉手当支給台帳 富山労災病院総務課長 2009年4月1日 10 2019年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 給与 平成26年度給与支給台帳・給与台帳 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 給与 平成25年度給与支給台帳・給与台帳 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 給与 平成24年度給与支給台帳・給与台帳 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 給与 平成23年度給与支給台帳・給与台帳 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 総務 給与 平成22年度給与支給台帳・給与台帳 富山労災病院総務課長 2011年4月1日 10 2021年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 総務 給与 平成21年度給与支給台帳・給与台帳 富山労災病院総務課長 2010年4月1日 10 2020年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 総務 給与 平成20年度給与支給台帳・給与台帳 富山労災病院総務課長 2009年4月1日 10 2019年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 給与 平成26年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 給与 平成25年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 給与 平成24年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 給与 平成23年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 手当 平成26年度扶養親族届 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 手当 平成25年度扶養親族届 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 手当 平成24年度扶養親族届 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 手当 平成23年度扶養親族届 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 総務 手当 平成22年度扶養親族届 富山労災病院総務課長 2011年4月1日 10 2021年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 総務 手当 平成21年度扶養親族届 富山労災病院総務課長 2010年4月1日 10 2020年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 総務 手当 平成20年度扶養親族届 富山労災病院総務課長 2009年4月1日 10 2019年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 手当 平成26年度住居届 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 手当 平成25年度住居届 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 手当 平成24年度住居届 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 手当 平成23年度住居届 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 総務 手当 平成22年度住居届 富山労災病院総務課長 2011年4月1日 10 2021年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 総務 手当 平成21年度住居届 富山労災病院総務課長 2010年4月1日 10 2020年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 総務 手当 平成20年度住居届 富山労災病院総務課長 2009年4月1日 10 2019年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 手当 平成26年度通勤届、通勤手当認定簿 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 手当 平成25年度通勤届、通勤手当認定簿 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 手当 平成24年度通勤届、通勤手当認定簿 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 手当 平成23年度通勤届、通勤手当認定簿 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 総務 手当 平成22年度通勤届、通勤手当認定簿 富山労災病院総務課長 2011年4月1日 10 2021年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 総務 手当 平成21年度通勤届、通勤手当認定簿 富山労災病院総務課長 2010年4月1日 10 2020年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 総務 手当 平成20年度通勤届、通勤手当認定簿 富山労災病院総務課長 2009年4月1日 10 2019年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 手当 平成26年度単身赴任届、単身赴任手当認定簿 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 手当 平成25年度単身赴任届、単身赴任手当認定簿 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 手当 平成24年度単身赴任届、単身赴任手当認定簿 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 手当 平成23年度単身赴任届、単身赴任手当認定簿 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 総務 手当 平成22年度単身赴任届、単身赴任手当認定簿 富山労災病院総務課長 2011年4月1日 10 2021年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 総務 手当 平成21年度単身赴任届、単身赴任手当認定簿 富山労災病院総務課長 2010年4月1日 10 2020年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 総務 手当 平成20年度単身赴任届、単身赴任手当認定簿 富山労災病院総務課長 2009年4月1日 10 2019年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 手当 平成26年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 手当 平成25年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 手当 平成24年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 手当 平成23年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 年末調整等 平成26年度保険料控除申告書 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 7 2022年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 年末調整等 平成25年度保険料控除申告書 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 7 2021年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 年末調整等 平成24年度保険料控除申告書 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 7 2020年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 年末調整等 平成23年度保険料控除申告書 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 7 2019年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 総務 年末調整等 平成22年度保険料控除申告書 富山労災病院総務課長 2011年4月1日 7 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 総務 年末調整等 平成21年度保険料控除申告書 富山労災病院総務課長 2010年4月1日 7 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 総務 年末調整等 平成20年度保険料控除申告書 富山労災病院総務課長 2009年4月1日 7 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 年末調整等 平成26年度保険料(配特)控除申告書 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 7 2022年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 年末調整等 平成25年度保険料(配特)控除申告書 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 7 2021年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 年末調整等 平成24年度保険料(配特)控除申告書 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 7 2020年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 年末調整等 平成23年度保険料(配特)控除申告書 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 7 2019年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 総務 年末調整等 平成22年度保険料(配特)控除申告書 富山労災病院総務課長 2011年4月1日 7 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 総務 年末調整等 平成21年度保険料(配特)控除申告書 富山労災病院総務課長 2010年4月1日 7 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 総務 年末調整等 平成20年度保険料(配特)控除申告書 富山労災病院総務課長 2009年4月1日 7 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 年末調整等 平成26年度扶養・住宅控除申告書 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 7 2022年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 年末調整等 平成25年度扶養・住宅控除申告書 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 7 2021年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 年末調整等 平成24年度扶養・住宅控除申告書 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 7 2020年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 年末調整等 平成23年度扶養・住宅控除申告書 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 7 2019年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 総務 年末調整等 平成22年度扶養・住宅控除申告書 富山労災病院総務課長 2011年4月1日 7 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 総務 年末調整等 平成21年度扶養・住宅控除申告書 富山労災病院総務課長 2010年4月1日 7 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 総務 年末調整等 平成20年度扶養・住宅控除申告書 富山労災病院総務課長 2009年4月1日 7 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
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2014年度 富山労災病院 総務 年末調整等 平成26年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 年末調整等 平成25年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 年末調整等 平成24年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 年末調整等 平成23年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 財形貯蓄 平成26年度財形貯蓄整理簿 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 財形貯蓄 平成25年度財形貯蓄整理簿 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 財形貯蓄 平成24年度財形貯蓄整理簿 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 財形貯蓄 平成23年度財形貯蓄整理簿 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 総務 財形貯蓄 平成22年度財形貯蓄整理簿 富山労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 総務 財形貯蓄 平成21年度財形貯蓄整理簿 富山労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 財形貯蓄 平成26年度財形貯蓄記録簿 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 財形貯蓄 平成25年度財形貯蓄記録簿 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 財形貯蓄 平成24年度財形貯蓄記録簿 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 財形貯蓄 平成23年度財形貯蓄記録簿 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 総務 財形貯蓄 平成22年度財形貯蓄記録簿 富山労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 総務 財形貯蓄 平成21年度財形貯蓄記録簿 富山労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 財形貯蓄 平成26年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 財形貯蓄 平成25年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 財形貯蓄 平成24年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 財形貯蓄 平成23年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 服務 平成26年度出勤簿 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 服務 平成25年度出勤簿 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 服務 平成24年度出勤簿 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 服務 平成23年度出勤簿 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 服務 平成26年度公用外出伺(簿) 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 服務 平成25年度公用外出伺(簿) 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 服務 平成24年度公用外出伺(簿) 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 服務 平成23年度公用外出伺(簿) 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 服務 平成26年度時間外命令簿 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 服務 平成25年度時間外命令簿 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 服務 平成24年度時間外命令簿 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 服務 平成23年度時間外命令簿 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 総務 服務 平成22年度時間外命令簿 富山労災病院総務課長 2011年4月1日 10 2021年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 総務 服務 平成21年度時間外命令簿 富山労災病院総務課長 2010年4月1日 10 2020年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 総務 服務 平成20年度時間外命令簿 富山労災病院総務課長 2009年4月1日 10 2019年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 服務 平成26年度旅行命令簿 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 服務 平成25年度旅行命令簿 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 服務 平成24年度旅行命令簿 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 服務 平成23年度旅行命令簿 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 服務 平成26年度出張報告書 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 服務 平成25年度出張報告書 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 服務 平成24年度出張報告書 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 服務 平成23年度出張報告書 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄

2014年度 富山労災病院 総務 服務 平成26年度旅費請求書 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄

2013年度 富山労災病院 総務 服務 平成25年度旅費請求書 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄

2012年度 富山労災病院 総務 服務 平成24年度旅費請求書 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄

