
23.愛知県

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

423 名古屋市立東市民病院
愛知県名古屋市千種区
若水１－２－２３ 052-721-7171 クリスマシン

昭和55年11月～60年12月まで非加熱製剤を使用し
た。
カルテにより使用した患者さんを追跡調査の上、
把握し検査を終了。

424

愛知県がんセンター
（現：愛知県がんセン
ター中央病院）

愛知県名古屋市千種区
鹿子殿１－１

052-762-6111
（代） クリスマシン

(1)使用薬品名　クリスマシン（（株）ミドリ十
字）。(2)使用期間　昭和57年12月と昭和60年10～
12月までこの間入院患者。
(3)使用診療科　消化器内科（第一内科）。
(4)使用状況は把握している。

416

名古屋大学医学部附属病
院分院（現：名古屋大学
大幸医療センター）

愛知県名古屋市東区大
幸南１－１－２０ 052-719-1937 PPSB-ニチヤク

PPSB（日本人の血液のみで作られた製剤。
調査対象外）の納入はあったが、使用実績はな
い。
（PPSB　85/12　10ml　2本）。

436 大曽根こどもクリニック
愛知県名古屋市東区大
曽根１－３－２１ 052-915-8008

ハイクリオ（日本製薬）のものを血友病A患者のみ
に使用。
この製剤は調査対象からはずれています（日本人
の血液のみで作られた血液製剤のため）。
（ハイクリオ 85/5～86/5 250U 37本、85/5～
86/12 500U 172本）。

420 名古屋市立城北病院
愛知県名古屋市北区金
田町２－１５ 052-991-8121

クリスマシン，
PPSB-ニチヤク

昭和55年1月～昭和61年1月まで非加熱製剤を使用
した。
当時のカルテを調査して投与した患者さんを追跡
調査のうえ連絡し検査済み。
(PPSB　84/1～87/1　10ml　15本)。

437
医療法人厚仁会　城北ク
リニック

愛知県名古屋市北区志
賀南通１－２１ 052-915-3731 クリスマシン

投与した可能性のある時期　昭和56年12月。
入院外来の別　入院。
投与の可能性のある主な診療科名　内科（人工透
析）。

426 堀田病院
愛知県名古屋市西区江
向町６－５４ 052-521-5527 クリスマシン

血液凝固因子製剤使用の患者さんは肝臓破裂、食
道静脈瘤破裂の方で把握済みです。

432 愛知県済生会病院
愛知県名古屋市西区栄
生１－１－１８ 052-571-5251

投与した可能性のある時期　昭和59年11月～60年3
月。
入院外来の別　不明。
投与の可能性のある主な診療科名　不明。

418
愛知県職員病院（現：愛
知三の丸病院）

愛知県名古屋市中区三
の丸３－２－１ 052-961-7011

クリスマシン，
PPSB-ニチヤク

凝固第VIII因子に対して抗体を生じ、血友病Aと同
様の出血症状を呈した2名の非血友病患者に非加熱
凝固因子製剤(プロプレックス)を投与した。

（PPSB 83/4～85/9 10ml 1082本、プロプレックス
400U 83/4～87/5 2929本、ハイクリオ 250U 83/6
～86/8 179本、500U 85/5～86/5 37本）。

427
医療法人珪山会　鵜飼病
院

愛知県名古屋市中村区
賑町２６ 052-461-3131 クリスマシン

昭和56年7月13日、昭和56年7月30日、昭和58年2月
7日に2名の患者さんに使用して追跡調査を終了し
ております。

429
東海逓信病院（現：ＮＴ
Ｔ西日本東海病院）

愛知県名古屋市中区松
原２－１７－５ 052-291-6391 PPSB-ニチヤク

厚生省からの調査依頼を受けた第VIII、IX非加熱
因子の使用実績はない。
なお、国内血由来で安全とされる第IX因子製剤に
ついて納入があった。
（PPSB　84/5～87/2　10ml　-1本）。 調査の結果、患者の特定は出来ませんでした。

