
13.東京都

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

230 駿河台日本大学病院
東京都千代田区神田駿
河台１－８－１３

03-3293-1711
内線250

クリスマシン，
PPSB-ニチヤク （プロプレックス：量、時期ともに不明）。

254
社会福祉法人　三井記念
病院

東京都千代田区神田和
泉町１

03-3862-9111
FAX03-3862-
9140 クリスマシン

期間：昭和５６年７月～昭和５６年１０月。
投与された可能性のある人：当院に入院された方
で、循環器外科の手術を受けた方。

281 米川外科医院
東京都千代田区麹町１
－８ 03-3261-4601

非加熱製剤を患者に投与し、投与患者把握済。
HIV抗体検査も実施済。
陰性だった。
非血友病患者への投与は行っていない。
血友病患者は血友病患者では肝炎を発症したが、
経過観察の結果、自然治癒したと思われる。

284 森田内科【廃院】

東京都中央区銀座１－
４－９第一田村ビル２
Ｆ 03-3772-5666 PPSB-ニチヤク

平成８年６月廃院。
（ＰＰＳＢ：87・02～87・09　400本）。

286
日本血液免疫研究会（都
も該当無しで不明） 東京都中央区

231
東京慈恵会医科大学附属
病院

東京都港区西新橋３－
１９－１８ 03-3433-1111

クリスマシン，
PPSB-ニチヤク

非血友病患者にはクリスマシン８Ｖ、プロプレッ
クス７Ｖを投与しているが、投与患者については
対応済みである。
（PPSB：10ml85.07～87.02 47本、25ml85.07～
86.12 116本、ハイクリオ：85.07～86.07 6本）。

234
社団法人北里研究所　北
里研究所病院

東京都港区白金５－９
－１

03-3444-6161
内線5031 クリスマシン

235
国家公務員等共済組合連
合会　虎の門病院

東京都港区虎ノ門２－
２－２ 03-3588-1111 クリスマシン

255

日本たばこ産業株式会社
東京専売病院（現：国際
医療福祉大学附属三田病
院）

東京都港区三田１－４
－３ 03-3451-8121 クリスマシン

投与の可能性のある診療科：外科（昭和５６年８
月～昭和５８年１０月）、形成外科（昭和５８年
４月～昭和５９年３月）、歯科（昭和５６年８月
～昭和５８年４月）、麻酔科（昭和５６年８月～
昭和５９年７月）

256

社会福祉法人恩賜財団東
京都済生会中央病院
（現：東京都済生会中央
病院）

東京都港区三田１－４
－１７ 03-3451-8211

血友病患者に投与したことが判明しているが、内
科・外科で昭和５４年３月～４月に大量出血のた
め治療を受けた方には、投与の可能性が否定でき
ない。

226 東京医科大学病院
東京都新宿区西新宿６
－７－１ 03-3342-6111 クリスマシン

本院では対象製剤の使用は血友病患者のみに限ら
れていた。
（プロプレックス：量時期ともに不明、オートプ
レックス：86.06～86.11 68本）。

257 慶應義塾大学病院
東京都新宿区信濃町３
５ 03-3353-1211 クリスマシン

昭和５４年１２月から昭和６０年７月まで非加熱
製剤を購入し、調査の結果、血友病患者に使用し
たことを確認。
ただし、その他の非加熱製剤を非血友病患者に投
与した可能性も否定できない。

258
目白病院（現：医療法人
社団悦仁会　目白病院）

東京都新宿区下落合３
－２２－２３ 03-3953-9909

平成１０年４月１日をもって開設者が個人より、
医療法人へ組織変更しており、平成８年時の調査
は旧組織のものであり、今回、新たに当時在職し
ていた医師に確認したところ、当時投与していた
患者は治療中死亡しており、又、今回の対象製剤
については、メーカーより納入実績

なしの報告を受けているため、今回の公表対象病
院には該当しないと考えられる。

274 東京女子医科大学病院
東京都新宿区河田町８
丁目１番 03-3353-8111 クリスマシン

納入期間は昭和５６年６月から昭和６０年９月ま
での間です。
今回の対象疾患症例について、診療記録を調べた
範囲では、血友病Ｂ１例を含む３症例以外には使
用されておりませんでした。

