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存続 ・
廃院等

特定
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20-1

長野協立病院
（現：長野医療生
活協同組合　長野
中央病院）

長野県長野市西
鶴賀1570 026-234-3211 変更

◆カルテ：昭和51年4月1日～（外来カルテ
は昭和５９年４月１日～）
◆手術記録：昭和59年5月14日～（外科開
設日～）
◆製剤使用簿：平成11年6月10日～

◆処方箋：平成17年1月1日～

◆輸液箋・注射指示箋：昭和51年4月1日～
（カルテ内に保存のためカルテと同じ）
◆レセプトの写し：平成15年2月～

◆その他の書類：昭和51年4月1日～（入院
サマリー）

20-2 長野赤十字病院
長野県長野市若
里５－２２－１

026-226-4131 存続 ○

◆カルテ：昭和62年1月1日～（入院カル

テ。外来カルテは平成10年以降。）

◆手術記録：昭和62年1月1日～（入院分）

◆輸液箋・注射指示箋：昭和62年1月1日～
（入院分）

20-3
長野県　厚生農業
協同組合連合会
長野松代総合病院

長野県長野市松
代町松代183 026-278-2031 存続

◆カルテ：昭和54年1月1日～（入院カル

テ。外来カルテは昭和60年以降。）

◆手術記録：昭和54年1月1日～
◆処方箋：（法定期間分）
◆輸液箋・注射指示箋：（法定期間分）
◆レセプトの写し：（法定期間分）
◆その他の書類：昭和54年1月1日～（入院
サマリー）

20-4

国立大学法人信州
大学医学部附属病
院(現：信州大学医

学部附属病院)

長野県松本市旭
３－１－１

0263-37-2755 変更 ○

◆カルテ：（10年を原則とし、症例により
保管）
◆手術記録：（10年を原則とし、症例によ
り保管）
◆製剤使用簿：平成9年9月1日～

◆処方箋：（5年保管）

◆輸液箋・注射指示箋：（5年保管）

◆レセプトの写し：平成13年1月～

20-5

長野県救急セン
ター（現：長野県
衛生部医療政策
課）

長野県松本市旭
２－１１－３０
（現：長野県長
野市大字南長野
字幅下６９２－
２）

026-235-7145 変更 ○

◆カルテ：昭和58年4月～平成17年3月
◆手術記録：昭和58年4月～平成17年3月
◆製剤使用簿：昭和58年4月～平成17年3月
◆処方箋：昭和58年4月～平成17年3月
◆輸液箋・注射指示箋：昭和58年4月～平

成17年3月

長野県救急センターは平成17年3月31日で廃院として
います。カルテ等の問い合わせは長野県衛生部医療政
策課(連絡先: 026-235-7145）で受付けております。

平成17年3月廃院

20-6

国立療養所東松本
病院(現：独立行政
法人国立病院機構
中信松本病院）

長野県松本市大
字寿豊丘８１１

0263-58-3121 変更

◆カルテ：平成12年4月1日～

◆手術記録：平成10年4月1日～

◆製剤使用簿：平成10年4月1日～

◆処方箋：平成10年4月1日～

◆輸液箋・注射指示箋：平成10年4月1日～

◆レセプトの写し：平成14年3月1日～

当院には関係資料は残存しておらず、血液凝固因子製
剤の投与の実態について確認できませんでした。
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20-7

国立松本病院、独
立行政法人国立病
院機構松本病院
（現：独立行政法
人国立病院機構ま
つもと医療セン
ター松本病院）

長野県松本市大
字芳川村井町１
２０９

0263-58-4567 変更 ○

◆カルテ：平成3年4月1日～

◆手術記録：平成14年4月1日～

◆製剤使用簿：平成10年7月30日～

◆処方箋：平成16年4月1日～

◆輸液箋・注射指示箋：平成16年4月1日～

◆レセプトの写し：平成15年4月1日～

20-8 上田病院
長野県上田市中
央１－３－３

0268-22-3580 存続 ○
クリスマシンについては昭和６０年６月の購入を最後
に、また、コンコエイトについては昭和６３年５月の
購入を最後にそれ以降の購入はありません。

20-9 慈善会　安藤病院
長野県上田市中
央西１－１－２
０

0268-22-2580 存続 ○

20-10
国立東信病院
（現：国立病院機
構　長野病院）

長野県上田市緑
が丘1丁目27番
地21号

（0268) 22-
1890 変更

◆カルテ：平成6年1月～（退院分）

◆手術記録：平成9年7月～

◆製剤使用簿：平成9年1月～

◆処方箋：平成15年4月～（注射。投薬は
平成１６年４月～）
◆輸液箋・注射指示箋：（入院カルテに添
付してあるものについては、平成６年1月
退院分～）
◆レセプトの写し：平成15年7月～（コン
ピュータより打ち出し可能）

