
（様式１）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

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

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

記録情報の経常的提供先

（名 称）北海道中央労災病院 医事課

（所在地）〒068-0004 北海道岩見沢市４条東１６丁目５番地

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

個　人　情　報　フ　ァ　イ　ル　簿

患者情報データベース

独立行政法人労働者健康安全機構

北海道中央労災病院医事課、会計課、各診療科、中央検査部、中央放射線部、
薬剤部、各病棟、栄養管理室

患者等に対する医療サービスの提供、医療保険事務、入退院等の病棟管理、患
者等に係る会計・経理、医療事故等の報告、医療サービスの向上(症例検討
等)、他の医療機関・助産所・薬局・訪問看護ステーション・介護サービス事
業者等との連携、他の医療機関等からの照会への回答、患者の診療に当たり外
部の医師等の意見・助言を求める場合、検体検査業務の委託その他の業務委
託、家族等への病状説明、医療保険事務の委託、審査支払機関へのレセプトの
提出、審査支払機関又は保険者からの照会への回答、事業者からの委託を受け
て健康診断等を行った場合における事業者等への結果通知、医師賠償保険など
に係る医療に関する専門の団体・保険会社等への相談又は届出等、医療サービ
スや業務の維持・改善のための基礎資料(職員研修等)、病院内部において行わ
れる学生の実習への協力、病院内部において行われる症例研究、外部監査機関
への情報提供、治験委託業者への結果通知、未収金回収に係る債権回収業者へ
の情報提供

①氏名、性別、住所、電話番号、生年月日及び年齢 ②保険者番号、被保険者
証の記号・番号 ③病名及び診療年月日 ④診療の経過 ⑤処方及び処置 ⑥検査
結果 ⑦診療費 ⑧職歴

旧岩見沢労災病院及び北海道中央労災病院の受診者（過去５年分）

本人からの診察(健康診断)申込書、保険証の提示、問診票、診療・検査とこれ
に基づく医師の診断

含む

診療報酬の審査支払機関（国民健康保険団体連合会、社会保険診療報酬支払基
金、労災保険情報センター）



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

■個人情報保護法第60条第２項第１
号（電算処理ファイル）

令第20条第７項に該当するファイル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが個人情報保
護法第60条第３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

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間

備　　　考

無し

-

-

個人情報ファイルの種別
□個人情報保護法第60条第２項第２

号（マニュアル処理ファイル）

非該当

-

-

-



（様式１）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

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

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

記録情報の経常的提供先

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

■個人情報保護法第60条第２項第１
号（電算処理ファイル）

令第20条第７項に該当するファイル

　　　　■有　□無

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

(名　称)釧路労災病院　医事課
(所在地)〒085-8533北海道釧路市中園町１３番２３号

個　人　情　報　フ　ァ　イ　ル　簿

患者情報データベース

独立行政法人労働者健康安全機構

釧路労災病院医事課、会計課、各診療科、検査科、放射線科、薬剤部、
各病棟、栄養管理室

患者等に対する医療サービスの提供、医療保険事務、入退院等の病棟管理、患
者等に係る会計・経理、医療事故の報告、医療サービスの向上（症例検討会
等）、他の医療機関・薬局・訪問看護ステーション・介護サービス事業者等と
の連携、他の医療機関からの紹介への回答、患者の診療に当たり外部の医師等
の意見・助言を求める場合、検体検査業務の委託その他の業務委託、家族等へ
の病状説明、医療保険事務の委託、審査支払機関へのレセプトの提出、審査支
払機関又は保険者からの照会への回答、事業者からの委託を受けて健康診断等
を行った場合における事業者等への結果通知、医師賠償保健などに係る医療に
関する専門団体・保険会社等への相談又は届出等、医療サービスや業務の維
持・改善のための基礎資料（職員研修等）、病院内部において行われる学生の
実習への協力、病院内部において行われる症例研究、外部監査機関への情報提
供、治験委託業者への結果通知、未収金回収に係る債権回収業者への情報提供

①氏名、性別、住所、電話番号、生年月日及び年齢
②保険者番号、被保険者証の記号・番号
③病名及び診療年月日
④診療の経過
⑤処方及び処置
⑥検査結果
⑦診療費
⑧職歴

釧路労災病院の受診者（過去７年分）

本人からの診察（健康診断）申込書、保険証の提示、問診票、診療、検査とこ
れに基づく医師の診断

含む

診療報酬の審査支払機関（国民健康保険団体連合会、社会保健診療報酬支払基
金、労災保険情報センター）

無し

個人情報ファイルの種別
□個人情報保護法第60条第２項第２

号（マニュアル処理ファイル）



行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが個人情報保
護法第60条第３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

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間

備　　　考

－

－

－

－

－

－



（様式１）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

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

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

（名　称）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）〒031-8551　青森県八戸市大字白銀町字南ヶ丘１番地

個　人　情　報　フ　ァ　イ　ル　簿

患者情報データベース

独立行政法人労働者健康安全機構

青森労災病院医事課、会計課、各診療科、中央検査部、中央放射線部、薬剤
部、各病棟、栄養管理室、中央リハビリテーション部

患者等に対する医療サービスの提供、医療保険事務、入退院等の病棟管理、患
者等に係る会計・経理、医療事故等の報告、医療サービスの向上(症例検討
等)、他の医療機関・助産所・薬局・訪問看護ステーション・介護サービス事
業者等との連携、他の医療機関等からの照会への回答、患者の診療に当たり外
部の医師等の意見・助言を求める場合、検体検査業務の委託その他の業務委
託、家族等への病状説明、医療保険事務の委託、審査支払機関へのレセプトの
提出、審査支払機関又は保険者からの照会への回答、事業者からの委託を受け
て健康診断等を行った場合における事業者等への結果通知、医師賠償保険など
に係る医療に関する専門の団体・保険会社等への相談又は届出等、医療サービ
スや業務の維持・改善のための基礎資料(職員研修等)、病院内部において行わ
れる学生の実習への協力、病院内部において行われる症例研究、外部監査機関
への情報提供、治験委託業者への結果通知、未収金回収に係る債権回収業者へ
の情報提供

①氏名、性別、住所、電話番号、生年月日及び年齢　②保険者番号、被保険者
証の記号・番号　③病名及び診療年月日　④診療の経過　⑤処方及び処置　⑥
検査結果　⑦診療費　⑧職歴

青森労災病院の受診者（過去5年分）

本人からの診察(健康診断)申込書、保険証の提示、問診票、診療・検査とこれ
に基づく医師の診断

含む

診療報酬の審査支払機関（国民健康保険団体連合会、社会保険診療報酬支払基
金、労災保険情報センター）

（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

（名　称）青森労災病院　医事課



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

■個人情報保護法第60条第２項第１
号（電算処理ファイル）

令第20条第７項に該当するファイル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが個人情報保
護法第60条第３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

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工
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種別
□個人情報保護法第60条第２項第２

号（マニュアル処理ファイル）

非該当

―

―

―

無し

―

―



（様式１）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

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

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

記録情報の経常的提供先

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

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

（名　称）東北労災病院　医事課
（所在地）〒981-8563　 宮城県仙台市青葉区台原４－３－２１

個　人　情　報　フ　ァ　イ　ル　簿

患者情報データベース

独立行政法人労働者健康安全機構

東北労災病院医事課、会計課、各診療科、中央検査部、中央放射線部、薬剤
部、各病棟、栄養管理室

患者等に対する医療サービスの提供、医療保険事務、入退院等の病棟管理、患
者等に係る会計・経理、医療事故等の報告、医療サービスの向上(症例検討
等)、他の医療機関・助産所・薬局・訪問看護ステーション・介護サービス事
業者等との連携、他の医療機関等からの照会への回答、患者の診療に当たり外
部の医師等の意見・助言を求める場合、検体検査業務の委託その他の業務委
託、家族等への病状説明、医療保険事務の委託、審査支払機関へのレセプトの
提出、審査支払機関又は保険者からの照会への回答、事業者からの委託を受け
て健康診断等を行った場合における事業者等への結果通知、医師賠償保険など
に係る医療に関する専門の団体・保険会社等への相談又は届出等、医療サービ
スや業務の維持・改善のための基礎資料(職員研修等)、病院内部において行わ
れる学生の実習への協力、病院内部において行われる症例研究、外部監査機関
への情報提供、治験委託業者への結果通知、未収金回収に係る債権回収業者へ
の情報提供

①氏名、性別、住所、電話番号、生年月日及び年齢 ②保険者番号、被保険者
証の記号・番号 ③病名及び診療年月日 ④診療の経過 ⑤処方及び処置 ⑥
検査結果　⑦診療費　⑧職歴

東北労災病院の受診者

本人からの診察(健康診断)申込書、保険証の提示、問診票、診療・検査とこれ
に基づく医師の診断

含む

診療報酬の審査支払機関（国民健康保険団体連合会、社会保険診療報酬支払基
金、労災保険情報センター）



■個人情報保護法第60条第２項第１
号（電算処理ファイル）

令第20条第７項に該当するファイル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが個人情報保
護法第60条第３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

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工
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種別
□個人情報保護法第60条第２項第２

