
別表

規　　　　　程　　　　　等　　　　　名 制　定　番　号　等

国立大学法人旭川医科大学コンプライアンス規則 平成29年旭医大達第3号

国立大学法人旭川医科大学学長選考会議規程 平成16年医大達第193号

国立大学法人旭川医科大学役員会規程 平成16年旭医大達第1号

国立大学法人旭川医科大学経営協議会規程 平成16年旭医大達第149号

国立大学法人旭川医科大学教育研究評議会規程 平成16年旭医大達第2号

旭川医科大学大学運営会議規程 平成16年旭医大達第4号

旭川医科大学大学運営会議特別委員会規程 平成23年旭医大達第113号

国立大学法人旭川医科大学インスティテューショナル・リサーチ室規程 平成28年旭医大達第17号

旭川医科大学教授会規程 平成16年旭医大達第144号

国立大学法人旭川医科大学危機管理規程 平成20年旭医大達第23号

目標・計画検討ワーキンググループ要項 平成20年1月29日学長裁定

旭川医科大学事務局事務連絡会議要項 平成16年4月1日事務局長裁定

旭川医科大学文書処理規程 平成16年旭医大達第25号

旭川医科大学文書決裁規程 平成16年旭医大第26号

国立大学法人旭川医科大学法人文書管理規程 平成23年旭医大達第163号

国立大学法人旭川医科大学法人文書の管理に関する事務処理要項 平成23年9月26日事務局長裁定

旭川医科大学情報公開委員会規程 平成16年旭医大達第28号

旭川医科大学情報公開実施要項 平成16年4月1日学長裁定

特定個人情報等の安全管理に関する基本方針 平成27年10月1日

旭川医科大学個人情報管理委員会規程 平成25年旭医大達第9号

旭川医科大学個人情報開示等実施細則 平成17年4月1日学長裁定

国立大学法人旭川医科大学における独立行政法人等非識別加工情報
の提供に関する取扱要項

平成30年2月23日学長裁定

国立大学法人旭川医科大学公益通報者保護規程 平成19年旭医大達第72号

旭川医科大学将来構想検討委員会規程 平成16年旭医大達第10号

旭川医科大学広報企画委員会規程 平成16年旭医大達第17号

旭川医科大学点検評価規程 平成16年旭医大達第21号

旭川医科大学点検評価室分野別評価専門部会規程 令和2年旭医大達第37号

旭川医科大学教員評価委員会規程 令和2年旭医大達第38号

旭川医科大学医学部医学科教育プログラム評価規程 平成30年旭医大達第39号

旭川医科大学遺失物取扱要項 平成16年4月1日学長裁定

掲示等の取扱要項 平成16年4月1日学長裁定

旭川医科大学学章及びブランドマーク取扱要項 平成24年9月4日学長裁定

旭川医科大学基金規程 平成28年旭医大達第27号

旭川医科大学基金運営委員会規程 平成28年旭医大達第28号

旭川医科大学初期臨床研修医研修資金貸与要項 平成20年4月9日学長裁定

旭川医科大学初期臨床研修医研修資金貸与要項に関する申合せ 平成21年3月30日学長裁定

旭川医科大学初期臨床研修医に対する奨学金支給に関する要項 平成24年3月21日学長裁定



旭川医科大学初期臨床研修医に対する奨学金支給に関する申合せ 平成24年3月30日学長裁定

旭川医科大学ハラスメント防止規程 平成16年旭医大達第163号

旭川医科大学構内駐車整理要項 平成16年10月26日（学長裁定

旭川医科大学防災管理規程 平成16年旭医大達第131号

旭川医科大学放射線障害予防規程 令和元年旭医大達第78号

旭川医科大学病院放射線障害予防規程 令和元年旭医大達第79号

旭川医科大学放射線障害予防委員会規程 平成16年旭医大達第33号

旭川医科大学地域共生医育統合センター規程 令和元年旭医大達第53号

旭川医科大学地域共生医育統合センター運営委員会規程 令和元年旭医大達第54号

旭川医科大学病院卒後臨床研修センター要項 平成21年病院長裁定

旭川医科大学病院専門医育成・管理センター要項 平成30年3月14日病院長裁定

旭川医科大学病院臨床病理検討会要項 平成16年4月1日病院長裁定

旭川医科大学病院研修管理委員会要項 平成16年4月1日病院長裁定

国立大学法人旭川医科大学監事候補者選考委員会規程 令和2年旭医大達第50号

旭川医科大学教員組織検討委員会規程 平成16年旭医大達第20号

