
14.神奈川県

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

298

財団法人神奈川県警友会
警友総合病院（現：財団
法人神奈川県警友会　け
いゆう病院）

神奈川県横浜市西区み
なとみらい３－７－３ 045-221-8181 クリスマシン

血友病のみ使用。
（ハイクリオ 500U 85.10～86.07 155本）。

296 向山小児科医院
神奈川県横浜市中区本
牧三之谷２２－１ 045-623-7311

クリスマシン，
PPSB-ニチヤク

外国からの輸入血液凝固因子製剤は不使用。
血友病患者以外の使用なし。
（PPSB 84.08～87.06 10ml 316本）。

（ハイクリオ 250U: 85.07～87.04 79本、500U
86.05～86.08 194本）。

300

横浜市立港湾病院（現：
横浜市立みなと赤十字病
院）

神奈川県横浜市中区新
山下３－１２－１ クリスマシン カルテ調査を行い必要な対応を実施。

旧港湾病院のカルテ等に関する問い合わせは、横
浜市病院経営局みなと赤十字病院調整担当（横浜
市立市民病院内）045-331-1961(内線4631)

302 横浜赤十字病院【廃院】
神奈川県横浜市中区根
岸町２－８５ 045-622-0101 外科の肝臓手術時のみ使用。

299
神奈川県立こども医療セ
ンター

神奈川県横浜市南区六
ツ川２－１３８－４

045-711-2351
内線2568,2563 PPSB-ニチヤク

非血友病患者には１名のみ使用。
なお、この方の追跡調査は完了しています。
（プロプレックス　投与期間・量ともに不明）。

301

横浜市立大学医学部附属
浦舟病院（現：公立大学
法人横浜市立大学附属市
民総合医療センター）

神奈川県横浜市南区浦
舟町４－５７ 045-261-5656 クリスマシン 当時のカルテを全て調査し必要な対応を行った。

306 横浜市立市民病院
神奈川県横浜市保土ヶ
谷区岡沢町５６

045-331-1961
内線1101

その後の調査で納入業者に問い合わせたところ、
追加４製剤については納入実績が無く、また前回
対象製剤の非血友病の使用患者は特定され全て死
亡していることが判明した。

