
Personal Information File Register 

個人情報ファイル簿 

The Personal Information File Register Number 

個人情報ファイルの番号 

OIST-RSD-002 

Name of the Personal Information File Register 

個人情報ファイルの名称 

北部地区医師会 新型コロナウィルス PCR 検査伝

票（依頼書）台帳  

Name of the Corporation 

独立行政法人等の名称 

Okinawa Institute of Science and Technology School 

Corporation 

学校法人沖縄科学技術大学院大学学園 

Name of the said Incorporated Administrative 

Agencies and the name of the organizational 

section in charge of the affairs for which the 

Personal Information File will be used 

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 

OIST 保健センター 

 

Matters recorded in the Personal Information 

File 

個人情報ファイルの利用目的 

北部地区医師会 新型コロナウィルス PCR 検査伝

票（依頼書）台帳管理および検査結果の記録のため 

Record Item 

記録項目 

１．受付日 ２．医療機関名 ３．医師氏名 ４．

住所 ５．電話番号 ６．FAX 番号 ７．患者 ID 

８．患者氏名 ９．性別 １０．生年月日 １１．

検体区分 １２．検体検査機関名 １３．検査判明

日 １４．結果 １５．責任者名 １６．患者 ID １

７．検体受領日 １８．医療機関名 １９．報告医

師名 

Scope of Record 

記録範囲 

北部地区医師会新型コロナウィルス PCR 検査受検

者 (２０２０年１０月～) 

Method of collecting the Recorded Information 

記録情報の収集方法 

北部地区医師会 新型コロナウィルス PCR 検査伝

票（依頼書） 

When personal information requiring 

consideration is included, a statement to that 

effect 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 

■Exist 有 □Not Exist 無 

A party that the Recorded Information will be 

routinely provided to 

記録情報の経常的提供先 

― 

Name and address of the organizational section 

that accepts the request of the Information 

(Name) Okinawa Institute of Science and 

Technology School Corporation 



Disclosure 

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 

Rules and Compliance Section 

（名称）学校法人沖縄科学技術大学院大学学園 

法令・コンプライアンスセクション 

(Address) 1919-1 Tancha, Onna-son, Kunigamigun, 

Okinawa 

（所在地）沖縄県国頭郡恩納村字谷茶１９１９－１ 

Particular law for correction and suspension of 

the information or special procedure based on 

the law 

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き等 

― 

Type of Personal Information File 

個人情報ファイルの種別 

□Article 60, Paragraph 

2, Item 1 of the Act 

(Computer Processing 

File) 

法第 60 条第２項第１号

（電算処理ファイル） 

■Article 60, Paragraph 

2, Item 2 of the Act 

(Manual Processing 

File) 

法第 60 条第 2 項第２号

（マニュアル処理ファイ

ル） Files fall under Article 

20, Item 7 of the 

Enforcement Order 

施行令第 20 条第 7 号に

該当するファイル 

□Exist 有  

■Not Exist 無 

The fact that the file is a Personal Information 

File for soliciting proposals for de-identified 

processed information of an Administrative 

Agencies, etc. 

行政機関等非識別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 

□Applicable 該当 ■Not Applicable 非該当 

Name and address of the organizational section 

for the proposal, etc. for De-identified 

Processed Information of Administrative 

Agencies, etc. 

行政機関等非識別加工情報の提案等に関する組

織の名称及び所在地 

(Name) Okinawa Institute of Science and  

Technology School Corporation 

Rules and Compliance Section 

（名称）学校法人沖縄科学技術大学院大学学園 

法令・コンプライアンスセクション 

(Address) 1919-1 Tancha, Onna-son, Kunigamigun, 

Okinawa 

（所在地）沖縄県国頭郡恩納村字谷茶１９１９－１ 



In case where the personal information file falls 

under Article 2, Paragraph 9, Item 2 (b) of the 

Act, the opportunity to submit a written opinion 

shall be granted. 

個人情報ファイルが法第 60 条第 3 項第２号ロ

に該当する場合には、意見書の提出機会の付与 

― 

Overview of De-identified Processed 

Information of Administrative Agencies, etc. 

行政機関等非識別加工情報の概要 

― 

Name and address of the organizational section 

that accepts the proposal for created 

anonymously processed information of 

Administrative Agencies, etc. 

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 

 

The period during which proposals may be 

made concerning the created de-identified 

processed information of Administrative 

Agencies, etc. 

作成された行政機関等非識別加工情報に関する

提案をすることができる期間 

― 

Others 

備考 
臨床検体検査伝票（Clinical）ファイル 1-5 

 


