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21-1
岐阜県立　岐阜病
院(現：岐阜県総合
医療センター）

岐阜県岐阜市野
一色４－６－１

058-246-1111 変更

◆カルテ：昭和47年1月1日～
◆手術記録：昭和47年1月1日～
◆製剤使用簿：平成16年4月1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13年4月1日～（シ
ステム内での会計カードデータ）

21-2 岐阜市民病院 岐阜県岐阜市鹿
島町７－１

058-251-1101
内線4402

存続 ○

◆カルテ：昭和59年1月1日～平成6年3月31
日
◆手術記録：昭和59年1月1日～平成6年3月
31日

21-3
渡辺病院（現：岐
阜中央クリニッ
ク）

岐阜県岐阜市若
宮町５丁目２２
番地

058-265-5545 変更 ○

◆カルテ：平成4年1月1日～（事故、自費
カルテ除く）
◆手術記録：昭和47年1月1日～平成10年10
月20日

21-4
朝日大学歯学部附
属村上記念病院
(現：村上記念病院)

岐阜県岐阜市橋
本町３－２３

058-253-8001 変更 ○
◆カルテ：昭和59年9月15日～
◆手術記録：昭和59年9月15日～

21-5
慶睦会　千手堂病
院(現：千手堂病院)

岐阜県岐阜市千
手堂中町１－２
５

058-251-3218 変更 ○

21-6

国立大学法人岐阜
大学医学部附属病
院(現：岐阜大学医
学部附属病院)

岐阜県岐阜市柳
戸１－１ 058-230-6008 変更 ○

◆カルテ：（第1内科：昭和28年4月～、第
2内科：平成6年4月～、第3内科：平成5年4
月～、第1外科：昭和63年1月～、第2外
科：昭和63年1月～、産婦人科：平成6年4
月～、整形外科：平成5年4月～、脳神経外
科：昭和56年9月～（入院のみ）、眼科：
平成5年4月～、耳鼻咽喉科：平成2年1月
～、皮膚科：平成12年4月～、泌尿器科：
平成10年1月～、精神神経科：昭和28年5月
～、小児科：平成6年4月～、放射線科：平
成6年4月～、麻酔科疼痛治療科：昭和54年
4月～、歯科口腔外科：昭和56年4月～、総
合診療部：平成8年7月～）
◆手術記録：（第1外科：昭和63年1月～、
第2外科：昭和63年1月～、産婦人科：平成
6年4月～、脳神経外科：昭和56年１月～、
耳鼻咽喉科：平成2年1月～、泌尿器科：平
成10年1月～）
◆製剤使用簿：平成11年4月1日～
◆レセプトの写し：平成12年4月1日～
◆その他の書類：（第1外科：昭和63年1月
～、第2外科：昭和63年1月～、脳神経外
科：昭和54年１月～、皮膚科：昭和51年1
月～、泌尿器科：平成10年1月～、精神神
経科：昭和28年5月～）
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21-7
医療法人社団誠広
会　平野総合病院
(現：平野総合病院)

岐阜県岐阜市黒
野１７６－５

058-239-2325 変更 ○

◆カルテ：平成10年1月～（「治癒」の
後、10年で廃棄）
◆手術記録：平成15年1月～
◆輸液箋・注射指示箋：平成13年1月～
◆レセプトの写し：平成17年1月～

3種類の製剤を5名の方に使用。4名は死亡されており、
1名（血友病）の方については、ご本人に連絡済み。

21-8

国立療養所長良病
院（現：独立行政
法人国立病院機構
長良医療セン
ター）

岐阜県岐阜市長
良１３００－７ 058-232-7755 変更

◆カルテ：平成11年4月～（外来カルテ：
平成13年1月～、入院カルテ：平成11年4月
～））
◆手術記録：平成11年4月～
◆製剤使用簿：平成9年9月～
◆処方箋：平成16年4月～
◆輸液箋・注射指示箋：平成16年4月～
◆レセプトの写し：平成15年1月～

各種書類の保管状況は左記のとおりですが、何かご不
明な点がありましたらご相談に応じますので、お問い
合わせください。

21-9 岐阜赤十字病院
岐阜県岐阜市岩
倉町3-36 058-231-2266 存続 ◆カルテ：平成1年～ 患者番号が分かれば検索可能な場合もあります。

21-10
登豊会　近石病院
(現：近石病院)

岐阜県岐阜市光
町２－４６ 058-232-2111 変更 ○

21-11 大垣市民病院
岐阜県大垣市南
頬町４－８６ 0584-81-3341 存続 ○

◆カルテ：平成4年～
◆手術記録：平成4年～（カルテに添付さ
れている。）

21-12
県立多治見病院
(現：岐阜県立多治
見病院)