号（マニュアル処理ファイル）

非該当

―

-

―

―

―

―



（様式１）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

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

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

記録情報の経常的提供先

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

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

(名　称)秋田労災病院　医事課
(所在地)〒018-5604　秋田県大館市軽井沢字下岱３０番地

個　人　情　報　フ　ァ　イ　ル　簿

患者情報データベース

独立行政法人労働者健康安全機構

秋田労災病院医事課、会計課、各診療科、中央検査部、中央放射線部、中央リ
ハビリテーション部、薬剤部、各病棟、栄養管理室

患者等に対する医療サービスの提供、医療保険事務、入退院等の病棟管理、患
者等に係る会計・経理、医療事故等の報告、医療サービスの向上(症例検討
等)、他の医療機関・助産所・薬局・訪問看護ステーション・介護サービス事
業者等との連携、他の医療機関等からの照会への回答、患者の診療に当たり外
部の医師等の意見・助言を求める場合、検体検査業務の委託その他の業務委
託、家族等への病状説明、医療保険事務の委託、審査支払機関へのレセプトの
提出、審査支払機関又は保険者からの照会への回答、事業者からの委託を受け
て健康診断等を行った場合における事業者等への結果通知、医師賠償保険など
に係る医療に関する専門の団体・保険会社等への相談又は届出等、医療サービ
スや業務の維持・改善のための基礎資料(職員研修等)、病院内部において行わ
れる学生の実習への協力、病院内部において行われる症例研究、外部監査機関
への情報提供、治験委託業者への結果通知、未収金回収に係る債権回収業者へ
の情報提供

①氏名、性別、住所、電話番号、生年月日及び年齢　②保険者番号、被保険者
証の記号・番号　③病名及び診療年月日　④診療の経過　⑤処方及び処置　⑥
検査結果　⑦診療費　⑧職歴

秋田労災病院の受診者（最終受診日より５年分）

本人からの診察(健康診断)申込書、保険証の提示、問診票、診療・検査とこれ
に基づく医師の診断

含む

診療報酬の審査支払機関（国民健康保険団体連合会、社会保険診療報酬支払基
金、秋田労働局）



　■個人情報保護法第60条第２項第１
号（電算処理ファイル）

令第20条第７項に該当するファイル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが個人情報保
護法第60条第３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

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工
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種別
　□個人情報保護法第60条第２項第２
号（マニュアル処理ファイル）

非該当

-

-

-

-

-

　



（様式１）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

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

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

記録情報の経常的提供先

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

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

（名　称）福島労災病院　総務課
（所在地）〒973-8403福島県いわき市内郷綴町沼尻3

個　人　情　報　フ　ァ　イ　ル　簿

患者情報データベース

独立行政法人労働者健康安全機構

福島労災病院医事課、会計課、各診療科、薬剤部、中央検査部、中央放射線
部、中央リハビリテーション部、各病棟、栄養管理室

患者等に対する医療サービスの提供、医療保険事務、入退院等の病棟管理、患
者等に係る会計・経理、医療事故等の報告、医療サービスの向上(症例検討
等)、他の医療機関・助産所・薬局・訪問看護ステーション・介護サービス事
業者等との連携、他の医療機関等からの照会への回答、患者の診療に当たり外
部の医師等の意見・助言を求める場合、検体検査業務の委託その他の業務委
託、家族等への病状説明、医療保険事務の委託、審査支払機関へのレセプトの
提出、審査支払機関または保険者への照会、審査支払機関又は保険者からの照
会への回答、事業者からの委託を受けて健康診断等を行った場合における事業
者等への結果通知、医師賠償保険などに係る医療に関する専門の団体・保険会
社等への相談又は届出等、医療サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
(職員研修等)、病院内部において行われる学生の実習への協力、病院内部にお
いて行われる症例研究、外部監査機関への情報提供、治験委託業者への結果通
知、未収金回収に係る債権回収業者への情報提供

①氏名、性別、住所、電話番号、生年月日及び年齢 ②保険者番号、被保険者
証の記号・番号 ③病名及び診療年月日 ④診療の経過 ⑤処方及び処置 ⑥
検査結果　⑦診療費　⑧職歴

福島労災病院の受診者（過去５年分）

本人からの診察(健康診断)申込書、保険証の提示、問診票、診療・検査とこれ
に基づく医師の診断

含む

診療報酬の審査支払機関（国民健康保険団体連合会、社会保険診療報酬支払基
金、労災保険情報センター）



■法第２条第６項第１号
　（電算処理ファイル）

令第20条第７項に該当するファイル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが個人情報保
護法第60条第３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

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工
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種別
□個人情報保護法第60条第２項第２

号（マニュアル処理ファイル）

非該当

―

―

―

―

―



（様式１）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

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

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

(名　称)　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

(名　称)　千葉労災病院　総務課

(所在地)　〒290-0003　千葉県市原市辰巳台東2-16

個　人　情　報　フ　ァ　イ　ル　簿

患者情報データベース

独立行政法人労働者健康安全機構

千葉労災病院医事課、会計課、各診療科、中央検査部、中央放射線部、薬剤
部、各病棟、栄養管理室、医療情報管理部

患者等に対する医療サービスの提供、医療保険事務、入退院等の病棟管理、
患者等に係る会計・経理、医療事故等の報告、医療サービスの向上（症例検
討等）、他の医療機関・助産所・薬局・訪問看護ステーション・介護サービ
ス事業者等との連携、他の医療機関等からの照会への回答、患者の診療に当
たり外部の医師等の意見・助言を求める場合、検体検査業務の委託その他の
業務委託、家族等への病状説明、医療保険事務の委託、審査支払機関へのレ
セプトの提出、審査支払機関又は保険者からの照会への回答、事業者からの
委託を受けて健康診断等を行った場合における事業者等への結果通知、医師
賠償保険などに係る医療に関する専門の団体・保険会社等への相談又は届出
等、医療サービスや業務の維持・改善のための基礎資料（職員研修等）、病
院内部において行われる学生の実習への協力、病院内部において行われる症
例研究、外部監査機関への情報提供、治験委託業者への結果通知、未収金回
収に係る債権回収業者への情報提供

①氏名、性別、住所、電話番号、生年月日及び年齢 ②保険者番号、被保険
者証の記号・番号 ③病名及び診療年月日 ④診療の経過 ⑤処方及び処置
⑥検査結果　⑦診療費　⑧職歴

千葉労災病院の受診者（平成７年２月以降分）
（一部診療録は昭和４０年以降分（最長）、レントゲンフィルムは原則過去
５年分）

本人からの診察（健康診断）申込書、保険証の提示、問診票、診療・検査と
これに基づく医師の診断

含む

診療報酬の審査支払機関（国民健康保険団体連合会、社会保険診療報酬支払
基金、労災保険情報センター）



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

■個人情報保護法第60条第２項第１
号（電算処理ファイル）

令第20条第７項に該当するファイル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

個人情報ファイルが個人情報
保護法第60条第３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

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
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種別
□個人情報保護法第60条第２項第２

号（マニュアル処理ファイル）

―

―

非該当

―

―

―

無し



（様式１）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

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

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

記録情報の経常的提供先

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

■個人情報保護法第60条第２項第１
号（電算処理ファイル）

令第20条第７項に該当するファイル

　　　　■有　□無

個人情報ファイルの種別
□個人情報保護法第60条第２項第２

号（マニュアル処理ファイル）

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

（名　称）東京労災病院　医事課
（所在地）〒143-0013　東京都大田区大森南4-13-21

個　人　情　報　フ　ァ　イ　ル　簿

患者情報データベース

独立行政法人労働者健康安全機構

東京労災病院医事課、会計課、各診療科、中央検査部、中央放射線部、薬剤部、
中央リハビリテーション部、各病棟、栄養管理部

患者等に対する医療サービスの提供、医療保険事務、入退院等の病棟管理、患者
等に係る会計・経理、医療事故等の報告、医療サービスの向上(症例検討等)、他
の医療機関・助産所・薬局・訪問看護ステーション・介護サービス事業者等との
連携、他の医療機関等からの照会への回答、患者の診療に当たり外部の医師等の
意見・助言を求める場合、検体検査業務の委託その他の業務委託、家族等への病
状説明、医療保険事務の委託、審査支払機関へのレセプトの提出、審査支払機関
又は保険者からの照会への回答、事業者からの委託を受けて健康診断等を行った
場合における事業者等への結果通知、医師賠償保険などに係る医療に関する専門
の団体・保険会社等への相談又は届出等、医療サービスや業務の維持・改善のた
めの基礎資料(職員研修等)、病院内部において行われる学生の実習への協力、病
院内部において行われる症例研究、外部監査機関への情報提供、治験委託業者へ
の結果通知、未収金回収に係る債権回収業者への情報提供

①氏名、性別、住所、電話番号、生年月日及び年齢 ②保険者番号、被保険者証
の記号・番号 ③病名及び診療年月日 ④診療の経過 ⑤処方及び処置 ⑥検査
結果　⑦診療費　⑧職歴

東京労災病院の受診者（過去３０年分）

本人からの診察(健康診断)申込書、保険証の提示、問診票、診療・検査とこれに
基づく医師の診断

含む

診療報酬の審査支払機関（国民健康保険団体連合会、社会保険診療報酬支払基金、
労災保険情報センター）



行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが個人情報保
護法第60条第３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

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間

備　　　考

－

非該当

－

－

－

－



（様式１）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

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

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

記録情報の経常的提供先

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

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

(名　称)　関東労災病院　医事課

(所在地)　〒211-8510　神奈川県川崎市中原区木月住吉町１番１号

無し

個　人　情　報　フ　ァ　イ　ル　簿

患者情報データベース

独立行政法人労働者健康安全機構

関東労災病院総務課、医事課、会計課、各診療科、中央検査部、中央放射線部、
薬剤部、中央リハビリテーション部、臨床工学部、各病棟、栄養管理室

患者等に対する医療サービスの提供、医療保険事務、入退院等の病棟管理、患者
等に係る会計･経理、医療事故等の報告、医療サービスの向上(症例検討等)、他の
医療機関・助産所・薬局・訪問看護ステーション・介護サービス事業者等との連
携、他の医療機関等からの照会への回答、患者の診療に当たり外部の医師等の意
見･助言を求める場合、検体検査業務の委託その他の業務委託、家族等への病状説
明、医療保険事務の委託、審査支払機関へのレセプトの提出、審査支払機関又は
保険者からの照会への回答、事業者からの委託を受けて健康診断等を行った場合
における事業者等への結果通知、医師賠償保険などに係る医療に関する専門の団
体・保険会社等への相談又は届出等、医療サービスや業務の維持・改善のための
基礎資料(職員研修等)、病院内部において行われる学生の実習への協力、病院内
部において行われる症例研究、外部監査機関への情報提供、治験委託業者への結
果通知、未収金回収に係る債権回収業者への情報提供

