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行政文書ファイルリスト、私物等リスト 

 
 
 
(1) 行政文書ファイルリスト 
 

本リストは、行政文書ファイル管理簿（厚生労働省ホームページに掲

載）のファイル名を掲載したものである。 
  
① カセットテープ（私物、録音なしを除く） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １ 
② カセットテープ（私物、録音なしを除く）を紙に書き起こしたもの 
         ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ３ 
③ フロッピーディスク（厚生労働省のパソコンで容易に複製が可能なもの） 
         ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ５ 
④ フロッピーディスク（厚生労働省のパソコンで容易に複製が不可能なも

の）を紙に出力したもの  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ６ 
⑤ ビデオテープ（録画なしを除く） ・・・・・・・・・・・・・・・  ７ 
⑥ スライド    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ９ 

  
 
(2) 私物等リスト 
 
① カセットテープ（私物、録音なし） 

        ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０ 
② フロッピーディスク（上記(1)の③及び④以外で読取不可能なもの） 

         ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １０ 
③ ビデオテープ（録画なし） 
       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  １１ 



(1)　行政文書ファイルリスト(①　カセットテープ（私物、録音なしを除く））

［医政局研究開発振興課総務係］
行政文書ファイル名

【ＣＴ医研１】１９９６年６月１１日抗菌調査会②「抗菌性物質製剤調査会会議議事録」

【ＣＴ医研２】１９９６年６月１１日抗菌調査会③「抗菌性物質製剤調査会会議議事録」

【ＣＴ医研３】Ｈ８．７．９抗菌②「抗菌性物質製剤調査会会議議事録」

【ＣＴ医研４】Ｈ８．７．９抗菌③「抗菌性物質製剤調査会会議議事録」

【ＣＴ医研５】Ｈ８．７．１９　第１回遺伝子治療用医薬品調査会会議録

【ＣＴ医研６】Ｈ８．７．１９　遺伝子治療用医薬品調査会会議録

【ＣＴ医研７】１９９６．８．１　抗菌性物質製剤調査会　平成８年第４回②会議録

【ＣＴ医研８】１９９６．８．１　抗菌性物質製剤調査会　平成８年第４回③会議録

［健康局疾病対策課総務係］
行政文書ファイル名

【ＣＴ健疾１】都道府県・指定都市エイズ担当者会議（平成８年５月２２日）

［医薬食品局総務課総務係］
行政文書ファイル名

【ＣＴ薬総１】平成５年６月２日常任部会会議録

【ＣＴ薬総２】平成５年２月８日常任部会、薬事法改正等特別部会会議録

【ＣＴ薬総３】平成７年１２月７日常任部会会議録２

【ＣＴ薬総４】９月８日常任部会会議録

【ＣＴ薬総５】平成５年３月４日常任部会会議録

【ＣＴ薬総６】平成８年４月１６日常任部会会議録２

【ＣＴ薬総７】平成８年４月１６日常任部会会議録１

【ＣＴ薬総８】平成７年中央薬事審議会総会会議録

【ＣＴ薬総９】平成５年６月１日製造物部会会議録

【ＣＴ薬総１０】平成５年６月２８日常任部会会議録

【ＣＴ薬総１１】６月８日常任部会会議録

【ＣＴ薬総１２】平成７年１２月２７日常任部会、薬事法改正等特別部会会議録

【ＣＴ薬総１３】平成７年１２月７日常任部会会議録１
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(1)　行政文書ファイルリスト(①　カセットテープ（私物、録音なしを除く））

【ＣＴ薬総１４】３月９日常任部会会議録

【ＣＴ薬総１５】平成８年４月１６日常任部会会議録３

【ＣＴ薬総１６】平成４年６月３日常任部会会議録

【ＣＴ薬総１７】平成４年９月３日常任部会会議録

［医薬食品局血液対策課総務係］
行政文書ファイル名

【ＣＴ薬血１】平成２年度血液研究運営委員会１

【ＣＴ薬血２】平成２年度血液研究運営委員会２
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(1)　行政文書ファイルリスト（②　カセットテープ（私物、録音なしを除く）を紙に書き起こしたもの）

