
27.大阪府

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

501
大阪市立総合医療セン
ター

大阪府大阪市都島区都
島本通２－１３－２２ 06-6929-1221 クリスマシン

平成５年に旧大阪市立城北病院と旧大阪市立小児
保健センターが統合し、引き継いでいる。

511
医療法人明生会　明生病
院

大阪府大阪市都島区東
野田町２－４－８

06-6353-3121
（代） クリスマシン

513
医療法人気象会　東朋病
院

大阪府大阪市都島区都
島南通２－８－９ 06-6923-6226 クリスマシン 昭和60年9月頃まで使用。

519

健康保険福島診療所
（現：福島健康管理セン
ター）

大阪府大阪市福島区玉
川２－１２－１６ 06-6441-8406

投与した可能性のある時期：昭和56年2月～7月。
外来。
診療科名：内科。

498
財団法人日本生命済生会
附属日生病院

大阪府大阪市西区立売
堀６－３－８ 06-6543-3581

512

社団法人日本海員掖済会
大阪掖済会病院（現：大
阪掖済会病院）

大阪府大阪市西区本田
２－１－１０

06-6581-2881
（代） クリスマシン

494

日本赤十字社　大阪赤十
字病院（現：大阪赤十字
病院）

大阪府大阪市天王寺区
筆ヶ崎町５－５３ 06-6771-5131 クリスマシン

当院では、カルテが保存されており全ての使用者
が判明しております。
なお、該当者については、病院から通知し、当院
で行った検査は陰性でありました。

509
財団法人　大阪警察病院
（現：大阪警察病院）

大阪府大阪市天王寺区
北山町１０－３１ 06-6946-0203 クリスマシン

514
社会福祉法人石井記念
愛染園附属愛染橋病院

大阪府大阪市浪速区日
本橋５－１６－５ 06-6633-2801 クリスマシン

昭和56年（1981年）3月にクリスマシン（ミドリ十
字）３本のみ納入を受けた。
但し、血友病患者に使用された可能性が大きい。

502
（財）大阪労働衛生セン
ター　第一病院

大阪府大阪市西淀川区
御幣島６－２－２ 06-6474-1201 クリスマシン

投与した可能性のある時期：昭和56年7月～昭和60
年2月。
申し出のあった方には検査を実施し、上記期間の
在職医師への照会や一部残存カルテのチェックに
もかかわらず 該当者は見出せなかった。

490

大阪市立小児保健セン
ター（現：大阪市立総合
医療センター）

大阪府大阪市都島区都
島本通２－１３－２２
（旧住所：大阪府大阪
市東成区東中本２－５
－３０） 06-6929-1221 クリスマシン

投与した可能性のある時期：昭和５７年４月～昭
和５７年５月。
入院・外来の時期：入院。
投与の可能性のある主な診療科：出血性未熟児疾
患。現在大阪市立総合医療センターに統合移転。
大阪市立総合医療センター参照。

491 大阪府立成人病センター
大阪府大阪市東成区中
道１－３－３

06-6972-1181
（代）
内線3103 クリスマシン 現在、生存者なし。

497
医療法人育和会　育和会
記念病院

大阪府大阪市生野区巽
北３－２０－２９ 06-6758-8000 クリスマシン

1985年（昭和60年）4月に使用したクリスマシンに
ついては、調査判明済です。
＜内科系疾患の女性患者１名に14本を処方したこ
とが、カルテにより判明しました。

（転帰・死亡）＞今回調査対象となった薬品につ
いて、帳表類を精査しましたが、購入実績はあり
ませんでした。
念のため卸会社に確認しましたが、納入していな
いとの回答を得ている。
カルテは平成５年度以前の分は現存していない。

500
医療法人敬仁会　今里胃
腸病院

大阪府大阪市生野区巽
南３－１９－３ 06-6752-7531 不明。

489

大阪市立城北市民病院
（現：大阪市立総合医療
センター）

大阪府大阪市都島区都
島本通２－１３－２２
（旧住所：大阪府大阪
市旭区高殿６－１４－
３） 06-6929-1221 クリスマシン

投与した可能性のある時期：昭和５５年３月～昭
和５８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：重篤な出血傾向
を伴った疾患、出血性未熟児疾患。現在大阪市立
総合医療センターに統合移転。大阪市立総合医療
センター参照。

