
個人情報ファイル簿 (単票) 

 

個人情報ファイルの名称 診療諸記録 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

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 

国立研究開発法人国立循環器病研究センター 医療情報部・情

報管理室 

個人情報ファイルの利用目的 医療サービスの提供、医療保険事務、医療事故等の報告、症例

研究のために利用。 

記録項目 １氏名、２性別、３病歴、４診療経過、５身体状況 

記録範囲 国立循環病研究センターで受診した患者様（昭和５２年度以降） 

記録情報の収集方法 患者様から提出された保険証、患者様の診療 

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 － 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

(名称)国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

総務部総務課 

(所在地)〒５６４－８５６５ 大阪府吹田市岸部新町６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 

－ 

個人情報ファイルの種別 ■法第６０条第２項第１号 

(電算処理ファイル) 

令第２０条７項に該当するフ

ァイル 

□有 ■無 

□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 

非該当 

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 

－ 

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 

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  

  



個人情報ファイル簿(単票) 

 

個人情報ファイルの名称 照射録 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

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 

国立研究開発法人国立循環器病研究センター放射線部 

個人情報ファイルの利用目的 医療サービスの提供、エックス線照射の記録、放射線治療

の記録。 

記録項目 １氏名、２性別、３生年月日、４ID、５画像データ、６照射の

年月日、７照射の方法、８照射の部位、９指示の内 

容、１０指示医師または歯科医師の氏名 

記録範囲 国立循環器病研究センター病院で受診した患者様 

記録情報の収集方法 オーダーリング、RIS 

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 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

(名称)国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

総務部総務課 

(所在地)〒５６４－８５６５ 大阪府吹田市岸部新町６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 

－ 

個人情報ファイルの種別 ■法第６０条第２項第１号 

(電算処理ファイル) 

令第２０条７項に該当するフ

ァイル 

□有 ■無 

□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 

非該当 

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 

－ 

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  

  



個人情報ファイル簿(単票) 

 

個人情報ファイルの名称 放射性同位元素使用・保管記録 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

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 

国立研究開発法人国立循環器病研究センター放射線部 

個人情報ファイルの利用目的 医療サービスの提供、放射性同位元素使用・保管・廃棄の

記録。 

記録項目 １氏名、２性別、３生年月日、４ID、５検査種類、６検査の年

月日、７投薬品名、８薬品量、９廃棄の記録 

記録範囲 国立循環器病研究センター病院で受診した患者様 

記録情報の収集方法 オーダーリング、RIS 

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 － 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

(名称)国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

総務部総務課 

(所在地)〒５６４－８５６５ 大阪府吹田市岸部新町６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 

－ 

個人情報ファイルの種別 ■法第６０条第２項第１号 

(電算処理ファイル) 

令第２０条７項に該当するフ

ァイル 

□有 ■無 

□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 

非該当 

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 

－ 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



個人情報ファイル簿(単票) 

 

個人情報ファイルの名称 血液製剤使用管理簿 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

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 

国立研究開発法人国立循環器病研究センター薬剤部 

個人情報ファイルの利用目的 血液製剤管理のため利用 

記録項目 1 氏名、2 住所、3 電話番号、4 投与日、5 ロットナンバ

ー、6 注射箋ナンバー 

記録範囲 国立循環器病研究センターで血液製剤を使用された患

者様（平成９年度以降） 

記録情報の収集方法 注射伝票および処方箋より 

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 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び

所在地 

(名称)国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

総務部総務課 

(所在地)〒５６４－８５６５ 大阪府吹田市岸部新町６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 

－ 

個人情報ファイルの種別 ■法第６０条第２項第１号 

(電算処理ファイル) 

令第２０条７項に該当するフ

ァイル 

■有 □無 

■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 

非該当 

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 

－ 

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  

  



個人情報ファイル簿(単票) 

 

個人情報ファイルの名称 麻薬管理簿 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

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 

国立研究開発法人国立循環器病研究センター薬剤部 

個人情報ファイルの利用目的 麻薬管理のための利用 

記録項目 1氏名 

記録範囲 国立循環器病研究センターの患者（平成 11 年度以降） 

記録情報の収集方法 麻薬処方箋、麻薬注射箋より 

要配慮個人情報が含まれるときは、そ

の旨 

含まない 

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)国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

総務部総務課 

(所在地)〒５６４－８５６５ 大阪府吹田市岸部新町６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 

－ 

個人情報ファイルの種別 ■法第６０条第２項第１号 

(電算処理ファイル) 

令第２０条７項に該当するフ

ァイル 

■有 □無 

■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 

非該当 

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 

－ 

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  

  



個人情報ファイル簿(単票) 

 

個人情報ファイルの名称 注射伝票 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

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 

国立研究開発法人国立循環器病研究センター薬剤部 

個人情報ファイルの利用目的 医療保険事務のための利用 

記録項目 1氏名、2性別、3生年月日、4注射薬 

記録範囲 国立循環器病研究センターで受診した患者様（平成１９

年３月以降） 

記録情報の収集方法 オーダリングシステム 

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 － 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

(名称)国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

総務部総務課 

(所在地)〒５６４－８５６５ 大阪府吹田市岸部新町６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 

－ 

個人情報ファイルの種別 ■法第６０条第２項第１号 

(電算処理ファイル) 

令第２０条７項に該当するフ

ァイル 

■有 □無 

□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 

非該当 

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 

－ 

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  

  



個人情報ファイル簿(単票) 

 

