
作成・取得年 大分類 中分類 文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了時期 媒体種別 保存場所 管理者 保存期間満了時の措 備考 管理番号

2009 会議 会議 次世代計算科学チームリーダー会 次世代計算科学研究開 2009年05月28日 10年 2019年05月27日 紙 事務所 横断プログラム推進室 廃棄 　 A25-03-20110056
2011 人事 人事 兼務 横断プログラム推進室 2011年04月01日 10年 2021年03月31日 紙 事務所 横断プログラム推進室 廃棄 　 A25-03-20110073

2013
創薬・医療技術基盤プ
ログラム

創薬・医療技術基盤プ
ログラム

iPS細胞由来網膜色素上皮細胞移
植治療の開発　トランスレーショナ
ルリサーチ非臨床/臨床研究

横断プログラム推進室
長

2013年03月31日 10年 2023年03月30日 紙 事務所
横断プログラム推進室
（創薬・医療技術基盤担
当）

廃棄 　 A25-03-20130002

2013
創薬・医療技術基盤プ
ログラム

創薬・医療技術基盤プ
ログラム

人工アジュバントベクター細胞の開
発　トランスレーショナルリサーチ非
臨床/臨床研究

横断プログラム推進室
長

2014年04月01日 10年 2024年03月31日 紙 事務所
横断プログラム推進室
（創薬・医療技術基盤担
当）

廃棄 　 A31-00-20140001

2014
創薬・医療技術基盤プ
ログラム

創薬・医療技術基盤プ
ログラム

iPS細胞由来NKT細胞を用いた悪性
腫瘍治療技術の開発　トランスレー
ショナルリサーチ非臨床/臨床研究

横断プログラム推進室
長

2015年04月01日 10年 2025年03月31日 紙 事務所
横断プログラム推進室
（創薬・医療技術基盤担
当）

廃棄 　 A31-00-20150003

2009 委託契約 委託契約 平成21年度委託費関係No.1

次世代計算科学研究開
発プログラム企画調整
グループ企画調整チー
ムリーダー

2009年04月01日 10年 2019年03月31日 紙 事務所
横断プログラム推進室
長

廃棄 　 A25-03-20110063

2009 会議 会議
次世代計算科学研究開発運営委員
会No.3

次世代計算科学研究開
発プログラム企画調整
グループ企画調整チー
ムリーダー

2009年09月29日 10年 2019年09月28日 紙 事務所
横断プログラム推進室
長

廃棄 　 A25-03-20110064

2016
健康脆弱化予知予防コ
ンソーシアム

健康脆弱化予知予防コ
ンソーシアム

健康脆弱化予知予防コンソーシア
ム会員名簿

横断プログラム推進室
長

2017年04月01日 10年 2027年03月31日 紙 事務所
横断プログラム推進室
長

廃棄 A31-00-20160002

2017
健康脆弱化予知予防コ
ンソーシアム

健康脆弱化予知予防コ
ンソーシアム

健康脆弱化予知予防コンソーシア
ム会員名簿

横断プログラム推進室
長

2018年04月01日 10年 2028年03月31日 紙 事務所
横断プログラム推進室
長

廃棄 A31-00-20170002

2016
創薬・医療技術基盤プ
ログラム

創薬・医療技術基盤プ
ログラム

iPS細胞由来網膜色素上皮細胞移
植による加齢黄斑変性治療　トラン
スレーショナルリサーチ非臨床/臨
床研究

横断プログラム推進室
長

2017年04月01日
研究終了後
5年

事務所
横断プログラム推進室
長

廃棄 A31-00-20160004

2016
創薬・医療技術基盤プ
ログラム

創薬・医療技術基盤プ
ログラム

新規リガンドを用いたNKT細胞標的
がん治療　トランスレーショナルリ
サーチ非臨床/臨床研究

横断プログラム推進室
長

2017年04月01日
研究終了後
5年

事務所
横断プログラム推進室
長

廃棄 A31-00-20160005

2016
創薬・医療技術基盤プ
ログラム

創薬・医療技術基盤プ
ログラム

スギ花粉症ワクチンの開発　トラン
スレーショナルリサーチ非臨床/臨
床研究

横断プログラム推進室
長

2017年04月01日
研究終了後
5年

事務所
横断プログラム推進室
