
京都大学個人情報ファイル簿（令和４年１０月１日現在）

１．安否確認システム対象者データ ２．京都大学同窓生向けサービス「KUON」 ３．京都大学基金寄附者データベース

個人情報ファイル保有機関の名称 京都大学 京都大学 京都大学

個人情報ファイルの利用目的 災害発生等の緊急事態発生時における学生、教員、職員の安否確
認および関連情報の提供

大学と大学の卒業生及び卒業生同士の広範な連携とその活動支援 京都大学基金への寄附の受入業務のため

個人情報ファイルの記録項目 所属、氏名、安否状況、来学可否、安否登録場所、付加情報、行方
不明・死亡情報、職名、個人番号、利用者ID、全学メールアドレス、
操作権限、国籍、更新日時、更新者

氏名、性別、生年月日、住所、メールアドレス、電話番号、入学年
月、卒業年月、所属学部・研究科、卒業有無、学位、出身高校名、
属性、生涯メールアドレス

名簿ID、名簿バージョン、名簿区分、氏名カナ、氏名、性別、氏名備
考、肩書、生年月日、ステータス、代表者情報、連絡先、本学との関
係、関係先、事務局メモ、渉外用メモ、送付物の可否、寄附情報

本学学生、教職員（派遣職員含む） KUON登録者 京都大学基金への寄附者

本人からの登録 本人からの寄附申し込みによる

要配慮個人情報が含まれるときはそ
の旨

□ 含む　　　■ 含まない □ 含む　　　■ 含まない □ 含む　　　■ 含まない

無し 無し

京都大学総務部法務室 京都大学総務部法務室 京都大学総務部法務室
京都市左京区吉田本町 京都市左京区吉田本町 京都市左京区吉田本町

個人情報の訂正又は利用停止に関して他
の法律又はこれに基づく命令の規定によ
る特別の手続が定められている場合の当
該法令の名称

無し 無し 無し

■ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル） ■ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル） ■ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）
□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル） □ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル） □ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）

□ 該当　　　■ 非該当 ■ 該当　　　□ 非該当 ■ 該当　　　□ 非該当

京都大学総務部法務室
京都市左京区吉田本町

京都大学総務部法務室
京都市左京区吉田本町

備考 令和元年10月より「生涯メールサービス」システムと統合済み
令和２年７月より「京大アラムナイ」と「KUON」のシステムを統合し、統一名称を
「KUON」として運営している

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

総務部企画管理主幹付リスク管理掛 総務部渉外課 総務部渉外課

個人情報ファイルに記録される個人
の範囲

個人情報ファイルに記録される個人
情報の収集方法

教育推進・学生支援部教務企画課、総務部人事課からの提供

個人情報ファイルに記録される個人
情報の経常的提供先

無し

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号に係る令第20
条第7項規定ファイルの有無

□ 有　■ 無 □有　■無 □有　■無

法第110条第1項の提案募集の対象
となるか、また対象となる場合はそ
の提案を受ける組織の名称及び所
在地



京都大学個人情報ファイル簿（令和４年１０月１日現在）

個人情報ファイル保有機関の名称

個人情報ファイルの利用目的

個人情報ファイルの記録項目

要配慮個人情報が含まれるときはそ
の旨

個人情報の訂正又は利用停止に関して他
の法律又はこれに基づく命令の規定によ
る特別の手続が定められている場合の当
該法令の名称

備考

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

個人情報ファイルに記録される個人
の範囲

個人情報ファイルに記録される個人
情報の収集方法

個人情報ファイルに記録される個人
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

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号に係る令第20
条第7項規定ファイルの有無

法第110条第1項の提案募集の対象
となるか、また対象となる場合はそ
の提案を受ける組織の名称及び所
在地

４．京都大学カード会員情報 ５．メール配信DB ６．京都大学卒業生データベース（寄附募集活動用）

京都大学 京都大学 京都大学

総務部渉外課 総務部渉外課 総務部渉外課基金室

カード会員への連絡および会員獲得のため 公開講座開催案内の申し込み受付 寄附募集活動を円滑に行うため

レコード区分、加入年月日、会員名（漢字・カナ・ローマ字）、続柄、
生年月日、郵便番号、住所（漢字・カナ）、電話番号、勤務先名（漢
字・カナ）、所属部課名（漢字・カナ）、役職名、年収、解約、大学との
関係、カード識別コード、自宅E-mailアドレス

氏名、メールアドレス、学内者・学外者の別 氏名、性別、生年月日、出身高校名、卒業学部・研究科、卒業年、
寄附実績、DM送付状況、勤務先、役職、所属同窓会、名刺情報

京都大学カード会員 申込者 本学卒業生

カード会社からの提供による 本人からの登録

□ 含む　　　■ 含まない □ 含む　　　■ 含まない □ 含む　　　■ 含まない

無し 無し 無し

京都大学総務部法務室 京都大学総務部法務室 京都大学総務部法務室
京都市左京区吉田本町 京都市左京区吉田本町 京都市左京区吉田本町

無し 無し 無し

■ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル） ■ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル） ■ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）
□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル） □ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル） □ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）

■ 該当　　　□ 非該当 ■ 該当　　　□ 非該当 ■ 該当　　　□ 非該当

京都大学総務部法務室
京都市左京区吉田本町

京都大学総務部法務室
京都市左京区吉田本町

京都大学総務部法務室
京都市左京区吉田本町

学生課からの学籍データ、寄附者データベース、帝国データバンク・
東洋経済新報社、同窓会名簿

□有　■無 ■ 有　□ 無 ■ 有　□ 無



京都大学個人情報ファイル簿（令和４年１０月１日現在）

個人情報ファイル保有機関の名称

個人情報ファイルの利用目的

個人情報ファイルの記録項目

要配慮個人情報が含まれるときはそ
の旨

個人情報の訂正又は利用停止に関して他
の法律又はこれに基づく命令の規定によ
る特別の手続が定められている場合の当
該法令の名称

備考

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

個人情報ファイルに記録される個人
の範囲

個人情報ファイルに記録される個人
情報の収集方法

個人情報ファイルに記録される個人
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

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号に係る令第20
条第7項規定ファイルの有無

法第110条第1項の提案募集の対象
となるか、また対象となる場合はそ
の提案を受ける組織の名称及び所
在地

７．口座振替申請データ ８．外国人研究者受入状況登録システム ９．海外渡航状況調査

京都大学 京都大学 京都大学

授業料請求方法の一つである口座振替の実施 外国人研究者の受入状況の把握 海外渡航状況の把握

学生番号、学生氏名(漢字)、学生氏名(カナ)、連絡先氏名、連絡先
電話番号、連絡先メールアドレス、収納機関取扱年月日、収納機関
取扱時刻、収納機関取扱番号、金融機関取扱年月日、金融機関取
扱時刻、金融機関取扱番号、銀行コード、支店コード、預金種目、預
金種目名、口座番号、口座名義人名

身分、部局名、職員番号、職種／職員名称、区分、氏名、生年月
日、性別、国籍、ORCID ID、所属機関、所属部署、現職着任年、職
名、学振特別研究員該当の有無、最終学歴（大学名・学部等名・学
位・学位取得年月）、職歴（期間・機関・職名）、受入開始日／採用・
任用日、受入終了日／退職日、任期満了日、受入日数、本学での
研究内容、分野・分科名、係・講座、受入教員（職名・氏名）、受入目
的、財源、在留資格取得手続の状況、在留資格、入国日、在留期
間、在留期限、滞在先、国際交流会館等入居申請の有無、安全保
障輸出管理上の確認、高度人材ポイント制適用の有無、招へい教
授名称付与の有無、受入れに関する確認

部局名、氏名、職名、常勤且つ有期雇用に該当の有無、客員身分
該当の有無、外国籍該当の有無、生年、分野・分科名、渡航国名、
用務開始日、用務日数、用務内容、渡航先名称、経費区分

京都大学の学生のうち、口座振替を申請した者

本人からの届出

□ 含む　　　■ 含まない □ 含む　　　■ 含まない □ 含む　　　■ 含まない

京都大学総務部法務室 京都大学総務部法務室 京都大学総務部法務室
京都市左京区吉田本町 京都市左京区吉田本町 京都市左京区吉田本町

無し 無し 無し

■ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル） ■ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル） ■ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）
□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル） □ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル） □ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）