492
大阪市立大学医学部附属
病院

大阪府大阪市阿倍野区
旭町１－５－７

06-6645-2121
（代） クリスマシン

当院に納入された非加熱血液凝固因子製剤の血友
病患者以外の使用については、保存されている入
院カルテ等（聞き取り調査を含む）で確認してお
り、それらの方については調査対応済みです。

ただし、外来患者については、各診療科の詳細な
聞き取り調査結果の報告により血友病以外の使用
はないと考えております。

495

大阪府立病院（現：大阪
府立急性期・総合医療セ
ンター）

大阪府大阪市住吉区万
代東３－１－５６ 06-6692-1201 クリスマシン

非加熱血液凝固因子製剤を投与した患者は、カル
テ等により把握している。

505
（財）鳥潟免疫研究所
鳥潟病院

大阪府大阪市住吉区苅
田２－１３－１４ 06-6698-2261 クリスマシン

投与した可能性のある時期：昭和56年1月～2月。
入院。
診療科名：内科。

506

錦秀会　阪和記念病院
（現：医療法人錦秀会
阪和記念病院）

大阪府大阪市住吉区苅
田７－１１－１１ 06-6696-5591 クリスマシン

投与した可能性のある時期：昭和57年6月～8月。
入院・外来。
診療科名：不明。

515
医療法人錦秀会　阪和病
院

大阪府大阪市住吉区南
住吉３－３－７ 06-6692-1181 クリスマシン

投与対象疾患、激症肝炎詳細不明。
診療科、産婦人科・内科詳細不明。
調査対象のVial（第8因子第9因子）12Vialのう
ち、2Vial（１名に投与死亡）は特定した。
その他は不明。 対象調査期間1980年2月～1982年7月。

516
医療法人ダイワ会　大和
中央病院

大阪府大阪市西成区長
橋１－２－７

06-6632-6181
（代） クリスマシン 当院では記録なし。

517
医療法人山紀会　山本第
三病院

大阪府大阪市西成区南
津守４－５－２０

06-6658-6611
（代） クリスマシン

508

協和会　聖徒病院（現：
医療法人協和会　聖徒病
院）

大阪府大阪市淀川区宮
原５－７－２３ 06-6395-3051 クリスマシン

投与した可能性のある時期：昭和56年2月～昭和58
年12月。
入院。
診療科名：内科、外科。



518 大阪市立十三市民病院
大阪府大阪市淀川区中
野北２－１２－２７ 06-6150-8000

投与した可能性のある時期：昭和55年3月～昭和58
年1月。
不明。
診療科名：不明。

510

医療法人景岳会　総合病
院南大阪病院（現：医療
法人景岳会　病院南大阪
病院）

大阪府大阪市住之江区
東加賀屋１－１８－１
８

06-6685-0221
（代） クリスマシン

昭和59年以降のカルテについて調査済。
昭和61年以降はすべて加熱処理した製剤を使用し
ている。

496

株式会社互恵会　大阪回
生病院（現：大阪回生病
院）

大阪府大阪市淀川区宮
原１－６－１０ 06-6371-6234 クリスマシン

非加熱凝固因子製剤を使用した非血友病患者は２
名（外科）でいずれも調査判明し対応済です。
その他に使用者はありませんでした。

503 （財）住友病院
大阪府大阪市北区中之
島５－３－２０ 06-6447-3015

投与した可能性のある時期：昭和59年5月～10月。
入院。
診療科名：不明、入院カルテは全件保管により、
前回調査時に同期間のカルテ調査及び問い合わせ
に基づき再度２２３件

の調査結果該当者なしであった。
４本購入２本返品で使用せず、廃棄の可能性が高
いと考える。

504
協和会　総合加納病院
（現：加納総合病院）

大阪府大阪市北区天神
橋７－５－１５ 06-6351-5381 クリスマシン

投与した可能性のある時期：昭和55年1月～昭和59
年4月。
入院。
診療科名：外科。

507

櫻橋渡辺病院（現：特定
医療法人渡辺医学会桜橋
渡辺病院）

大阪府大阪市北区梅田
２－４－３２ 06-6341-8651 クリスマシン

投与した可能性のある時期：昭和55年11月～昭和
56年1月。
入院。
診療科名：心臓血管外科。

493
国家公務員共済組合連合
会　大手前病院

大阪府大阪市中央区大
手前１－５－３４ 06-6941-0484 クリスマシン

非加熱血液凝固因子製剤の投与歴のある非血友病
患者は、該当１名のみ。
この患者は初診時（昭和60年２月）に既に完成し
た肝硬変による凝固障害があり、手掌の外傷性出
血の止血目的で昭和60年にクリスマシン投与。