304

医療法人社団芳洋会  磯
子中央病院（現：医療法
人社団芳洋会  磯子中
央・脳神経外科病院）

神奈川県横浜市磯子区
森１－１６－２６ 045-752-1212 クリスマシン

投与した可能性のある時期：昭和５９年１２月～
昭和６０年２月。
入院・外来の別：入院。

297
医療法人社団景翠会　金
沢病院

神奈川県横浜市金沢区
泥亀２－８－３ 045-781-2611 PPSB-ニチヤク

昭和５９年１１月にPPSB（日本人の血液による非
加熱血液凝固因子製剤）を３本購入。
（PPSB 84.11 10ml 3本）。

305

国家公務員共済組合連合
会　総合病院横浜南共済
病院（現：国家公務員共
済組合連合会　横浜南共
済病院）

神奈川県横浜市金沢区
六浦町５００ 045-782-2101 クリスマシン

307

国立横浜病院（現：独立
行政法人国立病院機構
横浜医療センター）

神奈川県横浜市戸塚区
原宿3-60-2 045-851-2621

303

医療法人社団　広田病院
（現：医療法人社団　広
田医院）

神奈川県横浜市旭区万
騎が原８３－１ 045-364-0330 クリスマシン

使用した時期：昭和５５年１１月～昭和５６年１
０月。

308 瀬谷中央病院【廃院】
神奈川県横浜市瀬谷区
瀬谷４－３０－１５ 昭和６２年７月廃院。

309 日本鋼管病院
神奈川県川崎市川崎区
鋼管通１－２－１ 044-333-5591 PPSB-ニチヤク

非加熱製剤は使用していません。
（PPSB　85/9/ 10ml 3本、ハイクリオ 85/8～86/8
250U 39本）。

310
医療法人財団石心会　川
崎幸病院

神奈川県川崎市幸区都
町３９－１ 044-544-4611 PPSB-ニチヤク

血友病患者のみに投与しており、投与した患者さ
んは全て確認しています。
（ハイクリオ 85/10～86/11 250U 261本）。

311

労働福祉事業団　関東労
災病院（現：関東労災病
院）

神奈川県川崎市中原区
木月住吉町２０３５ 044-411-3131

血友病患者のみに使用しております。
（ハイクリオ 87/7 250U 3本、86/11～86/12 500U
1本）。

314
聖マリアンナ医科大学東
横病院

神奈川県川崎市中原区
小杉町３－４３５ 044-722-2121 クリスマシン

（ハイクリオ投与状況不明。
投与期間(昭和59年9月～10月のみ使用)）。

315
医療法人社団愛成会　京
浜総合病院

神奈川県川崎市中原区
新城１－２－５ 044-777-3251

投与状況不明。
投与期間(昭和58年10月～12月のみ使用)。

313
帝京大学医学部附属溝口
病院

神奈川県川崎市高津区
溝口７４ 044-844-3333

血友病患者及びがん患者各１名のみに投与し、投
与した患者さんは全て確認しています。

312
聖マリアンナ医科大学病
院

神奈川県川崎市宮前区
菅生２－１６－１

（代表）044-
977-8111
内線6430,6431
（直通）044-
977-6239、

クリスマシン，
PPSB-ニチヤク

平成８年の調査では投与した患者さんを全て特定
することができました。
今回の調査においても同様の作業を開始いたしま
した。

（ハイクリオ 85/8～87/4 250U 22本　85/7～85/9
500U 113本）。

322
住友重機械健康保険組合
浦賀病院

神奈川県横須賀市西浦
賀１－１１－１ 046-841-0922

公表済み製剤について、平成８年以後の調査にて
患者を特定（男性１名）し死亡が確認されてい
る。
ハイクリオについて納入実績はあるが払い出し実
績なし。
投与実績はないと考える。

325 平塚市民病院
神奈川県平塚市南原１
丁目１９番１号 0463-32-0015 クリスマシン

昭和58年２月～昭和59年７月までにクリスマシン
37本を購入する。
上記期間中に58才男性血友病Ｂ患者に32本使用し
た事が判明する。
残り５本に関しては、廃棄された可能性が高く、
非血友病患者に投与された形跡はない。
尚、全カルテは保存されており、問い合せには対
応可能です



317 藤沢市民病院
神奈川県藤沢市藤沢２
－６－１

0466-25-3111
内線　3105 PPSB-ニチヤク （ＰＰＳＢ：使用期間、使用本数とも不明。）

320 別府病院
神奈川県藤沢市弥勒寺
１－２３－１０ 0466-26-1515 クリスマシン

・昭和60年(1985年)5月にクリスマシンを１名の
（氏名判明済み）患者に使用。
それ以外の患者には、血液凝固因子製剤は一切使
用していない。
納入もありません。

316

神奈川県厚生農業協同組
合連合会　相模原協同病
院

神奈川県相模原市橋本
２－８－１８ 042-772-4291

（プロプレックス：使用期間、使用本数とも不
明。）

319 社会保険　相模野病院
神奈川県相模原市淵野
辺１－２－３０ 042-752-2025

当院において、非加熱血液凝固因子製剤の使用
は、血友病患者（２名）の患者さんのみ使用し、
その他には一切使用しておりません。
（ハイクリオ：85.5～85.9 57本（250U)）

323

学校法人北里学園　北里
大学病院（現：北里大学
病院）

神奈川県相模原市北里
１－１５－１

042-778-8134
（環境整備
課） クリスマシン

・非加熱製剤受入期間　昭和53年度～60年度
・血友病以外の治療にも使用

324 大和市立病院
神奈川県大和市深見西
８－３－６

046-260-0111
内線2181

・非加熱製剤は第８因子（コンコエイト）のみ購
入実績あり。
・第９因子製剤の購入実績はない

321
東海大学病院（現：東海
大学医学部付属病院）

神奈川県伊勢原市下糟
屋１４３ 0463-93-1121 クリスマシン

・クリスマシン：1981.5.1～1986.1.31 63本購入
使用患者さんについては全て追跡調査済み
・コンコエイト：1979.5.1～1985.10.31 6,108本
購入
使用患者さんについては全て追跡調査済

318 県立足柄上病院
神奈川県足柄上郡松田
町惣領８６６－１ 0465-83-0351 PPSB-ニチヤク (ＰＰＳＢ：85.02(10ml※　－１本）)
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