旭川医科大学医師派遣の在り方等検討委員会要項 平成16年学長裁定

旭川医科大学任期制教員の業績審査に関する細則 平成18年1月11日学長裁定

早期退職希望者募集制度の事務処理に関する細則 平成25年12月25日学長裁定

国立大学法人旭川医科大学における障害を理由とする差別の解消の
推進に関する対応要領

平成28年3月30日学長裁定

旭川医科大学職員懲戒規程 平成16年旭医大達第168号

旭川医科大学営利企業役員等兼業審査会規程 平成16年旭医大達第137号

旭川医科大学医師派遣室要項 平成16年4月1日学長裁定

旭川医科大学大学の森みどりの保育園規程 平成18年旭医大達第100号

旭川医科大学復職・子育て・介護支援センター規程 平成19年旭医大達第69号

旭川医科大学医師・看護師等の職場定着及び復帰支援推進委員会規程 平成19年旭医大達第70号

旭川医科大学安全衛生委員会細則 平成16年学長裁定

旭川医科大学病院長候補者選考委員会規程 平成30年旭医大達第27号

旭川医科大学国際交流推進室規程 平成18年旭医大達第16号

旭川医科大学国際交流センター規程 平成21年旭医大達第30号

旭川医科大学における国際交流協定に関する申合せ 平成29年11月22日学長裁定

旭川医科大学生涯教育検討委員会規程 平成16年旭医大達第19号

旭川医科大学研究戦略・教育支援室規程 平成16年旭医大達第132号

旭川医科大学安全保障輸出管理規程 令和元年旭医大達第91号

旭川医科大学共同研究取扱規程 平成16年旭医大達第42号

旭川医科大学受託研究取扱規程 平成16年旭医大達第52号

旭川医科大学における大学発ベンチャーの認定に関する規程 平成30年旭医大達第8号

旭川医科大学外国人研究者受入れ要項 平成16年4月1日学長裁定

旭川医科大学体験学習事業実施要項 平成27年5月15日学長裁定



旭川医科大学共同研究講座規程 平成30年旭医大達第9号

旭川医科大学知的財産取扱規程 平成16年旭医大達第123号

旭川医科大学知的財産センター規程 平成22年旭医大達第35号

旭川医科大学知的財産センター運営委員会規程 平成22年旭医大達第36号

旭川医科大学知的財産管理等に関する委員会規程 平成16年旭医大達第124号

旭川医科大学成果有体物取扱規程 令和2年旭医大達第24号

旭川医科大学研究者教育講習eラーニング利用要項 令和2年3月18日学長裁定

教育研究推進センターにおける研究者教育の実施要項 平成29年3月29日教育研究推進センター長裁定

旭川医科大学における研究活動の不正行為防止対策委員会に関する規程 平成19年旭医大達第67号

旭川医科大学における研究活動の不正行為及び公的研究費の不正使
用に関する取扱規程

平成19年旭医大達第68号

旭川医科大学スポーツ医科学研究委員会規程 平成26年旭医大達第32号

旭川医科大学の臨床研究に係る利益相反マネジメント規程 平成31年旭医大達第28号

旭川医科大学病原体等安全管理委員会規程 平成27年旭医大達第12号

旭川医科大学倫理委員会規程 平成16旭医大達第15号

旭川医科大学遺伝子組換え実験安全管理規程 平成16年旭医大達第34号

旭川医科大学病院遺伝子治療臨床研究審査委員会規程 平成16年旭医大達第35号

旭川医科大学先進医工学研究センター運営委員会規程 平成22年旭医大達第31号

旭川医科大学教育研究推進センター実験実習機器技術支援部門が管
理運用する共同利用設備の使用に関する規程

平成31年旭医大達第7号

旭川医科大学教育研究推進センターオープン実験室利用要項 平成28年6月22日学長裁定

旭川医科大学研究戦略企画委員会規程 平成23年旭医大達第118号

研究戦略企画委員会専門部会要項 平成31年3月6日研究戦略企画委員会決定

旭川医科大学動物実験委員会規程 平成16年旭医大達第110号

旭川医科大学病院臨床研究支援センター運営委員会規程 平成27年旭医大達第10号

旭川医科大学病院における医薬品等の臨床研究に関する取扱規程 平成16年旭医大達第96号

旭川医科大学契約室要項 平成16年4月1日事務局長裁定

旭川医科大学検収センター要項 平成19年4月1日事務局長裁定