長

廃棄 A31-00-20160006

2017
健康脆弱化予知予防コ
ンソーシアム

健康脆弱化予知予防コ
ンソーシアム

健康脆弱化予知予防コンソーシア
ム　アンケート

科学技術ハブ推進室長 2018年04月01日 1年 2019年03月31日 紙 事務所 科学技術ハブ推進室長 廃棄 A47-00-20177008

2016
健康脆弱化予知予防コ
ンソーシアム

健康脆弱化予知予防コ
ンソーシアム

健康脆弱化予知予防コンソーシア
ム　運営委員会

科学技術ハブ推進室長 2017年04月01日 10年 2027年03月31日 紙 事務所 科学技術ハブ推進室長 廃棄 A47-00-20166008

2017 和光市計測 和光市計測
健康脆弱化計測技術開発及び情報
プラットフォーム構築のための和光
市計測　領収証

科学技術ハブ推進室長 2018年04月01日 7年 2025年03月31日 紙 事務所 科学技術ハブ推進室長 廃棄 A47-00-20177009

2017
創薬・医療技術基盤プ
ログラム

創薬・医療技術基盤プ
ログラム

iPS細胞由来網膜組織を用いた網
膜変性疾患に対する治療開発 トラ
ンスレーショナルリサーチ非臨床/
臨床研究

科学技術ハブ推進室長 2018年04月01日
研究終了後
5年

事務所
横断プログラム推進課
長

廃棄 A47-00-20177005

2017
創薬・医療技術基盤プ
ログラム

創薬・医療技術基盤プ
ログラム

器官原基法による毛包再生医療
トランスレーショナルリサーチ非臨
床/臨床研究

科学技術ハブ推進室長 2018年04月01日
研究終了後
5年

紙 事務所
横断プログラム推進課
長

廃棄 A47-00-20177006

2017
創薬・医療技術基盤プ
ログラム

創薬・医療技術基盤プ
ログラム

咬合刺激による歯周組織の形成・
成熟機構に立脚した次世代インプ
ラントの開発　トランスレーショナル
リサーチ非臨床/臨床研究

科学技術ハブ推進室長 2018年04月01日
研究終了後
5年

紙 事務所
横断プログラム推進課
長

廃棄 A47-00-20177007

2018 稟議書 稟議書 稟議書（3年） 横断プログラム推進課 2019年04月01日 3年 2022年03月31日 電子 事務所 横断プログラム推進課 廃棄 A47-02-20180000
2018 稟議書 稟議書 稟議書（5年） 横断プログラム推進課 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 電子 事務所 横断プログラム推進課 廃棄 A47-02-20180001
2018 稟議書 稟議書 稟議書（10年） 横断プログラム推進課 2019年04月01日 10年 2029年03月31日 電子 事務所 横断プログラム推進課 廃棄 A47-02-20180002
2017 稟議書 稟議書 稟議書（3年） 横断プログラム推進課 2018年04月01日 3年 2021年03月31日 電子 事務所 横断プログラム推進課 廃棄 A47-02-20177010
2017 稟議書 稟議書 稟議書（5年） 横断プログラム推進課 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 電子 事務所 横断プログラム推進課 廃棄 A47-02-20177011
2017 稟議書 稟議書 稟議書（10年） 横断プログラム推進課 2018年04月01日 10年 2028年03月31日 電子 事務所 横断プログラム推進課 廃棄 A47-02-20177012
2016 稟議書 稟議書 稟議書（3年） 横断プログラム推進課 2017年04月01日 3年 2020年03月31日 電子 事務所 横断プログラム推進課 廃棄 A47-02-20166010
2016 稟議書 稟議書 稟議書（5年） 横断プログラム推進課 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 電子 事務所 横断プログラム推進課 廃棄 A47-02-20166011
2016 稟議書 稟議書 稟議書（10年） 横断プログラム推進課 2017年04月01日 10年 2027年03月31日 電子 事務所 横断プログラム推進課 廃棄 A47-02-20166012