2011年度 富山労災病院 総務 服務 平成23年度旅費請求書 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 服務 平成26年度緊急呼出し実績等、緊急呼出し交通費支給内訳書 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 服務 平成25年度緊急呼出し実績等、緊急呼出し交通費支給内訳書 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 服務 平成24年度緊急呼出し実績等、緊急呼出し交通費支給内訳書 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 服務 平成23年度緊急呼出し実績等、緊急呼出し交通費支給内訳書 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 服務 平成26年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 服務 平成25年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 服務 平成24年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 服務 平成23年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 健康保険 平成26年度(福利厚生事業名)配布資料・議事録・開催通知 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 健康保険 平成25年度(福利厚生事業名)配布資料・議事録・開催通知 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 健康保険 平成24年度(福利厚生事業名)配布資料・議事録・開催通知 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 健康保険 平成23年度(福利厚生事業名)配布資料・議事録・開催通知 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 総務 健康保険 平成22年度(福利厚生事業名)配布資料・議事録・開催通知 富山労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 総務 健康保険 平成21年度(福利厚生事業名)配布資料・議事録・開催通知 富山労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 福利厚生 平成26年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 福利厚生 平成25年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 福利厚生 平成24年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 福利厚生 平成23年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 厚生年金 平成26年度被保険者転入・転出届整理簿 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 厚生年金 平成25年度被保険者転入・転出届整理簿 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 厚生年金 平成24年度被保険者転入・転出届整理簿 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 厚生年金 平成23年度被保険者転入・転出届整理簿 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 厚生年金 平成26年度退職・死亡届整理簿 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 厚生年金 平成25年度退職・死亡届整理簿 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 厚生年金 平成24年度退職・死亡届整理簿 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 厚生年金 平成23年度退職・死亡届整理簿 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 厚生年金 平成26年度標準報酬等決定・変更届 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
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2013年度 富山労災病院 総務 厚生年金 平成25年度標準報酬等決定・変更届 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 厚生年金 平成24年度標準報酬等決定・変更届 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 厚生年金 平成23年度標準報酬等決定・変更届 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 厚生年金 平成26年度標準報酬等決定・変更通知 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 厚生年金 平成25年度標準報酬等決定・変更通知 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 厚生年金 平成24年度標準報酬等決定・変更通知 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 厚生年金 平成23年度標準報酬等決定・変更通知 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 厚生年金 平成26年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 厚生年金 平成25年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 厚生年金 平成24年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 厚生年金 平成23年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 健康保険 平成26年度組合員証受払簿 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 健康保険 平成25年度組合員証受払簿 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 健康保険 平成24年度組合員証受払簿 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 健康保険 平成23年度組合員証受払簿 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 健康保険 平成26年度被保険者名簿 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 健康保険 平成25年度被保険者名簿 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 健康保険 平成24年度被保険者名簿 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 健康保険 平成23年度被保険者名簿 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 健康保険 平成26年度被保険者転入・転出届整理簿 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 健康保険 平成25年度被保険者転入・転出届整理簿 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 健康保険 平成24年度被保険者転入・転出届整理簿 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 健康保険 平成23年度被保険者転入・転出届整理簿 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 健康保険 平成26年度被保険者退職・死亡届整理簿 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 健康保険 平成25年度被保険者退職・死亡届整理簿 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 健康保険 平成24年度被保険者退職・死亡届整理簿 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 健康保険 平成23年度被保険者退職・死亡届整理簿 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 健康保険 平成26年度標準報酬等決定・変更届 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 健康保険 平成25年度標準報酬等決定・変更届 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 健康保険 平成24年度標準報酬等決定・変更届 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 健康保険 平成23年度標準報酬等決定・変更届 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 健康保険 平成26年度標準報酬等決定・変更通知 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 健康保険 平成25年度標準報酬等決定・変更通知 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 健康保険 平成24年度標準報酬等決定・変更通知 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 健康保険 平成23年度標準報酬等決定・変更通知 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 健康保険 平成26年度各種法定給付・附加給付請求書 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 健康保険 平成25年度各種法定給付・附加給付請求書 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 健康保険 平成24年度各種法定給付・附加給付請求書 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 健康保険 平成23年度各種法定給付・附加給付請求書 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 健康保険 平成26年度事業報告書 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 健康保険 平成25年度事業報告書 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 健康保険 平成24年度事業報告書 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 健康保険 平成23年度事業報告書 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 健康保険 平成26年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 健康保険 平成25年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 健康保険 平成24年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 健康保険 平成23年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 その他保険 平成26年度労働保険 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 その他保険 平成25年度労働保険 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 その他保険 平成24年度労働保険 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 その他保険 平成23年度労働保険 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 その他保険 平成26年度雇用保険 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 その他保険 平成25年度雇用保険 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 その他保険 平成24年度雇用保険 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 その他保険 平成23年度雇用保険 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 衛生 平成26年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 衛生 平成25年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 衛生 平成24年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 衛生 平成23年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 防災 平成26年度災害時訓練 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 防災 平成25年度災害時訓練 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 防災 平成24年度災害時訓練 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 防災 平成23年度災害時訓練 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 防災 平成26年度防災週間・防災訓練 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 防災 平成25年度防災週間・防災訓練 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 防災 平成24年度防災週間・防災訓練 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 防災 平成23年度防災週間・防災訓練 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 防災 平成26年度消防署本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 防災 平成25年度消防署本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 防災 平成24年度消防署本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 防災 平成23年度消防署本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 総務管理 平成26年度職員就業規則届出 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 総務管理 平成25年度職員就業規則届出 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 総務管理 平成24年度職員就業規則届出 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
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2011年度 富山労災病院 総務 総務管理 平成23年度職員就業規則届出 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 総務管理 平成26年度労働基準法24条協定書及び届出 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 総務管理 平成25年度労働基準法24条協定書及び届出 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 総務管理 平成24年度労働基準法24条協定書及び届出 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 総務管理 平成23年度労働基準法24条協定書及び届出 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 総務管理 平成24年度労働基準法36条協定書及び届出 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 総務管理 平成23年度労働基準法36条協定書及び届出 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 総務 総務管理 平成22年度労働基準法36条協定書及び届出 富山労災病院総務課長 2011年4月1日 4 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2014年度 富山労災病院 総務 総務管理 平成26年度労働組合との協定書(施設) 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 総務管理 平成25年度労働組合との協定書(施設) 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 総務管理 平成24年度労働組合との協定書(施設) 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 総務管理 平成23年度労働組合との協定書(施設) 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 総務 総務管理 平成22年度労働組合との協定書(施設) 富山労災病院総務課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 総務 総務管理 平成21年度労働組合との協定書(施設) 富山労災病院総務課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 総務 総務管理 平成20年度労働組合との協定書(施設) 富山労災病院総務課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 総務管理 平成26年度被服等貸与簿 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 総務管理 平成25年度被服等貸与簿 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 総務管理 平成24年度被服等貸与簿 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 総務管理 平成23年度被服等貸与簿 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 総務管理 平成26年度職場懇談会 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 総務管理 平成25年度職場懇談会 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 総務管理 平成24年度職場懇談会 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 総務管理 平成23年度職場懇談会 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 総務 総務管理 平成22年度職場懇談会 富山労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 総務 総務管理 平成21年度職場懇談会 富山労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 総務管理 平成26年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 総務管理 平成25年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 総務管理 平成24年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 総務管理 平成23年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 会議等 平成26年度幹部会配付資料、議事録 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 会議等 平成25年度幹部会配付資料、議事録 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 会議等 平成24年度幹部会配付資料、議事録 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 会議等 平成23年度幹部会配付資料、議事録 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 総務 会議等 平成22年度幹部会配付資料、議事録 富山労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 総務 会議等 平成21年度幹部会配付資料、議事録 富山労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 会議等 平成25年度経営改善委員会配付資料、議事録 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 会議等 平成24年度経営改善委員会配付資料、議事録 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 会議等 平成23年度経営改善委員会配付資料、議事録 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 総務 会議等 平成22年度経営改善委員会配付資料、議事録 富山労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 総務 会議等 平成21年度経営改善委員会配付資料、議事録 富山労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 会議等 平成26年度患者サービス向上委員会配付資料、議事録 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 会議等 平成25年度患者サービス向上委員会配付資料、議事録 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 会議等 平成24年度患者サービス向上委員会配付資料、議事録 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 会議等 平成23年度患者サービス向上委員会配付資料、議事録 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 総務 会議等 平成22年度患者サービス向上委員会配付資料、議事録 富山労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 総務 会議等 平成21年度患者サービス向上委員会配付資料、議事録 富山労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 会議等 平成26年度院内感染対策委員会配付資料、議事録 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 会議等 平成25年度院内感染対策委員会配付資料、議事録 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 会議等 平成24年度院内感染対策委員会配付資料、議事録 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 会議等 平成23年度院内感染対策委員会配付資料、議事録 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 総務 会議等 平成22年度院内感染対策委員会配付資料、議事録 富山労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 総務 会議等 平成21年度院内感染対策委員会配付資料、議事録 富山労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 会議等 平成25度部長会配付資料、議事録 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 会議等 平成24度部長会配付資料、議事録 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 会議等 平成23年度部長会配付資料、議事録 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 総務 会議等 平成22年度部長会配付資料、議事録 富山労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 総務 会議等 平成21年度部長会配付資料、議事録 富山労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 会議等 平成26年度衛生委員会配付資料、議事録 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 会議等 平成25年度衛生委員会配付資料、議事録 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 会議等 平成24年度衛生委員会配付資料、議事録 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 会議等 平成23年度衛生委員会配付資料、議事録 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 総務 会議等 平成22年度衛生委員会配付資料、議事録 富山労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 総務 会議等 平成21年度衛生委員会配付資料、議事録 富山労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 会議等 平成26年度業務連絡会議配付資料、議事録 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 会議等 平成25年度業務連絡会議配付資料、議事録 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 会議等 平成24年度業務連絡会議配付資料、議事録 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 会議等 平成23年度業務連絡会議配付資料、議事録 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 総務 会議等 平成22年度業務連絡会議配付資料、議事録 富山労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 総務 会議等 平成21年度業務連絡会議配付資料、議事録 富山労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 会議等 平成26年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 会議等 平成25年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 会議等 平成24年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 会議等 平成23年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 広報 平成26年度施設採用職員の募集要項 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
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2013年度 富山労災病院 総務 広報 平成25年度施設採用職員の募集要項 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 広報 平成24年度施設採用職員の募集要項 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 広報 平成23年度施設採用職員の募集要項 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 広報 平成26年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 広報 平成25年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 広報 平成24年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 広報 平成23年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 業務上災害 平成25年度業務上災害報告 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 業務上災害 平成24年度業務上災害報告 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 業務上災害 平成23年度業務上災害報告 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 業務上災害 平成26年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 業務上災害 平成25年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 業務上災害 平成24年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 業務上災害 平成23年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 調査報告 平成26年度医師会調査、照会 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 調査報告 平成25年度医師会調査、照会 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 調査報告 平成24年度医師会調査、照会 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 調査報告 平成23年度医師会調査、照会 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 調査報告 平成26年度県、市町村調査、照会 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 調査報告 平成25年度県、市町村調査、照会 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 調査報告 平成24年度県、市町村調査、照会 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 調査報告 平成23年度県、市町村調査、照会 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 調査報告 平成26年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 調査報告 平成25年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 調査報告 平成24年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 調査報告 平成23年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 監査 平成26年度監事監査実施関連文書 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 監査 平成25年度監事監査実施関連文書 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 監査 平成24年度監事監査実施関連文書 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 監査 平成23年度監事監査実施関連文書 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 監査 平成26年度監事監査資料 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 監査 平成25年度監事監査資料 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 監査 平成24年度監事監査資料 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 監査 平成23年度監事監査資料 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 監査 平成26年度消防査察資料 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 監査 平成25年度消防査察資料 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 監査 平成24年度消防査察資料 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 監査 平成23年度消防査察資料 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 監査 平成26年度医療監視資料 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 監査 平成25年度医療監視資料 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 監査 平成24年度医療監視資料 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 監査 平成23年度医療監視資料 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 監査 平成26年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 監査 平成25年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 監査 平成24年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 監査 平成23年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 研究 平成26年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 研究 平成25年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 研究 平成24年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 研究 平成23年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 その他通知等 平成26年度富山県通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 その他通知等 平成25年度富山県通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 その他通知等 平成24年度富山県通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 その他通知等 平成23年度富山県通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 その他通知等 平成26年度健康センター通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 その他通知等 平成25年度健康センター通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 その他通知等 平成24年度健康センター通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 その他通知等 平成23年度健康センター通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 その他通知等 平成26年度保健所通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 その他通知等 平成25年度保健所通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 その他通知等 平成24年度保健所通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 その他通知等 平成23年度保健所通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 その他通知等 平成26年度警察通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 その他通知等 平成25年度警察通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 その他通知等 平成24年度警察通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 その他通知等 平成23年度警察通知・依頼・連絡文書 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 薬剤 薬剤管理 平成26年度麻薬管理簿、麻薬使用簿、麻薬譲渡証、覚醒剤原料譲受症 富山労災病院薬剤部長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院薬剤部 富山労災病院薬剤部長 廃棄
2013年度 富山労災病院 薬剤 薬剤管理 平成25年度麻薬管理簿、麻薬使用簿、麻薬譲渡証、覚醒剤原料譲受症 富山労災病院薬剤部長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院薬剤部 富山労災病院薬剤部長 廃棄
2012年度 富山労災病院 薬剤 薬剤管理 平成24年度麻薬管理簿、麻薬使用簿、麻薬譲渡証、覚醒剤原料譲受症 富山労災病院薬剤部長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院薬剤部 富山労災病院薬剤部長 廃棄
2011年度 富山労災病院 薬剤 薬剤管理 平成23年度麻薬管理簿、麻薬使用簿、麻薬譲渡証、覚醒剤原料譲受症 富山労災病院薬剤部長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院薬剤部 富山労災病院薬剤部長 廃棄
2014年度 富山労災病院 薬剤 会議等 平成26年度薬事委員会配付資料、議事録 富山労災病院薬剤部長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院薬剤部 富山労災病院薬剤部長 廃棄
2013年度 富山労災病院 薬剤 会議等 平成25年度薬事委員会配付資料、議事録 富山労災病院薬剤部長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院薬剤部 富山労災病院薬剤部長 廃棄
2012年度 富山労災病院 薬剤 会議等 平成24年度薬事委員会配付資料、議事録 富山労災病院薬剤部長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院薬剤部 富山労災病院薬剤部長 廃棄
2011年度 富山労災病院 薬剤 会議等 平成23年度薬事委員会配付資料、議事録 富山労災病院薬剤部長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院薬剤部 富山労災病院薬剤部長 廃棄
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2014年度 富山労災病院 薬剤 服薬指導 平成26年度服薬指導依頼票、報告書 富山労災病院薬剤部長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院薬剤部 富山労災病院薬剤部長 廃棄
2013年度 富山労災病院 薬剤 服薬指導 平成25年度服薬指導依頼票、報告書 富山労災病院薬剤部長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院薬剤部 富山労災病院薬剤部長 廃棄
2012年度 富山労災病院 薬剤 服薬指導 平成24年度服薬指導依頼票、報告書 富山労災病院薬剤部長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院薬剤部 富山労災病院薬剤部長 廃棄
2011年度 富山労災病院 薬剤 服薬指導 平成23年度服薬指導依頼票、報告書 富山労災病院薬剤部長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院薬剤部 富山労災病院薬剤部長 廃棄
2014年度 富山労災病院 薬剤 服薬指導 平成26年度指導件数集計表 富山労災病院薬剤部長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院薬剤部 富山労災病院薬剤部長 廃棄
2013年度 富山労災病院 薬剤 服薬指導 平成25年度指導件数集計表 富山労災病院薬剤部長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院薬剤部 富山労災病院薬剤部長 廃棄
2012年度 富山労災病院 薬剤 服薬指導 平成24年度指導件数集計表 富山労災病院薬剤部長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院薬剤部 富山労災病院薬剤部長 廃棄
2011年度 富山労災病院 薬剤 服薬指導 平成23年度指導件数集計表 富山労災病院薬剤部長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院薬剤部 富山労災病院薬剤部長 廃棄
2014年度 富山労災病院 薬剤 薬剤管理 平成26年度処方せん 富山労災病院薬剤部長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院薬剤部 富山労災病院薬剤部長 廃棄
2013年度 富山労災病院 薬剤 薬剤管理 平成25年度処方せん 富山労災病院薬剤部長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院薬剤部 富山労災病院薬剤部長 廃棄
2012年度 富山労災病院 薬剤 薬剤管理 平成24年度処方せん 富山労災病院薬剤部長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院薬剤部 富山労災病院薬剤部長 廃棄
2011年度 富山労災病院 薬剤 薬剤管理 平成23年度処方せん 富山労災病院薬剤部長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院薬剤部 富山労災病院薬剤部長 廃棄
2014年度 富山労災病院 薬剤 薬剤管理 平成26年度調剤録 富山労災病院薬剤部長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院薬剤部 富山労災病院薬剤部長 廃棄
2013年度 富山労災病院 薬剤 薬剤管理 平成25年度調剤録 富山労災病院薬剤部長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院薬剤部 富山労災病院薬剤部長 廃棄
2012年度 富山労災病院 薬剤 薬剤管理 平成24年度調剤録 富山労災病院薬剤部長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院薬剤部 富山労災病院薬剤部長 廃棄
2011年度 富山労災病院 薬剤 薬剤管理 平成23年度調剤録 富山労災病院薬剤部長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院薬剤部 富山労災病院薬剤部長 廃棄
2014年度 富山労災病院 薬剤 薬剤管理 平成26年度麻薬日計表 富山労災病院薬剤部長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院薬剤部 富山労災病院薬剤部長 廃棄
2013年度 富山労災病院 薬剤 薬剤管理 平成25年度麻薬日計表 富山労災病院薬剤部長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院薬剤部 富山労災病院薬剤部長 廃棄
2012年度 富山労災病院 薬剤 薬剤管理 平成24年度麻薬日計表 富山労災病院薬剤部長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院薬剤部 富山労災病院薬剤部長 廃棄
2011年度 富山労災病院 薬剤 薬剤管理 平成23年度麻薬日計表 富山労災病院薬剤部長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院薬剤部 富山労災病院薬剤部長 廃棄
2014年度 富山労災病院 医事 医事管理 平成26年度入院患者氏名表・退院患者氏名表 富山労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 医事 医事管理 平成25年度入院患者氏名表・退院患者氏名表 富山労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 医事 医事管理 平成24年度入院患者氏名表・退院患者氏名表 富山労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 医事 医事管理 平成23年度入院患者氏名表・退院患者氏名表 富山労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 医事 医事管理 平成22年度入院患者氏名表・退院患者氏名表 富山労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 医事 医事管理 平成21年度入院患者氏名表・退院患者氏名表 富山労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 医事 医事管理 平成26年度入退院票、入院誓約書兼保証書 富山労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 医事 医事管理 平成25年度入退院票、入院誓約書兼保証書 富山労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 医事 医事管理 平成24年度入退院票、入院誓約書兼保証書 富山労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 医事 医事管理 平成23年度入退院票、入院誓約書兼保証書 富山労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 医事 医事管理 平成22年度入退院票、入院誓約書兼保証書 富山労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 医事 医事管理 平成21年度入退院票、入院誓約書兼保証書 富山労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 医事 医事管理 平成26年度診療申込書 富山労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 医事 医事管理 平成25年度診療申込書 富山労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 医事 医事管理 平成24年度診療申込書 富山労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 医事 医事管理 平成23年度診療申込書 富山労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 医事 医事管理 平成22年度診療申込書 富山労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 医事 医事管理 平成21年度診療申込書 富山労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 医事 医事管理 平成26年度医療保護届(精神保健福祉法) 富山労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 医事 医事管理 平成25年度医療保護届(精神保健福祉法) 富山労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 医事 医事管理 平成24年度医療保護届(精神保健福祉法) 富山労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 医事 医事管理 平成23年度医療保護届(精神保健福祉法) 富山労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 医事 医事管理 平成22年度医療保護届(精神保健福祉法) 富山労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 医事 医事管理 平成21年度医療保護届(精神保健福祉法) 富山労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 医事 医事管理 平成20年度医療保護届(精神保健福祉法) 富山労災病院医事課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2007年度 富山労災病院 医事 医事管理 平成19年度医療保護届(精神保健福祉法) 富山労災病院医事課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2014年度 富山労災病院 医事 医事管理 平成26年度室料差額支払同意書 富山労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 医事 医事管理 平成25年度室料差額支払同意書 富山労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 医事 医事管理 平成24年度室料差額支払同意書 富山労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 医事 医事管理 平成23年度室料差額支払同意書 富山労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 医事 医事管理 平成22年度室料差額支払同意書 富山労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 医事 医事管理 平成21年度室料差額支払同意書 富山労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 医事 診療報酬請求 平成26年度入院管理表 富山労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 医事 診療報酬請求 平成25年度入院管理表 富山労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 医事 診療報酬請求 平成24年度入院管理表 富山労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 医事 診療報酬請求 平成23年度入院管理表 富山労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 医事 診療報酬請求 平成22年度入院管理表 富山労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 医事 診療報酬請求 平成21年度入院管理表 富山労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 医事 診療報酬請求 平成26年度外来診察箋 富山労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 医事 診療報酬請求 平成25年度外来診察箋 富山労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 医事 診療報酬請求 平成24年度外来診察箋 富山労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 医事 診療報酬請求 平成23年度外来診察箋 富山労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 医事 診療報酬請求 平成22年度外来診察箋 富山労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 医事 診療報酬請求 平成21年度外来診察箋 富山労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 医事 診療報酬請求 平成26年度診療費計算書・(控) 富山労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 医事 診療報酬請求 平成25年度診療費計算書・(控) 富山労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 医事 診療報酬請求 平成24年度診療費計算書・(控) 富山労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 医事 診療報酬請求 平成23年度診療費計算書・(控) 富山労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 医事 診療報酬請求 平成22年度診療費計算書・(控) 富山労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 医事 診療報酬請求 平成21年度診療費計算書・(控) 富山労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 医事 診療報酬請求 平成26年度診療費計算書(調定) 富山労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 医事 診療報酬請求 平成25年度診療費計算書(調定) 富山労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 医事 診療報酬請求 平成24年度診療費計算書(調定) 富山労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 医事 診療報酬請求 平成23年度診療費計算書(調定) 富山労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
