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23-1 国家公務員共済組
合連合会東海病院

愛知県名古屋市
千種区千代田橋
１－１－１

052-711-
6131(内線
2152)

存続

23-2

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 変更 ○

◆カルテ：昭和39年12月1日～（入院歴の
ある患者のみ）
◆手術記録：昭和39年12月1日～（入院歴
のある患者のみ）
◆レセプトの写し：平成14年9月～

23-3 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 存続 ○
◆カルテ：（診療録の保管期間は10年です
が、入院診療録については、診療の必要上
保管している場合もあります。）

23-4 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 存続 ○

◆カルテ：（診療録の保管期間（10年）以
内であれば、保管されています。入院診療
録については、10年を経過した物でも、診
療上保管している場合もあります。）

23-5 堀田病院
愛知県名古屋市
西区江向町６－
５４

052-521-5527 存続 ○
クリスマシンを１名の方に使用しました。その方は既
にお亡くなりになっています。それ以外の方には使用
しておりません。

23-6 名鉄病院
愛知県名古屋市
西区栄生２－２
６－１１

052-551-
6121(内線
1278)

存続 ○

◆カルテ等：
カルテ（入院カルテ）、手術記録・分娩記
録：診療録の保管期間は10年です。ただ
し、診療録の必要上保管している場合もあ
ります。

23-7 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 存続

◆カルテ：平成14年1月1日～
◆手術記録：昭和47年1月1日～（平成１４
年以前は一部のみ存在）
◆製剤使用簿：平成9年9月1日～
◆処方箋：平成16年1月1日～
◆輸液箋・注射指示箋：平成16年1月1日～
◆レセプトの写し：平成14年4月1日～
◆その他の書類：平成14年1月1日～（入院
サマリー）

23-8 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 存続 ○

◆カルテ：昭和63年1月1日～
◆手術記録：平成5年9月1日～
◆製剤使用簿：平成9年9月1日～
◆処方箋：平成15年4月1日～
◆輸液箋・注射指示箋：平成15年4月1日～
◆レセプトの写し：昭和63年1月1日～

23-9 名古屋第一赤十字
病院

愛知県名古屋市
中村区道下町３
－３５

052-481-5111 存続 ○

◆カルテ：平成5年1月1日～（入院カルテ
は、平成5年1月1日退院分から。症例に
よってはこの限りではない。）
◆手術記録：平成15年1月～（5年間保存）
◆製剤使用簿：平成9年9月～
◆処方箋：平成17年3月～（3年間保存）
◆輸液箋・注射指示箋：平成17年3月～（3
年間保存）
◆レセプトの写し：平成12年4月～
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23-10

名古屋市立城西病
院（現：名古屋市
立西部医療セン
ター城西病院）

愛知県名古屋市
中村区北畑町４
－１

052-461-7111 変更

23-11

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 変更 ○
◆手術記録：（最終受診日より10年間保
管）

23-12

医療法人エスエル
会　セントラル病
院（廃院時：セン
トラル病院）

愛知県名古屋市
中区栄５－１１
－３１

廃院等 ○

23-13
東海逓信病院(現：
ＮＴＴ西日本東海
病院）

愛知県名古屋市
中区松原２－１
７－５

052-291-6391 変更 ○
◆カルテ：昭和60年3月31日～（入院カル
テのみ。それ以前のカルテは一部存在する
ものもある。）

23-14 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６
５

052-744-2652 存続 ○

◆カルテ：昭和60年11月1日～
◆手術記録：平成2年5月1日～平成18年8月
31日

23-15 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 存続 ○
◆その他の書類：（昭和55年～昭和61年の
間に製剤を使用した患者のリスト等）

23-16 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 存続 ○

◆カルテ：昭和56年1月1日～（入院カル
テ：小児科・未熟児（昭和56年1月より保
管）、他診療科（昭和62年1月より保
管）。これ以前のカルテについては既に廃
棄済。　外来カルテは原則として20年間保
存）
◆手術記録：昭和44年～（産婦人科　昭和
44年～昭和59年の記録を保管。他はカルテ
内に保管。）
◆処方箋：（入院処方はカルテ内に保
管。）
◆輸液箋・注射指示箋：（注射指示箋はカ
ルテ内に保管。）
◆レセプトの写し：平成17年～平成19年
（テープ保管）
◆その他の書類：昭和39年～（分娩記録
昭和39年から保管）

現時点で特定製剤投与の事実の判明しているカルテに
ついては永久保存としております。
平成20年2月　日本製薬株式会社提供の資料による
と、平成7年（１９９５年）８月ＰＰＳＢ－ＨＴ「ニチ
ヤク」　1Vのみ納入実績ありとされているが、投与の
事実については不明。

23-17 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 存続 ○
◆カルテ：（一部研究目的で保管している
場合あり）

