
 

 

次世代医療基盤法に基づく医療情報提供停止・削除 申請書 

    年   月   日 

 佐世保市総合医療センター  御中 

（写：認定事業者：一般社団法人ライフデータイニシアティブ  御中） 

  

医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律（以下、次世代医療基盤法）に基づ

き、認定事業者への医療情報の提供停止・削除を申請します。 

※本申請書の写しを申請者に交付することで、次世代医療基盤法第３１条第１項（請求を受付た旨の書面

の交付）で定める書面の交付とさせていただきます。 

 

１．申請内容 ： 医療情報の提供停止・削除 

 
２．医療情報の提供停止・削除を求めるご本人の情報 

氏名 生年月日 性別 電話番号 

（フリガナ） 

 

 

  年   月   日 男・女    （    ） 

診察券番号※  

  ※上記情報が変更となった際には、再度申請を行って頂きますようお願いいたします。 

 

３．ご本人以外（代理人）の情報  

上記の通り、本人との関係に相違ありません。医療情報の提供停止・削除を申請します。 

 

 
   

 

４．提供停止の求めを受けた年月日および本書面の交付年月日 

     年   月   日 

 

５．医療情報の提供停止を行う年月日 

４．の日付の当月分の医療情報からすべて認定事業者への提供を停止します。その処理は、４．の日

付の翌月 15 日までに実施します。４．の日付の前月までに既に提供している情報については、次世代

医療基盤法に則って可能な限り削除します。 

 

本申請に伴い取得した個人情報について 

本申請に際して取得しました個人情報については、本申請に係る対応のためにのみ取り扱うものとします。本申請書

は、手続きが終了した後3年間保存するものとしその後廃棄致します。 

 

 

 

代理人氏名（自署） ご本人との関係 

（フリガナ）  

代理人生年月日 代理人連絡先 

 （     ） 

受付部署 本人確認欄 患者ID（電子カルテ） データ識別番号（DPC） カルテ番号等（レセプト） 

経営企画課 
    

※医療施設記入欄（認定事業者への連絡事項） 

診察券番号が以下の太枠と同一である場合チェックしてください。異なる場合は太枠内に記載してください。 

明治・大正 

昭和・平成 

令和・西暦 

明治・大正・昭和・平成・令和・西暦     年   月   日 

以下、医療施設記入欄 

□ 

※ご本人以外の方が申請する際に記載してください。                                 

その際、ご本人との関係が証明できる書類のご提示をお願いする場合があります。 



 

Application form for  
Discontinuation of the medical information provision / 
Deletion of the provided medical information 
 

● Fill in the original form. (There is no English form) *Refer to the guidance below.日本語の様式にご記入ください。以下参照。 

● The patient’s name must be filled in Katakana character as your patient ID card shows. If you don’t have anyone to help you, 

please let us know. 診察券同様、カタカナで氏名を記入する必要があります。お手伝いが必要な方は係員にお声掛けください。 

● Please receive a copy of this sheet after submission.申請受付後、写しをお渡しいたします。 

● The contents of this form are as follows:様式の内容は以下のとおりです。 

 

Date (yyyy/mm/dd) :      年  月  日 

To Sasebo City General Hospital  

  (A copy to the certified business operator: Life Data Initiative) 

 

I hereby apply the discontinuation of a medical information provision / deletion of the provided medical information for a 

patient described below, based on “Act on Anonymized Medical Data That Are Meant to Contribute to Research and 

Development in the Medical Field”.  

 

1. Application items  :   Discontinuation of a provision of the medical information /  

Deletion of the provided medical information 

 

2. Patient Information  

Patient Name 氏名 Date of Birth 生年月日 Gender性別 Phone 電話番号 

（フリガナ） 

In Katakana 

 

Y      m     d 

年   月   日 
M男・F女    （    ） 

Patient ID # 診察券番号※  

*Please apply again if the information above is changed. 

 

3. Representative Information 

*Please fill in only when a representative applies instead of the patient. A public document that prove the relationship 

may be required.   

      As described above, my relationship to the patient is absolutely correct.  

I hereby apply discontinuation of the medical information provision / deletion of the provided medical information for the  

patient. 

 

 

The date to stop providing medical information 

Provision of all medical information will be stopped as of the month of the application. This procedure is carried out by 15th of the 

following month. The information which have already been provided will be deleted as much as possible based on “Act on 

Anonymized Medical Data That Are Meant to Contribute to Research and Development in the Medical Field”. 

 

*Privacy policy associated with the application 

Individual information we obtained through the application is intended to use only for the application procedure. This sheet will be filed 

after application, and disposed when 3 years have passed. 

(Items below are filled by the hospital) 

Name of Representative 代理人氏名（自署） Relationship to the patient ご本人との関係 

（フリガナ）  

Date of Birth 代理人生年月日  Phone 代理人連絡先 

 （     ） 

明治・大正 

昭和・平成 

令和・西暦 

明治・大正・昭和・平成・令和・西暦    年   月   日 

y     m     d 

次世代医療基盤法に基づく医療情報

提供停止・削除 申請書 