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2010年度 富山労災病院 医事 診療報酬請求 平成22年度診療費計算書(調定) 富山労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 医事 診療報酬請求 平成21年度診療費計算書(調定) 富山労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 医事 診療報酬請求 平成26年度収入等決議書綴 富山労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 医事 診療報酬請求 平成25年度収入等決議書綴 富山労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 医事 診療報酬請求 平成24年度収入等決議書綴 富山労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 医事 診療報酬請求 平成23年度収入等決議書綴 富山労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 医事 診療報酬請求 平成22年度収入等決議書綴 富山労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 医事 診療報酬請求 平成21年度収入等決議書綴 富山労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 医事 診療報酬請求 平成26年度請求留保額整理簿 富山労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 医事 診療報酬請求 平成25年度請求留保額整理簿 富山労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 医事 診療報酬請求 平成24年度請求留保額整理簿 富山労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 医事 診療報酬請求 平成23年度請求留保額整理簿 富山労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 医事 診療報酬請求 平成22年度請求留保額整理簿 富山労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 医事 診療報酬請求 平成21年度請求留保額整理簿 富山労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 医事 診療報酬請求 平成26年度不備返戻額通知書 富山労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 医事 診療報酬請求 平成25年度不備返戻額通知書 富山労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 医事 診療報酬請求 平成24年度不備返戻額通知書 富山労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 医事 診療報酬請求 平成23年度不備返戻額通知書 富山労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 医事 診療報酬請求 平成22年度不備返戻額通知書 富山労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 医事 診療報酬請求 平成21年度不備返戻額通知書 富山労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 医事 診療報酬請求 平成26年度過誤増減額内訳書 富山労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 医事 診療報酬請求 平成25年度過誤増減額内訳書 富山労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 医事 診療報酬請求 平成24年度過誤増減額内訳書 富山労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 医事 診療報酬請求 平成23年度過誤増減額内訳書 富山労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 医事 診療報酬請求 平成22年度過誤増減額内訳書 富山労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 医事 診療報酬請求 平成21年度過誤増減額内訳書 富山労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 医事 診療報酬請求 平成26年度査定減額通知書 富山労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 医事 診療報酬請求 平成25年度査定減額通知書 富山労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 医事 診療報酬請求 平成24年度査定減額通知書 富山労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 医事 診療報酬請求 平成23年度査定減額通知書 富山労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 医事 診療報酬請求 平成22年度査定減額通知書 富山労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 医事 診療報酬請求 平成21年度査定減額通知書 富山労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 医事 診療報酬請求 平成26年度再審査請求額通知書 富山労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 医事 診療報酬請求 平成25年度再審査請求額通知書 富山労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 医事 診療報酬請求 平成24年度再審査請求額通知書 富山労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 医事 診療報酬請求 平成23年度再審査請求額通知書 富山労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 医事 診療報酬請求 平成22年度再審査請求額通知書 富山労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 医事 診療報酬請求 平成21年度再審査請求額通知書 富山労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 医事 公費申請 平成26年度診療報酬の請求に関する帳簿その他の書類 富山労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 医事 公費申請 平成25年度診療報酬の請求に関する帳簿その他の書類 富山労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 医事 公費申請 平成24年度診療報酬の請求に関する帳簿その他の書類 富山労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 医事 公費申請 平成23年度診療報酬の請求に関する帳簿その他の書類 富山労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 医事 公費申請 平成22年度診療報酬の請求に関する帳簿その他の書類 富山労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 医事 公費申請 平成21年度診療報酬の請求に関する帳簿その他の書類 富山労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 医事 指示箋 平成26年度その他指示箋類 富山労災病院医事課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 医事 指示箋 平成25年度その他指示箋類 富山労災病院医事課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 医事 指示箋 平成24年度その他指示箋類 富山労災病院医事課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 医事 指示箋 平成23年度その他指示箋類 富山労災病院医事課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 医事 診療録等 平成26年度診察申込書 富山労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 医事 診療録等 平成25年度診察申込書 富山労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 医事 診療録等 平成24年度診察申込書 富山労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 医事 診療録等 平成23年度診察申込書 富山労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 医事 診療録等 平成22年度診察申込書 富山労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 医事 診療録等 平成21年度診察申込書 富山労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 医事 診療録等 平成26年度入院診療録 富山労災病院医事課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 医事 診療録等 平成25年度入院診療録 富山労災病院医事課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 医事 診療録等 平成24年度入院診療録 富山労災病院医事課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 医事 診療録等 平成23年度入院診療録 富山労災病院医事課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 医事 診療録等 平成22年度入院診療録 富山労災病院医事課長 2011年4月1日 10 2021年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 医事 診療録等 平成21年度入院診療録 富山労災病院医事課長 2010年4月1日 10 2020年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 医事 診療録等 平成20年度入院診療録 富山労災病院医事課長 2009年4月1日 10 2019年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2007年度 富山労災病院 医事 診療録等 平成19年度入院診療録 富山労災病院医事課長 2008年4月1日 10 2018年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2006年度 富山労災病院 医事 診療録等 平成18年度入院診療録 富山労災病院医事課長 2007年4月1日 10 2017年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2005年度 富山労災病院 医事 診療録等 平成17年度入院診療録 富山労災病院医事課長 2006年4月1日 10 2016年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2004年度 富山労災病院 医事 診療録等 平成16年度入院診療録 富山労災病院医事課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 医事 診療録等 平成26年度外来診療録 富山労災病院医事課長 2015年4月1日 8 2023年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 医事 診療録等 平成25年度外来診療録 富山労災病院医事課長 2014年4月1日 8 2022年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 医事 診療録等 平成24年度外来診療録 富山労災病院医事課長 2013年4月1日 8 2021年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 医事 診療録等 平成23年度外来診療録 富山労災病院医事課長 2012年4月1日 8 2020年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 医事 診療録等 平成22年度外来診療録 富山労災病院医事課長 2011年4月1日 8 2019年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 医事 診療録等 平成21年度外来診療録 富山労災病院医事課長 2010年4月1日 8 2018年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 医事 診療録等 平成20年度外来診療録 富山労災病院医事課長 2009年4月1日 8 2017年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2007年度 富山労災病院 医事 診療録等 平成19年度外来診療録 富山労災病院医事課長 2008年4月1日 8 2016年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2006年度 富山労災病院 医事 診療録等 平成18年度外来診療録 富山労災病院医事課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
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2014年度 富山労災病院 医事 医療安全対策 平成26年度医療安全への取組に係る指針 富山労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 医事 医療安全対策 平成25年度医療安全への取組に係る指針 富山労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 医事 医療安全対策 平成24年度医療安全への取組に係る指針 富山労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 医事 医療安全対策 平成23年度医療安全への取組に係る指針 富山労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 医事 医療安全対策 平成22年度医療安全への取組に係る指針 富山労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 医事 医療安全対策 平成21年度医療安全への取組に係る指針 富山労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 医事 医療安全対策 平成26年度医療安全への取組に係る指針の留意事項 富山労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 医事 医療安全対策 平成25年度医療安全への取組に係る指針の留意事項 富山労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 医事 医療安全対策 平成24年度医療安全への取組に係る指針の留意事項 富山労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 医事 医療安全対策 平成23年度医療安全への取組に係る指針の留意事項 富山労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 医事 医療安全対策 平成22年度医療安全への取組に係る指針の留意事項 富山労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 医事 医療安全対策 平成21年度医療安全への取組に係る指針の留意事項 富山労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 医事 調査報告 平成26年度患者日報 富山労災病院医事課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 医事 調査報告 平成25年度患者日報 富山労災病院医事課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 医事 調査報告 平成24年度患者日報 富山労災病院医事課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 医事 調査報告 平成23年度患者日報 富山労災病院医事課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 医事 調査報告 平成26年度病床管理日報 富山労災病院医事課長 2015年4月1日 3 2018年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 医事 調査報告 平成25年度病床管理日報 富山労災病院医事課長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 医事 調査報告 平成24年度病床管理日報 富山労災病院医事課長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 医事 調査報告 平成23年度病床管理日報 富山労災病院医事課長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 医事 調査報告 平成26年度アクシデント事例報告 富山労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 医事 調査報告 平成25年度アクシデント事例報告 富山労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 医事 調査報告 平成24年度アクシデント事例報告 富山労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 医事 調査報告 平成23年度アクシデント事例報告 富山労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 医事 調査報告 平成22年度アクシデント事例報告 富山労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 医事 調査報告 平成21年度アクシデント事例報告 富山労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 医事 調査報告 平成26年度医療事故報告書 富山労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 医事 調査報告 平成25年度医療事故報告書 富山労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 医事 調査報告 平成24年度医療事故報告書 富山労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 医事 調査報告 平成23年度医療事故報告書 富山労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 医事 調査報告 平成22年度医療事故報告書 富山労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 医事 調査報告 平成21年度医療事故報告書 富山労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 医事 調査報告 平成26年度インシデント事例報告 富山労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 医事 調査報告 平成25年度インシデント事例報告 富山労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 医事 調査報告 平成24年度インシデント事例報告 富山労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 医事 調査報告 平成23年度インシデント事例報告 富山労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 医事 調査報告 平成22年度インシデント事例報告 富山労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 医事 調査報告 平成21年度インシデント事例報告 富山労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 医事 会議等 平成26年度医療安全委員会配付資料、議事録 富山労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 医事 会議等 平成25年度医療安全委員会配付資料、議事録 富山労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 医事 会議等 平成24年度医療安全委員会配付資料、議事録 富山労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 医事 会議等 平成23年度医療安全委員会配付資料、議事録 富山労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 医事 会議等 平成22年度医療安全委員会配付資料、議事録 富山労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 医事 会議等 平成21年度医療安全委員会配付資料、議事録 富山労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 医事 事業統計資料 平成26年度統計報告書 富山労災病院医事課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 医事 事業統計資料 平成25年度統計報告書 富山労災病院医事課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 医事 事業統計資料 平成24年度統計報告書 富山労災病院医事課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 医事 事業統計資料 平成23年度統計報告書 富山労災病院医事課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 医事 事業統計資料 平成22年度統計報告書 富山労災病院医事課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 医事 事業統計資料 平成21年度統計報告書 富山労災病院医事課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 医事 事業統計資料 平成26年度統計資料 富山労災病院医事課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 医事 事業統計資料 平成25年度統計資料 富山労災病院医事課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 医事 事業統計資料 平成24年度統計資料 富山労災病院医事課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 医事 事業統計資料 平成23年度統計資料 富山労災病院医事課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 医事 事業統計資料 平成22年度統計資料 富山労災病院医事課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 医事 事業統計資料 平成21年度統計資料 富山労災病院医事課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 医事 事業統計資料 平成20年度統計資料 富山労災病院医事課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2007年度 富山労災病院 医事 事業統計資料 平成19年度統計資料 富山労災病院医事課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2006年度 富山労災病院 医事 事業統計資料 平成18年度統計資料 富山労災病院医事課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 栄養管理 日誌 平成26年度給食日誌 富山労災病院栄養管理室長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2013年度 富山労災病院 栄養管理 日誌 平成25年度給食日誌 富山労災病院栄養管理室長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2012年度 富山労災病院 栄養管理 日誌 平成24年度給食日誌 富山労災病院栄養管理室長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2011年度 富山労災病院 栄養管理 日誌 平成23年度給食日誌 富山労災病院栄養管理室長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2010年度 富山労災病院 栄養管理 日誌 平成22年度給食日誌 富山労災病院栄養管理室長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2009年度 富山労災病院 栄養管理 日誌 平成21年度給食日誌 富山労災病院栄養管理室長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2014年度 富山労災病院 栄養管理 栄養管理 平成26年度病院給食施設栄養報告(月報)(保健所報告) 富山労災病院栄養管理室長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2013年度 富山労災病院 栄養管理 栄養管理 平成25年度病院給食施設栄養報告(月報)(保健所報告) 富山労災病院栄養管理室長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2012年度 富山労災病院 栄養管理 栄養管理 平成24年度病院給食施設栄養報告(月報)(保健所報告) 富山労災病院栄養管理室長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2011年度 富山労災病院 栄養管理 栄養管理 平成23年度病院給食施設栄養報告(月報)(保健所報告) 富山労災病院栄養管理室長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2010年度 富山労災病院 栄養管理 栄養管理 平成22年度病院給食施設栄養報告(月報)(保健所報告) 富山労災病院栄養管理室長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2009年度 富山労災病院 栄養管理 栄養管理 平成21年度病院給食施設栄養報告(月報)(保健所報告) 富山労災病院栄養管理室長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2014年度 富山労災病院 栄養管理 栄養管理 平成26年度給食実施状況報告書 富山労災病院栄養管理室長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2013年度 富山労災病院 栄養管理 栄養管理 平成25年度給食実施状況報告書 富山労災病院栄養管理室長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2012年度 富山労災病院 栄養管理 栄養管理 平成24年度給食実施状況報告書 富山労災病院栄養管理室長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
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2011年度 富山労災病院 栄養管理 栄養管理 平成23年度給食実施状況報告書 富山労災病院栄養管理室長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2010年度 富山労災病院 栄養管理 栄養管理 平成22年度給食実施状況報告書 富山労災病院栄養管理室長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2009年度 富山労災病院 栄養管理 栄養管理 平成21年度給食実施状況報告書 富山労災病院栄養管理室長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2014年度 富山労災病院 栄養管理 物品管理一般 平成26年度物品受払簿 富山労災病院栄養管理室長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2013年度 富山労災病院 栄養管理 物品管理一般 平成25年度物品受払簿 富山労災病院栄養管理室長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2012年度 富山労災病院 栄養管理 物品管理一般 平成24年度物品受払簿 富山労災病院栄養管理室長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2011年度 富山労災病院 栄養管理 物品管理一般 平成23年度物品受払簿 富山労災病院栄養管理室長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2010年度 富山労災病院 栄養管理 物品管理一般 平成22年度物品受払簿 富山労災病院栄養管理室長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2009年度 富山労災病院 栄養管理 物品管理一般 平成21年度物品受払簿 富山労災病院栄養管理室長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2014年度 富山労災病院 栄養管理 会議等 平成26年度栄養管理委員会配付資料、議事録 富山労災病院栄養管理室長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2013年度 富山労災病院 栄養管理 会議等 平成25年度栄養管理委員会配付資料、議事録 富山労災病院栄養管理室長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2012年度 富山労災病院 栄養管理 会議等 平成24年度栄養管理委員会配付資料、議事録 富山労災病院栄養管理室長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2011年度 富山労災病院 栄養管理 会議等 平成23年度栄養管理委員会配付資料、議事録 富山労災病院栄養管理室長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2010年度 富山労災病院 栄養管理 会議等 平成22年度栄養管理委員会配付資料、議事録 富山労災病院栄養管理室長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2009年度 富山労災病院 栄養管理 会議等 平成21年度栄養管理委員会配付資料、議事録 富山労災病院栄養管理室長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2008年度 富山労災病院 栄養管理 会議等 平成20年度栄養管理委員会配付資料、議事録 富山労災病院栄養管理室長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2007年度 富山労災病院 栄養管理 会議等 平成19年度栄養管理委員会配付資料、議事録 富山労災病院栄養管理室長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2014年度 富山労災病院 会計 日誌 平成26年度日誌ボイラー・電気・営繕 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 日誌 平成25年度日誌ボイラー・電気・営繕 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 日誌 平成24年度日誌ボイラー・電気・営繕 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 日誌 平成23年度日誌ボイラー・電気・営繕 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 日誌 平成22年度日誌ボイラー・電気・営繕 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 会計 日誌 平成21年度日誌ボイラー・電気・営繕 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 会計 日誌 平成20年度日誌ボイラー・電気・営繕 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2007年度 富山労災病院 会計 日誌 平成19年度日誌ボイラー・電気・営繕 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2006年度 富山労災病院 会計 日誌 平成18年度日誌ボイラー・電気・営繕 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2005年度 富山労災病院 会計 日誌 平成17年度日誌ボイラー・電気・営繕 富山労災病院会計課長 2006年4月1日 9 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2004年度 富山労災病院 会計 日誌 平成16年度日誌ボイラー・電気・営繕 富山労災病院会計課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2014年度 富山労災病院 会計 予算 平成27年度運営計画書 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 予算 平成26年度運営計画書 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 予算 平成25年度運営計画書 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 予算 平成24年度運営計画書 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 予算 平成23年度運営計画書 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 会計 予算 平成22年度運営計画書 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 会計 予算 平成21年度運営計画書 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2007年度 富山労災病院 会計 予算 平成20年度運営計画書 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2006年度 富山労災病院 会計 予算 平成18年度運営計画書 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2005年度 富山労災病院 会計 予算 平成17年度運営計画書 富山労災病院会計課長 2006年4月1日 9 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2004年度 富山労災病院 会計 予算 平成16年度運営計画書 富山労災病院会計課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2014年度 富山労災病院 会計 予算 平成27年度収入支出予算執行計画書 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 予算 平成26年度収入支出予算執行計画書 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 予算 平成25年度収入支出予算執行計画書 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 予算 平成24年度収入支出予算執行計画書 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 予算 平成23年度収入支出予算執行計画書 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 会計 予算 平成22年度収入支出予算執行計画書 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 会計 予算 平成21年度収入支出予算執行計画書 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2007年度 富山労災病院 会計 予算 平成20年度収入支出予算執行計画書 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2006年度 富山労災病院 会計 予算 平成18年度収入支出予算執行計画書 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2005年度 富山労災病院 会計 予算 平成17年度収入支出予算執行計画書 富山労災病院会計課長 2006年4月1日 9 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2004年度 富山労災病院 会計 予算 平成16年度収入支出予算執行計画書 富山労災病院会計課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2014年度 富山労災病院 会計 契約 平成26年度予算実施計画差引簿 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 契約 平成25年度予算実施計画差引簿 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 契約 平成24年度予算実施計画差引簿 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 契約 平成23年度予算実施計画差引簿 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 契約 平成22年度予算実施計画差引簿 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 会計 契約 平成21年度予算実施計画差引簿 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 会計 契約 平成20年度予算実施計画差引簿 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2007年度 富山労災病院 会計 契約 平成19年度予算実施計画差引簿 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2006年度 富山労災病院 会計 契約 平成18年度予算実施計画差引簿 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2005年度 富山労災病院 会計 契約 平成17年度予算実施計画差引簿 富山労災病院会計課長 2006年4月1日 9 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2004年度 富山労災病院 会計 契約 平成16年度予算実施計画差引簿 富山労災病院会計課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2014年度 富山労災病院 会計 予算 平成26年度示達・本部通知・依頼・事務連絡等 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 予算 平成25年度示達・本部通知・依頼・事務連絡等 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 予算 平成24年度示達・本部通知・依頼・事務連絡等 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 予算 平成23年度示達・本部通知・依頼・事務連絡等 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 予算 平成22年度示達・本部通知・依頼・事務連絡等 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 会計 予算 平成21年度示達・本部通知・依頼・事務連絡等 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 会計 予算 平成20年度示達・本部通知・依頼・事務連絡等 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2007年度 富山労災病院 会計 予算 平成19年度示達・本部通知・依頼・事務連絡等 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2006年度 富山労災病院 会計 予算 平成18年度示達・本部通知・依頼・事務連絡等 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2005年度 富山労災病院 会計 予算 平成17年度示達・本部通知・依頼・事務連絡等 富山労災病院会計課長 2006年4月1日 9 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2004年度 富山労災病院 会計 予算 平成16年度示達・本部通知・依頼・事務連絡等 富山労災病院会計課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2014年度 富山労災病院 会計 出納 平成26年度窓口取扱金送付簿 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 出納 平成25年度窓口取扱金送付簿 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
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2012年度 富山労災病院 会計 出納 平成24年度窓口取扱金送付簿 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 出納 平成23年度窓口取扱金送付簿 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 出納 平成22年度窓口取扱金送付簿 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 会計 出納 平成21年度窓口取扱金送付簿 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 会計 出納 平成20年度窓口取扱金送付簿 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2007年度 富山労災病院 会計 出納 平成19年度窓口取扱金送付簿 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2006年度 富山労災病院 会計 出納 平成18年度窓口取扱金送付簿 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2005年度 富山労災病院 会計 出納 平成17年度窓口取扱金送付簿 富山労災病院会計課長 2006年4月1日 9 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2014年度 富山労災病院 会計 出納 平成26年度領収書 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 出納 平成25年度領収書 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 出納 平成24年度領収書 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 出納 平成23年度領収書 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 出納 平成22年度領収書 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 会計 出納 平成21年度領収書 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 会計 出納 平成20年度領収書 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2007年度 富山労災病院 会計 出納 平成19年度領収書 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2006年度 富山労災病院 会計 出納 平成18年度領収書 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2005年度 富山労災病院 会計 出納 平成17年度領収書 富山労災病院会計課長 2006年4月1日 9 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2014年度 富山労災病院 会計 出納 平成26年度収入等決議書 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 出納 平成25年度収入等決議書 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 出納 平成24年度収入等決議書 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 出納 平成23年度収入等決議書 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 出納 平成22年度収入等決議書 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 会計 出納 平成21年度収入等決議書 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 会計 出納 平成20年度収入等決議書 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2007年度 富山労災病院 会計 出納 平成19年度収入等決議書 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2006年度 富山労災病院 会計 出納 平成18年度収入等決議書 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2005年度 富山労災病院 会計 出納 平成17年度収入等決議書 富山労災病院会計課長 2006年4月1日 9 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2014年度 富山労災病院 会計 出納 平成26年度請求留保額整理簿 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 出納 平成25年度請求留保額整理簿 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 出納 平成24年度請求留保額整理簿 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 出納 平成23年度請求留保額整理簿 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 出納 平成22年度請求留保額整理簿 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 会計 出納 平成21年度請求留保額整理簿 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 会計 出納 平成20年度請求留保額整理簿 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2007年度 富山労災病院 会計 出納 平成19年度請求留保額整理簿 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2006年度 富山労災病院 会計 出納 平成18年度請求留保額整理簿 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2005年度 富山労災病院 会計 出納 平成17年度請求留保額整理簿 富山労災病院会計課長 2006年4月1日 9 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2004年度 富山労災病院 会計 出納 平成16年度請求留保額整理簿 富山労災病院会計課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2014年度 富山労災病院 会計 出納 平成26年度不備返戻額通知書 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 出納 平成25年度不備返戻額通知書 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 出納 平成24年度不備返戻額通知書 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 出納 平成23年度不備返戻額通知書 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 出納 平成22年度不備返戻額通知書 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 会計 出納 平成21年度不備返戻額通知書 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 会計 出納 平成20年度不備返戻額通知書 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2007年度 富山労災病院 会計 出納 平成19年度不備返戻額通知書 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2006年度 富山労災病院 会計 出納 平成18年度不備返戻額通知書 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2005年度 富山労災病院 会計 出納 平成17年度不備返戻額通知書 富山労災病院会計課長 2006年4月1日 9 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2014年度 富山労災病院 会計 出納 平成26年度過誤増減額内訳書 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 出納 平成25年度過誤増減額内訳書 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 出納 平成24年度過誤増減額内訳書 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 出納 平成23年度過誤増減額内訳書 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 出納 平成22年度過誤増減額内訳書 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 会計 出納 平成21年度過誤増減額内訳書 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 会計 出納 平成20年度過誤増減額内訳書 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2007年度 富山労災病院 会計 出納 平成19年度過誤増減額内訳書 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2006年度 富山労災病院 会計 出納 平成18年度過誤増減額内訳書 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2005年度 富山労災病院 会計 出納 平成17年度過誤増減額内訳書 富山労災病院会計課長 2006年4月1日 9 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2014年度 富山労災病院 会計 出納 平成26年度査定減額通知書・再審査請求額通知書 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 出納 平成25年度査定減額通知書・再審査請求額通知書 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 出納 平成24年度査定減額通知書・再審査請求額通知書 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 出納 平成23年度査定減額通知書・再審査請求額通知書 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 出納 平成22年度査定減額通知書・再審査請求額通知書 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 会計 出納 平成21年度査定減額通知書・再審査請求額通知書 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 会計 出納 平成20年度査定減額通知書・再審査請求額通知書 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2007年度 富山労災病院 会計 出納 平成19年度査定減額通知書・再審査請求額通知書 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2006年度 富山労災病院 会計 出納 平成18年度査定減額通知書・再審査請求額通知書 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2005年度 富山労災病院 会計 出納 平成17年度査定減額通知書・再審査請求額通知書 富山労災病院会計課長 2006年4月1日 9 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2014年度 富山労災病院 会計 出納 平成26年度返還通知書 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 出納 平成25年度返還通知書 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 出納 平成24年度返還通知書 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 出納 平成23年度返還通知書 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 出納 平成22年度返還通知書 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
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管理者
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2009年度 富山労災病院 会計 出納 平成21年度返還通知書 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 会計 出納 平成20年度返還通知書 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2007年度 富山労災病院 会計 出納 平成19年度返還通知書 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2006年度 富山労災病院 会計 出納 平成18年度返還通知書 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2005年度 富山労災病院 会計 出納 平成17年度返還通知書 富山労災病院会計課長 2006年4月1日 9 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2014年度 富山労災病院 会計 出納 平成26年度仮領収書 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 出納 平成25年度仮領収書 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 出納 平成24年度仮領収書 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 出納 平成23年度仮領収書 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 出納 平成22年度仮領収書 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 会計 出納 平成21年度仮領収書 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 会計 出納 平成20年度仮領収書 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2007年度 富山労災病院 会計 出納 平成19年度仮領収書 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2006年度 富山労災病院 会計 出納 平成18年度仮領収書 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2005年度 富山労災病院 会計 出納 平成17年度仮領収書 富山労災病院会計課長 2006年4月1日 9 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年