①氏名、性別、住所、電話番号、生年月日及び年齢　②保険者番号、被保険者証
の記号･番号　③病名及び診療年月日　④診療の経過　⑤処方及び処置　⑥検査結
果　⑦診療費　⑧職歴

関東労災病院の受診者(過去５年分)

本人からの診察(健康診断)申込書、保険証の提示、問診票、診療・検査とこれに
基づく医師の診断

含む

診療報酬の審査支払機関（国民健康保険団体連合会、社会保険診療報酬支払基
金、労災保険情報センター）



■個人情報保護法第60条第２項第１
号（電算処理ファイル）

令第20条第７項に該当するファイル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが個人情報保
護法第60条第３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

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間

備　　　考

（該当しなくなった
場合のみ）
非該当となった理由

－

個人情報ファイルの種別

－

－

－

□個人情報保護法第60条第２項第２
号（マニュアル処理ファイル）

非該当

－



（様式１）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

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

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

記録情報の経常的提供先

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

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

(名　称)横浜労災病院　総務課
　　　　(患者・家族へのカルテ開示は診療情報管理室）
(所在地）〒222-0036　神奈川県横浜市港北区小机町3211

個　人　情　報　フ　ァ　イ　ル　簿

独立行政法人労働者健康安全機構

横浜労災病院医事課、経営企画課、会計課、各診療科、中央検査部、中央放射
線部、薬剤部、各病棟、栄養管理室、医療安全・感染管理室、患者サポートセ
ンター

患者等に対する医療サービスの提供、医療保険事務、入退院等の病棟管理、患者
等に係る会計・経理、医療事故等の報告、医療サービスの向上(症例検討等)、他
の医療機関・助産所・薬局・訪問看護ステーション・介護サービス事業者等との
連携、他の医療機関等からの照会への回答、患者の診療に当たり外部の医師等の
意見・助言を求める場合、検体検査業務の委託その他の業務委託、家族等への病
状説明、医療保険事務の委託、審査支払機関へのレセプトの提出、審査支払機関
又は保険者からの照会への回答、事業者からの委託を受けて健康診断等を行った
場合における事業者等への結果通知、医師賠償保険などに係る医療に関する専門
の団体・保険会社等への相談又は届出等、医療サービスや業務の維持・改善のた
めの基礎資料(職員研修等)、病院内部において行われる学生の実習への協力、病
院内部において行われる症例研究、外部監査機関・公的機関への情報提供、治験
委託業者への結果通知、未収金回収に係る債権回収業者への情報提供、患者・家
族へのカルテ開示

①氏名、性別、住所、電話番号、生年月日及び年齢　②保険者番号、被保険者
証の記号・番号　③病名及び診療年月日　④診療の経過　⑤処方及び処置　⑥
検査結果　⑦診療費　⑧職歴

横浜労災病院の受診者（上記記録項目①～⑥については過去１０年分、⑦⑧に
ついては過去５年分）

本人からの診察(健康診断)申込書、保険証の提示、問診票、診療・検査とこれ
に基づく医師の診断

含む

診療報酬の審査支払機関（国民健康保険団体連合会、社会保険診療報酬支払基
金、労災保険情報センター）

患者情報データベース



■個人情報保護法第60条第２項第１
号（電算処理ファイル）

令第20条第７項に該当するファイル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが個人情報保
護法第60条第３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

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工
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種別
□個人情報保護法第60条第２項第２

号（マニュアル処理ファイル）

非該当

―

―

―

―

―



（様式１）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

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

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

記録情報の経常的提供先

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

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

(名　称)横浜労災病院　総務課
　　　　(患者・家族へのカルテ開示は診療情報管理室）
(所在地）〒222-0036　神奈川県横浜市港北区小机町3211

個　人　情　報　フ　ァ　イ　ル　簿

健康診断受診者情報データベース

独立行政法人労働者健康安全機構

横浜労災病院医事課、会計課、健康診断部、中央検査部、中央放射線部

健診者に対する健康診断・人間ドック等のサービスの提供、受付・案内事務、受
診者等に係る会計・経理の報告、健康診断サービスの向上、他の医療機関等との
連携、他の医療機関等からの照会への回答、受診者の健診に当たり外部の医師等
の意見・助言を求める場合、検体検査業務の委託その他の業務委託、事業者から
の委託を受けて健康診断等を行った場合における事業者等への結果通知、医師賠
償保険などに係る医療に関する専門の団体・保険会社等への相談又は届出等、健
診サービスや業務の維持・改善のための基礎資料、病院内部において行われる症
例研究、外部監査機関への情報提供、治験委託業者への結果通知、未収金回収に
係る債権回収業者への情報提供

①氏名、性別、住所、電話番号、生年月日及び年齢 ②所属事業所、保険者番
号、被保険者証の記号・番号 ③健康診断の結果及び受診年月日 ④健診費用

健康診断受診者（上記記録項目①～③については過去１０年分、④については
過去５年分）

本人からの診察(健康診断)申込書、保険証の提示、問診票、診療・検査とこれ
に基づく医師の診断

含む

診療報酬の審査支払機関（国民健康保険団体連合会、社会保険診療報酬支払基
金、労災保険情報センター）



■個人情報保護法第60条第２項第１
号（電算処理ファイル）

令第20条第７項に該当するファイル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが個人情報保
護法第60条第３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

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工
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種別
□個人情報保護法第60条第２項第２

号（マニュアル処理ファイル）

非該当

―

―

―

―

―



（様式１）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

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

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

記録情報の経常的提供先

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

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	

(名　称) 新潟労災病院　医事課
(所在地) 〒942-8502新潟県上越市東雲町1-7-12

個　人　情　報　フ　ァ　イ　ル　簿

患者情報データベース

独立行政法人労働者健康安全機構

新潟労災病院医事課、会計課、各診療科、中央検査部、中央放射線部、薬剤
部、中央リハビリテーション部、各病棟、栄養管理室

患者等に対する医療サービスの提供、医療保険事務、入退院等の病棟管理、患
者等に係る会計・経理、医療事故等の報告、医療サービスの向上(症例検討
等)、他の医療機関・助産所・薬局・訪問看護ステーション・介護サービス事
業者等との連携、他の医療機関等からの照会への回答、患者の診療に当たり外
部の医師等の意見・助言を求める場合、検体検査業務の委託その他の業務委
託、家族等への病状説明、医療保険事務の委託、審査支払機関へのレセプトの
提出、審査支払機関又は保険者からの照会への回答、事業者からの委託を受け
て健康診断等を行った場合における事業者等への結果通知、医師賠償保険など
に係る医療に関する専門の団体・保険会社等への相談又は届出等、医療サービ
スや業務の維持・改善のための基礎資料(職員研修等)、病院内部において行わ
れる学生の実習への協力、病院内部において行われる症例研究、外部監査機関
への情報提供、治験委託業者への結果通知、未収金回収に係る債権回収業者へ
の情報提供

①氏名、性別、住所、電話番号、生年月日及び年齢 ②保険者番号、被保険
者証の記号・番号 ③病名及び診療年月日 ④診療の経過 ⑤処方及び処置
⑥検査結果　⑦診療費　⑧職歴

新潟労災病院の受診者（最終受診日より過去８年分）

本人からの診察(健康診断)申込書、保険証の提示、問診票、診療・検査とこれ
に基づく医師の診断

含む

診療報酬の審査支払機関（国民健康保険団体連合会、社会保険診療報酬支払基
金、労災保険情報センター）



■個人情報保護法第60条第２項第１
号（電算処理ファイル）

令第20条第７項に該当するファイル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが個人情報保
護法第60条第３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

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工
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種別
□個人情報保護法第60条第２項第２

号（マニュアル処理ファイル）

非該当

―

―

―

―

―



（様式１）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

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

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

（名　称）富山労災病院　医事課
（所在地）〒937-0042　富山県魚津市六
郎丸992番地

(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

個　人　情　報　フ　ァ　イ　ル　簿

患者情報データベース

独立行政法人労働者健康安全機構

富山労災病院医事課、会計課、各診療科、中央検査部、中央放射線部、薬剤
部、各病棟、栄養管理部、医療安全管理室、感染管理室、地域医療連携室、
中央リハビリテーション部、看護部

患者等に対する医療サービスの提供、医療保険事務、入退院等の病棟管理、
患者等に係る会計・経理、医療事故等の報告、医療サービスの向上(症例検討
等)、他の医療機関・助産所・薬局・訪問看護ステーション・介護サービス事
業者等との連携、他の医療機関等からの照会への回答、患者の診療に当たり
外部の医師等の意見・助言を求める場合、検体検査業務の委託その他の業務
委託、家族等への病状説明、医療保険事務の委託、審査支払機関へのレセプ
トの提出、審査支払機関又は保険者からの照会への回答、事業者からの委託
を受けて健康診断等を行った場合における事業者等への結果通知、医師賠償
保険などに係る医療に関する専門の団体・保険会社等への相談又は届出等、
医療サービスや業務の維持・改善のための基礎資料(職員研修等)、病院内部
において行われる学生の実習への協力、病院内部において行われる症例研
究、外部監査機関への情報提供、治験委託業者への結果通知、未収金回収に
係る債権回収業者への情報提供