個人情報ファイルの名称 処方箋 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

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 

国立研究開発法人国立循環器病研究センター薬剤部 

個人情報ファイルの利用目的 医療保険事務のための利用 

記録項目 1氏名、2性別、3生年月日、4処方薬 

記録範囲 国立循環器病研究センターで受診された患者様（平成１５

年１０月以降） 

記録情報の収集方法 オーダリングシステム 

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 － 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

(名称)国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

総務部総務課 

(所在地)〒５６４－８５６５ 大阪府吹田市岸部新町６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 

－ 

個人情報ファイルの種別 ■法第６０条第２項第１号 

(電算処理ファイル) 

令第２０条７項に該当するフ

ァイル 

■有 □無 

□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 

非該当 

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 

－ 

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  

  



個人情報ファイル簿(単票) 

 

個人情報ファイルの名称 服薬指導（PICS） 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

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 

国立研究開発法人国立循環器病研究センター薬剤部 

個人情報ファイルの利用目的 医療サービスの提供、医療保険事務のための利用 

記録項目 1氏名、2性別、3生年月日、4投薬歴 

記録範囲 国立循環器病研究センターで服薬指導を受けられた患

者様（平成１８年９月以降） 

記録情報の収集方法 診療録、患者記録、処方せん、注射伝票、患者・患者家

族からの聴取 

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 － 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

(名称)国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

総務部総務課 

(所在地)〒５６４－８５６５ 大阪府吹田市岸部新町６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 

－ 

個人情報ファイルの種別 ■法第６０条第２項第１号 

(電算処理ファイル) 

令第２０条７項に該当するフ

ァイル 

□有 ■無 

□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 

非該当 

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 

－ 

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  

  



個人情報ファイル簿(単票) 

 

個人情報ファイルの名称 薬物血中濃度測定（解析）依頼伝票 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

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 

国立研究開発法人国立循環器病研究センター薬剤部 

個人情報ファイルの利用目的 医療保険事務のための利用 

記録項目 1氏名、2性別、3生年月日、4体重、5身長、6疾患名、7

投 与開始日、8 最終投与日、9 最終投薬時刻、10 採血

時刻、11 薬物名、12 投与量、13 用法、14薬物血中濃度

測定結果、15 臨床検査値、16解析結果 

記録範囲 国立循環器病研究センターで受診された患者様（平成１０

年度以降） 

記録情報の収集方法 診療録、患者記録、処方せん、注射伝票、患者・患者家

族からの聴取 

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 － 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

(名称)国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

総務部総務課 

(所在地)〒５６４－８５６５ 大阪府吹田市岸部新町６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 

－ 

個人情報ファイルの種別 □法第６０条第２項第１号 

(電算処理ファイル) 

令第２０条７項に該当するフ

ァイル 

□有 □無 

■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 

非該当 

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 

－ 

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  

  



個人情報ファイル簿(単票) 

 

個人情報ファイルの名称 薬物血中濃度測定結果報告システム（Accessファイル） 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

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 

国立研究開発法人国立循環器病研究センター薬剤部 

個人情報ファイルの利用目的 医療サービスの提供、医療保険事務のための利用 

記録項目 1 患者氏名、2 性別、3 生年月日、4 体重、5 身長、6 疾患

名、7投与開始日、8最終投与日、9最終投薬時刻、10採

血時刻、11 薬物名、12 投与量、13 用法、14 薬物血中濃

度測定結果、15臨床検査値、16解析結果 

記録範囲 国立循環器病研究センターで受診された患者様（平成１０

年度以降） 

記録情報の収集方法 診療録、患者記録、処方箋、注射伝票、患者・患者家族

からの聴取 

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 － 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

(名称)国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

総務部総務課 

(所在地)〒５６４－８５６５ 大阪府吹田市岸部新町６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 

－ 

個人情報ファイルの種別 ■法第６０条第２項第１号 

(電算処理ファイル) 

令第２０条７項に該当するフ

ァイル 

□有 ■無 

□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 

非該当 

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 

－ 

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  

  



個人情報ファイル簿(単票) 

 

個人情報ファイルの名称 看護管理日誌 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

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 

国立研究開発法人国立循環器病研究センター看護部 

個人情報ファイルの利用目的 患者状況把握、病床管理、職員管理 

記録項目 1 病棟別入院患者数、2 入院患者科別内訳、3 病棟別勤

務者数、4 患者の状況（入退院・死亡、重症、緊急手術・

検査、分娩等）5当直者名 

記録範囲 国立循環器病研究センターに入院した患者様（平成 18

年以降） 

記録情報の収集方法 病院情報システム 

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 － 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

(名称)国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

総務部総務課 

(所在地)〒５６４－８５６５ 大阪府吹田市岸部新町６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 

－ 

個人情報ファイルの種別 ■法第６０条第２項第１号 

(電算処理ファイル) 

令第２０条７項に該当するフ

ァイル 

■有 □無 

□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 

非該当 

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 

－ 

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 

工情報に関する提案をすることができる 

期間 

－ 

備 考  

  



個人情報ファイル簿(単票) 

 

個人情報ファイルの名称 病棟看護管理日誌 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

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 

国立研究開発法人国立循環器病研究センター看護部 

個人情報ファイルの利用目的 患者看護・看護管理・病床管理 

記録項目 1 患者氏名、2 診療科、3 年齢、4 病名、4 主治医、5 入院

日、 

記録範囲 国立循環器病研究センターに入院された全ての患者様

（平成 18年以降） 

記録情報の収集方法 病院情報システム 

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 － 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

(名称)国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

総務部総務課 

(所在地)〒５６４－８５６５ 大阪府吹田市岸部新町６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 

－ 

個人情報ファイルの種別 ■法第６０条第２項第１号 

(電算処理ファイル) 