2004年度 富山労災病院 会計 出納 平成16年度仮領収書 富山労災病院会計課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年

2014年度 富山労災病院 会計 出納 平成26年度窓口取扱金報告書 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 出納 平成25年度窓口取扱金報告書 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 出納 平成24年度窓口取扱金報告書 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 出納 平成23年度窓口取扱金報告書 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 出納 平成22年度窓口取扱金報告書 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 会計 出納 平成21年度窓口取扱金報告書 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 会計 出納 平成20年度窓口取扱金報告書 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2007年度 富山労災病院 会計 出納 平成19年度窓口取扱金報告書 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2006年度 富山労災病院 会計 出納 平成18年度窓口取扱金報告書 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2005年度 富山労災病院 会計 出納 平成17年度窓口取扱金報告書 富山労災病院会計課長 2006年4月1日 9 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2014年度 富山労災病院 会計 出納 平成26年度現金預金残高内訳表 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 出納 平成25年度現金預金残高内訳表 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 出納 平成24年度現金預金残高内訳表 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 出納 平成23年度現金預金残高内訳表 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 出納 平成22年度現金預金残高内訳表 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 会計 出納 平成21年度現金預金残高内訳表 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 会計 出納 平成20年度現金預金残高内訳表 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2007年度 富山労災病院 会計 出納 平成19年度現金預金残高内訳表 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2006年度 富山労災病院 会計 出納 平成18年度現金預金残高内訳表 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2005年度 富山労災病院 会計 出納 平成17年度現金預金残高内訳表 富山労災病院会計課長 2006年4月1日 9 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2004年度 富山労災病院 会計 出納 平成16年度現金預金残高内訳表 富山労災病院会計課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2014年度 富山労災病院 会計 出納 平成26年度会計伝票 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 出納 平成25年度会計伝票 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 出納 平成24年度会計伝票 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 出納 平成23年度会計伝票 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 出納 平成22年度会計伝票 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 会計 出納 平成21年度会計伝票 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 会計 出納 平成20年度会計伝票 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2007年度 富山労災病院 会計 出納 平成19年度会計伝票 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2006年度 富山労災病院 会計 出納 平成18年度会計伝票 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2005年度 富山労災病院 会計 出納 平成17年度会計伝票 富山労災病院会計課長 2006年4月1日 9 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2004年度 富山労災病院 会計 出納 平成16年度会計伝票 富山労災病院会計課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2014年度 富山労災病院 会計 決算 平成26年度月計試算表 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 決算 平成25年度月計試算表 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 決算 平成24年度月計試算表 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 決算 平成23年度月計試算表 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 決算 平成22年度月計試算表 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 会計 決算 平成21年度月計試算表 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 会計 決算 平成20年度月計試算表 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2007年度 富山労災病院 会計 決算 平成19年度月計試算表 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2006年度 富山労災病院 会計 決算 平成18年度月計試算表 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2005年度 富山労災病院 会計 決算 平成17年度月計試算表 富山労災病院会計課長 2006年4月1日 9 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2004年度 富山労災病院 会計 決算 平成16年度月計試算表 富山労災病院会計課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2014年度 富山労災病院 会計 決算 平成26年度月計試算表付属内訳表 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 決算 平成25年度月計試算表付属内訳表 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 決算 平成24年度月計試算表付属内訳表 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 決算 平成23年度月計試算表付属内訳表 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 決算 平成22年度月計試算表付属内訳表 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 会計 決算 平成21年度月計試算表付属内訳表 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 会計 決算 平成20年度月計試算表付属内訳表 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2007年度 富山労災病院 会計 決算 平成19年度月計試算表付属内訳表 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2006年度 富山労災病院 会計 決算 平成18年度月計試算表付属内訳表 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2005年度 富山労災病院 会計 決算 平成17年度月計試算表付属内訳表 富山労災病院会計課長 2006年4月1日 9 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2004年度 富山労災病院 会計 決算 平成16年度月計試算表付属内訳表 富山労災病院会計課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2014年度 富山労災病院 会計 決算 平成26年度月計試算表添付書類 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 決算 平成25年度月計試算表添付書類 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 決算 平成24年度月計試算表添付書類 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 決算 平成23年度月計試算表添付書類 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
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2010年度 富山労災病院 会計 決算 平成22年度月計試算表添付書類 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 会計 決算 平成21年度月計試算表添付書類 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 会計 決算 平成20年度月計試算表添付書類 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2007年度 富山労災病院 会計 決算 平成19年度月計試算表添付書類 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2006年度 富山労災病院 会計 決算 平成18年度月計試算表添付書類 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2005年度 富山労災病院 会計 決算 平成17年度月計試算表添付書類 富山労災病院会計課長 2006年4月1日 9 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2004年度 富山労災病院 会計 決算 平成16年度月計試算表添付書類 富山労災病院会計課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2014年度 富山労災病院 会計 契約 平成26年度契約及び支出決議書 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 契約 平成25年度契約及び支出決議書 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 契約 平成24年度契約及び支出決議書 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 契約 平成24年度契約及び支出決議書 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 契約 平成23年度契約及び支出決議書 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 契約 平成22年度契約及び支出決議書 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 会計 契約 平成21年度契約及び支出決議書 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 会計 契約 平成20年度契約及び支出決議書 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2007年度 富山労災病院 会計 契約 平成19年度契約及び支出決議書 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2006年度 富山労災病院 会計 契約 平成18年度契約及び支出決議書 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2005年度 富山労災病院 会計 契約 平成17年度契約及び支出決議書 富山労災病院会計課長 2006年4月1日 9 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2014年度 富山労災病院 会計 契約 平成26年度随意契約、指名競争、一般競争等の実施原議 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 契約 平成25年度随意契約、指名競争、一般競争等の実施原議 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 契約 平成24年度随意契約、指名競争、一般競争等の実施原議 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 契約 平成23年度随意契約、指名競争、一般競争等の実施原議 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 契約 平成22年度随意契約、指名競争、一般競争等の実施原議 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 会計 契約 平成21年度随意契約、指名競争、一般競争等の実施原議 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 会計 契約 平成20年度随意契約、指名競争、一般競争等の実施原議 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2007年度 富山労災病院 会計 契約 平成19年度随意契約、指名競争、一般競争等の実施原議 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2006年度 富山労災病院 会計 契約 平成18年度随意契約、指名競争、一般競争等の実施原議 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2005年度 富山労災病院 会計 契約 平成17年度随意契約、指名競争、一般競争等の実施原議 富山労災病院会計課長 2006年4月1日 9 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2014年度 富山労災病院 会計 契約 平成26年度予定価格に係る原議(予定価格調書、予定価格書等) 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 契約 平成25年度予定価格に係る原議(予定価格調書、予定価格書等) 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 契約 平成24年度予定価格に係る原議(予定価格調書、予定価格書等) 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 契約 平成23年度予定価格に係る原議(予定価格調書、予定価格書等) 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 契約 平成22年度予定価格に係る原議(予定価格調書、予定価格書等) 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 会計 契約 平成21年度予定価格に係る原議(予定価格調書、予定価格書等) 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 会計 契約 平成20年度予定価格に係る原議(予定価格調書、予定価格書等) 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2007年度 富山労災病院 会計 契約 平成19年度予定価格に係る原議(予定価格調書、予定価格書等) 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2006年度 富山労災病院 会計 契約 平成18年度予定価格に係る原議(予定価格調書、予定価格書等) 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2005年度 富山労災病院 会計 契約 平成17年度予定価格に係る原議(予定価格調書、予定価格書等) 富山労災病院会計課長 2006年4月1日 9 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2014年度 富山労災病院 会計 契約 平成26年度契約原議(契約書含む) 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 契約 平成25年度契約原議(契約書含む) 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 契約 平成24年度契約原議(契約書含む) 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 契約 平成23年度契約原議(契約書含む) 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 契約 平成22年度契約原議(契約書含む) 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 会計 契約 平成21年度契約原議(契約書含む) 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 会計 契約 平成20年度契約原議(契約書含む) 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2007年度 富山労災病院 会計 契約 平成19年度契約原議(契約書含む) 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2006年度 富山労災病院 会計 契約 平成18年度契約原議(契約書含む) 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2005年度 富山労災病院 会計 契約 平成17年度契約原議(契約書含む) 富山労災病院会計課長 2006年4月1日 9 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2014年度 富山労災病院 会計 前渡資金 平成26年度前渡資金証拠書 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2020年3月31日 延長期間 5年
2013年度 富山労災病院 会計 前渡資金 平成25年度前渡資金証拠書 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 前渡資金 平成24年度前渡資金証拠書 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 前渡資金 平成23年度前渡資金証拠書 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 前渡資金 平成22年度前渡資金証拠書 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 会計 前渡資金 平成21年度前渡資金証拠書 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 会計 前渡資金 平成20年度前渡資金証拠書 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2007年度 富山労災病院 会計 前渡資金 平成19年度前渡資金証拠書 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2006年度 富山労災病院 会計 前渡資金 平成18年度前渡資金証拠書 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2005年度 富山労災病院 会計 前渡資金 平成17年度前渡資金証拠書 富山労災病院会計課長 2006年4月1日 9 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2004年度 富山労災病院 会計 前渡資金 平成16年度前渡資金証拠書 富山労災病院会計課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2014年度 富山労災病院 会計 不動産管理一般 平成26年度不動産台帳 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 不動産管理一般 平成25年度不動産台帳 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 不動産管理一般 平成24年度不動産台帳 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 不動産管理一般 平成23年度不動産台帳 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 不動産管理一般 平成22年度不動産台帳 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 会計 不動産管理一般 平成21年度不動産台帳 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 会計 不動産管理一般 平成20年度不動産台帳 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2007年度 富山労災病院 会計 不動産管理一般 平成19年度不動産台帳 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2006年度 富山労災病院 会計 不動産管理一般 平成18年度不動産台帳 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2005年度 富山労災病院 会計 不動産管理一般 平成17年度不動産台帳 富山労災病院会計課長 2006年4月1日 9 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2004年度 富山労災病院 会計 不動産管理一般 平成16年度不動産台帳 富山労災病院会計課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2014年度 富山労災病院 会計 不動産管理一般 平成26年度不動産取得報告書 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 不動産管理一般 平成25年度不動産取得報告書 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 不動産管理一般 平成24年度不動産取得報告書 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 不動産管理一般 平成23年度不動産取得報告書 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
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2010年度 富山労災病院 会計 不動産管理一般 平成22年度不動産取得報告書 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 会計 不動産管理一般 平成21年度不動産取得報告書 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 会計 不動産管理一般 平成20年度不動産取得報告書 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2007年度 富山労災病院 会計 不動産管理一般 平成19年度不動産取得報告書 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2006年度 富山労災病院 会計 不動産管理一般 平成18年度不動産取得報告書 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2005年度 富山労災病院 会計 不動産管理一般 平成17年度不動産取得報告書 富山労災病院会計課長 2006年4月1日 9 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2004年度 富山労災病院 会計 不動産管理一般 平成16年度不動産取得報告書 富山労災病院会計課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2014年度 富山労災病院 会計 不動産管理一般 平成26年度不動産処分報告書 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 不動産管理一般 平成25年度不動産処分報告書 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 不動産管理一般 平成24年度不動産処分報告書 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 不動産管理一般 平成23年度不動産処分報告書 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 不動産管理一般 平成22年度不動産処分報告書 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 会計 不動産管理一般 平成21年度不動産処分報告書 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 会計 不動産管理一般 平成20年度不動産処分報告書 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2007年度 富山労災病院 会計 不動産管理一般 平成19年度不動産処分報告書 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2006年度 富山労災病院 会計 不動産管理一般 平成18年度不動産処分報告書 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2005年度 富山労災病院 会計 不動産管理一般 平成17年度不動産処分報告書 富山労災病院会計課長 2006年4月1日 9 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2004年度 富山労災病院 会計 不動産管理一般 平成16年度不動産処分報告書 富山労災病院会計課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2014年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成26年度保証金預り証 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成25年度保証金預り証 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成24年度保証金預り証 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成23年度保証金預り証 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成22年度保証金預り証 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成21年度保証金預り証 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成20年度保証金預り証 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2007年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成19年度保証金預り証 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2006年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成18年度保証金預り証 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2005年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成17年度保証金預り証 富山労災病院会計課長 2006年4月1日 9 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2004年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成16年度保証金預り証 富山労災病院会計課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2014年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成26年度保証金整理簿 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成25年度保証金整理簿 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成24年度保証金整理簿 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成23年度保証金整理簿 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成22年度保証金整理簿 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成21年度保証金整理簿 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成20年度保証金整理簿 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2007年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成19年度保証金整理簿 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2006年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成18年度保証金整理簿 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2005年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成17年度保証金整理簿 富山労災病院会計課長 2006年4月1日 9 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2004年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成16年度保証金整理簿 富山労災病院会計課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2014年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成26年度外来未収金整理簿 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成25年度外来未収金整理簿 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成24年度外来未収金整理簿 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成23年度外来未収金整理簿 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成22年度外来未収金整理簿 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成21年度外来未収金整理簿 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成20年度外来未収金整理簿 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2007年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成19年度外来未収金整理簿 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2006年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成18年度外来未収金整理簿 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2005年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成17年度外来未収金整理簿 富山労災病院会計課長 2006年4月1日 9 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2014年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成26年度外来未収金発生報告書 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成25年度外来未収金発生報告書 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成24年度外来未収金発生報告書 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成23年度外来未収金発生報告書 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成22年度外来未収金発生報告書 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成21年度外来未収金発生報告書 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成20年度外来未収金発生報告書 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2007年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成19年度外来未収金発生報告書 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2006年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成18年度外来未収金発生報告書 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2005年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成17年度外来未収金発生報告書 富山労災病院会計課長 2006年4月1日 9 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2004年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成16年度外来未収金発生報告書 富山労災病院会計課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2014年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成26年度診療費支払い猶予額 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成25年度診療費支払い猶予額 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成24年度診療費支払い猶予額 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成23年度診療費支払い猶予額 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成22年度診療費支払い猶予額 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成21年度診療費支払い猶予額 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成20年度診療費支払い猶予額 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2007年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成19年度診療費支払い猶予額 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2006年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成18年度診療費支払い猶予額 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2005年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成17年度診療費支払い猶予額 富山労災病院会計課長 2006年4月1日 9 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2004年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成16年度診療費支払い猶予額 富山労災病院会計課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2014年度 富山労災病院 会計 営繕計画 平成26年度施設建設計画書 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 営繕計画 平成25年度施設建設計画書 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
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2012年度 富山労災病院 会計 営繕計画 平成24年度施設建設計画書 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 営繕計画 平成23年度施設建設計画書 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 営繕計画 平成23年度施設建設計画書 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 会計 営繕計画 平成22年度施設建設計画書 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 会計 営繕計画 平成21年度施設建設計画書 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2007年度 富山労災病院 会計 営繕計画 平成20年度施設建設計画書 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2006年度 富山労災病院 会計 営繕計画 平成19年度施設建設計画書 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2005年度 富山労災病院 会計 営繕計画 平成18年度施設建設計画書 富山労災病院会計課長 2006年4月1日 9 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2004年度 富山労災病院 会計 営繕計画 平成17年度施設建設計画書 富山労災病院会計課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2014年度 富山労災病院 会計 営繕計画 平成26年度建物等現況調書 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 営繕計画 平成25年度建物等現況調書 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 営繕計画 平成24年度建物等現況調書 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 営繕計画 平成23年度建物等現況調書 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 営繕計画 平成22年度建物等現況調書 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 会計 営繕計画 平成21年度建物等現況調書 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 会計 営繕計画 平成20年度建物等現況調書 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2007年度 富山労災病院 会計 営繕計画 平成19年度建物等現況調書 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2006年度 富山労災病院 会計 営繕計画 平成18年度建物等現況調書 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2005年度 富山労災病院 会計 営繕計画 平成17年度建物等現況調書 富山労災病院会計課長 2006年4月1日 9 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2004年度 富山労災病院 会計 営繕計画 平成16年度建物等現況調書 富山労災病院会計課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2014年度 富山労災病院 会計 建築工事 平成26年度工事予定価格調書 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 建築工事 平成25年度工事予定価格調書 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 建築工事 平成24年度工事予定価格調書 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 建築工事 平成23年度工事予定価格調書 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 建築工事 平成22年度工事予定価格調書 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 会計 建築工事 平成21年度工事予定価格調書 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 会計 建築工事 平成20年度工事予定価格調書 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2007年度 富山労災病院 会計 建築工事 平成19年度工事予定価格調書 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2006年度 富山労災病院 会計 建築工事 平成18年度工事予定価格調書 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2005年度 富山労災病院 会計 建築工事 平成17年度工事予定価格調書 富山労災病院会計課長 2006年4月1日 9 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2004年度 富山労災病院 会計 建築工事 平成16年度工事予定価格調書 富山労災病院会計課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2014年度 富山労災病院 会計 建築工事 平成26年度工事積算資料 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 建築工事 平成25年度工事積算資料 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 建築工事 平成24年度工事積算資料 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 建築工事 平成23年度工事積算資料 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 建築工事 平成22年度工事積算資料 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 会計 建築工事 平成21年度工事積算資料 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 会計 建築工事 平成20年度工事積算資料 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2007年度 富山労災病院 会計 建築工事 平成19年度工事積算資料 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2006年度 富山労災病院 会計 建築工事 平成18年度工事積算資料 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2005年度 富山労災病院 会計 建築工事 平成17年度工事積算資料 富山労災病院会計課長 2006年4月1日 9 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2004年度 富山労災病院 会計 建築工事 平成16年度工事積算資料 富山労災病院会計課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2014年度 富山労災病院 会計 建築工事 平成26年度工事関連書類 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 建築工事 平成25年度工事関連書類 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 建築工事 平成24年度工事関連書類 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 建築工事 平成23年度工事関連書類 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 建築工事 平成22年度工事関連書類 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 会計 建築工事 平成21年度工事関連書類 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 会計 建築工事 平成20年度工事関連書類 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2007年度 富山労災病院 会計 建築工事 平成19年度工事関連書類 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2006年度 富山労災病院 会計 建築工事 平成18年度工事関連書類 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2005年度 富山労災病院 会計 建築工事 平成17年度工事関連書類 富山労災病院会計課長 2006年4月1日 9 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2004年度 富山労災病院 会計 建築工事 平成16年度工事関連書類 富山労災病院会計課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2014年度 富山労災病院 会計 建築工事 平成26年度工事発注原議 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 建築工事 平成25年度工事発注原議 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 建築工事 平成24年度工事発注原議 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 建築工事 平成23年度工事発注原議 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 建築工事 平成22年度工事発注原議 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 会計 建築工事 平成21年度工事発注原議 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 会計 建築工事 平成20年度工事発注原議 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2007年度 富山労災病院 会計 建築工事 平成19年度工事発注原議 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2006年度 富山労災病院 会計 建築工事 平成18年度工事発注原議 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2005年度 富山労災病院 会計 建築工事 平成17年度工事発注原議 富山労災病院会計課長 2006年4月1日 9 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2004年度 富山労災病院 会計 建築工事 平成16年度工事発注原議 富山労災病院会計課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2014年度 富山労災病院 会計 物品管理一般 平成26年度物品台帳 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 物品管理一般 平成25年度物品台帳 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 物品管理一般 平成24年度物品台帳 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 物品管理一般 平成23年度物品台帳 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 物品管理一般 平成22年度物品台帳 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 会計 物品管理一般 平成21年度物品台帳 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 会計 物品管理一般 平成20年度物品台帳 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2007年度 富山労災病院 会計 物品管理一般 平成19年度物品台帳 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2006年度 富山労災病院 会計 物品管理一般 平成18年度物品台帳 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2005年度 富山労災病院 会計 物品管理一般 平成17年度物品台帳 富山労災病院会計課長 2006年4月1日 9 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
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2004年度 富山労災病院 会計 物品管理一般 平成16年度物品台帳 富山労災病院会計課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2014年度 富山労災病院 会計 物品管理一般 平成26年度物品保管簿 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 物品管理一般 平成25年度物品保管簿 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 物品管理一般 平成24年度物品保管簿 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 物品管理一般 平成22年度物品保管簿 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 会計 物品管理一般 平成21年度物品保管簿 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 会計 物品管理一般 平成20年度物品保管簿 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2007年度 富山労災病院 会計 物品管理一般 平成19年度物品保管簿 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2006年度 富山労災病院 会計 物品管理一般 平成18年度物品保管簿 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2005年度 富山労災病院 会計 物品管理一般 平成17年度物品保管簿 富山労災病院会計課長 2006年4月1日 9 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2004年度 富山労災病院 会計 物品管理一般 平成16年度物品保管簿 富山労災病院会計課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2013年度 富山労災病院 会計 物品管理一般 平成25年度物品受払簿 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 物品管理一般 平成24年度物品受払簿 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 物品管理一般 平成23年度物品受払簿 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 物品管理一般 平成22年度物品受払簿 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 会計 物品管理一般 平成21年度物品受払簿 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 会計 物品管理一般 平成20年度物品受払簿 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2007年度 富山労災病院 会計 物品管理一般 平成19年度物品受払簿 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2006年度 富山労災病院 会計 物品管理一般 平成18年度物品受払簿 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2005年度 富山労災病院 会計 物品管理一般 平成17年度物品受払簿 富山労災病院会計課長 2006年4月1日 9 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2004年度 富山労災病院 会計 物品管理一般 平成16年度物品受払簿 富山労災病院会計課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2014年度 富山労災病院 会計 物品購入・印刷・修理 平成26年度物品(請求・購入・払出)伺 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 物品購入・印刷・修理 平成25年度物品(請求・購入・払出)伺 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 物品購入・印刷・修理 平成24年度物品(請求・購入・払出)伺 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 物品購入・印刷・修理 平成23年度物品(請求・購入・払出)伺 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 物品購入・印刷・修理 平成22年度物品(請求・購入・払出)伺 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 会計 物品購入・印刷・修理 平成21年度物品(請求・購入・払出)伺 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 会計 物品購入・印刷・修理 平成20年度物品(請求・購入・払出)伺 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2007年度 富山労災病院 会計 物品購入・印刷・修理 平成19年度物品(請求・購入・払出)伺 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2006年度 富山労災病院 会計 物品購入・印刷・修理 平成18年度物品(請求・購入・払出)伺 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2005年度 富山労災病院 会計 物品購入・印刷・修理 平成17年度物品(請求・購入・払出)伺 富山労災病院会計課長 2006年4月1日 9 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2004年度 富山労災病院 会計 物品購入・印刷・修理 平成16年度物品(請求・購入・払出)伺 富山労災病院会計課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2014年度 富山労災病院 会計 物品購入・印刷・修理 平成26年度修理申請書 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 物品購入・印刷・修理 平成25年度修理申請書 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 物品購入・印刷・修理 平成24年度修理申請書 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 物品購入・印刷・修理 平成23年度修理申請書 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 物品購入・印刷・修理 平成22年度修理申請書 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 会計 物品購入・印刷・修理 平成21年度修理申請書 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 会計 物品購入・印刷・修理 平成20年度修理申請書 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2007年度 富山労災病院 会計 物品購入・印刷・修理 平成19年度修理申請書 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2006年度 富山労災病院 会計 物品購入・印刷・修理 平成18年度修理申請書 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2005年度 富山労災病院 会計 物品購入・印刷・修理 平成17年度修理申請書 富山労災病院会計課長 2006年4月1日 9 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2004年度 富山労災病院 会計 物品購入・印刷・修理 平成16年度修理申請書 富山労災病院会計課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2014年度 富山労災病院 会計 物品不用 平成26年度物品不用決定(処分)調書 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 物品不用 平成25年度物品不用決定(処分)調書 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 物品不用 平成24年度物品不用決定(処分)調書 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 物品不用 平成23年度物品不用決定(処分)調書 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 物品不用 平成22年度物品不用決定(処分)調書 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 会計 物品不用 平成21年度物品不用決定(処分)調書 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 会計 物品不用 平成20年度物品不用決定(処分)調書 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2007年度 富山労災病院 会計 物品不用 平成19年度物品不用決定(処分)調書 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2006年度 富山労災病院 会計 物品不用 平成18年度物品不用決定(処分)調書 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2005年度 富山労災病院 会計 物品不用 平成17年度物品不用決定(処分)調書 富山労災病院会計課長 2006年4月1日 9 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2004年度 富山労災病院 会計 物品不用 平成16年度物品不用決定(処分)調書 富山労災病院会計課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2014年度 富山労災病院 会計 物品不用 平成26年度物品不用決定(処分)承認申請書 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 物品不用 平成25年度物品不用決定(処分)承認申請書 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 物品不用 平成24年度物品不用決定(処分)承認申請書 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 物品不用 平成23年度物品不用決定(処分)承認申請書 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 物品不用 平成22年度物品不用決定(処分)承認申請書 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 会計 物品不用 平成21年度物品不用決定(処分)承認申請書 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 会計 物品不用 平成20年度物品不用決定(処分)承認申請書 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2007年度 富山労災病院 会計 物品不用 平成19年度物品不用決定(処分)承認申請書 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2006年度 富山労災病院 会計 物品不用 平成18年度物品不用決定(処分)承認申請書 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2005年度 富山労災病院 会計 物品不用 平成17年度物品不用決定(処分)承認申請書 富山労災病院会計課長 2006年4月1日 9 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2004年度 富山労災病院 会計 物品不用 平成16年度物品不用決定(処分)承認申請書 富山労災病院会計課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2014年度 富山労災病院 会計 会議等 平成26年度機器等整備委員会配付資料、議事録 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 会議等 平成25年度機器等整備委員会配付資料、議事録 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 会議等 平成24年度機器等整備委員会配付資料、議事録 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 会議等 平成23年度機器等整備委員会配付資料、議事録 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 会議等 平成22年度機器等整備委員会配付資料、議事録 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 会計 会議等 平成21年度機器等整備委員会配付資料、議事録 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 会計 会議等 平成20年度機器等整備委員会配付資料、議事録 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2007年度 富山労災病院 会計 会議等 平成19年度機器等整備委員会配付資料、議事録 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2006年度 富山労災病院 会計 会議等 平成18年度機器等整備委員会配付資料、議事録 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
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2005年度 富山労災病院 会計 会議等 平成17年度機器等整備委員会配付資料、議事録 富山労災病院会計課長 2006年4月1日 9 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
2004年度 富山労災病院 会計 会議等 平成16年度機器等整備委員会配付資料、議事録 富山労災病院会計課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2014年度 富山労災病院 看護 病棟等管理 平成26年度看護部目標/BSC 富山労災病院看護師長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院看護部 富山労災病院看護師長 廃棄
2013年度 富山労災病院 看護 病棟等管理 平成25年度看護部目標/BSC 富山労災病院看護師長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院看護部 富山労災病院看護師長 廃棄
2012年度 富山労災病院 看護 病棟等管理 平成24年度看護部目標/BSC 富山労災病院看護師長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院看護部 富山労災病院看護師長 廃棄
2011年度 富山労災病院 看護 病棟等管理 平成23年度看護部目標/BSC 富山労災病院看護師長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院看護部 富山労災病院看護師長 廃棄
2010年度 富山労災病院 看護 病棟等管理 平成22年度看護部目標/BSC 富山労災病院看護師長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院看護部 富山労災病院看護師長 廃棄
2009年度 富山労災病院 看護 病棟等管理 平成21年度看護部目標/BSC 富山労災病院看護師長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院看護部 富山労災病院看護師長 廃棄