①氏名、性別、住所、電話番号、生年月日及び年齢 ②保険者番号、被保険
者証の記号・番号 ③病名及び診療年月日 ④診療の経過 ⑤処方及び処置
⑥検査結果　⑦診療費　⑧職歴

富山労災病院の受診者（過去５年分）

本人からの診察(健康診断)申込書、保険証の提示、問診票、診療・検査とこ
れに基づく医師の診断

含む

診療報酬の審査支払機関（国民健康保険団体連合会、社会保険診療報酬支払
基金、労災保険情報センター）

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地



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

■個人情報保護法第60条第２項第１
号（電算処理ファイル）

令第20条第７項に該当するファイル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

個人情報ファイルが個人情報
保護法第60条第３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

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
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種別
□個人情報保護法第60条第２項第２

号（マニュアル処理ファイル）

非該当

―

―

―

無し

―

―



（様式１）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

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

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

記録情報の経常的提供先

(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

個　人　情　報　フ　ァ　イ　ル　簿

患者情報データベース

独立行政法人労働者健康安全機構

浜松労災病院医事課、会計課、各診療科、検査科、放射線科、薬剤部、各病
棟、栄養管理室、リハビリテーション科

患者等に対する医療サービスの提供、医療保険事務、入退院等の病棟管理、患
者等に係る会計・経理、医療事故等の報告、医療サービスの向上(症例検討
等)、他の医療機関・薬局・訪問看護ステーション・介護サービス事業者等と
の連携、他の医療機関等からの照会への回答、患者の診療に当たり外部の医師
等の意見・助言を求める場合、検体検査業務の委託その他の業務委託、家族等
への病状説明、医療保険事務の委託、審査支払機関へのレセプトの提出、審査
支払機関又は保険者からの照会への回答、事業者からの委託を受けて健康診断
等を行った場合における事業者等への結果通知、医師賠償保険などに係る医療
に関する専門の団体・保険会社等への相談又は届出等、医療サービスや業務の
維持・改善のための基礎資料(職員研修等)、病院内部において行われる学生の
実習への協力、病院内部において行われる症例研究、外部監査機関への情報提
供、治験委託業者への結果通知、未収金回収に係る債権回収業者への情報提供

①氏名、性別、住所、電話番号、生年月日及び年齢、家族構成 ②保険者番
号、被保険者証の記号・番号 ③病名及び診療年月日 ④診療の経過 ⑤処方及
び処置 ⑥検査結果 ⑦診療費 ⑧職歴

浜松労災病院の受診者過去５年分

本人からの診察(健康診断)申込書、保険証の提示、問診票、診療・検査とこれ
に基づく医師の診断

含む

診療報酬の審査支払機関（国民健康保険団体連合会、社会保険診療報酬支払基
金、労災保険情報センター）

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

(名　称)浜松労災病院 医事課

(所在地)〒430-8525 静岡県浜松市東区将監町25



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

■個人情報保護法第60条第２項第１
号（電算処理ファイル）

令第20条第７項に該当するファイル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが個人情報保
護法第60条第３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

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工
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種別
□個人情報保護法第60条第２項第２

号（マニュアル処理ファイル）

非該当

－

－

－

無し

－

－



（様式１）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

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

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

記録情報の経常的提供先

（名　称）中部労災病院　医事課
（所在地）〒455-8530　愛知県名古屋市
港区港明一丁目10番６号

(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

個　人　情　報　フ　ァ　イ　ル　簿

患者情報データベース

独立行政法人労働者健康安全機構

中部労災病院医事課、会計課、各診療科、検査科、放射線科、薬剤部、各病
棟、栄養管理室

患者等に対する医療サービスの提供、医療保険事務、入退院等の病棟管理、患
者等に係る会計・経理、医療事故等の報告、医療サービスの向上(症例検討
等)、他の医療機関・助産所・薬局・訪問看護ステーション・介護サービス事
業者等との連携、他の医療機関等からの照会への回答、患者の診療に当たり外
部の医師等の意見・助言を求める場合、検体検査業務の委託その他の業務委
託、家族等への病状説明、医療保険事務の委託、審査支払機関へのレセプトの
提出、審査支払機関又は保険者からの照会への回答、事業者からの委託を受け
て健康診断等を行った場合における事業者等への結果通知、医師賠償保険など
に係る医療に関する専門の団体・保険会社等への相談又は届出等、医療サービ
スや業務の維持・改善のための基礎資料(職員研修等)、病院内部において行わ
れる学生の実習への協力、病院内部において行われる症例研究、外部監査機関
への情報提供、治験委託業者への結果通知、未収金回収に係る債権回収業者へ
の情報提供

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

①氏名、性別、住所、電話番号、生年月日及び年齢 ②保険者番号、被保険者
証の記号・番号 ③病名及び診療年月日 ④診療の経過 ⑤処方及び処置 ⑥
検査結果　⑦診療費　⑧職歴

中部労災病院の受診者（過去５年分）

本人からの診察(健康診断)申込書、保険証の提示、問診票、診療・検査とこれ
に基づく医師の診断

含む

診療報酬の審査支払機関（国民健康保険団体連合会、社会保険診療報酬支払基
金、労災保険情報センター）



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

■個人情報保護法第60条第２項第１
号（電算処理ファイル）

令第20条第７項に該当するファイル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが個人情報保
護法第60条第３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

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工
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種別
□個人情報保護法第60条第２項第２

号（マニュアル処理ファイル）

非該当

―

―

―

―

―

無し



（様式１）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

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

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

記録情報の経常的提供先

（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

（所在地）〒488-8585  愛知県尾張旭市平子町北61

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

個　人　情　報　フ　ァ　イ　ル　簿

患者情報データベース

独立行政法人労働者健康安全機構

旭労災病院医事課、会計課、各診療科、中央検査部、中央放射線部、薬剤部、各
病棟、栄養管理室

患者等に対する医療サービスの提供、医療保険事務、入退院等の病棟管理、患者
等に係る会計・経理、医療事故等の報告、医療サービスの向上(症例検討等)、他
の医療機関・助産所・薬局・訪問看護ステーション・介護サービス事業者等との
連携、他の医療機関等からの照会への回答、患者の診療に当たり外部の医師等の
意見・助言を求める場合、検体検査業務の委託その他の業務委託、家族等への病
状説明、医療保険事務の委託、審査支払機関へのレセプトの提出、審査支払機関
又は保険者からの照会への回答、事業者からの委託を受けて健康診断等を行った
場合における事業者等への結果通知、医師賠償保険などに係る医療に関する専門
の団体・保険会社等への相談又は届出等、医療サービスや業務の維持・改善のた
めの基礎資料(職員研修等)、病院内部において行われる学生の実習への協力、病
院内部において行われる症例研究、外部監査機関への情報提供、治験委託業者へ
の結果通知、未収金回収に係る債権回収業者への情報提供

①氏名、性別、住所、電話番号、生年月日及び年齢　②保険者番号、被保険者証
の記号・番号　③病名及び診療年月日　④診療の経過　⑤処方及び処置　⑥検査
結果　⑦診療費　⑧職歴

旭労災病院の受診者（過去５年分）

本人からの診察(健康診断)申込書、保険証の提示、問診票、診療・検査とこれに
基づく医師の診断

含む

診療報酬の審査支払機関（国民健康保険団体連合会、社会保険診療報酬支払基
金、労災保険情報センター）

（名　称）旭労災病院　医事課



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

■個人情報保護法第60条第２項第１
号（電算処理ファイル）

令第20条第７項に該当するファイル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが個人情報保
護法第60条第３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

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工
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種別
□個人情報保護法第60条第２項第２

号（マニュアル処理ファイル）

非該当

―

―

―

無し

―

―



（様式１）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

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

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

(名　称)　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

(名　称)　大阪労災病院　総務課

(所在地)　〒591-8025大阪府堺市北区長曽根町1179-3

個　人　情　報　フ　ァ　イ　ル　簿

患者情報データベース

独立行政法人労働者健康安全機構

大阪労災病院医事課、会計課、各診療科、中央検査部、中央放射線部、薬剤
部、各病棟、栄養管理室、総合案内、総合医局、メディカルサポ－トセンタ
－、病理診断科、人工透析室、中央リハビリテーション部、診療情報室

患者等に対する医療サービスの提供、医療保険事務、入退院等の病棟管理、患
者等に係る会計・経理、医療事故等の報告、診療費等の未収金管理、医療サー
ビスの向上(症例検討等)、他の医療機関・助産所・薬局・訪問看護ステーショ
ン・介護サービス事業者等との連携、他の医療機関等からの照会への回答、患
者の診療に当たり外部の医師等の意見・助言を求める場合、検体検査業務の委
託その他の業務委託、家族等への病状説明、医療保険事務の委託、審査支払機
関へのレセプトの提出、審査支払機関又は保険者からの照会への回答、事業者
からの委託を受けて健康診断等を行った場合における事業者等への結果通知、
医師賠償保険などに係る医療に関する専門の団体・保険会社等への相談又は届
出等、医療サービスや業務の維持・改善のための基礎資料(職員研修等)、病院
内部において行われる学生の実習への協力、病院内部において行われる症例研
究、外部監査機関への情報提供、治験委託業者への結果通知、未収金回収に係
る債権回収業者への情報提供

①氏名、性別、住所、電話番号、生年月日及び年齢 ②保険者番号、被保険者
証の記号・番号 ③病名及び診療年月日 ④診療の経過 ⑤処方及び処置 ⑥
検査結果　⑦診療費　⑧職歴