□ 該当　　　■ 非該当 ■ 該当　　　□ 非該当 ■ 該当　　　□ 非該当

京都大学総務部法務室
京都市左京区吉田本町

京都大学総務部法務室
京都市左京区吉田本町

外国人研究者受入調査票は本システムに統合。2018年7月までに提出された
外国人研究者受入調査票は、マニュアル処理ファイルでも保管。

企画部国際交流課財務部経理課資金管理掛 企画部国際交流課

京都大学で受け入れている外国人研究者 本学に籍を置く者のうち、研究を本務とする教職員及び大学院正規
生

各受入部局からの報告 照会に対する各部局からの回答

口座振替実施時の収納代行会社 無し 無し

□有　■無 ■ 有　□ 無 ■ 有　□ 無



京都大学個人情報ファイル簿（令和４年１０月１日現在）

個人情報ファイル保有機関の名称

個人情報ファイルの利用目的

個人情報ファイルの記録項目

要配慮個人情報が含まれるときはそ
の旨

個人情報の訂正又は利用停止に関して他
の法律又はこれに基づく命令の規定によ
る特別の手続が定められている場合の当
該法令の名称

備考

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

個人情報ファイルに記録される個人
の範囲

個人情報ファイルに記録される個人
情報の収集方法

個人情報ファイルに記録される個人
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

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号に係る令第20
条第7項規定ファイルの有無

法第110条第1項の提案募集の対象
となるか、また対象となる場合はそ
の提案を受ける組織の名称及び所
在地

１０．国際研究交流状況調査 １１．全学アカウント情報管理システム １２．利用登録申請書

京都大学 京都大学 京都大学

国際研究交流状況の把握 ECS-IDおよび学生用メールアドレスの発行・更新(進学等による変更)・停止(卒
業・退学等による離籍)処理を行い、またその際取得した学生情報を保管するた
め
保管した学生情報を、部局等から提出される統合認証システム接続申請及び
全学アカウント情報取得申請を提出した部局に対して配信するため

全学アカウント情報管理システム登録に使用

部局名、雇用の有無、氏名、職名、常勤且つ有期雇用に該当の有
無、客員身分に該当の有無、生年、分野・分科名、受入前国名、採
用日、退職（予定）日、受入日数、雇用前・派遣元機関、用務内容、
経費区分、高度人材ポイント制適用の有無、外国籍該当の有無、渡
航国名、用務開始日、用務日数、渡航先名称

在籍中の学生情報
(学生番号,旧学生番号,氏名,カナ氏名,ローマ字氏名,所属コード,生
年月日,学生種別,生涯番号,利用者区分,学生証再発行回数,性別,半
角カナ氏名,学校識別情報,学生証発行年月日,有効期限,国籍)

氏名（漢字・カナ・ローマ字）、区分（身分）、所属部局・学科、（編）入
学年度、身分証番号（京大発行）、生年月日、電話番号

□ 含む　　　■ 含まない □ 含む　　　■ 含まない □ 含む　　　■ 含まない

京都大学総務部法務室 京都大学総務部法務室 京都大学総務部法務室
京都市左京区吉田本町 京都市左京区吉田本町 京都市左京区吉田本町

無し 無し 無し

■ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル） ■ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル） □ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）
□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル） □ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル） ■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）

■ 該当　　　□ 非該当 □ 該当　　　■ 非該当 □ 該当　　　■ 非該当

京都大学総務部法務室
京都市左京区吉田本町

外国人研究者受入調査票は、外国人研究者受入状況登録システム
に統合（2018年7月）

企画部国際交流課 情報部情報推進課情報システムサービス室 情報部情報推進課情報システムサービス室

研究を本務とする外国人教員・研究員等のうち、本学で勤務するために海外か
ら来日した者及び本学で共同研究・講演会等研究活動を行うことを目的として
海外機関から招へい・来日した外国人研究者等

京都大学に所属する学部学生、大学院生、研究生等の学生 京都大学に所属する学部学生、大学院生、研究生等の学生、研究
員、名誉教授など

照会に対する各部局からの回答 教務情報システムにあるデータを利用、本人からの申請データを利
用

全学アカウント利用者提出の利用申請書

無し 無し 無し

■ 有　□ 無 □ 有　■ 無



京都大学個人情報ファイル簿（令和４年１０月１日現在）

個人情報ファイル保有機関の名称

個人情報ファイルの利用目的

個人情報ファイルの記録項目

要配慮個人情報が含まれるときはそ
の旨

個人情報の訂正又は利用停止に関して他
の法律又はこれに基づく命令の規定によ
る特別の手続が定められている場合の当
該法令の名称

備考

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

個人情報ファイルに記録される個人
の範囲

個人情報ファイルに記録される個人
情報の収集方法

個人情報ファイルに記録される個人
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

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号に係る令第20
条第7項規定ファイルの有無

法第110条第1項の提案募集の対象
となるか、また対象となる場合はそ
の提案を受ける組織の名称及び所
在地

１３．KUINS接続機器登録データベースログインアカウント １４．教育用システム利用者データベース １５．学習支援システム利用者データベース

京都大学 京都大学 京都大学

KUINSに接続する機器及び情報コンセント利用申請に利用 教育用コンピュータシステム利用者管理 学習支援サービス（PandA）の利用者管理

ユーザID、SPS－ID、氏名、職名、所属部局、電話番号、FAX番号、
メールアドレス、利用権限

ECS-ID、SPS-ID、学生番号、職員番号、暗号化されたパスワード、
氏名、メールアドレス、身分、既定の言語、科目情報、履修情報

教育用コンピュータシステム利用コード、教職員グループウェア用
ID、ログインパスワード（学外学生・学外教員のみ）、氏名（漢字・カ
ナ）、区分（身分、身分取得日）、所属（大学名、部局または学部学科
名、研究科専攻名）、身分証番号（京都大学発行）、メールアドレス、
科目登録情報、評価点、担当科目情報

□ 含む　　　■ 含まない □ 含む　　　■ 含まない □ 含む　　　■ 含まない

京都大学総務部法務室 京都大学総務部法務室 京都大学総務部法務室
京都市左京区吉田本町 京都市左京区吉田本町 京都市左京区吉田本町

無し 無し 無し

■ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル） ■ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル） ■ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）
□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル） □ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル） □ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）

□ 該当　　　■ 非該当 □ 該当　　　■ 非該当 □ 該当　　　■ 非該当

情報部情報基盤課ネットワーク管理掛 情報部情報基盤課学習用メディア管理掛 情報部情報基盤課教育用システム管理掛

京都大学に所属する学部学生、大学院生、研究生等の学生、教職
員、名誉教授など

本学に所属する学部学生、大学院生、研究生等の学生、教職員及
び、本学の科目担当教員または管理者が承認した学外学生と学外
教員

京都大学教職員

京都大学統合認証システム及び本人からの申請 教務情報システム及び京都大学統合認証システム 教務情報システム及び全学認証システムから入手

無し 無し無し

□有　■無 □有　■無 ■有　□無



京都大学個人情報ファイル簿（令和４年１０月１日現在）

個人情報ファイル保有機関の名称

個人情報ファイルの利用目的

個人情報ファイルの記録項目

要配慮個人情報が含まれるときはそ
の旨

個人情報の訂正又は利用停止に関して他
の法律又はこれに基づく命令の規定によ
る特別の手続が定められている場合の当
該法令の名称

備考

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

個人情報ファイルに記録される個人
の範囲

個人情報ファイルに記録される個人
情報の収集方法

個人情報ファイルに記録される個人
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

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号に係る令第20
条第7項規定ファイルの有無

法第110条第1項の提案募集の対象
となるか、また対象となる場合はそ
の提案を受ける組織の名称及び所
在地

１６．情報セキュリティe-Learning利用ファイル １７．教務情報システム １８．志望者履歴ファイル

京都大学 京都大学 京都大学

情報セキュリティe-Learningの受講状況の管理 学生への履修指導、生活指導等 入学試験実施業務

学生アカウント、学生番号、教職員グループウェア用ID、氏名、所属
部局、該当者の情報セキュリティe-Learning受講状況

学生管理番号、学生番号、氏名、カナ氏名、生年月日、性別、国
籍、本籍、在籍状態区分、学生種別、部局、学科、専攻、回生、選択
語学、クラス、講義コード、住所、電話番号、携帯番号、メールアドレ
ス、留学生在留資格、入学年月日、進級・ 卒業・退学年月日、非在
籍年月日、在学・修業・休学日数、入試区分、受験番号、出身高校・
大学、学生証発行情報、進路区分、職業区分、留年区分、写真デー
タ、異動種別、異動開始年月日、異動終了年月日、異動理由、出身
大学院、出身大学院研究科名、出身大学院課程名、出身大学院卒
退区分、成績、修得単位数、成績履修履歴、卒業見込判定処理日
時、卒業本判定処理日時、履修講義、採点表、研究指導委託、指導
教員、個人番号、国費区分、延長申請の可否、留学生区分（国費、
国費留学生以外）、給与開始年月日、給与終了年月日、国費プログ
ラム種別、専攻区分、系別、直前在籍機関、採用方法、住居形態、
交換留学生種別、在留資格発効日、在留資格有効期限、外国人登
録証番号、備考（留学生）

出願学部学科試験区分、二次受験番号、共通テスト受験番号、共通
テスト受験票発行回数、カナ氏名、生年月日、性別、出願資格取得
年月日、出願資格、学内併願の有無、出願日程、選択科目、各科目
出欠状況、二次試験素点、二次試験得点（換算後）、共通テスト素
点、共通テスト得点（換算後）、共通テスト順位、二次順位、総合順
位、合否状況、入学手続状況、二次受付番号、二次整理番号、出身
高校等、併願大学学部