令第２０条７項に該当するフ

ァイル 

■有 □無 

□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 

非該当 

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 

－ 

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 

工情報に関する提案をすることができる 

期間 

－ 

備 考  

  



個人情報ファイル簿(単票) 

 

個人情報ファイルの名称 手術台帳 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

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 

国立研究開発法人国立循環器病研究センター手術室 

個人情報ファイルの利用目的 手術記録保存のための利用 

記録項目 1手術日、2診療科、3緊急区分、4入退室時間、5患者Ｉ 

Ｄ、6 氏名、8 年齢、9 性別、10 病名、8 手術部位、9 術

式、 

10 手術体位、11 主治医、12 麻酔方法、13 手術関係者、

14手術時間、15血液型、 

記録範囲 国立循環器病研究センターに入院された全ての患者様

（平成 18年以降） 

記録情報の収集方法 患者様の手術 

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 － 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

(名称)国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

総務部総務課 

(所在地)〒５６４－８５６５ 大阪府吹田市岸部新町６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 

－ 

個人情報ファイルの種別 ■法第６０条第２項第１号 

(電算処理ファイル) 

令第２０条７項に該当するフ

ァイル 

■有 □無 

□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 

非該当 

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 

－ 

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  

  



個人情報ファイル簿(単票) 

 

個人情報ファイルの名称 カテ台帳 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

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 

国立研究開発法人国立循環器病研究センターカテ室 

個人情報ファイルの利用目的 血管撮影患者様の統計等のために利用 

記録項目 1 検査日、2 氏名、3 病棟、4 年齢、5 担当医師、6 撮影部

位、7使用造影剤 

記録範囲 国立循環器病研究センターで分娩した患者様（平成 18

年以降） 

記録情報の収集方法 国立循環器病研究センターで検査を受けた患者様 

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 － 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

(名称)国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

総務部総務課 

(所在地)〒５６４－８５６５ 大阪府吹田市岸部新町６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 

－ 

個人情報ファイルの種別 ■法第６０条第２項第１号 

(電算処理ファイル) 

令第２０条７項に該当するフ

ァイル 

■有 □無 

□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 

非該当 

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 

－ 

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 

工情報に関する提案をすることができる 

期間 

－ 

備 考  

  



個人情報ファイル簿(単票) 

 

個人情報ファイルの名称 分娩台帳 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

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 

国立研究開発法人国立循環器病研究センター産婦人科 

個人情報ファイルの利用目的 分娩記録保存のための利用 

記録項目 1 氏名、2 年齢、3 初経、4 予定日、5 在胎週数、6 前回帝

王切開、7 妊娠経過、8 分娩誘発/促進、9 分娩年月日時

分、10 陣痛開始年月日時分、11 破水年月日時分、12 分

娩所要時間、13 胎位、14 産科手術・産科処置、15 裂傷・

側切開・縫合、16 胎盤、17 臍帯、18 羊水、19 出血量、

20APGAR スコア、21 児の性別、22 児の身長・体重、23

児の予後、24 母体基礎疾患、25 妊娠合併症、26 児の合

併症、27入退院年月日 

記録範囲 国立循環器病研究センターで分娩した患者様（平成 18

年以降） 

記録情報の収集方法 患者様の診察 

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 － 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

(名称)国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

総務部総務課 

(所在地)〒５６４－８５６５ 大阪府吹田市岸部新町６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 

－ 

個人情報ファイルの種別 ■法第６０条第２項第１号 

(電算処理ファイル) 

令第２０条７項に該当するフ

ァイル 

■有 □無 

□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 

非該当 

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 

－ 

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 

工情報に関する提案をすることができる 

期間 

－ 

備 考  

  



個人情報ファイル簿(単票) 

 

個人情報ファイルの名称 栄養指導依頼箋 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

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 

国立研究開発法人国立循環器病研究センター栄養管理

室 

個人情報ファイルの利用目的 栄養指導を行うために利用 

記録項目 1氏名、2性別、3年齢、4病名、5身体状況 

記録範囲 国立循環器病研究センターで栄養指導を受けた患者様

（平成 20年以降） 

記録情報の収集方法 診療録 

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 － 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

(名称)国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

総務部総務課 

(所在地)〒５６４－８５６５ 大阪府吹田市岸部新町６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 

－ 

個人情報ファイルの種別 □法第６０条第２項第１号 

(電算処理ファイル) 

令第２０条７項に該当するフ

ァイル 

□有 □無 

■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 

非該当 

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 

－ 

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  

  



個人情報ファイル簿(単票) 

 

個人情報ファイルの名称 栄養指導報告書 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

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 

国立研究開発法人国立循環器病研究センター栄養管理

室 

個人情報ファイルの利用目的 栄養指導の報告のために利用 

記録項目 1氏名、2性別、3年齢、4病名、5身体状況 

記録範囲 国立循環器病研究センターで栄養指導を受けた患者様 

記録情報の収集方法 栄養指導依頼箋 

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 － 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

(名称)国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

総務部総務課 

(所在地)〒５６４－８５６５ 大阪府吹田市岸部新町６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 

－ 

個人情報ファイルの種別 □法第６０条第２項第１号 

(電算処理ファイル) 

令第２０条７項に該当するフ

ァイル 

□有 □無 

■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 

非該当 

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 

－ 

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 

工情報に関する提案をすることができる 

期間 

－ 

備 考  

  



個人情報ファイル簿(単票) 

 

個人情報ファイルの名称 細胞診検査支援システムファイル 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

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 

国立研究開発法人国立循環器病研究センター臨床検査

部 

個人情報ファイルの利用目的 細胞診検査、集計に利用 

記録項目 1氏名, 2性別, 3. 生年月日、4臨床診断、5 臨床経過、6 

細胞診断、7検査歴 

記録範囲 国立循環器病研究センターにて細胞診検査を行った患

者様 

記録情報の収集方法 臨床医による患者様の細胞診検査依頼 

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 － 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

