
15.新潟県

No. 医療機関名 所在地 電話番号

クリスマシン,
PPSB-ニチヤク
の納入 医療機関コメント 医療機関コメント２ 備考

333
医療法人桑名恵風会　桑
名病院

新潟県新潟市東区渡甲
１４０ 025-273-2251

クリスマシン，
PPSB-ニチヤク

昭和55年～昭和60年、脳神経外科。
（ＰＰＳＢ：83.11～84.1 3本※10ml）。

328

新潟大学医学部附属病院
（現：新潟大学医歯学総
合病院）

新潟県新潟市中央区旭
町通１－７５４ 025-227-2438 クリスマシン

公表済み製剤およびプロプレックス：調査対象期
間は昭和53年から昭和61年の９年間です。
使用した患者さんは把握できています。
ハイクリオ：対象期間は昭和５５年から５９年ま
でです。
投与した患者さんについては調査中です。

（プロプレックス：納入期間、納入本数について
不明）。

331
新潟医療生活協同組合
木戸病院

新潟県新潟市中央区上
木戸５－２－１ 025-273-2151 クリスマシン 投与患者は特定されている。

332 新潟市民病院
新潟県新潟市中央区鐘
木４６３番地７ 025-281-5151 クリスマシン

カルテ検索により直接回答。
（プロプレックス(400単位)：納入期間、納入実績
不明）。

353

医療法人成和会　田代消
化器科病院（現：田代消
化器科クリニック）

新潟県新潟市中央区新
和１－３－２９ 025-211-7000 PPSB-ニチヤク 調査実施済み。

355 宗村外科医院【廃院】
新潟県新潟市中央区本
町通１０－１８０２ 025-222-4364 クリスマシン

昭和56年５月に納入。
３月３１日をもって閉院いたします。

356

日本歯科大学新潟歯学部
附属病院（現：日本歯科
大学新潟病院）

新潟県新潟市中央区浜
浦町１－８ 025-267-1500 クリスマシン カルテは保存しており、問合せには対応可能。

357

日本歯科大学新潟歯学部
附属医科病院（現：日本
歯科大学医科病院）

新潟県新潟市中央区浜
浦町１－８ 025-267-1500 カルテは保存しており、問合せには対応可能。

360
新潟県立がんセンター新
潟病院

新潟県新潟市中央区川
岸町２－１５－３ 025-266-5111 クリスマシン 昭和53年～昭和63年。

361
医療法人恒仁会　新潟南
病院

新潟県新潟市中央区女
池神明１－７－１ 025-284-2511 クリスマシン

ＨＩＶ感染が心配な方には健康調査、相談に応じ
ている。

362
新潟県立はまぐみ小児療
育センター

新潟県新潟市中央区水
道町１－５９３２ 025-266-0151 調査完了。

329
白根保健生活協同組合
白根健生病院

新潟県新潟市南区上下
諏訪木７７０－１ 025-372-2191 クリスマシン

非加熱血液凝固因子製剤の納入と使用はあり、使
用は特定されております。

354
社会福祉法人新潟市社会
事業協会　信楽園病院

新潟県新潟市西区新通
南３－３－１１ 025-260-8200 クリスマシン

関係者から聞き取り調査終了。
使用した可能性のある症例のカルテ検査は終了し
ている。
さらに全てのカルテを調査中である。

358
医療法人社団仁和会　聖
園病院

新潟県新潟市西区青山
７－９－１０ 025-267-0171 血友病に使用されたと思われるが念のため。

359

国立療養所西新潟病院
（現：独立行政法国立病
院機構西新潟中央病院）

新潟県新潟市西区真砂
１－１４－１ 025-265-3171 クリスマシン

昭和53年～昭和63年。
胸部外科。

341
新潟県厚生農業協同組合
連合会　栃尾郷病院

新潟県長岡市栄町２－
１－５０ 0258-52-2181 クリスマシン

昭和53年から昭和63年の期間において、内科、外
科で投与した可能性があります。

342
医療法人立川メディカル
センター　立川綜合病院

新潟県長岡市神田３－
２－１１ 0258-33-3111 クリスマシン

非加熱製剤の使用あり。
血友病以外にも使用あり。

343
綜合病院長岡赤十字病院