2014年度 富山労災病院 看護 病棟等管理 平成26年度手術台帳 富山労災病院看護師長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院看護部 富山労災病院看護師長 廃棄

2013年度 富山労災病院 看護 病棟等管理 平成25年度手術台帳 富山労災病院看護師長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院看護部 富山労災病院看護師長 廃棄

2012年度 富山労災病院 看護 病棟等管理 平成24年度手術台帳 富山労災病院看護師長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院看護部 富山労災病院看護師長 廃棄

2011年度 富山労災病院 看護 病棟等管理 平成23年度手術台帳 富山労災病院看護師長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院看護部 富山労災病院看護師長 廃棄

2010年度 富山労災病院 看護 病棟等管理 平成22年度手術台帳 富山労災病院看護師長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院看護部 富山労災病院看護師長 廃棄
2009年度 富山労災病院 看護 病棟等管理 平成21年度手術台帳 富山労災病院看護師長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院看護部 富山労災病院看護師長 廃棄
2013年度 富山労災病院 検査 検査 平成25年度剖検記録簿 富山労災病院検査科部長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院中央検査部 富山労災病院中央検査部長 廃棄
2012年度 富山労災病院 検査 検査 平成24年度剖検記録簿 富山労災病院検査科部長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院中央検査部 富山労災病院中央検査部長 廃棄
2011年度 富山労災病院 検査 検査 平成23年度剖検記録簿 富山労災病院検査科部長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院中央検査部 富山労災病院中央検査部長 廃棄
2010年度 富山労災病院 検査 検査 平成22年度剖検記録簿 富山労災病院検査科部長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院中央検査部 富山労災病院中央検査部長 廃棄
2009年度 富山労災病院 検査 検査 平成21年度剖検記録簿 富山労災病院検査科部長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院中央検査部 富山労災病院中央検査部長 廃棄
2008年度 富山労災病院 検査 検査 平成20年度剖検記録簿 富山労災病院検査科部長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院中央検査部 富山労災病院中央検査部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2007年度 富山労災病院 検査 検査 平成19年度剖検記録簿 富山労災病院検査科部長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 富山労災病院中央検査部 富山労災病院中央検査部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2006年度 富山労災病院 検査 検査 平成18年度剖検記録簿 富山労災病院検査科部長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 富山労災病院中央検査部 富山労災病院中央検査部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2013年度 富山労災病院 検査 検査 平成25年度病理組織・細胞診台帳 富山労災病院検査科部長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院中央検査部 富山労災病院中央検査部長 廃棄
2012年度 富山労災病院 検査 検査 平成24年度病理組織・細胞診台帳 富山労災病院検査科部長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院中央検査部 富山労災病院中央検査部長 廃棄
2011年度 富山労災病院 検査 検査 平成23年度病理組織・細胞診台帳 富山労災病院検査科部長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院中央検査部 富山労災病院中央検査部長 廃棄
2010年度 富山労災病院 検査 検査 平成22年度病理組織・細胞診台帳 富山労災病院検査科部長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院中央検査部 富山労災病院中央検査部長 廃棄
2009年度 富山労災病院 検査 検査 平成21年度病理組織・細胞診台帳 富山労災病院検査科部長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院中央検査部 富山労災病院中央検査部長 廃棄
2008年度 富山労災病院 検査 検査 平成20年度病理組織・細胞診台帳 富山労災病院検査科部長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院中央検査部 富山労災病院中央検査部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2007年度 富山労災病院 検査 検査 平成19年度病理組織・細胞診台帳 富山労災病院検査科部長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 富山労災病院中央検査部 富山労災病院中央検査部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2006年度 富山労災病院 検査 検査 平成18年度病理組織・細胞診台帳 富山労災病院検査科部長 2007年4月1日 8 2015年3月31日 紙 富山労災病院中央検査部 富山労災病院中央検査部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2013年度 富山労災病院 検査 検査 平成25年度培養台帳 富山労災病院検査科部長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院中央検査部 富山労災病院中央検査部長 廃棄
2012年度 富山労災病院 検査 検査 平成24年度培養台帳 富山労災病院検査科部長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院中央検査部 富山労災病院中央検査部長 廃棄
2011年度 富山労災病院 検査 検査 平成23年度培養台帳 富山労災病院検査科部長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院中央検査部 富山労災病院中央検査部長 廃棄
2010年度 富山労災病院 検査 検査 平成22年度培養台帳 富山労災病院検査科部長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院中央検査部 富山労災病院中央検査部長 廃棄
2009年度 富山労災病院 検査 検査 平成21年度培養台帳 富山労災病院検査科部長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院中央検査部 富山労災病院中央検査部長 廃棄
2008年度 富山労災病院 検査 検査 平成20年度培養台帳 富山労災病院検査科部長 2009年4月1日 6 2015年3月31日 紙 富山労災病院中央検査部 富山労災病院中央検査部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2007年度 富山労災病院 検査 検査 平成19年度培養台帳 富山労災病院検査科部長 2008年4月1日 7 2015年3月31日 紙 富山労災病院中央検査部 富山労災病院中央検査部長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2014年度 富山労災病院 総務 放射線障害防止法承認申請 平成26年度放射線障害予防規程の作成・届出 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 放射線障害防止法承認申請 平成25年度放射線障害予防規程の作成・届出 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 放射線障害防止法承認申請 平成24年度放射線障害予防規程の作成・届出 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 放射線障害防止法承認申請 平成23年度放射線障害予防規程の作成・届出 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 総務 放射線障害防止法承認申請 平成22年度放射線障害予防規程の作成・届出 富山労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 総務 放射線障害防止法承認申請 平成21年度放射線障害予防規程の作成・届出 富山労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 放射線障害防止法承認申請 平成26年度放射線管理状況報告 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 放射線障害防止法承認申請 平成25年度放射線管理状況報告 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 放射線障害防止法承認申請 平成24年度放射線管理状況報告 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 放射線障害防止法承認申請 平成23年度放射線管理状況報告 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 総務 放射線障害防止法承認申請 平成22年度放射線管理状況報告 富山労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 総務 放射線障害防止法承認申請 平成21年度放射線管理状況報告 富山労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 文書管理 平成25年度文書収受簿 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 文書管理 平成24年度文書収受簿 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 文書管理 平成23年度文書収受簿 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 総務 文書管理 平成22年度文書収受簿 富山労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 総務 文書管理 平成21年度文書収受簿 富山労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 文書管理 平成26年度文書発信簿 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 文書管理 平成25年度文書発信簿 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 文書管理 平成24年度文書発信簿 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 文書管理 平成23年度文書発信簿 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 総務 文書管理 平成22年度文書発信簿 富山労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 総務 文書管理 平成21年度文書発信簿 富山労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 日誌 平成26年度運転日誌 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 日誌 平成25年度運転日誌 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 日誌 平成24年度運転日誌 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 日誌 平成23年度運転日誌 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 総務 日誌 平成22年度運転日誌 富山労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 総務 日誌 平成21年度運転日誌 富山労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 任免簿 平成26年度代理会計機関任免簿 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 任免簿 平成25年度代理会計機関任免簿 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 任免簿 平成24年度代理会計機関任免簿 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 任免簿 平成23年度代理会計機関任免簿 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 総務 任免簿 平成22年度代理会計機関任免簿 富山労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 総務 任免簿 平成21年度代理会計機関任免簿 富山労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 任免簿 平成26年度出納員任免簿 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
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2013年度 富山労災病院 総務 任免簿 平成25年度出納員任免簿 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 任免簿 平成24年度出納員任免簿 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 任免簿 平成23年度出納員任免簿 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 総務 任免簿 平成22年度出納員任免簿 富山労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 総務 任免簿 平成21年度出納員任免簿 富山労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 任免簿 平成26年度公印取扱責任者任免簿 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 任免簿 平成25年度公印取扱責任者任免簿 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 任免簿 平成24年度公印取扱責任者任免簿 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 任免簿 平成23年度公印取扱責任者任免簿 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 総務 任免簿 平成22年度公印取扱責任者任免簿 富山労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 総務 任免簿 平成21年度公印取扱責任者任免簿 富山労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 税申告 平成26年度住民税通知書 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 税申告 平成25年度住民税通知書 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 税申告 平成24年度住民税通知書 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 税申告 平成23年度住民税通知書 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 総務 税申告 平成22年度住民税通知書 富山労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 総務 税申告 平成21年度住民税通知書 富山労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 税申告 平成26年度源泉徴収票 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 税申告 平成25年度源泉徴収票 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 税申告 平成24年度源泉徴収票 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 税申告 平成23年度源泉徴収票 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 総務 税申告 平成22年度源泉徴収票 富山労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 総務 税申告 平成21年度源泉徴収票 富山労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 衛生 平成26年度健康診断個人票 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 衛生 平成25年度健康診断個人票 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 衛生 平成24年度健康診断個人票 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 衛生 平成23年度健康診断個人票 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 総務 衛生 平成22年度健康診断個人票 富山労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 総務 衛生 平成21年度健康診断個人票 富山労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 衛生 平成26年度特殊健診個人票 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 衛生 平成25年度特殊健診個人票 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 衛生 平成24年度特殊健診個人票 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 衛生 平成23年度特殊健診個人票 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 総務 衛生 平成22年度特殊健診個人票 富山労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 総務 衛生 平成21年度特殊健診個人票 富山労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 衛生 平成26年度電離放射線健診個人票 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 衛生 平成25年度電離放射線健診個人票 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 衛生 平成24年度電離放射線健診個人票 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 衛生 平成23年度電離放射線健診個人票 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 総務 衛生 平成22年度電離放射線健診個人票 富山労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 総務 衛生 平成21年度電離放射線健診個人票 富山労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 衛生 平成26年度定期検診結果報告書 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 衛生 平成25年度定期検診結果報告書 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 衛生 平成24年度定期検診結果報告書 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 衛生 平成23年度定期検診結果報告書 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 総務 衛生 平成22年度定期検診結果報告書 富山労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 総務 衛生 平成21年度定期検診結果報告書 富山労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 衛生 平成26年度特殊検診結果報告書 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 衛生 平成25年度特殊検診結果報告書 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 衛生 平成24年度特殊検診結果報告書 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 衛生 平成23年度特殊検診結果報告書 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 総務 衛生 平成22年度特殊検診結果報告書 富山労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 総務 衛生 平成21年度特殊検診結果報告書 富山労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 衛生 平成26年度電離放射線検診結果報告書 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 衛生 平成25年度電離放射線検診結果報告書 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 衛生 平成24年度電離放射線検診結果報告書 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 衛生 平成23年度電離放射線検診結果報告書 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 総務 衛生 平成22年度電離放射線検診結果報告書 富山労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 総務 衛生 平成21年度電離放射線検診結果報告書 富山労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 総務管理 平成26年度乗車券使用記録簿 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 総務管理 平成25年度乗車券使用記録簿 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 総務管理 平成24年度乗車券使用記録簿 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 総務管理 平成23年度乗車券使用記録簿 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 総務 総務管理 平成22年度乗車券使用記録簿 富山労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 総務 総務管理 平成21年度乗車券使用記録簿 富山労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 会議等 平成26年度運営会議配付資料、議事録 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 会議等 平成25年度運営会議配付資料、議事録 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 会議等 平成24年度運営会議配付資料、議事録 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 会議等 平成23年度運営会議配付資料、議事録 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 総務 会議等 平成22年度運営会議配付資料、議事録 富山労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 総務 会議等 平成21年度運営会議配付資料、議事録 富山労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 広報 平成26年度ろうさいフォーラム 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 広報 平成25年度ろうさいフォーラム 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 広報 平成24年度ろうさいフォーラム 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
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2011年度 富山労災病院 総務 広報 平成23年度ろうさいフォーラム 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 総務 広報 平成22年度ろうさいフォーラム 富山労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 総務 広報 平成21年度ろうさいフォーラム 富山労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 研究 平成26年度医学研究 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 研究 平成25年度医学研究 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 研究 平成24年度医学研究 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 研究 平成23年度医学研究 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 総務 研究 平成22年度医学研究 富山労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 総務 研究 平成21年度医学研究 富山労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 その他通知等 平成26年度麻薬届 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 その他通知等 平成25年度麻薬届 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 その他通知等 平成24年度麻薬届 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 その他通知等 平成23年度麻薬届 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 総務 その他通知等 平成22年度麻薬届 富山労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 総務 その他通知等 平成21年度麻薬届 富山労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 その他通知等 平成26年度保険医届 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 その他通知等 平成25年度保険医届 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 その他通知等 平成24年度保険医届 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 その他通知等 平成23年度保険医届 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 総務 その他通知等 平成22年度保険医届 富山労災病院総務課長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 総務 その他通知等 平成21年度保険医届 富山労災病院総務課長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 放射線 照射録等 平成26年度照射録 富山労災病院中央放射線部長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 電子 （共有サーバー内） 富山労災病院中央放射線部 富山労災病院中央放射線部長 廃棄
2013年度 富山労災病院 放射線 照射録等 平成25年度照射録 富山労災病院中央放射線部長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 電子 （共有サーバー内） 富山労災病院中央放射線部 富山労災病院中央放射線部長 廃棄
2012年度 富山労災病院 放射線 照射録等 平成24年度照射録 富山労災病院中央放射線部長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 電子 （共有サーバー内） 富山労災病院中央放射線部 富山労災病院中央放射線部長 廃棄
2011年度 富山労災病院 放射線 照射録等 平成23年度照射録 富山労災病院中央放射線部長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 電子 （共有サーバー内） 富山労災病院中央放射線部 富山労災病院中央放射線部長 廃棄
2010年度 富山労災病院 放射線 照射録等 平成22年度照射録 富山労災病院中央放射線部長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院中央放射線部 富山労災病院中央放射線部長 廃棄
2009年度 富山労災病院 放射線 照射録等 平成21年度照射録 富山労災病院中央放射線部長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院中央放射線部 富山労災病院中央放射線部長 廃棄
2013年度 富山労災病院 検査 薬剤管理 平成25年度血液製剤使用患者台帳 富山労災病院薬剤部長 2014年4月1日 20 2034年3月31日 紙 富山労災病院薬剤部 富山労災病院薬剤部長 廃棄
2012年度 富山労災病院 検査 薬剤管理 平成24年度血液製剤使用患者台帳 富山労災病院薬剤部長 2013年4月1日 20 2033年3月31日 紙 富山労災病院薬剤部 富山労災病院薬剤部長 廃棄
2011年度 富山労災病院 検査 薬剤管理 平成23年度血液製剤使用患者台帳 富山労災病院薬剤部長 2012年4月1日 20 2032年3月31日 紙 富山労災病院薬剤部 富山労災病院薬剤部長 廃棄
2010年度 富山労災病院 検査 薬剤管理 平成22年度血液製剤使用患者台帳 富山労災病院薬剤部長 2011年4月1日 20 2031年3月31日 紙 富山労災病院薬剤部 富山労災病院薬剤部長 廃棄
2009年度 富山労災病院 検査 薬剤管理 平成21年度血液製剤使用患者台帳 富山労災病院薬剤部長 2010年4月1日 20 2030年3月31日 紙 富山労災病院薬剤部 富山労災病院薬剤部長 廃棄
2008年度 富山労災病院 検査 薬剤管理 平成20年度血液製剤使用患者台帳 富山労災病院薬剤部長 2009年4月1日 20 2029年3月31日 紙 富山労災病院薬剤部 富山労災病院薬剤部長 廃棄
2007年度 富山労災病院 検査 薬剤管理 平成19年度血液製剤使用患者台帳 富山労災病院薬剤部長 2008年4月1日 20 2028年3月31日 紙 富山労災病院薬剤部 富山労災病院薬剤部長 廃棄
2006年度 富山労災病院 検査 薬剤管理 平成18年度血液製剤使用患者台帳 富山労災病院薬剤部長 2007年4月1日 20 2027年3月31日 紙 富山労災病院薬剤部 富山労災病院薬剤部長 廃棄
2005年度 富山労災病院 検査 薬剤管理 平成17年度血液製剤使用患者台帳 富山労災病院薬剤部長 2006年4月1日 20 2026年3月31日 紙 富山労災病院薬剤部 富山労災病院薬剤部長 廃棄
2004年度 富山労災病院 検査 薬剤管理 平成16年度血液製剤使用患者台帳 富山労災病院薬剤部長 2005年4月1日 20 2025年3月31日 紙 富山労災病院薬剤部 富山労災病院薬剤部長 廃棄
2003年度 富山労災病院 検査 薬剤管理 平成15年度血液製剤使用患者台帳 富山労災病院薬剤部長 2004年4月1日 20 2024年3月31日 紙 富山労災病院薬剤部 富山労災病院薬剤部長 廃棄
2002年度 富山労災病院 検査 薬剤管理 平成14年度血液製剤使用患者台帳 富山労災病院薬剤部長 2003年4月1日 20 2023年3月31日 紙 富山労災病院薬剤部 富山労災病院薬剤部長 廃棄
2001年度 富山労災病院 検査 薬剤管理 平成13年度血液製剤使用患者台帳 富山労災病院薬剤部長 2002年4月1日 20 2022年3月31日 紙 富山労災病院薬剤部 富山労災病院薬剤部長 廃棄
2000年度 富山労災病院 検査 薬剤管理 平成12年度血液製剤使用患者台帳 富山労災病院薬剤部長 2001年4月1日 20 2021年3月31日 紙 富山労災病院薬剤部 富山労災病院薬剤部長 廃棄
1999年度 富山労災病院 検査 薬剤管理 平成11年度血液製剤使用患者台帳 富山労災病院薬剤部長 2000年4月1日 20 2020年3月31日 紙 富山労災病院薬剤部 富山労災病院薬剤部長 廃棄
1998年度 富山労災病院 検査 薬剤管理 平成10年度血液製剤使用患者台帳 富山労災病院薬剤部長 1999年4月1日 20 2019年3月31日 紙 富山労災病院薬剤部 富山労災病院薬剤部長 廃棄
2014年度 富山労災病院 会計 出納 平成26年度補助元帳 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 出納 平成25年度補助元帳 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 出納 平成24年度補助元帳 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 出納 平成23年度補助元帳 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 出納 平成22年度補助元帳 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 10 2021年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 会計 出納 平成21年度補助元帳 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 10 2020年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 会計 出納 平成20年度補助元帳 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 10 2019年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2007年度 富山労災病院 会計 出納 平成19年度補助元帳 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 10 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2006年度 富山労災病院 会計 出納 平成18年度補助元帳 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 10 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2005年度 富山労災病院 会計 出納 平成17年度補助元帳 富山労災病院会計課長 2006年4月1日 10 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2004年度 富山労災病院 会計 出納 平成16年度補助元帳 富山労災病院会計課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2003年度 富山労災病院 会計 出納 平成15年度補助元帳 富山労災病院会計課長 2004年4月1日 11 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2002年度 富山労災病院 会計 出納 平成14年度補助元帳 富山労災病院会計課長 2003年4月1日 12 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2001年度 富山労災病院 会計 出納 平成13年度補助元帳 富山労災病院会計課長 2002年4月1日 13 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2000年度 富山労災病院 会計 出納 平成12年度補助元帳 富山労災病院会計課長 2001年4月1日 14 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
1999年度 富山労災病院 会計 出納 平成11年度補助元帳 富山労災病院会計課長 2000年4月1日 15 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2014年度 富山労災病院 会計 出納 平成26年度総勘定元帳 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 出納 平成25年度総勘定元帳 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 出納 平成24年度総勘定元帳 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 出納 平成23年度総勘定元帳 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 出納 平成22年度総勘定元帳 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 10 2021年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 会計 出納 平成21年度総勘定元帳 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 10 2020年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 会計 出納 平成20年度総勘定元帳 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 10 2019年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2007年度 富山労災病院 会計 出納 平成19年度総勘定元帳 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 10 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2006年度 富山労災病院 会計 出納 平成18年度総勘定元帳 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 10 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2005年度 富山労災病院 会計 出納 平成17年度総勘定元帳 富山労災病院会計課長 2006年4月1日 10 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2004年度 富山労災病院 会計 出納 平成16年度総勘定元帳 富山労災病院会計課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2003年度 富山労災病院 会計 出納 平成15年度総勘定元帳 富山労災病院会計課長 2004年4月1日 11 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2002年度 富山労災病院 会計 出納 平成14年度総勘定元帳 富山労災病院会計課長 2003年4月1日 12 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2001年度 富山労災病院 会計 出納 平成13年度総勘定元帳 富山労災病院会計課長 2002年4月1日 13 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2000年度 富山労災病院 会計 出納 平成12年度総勘定元帳 富山労災病院会計課長 2001年4月1日 14 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
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年度等
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保存期間
満了日
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管理者
保存期間
満了後の