旭川医科大学貢献度評価専門部会規程 平成16年旭医大達第18号

旭川医科大学資金管理方針 平成20年3月19日学長裁定

旭川医科大学財務委員会規程 平成27年旭医大達第73号

旭川医科大学経理細則 平成27年12月9日学長裁定

旭川医科大学釣銭取扱細則 平成16年7月14日学長裁定

財務マネジメント室要項 令和元年11月20日学長裁定

旭川医科大学小口現金取扱細則 平成27年12月9日学長裁定

旭川医科大学における大型設備の調達に係る仕様策定等に関する取扱要項 平成16年4月1日学長裁定

旭川医科大学電子入札システム官職要項 令和元年8月30日学長裁定

旭川医科大学建設コンサルタント選定委員会要項 令和元年8月30日学長裁定

旭川医科大学競争参加資格等審査委員会要項 令和元年8月30日学長裁定

旭川医科大学契約後VE審査委員会要項 令和元年8月30日学長裁定



旭川医科大学公正入札調査委員会要項 令和元年8月30日学長裁定

旭川医科大学廃棄物処理規程 平成16年旭医大達第57号

旭川医科大学旭川しんきん産業情報センター奨学金給付要項 平成16年4月1日学長裁定

旭川医科大学図書館利用証に関する細則 平成27年11月1日図書館長裁定

旭川医科大学看護職キャリア支援センター規程 平成31年旭医大達第30号

旭川医科大学看護職キャリア支援センター運営委員会規程 平成31年旭医大達第31号

旭川医科大学病院材料部委員会規程 平成18年旭医大達第40号

旭川医科大学病院薬事委員会規程 平成16年旭医大達第95号

旭川医科大学病院薬剤専門委員会細則 令和元年6月12日薬事委員会委員長裁定

旭川医科大学病院における医療機器安全管理責任者に関する要項 令和2年6月8日病院長裁定

旭川医科大学施設マネジメント室要項 平成16年4月1日事務局長裁定

国立大学法人旭川医科大学総合評価審査委員会要項 令和元年8月30日学長裁定

旭川医科大学工事等成績評定評価委員会要項 令和元年8月30日学長裁定

旭川医科大学宿舎貸与細則 平成16年5月12日学長裁定

旭川医科大学施設・環境計画専門部会細則 平成16年4月1日将来構想検討委員会委員長裁定

旭川医科大学防火対策専門部会細則 平成17年8月1日学長裁定

旭川医科大学化学物質安全管理規程 平成24年旭医大達第21号

旭川医科大学有害廃液取扱規程 平成16年旭医大達第61号

旭川医科大学化学物質・有害物・廃棄物等管理委員会規程 平成16年旭医大達第62号

旭川医科大学病院医療ガス安全管理委員会規程 平成16年旭医大達第63号

旭川医科大学病院医療ガス安全管理実施要項 平成16年4月1日医療ガス安全管理委員会委員長裁定

旭川医科大学病院経営戦略室要項 平成31年2月25日事務局長裁定

旭川医科大学病院外国医師又は外国歯科医師臨床修練規程 平成16年旭医大達第25号

旭川医科大学病院外国医師又は外国歯科医師臨床修練規程 平成16年旭医大達第38号

旭川医科大学財務会計事務の委任に関する細則 令和元年学長裁定

旭川医科大学病院倫理委員会規程 平成30年旭医大達第14号

旭川医科大学病院長補佐会議規程 平成16年旭医大達第136号

旭川医科大学病院運営委員会規程 平成16年旭医大達第85号

旭川医科大学病院臨床検査・輸血部委員会規程 平成18年旭医大達第37号

旭川医科大学病院手術部委員会規程 平成18年旭医大達第38号

旭川医科大学病院放射線部委員会規程 平成18年旭医大達第39号

旭川医科大学病院病理部委員会規程 平成18年旭医大達第41号

旭川医科大学病院救命救急センター・集中治療部委員会規程 平成18年旭医大達第42号

旭川医科大学病院総合診療部委員会規程 平成16年旭医大達第93号

旭川医科大学病院周産母子センター委員会規程 平成16年旭医大達第139号

旭川医科大学病院経営企画部運営規程 平成16年旭医大達第135号

旭川医科大学病院遠隔医療センター運営委員会規程 平成16年旭医大達第100号

旭川医科大学病院国際医療支援センター運営委員会規程 令和元年旭医大達第88号

旭川医科大学病院看護師特定行為管理委員会規程 令和2年旭医大達第98号



旭川医科大学病院リハビリテーション部委員会規程 平成18年旭医大達第12号