本学に所属する学部学生、大学院生、研究生等の学生、教職員

統合認証システムから入手

□ 含む　　　■ 含まない ■ 含む　　　□ 含まない ■ 含む　　　□ 含まない

無し

京都大学総務部法務室 京都大学総務部法務室 京都大学総務部法務室
京都市左京区吉田本町 京都市左京区吉田本町 京都市左京区吉田本町

無し 無し 無し

■ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル） ■ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル） ■ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）
□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル） □ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル） □ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）

■ 該当　　　□ 非該当 □ 該当　　　■ 非該当 □ 該当　　　■ 非該当

京都大学総務部法務室
京都市左京区吉田本町

情報部情報基盤課セキュリティ対策掛 教育推進・学生支援部教務企画課 教育推進・学生支援部入試企画課

学部生、大学院生、非正規生 京都大学志願者

本人からの届出、担当教員 本人からの届出

無し 大学入試センター（年4回位）

□有　■無 ■有　□無 ■ 有　□ 無



京都大学個人情報ファイル簿（令和４年１０月１日現在）

個人情報ファイル保有機関の名称

個人情報ファイルの利用目的

個人情報ファイルの記録項目

要配慮個人情報が含まれるときはそ
の旨

個人情報の訂正又は利用停止に関して他
の法律又はこれに基づく命令の規定によ
る特別の手続が定められている場合の当
該法令の名称

備考

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

個人情報ファイルに記録される個人
の範囲

個人情報ファイルに記録される個人
情報の収集方法

個人情報ファイルに記録される個人
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

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号に係る令第20
条第7項規定ファイルの有無

法第110条第1項の提案募集の対象
となるか、また対象となる場合はそ
の提案を受ける組織の名称及び所
在地

１９．素点ファイル ２０．入試センター提供合格状況ファイル ２１．研究費適正経理e-Learning管理ファイル

京都大学 京都大学 京都大学

入学試験実施業務 入学試験実施業務 「研究費等の適正な使用について」e-Learningの受講状況管理

学部コード、二次受験番号、整理番号、科目コード、設問別得点、合
計得点、日付、分冊№、出欠区分、日程区分、試験区分、志望学科

大学コード、大学受験番号、共通テスト試験場コード、共通テスト受
験番号、漢字氏名、カナ氏名、自大学（合否、学部コード、学部名）、
他大学（合否、大学コード、学部コード、大学名、学部名）、受験票再
発行の有無

氏名、所属、職名、職員番号、メールアドレス、e-Learning受講状況

統合認証システムから入手

■ 含む　　　□ 含まない ■ 含む　　　□ 含まない □ 含む　　　■ 含まない

無し

京都大学総務部法務室 京都大学総務部法務室 京都大学総務部法務室
京都市左京区吉田本町 京都市左京区吉田本町 京都市左京区吉田本町

無し 無し 無し

■ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル） ■ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル） ■ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）
□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル） □ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル） □ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）

□ 該当　　　■ 非該当 □ 該当　　　■ 非該当 ■ 該当　　　□ 非該当

京都大学総務部法務室
京都市左京区吉田本町

研究推進部研究推進課総務掛教育推進・学生支援部入試企画課 教育推進・学生支援部入試企画課

京都大学志願者 京都大学志願者 本学に所属する教職員並びに受講対象となる日本学術振興会特別
研究員及び受講対象となる本学に在籍する学生

大学入試センターからの提供試験解答冊子より

無し 無し

□ 有　■ 無 □ 有　■ 無 □ 有　■ 無



京都大学個人情報ファイル簿（令和４年１０月１日現在）

個人情報ファイル保有機関の名称

個人情報ファイルの利用目的

個人情報ファイルの記録項目

要配慮個人情報が含まれるときはそ
の旨

個人情報の訂正又は利用停止に関して他
の法律又はこれに基づく命令の規定によ
る特別の手続が定められている場合の当
該法令の名称

備考

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

個人情報ファイルに記録される個人
の範囲

個人情報ファイルに記録される個人
情報の収集方法

個人情報ファイルに記録される個人
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

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号に係る令第20
条第7項規定ファイルの有無

法第110条第1項の提案募集の対象
となるか、また対象となる場合はそ
の提案を受ける組織の名称及び所
在地

２２．安全保障輸出管理法令順守e-Learning管理ファイル ２３．研究公正研修e-Learning管理ファイル
２４．ライフサイエンス研究関連法令基礎研修e-Learning管理ファイ
ル

京都大学 京都大学 京都大学

「安全保障輸出管理法令順守について」e-Learningの受講状況管理 e-Learning「研究公正研修」の受講状況管理 e-Learning「ライフサイエンス研究関連法令基礎研修」の受講状況管
理

氏名、所属、職名、職員番号、メールアドレス、e-Learning受講状況 氏名、所属、職名、職員番号、メールアドレス、e-Learning受講状況 氏名、所属、職名、職員番号、メールアドレス、e-Learning受講状況

統合認証システムから入手 統合認証システムから入手 統合認証システムから入手

□ 含む　　　■ 含まない □ 含む　　　■ 含まない □ 含む　　　■ 含まない

無し 無し 無し

京都大学総務部法務室 京都大学総務部法務室 京都大学総務部法務室
京都市左京区吉田本町 京都市左京区吉田本町 京都市左京区吉田本町

無し 無し 無し

■ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル） ■ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル） ■ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）
□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル） □ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル） □ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）

□ 有　■ 無 □ 有　■ 無

■ 該当　　　□ 非該当 ■ 該当　　　□ 非該当 ■ 該当　　　□ 非該当

京都大学総務部法務室
京都市左京区吉田本町

京都大学総務部法務室
京都市左京区吉田本町

京都大学総務部法務室
京都市左京区吉田本町

研究推進部研究規範マネジメント室 研究推進部研究推進課総務掛 研究推進部研究規範マネジメント室

本学に所属する教職員並びに日本学術振興会特別研究員及び受
講対象となる本学に在籍する学生

本学に所属する教職員並びに日本学術振興会特別研究員及び受
講対象となる本学に在籍する学生

本学に所属する教職員並びに日本学術振興会特別研究員及び受
講対象となる本学に在席する学生

□ 有　■ 無



京都大学個人情報ファイル簿（令和４年１０月１日現在）

個人情報ファイル保有機関の名称

個人情報ファイルの利用目的

個人情報ファイルの記録項目

要配慮個人情報が含まれるときはそ
の旨

個人情報の訂正又は利用停止に関して他
の法律又はこれに基づく命令の規定によ
る特別の手続が定められている場合の当
該法令の名称

備考

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

個人情報ファイルに記録される個人
の範囲

個人情報ファイルに記録される個人
情報の収集方法

個人情報ファイルに記録される個人
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

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号に係る令第20
条第7項規定ファイルの有無

法第110条第1項の提案募集の対象
となるか、また対象となる場合はそ
の提案を受ける組織の名称及び所
在地

２５．動物実験教育訓練e-Learning管理ファイル ２６．遺伝子組換え実験申請システム（KUELMO） ２７．定期申告ファイル

京都大学 京都大学 京都大学

e-Learning「動物実験教育訓練」の受講状況管理 遺伝子組換え実験等に係る申請・管理業務 利益相反マネジメント業務

氏名、所属、職名、職員番号、メールアドレス、e-Learning受講状況 ECS-ID、SPS-ID、学生番号、職員番号、氏名、メールアドレス、身
分、組換えDNA実験の課題名、実験期間、審査結果、実験目的、実
験の概要・方法、実験場所

部局名、掛・講座、職名、氏名、職員番号、企業名、申告事由、医学
研究の内容（種類・立場）、産学連携活動の内容（種類・立場）、兼業
の内容（役職名）、寄附金（受入れ金額）、経済的利害関係（内訳・報
酬額・保有株数（％））、企業資金による雇用の有無、プロジェクト等
の統括責任者かどうか、企業研究員の受入れの有無、学生の関与
の有無、ＰＭＤＡ活動への参加の有無、商取引等の会議への関与の
有無、物品購入・業務委託等の有無、学内人的・物的リソースの提
供の有無（以上役員・職員に関する項目）、役員・社員等としての就
任、報酬の有無、株式保有の有無（以上、家族に関する項目）

統合認証システムから入手 統合認証システムから入手 本人からの届出（Web申告）
実験責任者からの申請

□ 含む　　　■ 含まない □ 含む　　　■ 含まない □ 含む　　　■ 含まない

京都大学総務部法務室 京都大学総務部法務室 京都大学総務部法務室
京都市左京区吉田本町 京都市左京区吉田本町 京都市左京区吉田本町

無し 無し 無し

■ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル） ■ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル） ■ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）
□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル） □ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル） □ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）