措置

1999年度 富山労災病院 会計 出納 平成11年度総勘定元帳 富山労災病院会計課長 2000年4月1日 15 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2014年度 富山労災病院 会計 決算 平成26年度消費税報告書 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 決算 平成25年度消費税報告書 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 決算 平成24年度消費税報告書 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 決算 平成23年度消費税報告書 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 決算 平成22年度消費税報告書 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 10 2021年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 会計 決算 平成21年度消費税報告書 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 10 2020年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 会計 決算 平成20年度消費税報告書 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 10 2019年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2007年度 富山労災病院 会計 決算 平成19年度消費税報告書 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 10 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2006年度 富山労災病院 会計 決算 平成18年度消費税報告書 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 10 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2005年度 富山労災病院 会計 決算 平成17年度消費税報告書 富山労災病院会計課長 2006年4月1日 10 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2004年度 富山労災病院 会計 決算 平成16年度消費税報告書 富山労災病院会計課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2003年度 富山労災病院 会計 決算 平成15年度消費税報告書 富山労災病院会計課長 2004年4月1日 11 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2002年度 富山労災病院 会計 決算 平成14年度消費税報告書 富山労災病院会計課長 2003年4月1日 12 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2001年度 富山労災病院 会計 決算 平成13年度消費税報告書 富山労災病院会計課長 2002年4月1日 13 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2000年度 富山労災病院 会計 決算 平成12年度消費税報告書 富山労災病院会計課長 2001年4月1日 14 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
1999年度 富山労災病院 会計 決算 平成11年度消費税報告書 富山労災病院会計課長 2000年4月1日 15 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2014年度 富山労災病院 会計 建築等契約 平成26年度入札関係書類 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 建築等契約 平成25年度入札関係書類 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 建築等契約 平成24年度入札関係書類 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 建築等契約 平成23年度入札関係書類 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 建築等契約 平成22年度入札関係書類 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 10 2021年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 会計 建築等契約 平成21年度入札関係書類 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 10 2020年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 会計 建築等契約 平成20年度入札関係書類 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 10 2019年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2007年度 富山労災病院 会計 建築等契約 平成19年度入札関係書類 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 10 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2006年度 富山労災病院 会計 建築等契約 平成18年度入札関係書類 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 10 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2005年度 富山労災病院 会計 建築等契約 平成17年度入札関係書類 富山労災病院会計課長 2006年4月1日 10 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2004年度 富山労災病院 会計 建築等契約 平成16年度入札関係書類 富山労災病院会計課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2003年度 富山労災病院 会計 建築等契約 平成15年度入札関係書類 富山労災病院会計課長 2004年4月1日 11 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2002年度 富山労災病院 会計 建築等契約 平成14年度入札関係書類 富山労災病院会計課長 2003年4月1日 12 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2001年度 富山労災病院 会計 建築等契約 平成13年度入札関係書類 富山労災病院会計課長 2002年4月1日 13 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2000年度 富山労災病院 会計 建築等契約 平成12年度入札関係書類 富山労災病院会計課長 2001年4月1日 14 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
1999年度 富山労災病院 会計 建築等契約 平成11年度入札関係書類 富山労災病院会計課長 2000年4月1日 15 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2014年度 富山労災病院 会計 建築等契約 平成26年度工事請負契約書 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 建築等契約 平成25年度工事請負契約書 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 建築等契約 平成24年度工事請負契約書 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 建築等契約 平成23年度工事請負契約書 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 建築等契約 平成22年度工事請負契約書 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 10 2021年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 会計 建築等契約 平成21年度工事請負契約書 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 10 2020年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 会計 建築等契約 平成20年度工事請負契約書 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 10 2019年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2007年度 富山労災病院 会計 建築等契約 平成19年度工事請負契約書 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 10 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2006年度 富山労災病院 会計 建築等契約 平成18年度工事請負契約書 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 10 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2005年度 富山労災病院 会計 建築等契約 平成17年度工事請負契約書 富山労災病院会計課長 2006年4月1日 10 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2004年度 富山労災病院 会計 建築等契約 平成16年度工事請負契約書 富山労災病院会計課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2003年度 富山労災病院 会計 建築等契約 平成15年度工事請負契約書 富山労災病院会計課長 2004年4月1日 11 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
2002年度 富山労災病院 会計 建築等契約 平成14年度工事請負契約書 富山労災病院会計課長 2003年4月1日 12 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
2001年度 富山労災病院 会計 建築等契約 平成13年度工事請負契約書 富山労災病院会計課長 2002年4月1日 13 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2000年度 富山労災病院 会計 建築等契約 平成12年度工事請負契約書 富山労災病院会計課長 2001年4月1日 14 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
1999年度 富山労災病院 会計 建築等契約 平成11年度工事請負契約書 富山労災病院会計課長 2000年4月1日 15 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2014年度 富山労災病院 看護 調査報告 平成26年度院外発表看護研究業績集 富山労災病院看護師長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 富山労災病院看護部 富山労災病院看護師長 廃棄
2013年度 富山労災病院 看護 調査報告 平成25年度院外発表看護研究業績集 富山労災病院看護師長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 富山労災病院看護部 富山労災病院看護師長 廃棄
2012年度 富山労災病院 看護 調査報告 平成24年度院外発表看護研究業績集 富山労災病院看護師長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 富山労災病院看護部 富山労災病院看護師長 廃棄
2011年度 富山労災病院 看護 調査報告 平成23年度院外発表看護研究業績集 富山労災病院看護師長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 富山労災病院看護部 富山労災病院看護師長 廃棄
2010年度 富山労災病院 看護 調査報告 平成22年度院外発表看護研究業績集 富山労災病院看護師長 2011年4月1日 10 2021年3月31日 紙 富山労災病院看護部 富山労災病院看護師長 廃棄
2009年度 富山労災病院 看護 調査報告 平成21年度院外発表看護研究業績集 富山労災病院看護師長 2010年4月1日 10 2020年3月31日 紙 富山労災病院看護部 富山労災病院看護師長 廃棄
2008年度 富山労災病院 看護 調査報告 平成20年度院外発表看護研究業績集 富山労災病院看護師長 2009年4月1日 10 2019年3月31日 紙 富山労災病院看護部 富山労災病院看護師長 廃棄
2007年度 富山労災病院 看護 調査報告 平成19年度院外発表看護研究業績集 富山労災病院看護師長 2008年4月1日 10 2018年3月31日 紙 富山労災病院看護部 富山労災病院看護師長 廃棄
2006年度 富山労災病院 看護 調査報告 平成18年度院外発表看護研究業績集 富山労災病院看護師長 2007年4月1日 10 2017年3月31日 紙 富山労災病院看護部 富山労災病院看護師長 廃棄
2005年度 富山労災病院 看護 調査報告 平成17年度院外発表看護研究業績集 富山労災病院看護師長 2006年4月1日 10 2016年3月31日 紙 富山労災病院看護部 富山労災病院看護師長 廃棄
2004年度 富山労災病院 看護 調査報告 平成16年度院外発表看護研究業績集 富山労災病院看護師長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 富山労災病院看護部 富山労災病院看護師長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 叙勲・表彰 平成26年度永年勤続表彰内申 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 叙勲・表彰 平成25年度永年勤続表彰内申 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 叙勲・表彰 平成24年度永年勤続表彰内申 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 叙勲・表彰 平成23年度永年勤続表彰内申 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 叙勲・表彰 平成22年度永年勤続表彰内申 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 総務 叙勲・表彰 平成21年度永年勤続表彰内申 富山労災病院総務課長 2011年4月1日 10 2021年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 総務 叙勲・表彰 平成20年度永年勤続表彰内申 富山労災病院総務課長 2010年4月1日 10 2020年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 総務 叙勲・表彰 平成19年度永年勤続表彰内申 富山労災病院総務課長 2009年4月1日 10 2019年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2007年度 富山労災病院 総務 叙勲・表彰 平成18年度永年勤続表彰内申 富山労災病院総務課長 2008年4月1日 10 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2006年度 富山労災病院 総務 叙勲・表彰 平成17年度永年勤続表彰内申 富山労災病院総務課長 2007年4月1日 10 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2005年度 富山労災病院 総務 叙勲・表彰 平成16年度永年勤続表彰内申 富山労災病院総務課長 2006年4月1日 10 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2004年度 富山労災病院 総務 叙勲・表彰 平成15年度永年勤続表彰内申 富山労災病院総務課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 叙勲・表彰 平成26年度永年勤続表彰名簿 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 10 2025年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 叙勲・表彰 平成25年度永年勤続表彰名簿 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 10 2024年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
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2012年度 富山労災病院 総務 叙勲・表彰 平成24年度永年勤続表彰名簿 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 10 2023年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 叙勲・表彰 平成22年度永年勤続表彰名簿 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 10 2022年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 総務 叙勲・表彰 平成21年度永年勤続表彰名簿 富山労災病院総務課長 2011年4月1日 10 2021年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 総務 叙勲・表彰 平成20年度永年勤続表彰名簿 富山労災病院総務課長 2010年4月1日 10 2020年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 総務 叙勲・表彰 平成19年度永年勤続表彰名簿 富山労災病院総務課長 2009年4月1日 10 2019年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2007年度 富山労災病院 総務 叙勲・表彰 平成18年度永年勤続表彰名簿 富山労災病院総務課長 2008年4月1日 10 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2006年度 富山労災病院 総務 叙勲・表彰 平成17年度永年勤続表彰名簿 富山労災病院総務課長 2007年4月1日 10 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2005年度 富山労災病院 総務 叙勲・表彰 平成16年度永年勤続表彰名簿 富山労災病院総務課長 2006年4月1日 10 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2004年度 富山労災病院 総務 叙勲・表彰 平成15年度永年勤続表彰名簿 富山労災病院総務課長 2005年4月1日 10 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2005年度 富山労災病院 医事 事業統計資料 平成17年度統計資料 富山労災病院医事課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2004年度 富山労災病院 医事 事業統計資料 平成16年度統計資料 富山労災病院医事課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2003年度 富山労災病院 医事 事業統計資料 平成15年度統計資料 富山労災病院医事課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2002年度 富山労災病院 医事 事業統計資料 平成14年度統計資料 富山労災病院医事課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2001年度 富山労災病院 医事 事業統計資料 平成13年度統計資料 富山労災病院医事課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
2000年度 富山労災病院 医事 事業統計資料 平成12年度統計資料 富山労災病院医事課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
1999年度 富山労災病院 医事 事業統計資料 平成11年度統計資料 富山労災病院医事課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
1998年度 富山労災病院 医事 事業統計資料 平成10年度統計資料 富山労災病院医事課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
1997年度 富山労災病院 医事 事業統計資料 平成9年度統計資料 富山労災病院医事課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
1996年度 富山労災病院 医事 事業統計資料 平成8年度統計資料 富山労災病院医事課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
1995年度 富山労災病院 医事 事業統計資料 平成7年度統計資料 富山労災病院医事課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
1994年度 富山労災病院 医事 事業統計資料 平成6年度統計資料 富山労災病院医事課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
1993年度 富山労災病院 医事 事業統計資料 平成5年度統計資料 富山労災病院医事課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
1992年度 富山労災病院 医事 事業統計資料 平成4年度統計資料 富山労災病院医事課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
1991年度 富山労災病院 医事 事業統計資料 平成3年度統計資料 富山労災病院医事課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
1990年度 富山労災病院 医事 事業統計資料 平成2年度統計資料 富山労災病院医事課長 1991年4月1日 30 2021年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
1989年度 富山労災病院 医事 事業統計資料 平成1年度統計資料 富山労災病院医事課長 1990年4月1日 30 2020年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
1988年度 富山労災病院 医事 事業統計資料 昭和63年度統計資料 富山労災病院医事課長 1989年4月1日 30 2019年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
1987年度 富山労災病院 医事 事業統計資料 昭和62年度統計資料 富山労災病院医事課長 1988年4月1日 30 2018年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
1986年度 富山労災病院 医事 事業統計資料 昭和61年度統計資料 富山労災病院医事課長 1987年4月1日 30 2017年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
1985年度 富山労災病院 医事 事業統計資料 昭和60年度統計資料 富山労災病院医事課長 1986年4月1日 30 2016年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
1984年度 富山労災病院 医事 事業統計資料 昭和59年度統計資料 富山労災病院医事課長 1985年4月1日 30 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄
1983年度 富山労災病院 医事 事業統計資料 昭和58年度統計資料 富山労災病院医事課長 1984年4月1日 31 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院医事課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
1989年度 富山労災病院 栄養管理 例規等 平成1年度栄養管理室事務処理要領 富山労災病院栄養管理室長 1990年4月1日 30 2020年3月31日 紙 富山労災病院栄養管理室 富山労災病院栄養管理室長 廃棄
2014年度 富山労災病院 会計 決算 平成26年度決算手続及び記載例 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 決算 平成25年度決算手続及び記載例 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 決算 平成24年度決算手続及び記載例 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 決算 平成23年度決算手続及び記載例 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 決算 平成22年度決算手続及び記載例 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 会計 決算 平成21年度決算手続及び記載例 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 会計 決算 平成20年度決算手続及び記載例 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2007年度 富山労災病院 会計 決算 平成19年度決算手続及び記載例 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2006年度 富山労災病院 会計 決算 平成18年度決算手続及び記載例 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2005年度 富山労災病院 会計 決算 平成17年度決算手続及び記載例 富山労災病院会計課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2004年度 富山労災病院 会計 決算 平成16年度決算手続及び記載例 富山労災病院会計課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2003年度 富山労災病院 会計 決算 平成15年度決算手続及び記載例 富山労災病院会計課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2002年度 富山労災病院 会計 決算 平成14年度決算手続及び記載例 富山労災病院会計課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2001年度 富山労災病院 会計 決算 平成13年度決算手続及び記載例 富山労災病院会計課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2000年度 富山労災病院 会計 決算 平成12年度決算手続及び記載例 富山労災病院会計課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1999年度 富山労災病院 会計 決算 平成11年度決算手続及び記載例 富山労災病院会計課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1998年度 富山労災病院 会計 決算 平成10年度決算手続及び記載例 富山労災病院会計課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1997年度 富山労災病院 会計 決算 平成9年度決算手続及び記載例 富山労災病院会計課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1996年度 富山労災病院 会計 決算 平成8年度決算手続及び記載例 富山労災病院会計課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1995年度 富山労災病院 会計 決算 平成7年度決算手続及び記載例 富山労災病院会計課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1994年度 富山労災病院 会計 決算 平成6年度決算手続及び記載例 富山労災病院会計課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1993年度 富山労災病院 会計 決算 平成5年度決算手続及び記載例 富山労災病院会計課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1992年度 富山労災病院 会計 決算 平成4年度決算手続及び記載例 富山労災病院会計課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1991年度 富山労災病院 会計 決算 平成3年度決算手続及び記載例 富山労災病院会計課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1990年度 富山労災病院 会計 決算 平成2年度決算手続及び記載例 富山労災病院会計課長 1991年4月1日 30 2021年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1989年度 富山労災病院 会計 決算 平成1年度決算手続及び記載例 富山労災病院会計課長 1990年4月1日 30 2020年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1988年度 富山労災病院 会計 決算 昭和63年度決算手続及び記載例 富山労災病院会計課長 1989年4月1日 30 2019年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1987年度 富山労災病院 会計 決算 昭和62年度決算手続及び記載例 富山労災病院会計課長 1988年4月1日 30 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1986年度 富山労災病院 会計 決算 昭和61年度決算手続及び記載例 富山労災病院会計課長 1987年4月1日 30 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1985年度 富山労災病院 会計 決算 昭和60年度決算手続及び記載例 富山労災病院会計課長 1986年4月1日 30 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1984年度 富山労災病院 会計 決算 昭和59年度決算手続及び記載例 富山労災病院会計課長 1985年4月1日 30 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1983年度 富山労災病院 会計 決算 昭和58年度決算手続及び記載例 富山労災病院会計課長 1984年4月1日 31 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
1982年度 富山労災病院 会計 決算 昭和57年度決算手続及び記載例 富山労災病院会計課長 1983年4月1日 32 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
1981年度 富山労災病院 会計 決算 昭和56年度決算手続及び記載例 富山労災病院会計課長 1982年4月1日 33 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2014年度 富山労災病院 会計 決算 平成26年度財務諸表・勘定残高内訳書 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 決算 平成25年度財務諸表・勘定残高内訳書 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 決算 平成24年度財務諸表・勘定残高内訳書 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 決算 平成23年度財務諸表・勘定残高内訳書 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 決算 平成22年度財務諸表・勘定残高内訳書 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 会計 決算 平成21年度財務諸表・勘定残高内訳書 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 会計 決算 平成20年度財務諸表・勘定残高内訳書 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
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2007年度 富山労災病院 会計 決算 平成19年度財務諸表・勘定残高内訳書 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2006年度 富山労災病院 会計 決算 平成18年度財務諸表・勘定残高内訳書 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2005年度 富山労災病院 会計 決算 平成17年度財務諸表・勘定残高内訳書 富山労災病院会計課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2004年度 富山労災病院 会計 決算 平成16年度財務諸表・勘定残高内訳書 富山労災病院会計課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2003年度 富山労災病院 会計 決算 平成15年度財務諸表・勘定残高内訳書 富山労災病院会計課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2002年度 富山労災病院 会計 決算 平成14年度財務諸表・勘定残高内訳書 富山労災病院会計課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2001年度 富山労災病院 会計 決算 平成13年度財務諸表・勘定残高内訳書 富山労災病院会計課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2000年度 富山労災病院 会計 決算 平成12年度財務諸表・勘定残高内訳書 富山労災病院会計課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1999年度 富山労災病院 会計 決算 平成11年度財務諸表・勘定残高内訳書 富山労災病院会計課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1998年度 富山労災病院 会計 決算 平成10年度財務諸表・勘定残高内訳書 富山労災病院会計課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1997年度 富山労災病院 会計 決算 平成9年度財務諸表・勘定残高内訳書 富山労災病院会計課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1996年度 富山労災病院 会計 決算 平成8年度財務諸表・勘定残高内訳書 富山労災病院会計課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1995年度 富山労災病院 会計 決算 平成7年度財務諸表・勘定残高内訳書 富山労災病院会計課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1994年度 富山労災病院 会計 決算 平成6年度財務諸表・勘定残高内訳書 富山労災病院会計課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1993年度 富山労災病院 会計 決算 平成5年度財務諸表・勘定残高内訳書 富山労災病院会計課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1992年度 富山労災病院 会計 決算 平成4年度財務諸表・勘定残高内訳書 富山労災病院会計課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1991年度 富山労災病院 会計 決算 平成3年度財務諸表・勘定残高内訳書 富山労災病院会計課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1990年度 富山労災病院 会計 決算 平成2年度財務諸表・勘定残高内訳書 富山労災病院会計課長 1991年4月1日 30 2021年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1989年度 富山労災病院 会計 決算 平成1年度財務諸表・勘定残高内訳書 富山労災病院会計課長 1990年4月1日 30 2020年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1988年度 富山労災病院 会計 決算 昭和63年度財務諸表・勘定残高内訳書 富山労災病院会計課長 1989年4月1日 30 2019年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1987年度 富山労災病院 会計 決算 昭和62年度財務諸表・勘定残高内訳書 富山労災病院会計課長 1988年4月1日 30 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1986年度 富山労災病院 会計 決算 昭和61年度財務諸表・勘定残高内訳書 富山労災病院会計課長 1987年4月1日 30 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1985年度 富山労災病院 会計 決算 昭和60年度財務諸表・勘定残高内訳書 富山労災病院会計課長 1986年4月1日 30 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1984年度 富山労災病院 会計 決算 昭和59年度財務諸表・勘定残高内訳書 富山労災病院会計課長 1985年4月1日 30 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1983年度 富山労災病院 会計 決算 昭和58年度財務諸表・勘定残高内訳書 富山労災病院会計課長 1984年4月1日 31 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
1982年度 富山労災病院 会計 決算 昭和57年度財務諸表・勘定残高内訳書 富山労災病院会計課長 1983年4月1日 32 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
1981年度 富山労災病院 会計 決算 昭和56年度財務諸表・勘定残高内訳書 富山労災病院会計課長 1982年4月1日 33 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2014年度 富山労災病院 会計 決算 平成26年度減価償却計算書 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 決算 平成25年度減価償却計算書 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 決算 平成24年度減価償却計算書 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 決算 平成23年度減価償却計算書 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 決算 平成22年度減価償却計算書 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 会計 決算 平成21年度減価償却計算書 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 会計 決算 平成20年度減価償却計算書 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2007年度 富山労災病院 会計 決算 平成19年度減価償却計算書 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2006年度 富山労災病院 会計 決算 平成18年度減価償却計算書 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2005年度 富山労災病院 会計 決算 平成17年度減価償却計算書 富山労災病院会計課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2004年度 富山労災病院 会計 決算 平成16年度減価償却計算書 富山労災病院会計課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2003年度 富山労災病院 会計 決算 平成15年度減価償却計算書 富山労災病院会計課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2002年度 富山労災病院 会計 決算 平成14年度減価償却計算書 富山労災病院会計課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2001年度 富山労災病院 会計 決算 平成13年度減価償却計算書 富山労災病院会計課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2000年度 富山労災病院 会計 決算 平成12年度減価償却計算書 富山労災病院会計課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1999年度 富山労災病院 会計 決算 平成11年度減価償却計算書 富山労災病院会計課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1998年度 富山労災病院 会計 決算 平成10年度減価償却計算書 富山労災病院会計課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1997年度 富山労災病院 会計 決算 平成9年度減価償却計算書 富山労災病院会計課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1996年度 富山労災病院 会計 決算 平成8年度減価償却計算書 富山労災病院会計課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1995年度 富山労災病院 会計 決算 平成7年度減価償却計算書 富山労災病院会計課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1994年度 富山労災病院 会計 決算 平成6年度減価償却計算書 富山労災病院会計課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1993年度 富山労災病院 会計 決算 平成5年度減価償却計算書 富山労災病院会計課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1992年度 富山労災病院 会計 決算 平成4年度減価償却計算書 富山労災病院会計課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1991年度 富山労災病院 会計 決算 平成3年度減価償却計算書 富山労災病院会計課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1990年度 富山労災病院 会計 決算 平成2年度減価償却計算書 富山労災病院会計課長 1991年4月1日 30 2021年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1989年度 富山労災病院 会計 決算 平成1年度減価償却計算書 富山労災病院会計課長 1990年4月1日 30 2020年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1988年度 富山労災病院 会計 決算 昭和63年度減価償却計算書 富山労災病院会計課長 1989年4月1日 30 2019年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1987年度 富山労災病院 会計 決算 昭和62年度減価償却計算書 富山労災病院会計課長 1988年4月1日 30 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1986年度 富山労災病院 会計 決算 昭和61年度減価償却計算書 富山労災病院会計課長 1987年4月1日 30 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1985年度 富山労災病院 会計 決算 昭和60年度減価償却計算書 富山労災病院会計課長 1986年4月1日 30 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1984年度 富山労災病院 会計 決算 昭和59年度減価償却計算書 富山労災病院会計課長 1985年4月1日 30 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1983年度 富山労災病院 会計 決算 昭和58年度減価償却計算書 富山労災病院会計課長 1984年4月1日 31 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
1982年度 富山労災病院 会計 決算 昭和57年度減価償却計算書 富山労災病院会計課長 1983年4月1日 32 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
1981年度 富山労災病院 会計 決算 昭和56年度減価償却計算書 富山労災病院会計課長 1982年4月1日 33 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2014年度 富山労災病院 会計 決算 平成26年度固定資産不用決定・処分内訳表 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 決算 平成25年度固定資産不用決定・処分内訳表 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 決算 平成24年度固定資産不用決定・処分内訳表 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 決算 平成23年度固定資産不用決定・処分内訳表 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 決算 平成22年度固定資産不用決定・処分内訳表 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 会計 決算 平成21年度固定資産不用決定・処分内訳表 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 会計 決算 平成20年度固定資産不用決定・処分内訳表 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2007年度 富山労災病院 会計 決算 平成19年度固定資産不用決定・処分内訳表 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2006年度 富山労災病院 会計 決算 平成18年度固定資産不用決定・処分内訳表 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2005年度 富山労災病院 会計 決算 平成17年度固定資産不用決定・処分内訳表 富山労災病院会計課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2004年度 富山労災病院 会計 決算 平成16年度固定資産不用決定・処分内訳表 富山労災病院会計課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2003年度 富山労災病院 会計 決算 平成15年度固定資産不用決定・処分内訳表 富山労災病院会計課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2002年度 富山労災病院 会計 決算 平成14年度固定資産不用決定・処分内訳表 富山労災病院会計課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
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2001年度 富山労災病院 会計 決算 平成13年度固定資産不用決定・処分内訳表 富山労災病院会計課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2000年度 富山労災病院 会計 決算 平成12年度固定資産不用決定・処分内訳表 富山労災病院会計課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1999年度 富山労災病院 会計 決算 平成11年度固定資産不用決定・処分内訳表 富山労災病院会計課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1998年度 富山労災病院 会計 決算 平成10年度固定資産不用決定・処分内訳表 富山労災病院会計課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1997年度 富山労災病院 会計 決算 平成9年度固定資産不用決定・処分内訳表 富山労災病院会計課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1996年度 富山労災病院 会計 決算 平成8年度固定資産不用決定・処分内訳表 富山労災病院会計課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1995年度 富山労災病院 会計 決算 平成7年度固定資産不用決定・処分内訳表 富山労災病院会計課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1994年度 富山労災病院 会計 決算 平成6年度固定資産不用決定・処分内訳表 富山労災病院会計課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1993年度 富山労災病院 会計 決算 平成5年度固定資産不用決定・処分内訳表 富山労災病院会計課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1992年度 富山労災病院 会計 決算 平成4年度固定資産不用決定・処分内訳表 富山労災病院会計課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1991年度 富山労災病院 会計 決算 平成3年度固定資産不用決定・処分内訳表 富山労災病院会計課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1990年度 富山労災病院 会計 決算 平成2年度固定資産不用決定・処分内訳表 富山労災病院会計課長 1991年4月1日 30 2021年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1989年度 富山労災病院 会計 決算 平成1年度固定資産不用決定・処分内訳表 富山労災病院会計課長 1990年4月1日 30 2020年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1988年度 富山労災病院 会計 決算 昭和63年度固定資産不用決定・処分内訳表 富山労災病院会計課長 1989年4月1日 30 2019年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1987年度 富山労災病院 会計 決算 昭和62年度固定資産不用決定・処分内訳表 富山労災病院会計課長 1988年4月1日 30 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1986年度 富山労災病院 会計 決算 昭和61年度固定資産不用決定・処分内訳表 富山労災病院会計課長 1987年4月1日 30 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1985年度 富山労災病院 会計 決算 昭和60年度固定資産不用決定・処分内訳表 富山労災病院会計課長 1986年4月1日 30 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1984年度 富山労災病院 会計 決算 昭和59年度固定資産不用決定・処分内訳表 富山労災病院会計課長 1985年4月1日 30 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1983年度 富山労災病院 会計 決算 昭和58年度固定資産不用決定・処分内訳表 富山労災病院会計課長 1984年4月1日 31 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
1982年度 富山労災病院 会計 決算 昭和57年度固定資産不用決定・処分内訳表 富山労災病院会計課長 1983年4月1日 32 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
1981年度 富山労災病院 会計 決算 昭和56年度固定資産不用決定・処分内訳表 富山労災病院会計課長 1982年4月1日 33 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2014年度 富山労災病院 会計 決算 平成26年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 決算 平成25年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 決算 平成24年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 決算 平成23年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 決算 平成22年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 会計 決算 平成21年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 会計 決算 平成20年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2007年度 富山労災病院 会計 決算 平成19年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2006年度 富山労災病院 会計 決算 平成18年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2005年度 富山労災病院 会計 決算 平成17年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 富山労災病院会計課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2004年度 富山労災病院 会計 決算 平成16年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 富山労災病院会計課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2003年度 富山労災病院 会計 決算 平成15年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 富山労災病院会計課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2002年度 富山労災病院 会計 決算 平成14年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 富山労災病院会計課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2001年度 富山労災病院 会計 決算 平成13年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 富山労災病院会計課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2000年度 富山労災病院 会計 決算 平成12年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 富山労災病院会計課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1999年度 富山労災病院 会計 決算 平成11年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 富山労災病院会計課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1998年度 富山労災病院 会計 決算 平成10年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 富山労災病院会計課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1997年度 富山労災病院 会計 決算 平成9年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 富山労災病院会計課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1996年度 富山労災病院 会計 決算 平成8年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 富山労災病院会計課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1995年度 富山労災病院 会計 決算 平成7年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 富山労災病院会計課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1994年度 富山労災病院 会計 決算 平成6年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 富山労災病院会計課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1993年度 富山労災病院 会計 決算 平成5年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 富山労災病院会計課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1992年度 富山労災病院 会計 決算 平成4年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 富山労災病院会計課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1991年度 富山労災病院 会計 決算 平成3年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 富山労災病院会計課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1990年度 富山労災病院 会計 決算 平成2年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 富山労災病院会計課長 1991年4月1日 30 2021年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1989年度 富山労災病院 会計 決算 平成1年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 富山労災病院会計課長 1990年4月1日 30 2020年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1988年度 富山労災病院 会計 決算 昭和63年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 富山労災病院会計課長 1989年4月1日 30 2019年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1987年度 富山労災病院 会計 決算 昭和62年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 富山労災病院会計課長 1988年4月1日 30 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1986年度 富山労災病院 会計 決算 昭和61年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 富山労災病院会計課長 1987年4月1日 30 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1985年度 富山労災病院 会計 決算 昭和60年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 富山労災病院会計課長 1986年4月1日 30 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1984年度 富山労災病院 会計 決算 昭和59年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 富山労災病院会計課長 1985年4月1日 30 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1983年度 富山労災病院 会計 決算 昭和58年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 富山労災病院会計課長 1984年4月1日 31 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
1982年度 富山労災病院 会計 決算 昭和57年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 富山労災病院会計課長 1983年4月1日 32 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
1981年度 富山労災病院 会計 決算 昭和56年度収入支出決算報告書と月計試算表の照合表 富山労災病院会計課長 1982年4月1日 33 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2014年度 富山労災病院 会計 決算 平成26年度収納額調・支払額調・出納額調 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 決算 平成25年度収納額調・支払額調・出納額調 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 決算 平成24年度収納額調・支払額調・出納額調 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 決算 平成23年度収納額調・支払額調・出納額調 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 決算 平成22年度収納額調・支払額調・出納額調 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 会計 決算 平成21年度収納額調・支払額調・出納額調 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 会計 決算 平成20年度収納額調・支払額調・出納額調 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2007年度 富山労災病院 会計 決算 平成19年度収納額調・支払額調・出納額調 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2006年度 富山労災病院 会計 決算 平成18年度収納額調・支払額調・出納額調 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2005年度 富山労災病院 会計 決算 平成17年度収納額調・支払額調・出納額調 富山労災病院会計課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2004年度 富山労災病院 会計 決算 平成16年度収納額調・支払額調・出納額調 富山労災病院会計課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2003年度 富山労災病院 会計 決算 平成15年度収納額調・支払額調・出納額調 富山労災病院会計課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2002年度 富山労災病院 会計 決算 平成14年度収納額調・支払額調・出納額調 富山労災病院会計課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2001年度 富山労災病院 会計 決算 平成13年度収納額調・支払額調・出納額調 富山労災病院会計課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2000年度 富山労災病院 会計 決算 平成12年度収納額調・支払額調・出納額調 富山労災病院会計課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1999年度 富山労災病院 会計 決算 平成11年度収納額調・支払額調・出納額調 富山労災病院会計課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1998年度 富山労災病院 会計 決算 平成10年度収納額調・支払額調・出納額調 富山労災病院会計課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1997年度 富山労災病院 会計 決算 平成9年度収納額調・支払額調・出納額調 富山労災病院会計課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1996年度 富山労災病院 会計 決算 平成8年度収納額調・支払額調・出納額調 富山労災病院会計課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
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1995年度 富山労災病院 会計 決算 平成7年度収納額調・支払額調・出納額調 富山労災病院会計課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1994年度 富山労災病院 会計 決算 平成6年度収納額調・支払額調・出納額調 富山労災病院会計課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1993年度 富山労災病院 会計 決算 平成5年度収納額調・支払額調・出納額調 富山労災病院会計課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1992年度 富山労災病院 会計 決算 平成4年度収納額調・支払額調・出納額調 富山労災病院会計課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1991年度 富山労災病院 会計 決算 平成3年度収納額調・支払額調・出納額調 富山労災病院会計課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1990年度 富山労災病院 会計 決算 平成2年度収納額調・支払額調・出納額調 富山労災病院会計課長 1991年4月1日 30 2021年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1989年度 富山労災病院 会計 決算 平成1年度収納額調・支払額調・出納額調 富山労災病院会計課長 1990年4月1日 30 2020年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1988年度 富山労災病院 会計 決算 昭和63年度収納額調・支払額調・出納額調 富山労災病院会計課長 1989年4月1日 30 2019年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1987年度 富山労災病院 会計 決算 昭和62年度収納額調・支払額調・出納額調 富山労災病院会計課長 1988年4月1日 30 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1986年度 富山労災病院 会計 決算 昭和61年度収納額調・支払額調・出納額調 富山労災病院会計課長 1987年4月1日 30 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1985年度 富山労災病院 会計 決算 昭和60年度収納額調・支払額調・出納額調 富山労災病院会計課長 1986年4月1日 30 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1984年度 富山労災病院 会計 決算 昭和59年度収納額調・支払額調・出納額調 富山労災病院会計課長 1985年4月1日 30 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1983年度 富山労災病院 会計 決算 昭和58年度収納額調・支払額調・出納額調 富山労災病院会計課長 1984年4月1日 31 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
1982年度 富山労災病院 会計 決算 昭和57年度収納額調・支払額調・出納額調 富山労災病院会計課長 1983年4月1日 32 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
1981年度 富山労災病院 会計 決算 昭和56年度収納額調・支払額調・出納額調 富山労災病院会計課長 1982年4月1日 33 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2014年度 富山労災病院 会計 決算 平成26年度支払未済額内訳表 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 決算 平成25年度支払未済額内訳表 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 決算 平成24年度支払未済額内訳表 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 決算 平成22年度支払未済額内訳表 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 会計 決算 平成21年度支払未済額内訳表 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 会計 決算 平成20年度支払未済額内訳表 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2007年度 富山労災病院 会計 決算 平成19年度支払未済額内訳表 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2006年度 富山労災病院 会計 決算 平成18年度支払未済額内訳表 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2005年度 富山労災病院 会計 決算 平成17年度支払未済額内訳表 富山労災病院会計課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2004年度 富山労災病院 会計 決算 平成16年度支払未済額内訳表 富山労災病院会計課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2003年度 富山労災病院 会計 決算 平成15年度支払未済額内訳表 富山労災病院会計課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2002年度 富山労災病院 会計 決算 平成14年度支払未済額内訳表 富山労災病院会計課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2001年度 富山労災病院 会計 決算 平成13年度支払未済額内訳表 富山労災病院会計課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2000年度 富山労災病院 会計 決算 平成12年度支払未済額内訳表 富山労災病院会計課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1999年度 富山労災病院 会計 決算 平成11年度支払未済額内訳表 富山労災病院会計課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1998年度 富山労災病院 会計 決算 平成10年度支払未済額内訳表 富山労災病院会計課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1997年度 富山労災病院 会計 決算 平成9年度支払未済額内訳表 富山労災病院会計課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1996年度 富山労災病院 会計 決算 平成8年度支払未済額内訳表 富山労災病院会計課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1995年度 富山労災病院 会計 決算 平成7年度支払未済額内訳表 富山労災病院会計課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1994年度 富山労災病院 会計 決算 平成6年度支払未済額内訳表 富山労災病院会計課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1993年度 富山労災病院 会計 決算 平成5年度支払未済額内訳表 富山労災病院会計課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1992年度 富山労災病院 会計 決算 平成4年度支払未済額内訳表 富山労災病院会計課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1991年度 富山労災病院 会計 決算 平成3年度支払未済額内訳表 富山労災病院会計課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1990年度 富山労災病院 会計 決算 平成2年度支払未済額内訳表 富山労災病院会計課長 1991年4月1日 30 2021年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1989年度 富山労災病院 会計 決算 平成1年度支払未済額内訳表 富山労災病院会計課長 1990年4月1日 30 2020年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1988年度 富山労災病院 会計 決算 昭和63年度支払未済額内訳表 富山労災病院会計課長 1989年4月1日 30 2019年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1987年度 富山労災病院 会計 決算 昭和62年度支払未済額内訳表 富山労災病院会計課長 1988年4月1日 30 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1986年度 富山労災病院 会計 決算 昭和61年度支払未済額内訳表 富山労災病院会計課長 1987年4月1日 30 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1985年度 富山労災病院 会計 決算 昭和60年度支払未済額内訳表 富山労災病院会計課長 1986年4月1日 30 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1984年度 富山労災病院 会計 決算 昭和59年度支払未済額内訳表 富山労災病院会計課長 1985年4月1日 30 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1983年度 富山労災病院 会計 決算 昭和58年度支払未済額内訳表 富山労災病院会計課長 1984年4月1日 31 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
1982年度 富山労災病院 会計 決算 昭和57年度支払未済額内訳表 富山労災病院会計課長 1983年4月1日 32 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
1981年度 富山労災病院 会計 決算 昭和56年度支払未済額内訳表 富山労災病院会計課長 1982年4月1日 33 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
1980年度 富山労災病院 会計 決算 昭和55年度支払未済額内訳表 富山労災病院会計課長 1981年4月1日 34 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
1979年度 富山労災病院 会計 決算 昭和54年度支払未済額内訳表 富山労災病院会計課長 1980年4月1日 35 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年

2014年度 富山労災病院 会計 出納 平成26年度金銭出納帳 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄

2013年度 富山労災病院 会計 出納 平成25年度金銭出納帳 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄

