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廃院等
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製剤

カルテ等の状況 コメント 備考

34-1
社会保険広島市民
病院(現：広島市立
広島市民病院）

広島県広島市中
区基町７－３３

082-221-2291 変更 ○

◆カルテ：昭和50年～（昭和49年以前につ
いては一部あり。昭和50年以降でも一部欠
損している部分もある。）
◆手術記録：昭和50年～（昭和49年以前に
ついては一部あり。昭和50年以降でも一部
欠損している部分もある。）
◆その他の書類：昭和50年～（入院サマ
リー。一部が欠損している部分もある。）

34-2
国家公務員共済組
合連合会広島記念
病院

広島県広島市中
区本川町１－４
－３

082-292-
1271(内線
2320)

存続

◆カルテ：平成9年4月1日～
◆手術記録：平成3年1月1日～（麻酔記録
のみ）
◆製剤使用簿：平成9年9月1日～
◆処方箋：平成18年1月1日～
◆輸液箋・注射指示箋：平成18年1月1日～
◆レセプトの写し：平成15年8月1日～

34-3 広島市立舟入病院
広島県広島市中
区舟入幸町１４
－１１

082-232-6195 存続 ○

◆カルテ：平成15年4月～（過去５年度分
を保存）
◆手術記録：平成18年4月～
◆製剤使用簿：平成9年9月～
◆レセプトの写し：平成17年4月～
◆その他の書類：平成14年4月～（処方伝
票、注射伝票、処置伝票、手術伝票）

血友病以外には２名の患者様のみに使用。使用した患
者様については原疾患によりお亡くなりになっていま
す。（血友病の患者様への使用実績はありません。）

34-4
タナカ小児科（廃
院時：タナカ小児
科内科）

広島県広島市中
区広瀬町６番１
３号

廃院等 ○ 平成１６年廃院。

34-5 県立広島病院
広島県広島市南
区宇品神田１－
５－５４

082-254-1818
内線1110 存続 ○

◆カルテ：昭和62年1月1日～
◆手術記録：昭和62年1月1日～
◆製剤使用簿：平成18年4月1日～
◆処方箋：平成18年4月1日～
◆輸液箋・注射指示箋：平成18年4月1日～
◆レセプトの写し：昭和54年10月～平成5
年

お問い合わせは、平日の8:30～17:30の間にお願いしま
す。

34-6
広島大学医学部附
属病院(現：広島大
学病院）

広島県広島市南
区霞１－２－３

082-257-5555 変更 ○

34-7 広島市立安佐市民
病院

広島県広島市安
佐北区可部南２
－１－１

082-815-
5211(内線
2241～2243)

存続 ○

◆カルテ：昭和55年5月6日～（外来カルテ
一部廃棄済）
◆手術記録：昭和55年5月6日～（外来カル
テ一部廃棄済）

34-8 林病院(現：林クリ
ニック）

広島県広島市佐
伯区湯来町大字
下９８７

0826-23-0005 変更 ○

80歳代後半の男性に使用。重症感染症の方で、消化管
出血傾向が発現したので、クリスマシン使用。その男
性は数日后死亡した。先代の院長の担当の患者さんで
あったので、氏名も投与時期も詳しくはわからない。
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34-9

国立呉病院、国立
呉医療センター・
中国がんセンター
（現：独立行政法
人国立病院機構 呉
医療センター・中
国がんセンター ）

広島県呉市青山
町３－１

0823-22-3111 変更

◆カルテ：昭和59年4月1日～
◆手術記録：昭和59年4月1日～（カルテに
準ずる）
◆製剤使用簿：平成6年4月1日～
◆処方箋：平成14年5月1日～
◆輸液箋・注射指示箋：平成14年5月1日～
◆レセプトの写し：平成16年7月1日～
◆その他の書類：昭和59年4月1日～（入院
サマリーなど一部カルテと共に存在す
る。）

34-10
独立行政法人労働
者健康福祉機構中
国労災病院

広島県呉市広多
賀谷１－５－１

0823-72-7171 存続 ○

◆カルテ：昭和47年～（一部の期間マイク
ロ保存しているが帳票出力不能）
◆手術記録：昭和47年～（一部の期間マイ
クロ保存しているが帳票出力不能）
◆製剤使用簿：平成9年9月1日～（特定生
物由来製品使用記録簿）
◆処方箋：平成16年4月～平成17年11月
（平成１７年１１月以降はオーダリングシ
ステムに変更）
◆輸液箋・注射指示箋：平成16年4月～平
成17年11月（平成１７年１１月以降はオー
ダリングシステムに変更）
◆その他の書類：昭和47年～（入院診療要
約書）

34-11
国家公務員共済組
合連合会呉共済病
院

広島県呉市西中
央２－３－２８

0823-22-2111 存続

◆カルテ：平成1年1月1日～平成19年12月
31日
◆手術記録：平成1年1月1日～平成19年12
月31日

34-12 生田医院
広島県豊田郡安
浦町内海２８５
６

廃院等

34-13 三原赤十字病院 広島県三原市東
町２－７－１

0848-64-8111
担当：医事課

存続 ○

カルテ、処方箋など全ての書類は現存していません。
製薬会社の納入リストには1988年6月に1本のみとなっ
ています。仮に使用があったとしても、該当の患者さ
んは他院へ転院されている可能性が高いと考えられま
す。

