
 

個人情報ファイルの名称 個人指導記録簿 

独立行政法人等の名称 独立行政法人労働者健康安全機構 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

東北労災病院治療就労両立支援センター 

個人情報ファイルの利用目的 

・ 指導内容の記録 

・ 指導業務の向上、改善のための基礎資料 

・ 予防医療モデル事業に係る研究等への活用 

記録項目 

① 氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先 

② 各種検査の結果票、アンケート調査票 

③ 指導内容 

④ 領収書の控 

記録範囲 個人指導を受けた方（平成 15 年 7月以降） 

記録情報の収集方法 本人からの申込書及び対面指導による聞き取り 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号 

   事務管理棟 

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

無し 

個人情報ファイルの種別 

 □法第２条第６項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 ■法第２条第６項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第７条第３号に該当するフ

ァイル 

    □有 ■無 

独立行政法人等非識別加工情
報の提案の募集をする個人情
報ファイルである旨 

非該当 



独立行政法人等非識別加工情
報の提案を受ける組織の名称
及び所在地 

― 

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

― 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

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

― 

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

― 

備   考  

 



 

 

個人情報ファイルの名称 利用者情報データベース 

独立行政法人等の名称 独立行政法人労働者健康安全機構 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

関東労災病院治療就労両立支援センター 

個人情報ファイルの利用目的 

・指導業務の向上、改善 

・勤労者予防医療事業に係る研究等への活用 

・企業等への講演活動のための基礎資料 

記録項目 
①氏名、性別、生年月日、住所、電話番号 ②既往歴 ③指導年

月日 ④測定結果、指導内容 ⑤アンケート調査票 

記録範囲 
関東労災病院治療就労両立支援センター及び勤労者予防医療セン

ターの利用者（過去５年分） 

記録情報の収集方法 
本人からの利用申込書、問診票、指導・測定とこれに基づく指導

員の診断 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

(所在地) 〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1 号 

      事務管理棟 

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

無し 

個人情報ファイルの種別 

 ☑法第２条第６項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第６項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第７条第３号に該当するフ

ァイル 

    ☑有 □無 



独立行政法人等非識別加工情
報の提案の募集をする個人情
報ファイルである旨 

非該当 

独立行政法人等非識別加工情
報の提案を受ける組織の名称
及び所在地 

― 

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

― 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

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

― 

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

― 

備   考  

 



 

個人情報ファイルの名称 個人指導記録簿 

独立行政法人等の名称 独立行政法人労働者健康安全機構 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

関西労災病院治療就労両立支援センター 

個人情報ファイルの利用目的 

・指導内容の記録 

・指導業務の向上、改善 

・企業等への講演活動のための基礎資料 

・勤労者予防医療事業に係る研究等への活用 

記録項目 

① 氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先、職種 

② 申込書、各種検査の結果票、アンケート調査票 

③ 評価 

④ 指導内容 

記録範囲 個人指導を受けた方（平成 16 年 4月以降） 

記録情報の収集方法 本人からの申込書、メール及び対面指導による聞き取り 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称)独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

(所在地)〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1 号 

          事務管理棟 

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

無し 

個人情報ファイルの種別 

 □法第２条第６項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 ■法第２条第６項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第７条第３号に該当するフ

ァイル 

    □有 ■無 



独立行政法人等非識別加工情
報の提案の募集をする個人情
報ファイルである旨 

非該当 

独立行政法人等非識別加工情
報の提案を受ける組織の名称
及び所在地 

― 

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

― 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

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

― 

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

― 

備   考  

 



 

個人情報ファイルの名称 体成分分析（インボディ）測定結果 

独立行政法人等の名称 独立行政法人労働者健康安全機構 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

中国労災病院治療就労両立支援センター 

個人情報ファイルの利用目的 

・測定内容の記録 

・指導業務の向上、改善 

・企業等への講演活動のための基礎資料 

・勤労者予防医療事業に係る研究等への活動 

記録項目 

① 氏名、性別、生年月日及び年齢 

② 測定年月日 

③ 測定結果 

記録範囲 測定を受けた方（平成１９年５月以降） 

記録情報の収集方法 本人からの健康測定受付票及び測定結果用紙 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報 

保護窓口 

（所在地）〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号 

   事務管理棟 

 

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

無し 

個人情報ファイルの種別 

 ■法第２条第６項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 □法第２条第６項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第７条第３号に該当するフ

ァイル 

    □有 ■無 



独立行政法人等非識別加工情
報の提案の募集をする個人情
報ファイルである旨 

非該当 

独立行政法人等非識別加工情
報の提案を受ける組織の名称
及び所在地 

― 

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

― 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

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

― 

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

― 

備   考  

 



 

 

個人情報ファイルの名称 健康測定結果 

独立行政法人等の名称 独立行政法人労働者健康安全機構 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

九州労災病院治療就労両立支援センター 

個人情報ファイルの利用目的 

・測定内容の記録 

・指導業務の向上、改善 

・企業等への講演活動のための基礎資料 

・勤労者予防医療事業に係る研究等への活動 

記録項目 

① 氏名、性別、生年月日及び年齢 

② 測定年月日 

③ 測定結果 

④ 勤務先、職業、職種 

記録範囲 健康測定を受けた方（平成１４年４月以降） 

記録情報の収集方法 本人からの健康測定受付票及び測定結果用紙 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

(名 称) 独立行政法人労働者健康安全機構情報公開・個人情報

保護窓口 

(所在地) 〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1号

事務管理棟 

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

無し 

個人情報ファイルの種別 

 □法第２条第６項第１号 

 （電算処理ファイル） 
 ■法第２条第６項第２号 

 （マニュアル処理ファイル） 令第７条第３号に該当するフ

ァイル 

    □有 ■無 



独立行政法人等非識別加工情
報の提案の募集をする個人情
報ファイルである旨 

非該当 

独立行政法人等非識別加工情
報の提案を受ける組織の名称
及び所在地 

― 

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

― 

独立行政法人等非識別加工情
報の概要 

― 

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

― 

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

― 

備   考  

 