(名称)国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

総務部総務課 

(所在地)〒５６４－８５６５ 大阪府吹田市岸部新町６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 

－ 

個人情報ファイルの種別 ■法第６０条第２項第１号 

(電算処理ファイル) 

令第２０条７項に該当するフ

ァイル 

□有 ■無 

□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 

非該当 

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 

－ 

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 

工情報に関する提案をすることができる 

期間 

－ 

備 考  

  



個人情報ファイル簿(単票) 

 

個人情報ファイルの名称 臨床検査システム 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

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 

国立研究開発法人国立循環器病研究センター臨床検査

部 

個人情報ファイルの利用目的 臨床検査（血液･一般･生化･免疫学的検体検査および輸

血検査。外注検査を含む） 

記録項目 １氏名、2性別、3生年月日、4検査歴、5検査結果 

記録範囲 国立循環器病研究センターで検査が依頼された患者様

（平成 15年 6月 30日以降） 

記録情報の収集方法 検体検査が依頼された患者様 

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 － 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

(名称)国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

総務部総務課 

(所在地)〒５６４－８５６５ 大阪府吹田市岸部新町６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 

－ 

個人情報ファイルの種別 ■法第６０条第２項第１号 

(電算処理ファイル) 

令第２０条７項に該当するフ

ァイル 

□有 □無 

□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 

非該当 

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 

－ 

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  

  



個人情報ファイル簿(単票) 

 

個人情報ファイルの名称 臨床検査システム（細菌検査システム） 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

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 

国立研究開発法人国立循環器病研究センター臨床検査

部 （細菌検査室） 

個人情報ファイルの利用目的 臨床検査（細菌検査） 

記録項目 １氏名、2性別、3生年月日、4検査歴、5検査結果 

記録範囲 国立循環器病研究センターで細菌検査がシステムかされ

た以降の患者様（平成 18年 3月 27日以降） 

記録情報の収集方法 検体検査が依頼された患者様 

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 － 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

(名称)国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

総務部総務課 

(所在地)〒５６４－８５６５ 大阪府吹田市岸部新町６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 

－ 

個人情報ファイルの種別 ■法第６０条第２項第１号 

(電算処理ファイル) 

令第２０条７項に該当するフ

ァイル 

□有 ■無 

□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 

非該当 

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 

－ 

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 

工情報に関する提案をすることができる 

期間 

－ 

備 考  

  



個人情報ファイル簿(単票) 

 

個人情報ファイルの名称 病理解剖検査診断支援システムファイル 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

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 

国立研究開発法人国立循環器病研究センター病理部 

個人情報ファイルの利用目的 病理解剖記録の保存、集計、症例研究に利用 

記録項目 1 氏名、2 性別、3 生年月日、4 住所、5 遺族氏名、6 遺族

住 

所、7病歴、8臨床診断、9死亡日、10解剖日、11病理解

剖所見（肉眼的、組織学的） 

記録範囲 国立循環器病研究センターにて病理解剖診断を行った

患者様 

記録情報の収集方法 臨床医による患者様の病理組織検査依頼情報 

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 － 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

(名称)国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

総務部総務課 

(所在地)〒５６４－８５６５ 大阪府吹田市岸部新町６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 

－ 

個人情報ファイルの種別 ■法第６０条第２項第１号 

(電算処理ファイル) 

令第２０条７項に該当するフ

ァイル 

□有 ■無 

□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 

非該当 

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 

－ 

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  

  



個人情報ファイル簿(単票) 

 

個人情報ファイルの名称 病理組織検査診断支援システムファイル 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

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 

国立研究開発法人国立循環器病研究センター病理部 

個人情報ファイルの利用目的 病理組織検査、集計に利用 

記録項目 1 氏名、2 性別、3 生年月日、4 臨床診断、5 臨床経過、6

病理組織診断、7検査歴 

記録範囲 国立循環器病研究センターにて病理組織検査を行った

患者様 

記録情報の収集方法 臨床医による患者様の病理組織検査依頼情報 

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 － 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

(名称)国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

総務部総務課 

(所在地)〒５６４－８５６５ 大阪府吹田市岸部新町６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 

－ 

個人情報ファイルの種別 ■法第６０条第２項第１号 

(電算処理ファイル) 

令第２０条７項に該当するフ

ァイル 

□法第６０条第２項第２号 

(マニュアル処理ファイル) 

 □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 

非該当 

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 

－ 

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 

工情報に関する提案をすることができる 

期間 

－ 

備 考  

  



個人情報ファイル簿(単票) 

 

個人情報ファイルの名称 BCAM血液製剤管理支援システム 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

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 

国立研究開発法人国立循環器病研究センター臨床検査

部輸血管理室 

個人情報ファイルの利用目的 安全な輸血を施行するために利用 

記録項目 1 氏名、2 性別、3 生年月日、4 検査歴、5 輸血歴、6 輸血

ｵｰﾀﾞｰ歴、7製剤出庫歴、8副作用歴 

記録範囲 当院で検査や輸血された患者様（平成 19 年 7 月 1 日度

以降） 

記録情報の収集方法 患者様の検体や輸血ｵｰﾀﾞｰに対する血液製剤出庫歴等 

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 － 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

(名称)国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

総務部総務課 

(所在地)〒５６４－８５６５ 大阪府吹田市岸部新町６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 

－ 

個人情報ファイルの種別 ■法第６０条第２項第１号 

(電算処理ファイル) 