各種書類の保管状況は、左記のとおりですが、ご不明
な点がありましたらお問い合わせください。
使用した患者さんについては把握しておりません。

20-11 岡谷市立岡谷病院
長野県岡谷市本
町4-11-33 0266-23-8000 存続

◆カルテ：平成14年5月1日～

◆手術記録：平成13年4月1日～

◆製剤使用簿：平成9年9月1日～

◆処方箋：平成15年4月1日～

◆輸液箋・注射指示箋：平成14年4月1日～

◆レセプトの写し：平成18年2月～

20-12 健和会病院
長野県飯田市鼎
中平１９３６

0265-23-3115 存続 ○

20-13 飯田市立病院
長野県飯田市八
幡町４３８

0265-21-1253 存続

◆カルテ：昭和61年1月1日～

◆手術記録：昭和61年1月1日～

◆製剤使用簿：平成9年9月1日～

◆処方箋：平成13年5月1日～

◆輸液箋・注射指示箋：平成16年12月1日
～
◆レセプトの写し：平成14年4月1日～

◆その他の書類：平成11年7月1日～（入院
サマリー）
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20-14 諏訪赤十字病院
長野県諏訪市湖
岸通り５－１１
－５０

0266-52-6111 存続

◆カルテ：平成11年1月1日～（一部平成１
０年あり）
◆手術記録：昭和47年1月1日～平成1年1月
31日（外科、婦人科、整形外科は現在まで
あり。平成１５年以降の手術記録は全科
残っている。）
◆製剤使用簿：平成10年4月1日～

◆処方箋：平成11年10月1日～

◆輸液箋・注射指示箋：平成12年9月1日～

◆レセプトの写し：平成9年9月～（１）平
成９年９月～平成１１年９月。　２）平成
１１年１０月～現在）

お問い合わせの際には、まず電話で担当まで御連絡く
ださい。

20-15
長野県厚生農業協
同組合連合会　小
諸厚生総合病院

長野県小諸市与
良町３－２－３
１

0267-22-1070 存続 ○

◆カルテ：昭和56年～（入院カルテ。昭和

56年～平成5年は一部存在。外来カルテは

昭和57年以降）

◆手術記録：昭和56年～（入院分。昭和56
年～平成5年は一部存在。外来分は昭和57
年以降）
◆製剤使用簿：平成9年9月1日～

◆輸液箋・注射指示箋：平成15年4月1日～

◆レセプトの写し：平成13年4月～

前回の非加熱血液凝固因子製剤の使用状況調査が行わ
れた時点では、納入製剤は全て血友病患者に使用され
たことをカルテより確認いたしましたが、今回、一部
納入リストがなく、確認がとれないものがあります。

20-16
伊那市営伊那中央
総合病院（現：伊
那中央病院）

長野県伊那市大
字伊那２９８－
１（現：長野県
伊那市伊那１３
１３－１）

0265-72-3121 変更 ○

◆カルテ：昭和63年1月1日～

◆処方箋：平成15年4月1日～

◆輸液箋・注射指示箋：平成15年4月1日～

使用患者の特定はできていないが、血友病以外の患者
さんに使用した可能性は低い。

20-17 飯山赤十字病院
長野県飯山市飯
山226-1 0269-62-4195 存続

◆カルテ：昭和59年1月1日～（一部抜け書
類あり。外来カルテは昭和６３年１月～）
◆手術記録：昭和59年1月1日～

◆製剤使用簿：平成9年4月1日～

◆処方箋：平成9年4月1日～

◆輸液箋・注射指示箋：昭和59年1月1日～

◆レセプトの写し：平成15年4月1日～

20-18 松本歯科大学病院
長野県塩尻市大
字広丘郷原１７
８０

0263-51-2099 存続

20-19
長野県厚生農業協
同組合連合会　佐
久総合病院

長野県佐久市臼
田１９７

0267-82-3131 存続 ○
◆カルテ：（存在する。）
◆手術記録：（カルテにとじ込み。）

カルテの保存期間につきましては、入外、診療科毎に
保存期間が異なりますので連絡窓口までお問い合わせ
ください。

20-20 佐久市立国保浅間
総合病院

長野県佐久市岩
村田１８６２－
１

0267-67-2295 存続

◆カルテ：昭和34年7月～（入院カルテ。

外来カルテは1997年1月～存在。）

◆手術記録：昭和34年7月～（入院手術記

録。外来手術記録は1997年1月～存在。）

◆輸液箋・注射指示箋：昭和34年7月～
（入院輸液箋・注射指示箋。外来輸液箋・
注射指示箋は1997年1月～存在。）
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20-21

国立長野病院、長
野赤十字上山田病
院（現：長野赤十
字病院附属上山田
診療所）

長野県千曲市上
山田温泉3-34-3
（現：長野県上
田市緑が丘１－
２７－２１）

026-275-1581 変更
◆カルテ：（長野赤十字上山田病院（平成
９年７月開院）以降のカルテをすべて保
存）

20-22
豊科赤十字病院
(現：安曇野赤十字
病院）

長野県安曇野市
豊科５６８５

0263-72-3170 変更

◆カルテ：平成11年1月1日～

◆手術記録：平成11年1月1日～

◆製剤使用簿：平成9年12月1日～

◆処方箋：平成16年3月1日～

◆輸液箋・注射指示箋：平成11年1月1日～

◆レセプトの写し：平成12年1月1日～

コンコエイト、コンコエイトHTにつきましては、1980
年1月～2007年9月までの製薬メーカーからの該当製剤
の納入リストがあります。

20-23 長野県立木曽病院
長野県木曽郡木
曽町福島６６１
３－４

0264-22-2703 存続 ○
◆カルテ：昭和63年4月1日～（退院月）

◆手術記録：昭和63年4月1日～（退院月）
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