430
藤田保健衛生大学坂文種
報徳會病院

愛知県名古屋市中川区
尾頭橋３－６－１０ 052-321-8171 クリスマシン

投与した可能性のある時期　昭和60年8月～60年9
月。
入院外来の別　入院。
投与の可能性のある主な診療科名　不明。

431

国立名古屋病院（現：独
立行政法人国立病院機構
名古屋医療センター）

愛知県名古屋市中区三
の丸４－１－１

052-951-1111
内線2210 クリスマシン

投与した可能性のある時期 昭和53年1月～平成元
年3月。
入院外来の別　入院。
投与の可能性のある主な診療科名　小児科、産婦
人科、内科（肝臓）。

433
社団法人日本海員掖済会
名古屋掖済会病院

愛知県名古屋市中川区
松年町４－６６

052-652-7711
内線2235 クリスマシン

投与した可能性のある時期　昭和55年9月～57年8
月。
入院外来の別　入院。
投与の可能性のある主な診療科名　不明。

438
医療法人エスエル会　セ
ントラル病院【廃院】

愛知県名古屋市中区栄
５－１１－３１ クリスマシン

非加熱凝固因子製剤を使用したと思われる期間
昭和53年1月～昭和63年12月。
平成2年8月廃院。

417
名古屋大学医学部附属病
院

愛知県名古屋市昭和区
鶴舞町６５ 052-744-2652

クリスマシン，
PPSB-ニチヤク

血友病のみ使用　当該期間のカルテは保存されて
いる。
（PPSB　83/8～84/9　10ml　50本、プロプレック
ス 83/7～87/5　400単位 327本）。

419 名古屋第二赤十字病院
愛知県名古屋市昭和区
妙見町２－９ 052-832-1121

クリスマシン，
PPSB-ニチヤク

使用期間: 80.1～87.2。
80.1～87.12の全入院患者のカルテ内容を調査した
結果、非加熱製剤を投与された患者は、血友病9
例、非血友病12例であった。
PPSB、ハイクリオを投与された患者は、血友病10
例、非血友病21例であった。

（PPSB 期間・量とも不明、ハイクリオ 250U 83/2
～86/12 496本、500U 82/12～86/7 380本）。

425
社会福祉法人聖霊会　聖
霊病院

愛知県名古屋市昭和区
川名山町５６ 052-832-1181 クリスマシン

422 名古屋市立大学病院
愛知県名古屋市瑞穂区
瑞穂町字川澄１ 052-858-7127 PPSB-ニチヤク

公表済製剤の納入期間は昭和54年5月～60年9月ま
でで、血友病患者以外にも投与したが患者は把握
している。
PPSBに係る投与状況については調査中である。 （PPSB 83/7～86/4 10ml 125本）。