肝炎ウイルスについては昭和63年１月にＢ型肝炎
ウイルス陰性を確認しており、Ｃ型肝炎ウイルス
についても平成３年３月、平成４年１月の２度に
渡り陰性を確認している。
最終転帰確認済（平成５年10月）

499

国立大阪病院（現：独立
行政法人国立病院機構大
阪医療センター）

大阪府大阪市中央区法
円坂２－１－１４ 06-6942-1331 クリスマシン

投与した可能性のある時期：昭和54年5月～昭和60
年11月。
入院。
診療科名：小児科。
（プロプレックス：使用時期・量ともに不明）。

533
医療法人徳洲会　岸和田
徳洲会病院

大阪府岸和田市加守町
４－２７－１ 072-445-9915 クリスマシン 投与した可能性のある時期：昭和55年2月～。

526

大阪食糧連合健康保険組
合　長堀病院（現：東豊
中渡辺病院）

大阪府豊中市東豊中町
５－３５－３ 06-6849-2121 クリスマシン

投与した可能性のある時期：昭和58年7月～昭和60
年8月。

527 池田回生病院
大阪府池田市建石町８
－４７ 072-751-8001 クリスマシン

投与した可能性のある時期：昭和54年12月～昭和
59年10月。

520

大阪大学医学部附属病院
（現：国立大学法人大阪
大学医学部附属病院）

大阪府吹田市山田丘
２ー１５ 06-6879-5111 クリスマシン

非加熱血液凝固因子製剤を投与した患者はカルテ
等により把握している。

521

大阪府立千里救命救急セ
ンター（現：社会福祉法
人恩賜財団済生会支部大
阪府済生会千里病院）

大阪府吹田市津雲台１
－１－６ 06-6871-0121

大阪府立千里救命救急センターでは、カルテ等に
より非加熱血液凝固因子製剤を投与したと思われ
る患者について検査したところ、結果は全て陰性
であった。

529

財団法人千里保健医療セ
ンター　新千里病院
（現：社会福祉法人恩賜
財団済生会支部大阪府済
生会千里病院）

大阪府吹田市津雲台１
－１－６ 06-6871-0121 クリスマシン

投与した可能性のある時期：昭和55年1月～昭和56
年12月。

530
医療法人ダイワ会　大和
病院

大阪府吹田市垂水町３
－２２－１ 06-6380-1981 クリスマシン 投与した可能性のある時期：昭和58年4月～11月。

523 大阪医科大学附属病院
大阪府高槻市大学町２
－７ 072-683-1221 クリスマシン

昭和61年4月16日以後、加熱血液凝固因子製剤のみ
使用。

531
医療法人愛仁会　高槻病
院

大阪府高槻市古曽部町
１－３－１３ 072-681-3801 クリスマシン

537
大阪府三島救命救急セン
ター

大阪府高槻市南芥川町
１１－１ 072-683-9911 クリスマシン

544 市立貝塚病院
大阪府貝塚市堀３－１
０－２０ 072-422-5865 クリスマシン 購入実績なし。

540

関西医科大学附属病院
（現：関西医科大学附属
滝井病院）

大阪府守口市文園町１
０－１５ 06-6992-1001

クリスマシン，
PPSB-ニチヤク

購入・使用時期不明、ＰＰＳＢ（1992年頃）、プ
ロプレックス（1986年頃）。

522 星ヶ丘厚生年金病院
大阪府枚方市星丘４－
８－１ 072-840-2641

非加熱血液凝固因子製剤購入期間の昭和55年1月よ
り昭和60年12月までの間のカルテ約3万冊について
調査を行い、該当する患者へは全て連絡済みであ
る。

また、ＨＩＶ検査を実施し、陰性であった。
さらにＢ型、Ｃ型肝炎の検査も実施し、ともに陰
性であった。
今回追加された製剤については、購入しておりま
せん。

538 市立枚方市民病院
大阪府枚方市禁野本町
２－１４－１ 072-847-2821 クリスマシン

使用した診療科　内科・外科の２科。