（現：長岡赤十字病院）

新潟県長岡市千秋２丁
目297-1 0258-28-3600 クリスマシン

昭和53年（1978）から昭和60年11月(1985）。
上記期間において、外科、胸部外科で投与した可
能性があります。

347
新潟県厚生農業協同組合
連合会　刈羽郡総合病院

新潟県柏崎市北半田２
－１１－３ 0257-23-2165 クリスマシン

昭和56年　非加熱製剤（第９因子製剤）納入あ
り。

337 新潟県立新発田病院
新潟県新発田市本町１
－２－８ 0254-22-3121 クリスマシン 昭和53年～昭和63年。

327 小千谷総合病院
新潟県小千谷市本町１
－１３－３３ 0258-83-3600 (ハイクリオ：83.1 1本(250U))。

340 新潟県立加茂病院
新潟県加茂市青梅町１
－９－１ 0256-52-0701 クリスマシン 昭和53年～昭和63年。

326
新潟県厚生農業協同組合
連合会　中条病院

新潟県十日町市大字中
条己２９４１ 025-757-3018

（ハイクリオ：82.9 1本（250U)）上記の薬剤に関
しては、当時の薬剤管理簿・カルテの保存なく、
医師も退職したため使用か否かは不明です。

346 新潟県立十日町病院
新潟県十日町市大字高
山３２－９ 025-757-5566 クリスマシン

平成８年の調査では当院では使用実績はありませ
ん。



334
新潟県厚生農業協同組合
連合会　村上総合病院

新潟県村上市田端町２
－１７ 0254-53-2141 クリスマシン 昭和55年～昭和60年　内科。

335

新潟県立瀬波病院（現：
新潟県立リウマチセン
ター）

新潟県新発田市本町１
－２－８ 0254-23-7751

339 新潟県立吉田病院
新潟県燕市吉田大保町
３２－１４ 0256-92-5111 クリスマシン 昭和53年～昭和63年。

352
新潟県厚生農業協同組合
連合会　糸魚川総合病院

新潟県糸魚川市大字
竹ヶ花４５７－１ 025-552-0280 クリスマシン

非加熱血液凝固因子製剤の納入ありました。
対象となる期間は昭和55年１月から昭和60年７月
までです。

350

新潟県厚生農業協同組合
連合会頸南病院（現：新
潟県厚生農業協同組合連
合会けいなん総合病院）

新潟県妙高市田町２－
４－７ 025-572-3161 クリスマシン

昭和55年～昭和59年。
全科。

平成14年4月名称変
更

330
医療法人社団真仁会　南
部郷総合病院

新潟県五泉市村松１４
０４－１ 0250-58-6111 クリスマシン

被投与者は特定されており、既に検査等を実施済
み。

363 五泉病院【廃院】
新潟県五泉市太田４４
０－１ クリスマシン 昭和60年～昭和63年。

348 新潟県立中央病院
新潟県上越市新南町
205 025-522-7711 クリスマシン 昭和53年～昭和63年。

349
新潟県厚生農業協同組合
連合会上越総合病院

新潟県上越市大道福田
１４８－１ 025-524-3000 クリスマシン

昭和53年～昭和63年小児科、内科。
相談に応じている。

351

労働福祉事業団新潟労災
病院（現：独立行政法人
労働者健康福祉機構新潟
労災病院）

新潟県上越市東雲町１
－７－１２ 025-543-3123 クリスマシン

血液凝固因子製剤の納入あり。
非加熱血液凝固因子製剤の使用期間は昭和56年か
ら昭和61年。

平成16年4月経営主
体変更

338

総合病院国民健康保険水
原郷病院（現：水原郷病
院）

新潟県阿賀野市岡山町
１３－２３ 0250-62-2780 クリスマシン 昭和53年～昭和63年。

平成16年4月経営主
体変更

344 新潟県立小出病院
新潟県魚沼市日渡新田
３４ 025-792-2111 クリスマシン 昭和53年～昭和63年。

345 新潟県立六日町病院
新潟県南魚沼市六日町
６３６－２ 025-772-7111 クリスマシン 昭和53年～昭和63年。

336 新潟県立坂町病院
新潟県岩船郡荒川町大
字下鍛冶屋５８９ 0254-62-3111 クリスマシン 昭和53年～昭和63年。