大阪労災病院の受診者（最終受診日より過去５年分）

本人からの診察(健康診断)申込書、保険証の提示、問診票、診療・検査とこれ
に基づく医師の診断

含む

診療報酬の審査支払機関（国民健康保険団体連合会、社会保険診療報酬支払基
金、労災保険情報センター）



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

■個人情報保護法第60条第２項第１
号（電算処理ファイル）

令第20条第７項に該当するファイル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが個人情報保
護法第60条第３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

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工
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種別
□個人情報保護法第60条第２項第２

号（マニュアル処理ファイル）

－

－

非該当

－

－

－

無し



（様式１）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

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

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

記録情報の経常的提供先

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

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

(名　称)関西労災病院医療連携総合センター

(所在地)〒660-8511　兵庫県尼崎市稲葉荘3丁目1番69号

個　人　情　報　フ　ァ　イ　ル　簿

患者情報データベース

独立行政法人労働者健康安全機構

関西労災病院医事課、会計課、総務課、経営企画課、各診療科、中央検査部、
中央放射線部、薬剤部、各病棟、栄養管理室、医療情報部、診療情報管理室

患者等に対する医療サービスの提供、医療保険事務、入退院等の病棟管理、患
者等に係る会計・経理、医療事故等の報告、医療サービスの向上(症例検討
等)、他の医療機関・助産所・薬局・訪問看護ステーション・介護サービス事
業者等との連携、他の医療機関等からの照会への回答、患者の診療に当たり外
部の医師等の意見・助言を求める場合、検体検査業務の委託その他の業務委
託、家族等への病状説明、医療保険事務の委託、審査支払機関へのレセプトの
提出、審査支払機関又は保険者からの照会への回答、事業者からの委託を受け
て健康診断等を行った場合における事業者等への結果通知、医師賠償保険など
に係る医療に関する専門の団体・保険会社等への相談又は届出等、医療サービ
スや業務の維持・改善のための基礎資料(職員研修等)、病院内部において行わ
れる学生の実習への協力、病院内部において行われる症例研究、外部監査機関
への情報提供、治験委託業者への結果通知

①氏名、性別、住所、電話番号、生年月日及び年齢 ②保険者番号、被保険者
証の記号・番号 ③病名及び診療年月日 ④診療の経過 ⑤処方及び処置 ⑥
検査結果　⑦診療費　⑧職歴

関西労災病院の受診者（入院診療録平成４年以降【平成1～３年はＣＤ化、昭
和６３年以降は一部マイクロ化】、通院診療録平成９年以降、レントゲンフィ
ルム平成２２年以降、それ以前はＣＤ化および一部マイクロ化、脳波記録平成
２６年以降）

本人からの診察(健康診断)申込書、保険証の提示、問診票、診療・検査とこれ
に基づく医師の診断

含む

診療報酬の審査支払機関（国民健康保険団体連合会、社会保険診療報酬支払基
金、労災保険情報センター）



■個人情報保護法第60条第２項第１
号（電算処理ファイル）

令第20条第７項に該当するファイル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが個人情報保
護法第60条第３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

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工
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種別
□個人情報保護法第60条第２項第２

号（マニュアル処理ファイル）

非該当

―

―

―

―

―



（様式１）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

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

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

記録情報の経常的提供先

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

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

(名称)神戸労災病院　総務課
(所在地)〒651-0053 神戸市中央区籠池通4丁目1-23

個　人　情　報　フ　ァ　イ　ル　簿

患者情報データベース

独立行政法人労働者健康安全機構

神戸労災病院医事課、会計課、各診療科、中央検査部、中央放射線部、薬剤
部、各病棟、栄養管理室

患者等に対する医療サービスの提供、医療保険事務、入退院等の病棟管理、患
者等に係る会計・経理、医療事故等の報告、医療サービスの向上(症例検討
等)、他の医療機関・助産所・薬局・訪問看護ステーション・介護サービス事
業者等との連携、他の医療機関等からの照会への回答、患者の診療に当たり外
部の医師等の意見・助言を求める場合、検体検査業務の委託その他の業務委
託、家族等への病状説明、医療保険事務の委託、審査支払機関へのレセプトの
提出、審査支払機関又は保険者からの照会への回答、事業者からの委託を受け
て健康診断等を行った場合における事業者等への結果通知、医師賠償保険など
に係る医療に関する専門の団体・保険会社等への相談又は届出等、医療サービ
スや業務の維持・改善のための基礎資料(職員研修等)、病院内部において行わ
れる学生の実習への協力、病院内部において行われる症例研究、外部監査機関
への情報提供、治験委託業者への結果通知、未収金回収に係る債権回収業者へ
の情報提供

①氏名、性別、住所、電話番号、生年月日及び年齢 ②保険者番号、被保険者
の記号、番号 ③病名及び診療年月日 ④診療の経過 ⑤処方及び処置 ⑥検
査結果　⑦診療費　⑧職歴

神戸労災病院の受診者（昭和５５年４月以降分）

本人からの診察(健康診断)申込書、保険証の提示、問診票、診療・検査とこれ
に基づく医師の診断

含む

診療報酬の審査支払機関（国民健康保険団体連合会、社会保険診療報酬支払基
金、労災保険情報センター）



■個人情報保護法第60条第２項第１
号（電算処理ファイル）

令第20条第７項に該当するファイル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが個人情報保
護法第60条第３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

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工
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種別
□個人情報保護法第60条第２項第２

号（マニュアル処理ファイル）

非該当

-

-

-

-

-



（様式１）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

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

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

記録情報の経常的提供先

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

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

(名　称)和歌山労災病院　医事課

(所在地) 〒640-8505　和歌山県和歌山市木ノ本93-1

個　人　情　報　フ　ァ　イ　ル　簿

患者情報データベース

独立行政法人労働者健康安全機構

和歌山労災病院医事課、会計課、各診療科、薬剤部、中央検査部、中央放射線
部、中央リハビリテーション部、各病棟、栄養管理室

患者等に対する医療サービスの提供、医療保険事務、入退院等の病棟管理、患者
等に係る会計・経理、医療事故等の報告、医療サービスの向上(症例検討等)、他
の医療機関・助産所・薬局・訪問看護ステーション・介護サービス事業者等との
連携、他の医療機関等からの照会への回答、患者の診療に当たり外部の医師等の
意見・助言を求める場合、検体検査業務の委託その他の業務委託、家族等への病
状説明、医療保険事務の委託、審査支払機関へのレセプトの提出、審査支払機関
又は保険者からの照会への回答、事業者からの委託を受けて健康診断等を行った
場合における事業者等への結果通知、医師賠償保険などに係る医療に関する専門
の団体・保険会社等への相談又は届出等、医療サービスや業務の維持・改善のた
めの基礎資料(職員研修等)、病院内部において行われる学生の実習への協力、病
院内部において行われる症例研究、外部監査機関への情報提供、治験委託業者へ
の結果通知、未収金回収に係る債権回収業者への情報提供、公的機関への情報提
供

①氏名、性別、住所、電話番号、生年月日及び年齢　②保険者番号、被保険者証
の記号・番号　③病名及び診療年月日　④診療の経過　⑤処方及び処置　⑥検査
結果　⑦診療費　⑧職歴

和歌山労災病院の受診者（過去５年分）

本人からの診察(健康診断)申込書、保険証の提示、問診票、診療・検査とこれに
基づく医師の診断

含む

診療報酬の審査支払機関（国民健康保険団体連合会、社会保険診療報酬支払基
金、労災保険情報センター）



■個人情報保護法第60条第２項第１
号（電算処理ファイル）

令第20条第７項に該当するファイル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが個人情報保
護法第60条第３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

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工
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種別
□個人情報保護法第60条第２項第２

号（マニュアル処理ファイル）

非該当

―

―

―



（様式１）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

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

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

記録情報の経常的提供先

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

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

（名　称）山陰労災病院　医事課
（所在地）〒683-8605 鳥取県米子市皆生新田1-8-1

個　人　情　報　フ　ァ　イ　ル　簿

患者情報データベース

独立行政法人労働者健康安全機構

山陰労災病院医事課、会計課、各診療科、中央検査部、中央放射線部、中央リ
ハビリテーション部、薬剤部、各病棟、栄養管理室

患者等に対する医療サービスの提供、医療保険事務、入退院等の病棟管理、患
者等に係る会計・経理、医療事故等の報告、医療サービスの向上(症例検討
等)、未収金回収に係る債権業者への情報提供、他の医療機関・助産所・薬
局・訪問看護ステーション・介護サービス事業者等との連携、他の医療機関等
からの照会への回答、患者の診療に当たり外部の医師等の意見・助言を求める
場合、検体検査業務の委託その他の業務委託、家族等への病状説明、医療保険
事務の委託、審査支払機関へのレセプトの提出、審査支払機関又は保険者から
の照会への回答、事業者からの委託を受けて健康診断等を行った場合における
事業者等への結果通知、医師賠償保険などに係る医療に関する専門の団体・保
険会社等への相談又は届出等、医療サービスや業務の維持・改善のための基礎
資料(職員研修等)、病院内部において行われる学生の実習への協力、病院内部
において行われる症例研究、外部監査機関への情報提供、治験委託業者への結
果通知

①氏名、性別、住所、電話番号、生年月日及び年齢 ②保険者番号、被保険者
証の記号・番号 ③病名及び診療年月日 ④診療の経過 ⑤処方及び処置 ⑥
検査結果　⑦診療費　⑧職歴

山陰労災病院の受診者（原則、外来は転記後５年、入院は過去１０年分。但
し、一部昭和４５年以降）

本人からの診察(健康診断)申込書、保険証の提示、問診票、診療・検査とこれ
に基づく医師の診断

含む

診療報酬の審査支払機関（国民健康保険団体連合会、社会保険診療報酬支払基
金、労災保険情報センター）、労働者健康安全機構健康保険組合



■個人情報保護法第60条第２項第１
号（電算処理ファイル）

令第20条第７項に該当するファイル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが個人情報保
護法第60条第３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