［医政局研究開発振興課総務係］
行政文書ファイル名

【ＣＴＰ医研１】１９９６年６月１１日抗菌調査会②「抗菌性物質製剤調査会会議議事録」

【ＣＴＰ医研２】１９９６年６月１１日抗菌調査会③「抗菌性物質製剤調査会会議議事録」

【ＣＴＰ医研３】Ｈ８．７．９抗菌②「抗菌性物質製剤調査会会議議事録」

【ＣＴＰ医研４】Ｈ８．７．９抗菌③「抗菌性物質製剤調査会会議議事録」

【ＣＴＰ医研５】Ｈ８．７．１９　第１回遺伝子治療用医薬品調査会会議録

【ＣＴＰ医研６】Ｈ８．７．１９　遺伝子治療用医薬品調査会会議録

【ＣＴＰ医研７】１９９６．８．１　抗菌性物質製剤調査会　平成８年第４回②会議録

【ＣＴＰ医研８】１９９６．８．１　抗菌性物質製剤調査会　平成８年第４回③会議録

［健康局疾病対策課総務係］
行政文書ファイル名

【ＣＴＰ健疾１】都道府県・指定都市エイズ担当者会議（平成８年５月２２日）

［医薬食品局総務課総務係］
行政文書ファイル名

【ＣＴＰ薬総１】平成５年６月２日常任部会会議録

【ＣＴＰ薬総２】平成５年２月８日常任部会、薬事法改正等特別部会会議録

【ＣＴＰ薬総３】平成７年１２月７日常任部会会議録２

【ＣＴＰ薬総４】９月８日常任部会会議録

【ＣＴＰ薬総５】平成５年３月４日常任部会会議録

【ＣＴＰ薬総６】平成８年４月１６日常任部会会議録２

【ＣＴＰ薬総７】平成８年４月１６日常任部会会議録１

【ＣＴＰ薬総８】平成７年中央薬事審議会総会会議録

【ＣＴＰ薬総９】平成５年６月１日製造物部会会議録

【ＣＴＰ薬総１０】平成５年６月２８日常任部会会議録

【ＣＴＰ薬総１１】６月８日常任部会会議録

【ＣＴＰ薬総１２】平成７年１２月２７日常任部会、薬事法改正等特別部会会議録

【ＣＴＰ薬総１３】平成７年１２月７日常任部会会議録１
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(1)　行政文書ファイルリスト（②　カセットテープ（私物、録音なしを除く）を紙に書き起こしたもの）

【ＣＴＰ薬総１４】３月９日常任部会会議録

【ＣＴＰ薬総１５】平成８年４月１６日常任部会会議録３

【ＣＴＰ薬総１６】平成４年６月３日常任部会会議録

【ＣＴＰ薬総１７】平成４年９月３日常任部会会議録

［医薬食品局血液対策課総務係］
行政文書ファイル名

【ＣＴＰ薬血１】平成２年度血液研究運営委員会１

【ＣＴＰ薬血２】平成２年度血液研究運営委員会２
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(1)　行政文書ファイルリスト（③　フロッピーディスク（厚生労働省のパソコンで容易に複製が可能なもの））

［医政局経済課総務係］
行政文書ファイル名

【ＦＤ医経１】国会対策ファイル「国立病院及び療養所関係資料（平成２年～平成５年頃）」
【ＦＤ医経２】米国出張報告書　平成３年４月６日～４月１３日「米国の病院等に関する実態調査関係資
料」

［健康局疾病対策課総務係］
行政文書ファイル名

【ＦＤ健疾１】エイズ対策関係予算ファイル等

【ＦＤ健疾２】エイズサーベイランス関係ファイル

【ＦＤ健疾３】平成５年度厚生科学研究費補助金関係ファイル

［医薬食品局総務課総務係］
行政文書ファイル名

【ＦＤ薬総１】厳重管理　Ｈ８’４．２５

［医薬食品局総務課医薬品副作用被害対策室管理係］
行政文書ファイル名

【ＦＤ薬副１】事務次官・引継　第４ルート　テキストファイル

【ＦＤ薬副２】ＨＩＶ血友病２　コンバート用

［医薬食品局監視指導・麻薬対策課総務係］
行政文書ファイル名

【ＦＤ薬監１】質問調査対象者個別ファイル６

【ＦＤ薬監２】質問調査対象者個別ファイル６
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(1)　行政文書ファイルリスト（④　フロッピーディスク（厚生労働省のパソコンで容易に複製が不可能なも
の）を紙に出力したもの）