223 日本医科大学付属病院
東京都文京区千駄木１
－１－５ 03-3822-2131 クリスマシン

非加熱製剤を投与した患者さんは、全て判明して
おります。

232 東京大学医学部附属病院
東京都文京区本郷７－
３－１ 03-3815-5411

クリスマシン，
PPSB-ニチヤク

233
東京大学医学部附属病院
分院【廃院】

東京都文京区目白台３
－２８－６

03-3943-1151
内線　内科-
382
外科-214又は
310

クリスマシン，
PPSB-ニチヤク

投与患者調査済。
６０年、６１年に全員死亡。（ＰＰＳＢ：85・10
～86・08　47本、ハイクリオ：86・01～86・09
56本）。

253

日本医科大学附属第一病
院
（現：日本医科大学附属
病院）

東京都文京区千駄木１
－１－５（旧住所：東
京都千代田区飯田橋３
－５－５） 03-3822-2131 クリスマシン

投与状況不明分１本（コンコエイト）。
投与状況不明期間：昭和５９年６～７月。

259

日本通運健康保険組合東
京病院（現：医療法人社
団大坪会　小石川東京病
院）

東京都文京区大塚４－
４５－１６ 03-3946-5151 クリスマシン

昭和５８年１２月～昭和５９年６月の間に内科で
投与した可能性がある。
婦人科・整形外科・眼科・耳鼻科・小児科では、
投与していないことが確認されている。

260
東京医科歯科大学医学部
附属病院

東京都文京区湯島１－
５－４５ 03-3813-6111 クリスマシン

使用診療科は全て第二外科（現在の胸部外科を含
む）であり、昭和５４年以降に使用された患者に
ついては特定できているが、昭和５３年について
は診療録から調査したため若干購入数とあわない
点があり、特定できていない可能性がある。

283 本郷クリニック【廃院】
東京都文京区本郷２－
３９－５ PPSB-ニチヤク

平成８年９月廃院。
（ハイクリオ：87・01・23～87・01・23　5本）。

285
文京第一内科（都も該当
なしで不明） 東京都文京区

261

東京自動車連合健康保険
組合　柳橋病院（現：財
団法人ライフエクステン
ション研究付属　柳橋病

東京都台東区東上野２
－２３－１６ 03-3833-8381 クリスマシン

昭和５６年３月に一度だけ納入実績有り。
投与した可能性のある時期：昭和５６年３月～昭
和５７年２月



262

鈴木外科医院（現：医療
法人社団青藍会　鈴木病
院）

東京都江東区塩浜２－
７－３ 03-5617-5617 クリスマシン

平成８年当時にも診療録等の資料がなく、手術簿
等残された資料で対応致しましたが、現在は平成
１２年１月６日に病院を新築移転しその後、保存
期間の過ぎた書籍は一切処分致しましたので、お
役に立てないと思います。

263

医療法人社団　江東病院
（現：医療法人社団順江
会　江東病院）

東京都江東区大島６－
８－５ 03-3685-2166 クリスマシン

昭和５６年１月より昭和６０年１２月までの使用
は血友病患者です。
昭和５５年１０月と１１月使用の分は当時勤務し
ていた担当医に確認しましたが、カルテも存在せ
ず不明です。