■該当　　　 □非該当 ■該当　　　 □非該当 □ 該当　　　■ 非該当

京都大学総務部法務室
京都市左京区吉田本町

京都大学総務部法務室
京都市左京区吉田本町

研究推進部研究規範マネジメント室 研究推進部研究規範マネジメント室 利益相反マネジメント室

定期申告を行った者本学に所属する教職員並びに日本学術振興会特別研究員及び受
講対象となる本学に在籍する学生

京都大学において、組換えDNA実験等に関係する教職員・学生及
び学外関係者

無し 無し 無し

■ 有　□ 無 ■ 有　□ 無□有　■無



京都大学個人情報ファイル簿（令和４年１０月１日現在）

個人情報ファイル保有機関の名称

個人情報ファイルの利用目的

個人情報ファイルの記録項目

要配慮個人情報が含まれるときはそ
の旨

個人情報の訂正又は利用停止に関して他
の法律又はこれに基づく命令の規定によ
る特別の手続が定められている場合の当
該法令の名称

備考

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

個人情報ファイルに記録される個人
の範囲

個人情報ファイルに記録される個人
情報の収集方法

個人情報ファイルに記録される個人
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

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号に係る令第20
条第7項規定ファイルの有無

法第110条第1項の提案募集の対象
となるか、また対象となる場合はそ
の提案を受ける組織の名称及び所
在地

２８．自己申告ファイル ２９．放射線取扱者個人管理システム ３０．健康情報管理システム（学生）

京都大学 京都大学 京都大学

利益相反マネジメント室
医学部附属病院経営管理課

利益相反マネジメント業務 放射線業務従事者の安全管理 学生の健康管理、診断書・証明書の発行、診療所受診時資料

部局名、掛・講座、職名、氏名、職員番号、申告事由、企業名、企業
と関係する項目【寄附金受入れの有無（金額）、寄附講座等への所
属の有無・給与支給の有無、報酬等の有無・報酬等の種類・報酬額
等、役員等への就任の有無、（職名・就任日）、株式等の保有の有
無（株数・保有率）、寄附講座等の受入れの有無（受入形態・プロ
ジェクト名）、知的財産権の有無（知的財産権の名称・特許番号等）、
PMDAへの出席の有無、企業等への影響の有無（関与の内容、委
員会の名称）、物品調達・業務委託等の有無（発注対象・年間総額
等）、産学連携活動の有無（活動区分・研究課題名・プロジェクト番
号等）、学生の関与の有無（関与の形態）、人的・物的リソースの提
供の有無（提供している内容・理由）、自由記述】

氏名、カナ氏名、性別、生年月日、所属部局、身分、放射線業務従
事履歴、放射線取扱者教育の受講履歴、特定健康診断結果、放射
線被ばく線量記録

学生アカウント、学生番号、氏名、カナ、性別、生年月日、電話番
号、所属専攻、健康診断結果、判定結果、再検査結果

自己申告を行った者（2019．4以降） 本学のRI・エックス線登録者 学生

本人からの届出（Web申告） RI・エックス線登録申請

□ 含む　　　■ 含まない ■ 含む　　　□ 含まない ■ 含む　　　□ 含まない

京都大学総務部法務室 京都大学総務部法務室 京都大学総務部法務室
京都市左京区吉田本町 京都市左京区吉田本町 京都市左京区吉田本町

無し 無し 無し

■ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル） ■ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル） ■ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）
□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル） □ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル） □ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）

□ 該当　　　■ 非該当 □ 該当　　　■ 非該当 ■ 該当　　　□ 非該当

京都大学総務部法務室
京都市左京区吉田本町

環境安全保健機構放射線管理部門 環境安全保健機構産業厚生部門

学籍データベース、統合認証システム、本人からの申し出・健康診
断結果、委託機関からの検査結果、健診機関及び医療機関からの
健診結果

無し 無し 無し

■ 有　□ 無 ■ 有　□ 無 ■ 有　□ 無



京都大学個人情報ファイル簿（令和４年１０月１日現在）

個人情報ファイル保有機関の名称

個人情報ファイルの利用目的

個人情報ファイルの記録項目

要配慮個人情報が含まれるときはそ
の旨

個人情報の訂正又は利用停止に関して他
の法律又はこれに基づく命令の規定によ
る特別の手続が定められている場合の当
該法令の名称

備考

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

個人情報ファイルに記録される個人
の範囲

個人情報ファイルに記録される個人
情報の収集方法

個人情報ファイルに記録される個人
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

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号に係る令第20
条第7項規定ファイルの有無

法第110条第1項の提案募集の対象
となるか、また対象となる場合はそ
の提案を受ける組織の名称及び所
在地

３１．健康情報管理システム（職員） ３２．診療録 ３３．患者算定管理ファイル

京都大学 京都大学 京都大学

教職員の健康管理、診断書・証明書の発行、診療所受診時資料 保健診療所における学生・職員の診療 収入事務

職員アカウント、職員番号、氏名、カナ、性別、生年月日、電話番
号、所属、職名、健康診断結果、判定結果、再検査結果

学生番号・職員番号、氏名、カナ、生年月日、性別、住所、電話番
号、所属専攻・所属、内線番号、診療記録、処方・検査内容

学生番号・職員番号、氏名、カナ、生年月日、性別、診療日、保険
（種別・番号）、診療行為・コード、行為点数

教職員 学生、教職員 学生、教職員

■ 含む　　　□ 含まない ■ 含む　　　□ 含まない ■ 含む　　　□ 含まない

京都大学総務部法務室 京都大学総務部法務室 京都大学総務部法務室
京都市左京区吉田本町 京都市左京区吉田本町 京都市左京区吉田本町

無し 医師法、医療法等 無し

■ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル） □ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル） ■ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）
□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル） ■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル） □ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）

■ 該当　　　□ 非該当 □ 該当　　　■ 非該当 □ 該当　　　■ 非該当

京都大学総務部法務室
京都市左京区吉田本町

環境安全保健機構産業厚生部門 環境安全保健機構産業厚生部門 環境安全保健機構産業厚生部門

人事データベース、統合認証システム、本人からの申し出・健康診
断結果、有害業務システム登録情報、委託機関からの検査結果、
健診機関及び医療機関からの健診結果

本人申請、診療、委託検査機関からの検査結果、診療情報提供書 学籍データベース、人事データベース、本人申請、処方箋、診療録

無し 無し 文部科学省共済京都大学支部

■ 有　□ 無 □有　■無



京都大学個人情報ファイル簿（令和４年１０月１日現在）

個人情報ファイル保有機関の名称

個人情報ファイルの利用目的

個人情報ファイルの記録項目

要配慮個人情報が含まれるときはそ
の旨

個人情報の訂正又は利用停止に関して他
の法律又はこれに基づく命令の規定によ
る特別の手続が定められている場合の当
該法令の名称

備考

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

個人情報ファイルに記録される個人
の範囲

個人情報ファイルに記録される個人
情報の収集方法

個人情報ファイルに記録される個人
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

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号に係る令第20
条第7項規定ファイルの有無

法第110条第1項の提案募集の対象
となるか、また対象となる場合はそ
の提案を受ける組織の名称及び所
在地

３４．ストレスチェックシステム ３５．過重労働を予防するためのヘルスチェックシステム ３６．有害業務対象者抽出ファイル

京都大学 京都大学 京都大学

教職員の健康増進及び職場環境の改善 長時間労働等による健康障害予防を目的とした医師面接指導受診
判定

特殊健康診断、特定業務従事者健康診断

職員番号、年齢、性別、メールアドレス、所属部局、職種、常勤／非
常勤区分、社会保険の有無、回答結果

職員番号、氏名、カナ、部局、所属、職種、残業時間、回答結果 所属、部局、氏名、職名、生年月日、メールアドレス

■ 含む　　　□ 含まない ■ 含む　　　□ 含まない □ 含む　　　■ 含まない

京都大学総務部法務室 京都大学総務部法務室 京都大学総務部法務室
京都市左京区吉田本町 京都市左京区吉田本町 京都市左京区吉田本町

無し 無し 無し

■ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル） ■ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル） ■ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）
□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル） □ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル） □ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）

□ 該当　　　■ 非該当 □ 該当　　　■ 非該当 □ 該当　　　■ 非該当

環境安全保健機構産業厚生部門 環境安全保健機構産業厚生部門 環境安全保健機構産業厚生部門

教職員のうち、１週間の勤務が20時間以上で社会保険に加入してい
る個人

教職員 教職員（派遣職員含む）

人事データベース、統合認証システム、本人回答 人事データベース、本人回答 本人申請

無し 無し 無し

□有　■無 □有　■無 □有　■無



京都大学個人情報ファイル簿（令和４年１０月１日現在）

個人情報ファイル保有機関の名称

個人情報ファイルの利用目的

個人情報ファイルの記録項目

要配慮個人情報が含まれるときはそ
の旨

個人情報の訂正又は利用停止に関して他
の法律又はこれに基づく命令の規定によ
る特別の手続が定められている場合の当
該法令の名称

備考

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

個人情報ファイルに記録される個人
の範囲

個人情報ファイルに記録される個人
情報の収集方法

個人情報ファイルに記録される個人
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

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号に係る令第20
条第7項規定ファイルの有無

法第110条第1項の提案募集の対象
となるか、また対象となる場合はそ
の提案を受ける組織の名称及び所
在地

３７．胸部X線間接フィルム台帳 ３８．胸部X線画像デジタルデータ ３９．寒剤供給システムユーザーデータ

京都大学 京都大学 京都大学

教職員・学生の健康管理、診断書・証明書の発行、診療所受診時資
料

教職員・学生の健康管理、診断書・証明書の発行、診療所受診時資
料

寒剤供給システムにおける利用者の管理

撮影日、撮影番号、学生番号または職員番号、氏名 撮影日、X線画像、学生番号または職員番号、生年月日、氏名 氏名、職員証または学生証の番号、身分（職種、学籍等）、内線電
話番号、メールアドレス、携帯電話番号