岐阜県多治見市
前畑町５－１６
１

0572-22-5311 変更 ○

◆カルテ：平成9年1月1日～（１８．１．
１～は電子カルテ）
◆手術記録：平成9年1月1日～（１８．
１．１～は電子カルテ）
◆製剤使用簿：平成9年1月1日～（１８．
１．１～は電子カルテ）
◆処方箋：平成18年1月1日～（電子カル
テ）
◆輸液箋・注射指示箋：平成18年1月1日～
（電子カルテ）
◆レセプトの写し：（会計カード（レセプ
トとほぼ同じ）は13年１月～存在）

21-13

JA岐阜厚生連　中
濃病院(現：JA岐阜
厚生連　中濃厚生
病院）

岐阜県関市若草
通５－１

0575-22-2211 変更 ○

◆カルテ：平成2年1月1日～
◆製剤使用簿：平成12年1月1日～
◆処方箋：平成17年4月1日～
◆輸液箋・注射指示箋：平成17年4月1日～
◆レセプトの写し：平成13年4月1日～

21-14 総合病院中津川市
民病院

岐阜県中津川市
駒場１５２２－
１

0573-66-1251 存続

◆カルテ：平成2年4月1日～
◆手術記録：平成2年4月1日～
◆製剤使用簿：平成9年9月1日～（血液製
剤管理簿）
◆処方箋：平成17年1月1日～
◆輸液箋・注射指示箋：平成17年1月1日～
◆その他の書類：昭和57年12月8日～（会
計伝達用手術伝票）

対象となる薬剤について、調査対象期間の会計伝達用
手術伝票を確認しましたが、投与記録は見つかりませ
んでした。

21-15 国民健康保険坂下
病院

岐阜県中津川市
坂下７２２－１ 0573-75-3118 存続
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21-16 美濃市立美濃病院
岐阜県美濃市中
央４－３ 0575-33-1221 存続 ○

◆カルテ：平成1年4月1日～（患者様の特
定ができない）
◆手術記録：平成1年4月1日～
◆製剤使用簿：平成9年9月1日～
◆処方箋：平成17年1月1日～
◆輸液箋・注射指示箋：平成1年4月1日～

21-17

JA岐阜厚生連　昭
和病院（現：JA岐
阜厚生連　東濃厚
生病院）

岐阜県瑞浪市土
岐町７６－１

0572-68-4111 変更 ○

◆カルテ：平成8年～（平成８年以降のカ
ルテは有り。以前はなし。）
◆手術記録：（カルテと同様）
◆製剤使用簿：平成5年9月1日～（血液製
剤記録・血液製剤使用簿）
◆処方箋：平成17年1月～
◆輸液箋・注射指示箋：平成17年1月～
◆レセプトの写し：平成13年10月～

各種書類の保管状況は左記のとおりです。平成８年以
前のカルテは廃棄。製剤の投与を受けたかどうかにつ
いては左記情報の確認しかできません。ご心配な方
は、検査を受けられることをお勧めします。

21-18

国立療養所恵那病
院(現：国立病院機
構東海北陸ブロッ
ク事務所医療課）

岐阜県恵那市大
井町2725番地
（現：愛知県名
古屋市中区三の
丸四丁目１番１
号
名古屋医療セン
ター内）

052-968-5174
変更 ○

Ｈ６以前のカルテ、処方箋、手術記録、レセプト等、
診療内容に関する記録は既に廃棄しております。　何
かご不明な点がありましたら、お問い合わせくださ
い。

医療機関は、現在、市立恵那病院と
なっています。お問い合わせは国立病
院機構東海北陸ブロック事務所医療課
にお願いします。

21-19 公立学校共済組合
東海中央病院

岐阜県各務原市
蘇原東島町４－
６－２

058-382-3101 存続

◆カルテ：平成12年1月1日～（コンファク
トＦの調査対象期間におけるカルテ等の書
類は存在しない。）
◆手術記録：平成12年1月1日～（コンファ
クトＦの調査対象期間におけるカルテ等の
書類は存在しない。）
◆製剤使用簿：平成12年1月1日～（コン
ファクトＦの調査対象期間におけるカルテ
等の書類は存在しない。）
◆処方箋：平成17年1月1日～（コンファク
トＦの調査対象期間におけるカルテ等の書
類は存在しない。）
◆輸液箋・注射指示箋：平成17年1月1日～
（コンファクトＦの調査対象期間における
カルテ等の書類は存在しない。）
◆レセプトの写し：平成15年1月1日～（電
子データによる。コンファクトＦの調査対
象期間におけるカルテ等の書類は存在しな
い。）
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21-20
健康保険東濃病院
（現：岐阜社会保
険病院）