292
社会福祉法人木下財団
豊洲厚生病院【廃院】

東京都江東区豊洲４－
１－１８ クリスマシン

昭和56年6月廃院。
（現在：昭和大学付属豊洲病院）。

236 昭和大学病院
東京都品川区旗の台１
－５－８ 03-3784-8515 クリスマシン

237
財団法人河野臨床医学研
究所附属第三北品川病院

東京都品川区北品川３
－３－７ 03-3474-1831 クリスマシン

非加熱製剤を非血友病患者１名に使用しその人物
を特定している。

229
国家公務員等共済組合連
合会　総合病院三宿病院

東京都目黒区上目黒５
－３３－１２ 03-3711-5771

クリスマシン，
PPSB-ニチヤク

１名の方のみ使用しており、患者さんも特定でき
ています。
この患者さんは現在転院されております。
（ハイクリオ：85・10・31～86・12・29　84
本）。

238

東邦大学医学部付属大橋
病院（現：東邦大学医療
センター　大橋病院）

東京都目黒区大橋２－
１７－６

03-3468-1251
内線3131 クリスマシン 産婦人科患者１名に投与（投与患者把握済）。

264

国立病院東京医療セン
ター（現：独立行政法人
国立病院機構東京医療セ
ンター）

東京都目黒区東が丘２
－５－１ 03-3411-0111 クリスマシン 以前の、「国立東京第二病院」。

265 総合病院　厚生中央病院
東京都目黒区三田１－
１１－７ 03-3713-2141 クリスマシン

昭和５５年にクリスマシンを５本納入したという
ものであるが、購入事実不明のため、昭和５５年
９月より１年間について調査を行ったが投与記録
なし。

239 東京労災病院
東京都大田区大森南４
－１３－２１ 03-3742-7301

当時の非加熱因子製剤の使用は、昭和５５年の１
人のみで、その患者さんは特定でき、HIV感染のお
それはありませんでした。

240

学校法人昭和大学  昭和
大学歯科病院（現：昭和
大学歯科病院）

東京都大田区北千束２
－１－１ 03-3787-1151

非加熱凝固因子製剤は血友病患者のみに使用し、
非血友病患者には使用していない。

251

東邦大学医学部付属大森
病院（現：東邦大学医療
センター　大森病院）

東京都大田区大森西６
－１１－１ 03-3762-4151 クリスマシン

昭和５７年４月以降の患者さんについては調査は
完全に終了しているので心配はありません。
これ以前の診療情報についてはシステムの変更等
により資料検索がむずかしく対応しきれないこと
が考えられます。

266

医療法人財団小林記念会
城南総合病院　（現：医
療法人社団松和会　池上
総合病院）

東京都大田区池上６－
１－１９ 03-3752-3151 クリスマシン

275

医療法人財団城南福祉医
療協会　大田病院（現：
大田病院）

東京都大田区大森東４
丁目４番１４号 03-3762-8421

「コンファクト８」がサンプル供与された可能性
有り関係者への聞き取り調査及び昭和５４年１０
月から昭和５５年１２月までの入院患者のカルテ
調査の結果、使用された形跡は見いだせなかっ
た。
なお、該当期間中のカルテは保存されており、お
問い合わせにお答えできます。

293
医療法人社団六郷病院
【廃院】

東京都大田区東六郷２
－１５－６ PPSB-ニチヤク

平成7年3月廃院。
現在の医療法人社団　六郷病院とは関係なし。

224 自衛隊中央病院
東京都世田谷区池尻１
－２－２４

03-3411-0151
内線3320,3321 （ハイクリオ：86・06～86・08　23本）。

241 東京都立松沢病院
東京都世田谷区上北沢
２－１－１ 03-3303-7211 クリスマシン

昭和５６年１１月頃非血友病の患者１名に非加熱
製剤を投与したが、食道静脈瘤破裂による出血で
死亡している。

267
医療法人社団九折会　成
城木下病院

東京都世田谷区成城６
－１３－２０ 03-3482-1702

当時妊娠時多量出血に対し全血輸血を行ったが、
非加熱血液凝固製剤は購入したことがなく、使用
した記録は無い。

242
医療法人財団東京勤労者
医療会　代々木病院

東京都渋谷区千駄ヶ谷
１－３０－７ 03-3404-7661 クリスマシン

昭和６０年７月、８月に納入、手術患者１例のみ
使用。
使用患者については、その後の経過確認済。

276

財団法人日本心臓血圧研
究振興会　附属榊原記念
病院（現：財団法人日本
心臓血圧研究振興会　附
属榊原病院）

東京都渋谷区代々木２
丁目５番４号 03-3375-3111

クリスマシン，
PPSB-ニチヤク

非加熱製剤が昭和６０年に２本納入されました。
保存してあるカルテと診療報酬明細書（レセプ
ト）の調査は終了し投与の事実はありませんでし
た。
返品したものと考えますが、返品した事実を確認
することはできませんでした。

268 立正佼成会附属佼成病院
東京都中野区弥生町５
－２５－１５ 03-3383-1281

対象患者：内科・外科　入院患者。
対象期間：昭和５５年１月～昭和５８年１月。

225 医療法人財団　荻窪病院
東京都杉並区今川３－
１－２４ 03-3399-1101

クリスマシン，
PPSB-ニチヤク

（ＰＰＳＢ：10ml 84・03～85・07 520本 25ml
85・07～85・09　930本、ハイクリオ：250U1V
84・10～86・07　360本　500U1V　84・10～86・07
1021本、プロプレックス：量、時期ともに不
明）。

非加熱製剤は血友病患者さんのみに使用、非血友
病患者さんへは使用していない。

294 吉田外科医院【廃院】
東京都北区赤羽２－４
０－１ 平成6年11月廃院。

243
日本大学医学部附属板橋
病院

東京都板橋区大谷口上
町３０－１ 03-3972-8111

クリスマシン，
PPSB-ニチヤク



252 帝京大学医学部附属病院
東京都板橋区加賀２－
１１－１ 03-3964-1211 クリスマシン

非加熱製剤を要すると考えられた患者全体を対象
にカルテを調べ、５名だけに投与したことがわか
りました。
内４名は原病にて死亡。
１名は住所不明のため追跡できておりません。
（プロプレックス、オートプレックス：量、期間
ともに不明）