［医政局研究開発振興課総務係］
行政文書ファイル名

【ＦＤＰ医研１】国会「国会答弁及び団体要望に対する想定問答関係資料」

【ＦＤＰ医研２】先端室「医薬品の研究開発関係資料」

【ＦＤＰ医研３】先端室企画係「研究成果の帰属に関する執務関係資料」

【ＦＤＰ医研４】企画係　元.１～「各種法令及び医療機器産業振興策関係資料」

【ＦＤＰ医研５】先端室企画係「医薬品産業振興策関係資料」

【ＦＤＰ医研６】企画「医薬品の研究開発関係資料」

【ＦＤＰ医研７】Ｌａｎｗｏｒｄ　①「医療用具の流通実態調査関係資料」

【ＦＤＰ医研８】各種法令関係資料

［健康局疾病対策課総務係］
行政文書ファイル名

【ＦＤＰ健疾１】エイズサーベイランス関係ファイル

【ＦＤＰ健疾２】厚生科学研究費補助金関係ファイル等

【ＦＤＰ健疾３】雑件ファイル

【ＦＤＰ健疾４】エイズサーベイランス関係ファイル

【ＦＤＰ健疾５】エイズ患者（死者を含む）累積数の半年毎の推移（平成２年１２月から平成６年６月）

【ＦＤＰ健疾６】感染地域、原因別の患者・感染者（日本人）の年次推移（平成元年から平成５年）

【ＦＤＰ健疾７】保健所名ファイル

【ＦＤＰ健疾８】エイズ対策予算関係ファイル

【ＦＤＰ健疾９】雑件ファイル

【ＦＤＰ健疾１０】エイズサーベイランス関係ファイル

［医薬食品局総務課医薬品副作用被害対策室管理係］
行政文書ファイル名

【ＦＤＰ薬副１】再発防止ＰＴ報告について
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(1)　行政文書ファイルリスト（⑤　ビデオテープ（録画なしを除く））

［健康局疾病対策課総務係］
行政文書ファイル名

【ＶＴ健疾１】平成８年４月１７日衆議院厚生委員会

【ＶＴ健疾２】平成８年３月５日ＮＨＫニュース７

【ＶＴ健疾３】平成８年３月１４，１５日ＥＴＶ特集

【ＶＴ健疾４】平成８年３月１３日衆議院厚生委員会

【ＶＴ健疾５】平成８年３月１日衆議院厚生委員会②

【ＶＴ健疾６】平成８年３月１日衆議院厚生委員会①

【ＶＴ健疾７】平成７年１１月８日衆議院厚生委員会

【ＶＴ健疾８】平成８年７月１２日衆議院厚生委員会

【ＶＴ健疾９】平成８年２月１９，２０，２７日衆議院予算委員会

【ＶＴ健疾１０】平成８年５月３０日参議院厚生委員会、平成８年５月３１日衆議院厚生委員会
【ＶＴ健疾１１】平成８年６月１０日参議院厚生委員会薬害エイズ問題に関する小委員会、参議院厚生
委員会

【ＶＴ健疾１２】エイズ　恐怖の流行病（筒井書房）

【ＶＴ健疾１３】平成８年７月１２日ＮＨＫスペシャル等

【ＶＴ健疾１４】平成８年５月１６日参議院厚生委員会薬害エイズ問題に関する小委員会

【ＶＴ健疾１５】平成６年２月６日ＮＨＫスペシャル等

【ＶＴ健疾１６】平成８年４月１日ＮＨＫクローズアップ現代等

【ＶＴ健疾１７】平成８年４月１９日衆議院厚生委員会

【ＶＴ健疾１８】平成８年６月１７日参議院厚生委員会薬害エイズ問題に関する小委員会

【ＶＴ健疾１９】平成８年５月２８日衆議院厚生委員会

【ＶＴ健疾２０】平成８年５月１７日衆議院本会議等

【ＶＴ健疾２１】平成８年４月２４日参議院予算委員会

【ＶＴ健疾２２】平成８年５月２４日衆議院厚生委員会

【ＶＴ健疾２３】平成８年６月１８日衆議院厚生委員会

【ＶＴ健疾２４】平成８年７月２３日衆議院厚生委員会

【ＶＴ健疾２５】平成８年５月８日衆議院厚生委員会①

【ＶＴ健疾２６】平成８年５月８日衆議院厚生委員会②
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(1)　行政文書ファイルリスト（⑤　ビデオテープ（録画なしを除く））

［医薬食品局総務課総務係］
行政文書ファイル名
【ＶＴ薬総１】１９９４年２月６日（日）ＮＨＫ特集「埋もれたエイズ報告～血液製剤に何がおこっていたか
～」

【ＶＴ薬総２】平成８年５月８日衆議院厚生委員会「参考人招致」
【ＶＴ薬総３】平成８年４月２６日（金）各放送局ニュース番組（薬害エイズ問題プロジェクトチーム最終報
告書について）

