
（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

放射線疫学システムデータベース（電子媒体）
研究参加者等マスターファイル（紙媒体）

独立行政法人労働者健康安全機構

労働安全衛生総合研究所
労働者放射線障害防止研究センター

労災疾病臨床研究事業費補助金「放射線業務従事者の健康影響に関する疫学研究」における緊
急作業従事者のうち研究参加に同意した者についての基礎データとして利用する

【電磁記録媒体】
①	名前情報: 氏名、フリガナ、
②	基本情報: 性別、電話番号、住所、生年月日、メールアドレス
③	参加希望調査入力情報: 研究参加意向の有無
④	参加申込書入力情報: 健診希望の有無、健診希望施設情報
⑤	同意書入力情報: 研究への理解、研究への同意、健診毎の同意項目、生体試料を用いた研究協力
への同意項目
⑥	質問票入力情報：受診日、最終食事日時、身長、体重、婚姻状態、最終学歴、過去の診断記録、
ピロリ菌に関する検査・治療、投薬情報、抗がん剤治療記録、CT検査記録、放射線治療記録、病歴
と治療期間、カテーテル検査、血管内治療の有無、甲状腺超音波検査歴、甲状腺検査の家族歴、平
均睡眠時間、就業状況、通勤時間、運動習慣、現在および過去の喫煙習慣、副流煙状況、飲酒歴、
食事習慣、原発関連作業情報・雇用状況・全面マスク着用記録、チャコールフィルター装着状況記
録、
⑦	健診参加意向調査入力情報：参加意向、健診希望機関、交通手段
⑧	白内障検診受診希望情報：参加意向、受診希望機関、連絡可能日時、白内障検査結果
⑨	被ばく線量情報
⑩	構造化面接結果情報
⑪	多項目健診（ベースライン調査、縦断調査１回目）結果データ（2015年度～2021年度分）
診察・身長・体重・聴力・視力・血液検査・尿検査・便潜血・喀痰検査・心電図・胸部X線・腹部超
音波・甲状腺機能検査・肝炎ウイルス検査、および保存検体（血清、血球、尿）情報
⑫	基本健診結果記録（令和元年度、令和2年度、令和2年度分）
診察・身長・体重・聴力・視力・血液検査・尿検査・心電図・胸部X線
⑬	心理的影響調査マークシート解析データ
⑭	甲状腺超音波検査結果情報
⑮	死因調査用データ
【対象者発信の紙媒体】
①	研究参加同意書（ID、氏名、同意日、研究同意項目）
②	健康と生活習慣に関する質問票（病歴、検査歴、生活習慣質問項目、婚姻、年収、学歴、作業
歴）
③	参加意向調査回答書（研究参加、健診参加の可否）
④	放射線影響協会宛線量取得の同意書
⑤	同意書における宛先変更確認書（第１期統括研究機関での取得同意書の継続性担保のための確認
項目）

東京電力福島第一原子力発電所において平成23年3月14日から同年12月16日まで緊急作業に従
事した19812名のうち、当該研究への参加呼びかけを行い、これに何等かの回答を寄せた者

厚生労働省長期的健康管理データベースからの対象者情報に基づき、郵送または健診受診時に
本人より取得する電子データ、紙媒体、および生体試料

含む

なし



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

東京電力福島第一原子力発電所において平成23年3月14日から同年12月16日まで緊急作
業に従事した19812名

・郵送または架電により本人から収集
・公用請求（住民票追跡）

含む

厚生労働省

個　人　情　報　フ　ァ　イ　ル　簿

１．現況調査業務データベース（電子媒体）
２．相談支援システムデータベース（電子媒体）
３．現況調査票（紙媒体）
４．住所等変更届（紙媒体）
５．死亡者リスト（紙媒体）
６．登録証・手帳再交付申請書（紙媒体）
７．データベース情報照会申請書（紙媒体）
８．住民票追跡結果（電子媒体・紙媒体）
９．住民票・戸籍の附票（紙媒体）
10．放射線健康相談記録（電子媒体・紙媒体）
11.長期的健康管理システム（電子媒体）
注）11は厚生労働省による管理データベースへの専用アクセス

独立行政法人労働者健康安全機構

労働安全衛生総合研究所
労働者放射線障害防止研究センター

「緊急作業従事者に対する長期的健康管理」に利用

【１．現況調査業務データベース（電子媒体）】
① 本人情報：本人氏名、本人フリガナ、生年月日、性別、住所、電話番号、メールア
ドレス
② 親族等情報：親族等氏名、親族等フリガナ、続柄、住所、電話番号
③ 勤務先情報：勤務先企業名、住所、電話番号
④ 線量情報
⑤ 死亡情報
【２．相談支援システムデータベース（電子媒体）】
・上記①④⑤
⑥ 相談内容詳細
【３．現況調査票（紙媒体）】
・上記①～⑤
【４．住所等変更届（紙媒体）】
・本人氏名、住所、電話番号の新旧情報
・本人確認書類のコピー
【５．死亡者リスト（紙媒体）】
・死亡診断書、死亡届、住民票の写し
【６．登録証・手帳再交付申請書（紙媒体）】
・登録証個人番号、氏名、住所、電話番号
・本人確認書類のコピー
【７．データベース照会申請書（紙媒体）】
・登録証個人番号、氏名、住所、電話番号
・本人確認書類のコピー
【８．住民票追跡結果（電子媒体・紙媒体）】
・住民票の写しのコピー
【９．住民票・戸籍の附票（紙媒体）】
・住民票・戸籍の附票のコピー
【10．放射線健康相談記録（電子媒体・紙媒体）】
・登録証個人番号、氏名、住所、電話番号、生年月日、性別、年齢、相談内容詳細
【11．長期的健康管理システム（電子媒体）】
・上記①～⑥
・⑦健康診断情報、⑧放射線被ばく線量詳細情報