寒剤供給システムを利用する教職員および学生

本人からの届出または研究室代表者からの届出

□ 含む　　　■ 含まない ■ 含む　　　□ 含まない □ 含む　　　■ 含まない

京都大学総務部法務室 京都大学総務部法務室 京都大学総務部法務室
京都市左京区吉田本町 京都市左京区吉田本町 京都市左京区吉田本町

無し 無し 無し

□ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル） ■ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル） ■ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）
■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル） □ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル） □ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）

□ 該当　　　■ 非該当 □ 該当　　　■ 非該当 □ 該当　　　■ 非該当

環境安全保健機構産業厚生部門 環境安全保健機構産業厚生部門 環境安全保健機構低温物質管理部門

教職員、学生 教職員、学生

2017年3月までの健康診断 2017年4月以降の健康診断、診療

無し 無し 無し

□有　■無 □有　■無□有　■無



京都大学個人情報ファイル簿（令和４年１０月１日現在）

個人情報ファイル保有機関の名称

個人情報ファイルの利用目的

個人情報ファイルの記録項目

要配慮個人情報が含まれるときはそ
の旨

個人情報の訂正又は利用停止に関して他
の法律又はこれに基づく命令の規定によ
る特別の手続が定められている場合の当
該法令の名称

備考

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

個人情報ファイルに記録される個人
の範囲

個人情報ファイルに記録される個人
情報の収集方法

個人情報ファイルに記録される個人
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

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号に係る令第20
条第7項規定ファイルの有無

法第110条第1項の提案募集の対象
となるか、また対象となる場合はそ
の提案を受ける組織の名称及び所
在地

４０．外国人留学生名簿 ４１．Admissions Assistance Office 申請システム ４２．京都大学国際交流会館（修学院本館）　入居関係

京都大学 京都大学 京都大学

本学における外国人留学生の在籍状況及び奨学生情報等の把握、
確認

海外大学出身者による大学院進学希望者への出願支援 外国人研究者、留学生及びその家族の国際交流会館入居管理

個別番号、国名、部局名、 専攻学科、身分、学年、学籍番号、系
別、氏名、指導教員、費用・選考区分、生年月日、性別、入学年、身
分変更、終了年月、給与開始、給与終了、ビザ、 チューター、住所、
家族形態、異動事項、備考、延長申請の可否（国費）、採用区分、短
期留学生コード、留学期間（年）、個別番号重複チェック、採用区分
（文科）

氏名、国籍、生年月日、性別、現住所、電話番号、志望部局、志望
教員、希望入学課程、希望入学時期、学歴、成績証明書、卒業証明
書（または卒業見込み証明書）、職歴

氏名、生年月日、国籍、性別、本国における居住地、職業、日本に
おける連絡先（所属部局）、所属身分、受入教員名、教育研究予定
期間、入居希望期間、入居希望会館名、同居家族の続柄、氏名、生
年月日

過去10年間AAO申請者 国際交流会館入居希望者

文部科学省国費留学生受入書類 本人による入力 本人からの届出
各受入部局からの提供
本人届出

□ 含む　　　■ 含まない □ 含む　　　■ 含まない □ 含む　　　■ 含まない

京都大学総務部法務室 京都大学総務部法務室 京都大学総務部法務室
京都市左京区吉田本町 京都市左京区吉田本町 京都市左京区吉田本町

無し 無し 無し

□ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル） ■ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル） ■ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）
■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル） □ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル） □ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）

□ 該当　　　■ 非該当 ■ 該当　　　□ 非該当 ■ 該当　　　□ 非該当

京都大学総務部法務室
京都市左京区吉田本町

京都大学総務部法務室
京都市左京区吉田本町

国際・共通教育推進部国際教育交流課国際教育企画掛 国際・共通教育推進部グローバル展開オフィスアドミッション支援室 国際・共通教育推進部留学生支援課国際交流サービスオフィス

本学に留学し在籍する留学生

無し 無し 無し

□有　■無 ■ 有　□ 無



京都大学個人情報ファイル簿（令和４年１０月１日現在）

個人情報ファイル保有機関の名称

個人情報ファイルの利用目的

個人情報ファイルの記録項目

要配慮個人情報が含まれるときはそ
の旨

個人情報の訂正又は利用停止に関して他
の法律又はこれに基づく命令の規定によ
る特別の手続が定められている場合の当
該法令の名称

備考

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

個人情報ファイルに記録される個人
の範囲

個人情報ファイルに記録される個人
情報の収集方法

個人情報ファイルに記録される個人
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

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号に係る令第20
条第7項規定ファイルの有無

法第110条第1項の提案募集の対象
となるか、また対象となる場合はそ
の提案を受ける組織の名称及び所
在地

４３．京都大学国際交流会館（おうばく分館）　入居関係 ４４．在留資格認定証明書交付代理申請 ４５．Kyoto iUP オンライン出願システム

京都大学 京都大学 京都大学

外国人研究者、留学生及びその家族の国際交流会館入居管理 外国人研究者、留学生及びその家族の日本入国査証取得に係る在
留資格認定証明書交付申請の手続き

Kyoto iUP予備教育履修生選抜審査実施業務

氏名、生年月日、国籍、性別、本国における居住地、職業、日本に
おける連絡先（所属部局）、所属身分、受入教員名、教育研究予定
期間、入居希望期間、入居希望会館名、同居家族の続柄、氏名、生
年月日

氏名、生年月日、パスポート番号、国籍、出生地、性別、本国におけ
る居住地、職業、最終学歴、職歴、ＩＤ写真のコピー、日本における
連絡先（所属部局）、携帯番号、入国目的、入国予定年月日、上陸
予定地、滞在予定機関、査証申請予定地、過去の出入国歴、犯罪
を理由とする処分を受けたことの有無、退去強制又は出国命令によ
る出国の有無、在日親族および同居者の続柄、氏名、生年月日、国
籍、同居予定、勤務（通学）先、在留カード番号

氏名、性別、生年月日、国籍、出生地、永住権取得国、住所、電話
番号、メールアドレス、志望学部学科、学歴、成績証明書、卒業証明
書（または卒業見込証明書）、職歴、インターンシップ歴、評価書、評
価者メールアドレス、英語能力試験スコア、第一言語、他言語、日本
語レベル、JLPTスコア、共通試験スコア、奨学金希望有無、他奨学
金、受賞歴、課外活動歴、顔写真、パスポ―ト写し、検定料支払証
明書、エッセイ

国際交流会館入居希望者 在留資格認定証明書交付代理申請希望者 Kyoto iUP出願者

本人からの届出 本人からの届出 本人による入力、本人または出身高校の教員によるアップロード

□ 含む　　　■ 含まない ■ 含む　　　□ 含まない ■ 含む　　　□ 含まない

京都大学総務部法務室 京都大学総務部法務室 京都大学総務部法務室
京都市左京区吉田本町 京都市左京区吉田本町 京都市左京区吉田本町

無し 無し 無し

■ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル） ■ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル） ■ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）
□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル） □ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル） □ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）

■ 該当　　　□ 非該当 ■ 該当　　　□ 非該当 □ 該当　　　■ 非該当

京都大学総務部法務室
京都市左京区吉田本町

京都大学総務部法務室
京都市左京区吉田本町

国際・共通教育推進部留学生支援課国際交流サービスオフィス 国際・共通教育推進部留学生支援課国際交流サービスオフィス 国際・共通教育推進部留学生支援課吉田カレッジオフィス事務室

無し 法務省　大阪入国管理局京都出張所 無し

■ 有　□ 無 ■ 有　□ 無 ■ 有　□ 無



京都大学個人情報ファイル簿（令和４年１０月１日現在）

個人情報ファイル保有機関の名称

個人情報ファイルの利用目的

個人情報ファイルの記録項目

要配慮個人情報が含まれるときはそ
の旨

個人情報の訂正又は利用停止に関して他
の法律又はこれに基づく命令の規定によ
る特別の手続が定められている場合の当
該法令の名称

備考

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

個人情報ファイルに記録される個人
の範囲

個人情報ファイルに記録される個人
情報の収集方法

個人情報ファイルに記録される個人
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

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号に係る令第20
条第7項規定ファイルの有無

法第110条第1項の提案募集の対象
となるか、また対象となる場合はそ
の提案を受ける組織の名称及び所
在地

４６．学生名簿（自 昭和28年3月卒業者） ４７．卒業者名簿 S38年～S49年 ４８．卒業者名簿 S50年～S59年

京都大学 京都大学 京都大学

学籍確認 卒業者の確認事務 卒業者の確認事務

入（進）学年、学科、専攻、氏名、生年月日、卒業・修了・研究指導認
定退学年月日

学科、入学年度、出身校、本籍、生年月日、氏名、就職先 学科、入学年度、出身校、本籍、生年月日、氏名、就職先

□ 含む　　　■ 含まない □ 含む　　　■ 含まない □ 含む　　　■ 含まない

京都大学総務部法務室 京都大学総務部法務室 京都大学総務部法務室
京都市左京区吉田本町 京都市左京区吉田本町 京都市左京区吉田本町

無し 無し 無し

□ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル） □ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル） □ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）
■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル） ■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル） ■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）