【ＶＴ薬総４】平成８年７月２３日（火）衆議院厚生委員会「エイズ証人喚問」

【ＶＴ薬総５】平成８年５月８日衆議院厚生委員会「参考人招致」

【ＶＴ薬総６】平成８年４月１９日（金）衆議院厚生委員会ＡＭ「参考人招致」

【ＶＴ薬総７】平成８年４月１９日（金）衆議院厚生委員会ＰＭ「参考人招致」

【ＶＴ薬総８】平成８年４月１７日各放送局ニュース番組（エイズ等について）

【ＶＴ薬総９】平成８年４月１日ＮＨＫ「クローズアップ現代」

【ＶＴ薬総１０】平成８年６月１８日（火）衆議院厚生委員会「エイズ集中」

【ＶＴ薬総１１】平成８年３月１日衆議院厚生委員会「エイズ集中」２他

【ＶＴ薬総１２】平成８年３月１日衆議院厚生委員会「エイズ集中」１

【ＶＴ薬総１３】平成８年７月２３日（火）衆議院厚生委員会ＡＭ「エイズ証人喚問」

【ＶＴ薬総１４】平成８年７月１２日（金）衆議院厚生委員会「参考人招致」

【ＶＴ薬総１５】平成８年６月１０日（月）参議院厚生委員会エイズ小委「参考人招致」

【ＶＴ薬総１６】平成８年６月４日（火）衆議院厚生委員会「参考人招致」

【ＶＴ薬総１７】平成８年６月３日（月）参議院厚生委員会エイズ小委「参考人招致」他

【ＶＴ薬総１８】平成８年５月２０日（火）衆議院厚生委員会「参考人招致」

【ＶＴ薬総１９】平成８年５月１６日（木）参議院厚生委員会エイズ小委「参考人招致」

【ＶＴ薬総２０】平成８年５月１４日（火）衆議院厚生委員会「参考人招致」
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(1)　行政文書ファイルリスト（⑥　スライド）

［医薬食品局安全対策課総務係］
行政文書ファイル名

【ＳＬ薬安１】医療機関からの副作用報告（スライド３枚）

【ＳＬ薬安２】医療機関からの副作用報告（スライド４枚）
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(2)　私物等リスト

①　カセットテープ（私物、録音なし） ［健康局］

［医政局］
整理
番号 名称

整理
番号 名称 1 データなしのフロッピーディスク

1 録音なしのカセットテープ 2 データなしのフロッピーディスク

［医薬食品局］ 3 読取不可のフロッピーディスク
整理
番号 名称 4 読取不可のフロッピーディスク

1 録音なしのカセットテープ 5 読取不可のフロッピーディスク

2 録音なしのカセットテープ 6 読取不可のフロッピーディスク

3 録音なしのカセットテープ 7 読取不可のフロッピーディスク

4 録音なしのカセットテープ 8 読取不可のフロッピーディスク

5 録音なしのカセットテープ 9 読取不可のフロッピーディスク

6 録音なしのカセットテープ 10 読取不可のフロッピーディスク

7 録音なしのカセットテープ 11 読取不可のフロッピーディスク

8 録音なしのカセットテープ 12 読取不可のフロッピーディスク

9 録音なしのカセットテープ 13 読取不可のフロッピーディスク

10 録音なしのカセットテープ 14 読取不可のフロッピーディスク

11 録音なしのカセットテープ 15 読取不可のフロッピーディスク

12 私物のカセットテープ 16 読取不可のフロッピーディスク

17 読取不可のフロッピーディスク

18 読取不可のフロッピーディスク

19 読取不可のフロッピーディスク

20 読取不可のフロッピーディスク

［医政局］ 21 読取不可のフロッピーディスク
整理
番号 名称 22 読取不可のフロッピーディスク

1 読取不可のフロッピーディスク 23 読取不可のフロッピーディスク

2 読取不可のフロッピーディスク 24 読取不可のフロッピーディスク

②　フロッピーディスク（(1)の③及び④以外
で読取不可能なもの）
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(2)　私物等リスト

整理
番号 名称

25 読取不可のフロッピーディスク ［健康局］

26 読取不可のフロッピーディスク
整理
番号 名称

27 読取不可のフロッピーディスク 1 録画なしのビデオテープ

28 読取不可のフロッピーディスク

29 読取不可のフロッピーディスク

30 読取不可のフロッピーディスク

31 読取不可のフロッピーディスク

32 読取不可のフロッピーディスク

33 読取不可のフロッピーディスク

34 読取不可のフロッピーディスク

35 読取不可のフロッピーディスク

36 読取不可のフロッピーディスク

37 読取不可のフロッピーディスク

38 読取不可のフロッピーディスク

［医薬食品局］
整理
番号 名称

1 データなしのフロッピーディスク

2 データなしのフロッピーディスク

3 データなしのフロッピーディスク

4 データなしのフロッピーディスク

5 読取不可のフロッピーディスク

6 読取不可のフロッピーディスク

③　ビデオテープ（録画なし）
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