使用期間　昭和55年7月～昭和60年4月。

524

済生会茨木病院（現：社
会福祉法人恩賜財団済生
会支部大阪府済生会茨木
病院）

大阪府茨木市見付山１
－１－４５ 072-622-8651 クリスマシン

投与した可能性のある時期：昭和55年1月～昭和57
年12月、昭和60年1月～12月。

528 博愛茨木病院
大阪府茨木市中穂積３
－２－４１ 072-622-1515 クリスマシン 投与した可能性のある時期：昭和58年7月。

532
小島病院（現：慶信会記
念病院）

大阪府茨木市永代町９
－６ 072-622-3085 クリスマシン 投与した可能性のある時期：昭和55年6月～7月。

慶信会記念病院は平
成15年1月に開設。



551 今井病院【廃院】
大阪府茨木市新庄町１
３－１５ 0726-26-1444

今井病院は平成2年6月30日に閉鎖。
医療法人朋愛会サンタマリア病院では、血液凝固
因子製剤の使用はありません。また、今井病院の
書類は引き継いでいません。

525 八尾市立病院
大阪府八尾市龍華町１
－３－１

072-922-0881
内線238 クリスマシン

投与した可能性のある時期：昭和56年5月～6月、
昭和58年6月～7月。

539
医療法人一祐会　藤本病
院

大阪府寝屋川市八坂町
２－３ 072-824-1212 クリスマシン

9月から院内掲示している。
「調査の結果、当院でも非加熱血液凝固因子製剤
を昭和５７年１２月～昭和５８年２月の３ヶ月の
間に１例使用していた可能性があることがわかり
ました。

下記の事で思い当たる方がおられましたらお申し
出ください。
検査させていただきます。

549

大東中央病院（現：医療
法人藤井会大東中央病
院）

大阪府大東市大野２－
１－１１ 072-870-0200

廃院昭和６３年９月。
使用したと思われる期間：昭和５３年１月～昭和
６３年９月。
（現在の同名病院とは無関係。旧病院のカルテは
残っていない）。

534
医療法人春秋会　城山病
院

大阪府羽曳野市はびき
の２－８－１ 072-958-1000 クリスマシン

投与した可能性のある時期：昭和58年4月～昭和59
年1月。

550
医療法人晃和会　晃生病
院【廃院】

大阪府摂津市東別府５
－２－４５ クリスマシン

平成４年１０月休止。
使用したと思われる期間　昭和５３年１月～昭和
６３年１２月。

535
医療法人社団丸山会　八
戸の里病院

大阪府東大阪市下小阪
３－１６－１４ 06-6722-7676 クリスマシン 投与した可能性のある時期：昭和57年3月～6月。

536
医療法人三世会　河内総
合病院

大阪府東大阪市横枕１
－３１ 072-965-0731 不明。

541 医療法人宝持会池田病院
大阪府東大阪市宝持１
－９－２８ 06-6721-0151 クリスマシン

542 近畿大学医学部附属病院
大阪府大阪狭山市大野
東３７７－２

072-366-0221
内線2162 クリスマシン

１．責任者 院長 石川欽司。
２．一週間以内に回答。

543 公立忠岡病院【廃院】
大阪府泉北郡忠岡町忠
岡東１－３４－１ 0725-22-1122 クリスマシン

第IX因子(クリスマシン)について、(1)1984年7月
に3本購入 1本は使用(投与)結果判明。
2本は製薬会社に返却済み。
(2)1980年8月に1本、1981年2月～4月に13本、計14
本購入の可能性あり、

当時在勤の全医師(延べ24名)に対し文書により使
用状況調査を行った結果、使用無し。

忠岡町役場にて資料
を保管。

545
インターナショナルホス
ピタル　【廃院】 大阪府 クリスマシン

546
イケダ　ハットリ　【廃
院】 大阪府

547
タナカイインマルヤマド
ウ　【廃院】 大阪府

548 ハグサ　【廃院】 大阪府