2016 稟議書 稟議書
稟議書（平成28年度～）（健康脆弱
化予知予防コンソーシアム）

横断プログラム推進課
長

2017年04月01日
研究終了後
10年

紙 事務所
横断プログラム推進課
長

廃棄 A47-02-20166013

2016
創薬・医療技術基盤プ
ログラム

創薬・医療技術基盤プ
ログラム

研究協力協定等（創薬・医療技術基
盤プログラム）

横断プログラム推進課
長

2017年04月01日
研究終了後
10年

紙 事務所
横断プログラム推進課
長

廃棄 A47-02-20166014

2016
予防医療・診断技術基
盤プログラム

予防医療・診断技術基
盤プログラム

研究協力協定等（予防医療・診断技
術開発プログラム）

横断プログラム推進課
長

2017年04月01日
研究終了後
10年

紙 事務所
横断プログラム推進課
長

廃棄 A47-02-20166015

2012 稟議書 稟議書 稟議書・供覧書（平成19年度～） 横断プログラム推進課 2013年04月01日 10年 2023年03月31日 紙 事務所 横断プログラム推進課 廃棄 A47-02-20120000

2013 稟議書 稟議書 稟議書・供覧書（平成25年度～）
横断プログラム推進課
長

2014年04月01日
研究終了後
10年

紙 事務所
横断プログラム推進課
長

廃棄 A47-02-20130008

2013 稟議書 稟議書 秘密保持契約
横断プログラム推進課
長

2014年04月01日
研究終了後
10年

紙 事務所
横断プログラム推進課
長

廃棄 A47-02-20130009

2012
創薬・医療技術基盤プ
ログラム

創薬・医療技術基盤プ
ログラム

運営委員会（創薬・医療技術基盤プ
ログラム）

横断プログラム推進課
長

2013年04月01日 10年 2023年03月31日 紙 事務所
横断プログラム推進課
長

廃棄 A47-02-20120001

2013
創薬・医療技術基盤プ
ログラム

創薬・医療技術基盤プ
ログラム

運営委員会（創薬・医療技術基盤プ
ログラム）（第10回～）

横断プログラム推進課
長

2014年04月01日
研究終了後
10年

紙 事務所
横断プログラム推進課
長

廃棄 A47-02-20130010

2013
予防医療・診断技術基
盤プログラム

予防医療・診断技術基
盤プログラム

運営委員会（予防医療・診断技術開
発プログラム）

横断プログラム推進課
長

2014年04月01日
研究終了後
10年

紙 事務所
横断プログラム推進課
長

廃棄 A47-02-20130011

2016
健康脆弱化予知予防コ
ンソーシアム

健康脆弱化予知予防コ
ンソーシアム

健康脆弱化予知予防コンソーシア
ム　研究会関係資料

横断プログラム推進課
長

2017年04月01日 10年 2027年03月31日 紙 事務所
横断プログラム推進課
長

廃棄 A47-02-20166016

2018 稟議書 稟議書
稟議書・供覧書（平成30／2018年度
～）

横断プログラム推進課
長

2019年04月01日
研究終了後
10年

紙 事務所
横断プログラム推進課
長

廃棄 A47-02-20180003

2019 稟議書 稟議書 稟議書（10年） 横断プログラム推進課 2020年04月01日 10年 2030年03月31日 電子 事務所 横断プログラム推進課 廃棄 A47-02-20190002
2019 稟議書 稟議書 稟議書（5年） 横断プログラム推進課 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 電子 事務所 横断プログラム推進課 廃棄 A47-02-20190001
2019 稟議書 稟議書 稟議書（3年） 横断プログラム推進課 2020年04月01日 3年 2023年03月31日 電子 事務所 横断プログラム推進課 廃棄 A47-02-20190000

2019 稟議書 稟議書
稟議書・供覧書（平成30／2018年度
～）

横断プログラム推進課
長

2020年04月01日
研究終了後
10年

紙 事務所
横断プログラム推進課
長

廃棄 A47-02-20190003


	Sheet1