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工
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種別
□個人情報保護法第60条第２項第２

号（マニュアル処理ファイル）

非該当

―

―

―

―

―



（様式１）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

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

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

記録情報の経常的提供先

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

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

(名　称)岡山労災病院　医事課
(所在地)〒702-8055 岡山県岡山市南区築港緑町一丁目10-25

個　人　情　報　フ　ァ　イ　ル　簿

患者情報データベース

独立行政法人労働者健康安全機構

岡山労災病院医事課、会計課、各診療科、中央検査部門、中央放射線部門、薬
剤部、中央リハビリテーション部、医療安全管理室、各病棟、栄養管理室

患者等に対する医療サービスの提供、医療保険事務、入退院等の病棟管理、患
者等に係る会計・経理、医療事故等の報告、医療サービスの向上(症例検討
等)、他の医療機関・助産所・薬局・訪問看護ステーション・介護サービス事
業者等との連携、他の医療機関等からの照会への回答、患者の診療に当たり外
部の医師等の意見・助言を求める場合、検体検査業務の委託その他の業務委
託、家族等への病状説明、医療保険事務の委託、審査支払機関へのレセプトの
提出、審査支払機関又は保険者からの照会への回答、事業者からの委託を受け
て健康診断等を行った場合における事業者等への結果通知、医師賠償保険など
に係る医療に関する専門の団体・保険会社等への相談又は届出等、医療サービ
スや業務の維持・改善のための基礎資料(職員研修等)、病院内部において行わ
れる学生の実習への協力、病院内部において行われる症例研究、外部監査機関
への情報提供、治験委託業者への結果通知、未収金回収に係る債権回収業者へ
の情報提供

①氏名、性別、住所、電話番号、生年月日及び年齢②保険者番号、被保険者証
の記号・番号③病名及び診療年月日④診療の経過⑤処方及び処置⑥検査結果⑦
診療費 ⑧職歴

岡山労災病院の受診者（過去５年分）

本人からの診察(健康診断)申込書、保険証の提示、問診票、診療・検査とこれ
に基づく医師の診断

含む

診療報酬の審査支払機関（国民健康保険団体連合会、社会保険診療報酬支払基
金、労災保険情報センター）



■個人情報保護法第60条第２項第１
号（電算処理ファイル）

令第20条第７項に該当するファイル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが個人情報保
護法第60条第３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

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工
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種別
□個人情報保護法第60条第２項第２

号（マニュアル処理ファイル）

非該当

―

―

―

―

―



（様式１）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

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

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

（名　称）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

（名　称）中国労災病院　総務課
（所在地）〒737－0193広島県呉市広多賀谷１丁目５番１号

個　人　情　報　フ　ァ　イ　ル　簿

患者情報データベース

独立行政法人労働者健康安全機構

中国労災病院医事課、会計課、総務課、経営企画課、各診療科、中央検査部、
中央放射線部、中央リハビリテーション部、薬剤部、各病棟、栄養管理部

患者等に対する医療サービスの提供、医療保険事務、入退院等の病棟管理、患
者等に係る会計・経理、医療事故等の報告、医療サービスの向上(症例検討
等)、他の医療機関・助産所・薬局・訪問看護ステーション・介護サービス事
業者等との連携、他の医療機関等からの照会への回答、患者の診療に当たり外
部の医師等の意見・助言を求める場合、検体検査業務の委託その他の業務委
託、家族等への病状説明、医療保険事務の委託、審査支払機関へのレセプトの
提出、審査支払機関又は保険者からの照会への回答、事業者からの委託を受け
て健康診断等を行った場合における事業者等への結果通知、医師賠償保険など
に係る医療に関する専門の団体・保険会社等への相談又は届出等、医療サービ
スや業務の維持・改善のための基礎資料(職員研修等)、病院内部において行わ
れる学生の実習への協力、病院内部において行われる症例研究、外部監査機関
への情報提供、治験委託業者への結果通知、未収金回収に係る債権回収業者へ
の情報提供

①氏名、性別、住所、電話番号、生年月日及び年齢 ②保険者番号、被保険者
証の記号・番号 ③病名及び診療年月日 ④診療の経過 ⑤処方及び処置 ⑥
検査結果　⑦診療費　⑧職歴

中国労災病院の受診者（原則として過去５年分ただし、最長過去５０年に係る
ものもあり）

本人からの診察(健康診断)申込書、保険証の提示、問診票、診療・検査とこれ
に基づく医師の診断

含む

診療報酬の審査支払機関（国民健康保険団体連合会、社会保険診療報酬支払基
金、労災保険情報センター）



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

■個人情報保護法第60条第２項第１
号（電算処理ファイル）

令第20条第７項に該当するファイル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが個人情報保
護法第60条第３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

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工
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種別
□個人情報保護法第60条第２項第２

号（マニュアル処理ファイル）

非該当

-

-

-

無し

-

-



（様式１）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

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

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

(名　称)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
(名　称)山口労災病院　医事課
(所在地)〒756-0095
山口県山陽小野田市大字小野田1315番地の4

個　人　情　報　フ　ァ　イ　ル　簿

患者情報データベース

独立行政法人労働者健康安全機構

山口労災病院医事課、会計課、各診療科、中央検査部、中央放射線部、中央リ
ハビリテーション部、薬剤部、各病棟、栄養管理部

患者等に対する医療サービスの提供、医療保険事務、入退院等の病棟管理、患
者等に係る会計・経理、医療事故等の報告、医療サービスの向上（症例検討
等）、他の医療機関・薬局・訪問看護ステーション・介護サービス事業者等と
の連携、他の医療機関等からの照会への回答、患者の診療に当たり外部の医師
等の意見・助言を求める場合、検体検査業務の委託その他の業務委託、家族等
への病状説明、医療保険事務の委託、審査支払機関へのレセプトの提出、審査
支払機関又は保険者からの照会への回答、事業者からの委託を受けて健康診断
を行った場合における事業者等への結果通知、医師賠償保険などに係る医療に
関する専門の団体・保険会社等への相談又は届出等、医療サービスや業務の維
持・改善のための基礎資料（職員研修等）、病院内部において行われる学生の
実習への協力、病院内部において行われる症例研究、外部監査機関への情報提
供、治験委託業者への結果通知、未収金回収に係る債権回収業者への情報提供

➀氏名、性別、住所、電話番号、生年月日及び年齢
②保険者番号、被保険者証の記号・番号
③病名及び診療年月日
④診療の経過
⑤処方及び処置
⑥検査結果
⑦診療費
⑧職歴

山口労災病院の受診者（過去１０年分　但し一部１０年以上の診療録あり）

本人からの診察（健康診断）申込書、保険証の提示、問診票、診療・検査とこ
れに基づく医師の診断

含む

診療報酬の審査支払機関（国民健康保険団体連合会、社会保険診療報酬支払基
金、労災保険情報センター）



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

■個人情報保護法第60条第２項第１
号（電算処理ファイル）

令第20条第７項に該当するファイル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが個人情報保
護法第60条第３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

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工
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種別
□個人情報保護法第60条第２項第２

号（マニュアル処理ファイル）

非該当

－

－

－

無し

－

－



（様式１）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

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

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

（名　称）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

（名　称）香川労災病院　総務課
（所在地）〒763-8502　香川県丸亀市城東町３丁目３番１号

個　人　情　報　フ　ァ　イ　ル　簿

患者情報データベース

独立行政法人労働者健康安全機構

香川労災病院医事課、会計課、各診療科、検査科、放射線科、薬剤部、各病
棟、栄養管理室

患者等に対する医療サービスの提供、医療保険事務、入退院等の病棟管理、患
者等に係る会計・経理、医療事故等の報告、医療サービスの向上(症例検討
等)、他の医療機関・助産所・薬局・訪問看護ステーション・介護サービス事
業者等との連携、他の医療機関等からの照会への回答、患者の診療に当たり外
部の医師等の意見・助言を求める場合、検体検査業務の委託その他の業務委
託、家族等への病状説明、医療保険事務の委託、審査支払機関へのレセプトの
提出、審査支払機関又は保険者からの照会への回答、事業者からの委託を受け
て健康診断等を行った場合における事業者等への結果通知、医師賠償保険など
に係る医療に関する専門の団体・保険会社等への相談又は届出等、医療サービ
スや業務の維持・改善のための基礎資料(職員研修等)、病院内部において行わ
れる学生の実習への協力、病院内部において行われる症例研究、外部監査機関
への情報提供、治験委託業者への情報提供、香川県地域がん登録事業への情報
提供、未収金回収に係る債権回収業者への情報提供、法令による警察、検察、
裁判所への情報提供

①氏名、性別、住所、電話番号、生年月日及び年齢 ②保険者番号、被保険者
証の記号・番号 ③病名及び診療年月日 ④診療の経過 ⑤処方及び処置 ⑥
検査結果　⑦診療費　⑧職歴

香川労災病院の受診者（過去１０年分）

本人からの診察(健康診断)申込書、保険証の提示、問診票、診療・検査とこれ
に基づく医師の診断

含む

診療報酬の審査支払機関（国民健康保険団体連合会、社会保険診療報酬支払基
金、労災保険情報センター）、香川県



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



☑個人情報保護法第60条第２項第１
号（電算処理ファイル）

令第20条第７項に該当するファイル

　　　　☑有　□無

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが個人情報保
護法第60条第３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

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工
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種別
□個人情報保護法第60条第２項第２