旭川医科大学病院遺伝子診療カウンセリング室運営委員会要項 平成16年4月1日病院長裁定

旭川医科大学病院透析センター運営委員会規程 平成24年旭医大達第52号

旭川医科大学病院光学医療診療部委員会規程 平成18年旭医大達第10号

旭川医科大学病院外来化学療法センター運営委員会要項 平成18年6月14日病院長裁定

旭川医科大学病院腫瘍センター運営委員会規程 平成19年旭医大達第24号

旭川医科大学病院がん診療連携拠点病院運営委員会規程 平成26年旭医大達第17号

旭川医科大学病院呼吸器センター運営委員会規程 平成20年旭医大達第18号

旭川医科大学病院脳卒中センター運営委員会規程 令和元年旭医大達第100号

旭川医科大学病院乳腺疾患センター運営委員会規程 平成23年旭医大達第168号

旭川医科大学病院超音波画像診断センター運営委員会規程 平成29年旭医大達第21号

旭川医科大学病院がん遺伝子診療部運営委員会規程 令和元年旭医大達第45号

旭川医科大学病院診療技術部委員会規程 平成20年旭医大達第7号

旭川医科大学病院小児外科病棟委員会要項 平成16年4月1日病院長裁定

旭川医科大学病院麻薬取扱規程 平成16年旭医大達第36号

旭川医科大学病院診療情報管理委員会細則 平成16年12月8日病院長裁定

旭川医科大学病院個人情報管理専門委員会細則 平成17年3月17日学長裁定

旭川医科大学病院医療安全監査委員会規程 平成29年旭医大達第18号

旭川医科大学病院輸血療法委員会規程 平成18年旭医大達第43号

旭川医科大学病院さわやか行政サービス推進委員会要項 平成16年4月1日病院長裁定

旭川医科大学病院母乳育児支援委員会要項 平成16年5月12日病院長裁定

旭川医科大学病院病院機能モニター委員会要項 平成16年7月14日病院長裁定

旭川医科大学病院職種間協働推進検討委員会規程 平成24年旭医大達第2号

旭川医科大学病院放射線治療品質管理委員会規程 平成17年旭医大達第32号

旭川医科大学病院評価基準委員会規程 平成18年旭医大達第13号

旭川医科大学病院病院ライブラリー運営委員会規程 平成19年旭医大達第12号

旭川医科大学病院がん登録委員会規程 平成19年旭医大達第25号

旭川医科大学病院院内がん登録実施細則 平成20年6月11日病院長裁定

旭川医科大学病院化学療法プロトコル審査委員会規程 平成19年旭医大達第26号

旭川医大病院ファミリーハウス要項 平成18年2月1日病院長裁定

旭川医科大学病院緊急時の措置要項 平成16年4月1日病院長裁定

旭川医科大学病院高難度医療管理センター規程 平成30年旭医大達第60号

旭川医科大学病院高難度新規医療技術評価委員会規程 平成30年旭医大達第61号

旭川医科大学病院未承認新規医薬品等評価委員会規程 平成30年旭医大達第62号

旭川医科大学病院未承認新規医療機器等評価委員会規程 平成30年旭医大達第63号

旭川医科大学病院感染対策マネジャー連絡会議細則 平成18年12月13日病院長裁定

旭川医科大学病院地域医療連携室運営要項 平成16年4月1日病院長裁定

旭川医科大学病院地域医療総合センター運営委員会規程 平成17年旭医大達第69号

旭川医科大学病院緩和ケアチーム要項 平成19年12月26日病院長裁定



旭川医科大学病院緩和ケア診療部運営委員会規程 平成21年旭医大達第39号

旭川医科大学病院入退院センター規程 平成21年旭医大達第66号

旭川医科大学病院入退院センター運営委員会規程 平成21年旭医大達第67号

旭川医科大学病院栄養管理部規程 平成21年旭医大達第41号

旭川医科大学病院栄養管理部運営委員会規程 平成21年旭医大達第45号

旭川医科大学病院栄養サポートチーム細則 平成21年9月9日病院長裁定

旭川医科大学病院院内感染対策委員会規程 平成16年旭医大達第86号

旭川医科大学病院院内特殊製剤取扱要項 平成23年2月9日病院長裁定

旭川医科大学病院診療情報提供事務処理申合せ 平成16年4月1日病院長裁定

医療事故防止対策委員会事故防止啓発部会細則 平成16年4月1日病院長裁定

医療事故防止対策委員会リスクマネジャー連絡会議細則 平成16年4月1日病院長裁定

旭川医科大学病院医療事故調査委員会規程 平成30年旭医大達第66号