□ 該当　　　■ 非該当 □ 該当　　　■ 非該当 □ 該当　　　■ 非該当

教育学研究科教務掛 経済学研究科教務掛 経済学研究科教務掛

学部・修士・博士後期課程に入（進）学した学生等正規学生として在
籍した学生

経済学部・経済学研究科卒業者 経済学部・経済学研究科卒業者

本人からの届出本人からの届出及び教務情報システム 本人からの届出

無し 無し 無し



京都大学個人情報ファイル簿（令和４年１０月１日現在）

個人情報ファイル保有機関の名称

個人情報ファイルの利用目的

個人情報ファイルの記録項目

要配慮個人情報が含まれるときはそ
の旨

個人情報の訂正又は利用停止に関して他
の法律又はこれに基づく命令の規定によ
る特別の手続が定められている場合の当
該法令の名称

備考

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

個人情報ファイルに記録される個人
の範囲

個人情報ファイルに記録される個人
情報の収集方法

個人情報ファイルに記録される個人
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

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号に係る令第20
条第7項規定ファイルの有無

法第110条第1項の提案募集の対象
となるか、また対象となる場合はそ
の提案を受ける組織の名称及び所
在地

４９．卒業者名簿 S60年～（現在） ５０．学籍簿（昭和3年度卒業～平成13年度卒業） ５１．学籍簿

京都大学 京都大学 京都大学

医学研究科教務・学生支援室（学部教務掛） 医学研究科教務・学生支援室（大学院教務掛）

卒業者の確認事務 諸証明書発行・学籍確認 学生の異動履歴の把握・成績管理等

学科、入学年度、氏名、就職先、性別 学生番号、かな氏名、漢字氏名、生年月日、性別、入学年月日、進
学年、卒業年月日、証書番号、出身学校、学位記番号、休学（期間・
年数・理由）、その他、入試成績、学業成績（科目名・開講期・区分・
評価・単位・修得年度・備考）

氏名、生年月日、入学年月日、単位取得／研究指導認定年月日、
退学年月日、修了年月日、所属専攻、指導教員名、出身大学、研究
指導題目、成績

卒業者 修了者

□ 含む　　　■ 含まない □ 含む　　　■ 含まない □ 含む　　　■ 含まない

京都大学総務部法務室 京都大学総務部法務室 京都大学総務部法務室
京都市左京区吉田本町 京都市左京区吉田本町 京都市左京区吉田本町

無し 無し 無し

□ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル） □ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル） □ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）
■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル） ■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル） ■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）

□ 該当　　　■ 非該当 □ 該当　　　■ 非該当 □ 該当　　　■ 非該当

経済学研究科教務掛

経済学部卒業者

本人からの届出 本人からの届け出、授業科目担当教員からの報告 本人からの情報、教員からの情報など在学中の記録

無し 無し 無し



京都大学個人情報ファイル簿（令和４年１０月１日現在）

個人情報ファイル保有機関の名称

個人情報ファイルの利用目的

個人情報ファイルの記録項目

要配慮個人情報が含まれるときはそ
の旨

個人情報の訂正又は利用停止に関して他
の法律又はこれに基づく命令の規定によ
る特別の手続が定められている場合の当
該法令の名称

備考

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

個人情報ファイルに記録される個人
の範囲

個人情報ファイルに記録される個人
情報の収集方法

個人情報ファイルに記録される個人
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

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号に係る令第20
条第7項規定ファイルの有無

法第110条第1項の提案募集の対象
となるか、また対象となる場合はそ
の提案を受ける組織の名称及び所
在地

５２．工学部学部学生 ５３．工学部卒業者等 ５４．大学院工学研究科大学院学生

京都大学 京都大学 京都大学

諸証明書発行に利用 諸証明書発行に利用 諸証明書発行

学生番号、学科、氏名、生年月日、性別、国籍、入学区分、入学年
月日、学籍コー ド、学生種別、学科コード、外国人区分、回生

学生番号、学科、氏名、生年月日、性別、国籍、入学区分、入学年
月日、学籍コー ド、学生種別、学科コード、外国人区分

学生番号、専攻、カナ氏名、漢字氏名、ローマ字氏名、生年月日、
性別、国籍、入学区分、入年月日、学籍コード、修了等年月日、学
生種別、専攻コード、外国人区分、回生、専攻コードソート

□ 含む　　　■ 含まない □ 含む　　　■ 含まない □ 含む　　　■ 含まない

京都大学総務部法務室 京都大学総務部法務室 京都大学総務部法務室
京都市左京区吉田本町 京都市左京区吉田本町 京都市左京区吉田本町

無し 無し 無し

■ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル） ■ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル） ■ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）
□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル） □ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル） □ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）

□ 該当　　　■ 非該当 □ 該当　　　■ 非該当 □ 該当　　　■ 非該当

工学研究科教務課教務掛 工学研究科教務課教務掛 工学研究科教務課大学院掛

在籍学生 卒業者・退学者・除籍者等 在籍学生

本人からの届け出 本人からの届出 本人からの届け出

無し 無し 無し

□有　■無 □有　■無□有　■無



京都大学個人情報ファイル簿（令和４年１０月１日現在）

個人情報ファイル保有機関の名称

個人情報ファイルの利用目的

個人情報ファイルの記録項目

要配慮個人情報が含まれるときはそ
の旨

個人情報の訂正又は利用停止に関して他
の法律又はこれに基づく命令の規定によ
る特別の手続が定められている場合の当
該法令の名称

備考

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

個人情報ファイルに記録される個人
の範囲

個人情報ファイルに記録される個人
情報の収集方法

個人情報ファイルに記録される個人
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

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号に係る令第20
条第7項規定ファイルの有無

法第110条第1項の提案募集の対象
となるか、また対象となる場合はそ
の提案を受ける組織の名称及び所
在地

５５．大学院工学研究科修了者等 ５６．入学試験願書 ５７．大学卒業証明書

京都大学 京都大学 京都大学

諸証明書発行 入学志願者の履歴等の把握、選考資料としての活用 受験資格確認

学生番号、専攻、カナ氏名、漢字氏名、ローマ字氏名、生年月日、
性別、国籍、入学区分、入年月日、学籍コード、修了等年月日、学
生種別、専攻コード、外国人区分、回生、専攻コードソート

氏名、性別、生年月日、出身大学、出身学部、志望専攻、志望専門
種目、研究内容、入学年月日、修了（卒業）年月日、家庭住所、電話
番号

氏名、生年月日、大学名、卒業年月日

□ 含む　　　■ 含まない □ 含む　　　■ 含まない □ 含む　　　■ 含まない

京都大学総務部法務室 京都大学総務部法務室 京都大学総務部法務室
京都市左京区吉田本町 京都市左京区吉田本町 京都市左京区吉田本町

無し 無し 無し

■ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル） □ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル） □ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）
□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル） ■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル） ■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）

□ 該当　　　■ 非該当 □ 該当　　　■ 非該当 □ 該当　　　■ 非該当

工学研究科教務課大学院掛 北部構内教務・図書課農学研究科大学院教務掛 北部構内教務・図書課農学研究科大学院教務掛

修了者・中退者・除籍者等 過去5年間研究科受験者 過去5年間研究科修士受験者

本人からの届け出 本人からの情報 本人からの情報

無し 無し 無し

□有　■無



京都大学個人情報ファイル簿（令和４年１０月１日現在）

個人情報ファイル保有機関の名称

個人情報ファイルの利用目的

個人情報ファイルの記録項目

要配慮個人情報が含まれるときはそ
の旨

個人情報の訂正又は利用停止に関して他
の法律又はこれに基づく命令の規定によ
る特別の手続が定められている場合の当
該法令の名称

備考

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

個人情報ファイルに記録される個人
の範囲

個人情報ファイルに記録される個人
情報の収集方法

個人情報ファイルに記録される個人
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

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号に係る令第20
条第7項規定ファイルの有無

法第110条第1項の提案募集の対象
となるか、また対象となる場合はそ
の提案を受ける組織の名称及び所
在地

５８．大学成績証明書 ５９．学籍記録カード ６０．学籍簿

京都大学 京都大学 京都大学

入学試験資料として活用 学生の連絡先・異動管理 学籍管理、成績管理

氏名、生年月日、大学名、成績 写真、入学年、学科、ふりがな、氏名、生年月日、性別、入学後の学
籍異動等、保護者氏名、続柄、家庭所在地、電話番号、入学後の住
所、電話番号、出身高等学校、卒業等年月日