269
医療法人財団同潤会　富
士見病院

東京都板橋区大和町１
４－１６ 03-3962-2431 クリスマシン

投与期間は、昭和５４年１０月～昭和５５年２月
の間。
診療科目不明。
入院で使用。

278 永見内科
東京都板橋区板橋２－
５４－１０ 03-3962-7575

（ハイクリオ：85・09～85・09 10本）患者は血友
病で、C型肝炎に感染しておりインターフェロン治
療もうけ、現在強ミノＣ静注療法中です。

287
鈴木外科（都も該当無し
で不明） 東京都練馬区

244
東京慈恵会医科大学附属
青戸病院

東京都葛飾区青戸６－
４１－２ 03-3603-2111 クリスマシン

270
医療法人財団謙仁会　亀
有病院

東京都葛飾区亀有３－
３６－３

03-3601-0186
～8 クリスマシン

投与した時期：昭和５９年１０月～１１月。
入院外来別：入院、診療科目：外科うち入院外科
１人）

280 新宿診療所
東京都葛飾区柴又１－
３７－５ 03-3607-2850

279 高野医院
東京都江戸川区篠崎町
４－１２－１２ 03-3670-7550 （ハイクリオ：86・04・10～88・12・16　128本）

227

都立八王子小児病院
（現：東京都立八王子小
児病院）

東京都八王子市台町４
－３３－１３ 042-624-2255 PPSB-ニチヤク

（ＰＰＳＢ：85・07～85・09　35本、ハイクリ
オ：86・01・31～86・03・29　188本）。

271

医療法人徳成会　八王子
山王病院（現：医療法人
社団徳成会　八王子山王
病院）

東京都八王子市中野山
王２－１５－１６ 0426-26-1144 クリスマシン

295 家永医院【廃院】
東京都八王子市左入町
４３４－１ 平成4年7月廃院。

277 杏林大学医学部付属病院
東京都三鷹市新川６－
２０－２

0422-47-5511
内線5151 クリスマシン

投与した可能性のある時期：昭和５５年２月～昭
和６０年５月。
投与した可能性のある主な診療科目：内科・小児
科・外科

245 東京都立府中病院
東京都府中市武蔵台２
－９－２ 0423-23-5111 クリスマシン

246 町田市民病院
東京都町田市旭町２－
１５－４１ 042-722-2230 クリスマシン

288
ダイドウイイン（都も該
当無しで不明） 東京都小金井市

247 公立昭和病院
東京都小平市天神町２
－４５０ 0424-61-0052 クリスマシン

272
社会福祉法人多摩済生医
療団　多摩済生病院

東京都小平市美園町３
－１１－１ 0423-41-1611

非加熱製剤は返品し使用していない（昭和６２年
３月）。
昭和５３年から５７年３月までの間は資料がな
く、当時在職の内科医２名死亡により、当該薬品
投与否定の確認をとれないケースが内科入院患者
にはある。
５７年４月以降は薬品納入台帳が保存されてい
る。

228
東京慈恵会医科大学付属
第三病院

東京都狛江市和泉本町
４－１１－１ 03-3480-1151

クリスマシン，
PPSB-ニチヤク

（ＰＰＳＢ：85・07　5本、ハイクリオ：250U1V
86・05～86・08　106本 500U1V 85・07～86・08
140本）　＊前回調査資料は検察庁に押収されてお
ります。

282 和泉診療所
東京都狛江市和泉本町
１－１０－７ 03-3488-2896 非加熱製剤を患者に投与し、投与患者把握済。

248
財団法人結核予防会　複
十字病院

東京都清瀬市松山３－
１－２４ 0424-91-4111 クリスマシン

昭和５７年１月より昭和６０年１２月までの期間
以外に入院された患者さんには使用しておりませ
ん。

249 東京都立清瀬小児病院
東京都清瀬市梅園１－
３－１ 0424-91-0011

273 医療法人財団織本病院
東京都清瀬市旭が丘１
－２６１ 0424-91-2121 クリスマシン

資料及びこの時期に勤務していた全医師に聞き取
り調査を行った。
その結果血友病Ｂ患者一例に使用したことが判明
したが、その他投与状況不明。
ＰＰＳＢ・ハイクリオ・プロプレックス・オート
プレックスについては、使用しておりません。

250
社会福祉法人鶴風会　東
京小児療育病院

東京都武蔵村山市学園
４－１０－１ 0425-61-2521

１名に出血の止血の為１本使用。
検査結果はHIV陰性。

289
ダイイチビョウイン（都
も該当なしで不明） 東京都



290
ダイニサカモト（都も該
当なしで不明） 東京都

291
スズキ（都も該当なしで
不明） 東京都