421
財団法人名古屋港湾福利
厚生協会　臨港病院

愛知県名古屋市港区名
港２－９－４３ 052-661-1691

クリスマシン，
PPSB-ニチヤク

2名に使用。
この2名の現在の状態は確認済み。
（PPSB　83/8～86/8　10ml　1本）。

428 社会保険中京病院
愛知県名古屋市南区三
条１－１－１０

052-691-7151
内線6320

昭和55年2月から56年6月まで心臓外科手術患者に
非加熱血液凝固因子製剤の使用例あり。

435
医療法人宏潤会　大同病
院

愛知県名古屋市南区白
水町９ 052-611-6261 クリスマシン

投与した可能性のある時期　昭和55年8月～60年7
月。
入院外来の別　入院。
投与の可能性のある主な診療科名　内科。

434
医療法人有仁会　守山友
愛病院

愛知県名古屋市守山区
瀬古東２－４１１ 052-793-7655

投与した可能性のある時期　昭和54年7月25日～不
明。
入院外来の別　不明。
投与の可能性のある主な診療科名　不明。



454

国立豊橋病院（現：独立
行政法人国立病院機構豊
橋医療センター）

愛知県豊橋市飯村町浜
道上５０ 0532-62-0301 クリスマシン

小児科。
非常に重篤な肝疾患又は出血を伴う重篤な症状で
入院した患者。
その後の調査で投与した可能性のある方全員の検
査を実施したところ、全員陰性であった。

455 豊橋市民病院
愛知県豊橋市青竹町字
八間西５０ 0532-33-6111 クリスマシン

血友病以外は３名に使用し、調査済み（小児科の
み）。

444 岡崎市民病院
愛知県岡崎市高隆町字
五所合３－１ 0564-21-8111

血友病のみに使用したと思われる。
（プロプレックス：83.9～85.2 40本（400単
位））。

442 一宮市立市民病院
愛知県一宮市文京２－
２－２２ 0586-71-1911 PPSB-ニチヤク

（ＰＰＳＢ：83.4～85.5 65本（10ml）、プロプ
レックス：83.9～86.9 79本（400単位)）。
コーエイト：新生児出血症（ビタミンＫ欠乏症）
に使用。

450

木曽川町立木曽川病院
（現：一宮市立木曽川市
民病院）

愛知県一宮市木曽川町
黒田字北野黒１６５ 0586-86-2173 クリスマシン

非加熱製剤を使った方は、２名であります。
１名は肝硬変の方、１名は血友病の方で名前はわ
かっております。
（プロプレックス： 84.6～86.3 9本（400単
位））。

460 公立陶生病院
愛知県瀬戸市西追分町
１６０ 0561-82-5101

投与した可能性のある時期は、昭和60.8～61.3。
入院患者、診療科は内科、小児科、産婦人科。
PPSBは薬局での納入が確認されているが、使用状
況は不明。
PPSB納入。

440
愛知県心身障害者コロ
ニー中央病院

愛知県春日井市神屋町
７１３－８ 0568-88-0811 PPSB-ニチヤク （ＰＰＳＢ：83.4～87.1 73本（10ml））。

463 春日井市民病院
愛知県春日井市鷹来町
１－１ー１ 0568-57-0057

投与した可能性のある時期：昭和53.1～61.3　入
院患者、昭和53.1～59.3　外来患者。
診療科目は全科（皮膚科、眼科、放射線科、理学
診療科を除く）。

453
愛知県厚生農業協同組合
連合会　足助病院

愛知県豊田市岩神町仲
田２０ 0565-62-1211

患者１名に投与したが、その患者については把握
されている。

458 豊田地域医療センター
愛知県豊田市西山町３
－３０－１ 0565-34-3000 クリスマシン

昭和５７年４月に非血友病の入院患者１例に使用
と思われるが、当該患者は同年４月１７日に死
亡。

461 トヨタ記念病院
愛知県豊田市平和町１
－１

0565-28-0100
ダイヤルイン
0565-24-7276 クリスマシン

投与した可能性のある時期は、昭和53～63.12。
入院・外来患者、診療科は内科・小児科。

448

愛知県厚生農業協同組合
連合会　更生病院（現：
愛知県厚生農業協同組合
連合会　安城更生病院）

愛知県安城市安城町東
広畔２８ 0566-75-2111

クリスマシン，
PPSB-ニチヤク (ＰＰＳＢ：83.10～86.2 15本（10ml）)。

449 勝見内科
愛知県安城市横山町毛
賀知８－１ 0566-74-2525

当院は、血友病患者のみに投与し、その他には全
く用いていない。（ハイクリオ　500U 1V: 84.5
2本）。

466 西尾市民病院
愛知県西尾市熊味町上
泡原６

0563-56-3171
内線2143

投与した可能性のある時期：昭和６０年９月～昭
和６０年１０月。
入院・外来の別：入院。
投与の可能性のある主な診療科：小児科未熟児。
投与した患者は１名のみで特定されており、他に
使用した患者はいない。