令第２０条７項に該当するフ

ァイル 

□有 ■無 

■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 

非該当 

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 

－ 

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  

  



個人情報ファイル簿(単票) 

 

個人情報ファイルの名称 AVAN ｱﾙﾌﾞﾐﾝ製剤管理支援システム 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

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 

国立研究開発法人国立循環器病研究センター臨床検査

部輸血管理室 

個人情報ファイルの利用目的 安全な輸血を施行するために利用 

記録項目 1 氏名、2 性別、3 生年月日、4 検査歴、5 輸血歴、6 輸血

ｵｰﾀﾞｰ歴、7製剤出庫歴、8副作用歴 

記録範囲 当院で輸血された患者様（平成 19年 7月 1 日度以降） 

記録情報の収集方法 輸血ｵｰﾀﾞｰに対する血液製剤出庫歴等 

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 － 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

(名称)国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

総務部総務課 

(所在地)〒５６４－８５６５ 大阪府吹田市岸部新町６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 

－ 

個人情報ファイルの種別 ■法第６０条第２項第１号 

(電算処理ファイル) 

令第２０条７項に該当するフ

ァイル 

□有 ■無 

■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 

非該当 

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 

－ 

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 

工情報に関する提案をすることができる 

期間 

－ 

備 考  

  



個人情報ファイル簿(単票) 

 

個人情報ファイルの名称 BTDX1 型・不規則抗体解析システム 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

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 

国立研究開発法人国立循環器病研究センター臨床検査

部輸血管理室 

個人情報ファイルの利用目的 安全な輸血施行の為、患者保有抗体等の確認歴に利用 

記録項目 1氏名、2性別、3生年月日、4検査日、5検査基本情報、

6検査記録、7検査精査同定結果 

記録範囲 当院で検査依頼された患者様（平成 17 年 2 月 1 日度以

降） 

記録情報の収集方法 患者検体からの結果 

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 － 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

(名称)国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

総務部総務課 

(所在地)〒５６４－８５６５ 大阪府吹田市岸部新町６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 

－ 

個人情報ファイルの種別 ■法第６０条第２項第１号 

(電算処理ファイル) 

令第２０条７項に該当するフ

ァイル 

■有 □無 

■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 

非該当 

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 

－ 

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 

工情報に関する提案をすることができる 

期間 

－ 

備 考  

  



個人情報ファイル簿(単票) 

 

個人情報ファイルの名称 輸血感染症チェックリスト 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

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 

国立研究開発法人国立循環器病研究センター臨床検査

部輸血管理室 

個人情報ファイルの利用目的 輸血された患者様の輸血後感染症検査実施を確認し、未

実施患者様には輸血感染症検査のお知らせ作成に利用 

記録項目 1氏名、2年齢、3入院病棟・退院、4輸血月、5検査月、6

感染症検査実施の有無、7患者住所 

記録範囲 当院で輸血された全患者様（平成 22年 1月 1日度以降） 

記録情報の収集方法 BCAM 血液製剤管理支援システム、Lavolute 検査システ

ム 

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 － 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

(名称)国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

総務部総務課 

(所在地)〒５６４－８５６５ 大阪府吹田市岸部新町６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 

－ 

個人情報ファイルの種別 ■法第６０条第２項第１号 

(電算処理ファイル) 

令第２０条７項に該当するフ

ァイル 

■有 □無 

■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 

非該当 

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 

－ 

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 

工情報に関する提案をすることができる 

期間 

－ 

備 考  

  



個人情報ファイル簿(単票) 

 

個人情報ファイルの名称 Ｌａｖｏｌｕｔｅ検査システム（日立） 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

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 

国立研究開発法人国立循環器病研究センター臨床検査

部輸血管理室 

個人情報ファイルの利用目的 患者検査結果履歴、感染症検査結果等 

記録項目 1氏名、2性別、3生年月日、4検査日、5検査結果 

記録範囲 当院で採血された全患者様（平成 20 年 3 月 31 日度以

降） 

記録情報の収集方法 患者様検体結果 

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)国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

総務部総務課 

(所在地)〒５６４－８５６５ 大阪府吹田市岸部新町６番１号 

訂正及び利用停止について、他の法 

律又はこれに基づく命令の規定による

特別の手続きが定められている場合の

当該法令の名称等 

－ 

個人情報ファイルの種別 ■法第２条第４項第１号 

(電算処理ファイル) 

令第４条第３号に該当するフ

ァイル 

□有 ■無 

□法第２条第４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 

非該当 

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 

－ 

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 

工情報に関する提案をすることができる 

期間 

－ 

備 考  

  



個人情報ファイル簿(単票) 

 

個人情報ファイルの名称 HIT抗体解析リスト 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

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 

国立研究開発法人国立循環器病研究センター臨床検査部

輸血管理室 

個人情報ファイルの利用目的 患者疾患の診断に利用 

記録項目 1 氏名、2 検査日、3 検査結果、4 病院名(他院からの依頼

分) 

記録範囲 当院及び他院から検査依頼された患者様（平成 15 年 5 月

1日度以降） 

記録情報の収集方法 患者検体からの結果 

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 － 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

(名称)国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

総務部総務課 

(所在地)〒５６４－８５６５ 大阪府吹田市岸部新町６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 

－ 

個人情報ファイルの種別 ■法第６０条第２項第１号 

(電算処理ファイル) 

令第２０条７項に該当するファイ

ル 

■有 □無 

■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 

非該当 

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 

－ 

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 

工情報に関する提案をすることができる 

期間 

－ 

備 考  

  



個人情報ファイル簿(単票) 

 