2012年度 富山労災病院 会計 出納 平成24年度金銭出納帳 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 出納 平成23年度金銭出納帳 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 出納 平成22年度金銭出納帳 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 会計 出納 平成21年度金銭出納帳 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 会計 出納 平成20年度金銭出納帳 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2007年度 富山労災病院 会計 出納 平成19年度金銭出納帳 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2006年度 富山労災病院 会計 出納 平成18年度金銭出納帳 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2005年度 富山労災病院 会計 出納 平成17年度金銭出納帳 富山労災病院会計課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2004年度 富山労災病院 会計 出納 平成16年度金銭出納帳 富山労災病院会計課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2003年度 富山労災病院 会計 出納 平成15年度金銭出納帳 富山労災病院会計課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2002年度 富山労災病院 会計 出納 平成14年度金銭出納帳 富山労災病院会計課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2001年度 富山労災病院 会計 出納 平成13年度金銭出納帳 富山労災病院会計課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2000年度 富山労災病院 会計 出納 平成12年度金銭出納帳 富山労災病院会計課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1999年度 富山労災病院 会計 出納 平成11年度金銭出納帳 富山労災病院会計課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1998年度 富山労災病院 会計 出納 平成10年度金銭出納帳 富山労災病院会計課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1997年度 富山労災病院 会計 出納 平成9年度金銭出納帳 富山労災病院会計課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1996年度 富山労災病院 会計 出納 平成8年度金銭出納帳 富山労災病院会計課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1995年度 富山労災病院 会計 出納 平成7年度金銭出納帳 富山労災病院会計課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1994年度 富山労災病院 会計 出納 平成6年度金銭出納帳 富山労災病院会計課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1993年度 富山労災病院 会計 出納 平成5年度金銭出納帳 富山労災病院会計課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1992年度 富山労災病院 会計 出納 平成4年度金銭出納帳 富山労災病院会計課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
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1991年度 富山労災病院 会計 出納 平成3年度金銭出納帳 富山労災病院会計課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1990年度 富山労災病院 会計 出納 平成2年度金銭出納帳 富山労災病院会計課長 1991年4月1日 30 2021年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1989年度 富山労災病院 会計 出納 平成1年度金銭出納帳 富山労災病院会計課長 1990年4月1日 30 2020年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1988年度 富山労災病院 会計 出納 昭和63年度金銭出納帳 富山労災病院会計課長 1989年4月1日 30 2019年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1987年度 富山労災病院 会計 出納 昭和62年度金銭出納帳 富山労災病院会計課長 1988年4月1日 30 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1986年度 富山労災病院 会計 出納 昭和61年度金銭出納帳 富山労災病院会計課長 1987年4月1日 30 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1985年度 富山労災病院 会計 出納 昭和60年度金銭出納帳 富山労災病院会計課長 1986年4月1日 30 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1984年度 富山労災病院 会計 出納 昭和59年度金銭出納帳 富山労災病院会計課長 1985年4月1日 30 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1983年度 富山労災病院 会計 出納 昭和58年度金銭出納帳 富山労災病院会計課長 1984年4月1日 31 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
1982年度 富山労災病院 会計 出納 昭和57年度金銭出納帳 富山労災病院会計課長 1983年4月1日 32 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
1981年度 富山労災病院 会計 出納 昭和56年度金銭出納帳 富山労災病院会計課長 1982年4月1日 33 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
1980年度 富山労災病院 会計 出納 昭和55年度金銭出納帳 富山労災病院会計課長 1981年4月1日 34 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
1979年度 富山労災病院 会計 出納 昭和54年度金銭出納帳 富山労災病院会計課長 1980年4月1日 35 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2014年度 富山労災病院 会計 出納 平成26年度銀行勘定帳 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 出納 平成25年度銀行勘定帳 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 出納 平成24年度銀行勘定帳 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 出納 平成23年度銀行勘定帳 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 出納 平成22年度銀行勘定帳 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 会計 出納 平成21年度銀行勘定帳 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 会計 出納 平成20年度銀行勘定帳 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2007年度 富山労災病院 会計 出納 平成19年度銀行勘定帳 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2006年度 富山労災病院 会計 出納 平成18年度銀行勘定帳 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2005年度 富山労災病院 会計 出納 平成17年度銀行勘定帳 富山労災病院会計課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2004年度 富山労災病院 会計 出納 平成16年度銀行勘定帳 富山労災病院会計課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2003年度 富山労災病院 会計 出納 平成15年度銀行勘定帳 富山労災病院会計課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2002年度 富山労災病院 会計 出納 平成14年度銀行勘定帳 富山労災病院会計課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2001年度 富山労災病院 会計 出納 平成13年度銀行勘定帳 富山労災病院会計課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2000年度 富山労災病院 会計 出納 平成12年度銀行勘定帳 富山労災病院会計課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1999年度 富山労災病院 会計 出納 平成11年度銀行勘定帳 富山労災病院会計課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1998年度 富山労災病院 会計 出納 平成10年度銀行勘定帳 富山労災病院会計課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1997年度 富山労災病院 会計 出納 平成9年度銀行勘定帳 富山労災病院会計課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1996年度 富山労災病院 会計 出納 平成8年度銀行勘定帳 富山労災病院会計課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1995年度 富山労災病院 会計 出納 平成7年度銀行勘定帳 富山労災病院会計課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1994年度 富山労災病院 会計 出納 平成6年度銀行勘定帳 富山労災病院会計課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1993年度 富山労災病院 会計 出納 平成5年度銀行勘定帳 富山労災病院会計課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1992年度 富山労災病院 会計 出納 平成4年度銀行勘定帳 富山労災病院会計課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1991年度 富山労災病院 会計 出納 平成3年度銀行勘定帳 富山労災病院会計課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1990年度 富山労災病院 会計 出納 平成2年度銀行勘定帳 富山労災病院会計課長 1991年4月1日 30 2021年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1989年度 富山労災病院 会計 出納 平成1年度銀行勘定帳 富山労災病院会計課長 1990年4月1日 30 2020年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1988年度 富山労災病院 会計 出納 昭和63年度銀行勘定帳 富山労災病院会計課長 1989年4月1日 30 2019年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1987年度 富山労災病院 会計 出納 昭和62年度銀行勘定帳 富山労災病院会計課長 1988年4月1日 30 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1986年度 富山労災病院 会計 出納 昭和61年度銀行勘定帳 富山労災病院会計課長 1987年4月1日 30 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1985年度 富山労災病院 会計 出納 昭和60年度銀行勘定帳 富山労災病院会計課長 1986年4月1日 30 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1984年度 富山労災病院 会計 出納 昭和59年度銀行勘定帳 富山労災病院会計課長 1985年4月1日 30 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1983年度 富山労災病院 会計 出納 昭和58年度銀行勘定帳 富山労災病院会計課長 1984年4月1日 31 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
1982年度 富山労災病院 会計 出納 昭和57年度銀行勘定帳 富山労災病院会計課長 1983年4月1日 32 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
1981年度 富山労災病院 会計 出納 昭和56年度銀行勘定帳 富山労災病院会計課長 1982年4月1日 33 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2014年度 富山労災病院 会計 前渡資金 平成26年度前渡資金現金出納簿 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 前渡資金 平成25年度前渡資金現金出納簿 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 前渡資金 平成24年度前渡資金現金出納簿 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 前渡資金 平成23年度前渡資金現金出納簿 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 前渡資金 平成22年度前渡資金現金出納簿 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 会計 前渡資金 平成21年度前渡資金現金出納簿 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 会計 前渡資金 平成20年度前渡資金現金出納簿 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2007年度 富山労災病院 会計 前渡資金 平成19年度前渡資金現金出納簿 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2006年度 富山労災病院 会計 前渡資金 平成18年度前渡資金現金出納簿 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2005年度 富山労災病院 会計 前渡資金 平成17年度前渡資金現金出納簿 富山労災病院会計課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2004年度 富山労災病院 会計 前渡資金 平成16年度前渡資金現金出納簿 富山労災病院会計課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2003年度 富山労災病院 会計 前渡資金 平成15年度前渡資金現金出納簿 富山労災病院会計課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2002年度 富山労災病院 会計 前渡資金 平成14年度前渡資金現金出納簿 富山労災病院会計課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2001年度 富山労災病院 会計 前渡資金 平成13年度前渡資金現金出納簿 富山労災病院会計課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2000年度 富山労災病院 会計 前渡資金 平成12年度前渡資金現金出納簿 富山労災病院会計課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1999年度 富山労災病院 会計 前渡資金 平成11年度前渡資金現金出納簿 富山労災病院会計課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1998年度 富山労災病院 会計 前渡資金 平成10年度前渡資金現金出納簿 富山労災病院会計課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1997年度 富山労災病院 会計 前渡資金 平成9年度前渡資金現金出納簿 富山労災病院会計課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1996年度 富山労災病院 会計 前渡資金 平成8年度前渡資金現金出納簿 富山労災病院会計課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1995年度 富山労災病院 会計 前渡資金 平成7年度前渡資金現金出納簿 富山労災病院会計課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1994年度 富山労災病院 会計 前渡資金 平成6年度前渡資金現金出納簿 富山労災病院会計課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1993年度 富山労災病院 会計 前渡資金 平成5年度前渡資金現金出納簿 富山労災病院会計課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1992年度 富山労災病院 会計 前渡資金 平成4年度前渡資金現金出納簿 富山労災病院会計課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1991年度 富山労災病院 会計 前渡資金 平成3年度前渡資金現金出納簿 富山労災病院会計課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1990年度 富山労災病院 会計 前渡資金 平成2年度前渡資金現金出納簿 富山労災病院会計課長 1991年4月1日 30 2021年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1989年度 富山労災病院 会計 前渡資金 平成1年度前渡資金現金出納簿 富山労災病院会計課長 1990年4月1日 30 2020年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1988年度 富山労災病院 会計 前渡資金 昭和63年度前渡資金現金出納簿 富山労災病院会計課長 1989年4月1日 30 2019年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
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1987年度 富山労災病院 会計 前渡資金 昭和62年度前渡資金現金出納簿 富山労災病院会計課長 1988年4月1日 30 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1986年度 富山労災病院 会計 前渡資金 昭和61年度前渡資金現金出納簿 富山労災病院会計課長 1987年4月1日 30 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1985年度 富山労災病院 会計 前渡資金 昭和60年度前渡資金現金出納簿 富山労災病院会計課長 1986年4月1日 30 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1984年度 富山労災病院 会計 前渡資金 昭和59年度前渡資金現金出納簿 富山労災病院会計課長 1985年4月1日 30 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1983年度 富山労災病院 会計 前渡資金 昭和58年度前渡資金現金出納簿 富山労災病院会計課長 1984年4月1日 31 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
1982年度 富山労災病院 会計 前渡資金 昭和57年度前渡資金現金出納簿 富山労災病院会計課長 1983年4月1日 32 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
1981年度 富山労災病院 会計 前渡資金 昭和56年度前渡資金現金出納簿 富山労災病院会計課長 1982年4月1日 33 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
1980年度 富山労災病院 会計 前渡資金 昭和55年度前渡資金現金出納簿 富山労災病院会計課長 1981年4月1日 34 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
1979年度 富山労災病院 会計 前渡資金 昭和54年度前渡資金現金出納簿 富山労災病院会計課長 1980年4月1日 35 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2014年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成26年度未払機関未収金整理簿 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成25年度未払機関未収金整理簿 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成24年度未払機関未収金整理簿 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成23年度未払機関未収金整理簿 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成22年度未払機関未収金整理簿 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成21年度未払機関未収金整理簿 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成20年度未払機関未収金整理簿 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2007年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成19年度未払機関未収金整理簿 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2006年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成18年度未払機関未収金整理簿 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2005年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成17年度未払機関未収金整理簿 富山労災病院会計課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2004年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成16年度未払機関未収金整理簿 富山労災病院会計課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2003年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成15年度未払機関未収金整理簿 富山労災病院会計課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2002年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成14年度未払機関未収金整理簿 富山労災病院会計課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2001年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成13年度未払機関未収金整理簿 富山労災病院会計課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2000年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成12年度未払機関未収金整理簿 富山労災病院会計課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1999年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成11年度未払機関未収金整理簿 富山労災病院会計課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1998年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成10年度未払機関未収金整理簿 富山労災病院会計課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1997年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成9年度未払機関未収金整理簿 富山労災病院会計課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1996年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成8年度未払機関未収金整理簿 富山労災病院会計課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1995年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成7年度未払機関未収金整理簿 富山労災病院会計課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1994年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成6年度未払機関未収金整理簿 富山労災病院会計課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1993年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成5年度未払機関未収金整理簿 富山労災病院会計課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1992年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成4年度未払機関未収金整理簿 富山労災病院会計課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1991年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成3年度未払機関未収金整理簿 富山労災病院会計課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1990年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成2年度未払機関未収金整理簿 富山労災病院会計課長 1991年4月1日 30 2021年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1989年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成1年度未払機関未収金整理簿 富山労災病院会計課長 1990年4月1日 30 2020年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1988年度 富山労災病院 会計 債権管理 昭和63年度未払機関未収金整理簿 富山労災病院会計課長 1989年4月1日 30 2019年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1987年度 富山労災病院 会計 債権管理 昭和62年度未払機関未収金整理簿 富山労災病院会計課長 1988年4月1日 30 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1986年度 富山労災病院 会計 債権管理 昭和61年度未払機関未収金整理簿 富山労災病院会計課長 1987年4月1日 30 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1985年度 富山労災病院 会計 債権管理 昭和60年度未払機関未収金整理簿 富山労災病院会計課長 1986年4月1日 30 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1984年度 富山労災病院 会計 債権管理 昭和59年度未払機関未収金整理簿 富山労災病院会計課長 1985年4月1日 30 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1983年度 富山労災病院 会計 債権管理 昭和58年度未払機関未収金整理簿 富山労災病院会計課長 1984年4月1日 31 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
1982年度 富山労災病院 会計 債権管理 昭和57年度未払機関未収金整理簿 富山労災病院会計課長 1983年4月1日 32 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
1981年度 富山労災病院 会計 債権管理 昭和56年度未払機関未収金整理簿 富山労災病院会計課長 1982年4月1日 33 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
1980年度 富山労災病院 会計 債権管理 昭和55年度未払機関未収金整理簿 富山労災病院会計課長 1981年4月1日 34 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2011年3月31日 延長期間 4年
1979年度 富山労災病院 会計 債権管理 昭和54年度未払機関未収金整理簿 富山労災病院会計課長 1980年4月1日 35 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2014年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成26年度未収金整理カード 富山労災病院会計課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成25年度未収金整理カード 富山労災病院会計課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成24年度未収金整理カード 富山労災病院会計課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成23年度未収金整理カード 富山労災病院会計課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成22年度未収金整理カード 富山労災病院会計課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成21年度未収金整理カード 富山労災病院会計課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成20年度未収金整理カード 富山労災病院会計課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2007年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成19年度未収金整理カード 富山労災病院会計課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2006年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成18年度未収金整理カード 富山労災病院会計課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2005年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成17年度未収金整理カード 富山労災病院会計課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2004年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成16年度未収金整理カード 富山労災病院会計課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2003年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成15年度未収金整理カード 富山労災病院会計課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2002年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成14年度未収金整理カード 富山労災病院会計課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2001年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成13年度未収金整理カード 富山労災病院会計課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
2000年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成12年度未収金整理カード 富山労災病院会計課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1999年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成11年度未収金整理カード 富山労災病院会計課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1998年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成10年度未収金整理カード 富山労災病院会計課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1997年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成9年度未収金整理カード 富山労災病院会計課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1996年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成8年度未収金整理カード 富山労災病院会計課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1995年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成7年度未収金整理カード 富山労災病院会計課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1994年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成6年度未収金整理カード 富山労災病院会計課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1993年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成5年度未収金整理カード 富山労災病院会計課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1992年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成4年度未収金整理カード 富山労災病院会計課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1991年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成3年度未収金整理カード 富山労災病院会計課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1990年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成2年度未収金整理カード 富山労災病院会計課長 1991年4月1日 30 2021年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1989年度 富山労災病院 会計 債権管理 平成1年度未収金整理カード 富山労災病院会計課長 1990年4月1日 30 2020年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1988年度 富山労災病院 会計 債権管理 昭和63年度未収金整理カード 富山労災病院会計課長 1989年4月1日 30 2019年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1987年度 富山労災病院 会計 債権管理 昭和62年度未収金整理カード 富山労災病院会計課長 1988年4月1日 30 2018年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1986年度 富山労災病院 会計 債権管理 昭和61年度未収金整理カード 富山労災病院会計課長 1987年4月1日 30 2017年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
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1985年度 富山労災病院 会計 債権管理 昭和60年度未収金整理カード 富山労災病院会計課長 1986年4月1日 30 2016年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1984年度 富山労災病院 会計 債権管理 昭和59年度未収金整理カード 富山労災病院会計課長 1985年4月1日 30 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄
1983年度 富山労災病院 会計 債権管理 昭和58年度未収金整理カード 富山労災病院会計課長 1984年4月1日 31 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
1982年度 富山労災病院 会計 債権管理 昭和57年度未収金整理カード 富山労災病院会計課長 1983年4月1日 32 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
1981年度 富山労災病院 会計 債権管理 昭和56年度未収金整理カード 富山労災病院会計課長 1982年4月1日 33 2015年3月31日 紙 富山労災病院会計課 富山労災病院会計課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2003年度 富山労災病院 看護 例規等 看護部運営基準(総則・細則・マニュアル等) 富山労災病院看護部長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 富山労災病院看護部 富山労災病院看護師長 廃棄
2010年度 富山労災病院 検査 例規等 内規・マニュアル等 富山労災病院中央検査部長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 富山労災病院中央検査部 富山労災病院中央検査部長 廃棄
2013年度 富山労災病院 検査 会議等 平成25年度臨床検査管理委員会配付資料、議事録 富山労災病院中央検査部長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院中央検査部 富山労災病院中央検査部長 廃棄
2012年度 富山労災病院 検査 会議等 平成24年度臨床検査管理委員会配付資料、議事録 富山労災病院中央検査部長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院中央検査部 富山労災病院中央検査部長 廃棄
2011年度 富山労災病院 検査 会議等 平成23年度臨床検査管理委員会配付資料、議事録 富山労災病院中央検査部長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院中央検査部 富山労災病院中央検査部長 廃棄
2013年度 富山労災病院 検査 精度管理 平成25年度精度管理 富山労災病院中央検査部長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院中央検査部 富山労災病院中央検査部長 廃棄
2012年度 富山労災病院 検査 精度管理 平成24年度精度管理 富山労災病院中央検査部長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院中央検査部 富山労災病院中央検査部長 廃棄
2011年度 富山労災病院 検査 精度管理 平成23年度精度管理 富山労災病院中央検査部長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院中央検査部 富山労災病院中央検査部長 廃棄
2013年度 富山労災病院 検査 調査報告 平成25年度臨床検査報告書台帳 富山労災病院中央検査部長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院中央検査部 富山労災病院中央検査部長 廃棄
2012年度 富山労災病院 検査 調査報告 平成24年度臨床検査報告書台帳 富山労災病院中央検査部長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院中央検査部 富山労災病院中央検査部長 廃棄
2011年度 富山労災病院 検査 調査報告 平成23年度臨床検査報告書台帳 富山労災病院中央検査部長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院中央検査部 富山労災病院中央検査部長 廃棄
2013年度 富山労災病院 検査 例規等 平成25年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院中央検査部長 2014年4月1日 3 2017年3月31日 紙 富山労災病院中央検査部 富山労災病院中央検査部長 廃棄
2012年度 富山労災病院 検査 例規等 平成24年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院中央検査部長 2013年4月1日 3 2016年3月31日 紙 富山労災病院中央検査部 富山労災病院中央検査部長 廃棄
2011年度 富山労災病院 検査 例規等 平成23年度本部通知・依頼・連絡文書 富山労災病院中央検査部長 2012年4月1日 3 2015年3月31日 紙 富山労災病院中央検査部 富山労災病院中央検査部長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 例規等 平成26年度内規・マニュアル等 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 例規等 平成25年度内規・マニュアル等 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 例規等 平成24年度内規・マニュアル等 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 例規等 平成23年度内規・マニュアル等 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 総務 例規等 平成22年度内規・マニュアル等 富山労災病院総務課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 総務 例規等 平成21年度内規・マニュアル等 富山労災病院総務課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 総務 例規等 平成20年度内規・マニュアル等 富山労災病院総務課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2007年度 富山労災病院 総務 例規等 平成19年度内規・マニュアル等 富山労災病院総務課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2006年度 富山労災病院 総務 例規等 平成18年度内規・マニュアル等 富山労災病院総務課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2005年度 富山労災病院 総務 例規等 平成17年度内規・マニュアル等 富山労災病院総務課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2004年度 富山労災病院 総務 例規等 平成16年度内規・マニュアル等 富山労災病院総務課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2003年度 富山労災病院 総務 例規等 平成15年度内規・マニュアル等 富山労災病院総務課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2002年度 富山労災病院 総務 例規等 平成14年度内規・マニュアル等 富山労災病院総務課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2001年度 富山労災病院 総務 例規等 平成10年度内規・マニュアル等 富山労災病院総務課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1997年度 富山労災病院 総務 例規等 平成9年度内規・マニュアル等 富山労災病院総務課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1996年度 富山労災病院 総務 例規等 平成6年度内規・マニュアル等 富山労災病院総務課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1993年度 富山労災病院 総務 例規等 平成4年度内規・マニュアル等 富山労災病院総務課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1991年度 富山労災病院 総務 例規等 平成3年度内規・マニュアル等 富山労災病院総務課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1989年度 富山労災病院 総務 例規等 平成1年度内規・マニュアル等 富山労災病院総務課長 1990年4月1日 30 2020年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1986年度 富山労災病院 総務 例規等 昭和62年度内規・マニュアル等 富山労災病院総務課長 1987年4月1日 30 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1981年度 富山労災病院 総務 例規等 昭和31年度内規・マニュアル等 富山労災病院総務課長 1982年4月1日 33 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2014年度 富山労災病院 総務 例規等 平成26年度規程 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 例規等 平成25年度規程 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 例規等 平成24年度規程 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 例規等 平成23年度規程 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 総務 例規等 平成22年度規程 富山労災病院総務課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 総務 例規等 平成21年度規程 富山労災病院総務課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 総務 例規等 平成20年度規程 富山労災病院総務課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2007年度 富山労災病院 総務 例規等 平成19年度規程 富山労災病院総務課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2006年度 富山労災病院 総務 例規等 平成18年度規程 富山労災病院総務課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2005年度 富山労災病院 総務 例規等 平成17年度規程 富山労災病院総務課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2004年度 富山労災病院 総務 例規等 平成16年度規程 富山労災病院総務課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2003年度 富山労災病院 総務 例規等 平成15年度規程 富山労災病院総務課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2002年度 富山労災病院 総務 例規等 平成14年度規程 富山労災病院総務課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2001年度 富山労災病院 総務 例規等 平成13年度規程 富山労災病院総務課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2000年度 富山労災病院 総務 例規等 平成12年度規程 富山労災病院総務課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1999年度 富山労災病院 総務 例規等 平成11年度規程 富山労災病院総務課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1998年度 富山労災病院 総務 例規等 平成10年度規程 富山労災病院総務課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1997年度 富山労災病院 総務 例規等 平成9年度規程 富山労災病院総務課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1996年度 富山労災病院 総務 例規等 平成8年度規程 富山労災病院総務課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1995年度 富山労災病院 総務 例規等 平成7年度規程 富山労災病院総務課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1994年度 富山労災病院 総務 例規等 平成6年度規程 富山労災病院総務課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1993年度 富山労災病院 総務 例規等 平成5年度規程 富山労災病院総務課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1992年度 富山労災病院 総務 例規等 平成4年度規程 富山労災病院総務課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1991年度 富山労災病院 総務 例規等 平成3年度規程 富山労災病院総務課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1990年度 富山労災病院 総務 例規等 平成2年度規程 富山労災病院総務課長 1991年4月1日 30 2021年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1989年度 富山労災病院 総務 例規等 平成1年度規程 富山労災病院総務課長 1990年4月1日 30 2020年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1988年度 富山労災病院 総務 例規等 昭和63年度規程 富山労災病院総務課長 1989年4月1日 30 2019年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1987年度 富山労災病院 総務 例規等 昭和62年度規程 富山労災病院総務課長 1988年4月1日 30 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1986年度 富山労災病院 総務 例規等 昭和61年度規程 富山労災病院総務課長 1987年4月1日 30 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1985年度 富山労災病院 総務 例規等 昭和60年度規程 富山労災病院総務課長 1986年4月1日 30 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1984年度 富山労災病院 総務 例規等 昭和59年度規程 富山労災病院総務課長 1985年4月1日 30 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1983年度 富山労災病院 総務 例規等 昭和58年度規程 富山労災病院総務課長 1984年4月1日 31 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
1982年度 富山労災病院 総務 例規等 昭和57年度規程 富山労災病院総務課長 1983年4月1日 32 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
1981年度 富山労災病院 総務 例規等 昭和56年度規程 富山労災病院総務課長 1982年4月1日 33 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
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2014年度 富山労災病院 総務 例規等 平成26年度業務方法書 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 例規等 平成24年度業務方法書 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 例規等 平成23年度業務方法書 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 総務 例規等 平成22年度業務方法書 富山労災病院総務課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 総務 例規等 平成21年度業務方法書 富山労災病院総務課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 総務 例規等 平成20年度業務方法書 富山労災病院総務課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2007年度 富山労災病院 総務 例規等 平成19年度業務方法書 富山労災病院総務課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2006年度 富山労災病院 総務 例規等 平成18年度業務方法書 富山労災病院総務課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2005年度 富山労災病院 総務 例規等 平成17年度業務方法書 富山労災病院総務課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2004年度 富山労災病院 総務 例規等 平成16年度業務方法書 富山労災病院総務課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2003年度 富山労災病院 総務 例規等 平成15年度業務方法書 富山労災病院総務課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2002年度 富山労災病院 総務 例規等 平成14年度業務方法書 富山労災病院総務課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2001年度 富山労災病院 総務 例規等 平成13年度業務方法書 富山労災病院総務課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2000年度 富山労災病院 総務 例規等 平成12年度業務方法書 富山労災病院総務課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1999年度 富山労災病院 総務 例規等 平成11年度業務方法書 富山労災病院総務課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1998年度 富山労災病院 総務 例規等 平成10年度業務方法書 富山労災病院総務課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1997年度 富山労災病院 総務 例規等 平成9年度業務方法書 富山労災病院総務課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1996年度 富山労災病院 総務 例規等 平成8年度業務方法書 富山労災病院総務課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1995年度 富山労災病院 総務 例規等 平成7年度業務方法書 富山労災病院総務課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1994年度 富山労災病院 総務 例規等 平成6年度業務方法書 富山労災病院総務課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1993年度 富山労災病院 総務 例規等 平成5年度業務方法書 富山労災病院総務課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1992年度 富山労災病院 総務 例規等 平成4年度業務方法書 富山労災病院総務課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1991年度 富山労災病院 総務 例規等 平成3年度業務方法書 富山労災病院総務課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1990年度 富山労災病院 総務 例規等 平成2年度業務方法書 富山労災病院総務課長 1991年4月1日 30 2021年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1989年度 富山労災病院 総務 例規等 平成1年度業務方法書 富山労災病院総務課長 1990年4月1日 30 2020年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1988年度 富山労災病院 総務 例規等 昭和63年度業務方法書 富山労災病院総務課長 1989年4月1日 30 2019年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1987年度 富山労災病院 総務 例規等 昭和62年度業務方法書 富山労災病院総務課長 1988年4月1日 30 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1986年度 富山労災病院 総務 例規等 昭和61年度業務方法書 富山労災病院総務課長 1987年4月1日 30 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1985年度 富山労災病院 総務 例規等 昭和60年度業務方法書 富山労災病院総務課長 1986年4月1日 30 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1984年度 富山労災病院 総務 例規等 昭和59年度業務方法書 富山労災病院総務課長 1985年4月1日 30 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1983年度 富山労災病院 総務 例規等 昭和58年度業務方法書 富山労災病院総務課長 1984年4月1日 31 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
1982年度 富山労災病院 総務 例規等 昭和57年度業務方法書 富山労災病院総務課長 1983年4月1日 32 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
1981年度 富山労災病院 総務 例規等 昭和56年度業務方法書 富山労災病院総務課長 1982年4月1日 33 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2014年度 富山労災病院 総務 例規等 平成26年度本部通達 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 例規等 平成25年度本部通達 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 例規等 平成24年度本部通達 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 例規等 平成23年度本部通達 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 総務 例規等 平成22年度本部通達 富山労災病院総務課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 総務 例規等 平成2１年度本部通達 富山労災病院総務課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 総務 例規等 平成20年度本部通達 富山労災病院総務課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2007年度 富山労災病院 総務 例規等 平成19年度本部通達 富山労災病院総務課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2006年度 富山労災病院 総務 例規等 平成18年度本部通達 富山労災病院総務課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2005年度 富山労災病院 総務 例規等 平成17年度本部通達 富山労災病院総務課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2004年度 富山労災病院 総務 例規等 平成16年度本部通達 富山労災病院総務課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2003年度 富山労災病院 総務 例規等 平成15年度本部通達 富山労災病院総務課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2002年度 富山労災病院 総務 例規等 平成14年度本部通達 富山労災病院総務課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2001年度 富山労災病院 総務 例規等 平成13年度本部通達 富山労災病院総務課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2000年度 富山労災病院 総務 例規等 平成12年度本部通達 富山労災病院総務課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1999年度 富山労災病院 総務 例規等 平成11年度本部通達 富山労災病院総務課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1998年度 富山労災病院 総務 例規等 平成10年度本部通達 富山労災病院総務課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1997年度 富山労災病院 総務 例規等 平成9年度本部通達 富山労災病院総務課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1996年度 富山労災病院 総務 例規等 平成8年度本部通達 富山労災病院総務課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1995年度 富山労災病院 総務 例規等 平成7年度本部通達 富山労災病院総務課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1994年度 富山労災病院 総務 例規等 平成6年度本部通達 富山労災病院総務課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1993年度 富山労災病院 総務 例規等 平成5年度本部通達 富山労災病院総務課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1992年度 富山労災病院 総務 例規等 平成4年度本部通達 富山労災病院総務課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1991年度 富山労災病院 総務 例規等 平成3年度本部通達 富山労災病院総務課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1990年度 富山労災病院 総務 例規等 平成2年度本部通達 富山労災病院総務課長 1991年4月1日 30 2021年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1989年度 富山労災病院 総務 例規等 平成1年度本部通達 富山労災病院総務課長 1990年4月1日 30 2020年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1988年度 富山労災病院 総務 例規等 昭和63年度本部通達 富山労災病院総務課長 1989年4月1日 30 2019年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1987年度 富山労災病院 総務 例規等 昭和62年度本部通達 富山労災病院総務課長 1988年4月1日 30 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1986年度 富山労災病院 総務 例規等 昭和61年度本部通達 富山労災病院総務課長 1987年4月1日 30 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1985年度 富山労災病院 総務 例規等 昭和60年度本部通達 富山労災病院総務課長 1986年4月1日 30 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1984年度 富山労災病院 総務 例規等 昭和59年度本部通達 富山労災病院総務課長 1985年4月1日 30 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1983年度 富山労災病院 総務 例規等 昭和58年度本部通達 富山労災病院総務課長 1984年4月1日 31 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
1982年度 富山労災病院 総務 例規等 昭和57年度本部通達 富山労災病院総務課長 1983年4月1日 32 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
1981年度 富山労災病院 総務 例規等 昭和56年度本部通達 富山労災病院総務課長 1982年4月1日 33 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2005年度 富山労災病院 総務 文書管理 富山労災病院法人文書ファイル管理簿 富山労災病院総務課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 総務 人事関係 履歴書 富山労災病院総務課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2014年度 富山労災病院 総務 人事関係 平成26年度免許証綴 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2013年度 富山労災病院 総務 人事関係 平成25年度免許証綴 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 人事関係 平成24年度免許証綴 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 人事関係 平成23年度免許証綴 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 総務 人事関係 平成22年度免許証綴 富山労災病院総務課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
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2009年度 富山労災病院 総務 人事関係 平成21年度免許証綴 富山労災病院総務課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 総務 人事関係 平成20年度免許証綴 富山労災病院総務課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2007年度 富山労災病院 総務 人事関係 平成19年度免許証綴 富山労災病院総務課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2006年度 富山労災病院 総務 人事関係 平成18年度免許証綴 富山労災病院総務課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2005年度 富山労災病院 総務 人事関係 平成17年度免許証綴 富山労災病院総務課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2004年度 富山労災病院 総務 人事関係 平成16年度免許証綴 富山労災病院総務課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2003年度 富山労災病院 総務 人事関係 平成15年度免許証綴 富山労災病院総務課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2002年度 富山労災病院 総務 人事関係 平成14年度免許証綴 富山労災病院総務課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2001年度 富山労災病院 総務 人事関係 平成13年度免許証綴 富山労災病院総務課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2000年度 富山労災病院 総務 人事関係 平成12年度免許証綴 富山労災病院総務課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1999年度 富山労災病院 総務 人事関係 平成11年度免許証綴 富山労災病院総務課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1998年度 富山労災病院 総務 人事関係 平成10年度免許証綴 富山労災病院総務課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1997年度 富山労災病院 総務 人事関係 平成9年度免許証綴 富山労災病院総務課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1996年度 富山労災病院 総務 人事関係 平成8年度免許証綴 富山労災病院総務課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1995年度 富山労災病院 総務 人事関係 平成7年度免許証綴 富山労災病院総務課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1994年度 富山労災病院 総務 人事関係 平成6年度免許証綴 富山労災病院総務課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1993年度 富山労災病院 総務 人事関係 平成5年度免許証綴 富山労災病院総務課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1992年度 富山労災病院 総務 人事関係 平成4年度免許証綴 富山労災病院総務課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1991年度 富山労災病院 総務 人事関係 平成3年度免許証綴 富山労災病院総務課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1990年度 富山労災病院 総務 人事関係 平成2年度免許証綴 富山労災病院総務課長 1991年4月1日 30 2021年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1989年度 富山労災病院 総務 人事関係 平成1年度免許証綴 富山労災病院総務課長 1990年4月1日 30 2020年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1988年度 富山労災病院 総務 人事関係 昭和63年度免許証綴 富山労災病院総務課長 1989年4月1日 30 2019年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1987年度 富山労災病院 総務 人事関係 昭和62年度免許証綴 富山労災病院総務課長 1988年4月1日 30 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1986年度 富山労災病院 総務 人事関係 昭和61年度免許証綴 富山労災病院総務課長 1987年4月1日 30 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1985年度 富山労災病院 総務 人事関係 昭和60年度免許証綴 富山労災病院総務課長 1986年4月1日 30 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1984年度 富山労災病院 総務 人事関係 昭和59年度免許証綴 富山労災病院総務課長 1985年4月1日 30 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1983年度 富山労災病院 総務 人事関係 昭和58年度免許証綴 富山労災病院総務課長 1984年4月1日 31 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
1982年度 富山労災病院 総務 人事関係 昭和57年度免許証綴 富山労災病院総務課長 1983年4月1日 32 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
1981年度 富山労災病院 総務 人事関係 昭和56年度免許証綴 富山労災病院総務課長 1982年4月1日 33 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
1995年度 富山労災病院 医事 訴訟 平成8年度判決書 富山労災病院医事課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院総務課長 廃棄
1994年度 富山労災病院 医事 訴訟 平成7年度判決書 富山労災病院医事課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院総務課長 廃棄
1993年度 富山労災病院 医事 訴訟 平成4年度判決書 富山労災病院医事課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院総務課長 廃棄
1992年度 富山労災病院 医事 訴訟 平成3年度判決書 富山労災病院医事課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院総務課長 廃棄
1991年度 富山労災病院 医事 訴訟 平成1年度判決書 富山労災病院医事課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院総務課長 廃棄
1990年度 富山労災病院 医事 訴訟 昭和63年度判決書 富山労災病院医事課長 1991年4月1日 30 2021年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院総務課長 廃棄
1989年度 富山労災病院 医事 訴訟 昭和62年度判決書 富山労災病院医事課長 1990年4月1日 30 2020年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院総務課長 廃棄
1979年度 富山労災病院 医事 訴訟 昭和61年度判決書 富山労災病院医事課長 1980年4月1日 35 2015年3月31日 紙 富山労災病院医事課 富山労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2010年3月31日 延長期間 5年
2014年度 富山労災病院 総務 監査 平成25年度監事監査結果関連文書 富山労災病院総務課長 2015年4月1日 30 2045年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 監査 平成24年度監事監査結果関連文書 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 監査 平成23年度監事監査結果関連文書 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 総務 監査 平成22年度監事監査結果関連文書 富山労災病院総務課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2009年度 富山労災病院 総務 監査 平成21年度監事監査結果関連文書 富山労災病院総務課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 総務 監査 平成20年度監事監査結果関連文書 富山労災病院総務課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2007年度 富山労災病院 総務 監査 平成19年度監事監査結果関連文書 富山労災病院総務課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2006年度 富山労災病院 総務 監査 平成18年度監事監査結果関連文書 富山労災病院総務課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2005年度 富山労災病院 総務 監査 平成17年度監事監査結果関連文書 富山労災病院総務課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2004年度 富山労災病院 総務 監査 平成16年度監事監査結果関連文書 富山労災病院総務課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2003年度 富山労災病院 総務 監査 平成15年度監事監査結果関連文書 富山労災病院総務課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2002年度 富山労災病院 総務 監査 平成14年度監事監査結果関連文書 富山労災病院総務課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2001年度 富山労災病院 総務 監査 平成13年度監事監査結果関連文書 富山労災病院総務課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2000年度 富山労災病院 総務 監査 平成12年度監事監査結果関連文書 富山労災病院総務課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1999年度 富山労災病院 総務 監査 平成11年度監事監査結果関連文書 富山労災病院総務課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1998年度 富山労災病院 総務 監査 平成10年度監事監査結果関連文書 富山労災病院総務課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1997年度 富山労災病院 総務 監査 平成9年度監事監査結果関連文書 富山労災病院総務課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1996年度 富山労災病院 総務 監査 平成8年度監事監査結果関連文書 富山労災病院総務課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1995年度 富山労災病院 総務 監査 平成7年度監事監査結果関連文書 富山労災病院総務課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1994年度 富山労災病院 総務 監査 平成6年度監事監査結果関連文書 富山労災病院総務課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1993年度 富山労災病院 総務 監査 平成5年度監事監査結果関連文書 富山労災病院総務課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1992年度 富山労災病院 総務 監査 平成4年度監事監査結果関連文書 富山労災病院総務課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1991年度 富山労災病院 総務 監査 平成3年度監事監査結果関連文書 富山労災病院総務課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1990年度 富山労災病院 総務 監査 平成2年度監事監査結果関連文書 富山労災病院総務課長 1991年4月1日 30 2021年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1989年度 富山労災病院 総務 監査 平成1年度監事監査結果関連文書 富山労災病院総務課長 1990年4月1日 30 2020年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1988年度 富山労災病院 総務 監査 昭和63年度監事監査結果関連文書 富山労災病院総務課長 1989年4月1日 30 2019年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1987年度 富山労災病院 総務 監査 昭和62年度監事監査結果関連文書 富山労災病院総務課長 1988年4月1日 30 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1986年度 富山労災病院 総務 監査 昭和61年度監事監査結果関連文書 富山労災病院総務課長 1987年4月1日 30 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1985年度 富山労災病院 総務 監査 昭和60年度監事監査結果関連文書 富山労災病院総務課長 1986年4月1日 30 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1984年度 富山労災病院 総務 監査 昭和59年度監事監査結果関連文書 富山労災病院総務課長 1985年4月1日 30 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1983年度 富山労災病院 総務 監査 昭和58年度監事監査結果関連文書 富山労災病院総務課長 1984年4月1日 31 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
1982年度 富山労災病院 総務 監査 昭和57年度監事監査結果関連文書 富山労災病院総務課長 1983年4月1日 32 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
1981年度 富山労災病院 総務 監査 昭和56年度監事監査結果関連文書 富山労災病院総務課長 1982年4月1日 33 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2013年度 富山労災病院 総務 監査 平成25年度医療監視結果関連文書 富山労災病院総務課長 2014年4月1日 30 2044年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2012年度 富山労災病院 総務 監査 平成24年度医療監視結果関連文書 富山労災病院総務課長 2013年4月1日 30 2043年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2011年度 富山労災病院 総務 監査 平成23年度医療監視結果関連文書 富山労災病院総務課長 2012年4月1日 30 2042年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2010年度 富山労災病院 総務 監査 平成22年度医療監視結果関連文書 富山労災病院総務課長 2011年4月1日 30 2041年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
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文書分類