旭川医科大学病院医療調査委員会規程 平成30年旭医大達第64号

旭川医科大学病院死亡事例判定委員会規程 平成28年旭医大達第19号

死亡事故特別調査委員会規程 平成28年旭医大達第20号

旭川医科大学病院医療事故調査支援要請受入規程 平成28年旭医大達第54号

旭川医科大学病院の医療安全に関する情報提供規程 令和元年旭医大達第89号

旭川医科大学病院における医薬品安全管理責任者に関する要項 令和2年6月8日病院長裁定

旭川医科大学病院における医療放射線安全管理責任者に関する要項 令和2年6月8日病院長裁定

旭川医科大学病院インフォームド・コンセント委員会規程 令和元年旭医大達第82号

旭川医科大学病院社会保険診療審査委員会規程 平成16年旭医大達第115号

旭川医科大学病院社会保険診療審査委員会運営細則 平成16年4月1日社会保険診療審査委員会委員長裁定

旭川医科大学病院DPCコーディング専門部会細則 平成20年12月10日病院長裁定

旭川医科大学病院高度先進医療専門委員会規程 平成16年旭医大達第116号

旭川医科大学病院患者医療相談等に係る検討委員会規程 平成16年旭医大達第140号

旭川医科大学病院インフェクションコントロールチーム細則 平成16年10月27日病院長裁定

旭川医科大学病院HIV対策チーム細則 平成17年3月23日病院長裁定

旭川医科大学病院クリニカルパス推進委員会規程 平成17年旭医大達第22号

旭川医科大学病院褥瘡対策チーム細則 平成18年6月14日病院長裁定

旭川医科大学病院医師事務作業補助者業務規程 平成28年旭医大達第11号

旭川医科大学病院行動制限最小化委員会規程 平成20年旭医大達第32号

旭川医科大学病院児童虐待対応委員会規程 平成23年旭医大達第99号

旭川医科大学病院高齢者及び障がい者虐待対応委員会規程 令和2年旭医大達第9号

旭川医科大学病院肝疾患相談支援室要項 平成23年2月9日病院長裁定

旭川医科大学大学院委員会規程 平成16年旭医大達第103号

旭川医科大学学生の懲戒等に関する規程 平成27年旭医大達第20号

医学科2021カリキュラム検討ワーキング・グループ要項 平成31年1月17日教育センター長裁定

旭川医科大学教務・厚生委員会規程 平成16年旭医大達第13号

旭川医科大学学生表彰規程 平成16年旭医大達第121号



旭川医科大学学生リーダーシップ賞授与要項 平成20年9月3日学長裁定

旭川医科大学における学生等のセクシュアル・ハラスメント等の相
談への対応に関する細則

平成16年4月1日学長裁定

旭川医科大学における学生等のセクシュアル・ハラスメント等調査
委員会細則

平成16年4月1日学長裁定

旭川医科大学医学部看護学科学生に対する奨学資金貸与要項に関す
る申合せ

平成21年3月24日学長裁定

旭川医科大学卒業生に対する奨学資金貸与要項に関する申合せ 平成23年4月8日学長裁定

旭川医科大学教育センター規程 平成18年旭医大達第95号

旭川医科大学保健管理センター規程 平成16年旭医大達第109号

旭川医科大学保健管理センター運営委員会規程 平成16年旭医大達第14号

旭川医科大学臨床シミュレーションセンター運営委員会規程 平成21年旭医大達第54号

旭川医科大学情報セキュリティ運営室規程 平成24年旭医大達第39号

旭川医科大学情報セキュリティ委員会規程 平成16年旭医大達第138号

旭川医科大学研究フォーラム編集委員会規程 平成16年旭医大達第22号

旭川医科大学学術成果リポジトリ委員会規程 平成18年旭医大達第91号

旭川医科大学における業務・システムの最適化に関する要項 平成18年5月1日学長裁定

旭川医科大学図書館委員会規程 平成16年旭医大達第73号

旭川医科大学情報基盤センター運営委員会規程 平成16年旭医大達第82号

旭川医科大学入学試験委員会規程 平成16年旭医大達第11号

旭川医科大学一般選抜実施委員会規程 平成23年旭医大達第102号

旭川医科大学特別選抜実施委員会規程 平成23年旭医大達第103号

旭川医科大学編入学試験実施委員会規程 平成16年旭医大達第187号

旭川医科大学入学センター規程 平成16年旭医大達第76号