個人情報ファイルの名称 脳波検査システム 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

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 

国立研究開発法人国立循環器病研究センター臨床検査部

生理機能検査 

個人情報ファイルの利用目的 脳波データ記録 

記録項目 1 ID、2 氏名、3 性別、4 生年月日、5 年齢、 等 

記録範囲 国立循環器病研究センターで検査が依頼された患者様（平

成 9年 3月 27日以降） 

記録情報の収集方法 脳波検査が依頼されたオーダーのマニュアル入力情報 

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 － 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

(名称)国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

総務部総務課 

(所在地)〒５６４－８５６５ 大阪府吹田市岸部新町６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 

－ 

個人情報ファイルの種別 ■法第６０条第２項第１号 

(電算処理ファイル) 

令第２０条７項に該当するファイル 

□有 □無 

□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 

非該当 

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 

－ 

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 

工情報に関する提案をすることができる 

期間 

－ 

備 考  

  



個人情報ファイル簿(単票) 

 

個人情報ファイルの名称 CPXデータ管理システム 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

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 

国立研究開発法人国立循環器病研究センター臨床検査部

生理機能検査 

個人情報ファイルの利用目的 心肺運動負荷試験の呼気ガス分析データおよび解析結果

の管理・保存用 

記録項目 1 ID、2 氏名、3 年齢、4 性別、5 身長、6 体重、7 検査

日時、8 検査番号、9 呼気ガス分析データ 

記録範囲 国立循環器病研究センターで検査が依頼された患者様（平

成 9年 1月 1日以降） 

記録情報の収集方法 運動耐容能検査が依頼されたオーダーリング情報 

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 － 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

(名称)国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

総務部総務課 

(所在地)〒５６４－８５６５ 大阪府吹田市岸部新町６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 

－ 

個人情報ファイルの種別 ■法第６０条第２項第１号 

(電算処理ファイル) 

令第２０条７項に該当するファイ

ル 

□有 □無 

□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 

非該当 

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 

－ 

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 

工情報に関する提案をすることができる 

期間 

－ 

備 考  

  



個人情報ファイル簿(単票) 

 

個人情報ファイルの名称 トレッドミルデータ管理システム 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

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 

国立研究開発法人国立循環器病研究センター臨床検査

部生理機能検査 

個人情報ファイルの利用目的 トレッドミル検査のデータ管理・保存用 

記録項目 1 ID、2 氏名、3 性別、4 生年月日、5 身長、6 体重、7 

検査日時、8 心電図データ 

記録範囲 国立循環器病研究センターで検査が依頼された患者様

（平成 17年 4月 1 日以降） 

記録情報の収集方法 トレッドミル検査が依頼されたオーダーリング情報 

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 － 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

(名称)国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

総務部総務課 

(所在地)〒５６４－８５６５ 大阪府吹田市岸部新町６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 

－ 

個人情報ファイルの種別 ■法第６０条第２項第１号 

(電算処理ファイル) 

令第２０条７項に該当するフ

ァイル 

□有 □無 

□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 

非該当 

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 

－ 

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 

工情報に関する提案をすることができる 

期間 

－ 

備 考  

  



個人情報ファイル簿(単票) 

 

個人情報ファイルの名称 ホルター心電図解析管理システム 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

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 

国立研究開発法人国立循環器病研究センター臨床検査部

生理機能検査 

個人情報ファイルの利用目的 ホルター心電図検査（データ解析用） 

記録項目 1 ID、2 氏名、3 性別、4 生年月日、5 診療科、6 病棟・外

来、7 担当医師名、8 検査担当者名、9 検査日時、10 

装置番号、11 記録媒体番号 

記録範囲 国立循環器病研究センターで検査が依頼された患者様（平

成 21年 4月 1日以降） 

記録情報の収集方法 心電図検査が依頼されたオーダーリング情報 

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 － 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

(名称)国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

総務部総務課 

(所在地)〒５６４－８５６５ 大阪府吹田市岸部新町６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 

－ 

個人情報ファイルの種別 ■法第６０条第２項第１号 

(電算処理ファイル) 

令第２０条７項に該当するファイル 

□有 □無 

□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 

非該当 

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 

－ 

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 

工情報に関する提案をすることができる 

期間 

－ 

備 考  

  



個人情報ファイル簿(単票) 

 

個人情報ファイルの名称 運動負荷検査管理システム 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

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 

国立研究開発法人国立循環器病研究センター臨床検査

部生理機能検査 

個人情報ファイルの利用目的 トレッドミル、運動耐容能（CPX）検査データ 

記録項目 1 ID、2 氏名、3 性別、4 生年月日、5 年齢、6 検査番

号、7 検査日 等 

記録範囲 国立循環器病研究センターで検査が依頼された患者様 

記録情報の収集方法 臨床医による患者様の生理機能検査依頼情報 

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 － 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

(名称)国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

総務部総務課 

(所在地)〒５６４－８５６５ 大阪府吹田市岸部新町６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 

－ 

個人情報ファイルの種別 ■法第６０条第２項第１号 

(電算処理ファイル) 

令第２０条７項に該当するフ

ァイル 

□有 □無 

□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 

非該当 

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 

－ 

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 

工情報に関する提案をすることができる 

期間 

－ 

備 考  

  



個人情報ファイル簿(単票) 

 

個人情報ファイルの名称 呼吸機能検査システム 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

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 

国立研究開発法人国立循環器病研究センター臨床検査部

生理機能検査 

個人情報ファイルの利用目的 呼吸機能検査データ 

記録項目 1 ID、2 氏名、3 性別、4 生年月日、5 診療科、6検査日時 

記録範囲 国立循環器病研究センターで検査が依頼された患者様（平

成 21年 11月 30日以降） 

記録情報の収集方法 呼吸機能検査が依頼されたオーダーリング情報 

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 － 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