学生番号、カナ氏名、氏名、生年月日、国籍、入学年月日、修了年
月日、休学、成績

□ 含む　　　■ 含まない □ 含む　　　■ 含まない □ 含む　　　■ 含まない

京都大学総務部法務室 京都大学総務部法務室 京都大学総務部法務室
京都市左京区吉田本町 京都市左京区吉田本町 京都市左京区吉田本町

無し 無し 無し

□ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル） □ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル） □ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）
■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル） ■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル） ■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）

□ 該当　　　■ 非該当 □ 該当　　　■ 非該当 □ 該当　　　■ 非該当

人間・環境学研究科大学院掛北部構内教務・図書課農学研究科大学院教務掛 人間・環境学研究科教務掛

過去5年間研究科修士受験者 総合人間学部在籍者及び卒業者等（卒業・退学・転出・離籍・除籍・
志望）

在学生、修了者、中退者、除籍者、離職者

本人からの情報 本人からの届出 本人からの届出、教員からの提出

無し 無し 無し



京都大学個人情報ファイル簿（令和４年１０月１日現在）

個人情報ファイル保有機関の名称

個人情報ファイルの利用目的

個人情報ファイルの記録項目

要配慮個人情報が含まれるときはそ
の旨

個人情報の訂正又は利用停止に関して他
の法律又はこれに基づく命令の規定によ
る特別の手続が定められている場合の当
該法令の名称

備考

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

個人情報ファイルに記録される個人
の範囲

個人情報ファイルに記録される個人
情報の収集方法

個人情報ファイルに記録される個人
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

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号に係る令第20
条第7項規定ファイルの有無

法第110条第1項の提案募集の対象
となるか、また対象となる場合はそ
の提案を受ける組織の名称及び所
在地

６１．iPS細胞研究所　寄附者等データベース ６２．利用者ファイル ６３．旧胸部疾患研究所ID検索

京都大学 京都大学 京都大学

iPS細胞研究基金への寄附の受入業務、問い合わせ対応及びメー
ルマガジン等の配信のため

附属図書館利用者管理 カルテ、フィルムの検索

名簿ID、名簿バージョン、名簿区分、氏名カナ、性別、氏名備考、肩
書、生年月日、ステータス、代表者情報、連絡先、本学との関係、関
係先、事務局メモ、送付物の可否、寄附情報、コミュニケーション履
歴

身分証期限、利用証番号、身分証番号、氏名（フリガナ）、電話番
号、E-mailアドレス、現住所、帰省先、部局コード、身分コード、学内
連絡先、予算コード、ＥＣＳ－ＩＤ又はＳＰＳ－ＩＤ

氏名、生年月日、性別、受診歴、入院歴

■ 含む　　　□ 含まない □ 含む　　　■ 含まない ■ 含む　　　□ 含まない

京都大学総務部法務室 京都大学総務部法務室 京都大学総務部法務室
京都市左京区吉田本町 京都市左京区吉田本町 京都市左京区吉田本町

無し 無し 無し

■ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル） ■ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル） ■ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）
□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル） □ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル） □ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）

■該当　　　□非該当 □該当　　　■非該当 □ 該当　　　■ 非該当

京都大学総務部法務室
京都市左京区吉田本町

iPS細胞研究所基金室・国際広報室 附属図書館利用支援課資料サービス掛 医学部附属病院医務課

iPS細胞研究基金への寄附者等 本学学生、教職員、利用登録者 旧胸部疾患研究所の元患者

教育推進・学生支援部教務企画課、人事部からの提供、統合認証
システムからの入手および利用申請書記載事項

初診時の本人届け出及び診療による本人からの寄附申し込み・職員の入力による

無し 無し 無し

■有　□無 □有　■無□有　■無



京都大学個人情報ファイル簿（令和４年１０月１日現在）

個人情報ファイル保有機関の名称

個人情報ファイルの利用目的

個人情報ファイルの記録項目

要配慮個人情報が含まれるときはそ
の旨

個人情報の訂正又は利用停止に関して他
の法律又はこれに基づく命令の規定によ
る特別の手続が定められている場合の当
該法令の名称

備考

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

個人情報ファイルに記録される個人
の範囲

個人情報ファイルに記録される個人
情報の収集方法

個人情報ファイルに記録される個人
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

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号に係る令第20
条第7項規定ファイルの有無

法第110条第1項の提案募集の対象
となるか、また対象となる場合はそ
の提案を受ける組織の名称及び所
在地

６４．旧胸部疾患研究所入院患者名簿 ６５．診療録 ６６．MEDI-DPCコードファインダー

京都大学 京都大学 京都大学

カルテ、フィルムの検索フィルム 診療 厚生労働省へのDPC調査データ提出

氏名、生年月日、性別、受診歴、入院歴、住所、退院転帰 ID、氏名、性別、生年月日、住所、診療内容、検査所見 患者ID、患者氏名（漢字／カナ）、生年月日、性別、住所、入退院
日、病名、身長、体重、手術、ADL等、厚生労働省が定める『DPC導
入の影響評価に係る調査』様式１に準ずる。

■ 含む　　　□ 含まない ■ 含む　　　□ 含まない ■ 含む　　　□ 含まない

京都大学総務部法務室 京都大学総務部法務室 京都大学総務部法務室
京都市左京区吉田本町 京都市左京区吉田本町 京都市左京区吉田本町

無し 無し DPC対象病院施設要件

□ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル） □ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル） ■ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）
■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル） ■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル） □ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）

□ 該当　　　■ 非該当 □ 該当　　　■ 非該当 □ 該当　　　■ 非該当

マニュアル処理ファイルだが、機器による検索が可能

医学部附属病院医務課 医学部附属病院医務課 医学部附属病院医務課　診療情報業務掛

患者 退院患者旧胸部疾患研究所の元患者

初診時の本人届け出及び診療による 初診時の本人届け出及び診療による 診療録からの自動取り込み及び担当者採録による

無し 無し 厚生労働省（委託機関）年４回

■有　□無



京都大学個人情報ファイル簿（令和４年１０月１日現在）

個人情報ファイル保有機関の名称

個人情報ファイルの利用目的

個人情報ファイルの記録項目

要配慮個人情報が含まれるときはそ
の旨

個人情報の訂正又は利用停止に関して他
の法律又はこれに基づく命令の規定によ
る特別の手続が定められている場合の当
該法令の名称

備考

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

個人情報ファイルに記録される個人
の範囲

個人情報ファイルに記録される個人
情報の収集方法

個人情報ファイルに記録される個人
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

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号に係る令第20
条第7項規定ファイルの有無

法第110条第1項の提案募集の対象
となるか、また対象となる場合はそ
の提案を受ける組織の名称及び所
在地

６７．HosCanR　Next（がん登録データベース） ６８．病院情報分析基盤MEDI-ARROWS ６９．サイバー　院内がん登録プログラム

京都大学 京都大学 京都大学

医学部附属病院医務課　診療情報業務掛 医学部附属病院医務課　診療情報業務掛 医学部附属病院医務課　診療情報業務掛

院内がん登録、全国がん登録へデータ提出を行うため
（都道府県がん診療連携拠点病院の指定に係る必須要件）

DPCデータ分析 院内がん登録、全国がん登録データ提出を行うため
（都道府県がん診療連携拠点病院の指定に係る必須条件）

患者ID、患者氏名（漢字／カナ）、生年月日、性別、住所、原発巣、
初回治療内容等、国立がん研究センターが定める『がん診療連携拠
点病院等院内がん登録標準登録様式』に準ずる。

患者ID、生年月日、性別、住所、入退院日、病名、身長、体重、手
術、ADL等、診療行為、保険種別、診療報酬請求点数、厚生労働省
が定める『DPC導入の影響評価に係る調査』項目に準ずる。

患者ID、患者氏名（漢字／カナ）、生年月日、性別、住所、原発巣、
初回治療内容等、国立がん研究センターが定める『がん診療連携拠
点病院等院内がん登録標準登録様式』に準ずる。

受診患者 退院患者 受診患者

診療録からの担当者採録による 厚生労働省提出DPCデータ 診療録からの自動取り込み及び、担当者採録による

■ 含む　　　□ 含まない ■ 含む　　　□ 含まない ■ 含む　　　□ 含まない

国立がん研究センター、京都府医師会（各１回／年） 院内のみ 国立がん研究センター、京都府医師会（各１回／年）

京都大学総務部法務室 京都大学総務部法務室 京都大学総務部法務室
京都市左京区吉田本町 京都市左京区吉田本町 京都市左京区吉田本町

がん登録等の推進に関する法律（平成25年12月13日制定） 無し がん登録等の推進に関する法律（平成２５年１２月１３日制定）

■ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル） ■ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル） ■ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）
□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル） □ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル） □ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）