号（マニュアル処理ファイル）

非該当

ー

ー

ー

ー

ー



（様式１）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

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

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

（名　称）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

個　人　情　報　フ　ァ　イ　ル　簿

患者情報データベース

独立行政法人労働者健康安全機構

愛媛労災病院医事課、会計課、各診療科、中央検査部、中央放射線部、中央リ
ハビリテーション部、薬剤部、各病棟、栄養管理室

患者等に対する医療サービスの提供、医療保険事務、入退院等の病棟管理、患
者等に係る会計・経理、医療事故等の報告、医療サービスの向上(症例検討
等)、他の医療機関・所産所・薬局・訪問看護ステーション・介護サービス事
業者等との連携、他の医療機関等からの照会への回答、患者の診療に当たり外
部の医師等の意見・助言を求める場合、検体検査業務の委託その他の業務委
託、家族等への病状説明、医療保険事務の委託、審査支払機関へのレセプトの
提出、審査支払機関又は保険者からの照会への回答、事業者からの委託を受け
て健康診断等を行った場合における事業者等への結果通知、医師賠償保険など
に係る医療に関する専門の団体・保険会社等への相談又は届出等、医療サービ
スや業務の維持・改善のための基礎資料(職員研修等)、病院内部において行わ
れる学生の実習への協力、病院内部において行われる症例研究、外部監査機関
への情報提供、治験委託業者への結果通知、未収金回収に係る債権回収業者へ
の情報提供

①　氏名、性別、住所、電話番号、生年月日及び年齢
②　保険者番号、被保険者証の記号・番号
③　病名及び診療年月日
④　診療の経過
⑤　処方及び処置
⑥　検査結果
⑦　診療費
⑧　職歴

愛媛労災病院の受診者(過去５年間)

本人からの診察(健康診断)申込書、保険証の提示、問診票、診療・検査とこれ
に基づく医師の診断

含む

診療報酬の審査支払機関(国民健康保険団体連合会、社会保険診療報酬支払基
金、労災保険情報センター)



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

■個人情報保護法第60条第２項第１
号（電算処理ファイル）

令第20条第７項に該当するファイル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが個人情報保
護法第60条第３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

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工
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種別
□個人情報保護法第60条第２項第２

号（マニュアル処理ファイル）

非該当

―

―

―

無し

―

―

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

（名　称）愛媛労災病院　医事課

（所在地）〒792-8550　愛媛県新居浜市南小松原町13-27



（様式１）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

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

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

記録情報の経常的提供先

①氏名、性別、住所、電話番号、生年月日及び年齢 ②保険者番号、被保険者
証の記号・番号 ③病名及び診療年月日 ④診療の経過 ⑤処方及び処置 ⑥
検査結果　⑦診療費　⑧職歴

個　人　情　報　フ　ァ　イ　ル　簿

患者情報データベース

独立行政法人労働者健康安全機構

九州労災病院医事課、経営企画課、会計課、各診療科、中央検査部門、中央放
射線部門、薬剤部、各病棟、栄養管理部、患者サポートセンター、医療安全管
理室

患者等に対する医療サービスの提供、医療保険事務、入退院等の病棟管理、患
者等に係る会計・経理、医療事故等の報告、医療サービスの向上(症例検討
等)、他の医療機関・助産所・薬局・訪問看護ステーション・介護サービス事
業者等との連携、他の医療機関等からの照会への回答、患者の診療に当たり外
部の医師等の意見・助言を求める場合、検体検査業務の委託その他の業務委
託、家族等への病状説明、医療保険事務の委託、審査支払機関へのレセプトの
提出、審査支払機関又は保険者からの照会への回答、事業者からの委託を受け
て健康診断等を行った場合における事業者等への結果通知、医師賠償保険など
に係る医療に関する専門の団体・保険会社等への相談又は届出等、医療サービ
スや業務の維持・改善のための基礎資料(職員研修等)、病院内部において行わ
れる学生の実習への協力、病院内部において行われる症例研究、外部監査機関
への情報提供、治験委託業者への結果通知、未収金回収に係る債権回収業者へ
の情報提供

九州労災病院の受診者（過去５年分）

本人からの診察(健康診断)申込書、保険証の提示、問診票、診療・検査とこれ
に基づく医師の診断

含む

診療報酬の審査支払機関（国民健康保険団体連合会、社会保険診療報酬支払基
金、労災保険情報センター）

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

(名　称)  九州労災病院　医事課

(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

(所在地)  〒800-0296 福岡県北九州市小倉南区曽根北町1番1号



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

■個人情報保護法第60条第２項第１
号（電算処理ファイル）

令第20条第７項に該当するファイル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが個人情報保
護法第60条第３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

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間

備　　　考

無し

個人情報ファイルの種別
□個人情報保護法第60条第２項第２

号（マニュアル処理ファイル）

非該当

―

―

―

―

―



（様式１）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

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

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

記録情報の経常的提供先

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

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

(名　称)  九州労災病院　総務課

(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

無し

(所在地)  〒800-0296 福岡県北九州市小倉南区曽根北町1番1号

個　人　情　報　フ　ァ　イ　ル　簿

学籍簿（旧九州リハビリテーション大学校）

独立行政法人労働者健康安全機構

九州労災病院図書室

卒業証明書、成績証明書の発行

①氏名、生年月日、住所
②入学・卒業年次
③履修状況及び成績

旧九州リハビリテーション大学校の卒業生
（昭和４１年４月の開校以降平成１６年３月閉校まで）

本人からの入学申込書、在学時の学習記録

含まない

無し



　■個人情報保護法第60条第２項第１
号（電算処理ファイル）

令第20条第７項に該当するファイル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが個人情報保
護法第60条第３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

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工
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種別
　□個人情報保護法第60条第２項第２
号（マニュアル処理ファイル）

非該当

―



（様式１）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

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

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

記録情報の経常的提供先

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

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

(名　称)九州労災病院門司メディカルセンター医事課
(所在地)〒801-8502　福岡県北九州市門司区東港町3番1号

個　人　情　報　フ　ァ　イ　ル　簿

患者情報データベース

独立行政法人労働者健康安全機構

九州労災病院門司メディカルセンター医事課、会計課、各診療科、中央検査
部、中央放射線部、薬剤部、各病棟、栄養管理室

患者等に関する医療サービスの提供、医療保険事務、入退院等の病棟管理、患
者等に係る会計・経理、医療事故等の報告、医療サービスの向上（症例検討
等）、他の医療機関・薬局・訪問看護ステーション・介護サービス事業者等と
の連携、他の医療機関等からの照会への回答、患者の診療に当たり外部の医師
等の意見・助言を求める場合、検体検査業務の委託その他の業務委託、家族等
への病状説明、医療保険事務の委託、審査支払機関へのレセプトの提出、審査
支払機関又は保険者からの照会への回答、事業者からの委託を受けて健康診断
等を行った場合における事業者等への結果通知、医師賠償保険などに係る医療
に関する専門の団体・保険会社等への相談又は届出等、医療サービスや業務の
維持・改善のための基礎資料（職員研修等）、病院内部において行われる学生
の実習への協力、病院内部において行われる症例研究、外部監査機関への情報
提供、治験委託業者への結果通知、未収金回収に係る債権回収業者への情報提
供

①氏名、性別、住所、電話番号、生年月日及び年齢
②保険者番号、被保険者証の記号・番号
③病名及び診療年月日
④診療の経過
⑤処方及び処置
⑥検査結果
⑦診療費
⑧職歴

旧門司労災病院及び九州労災病院門司メディカルセンターの受診者（過去10年
分）

本人からの診察（健康診断）申込書、保険証の提示、問診票、診療・検査とこ
れに基づく医師の診断

含む

診療報酬の審査支払機関（国民健康保険団体連合会、社会保険診療報酬支払基
金、労災保険情報センター）



■個人情報保護法第60条第２項第１
号（電算処理ファイル）

令第20条第７項に該当するファイル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが個人情報保
護法第60条第３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

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工
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種別
□個人情報保護法第60条第２項第２

号（マニュアル処理ファイル）

非該当

－

－

－

－

－



（様式１）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

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

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

記録情報の経常的提供先

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

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

（名　称）長崎労災病院　医事課
（所在地）〒857-0134　長崎県佐世保市瀬戸越2-12-5

個　人　情　報　フ　ァ　イ　ル　簿

患者情報データベース

独立行政法人労働者健康安全機構

長崎労災病院医事課、会計課、各診療科、中央検査部、中央放射線部、薬剤
部、中央リハビリテーション部、各病棟、栄養管理室

患者等に対する医療サービスの提供、医療保険事務、入退院等の病棟管理、患
者等に係る会計・経理、医療事故等の報告、医療サービスの向上(症例検討
等)、他の医療機関・助産所・調剤薬局・訪問看護ステーション・介護サービ
ス事業者等との連携、他の医療機関等からの照会への回答、患者の診療に当た
り外部の医師等の意見・助言を求める場合、検体検査業務の委託その他の業務
委託、適切な医療材料の取得のための医療機器取扱い業者、家族等への病状説
明、医療保険事務の委託、審査支払機関へのレセプトの提出、審査支払機関又
は保険者からの照会への回答、事業者からの委託を受けて健康診断等を行った
場合における事業者等への結果通知、医師賠償保険などに係る医療に関する専
門の団体・保険会社等への相談又は届出等、第三者機関への質向上・安全確
保・医療事故対応・未然防止のための報告、医療サービスや業務の維持・改善
のための基礎資料(職員研修等)、病院内部において行われる学生の実習への協
力、病院内部において行われる症例研究、外部監査機関への情報提供、治験委
託業者への結果通知、未収金回収に係る債権回収業者への情報提供

①氏名、性別、住所、電話番号、生年月日及び年齢 ②保険者番号、被保険者
証の記号・番号 ③病名及び診療年月日 ④診療の経過 ⑤処方及び処置 ⑥
検査結果　⑦診療費　⑧職歴