(名称)国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

総務部総務課 

(所在地)〒５６４－８５６５ 大阪府吹田市岸部新町６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 

－ 

個人情報ファイルの種別 ■法第６０条第２項第１号 

(電算処理ファイル) 

令第２０条７項に該当するファイ

ル 

□有 □無 

□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 

非該当 

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 

－ 

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 

工情報に関する提案をすることができる 

期間 

－ 

備 考  

  



個人情報ファイル簿(単票) 

 

個人情報ファイルの名称 心磁図解析システム 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

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 

国立研究開発法人国立循環器病研究センター臨床検査

部生理機能検査 

個人情報ファイルの利用目的 心磁図検査データ解析 

記録項目 1 ID、2 氏名、3 性別、4 生年月日、5 年齢、6 診療科、

7 病名、8 要望事項、9 身長、10 体重、11 検査情報コメ

ント、 等 

記録範囲 国立循環器病研究センターで検査が依頼された患者様

（平成 19年 3月 29日以降） 

記録情報の収集方法 臨床医による患者様の生理機能検査依頼情報 

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 － 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

(名称)国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

総務部総務課 

(所在地)〒５６４－８５６５ 大阪府吹田市岸部新町６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 

－ 

個人情報ファイルの種別 ■法第６０条第２項第１号 

(電算処理ファイル) 

令第２０条７項に該当するフ

ァイル 

□有 □無 

□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 

非該当 

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 

－ 

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 

工情報に関する提案をすることができる 

期間 

－ 

備 考  

  



個人情報ファイル簿(単票) 

 

個人情報ファイルの名称 心電図システム 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

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 

国立研究開発法人国立循環器病研究センター臨床検査

部生理機能検査 

個人情報ファイルの利用目的 心電図検査（12 誘導心電図、マスタ負荷心電図を含む）

検査データ 

記録項目 1 ID、2 氏名、3 性別、4 生年月日、5 診療科、6 病棟・

外来、7 検査日時 

記録範囲 国立循環器病研究センターで検査が依頼された患者様

（平成 22年 4月 1 日以降） 

記録情報の収集方法 心電図検査が依頼されたオーダーリング情報 

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 － 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

(名称)国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

総務部総務課 

(所在地)〒５６４－８５６５ 大阪府吹田市岸部新町６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 

－ 

個人情報ファイルの種別 ■法第６０条第２項第１号 

(電算処理ファイル) 

令第２０条７項に該当するフ

ァイル 

□有 □無 

□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 

非該当 

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 

－ 

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 

工情報に関する提案をすることができる 

期間 

－ 

備 考  

  



個人情報ファイル簿(単票) 

 

個人情報ファイルの名称 心電図結果管理システム 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

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 

国立研究開発法人国立循環器病研究センター臨床検査

部生理機能検査 

個人情報ファイルの利用目的 ホルター心電図検査・加算平均心電図検査・発作時心電

図検査・トレッドミル検査・運動耐容能検査の検査所見の

保存・管理 

記録項目 1 ID、2 氏名、3 性別、4 年齢、5 診療科、6 病棟・外 

来、7 検査日時、9検査番号、10各種検査のレポート 

（PDF） 

記録範囲 国立循環器病研究センターで検査が依頼された患者様

（平成 21年 4月 1 日以降） 

記録情報の収集方法 各検査が依頼されたオーダーリング情報 

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 － 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

(名称)国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

総務部総務課 

(所在地)〒５６４－８５６５ 大阪府吹田市岸部新町６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 

－ 

個人情報ファイルの種別 ■法第６０条第２項第１号 

(電算処理ファイル) 

令第２０条７項に該当するフ

ァイル 

□有 □無 

□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 

非該当 

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 

－ 

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 

工情報に関する提案をすることができる 

期間 

－ 

備 考  

  



個人情報ファイル簿(単票) 

 

個人情報ファイルの名称 生理機能検査システム 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

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 

国立研究開発法人国立循環器病研究センター臨床検査

部生理機能検査 

個人情報ファイルの利用目的 生理機能検査全般（心電図、超音波、脳波、呼吸機能、

運動負荷関連）の情報 

記録項目 1 ID、2 氏名、3 性別、4 生年月日、5 年齢、6 検査名、

7 依頼時所属、8検査実施情報、9データ返却フラグ 等 

記録範囲 国立循環器病研究センターで検査が依頼された患者様

（平成 2年 10月 2 日以降） 

記録情報の収集方法 臨床医による患者様の生理機能検査依頼情報 

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 － 

開示請求等を受理する組織の名称及

び所在地 

(名称)国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

総務部総務課 

(所在地)〒５６４－８５６５ 大阪府吹田市岸部新町６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 

－ 

個人情報ファイルの種別 ■法第６０条第２項第１号 

(電算処理ファイル) 

令第２０条７項に該当するフ

ァイル 

□有 □無 

□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 

非該当 

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 

－ 

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 

工情報に関する提案をすることができる 

期間 

－ 

備 考  

  



個人情報ファイル簿(単票) 

 

個人情報ファイルの名称 脳波・筋電図システム 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

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 

国立研究開発法人国立循環器病研究センター臨床検査部

生理機能検査 

個人情報ファイルの利用目的 脳波、筋電図システム関連のデーターとレポート 

記録項目 1 ID、2 氏名、3 性別、4 生年月日、5 年齢、6 検査名、7 

依頼時所属、8検査実施情報、9データ及びレポート 等 

記録範囲 国立循環器病研究センターで検査が依頼された患者様（平

成 24年 1月１日以降） 

記録情報の収集方法 臨床医による患者様の生理機能検査依頼情報 

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 － 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