□ 該当　　　■ 非該当 □ 該当　　　■ 非該当 □ 該当　　　■ 非該当

■有　□無 ■有　□無■有　□無



京都大学個人情報ファイル簿（令和４年１０月１日現在）

個人情報ファイル保有機関の名称

個人情報ファイルの利用目的

個人情報ファイルの記録項目

要配慮個人情報が含まれるときはそ
の旨

個人情報の訂正又は利用停止に関して他
の法律又はこれに基づく命令の規定によ
る特別の手続が定められている場合の当
該法令の名称

備考

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

個人情報ファイルに記録される個人
の範囲

個人情報ファイルに記録される個人
情報の収集方法

個人情報ファイルに記録される個人
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

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号に係る令第20
条第7項規定ファイルの有無

法第110条第1項の提案募集の対象
となるか、また対象となる場合はそ
の提案を受ける組織の名称及び所
在地

７０．診療情報データベース ７１．診療報酬請求データベース ７２．サイバーオンコロジー

京都大学 京都大学 京都大学

診療 収入事務 診療

患者ID、カナ氏名、氏名、ファーストネーム、ミドルネーム、ラスト
ネーム、性別、生年月日、国籍、郵便番号、現住所、電話番号、連
絡先電話番号、診療記録、病名情報、検体検査情報、細菌検査情
報、病理検査情報、生理検査情報、内視鏡検査情報、放射線検査
情報、処方情報、注射情報、手術情報、リハビリ情報、輸血情報、診
療予約情報、入退院情報、食事情報、栄養指導情報、放射線画像
情報、放射線フィルム管理情報、検査画像情報、病棟・病室情報、
保険（種別・番号）情報、結婚歴、結婚年齢、血族結婚、子供の有
無、家庭内での役割、結婚での役割コメント、職業業種、職業、職業
期間、緊急連絡先情報1、緊急連絡先情報2、キーパーソン情報、主
な世話人情報、保護義務者情報、退院後連絡先情報

ID番号・氏名・住所・生年月日・電話番号・母の名、住所情報、患者
コメント（事務上連絡事項）情報、保険情報、来院歴情報、入退院・
病棟病床情報、来院受付情報、診療予約情報、科歴情報、病歴情
報診療情報、算定管理情報、診療行為オーダー情報、未収金情報、
債権情報、レセプトコメント情報、発行歴情報

患者ID、患者氏名（漢字/カナ）、生年月日、性別、血液型、住所、受
診歴、入院歴、退院転帰、病理検査情報、診療内容、検査所見、転
帰日、転帰内容

■ 含む　　　□ 含まない ■ 含む　　　□ 含まない ■ 含む　　　□ 含まない

京都大学総務部法務室 京都大学総務部法務室 京都大学総務部法務室
京都市左京区吉田本町 京都市左京区吉田本町 京都市左京区吉田本町

無し 無し 無し

■ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル） ■ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル） ■ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）
□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル） □ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル） □ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）

□ 該当　　　■ 非該当 □ 該当　　　■ 非該当 □ 該当　　　■ 非該当

医学部附属病院経営管理課 医学部附属病院経営管理課 医学部附属病院がんセンター

受診患者 受診患者 受診患者

本人の届け出及び診療 本人の届け出及び診療 診療データベース及び診療結果より

社会保険診療報酬支払基金
国民健康保険団体連合会

無し無し

□有　■無 □有　■無 □有　■無



京都大学個人情報ファイル簿（令和４年１０月１日現在）

個人情報ファイル保有機関の名称

個人情報ファイルの利用目的

個人情報ファイルの記録項目

要配慮個人情報が含まれるときはそ
の旨

個人情報の訂正又は利用停止に関して他
の法律又はこれに基づく命令の規定によ
る特別の手続が定められている場合の当
該法令の名称

備考

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

個人情報ファイルに記録される個人
の範囲

個人情報ファイルに記録される個人
情報の収集方法

個人情報ファイルに記録される個人
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

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号に係る令第20
条第7項規定ファイルの有無

法第110条第1項の提案募集の対象
となるか、また対象となる場合はそ
の提案を受ける組織の名称及び所
在地

７３．手術台帳 ７４．局麻台帳 ７５．麻酔台帳

京都大学 京都大学 京都大学

手術事務管理 局部麻酔に関する情報・管理 麻酔に関する情報・管理

氏名、性別、年令、手術名、病名 氏名、性別、生年月日、病名、手術名 氏名、性別、生年月日、病名、手術名

■ 含む　　　□ 含まない ■ 含む　　　□ 含まない ■ 含む　　　□ 含まない

京都大学総務部法務室 京都大学総務部法務室 京都大学総務部法務室
京都市左京区吉田本町 京都市左京区吉田本町 京都市左京区吉田本町

無し 無し 無し

■ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル） ■ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル） ■ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）
□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル） □ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル） □ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）

□ 該当　　　■ 非該当 □ 該当　　　■ 非該当 □ 該当　　　■ 非該当

医学部附属病院デイサージャリー診療部 医学部附属病院手術部 医学部附属病院麻酔科

手術部で麻酔管理を受けた人 麻酔科で麻酔管理を受けた人手術を受けた患者

術前記録、麻酔記録から診療録、個々の患者から 術前記録、麻酔記録から

無し 無し 無し

□有　■無 ■有　□無■有　□無



京都大学個人情報ファイル簿（令和４年１０月１日現在）

個人情報ファイル保有機関の名称

個人情報ファイルの利用目的

個人情報ファイルの記録項目

要配慮個人情報が含まれるときはそ
の旨

個人情報の訂正又は利用停止に関して他
の法律又はこれに基づく命令の規定によ
る特別の手続が定められている場合の当
該法令の名称

備考

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

個人情報ファイルに記録される個人
の範囲

個人情報ファイルに記録される個人
情報の収集方法

個人情報ファイルに記録される個人
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

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号に係る令第20
条第7項規定ファイルの有無

法第110条第1項の提案募集の対象
となるか、また対象となる場合はそ
の提案を受ける組織の名称及び所
在地

７６．検体管理システム（SATS3.0） ７７．患者別染色セット ７８．初診配当表

京都大学 京都大学 京都大学

検体保管管理 造血器腫瘍解析検査依頼及び結果記録 初診患者照会の医事業務

患者ID・検体採取日、サンプル名、検体ID、検体使用日、院外搬出
日、試料ID

氏名、ID、疾患名、抗体染色パネル 患者名、ID、主治医

受診患者 受診患者（異常細胞検出者） 歯科口腔外科の初診患者

診療情報データベース及び診療結果より 造血器腫瘍解析検査依頼からの結果記録 歯科口腔外科の初診患者を電子カルテより収集

■ 含む　　　□ 含まない ■ 含む　　　□ 含まない ■ 含む　　　□ 含まない

無し 無し 無し

京都大学総務部法務室 京都大学総務部法務室 京都大学総務部法務室
京都市左京区吉田本町 京都市左京区吉田本町 京都市左京区吉田本町

無し 無し 無し

■ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル） □ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル） ■ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）
□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル） ■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル） □ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）

□有　■無 □有　■無 ■有　□無

□ 該当　　　■ 非該当 □ 該当　　　■ 非該当 □ 該当　　　■ 非該当

医学部附属病院クリニカルバイオリソースセンター 医学部附属病院検査部細胞分析検査室 医学部附属病院歯科口腔外科



京都大学個人情報ファイル簿（令和４年１０月１日現在）

個人情報ファイル保有機関の名称

個人情報ファイルの利用目的

個人情報ファイルの記録項目

要配慮個人情報が含まれるときはそ
の旨

個人情報の訂正又は利用停止に関して他
の法律又はこれに基づく命令の規定によ
る特別の手続が定められている場合の当
該法令の名称

備考

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

個人情報ファイルに記録される個人
の範囲

個人情報ファイルに記録される個人
情報の収集方法

個人情報ファイルに記録される個人
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

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号に係る令第20
条第7項規定ファイルの有無

法第110条第1項の提案募集の対象
となるか、また対象となる場合はそ
の提案を受ける組織の名称及び所
在地

７９．入院台帳 ８０．入院予定マスター

京都大学 京都大学

患者照会等の医事業務 手術予定患者照会と医事業務

患者名、ID、術式、電話番号、性別、主治医 患者名、ID、術式、電話番号、性別、主治医

歯科口腔外科で手術し入院した患者 歯科口腔外科にて手術を受ける予定の患者

歯科口腔外科での入院患者を電子カルテより収集 歯科口腔外科入院患者の電子カルテより収集

■ 含む　　　□ 含まない ■ 含む　　　□ 含まない

無し 無し

京都大学総務部法務室 京都大学総務部法務室
京都市左京区吉田本町 京都市左京区吉田本町

無し 無し

■ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル） ■ 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）
□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル） □ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）

■有　□無 ■有　□無

□ 該当　　　■ 非該当 □ 該当　　　■ 非該当

医学部附属病院歯科口腔外科 医学部附属病院歯科口腔外科
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