467 蒲郡市民病院
愛知県蒲郡市平田町向
田１－１ 0533-66-2200 PPSB-ニチヤク

使用状況不明。（コンコエイト80年～85年　220本
購入。80年以前は不明。）（PPSB: 85.11～86.01
5本(10ml)）。

446 岡部外科
愛知県犬山市大字犬山
字藪下２１－３ 0568-62-7121

クリスマシン，
PPSB-ニチヤク （ＰＰＳＢ：83.4～87.2 342本（10ml））。

443
愛知県厚生農業協同組合
連合会　昭和病院

愛知県江南市野白町野
白４６ 0587-56-4155 クリスマシン （プロプレックス：85.2 6本（400単位)）。

465 志水こどもクリニック
愛知県小牧市小牧３－
１５２ 0568-76-2043

非加熱製剤の投与なし。
血友病１名のみで、当該患者には、クリオ製剤及
び加熱製剤のみを使用。
（ハイクリオ：83.4～87.7 233本（250U）、84.4
～86.8　139本（500U））。

462
愛知県厚生農業協同組合
連合会 尾西病院

愛知県稲沢市祖父江町
本甲拾町野７ 0587-97-2131 クリスマシン

投与した可能性のある時期は、昭和55.8～56.3。
入院患者、診療科は外科。

464 新城市民病院
愛知県新城市字北畑３
２－１ 0536-22-2171 クリスマシン

投与した可能性のある時期は、昭和53.1～62.12。
入院、外来患者、診療科は内科、外科。

447

国立療養所中部病院
（現：国立長寿医療セン
ター）

愛知県大府市森岡町源
吾３６－３ 0562-46-2311 PPSB-ニチヤク （ＰＰＳＢ：83.7～84.9 144本（10ml））。

441
医療法人深谷会　富士病
院

愛知県知立市牛田町西
屋敷１３７－１ 0566-81-1000

（ハイクリオ：86.4～87.4 18本（500U）、86.10
～87.4 2本（250U））。２名の血友病患者に使っ
たが、非血友病の患者には一切使用しておりませ
ん。

459 藤田保健衛生大学病院
愛知県豊明市沓掛町田
楽ヶ窪１－９８ 0562-93-2000 クリスマシン

投与した可能性のある時期は、昭和56.5～60.12。
入院患者、ただし、診療科目は不明。

439
愛知県厚生農業協同組合
連合会　海南病院

愛知県弥富市前ヶ須町
南本田３９６ 0567-65-2511 PPSB-ニチヤク

（ＰＰＳＢ：83.4～83.4 4本（10ml）、ハイクリ
オ：83.5～83.7 2本（250U））。

445
医療法人冨久会　佐光内
科

愛知県愛知郡長久手町
作田２丁目１１０５ 0561-62-7011 PPSB-ニチヤク （ＰＰＳＢ：83.4～86.1 974本（10ml））。



451 医療法人橘会　東名病院
愛知県愛知郡長久手町
作田１丁目１１１０ 0561-62-7511 クリスマシン

患者１名に投与したが、その患者については把握
されている。

457

愛知医科大学付属病院
（現：愛知医科大学病
院）

愛知県愛知郡長久手町
大字岩作字雁又２１ 0561-62-3311 クリスマシン

当院で使用実績のある非加熱血液凝固因子製剤
は、非血友病患者に対してはクリスマシンのみで
ある。
当院での調査の結果、昭和５６年１１月上旬～昭
和５７年６月下旬、昭和５９年８月に一部不明が
ある。
すでに判明した使用実績分は、全て原疾患による
死亡が確認されている。

452
医療法人医仁会　さくら
病院

愛知県丹羽郡大口町新
宮１－１２９ 0587-95-6711

クリスマシン，
PPSB-ニチヤク 非加熱製剤使用患者の確認はされている。

456
愛知県厚生農業協同組合
連合会　知多厚生病院

愛知県知多郡美浜町大
字河和字西谷８１－６ 0569-82-0395 PPSB-ニチヤク

血液凝固第IX因子、非加熱製剤　（ＰＰＳＢ：ニ
チヤク 10ml 84年10月１Ｖ、25ml 85年 5月３Ｖ使
用）。