(名称)国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

総務部総務課 

(所在地)〒５６４－８５６５ 大阪府吹田市岸部新町６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 

－ 

個人情報ファイルの種別 ■法第６０条第２項第１号 

(電算処理ファイル) 

令第２０条７項に該当するファイ

ル 

□有 ■無 

□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 

非該当 

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 

－ 

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 

工情報に関する提案をすることができる 

期間 

－ 

備 考  

  



個人情報ファイル簿(単票) 

 

個人情報ファイルの名称 超音波ファリングシステム 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

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 

国立研究開発法人国立循環器病研究センター臨床検査部

生理機能検査 

個人情報ファイルの利用目的 超音波検査データ蓄積参照 

記録項目 1 ID、2 氏名、3 性別、4 生年月日、5 検査番号、6 年 

齢、7 検査日、8 開始時刻、9 検査種別、10 撮影枚数 

等 

記録範囲 国立循環器病研究センターで検査が依頼された患者様（平

成 15年 1月 6日以降） 

記録情報の収集方法 臨床医による患者様の生理機能検査依頼情報 

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 － 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

(名称)国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

総務部総務課 

(所在地)〒５６４－８５６５ 大阪府吹田市岸部新町６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 

－ 

個人情報ファイルの種別 ■法第６０条第２項第１号 

(電算処理ファイル) 

令第２０条７項に該当するファイル 

□有 □無 

□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 

非該当 

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 

－ 

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  

  



個人情報ファイル簿(単票) 

 

個人情報ファイルの名称 超音波レポーティングシステム 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

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 

国立研究開発法人国立循環器病研究センター臨床検査部

生理機能検査 

個人情報ファイルの利用目的 超音波検査所見データ作成 

記録項目 1 ID、2 氏名、3 性別、4 生年月日、5 診療科、6 病棟・外

来、7 検査日時、8装置番号、9診断名、10 要望事項、 

11 記録媒体番号 

記録範囲 国立循環器病研究センターで検査が依頼された患者様（平

成 21年 5月 6日以降） 

記録情報の収集方法 臨床医による患者様の生理機能検査依頼情報 

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 － 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

(名称)国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

総務部総務課 

(所在地)〒５６４－８５６５ 大阪府吹田市岸部新町６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 

－ 

個人情報ファイルの種別 ■法第６０条第２項第１号 

(電算処理ファイル) 

令第２０条７項に該当するファイ

ル 

□有 □無 

□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 

非該当 

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 

－ 

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  

  



個人情報ファイル簿(単票) 

 

個人情報ファイルの名称 超音波管理システム 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

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 

国立研究開発法人国立循環器病研究センター臨床検査部

生理機能検査 

個人情報ファイルの利用目的 超音波検査データベース 

記録項目 1 ID、2 氏名、3 性別、4 生年月日、5 診療科、6 検査 

日、7 装置番号、8 診断名、9 記録媒体番号 

記録範囲 国立循環器病研究センターで検査が依頼された患者様（昭

和 52年 8月 3日以降） 

記録情報の収集方法 臨床医による患者様の生理機能検査依頼情報 

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 － 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

(名称)国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

総務部総務課 

(所在地)〒５６４－８５６５ 大阪府吹田市岸部新町６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 

－ 

個人情報ファイルの種別 ■法第６０条第２項第１号 

(電算処理ファイル) 

令第２０条７項に該当するファイ

ル 

□有 □無 

□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 

非該当 

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 

－ 

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  

  



個人情報ファイル簿(単票) 

 

個人情報ファイルの名称 心血管リハビリテーション診療録 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

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 

国立研究開発法人国立循環器病研究センター心血管リハビ

リテーション科 

個人情報ファイルの利用目的 心大血管リハビリテーションの実施記録の保存・管理 

記録項目 1 ID、2 氏名、3 性別、4 年齢、5 生年月日、6 診断名、7 

心大血管リハビリテーション実施計画書および実施記録 

記録範囲 国立循環器病研究センターで心大血管リハビリテーションを

実施された患者様(平成 4年 11月以降) 

記録情報の収集方法 診療録、診察、各種検査レポートなど 

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 － 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

(名称)国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

総務部総務課 

(所在地)〒５６４－８５６５ 大阪府吹田市岸部新町６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 

－ 

個人情報ファイルの種別 □法第６０条第２項第１号 

(電算処理ファイル) 

令第２０条７項に該当するファイ

ル 

□有 □無 

■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 

非該当 

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 

－ 

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  

  



個人情報ファイル簿(単票) 

 

個人情報ファイルの名称 課題別対応一覧（治験負担軽減費） 

独立行政法人等の名称 国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

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 

国立研究開発法人国立循環器病研究センター臨床研究推進

センター、財務経理部 

個人情報ファイルの利用目的 治験参加時の患者への負担軽減費の振り込みのため 

記録項目 1 患者氏名、2 生年月日、3 患者 ID、4 担当医師、5 担当

CRC、6 銀行口座（治験のみ：同意文書の写しを利用） 

記録範囲 国立循環器病研究センターで実施した治験に参加した患者様 

記録情報の収集方法 診療録、銀行口座のみ同意書を用いる 

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 － 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

(名称)国立研究開発法人国立循環器病研究センター 

総務部総務課 

(所在地)〒５６４－８５６５ 大阪府吹田市岸部新町６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 

－ 

個人情報ファイルの種別 ■法第６０条第２項第１号 

(電算処理ファイル) 

令第２０条７項に該当するファイル 

□有 ■無 

□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 

非該当 

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 

－ 

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  

 

 