大分類 中分類 小分類
作成・取得
年度等

起算日
保存媒体
の種別

保存場所
保存期間
満了日

名称 作成・取得者
保存期間
（単位：年） 備考

管理者
保存期間
満了後の

措置

2009年度 富山労災病院 総務 監査 平成21年度医療監視結果関連文書 富山労災病院総務課長 2010年4月1日 30 2040年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2008年度 富山労災病院 総務 監査 平成20年度医療監視結果関連文書 富山労災病院総務課長 2009年4月1日 30 2039年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2007年度 富山労災病院 総務 監査 平成19年度医療監視結果関連文書 富山労災病院総務課長 2008年4月1日 30 2038年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2006年度 富山労災病院 総務 監査 平成18年度医療監視結果関連文書 富山労災病院総務課長 2007年4月1日 30 2037年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2005年度 富山労災病院 総務 監査 平成17年度医療監視結果関連文書 富山労災病院総務課長 2006年4月1日 30 2036年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2004年度 富山労災病院 総務 監査 平成16年度医療監視結果関連文書 富山労災病院総務課長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2003年度 富山労災病院 総務 監査 平成15年度医療監視結果関連文書 富山労災病院総務課長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2002年度 富山労災病院 総務 監査 平成14年度医療監視結果関連文書 富山労災病院総務課長 2003年4月1日 30 2033年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2001年度 富山労災病院 総務 監査 平成13年度医療監視結果関連文書 富山労災病院総務課長 2002年4月1日 30 2032年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
2000年度 富山労災病院 総務 監査 平成12年度医療監視結果関連文書 富山労災病院総務課長 2001年4月1日 30 2031年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1999年度 富山労災病院 総務 監査 平成11年度医療監視結果関連文書 富山労災病院総務課長 2000年4月1日 30 2030年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1998年度 富山労災病院 総務 監査 平成10年度医療監視結果関連文書 富山労災病院総務課長 1999年4月1日 30 2029年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1997年度 富山労災病院 総務 監査 平成9年度医療監視結果関連文書 富山労災病院総務課長 1998年4月1日 30 2028年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1996年度 富山労災病院 総務 監査 平成8年度医療監視結果関連文書 富山労災病院総務課長 1997年4月1日 30 2027年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1995年度 富山労災病院 総務 監査 平成7年度医療監視結果関連文書 富山労災病院総務課長 1996年4月1日 30 2026年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1994年度 富山労災病院 総務 監査 平成6年度医療監視結果関連文書 富山労災病院総務課長 1995年4月1日 30 2025年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1993年度 富山労災病院 総務 監査 平成5年度医療監視結果関連文書 富山労災病院総務課長 1994年4月1日 30 2024年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1992年度 富山労災病院 総務 監査 平成4年度医療監視結果関連文書 富山労災病院総務課長 1993年4月1日 30 2023年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1991年度 富山労災病院 総務 監査 平成3年度医療監視結果関連文書 富山労災病院総務課長 1992年4月1日 30 2022年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1990年度 富山労災病院 総務 監査 平成2年度医療監視結果関連文書 富山労災病院総務課長 1991年4月1日 30 2021年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1989年度 富山労災病院 総務 監査 平成1年度医療監視結果関連文書 富山労災病院総務課長 1990年4月1日 30 2020年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1988年度 富山労災病院 総務 監査 昭和63年度医療監視結果関連文書 富山労災病院総務課長 1989年4月1日 30 2019年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1987年度 富山労災病院 総務 監査 昭和62年度医療監視結果関連文書 富山労災病院総務課長 1988年4月1日 30 2018年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1986年度 富山労災病院 総務 監査 昭和61年度医療監視結果関連文書 富山労災病院総務課長 1987年4月1日 30 2017年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1985年度 富山労災病院 総務 監査 昭和60年度医療監視結果関連文書 富山労災病院総務課長 1986年4月1日 30 2016年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1984年度 富山労災病院 総務 監査 昭和59年度医療監視結果関連文書 富山労災病院総務課長 1985年4月1日 30 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄
1983年度 富山労災病院 総務 監査 昭和58年度医療監視結果関連文書 富山労災病院総務課長 1984年4月1日 31 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2014年3月31日 延長期間 1年
1982年度 富山労災病院 総務 監査 昭和57年度医療監視結果関連文書 富山労災病院総務課長 1983年4月1日 32 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2013年3月31日 延長期間 2年
1981年度 富山労災病院 総務 監査 昭和56年度医療監視結果関連文書 富山労災病院総務課長 1982年4月1日 33 2015年3月31日 紙 富山労災病院総務課 富山労災病院総務課長 廃棄 当初の保存期間満了日： 2012年3月31日 延長期間 3年
2003年度 富山労災病院 薬剤 例規等 内規・マニュアル等 富山労災病院薬剤部長 2004年4月1日 30 2034年3月31日 紙 富山労災病院薬剤部 富山労災病院薬剤部長 廃棄
2004年度 富山労災病院 リハビリテーション 例規等 内規・マニュアル等 富山労災病院中央リハビリテーション部長 2005年4月1日 30 2035年3月31日 紙 富山労災病院中央リハビリテーション部 富山労災病院中央リハビリテーション部長 廃棄
2014年度 富山労災病院 リハビリテーション 記録 平成26年度訓練実施時間記録簿 富山労災病院中央リハビリテーション部長 2015年4月1日 5 2020年3月31日 紙 富山労災病院中央リハビリテーション部 富山労災病院中央リハビリテーション部長 廃棄
2013年度 富山労災病院 リハビリテーション 記録 平成25年度訓練実施時間記録簿 富山労災病院中央リハビリテーション部長 2014年4月1日 5 2019年3月31日 紙 富山労災病院中央リハビリテーション部 富山労災病院中央リハビリテーション部長 廃棄
2012年度 富山労災病院 リハビリテーション 記録 平成24年度訓練実施時間記録簿 富山労災病院中央リハビリテーション部長 2013年4月1日 5 2018年3月31日 紙 富山労災病院中央リハビリテーション部 富山労災病院中央リハビリテーション部長 廃棄
2011年度 富山労災病院 リハビリテーション 記録 平成23年度訓練実施時間記録簿 富山労災病院中央リハビリテーション部長 2012年4月1日 5 2017年3月31日 紙 富山労災病院中央リハビリテーション部 富山労災病院中央リハビリテーション部長 廃棄
2010年度 富山労災病院 リハビリテーション 記録 平成22年度訓練実施時間記録簿 富山労災病院中央リハビリテーション部長 2011年4月1日 5 2016年3月31日 紙 富山労災病院中央リハビリテーション部 富山労災病院中央リハビリテーション部長 廃棄
2009年度 富山労災病院 リハビリテーション 記録 平成21年度訓練実施時間記録簿 富山労災病院中央リハビリテーション部長 2010年4月1日 5 2015年3月31日 紙 富山労災病院中央リハビリテーション部 富山労災病院中央リハビリテーション部長 廃棄
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