岐阜県可児市土
田１２２１－５

0574-25-3113 変更

◆カルテ：平成14年1月～（一部は平成6年
～）
◆手術記録：昭和38年～（外科：昭和38年
～、脳神経外科：平成5年～、泌尿器科：
平成1年～、眼科：昭和62年～、整形外
科：昭和58年～、耳鼻咽喉科：昭和61年
～、産婦人科：昭和53年～）
◆製剤使用簿：平成9年9月～
◆処方箋：平成16年4月～
◆輸液箋・注射指示箋：平成16年4月～
（外来分。入院は平成17年～）
◆レセプトの写し：平成14年11月～
◆その他の書類：平成6年1月～

21-21

JA岐阜厚生連　岐
北厚生病院(現：岐
阜県厚生農業協同
組合連合会岐北厚
生病院)

岐阜県山県市高
富１１８７－３ 0581-22-1811 変更

21-22 朝日大学歯学部附
属病院

岐阜県瑞穂市穂
積１８５１－１

058-329-1144
（薬局）

存続

◆カルテ：昭和51年12月24日～（入院カル
テのみ（外来カルテは10年間保存））
◆手術記録：昭和51年12月24日～（入院カ
ルテに綴じてある分のみ）
◆製剤使用簿：平成9年～
◆処方箋：（３年間保存）
◆輸液箋・注射指示箋：（３年間保存）

21-23

国民健康保険　神
岡町病院（現：国
民健康保険　飛騨
市民病院）

岐阜県飛騨市神
岡町東町７２５ 0578-82-1150 変更

21-24
郡上中央病院
（現：郡上市民病
院）

岐阜県郡上市八
幡町島谷１２６
１

TEL：0575-
67-1611
FAX：0575-
65-6005

変更 ○

◆カルテ：平成1年4月1日～平成6年3月31
日（２名血友病患者様で使用と感染が確認
され、連絡すみの患者様カルテのみ保存さ
れている。）

21-25 岐阜県立下呂温泉
病院

岐阜県下呂市幸
田１１６２ 0576-25-2820 存続 ○

◆カルテ：平成3年1月～（外来は平成4年
以降）
◆手術記録：平成1年1月～

21-26

小坂町国保病院、
小坂町国保診療所
（現：下呂市立小
坂診療所）

岐阜県下呂市小
坂町大島１９６
５

0576-62-2212 変更 ○

21-27 松波総合病院
岐阜県羽島郡笠
松町田代１８５
－１

058-388-0111 存続 ◆カルテ：平成5年1月1日～
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21-28

岐阜県厚生農業協
同組合連合会　高
田病院、岐阜県厚
生農業協同組合連
合会　養老中央病
院（現：岐阜県厚
生農業協同組合連
合会　西美濃厚生
病院）

岐阜県養老郡養
老町押越９８６

0584-32-1161 変更

◆カルテ：平成8年1月1日～
◆手術記録：平成8年1月1日～
◆製剤使用簿：平成8年1月1日～
◆処方箋：平成16年8月1日～
◆輸液箋・注射指示箋：平成16年8月1日～
◆その他の書類：平成8年1月1日～（入院
サマリー）

21-29 国民健康保険 関ヶ
原病院

岐阜県不破郡関
ケ原町大字関ケ
原２４９０－２
９

0584-43-1122 存続

◆カルテ：平成1年1月～（整形外科：平成
4年～、小児科：平成7年～、泌尿器科：平
成15年4月～）
◆手術記録：平成1年1月～（整形外科：平
成4年～、小児科：平成7年～、泌尿器科：
平成15年4月～）
◆処方箋：平成17年1月～
◆輸液箋・注射指示箋：平成17年1月～
◆レセプトの写し：平成3年6月～

21-30 医療法人白水会
白川病院

岐阜県加茂郡白
川町坂ノ東５７
７０

0574-72-2222 存続 ○

21-31
医療法人忠知会
桃井病院(現：桃井
病院)

岐阜県可児郡御
嵩町中２１６３ 0574-67-2108 変更 ○

◆カルテ：平成14年1月1日～
◆手術記録：平成14年1月1日～
◆製剤使用簿：平成17年1月1日～
◆処方箋：平成14年1月1日～
◆輸液箋・注射指示箋：平成17年1月1日～
◆レセプトの写し：平成14年1月1日～（入
院レセプトのみ）
◆その他の書類：平成17年1月1日～
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