長崎労災病院の受診者（過去７年分。但し一部診療録は、それ以前も含む。）

本人からの診察(健康診断)申込書、保険証の提示、問診票、診療・検査とこれ
に基づく医師の診断

含む

診療報酬の審査支払機関（国民健康保険団体連合会、社会保険診療報酬支払基
金、労災保険情報センター）



■個人情報保護法第60条第２項第１
号（電算処理ファイル）

令第20条第７項に該当するファイル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが個人情報保
護法第60条第３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

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工
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種別
□個人情報保護法第60条第２項第２

号（マニュアル処理ファイル）

非該当

－

－

－

－

－



（様式１）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

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

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

記録情報の経常的提供先

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

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

個　人　情　報　フ　ァ　イ　ル　簿

患者情報データベース

独立行政法人労働者健康安全機構

熊本労災病院医事課、会計課、各診療科、各病棟、中央検査部、中央放射線
部、中央リハビリテーション部、薬剤部、栄養管理室

患者等に対する医療サービスの提供、医療保険事務、入退院等の病棟管理、患者
等に係る会計・経理、医療事故等の報告、医療サービスの向上(症例検討等)、他
の医療機関・助産所・薬局・訪問看護ステーション・介護サービス事業者等との
連携、他の医療機関等からの照会への回答、患者の診療に当たり外部の医師等の
意見・助言を求める場合、検体検査業務の委託その他の業務委託、家族等への病
状説明、医療保険事務の委託、審査支払機関へのレセプトの提出、審査支払機関
又は保険者からの照会への回答、事業者からの委託を受けて健康診断等を行った
場合における事業者等への結果通知、医師賠償保険などに係る医療に関する専門
の団体・保険会社等への相談又は届出等、医療サービスや業務の維持・改善のた
めの基礎資料(職員研修等)、病院内部において行われる学生の実習への協力、病
院内部において行われる症例研究、外部監査機関への情報提供、治験委託業者へ
の結果通知、未収金回収に係る債権回収業者への情報提供

①氏名、性別、住所、電話番号、生年月日及び年齢　②保険者番号、被保険者証
の記号・番号　③病名及び診療年月日　④診療の経過　⑤処方及び処置　⑥検査
結果　⑦診療費　⑧職歴

熊本労災病院の受診者（過去５年分）

本人からの診察(健康診断)申込書、保険証の提示、問診票、診療・検査とこれ
に基づく医師の診断

含む

診療報酬の審査支払機関（国民健康保険団体連合会、社会保険診療報酬支払基
金、労災保険情報センター）



■個人情報保護法第60条第２項第１
号（電算処理ファイル）

令第20条第７項に該当するファイル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが個人情報保
護法第60条第３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

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工
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種別
□個人情報保護法第60条第２項第２

号（マニュアル処理ファイル）

非該当

―

―

―

―

―



（様式１）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

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

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

記録情報の経常的提供先

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

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

個　人　情　報　フ　ァ　イ　ル　簿

患者情報データベース

独立行政法人労働者健康安全機構

吉備高原医療リハビリテーションセンター総務課、医事課、会計課、各診療
科、中央検査部、中央放射線部、中央ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部、薬剤部、栄養管理室、研
究情報部、MSW、各病棟、外来、手術・中材、医療安全管理室

患者等に対する医療サービスの提供、医療保険事務、入退院等の病棟管理、患
者等に係る会計・経理、医療事故等の報告、医療サービスの向上(症例検討
等)、他の医療機関・助産所・薬局・訪問看護ステーション・介護サービス事
業者等との連携、他の医療機関等からの照会への回答、患者の診療に当たり外
部の医師等の意見・助言を求める場合、検体検査業務の委託その他の業務委
託、家族等への病状説明、医療保険事務の委託、審査支払機関へのレセプトの
提出、審査支払機関又は保険者からの照会への回答、事業者からの委託を受け
て健康診断等を行った場合における事業者等への結果通知、医師賠償保険など
に係る医療に関する専門の団体・保険会社等への相談又は届出等、医療サービ
スや業務の維持・改善のための基礎資料(職員研修等)、病院内部において行わ
れる学生の実習への協力、病院内部において行われる症例研究、外部監査機関
への情報提供、治験委託業者への結果通知、未収金回収に係る債権回収業者へ
の情報提供、労災義肢巡回サービス

①名、性別、住所、電話番号、生年月日及び年齢 ②保険者番号、被保険者証
の記号・番号 ③病名及び診療年月日 ④診療の経過 ⑤処方及び処置 ⑥検
査結果　⑦診療費　⑧職歴

吉備高原医療リハビリテーションセンターの受診者（過去５年分）

本人からの診察(健康診断)申込書、保険証の提示、問診票、診療・検査とこれ
に基づく医師の診断

含む

診療報酬の審査支払機関（国民健康保険団体連合会、社会保険診療報酬支払基
金、労災保険情報センター）



■個人情報保護法第60条第２項第１
号（電算処理ファイル）

令第20条第７項に該当するファイル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが個人情報保
護法第60条第３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

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工
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種別
□個人情報保護法第60条第２項第２

号（マニュアル処理ファイル）

　　非該当

－

－

－

－

－



（様式１）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

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

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

記録情報の経常的提供先

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

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

（名　称）総合せき損センター　医事課
（所在地）〒820-8508　 福岡県飯塚市伊岐須550-4

個　人　情　報　フ　ァ　イ　ル　簿

患者情報データベース

独立行政法人労働者健康安全機構

総合せき損センター医事課、会計課、各診療科、中央検査部、中央放射線部、中
央リハビリテーション部、薬剤部、各病棟、栄養管理室

患者等に対する医療サービスの提供、医療保険事務、入退院等の病棟管理、患
者等に係る会計・経理、医療事故等の報告、医療サービスの向上(症例検討
等)、他の医療機関・調剤薬局・訪問看護ステーション・介護サービス事業者
等との連携、他の医療機関等からの照会への回答、患者の診療に当たり外部の
医師等の意見・助言を求める場合、検体検査業務の委託その他の業務委託、家
族等への病状説明、医療保険事務の委託、審査支払機関へのレセプトの提出、
審査支払機関又は保険者からの照会への回答、事業者からの委託を受けて健康
診断等を行った場合における事業者などへの結果通知、医師賠償保険などに係
る医療に関する専門の団体・保険会社等への相談又は届出等、医療サービスや
業務の維持・改善のための基礎資料(職員研修等)、病院内部において行われる
学生の実習への協力、病院内部において行われる症例研究、外部監査機関への
情報提供、治験委託業者への結果通知、未収金回収に係る債権回収業者への情
報提供

①氏名、性別、住所、電話番号、生年月日及び年齢 ②保険者番号、被保険者
証の記号・番号 ③病名及び診療年月日 ④診療の経過 ⑤処方及び処置 ⑥
検査結果　⑦診療費　⑧職歴

総合せき損センターの受診者（昭和５４年６月以降分）

本人からの診察(健康診断)申込書、保険証の提示、問診票、診療・検査とこれ
に基づく医師の診断

含む

診療報酬の審査支払機関（国民健康保険団体連合会、社会保険診療報酬支払基
金、労災保険情報センター）



　■法第２条第６項第１号
　（電算処理ファイル）

令第７条第３号に該当するファイル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが個人情報保
護法第60条第３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

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工
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種別
　□法第２条第６項第２号
　（マニュアル処理ファイル）

非該当

―

―

―

―

―



（様式１）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

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

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

記録情報の経常的提供先

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

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

（名　称）北海道せき損センター医事課
（所在地）〒072-0015 北海道美唄市東４条南１丁目３番１号

個　人　情　報　フ　ァ　イ　ル　簿

患者情報データベース

独立行政法人労働者健康安全機構

北海道せき損センター医事課、会計課、各診療科、中央検査部、中央放射線
部、薬剤部、各病棟、栄養管理室

患者等に対する医療サービスの提供、医療保険事務、入退院等の病棟管理、患者
等に係る会計・経理、医療事故の報告、医療サービスの向上(症例検討等)、他の
医療機関・薬局・訪問看護ステーション・介護サービス事業者等との連携、他の
医療機関からの紹介への回答、患者の診療に当たり外部の医師等の意見・助言を
求める場合、検体検査業務の委託その他の業務委託、家族等への病状説明、医療
保険事務の委託、審査支払機関へのレセプトの提出、審査支払期間又は保険者か
らの照会への回答、事業者からの委託を受けて健康診断等を行った場合における
事業者等への結果通知、医師賠償保険などに係る医療に関する専門の団体・保険
会社等への相談又は届出等、医療サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
(職員研修等)、病院内部において行われる学生の実習への協力、病院内部におい
て行われる症例研究、外部監査機関への情報提供、治験委託業者への結果通知、
未収金回収に係る債権回収業者への情報提供

①氏名、性別、住所、電話番号、生年月日及び年齢 ②保険者番号、 被保険
者証の記号・番号 ③病名及び診療年月日 ④診療の経過 ⑤処方及び処置
⑥検査結果　⑦診療費　⑧職歴

北海道せき損センターの受診者（過去５年分）

本人からの診察(健康診断)申込書、保険証の提示、問診票、診療・検査とこれに
基づく医師の診断

含む

診療報酬の審査支払機関（国民健康保険団体連合会、社会保険診療報酬支払基
金、労災保険情報センター）



■個人情報保護法第60条第２項第１
号（電算処理ファイル）

令第20条第７項に該当するファイル

　　　　■有　□無

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

個人情報ファイルが個人情報保
護法第60条第３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

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工
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種別
□個人情報保護法第60条第２項第２

号（マニュアル処理ファイル）

非該当

－

－

－

－

－