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)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



（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)〒221-0021　神奈川県川崎市木月住吉町1番1　事務管理棟

個　人　情　報　フ　ァ　イ　ル　簿

両立支援コーディネーター基礎研修受講者リスト

独立行政法人労働者健康安全機構

勤労者医療・産業保健部　勤労者医療課

両立支援コーディネーター基礎研修の運営及び機構が開催する各種研修会等の
周知を目的とする。

１　両立支援コーディネーター基礎研修の開催に関するもの
・研修受講に関わる日程及び受講状況等確認のための連絡
・研修配信プログラム使用のため、同プログラムへのメールアドレス登録
・研修受講状況の確認及び研修修了要件満了判定のため
・教材及び修了者に対する修了証の送付のため

２　両立支援コーディネーター基礎研修の開催以外に関するもの
・機構が開催する各種研修会等のご案内
・両立支援に関連するイベント等、各種情報の提供
・研修修了者の両立支援活動状況等の調査への依頼

①氏名、生年月日、性別、職種、住所（勤務先or個人）、電話番号、メールア
ドレス
②勤務先名称、勤務先種別

両立支援コーディネーター基礎研修を申込された方（平成27年の研修開始以
降）

両立支援コーディネーター基礎研修申込みフォームより受講希望者が情報を入
力

含まない

無

無



■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

（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）〒221-0021　神奈川県川崎市木月住吉町１番１号　事務管理棟

―

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

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

実施体制データベース

独立行政法人労働者健康安全機構

勤労者医療・産業保健部　産業保健課

専門スタッフに関する情報を記録し、事業実績の入力、データ検索及びデータ
抽出等に利用する。

①氏名、生年月日
②委嘱種別、所属地域窓口、委嘱（新規・継続）、初回委嘱年月日、専門分
野、資格等

産業保健総合支援センターが委嘱している専門スタッフ

専門スタッフ本人から書面等による提出

含まない

無し

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

―

―

　

該当

（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

―

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

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

未払賃金立替払データベース

独立行政法人労働者健康安全機構

本部賃金援護部　審査課

未払賃金立替払事務（審査、支給決定、点検、求償等）

①氏名、性別、住所、電話番号、生年月日及び年齢、本人名義銀行口座
②事業場名、勤務期間、退職事由、未払賃金の額、賃金の支給形態、退職金制
度加入の有無、源泉徴収税額
③破産管財人の住所、電話番号
④事業場代表者名氏名、住所、電話番号、所在の有無、財産状況

未払賃金立替払請求者（平成６年以降）及び事業場代表者

本人からの未払賃金立替払請求書及び労働基準監督署からの認定事業場通知書

含まない

無し

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

－

－

該当

（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

－

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

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

産業殉職者調書

独立行政法人労働者健康安全機構

本部賃金援護部　援護・債権管理課

・労働災害により殉職された方の御霊簿を作成し、高尾みころも霊堂に奉納
・御遺族に対する高尾みころも霊堂への納骨の御案内と産業殉職者合祀慰霊
　　式開催の御案内

①年金証書番号　②支給決定年月日　③所属事業所名　④殉職者氏名
⑤死亡年月日　⑥遺族氏名　⑦電話番号　⑧郵便番号　⑨住所

産業殉職者及びその遺族（過去５年間分）

厚生労働省労働基準局労災補償部労災保険業務室からの電子データによる情報提
供

含まない

無し

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

－

－

　

該当

（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

－

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

個　人　情　報　フ　ァ　イ　ル　簿

納骨者名簿

独立行政法人労働者健康安全機構

本部賃金援護部　援護・債権管理課

・御遺族に対する産業殉職者合祀慰霊式開催の御案内（産業殉職者）
・納骨壇契約状況の確認

（産業殉職者）
①遺族氏名　②電話番号　③郵便番号　④住所　⑤殉職者氏名
⑥所属事業所名　⑦死亡年月日
（一般利用者）
①利用権利者氏名　②電話番号　③郵便番号　④住所
⑤被収蔵者氏名　⑥死亡年月日

①産業殉職者及びその遺族（前月末時点）
②一般利用者（前月末時点）

高尾みころも霊堂からの書面（申込書写し）による情報提供

含まない

無し

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

（該当しなくなった
場合のみ）
非該当となった理由

－

－

　

該当

（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

－

無し