34-14

ＪＡ広島厚生連
尾道総合病院(現：
広島県厚生農業協
同組合連合会尾道
総合病院）

広島県尾道市古
浜町７－１９

0848-22-
8111(内線
2013)

変更 ○

◆手術記録：昭和36年5月2日～（産婦人科
のみ。日時、患者名、病名のみ記録。（昭
和３６年～昭和５５年までは一部記録漏れ
あり））

34-15
金本医院（現：医
療法人社団かなも
と医院）

広島県尾道市門
田町１－４３

0848-23-4677 変更
院内掲示板にコンコエイトを購入した時期を報告し
て、問い合わせを待っています。

34-16 尾道市立市民病院
広島県尾道市新
高山３－１１７
０－１７７

0848-47-1155 存続 ○

◆カルテ：平成15年4月1日～
◆手術記録：平成15年4月1日～
◆製剤使用簿：平成12年4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～
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34-17 松原医院 広島県尾道市因
島外浦町７８

廃院等 ○ 昭和60年閉院。

34-18 日立造船健康保険
組合因島総合病院

広島県尾道市因
島土生町２５６
１

0845-22-2552 存続 ○

34-19 公立学校共済組合
中国中央病院

広島県福山市御
幸町大字上岩成
１４８－１３

084-970-2121 存続 ○ ◆カルテ：昭和55年1月1日～ 薬剤の投与につき、お心当たりの方はご照会下さい。

34-20
紅十字会　総合病
院三愛(現：健応会
福山中央病院)

広島県福山市三
吉町４－１－１
５

084-922-0800 変更
◆カルテ：平成13年3月～（平成13年2月以
前のカルテは最終来院日より5年以上経過
しているカルテは廃棄）

その他の書類も保存期限が経過しているものは廃棄。
当院ではS55年（1980年）～S63年（1988年）コンコ
エイトの納入実績あり。投与状況不明。

34-21 セントラル病院 広島県福山市住
吉町７－３

084-924-4141 存続

◆カルテ：平成10年1月1日～
◆手術記録：平成1年1月1日～（平成7年、
8年、9年不明）
◆製剤使用簿：平成9年9月1日～
◆処方箋：平成17年3月1日～
◆輸液箋・注射指示箋：平成17年3月1日～
◆その他の書類：昭和56年1月1日～（手術
患者記録（心臓外科はなし））

34-22 日本鋼管福山病院
広島県福山市大
門町津之下１８
４４

084-945-3106 存続 ○

◆カルテ：昭和47年3月～
◆手術記録：昭和47年3月～
◆製剤使用簿：平成15年7月～（血液製剤
使用簿（特定生物由来製品管理簿））
◆処方箋：平成17年4月～
◆輸液箋・注射指示箋：平成17年4月～
（注射指示箋）
◆レセプトの写し：平成7年11月～（平成7
年11月請求分～（種別により保管期間に相
違あり））
◆その他の書類：昭和61年1月1日～（入院
サマリー（昭和５９年頃～昭和６０年末に
ついては一部のみ））

お問い合わせは月～金曜日（祝祭日を除く）の9:00～
17:00にお願い致します。

34-23

JA広島厚生連　府
中総合病院（現：
広島県厚生農業協
同組合連合会府中
総合病院）

広島県府中市鵜
飼町５５５－３

0847-45-3300 変更

◆カルテ：平成15年1月1日～
◆手術記録：平成17年1月1日～
◆製剤使用簿：平成9年8月11日～
◆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～
◆レセプトの写し：平成17年1月1日～

34-24 医療法人青山会西
条中央病院

広島県東広島市
西条昭和町１２
－４０

082-423-3050 存続 ○

◆カルテ：平成6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9月1日～
◆処方箋：平成14年2月1日～
◆輸液箋・注射指示箋：平成6年1月1日～
◆レセプトの写し：平成12年1月1日～

当時のカルテ等は保管されておらず、使用の有無や患
者様の特定等についての確認はできませんでした。
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34-25
広島県立　安芸津
病院(現：県立　安
芸津病院）

広島県東広島市
安芸津町三津４
３８８

0846-45-0055 変更

◆カルテ：昭和56年4月1日～（産科（平成
１３年１１月１～休診）、内科（昭和６０
年４月１日～）、外科（平成元年４月１日
～）、整形外科（平成３年４月１日新設
～））

34-26

JA広島厚生連　廣
島総合病院(現：広
島県農業協同組合
連合会廣島総合病
院）

広島県廿日市市
地御前１－３－
３

0829-36-3111 変更

◆カルテ：平成3年1月1日～
◆手術記録：平成3年1月1日～
◆製剤使用簿：平成3年1月1日～

34-27 東洋病院（現：マ
ツダ病院）

広島県安芸郡府
中町青崎南２－
１５

082-565-5000 変更

◆カルテ：平成10年1月～（入院カルテ。
外来カルテは平成12年以降）
◆手術記録：平成5年1月～
◆製剤使用簿：平成9年9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12年11月～
◆その他の書類：平成10年1月～

当院に納入されたと報告のあった、コンコエイト、コ
ンコエイトHTに関しては血友病の患者様2名に使用し
たことを確認（カルテでの確認1名、医師への確認1
名）。コーナインHTは不明。

34-28 ハラダビョウイン 広島県 不明

34-29 イワモトイイン 広島県 不明
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