保存期限（10年）を経過した診療録はすべてを保管し
ている状況ではありませんが、患者さんからの問い合
わせがあった場合には、可能な限り診療録の調査をい
たします。
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23-18

藤田学園名古屋保
健衛生大学ばんた
ね病院、藤田学園
保健衛生大学ばん
たね病院、藤田学
園保健衛生大学坂
文種報徳會病院
（現：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 変更 ○

◆カルテ：平成4年～（入院カルテ。外来
カルテは平成９年度最終受診日分以降は存
在する。）
◆手術記録：（カルテと同様）
◆製剤使用簿：平成9年9月～
◆処方箋：平成16年11月1日～
◆輸液箋・注射指示箋：平成16年11月1日
～
◆レセプトの写し：平成15年4月1日～

左記の書類の保管状況は平成２０年２月２９日現在の
ものである。その後は随時廃棄されていきます。

23-19

社団法人日本海員
掖済会　名古屋掖
済会病院(現：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 変更 ○

◆カルテ：昭和52年1月1日～（昭和52年か
ら昭和58年までは一部のみ保管）
◆手術記録：平成17年1月1日～
◆製剤使用簿：平成9年9月1日～
◆処方箋：平成18年3月1日～
◆輸液箋・注射指示箋：平成18年3月1日～

カルテについては入院診療分のみを左記の期間から保
管。手術記録は3年間保管。製剤使用簿は左記の期間か
ら20年間保管。処方箋・輸液箋・注射箋は、2年間分
のみ保管し、順次廃棄している。

23-20
独立行政法人労働
者健康福祉機構中
部労災病院

愛知県名古屋市
港区港明１－１
０－６

052-652-5511 存続

当院では、5年を超えた診療の記録（カルテ、手術記録
等）は廃棄処分を原則としています。また、病院施設
建て替え時にその他記録文書も保存期限を越えた記録
は廃棄処分されています。

23-21
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 存続 ○
◆その他の書類：昭和57年7月1日～昭和59
年8月31日（薬品受払簿。病棟への払出の
実績です。）

23-22
医療法人宏潤会
大同病院(現：大同
病院)

愛知県名古屋市
南区白水町９

052-611-6261 変更 ○

◆カルテ：平成1年4月～（～平成８年3月
については、一部存在。平成8年4月以降す
べて存在。）
◆手術記録：平成8年4月～
◆処方箋：平成15年5月16日～

何かご不明な点がありましたら、ご相談に応じますの
でお問い合わせください。

23-23 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 存続

23-24
医療法人名古屋記
念財団名古屋記念
病院

愛知県名古屋市
天白区平針４－
３０５

052-804-1111 存続

◆カルテ：平成15年4月～（最終来院日よ
り5年以上経過しているカルテのみ廃棄）
◆手術記録：平成15年4月～（同上）
◆製剤使用簿：平成8年8月～
◆処方箋：平成15年4月～
◆レセプトの写し：平成16年4月～

各種書類の保管状況は左記のとおりですが、何かご不
明な点がありましたらご相談に応じますので、お問い
合わせください。　昭和60年～平成元年のカルテはほ
とんど廃棄されており、患者を特定することは困難な
状況です。

23-25 豊橋市民病院
愛知県豊橋市青
竹町字八間西５
０

0532-33-6111 存続 ○

◆カルテ：一部症例についてのみ平成1年
以降分で保管有。全科保存は平成8年1月1
日以降
◆手術記録・分娩記録：一部についてのみ
昭和50年頃から保管あり。全科保存されて
いるのは平成8年1月1日以降
◆退院時サマリー：一部については、昭和
50年頃から保管されている

納入されたと報告のあった製剤の調査対象期間の記録
は保管されていないため、詳細不明です。

23-26

国立豊橋病院、独
立行政法人国立病
院機構豊橋病院
（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 変更 ○

旧国立豊橋病院の昭和58年当時のカルテは平成6年11
月21日に廃棄されており、確認は不可能となっていま
す。　旧国立豊橋病院で使用された時期は昭和58年５
月～昭和58年11月の期間であり、その後行った追跡調
査で検査を実施したところ、全員陰性であったと記録
されています。
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23-27
市立岡崎病院
（現：岡崎市民病
院）

愛知県岡崎市若
宮町２丁目２番
地（現：愛知県
岡崎市高隆寺町
字五所合３－
１）

0564-21-8111 変更

◆カルテ：昭和64年1月1日～（それ以前よ
り継続して入院している場合は入院日によ
り保管）
◆手術記録：昭和64年1月1日～（それ以前
より継続して入院している場合は入院日に
より保管）
◆輸液箋・注射指示箋：昭和64年1月1日～
（それ以前より継続して入院している場合
は入院日により保管）
◆その他の書類：昭和61年1月1日～（麻酔
記録）

カルテ等の状況欄のカルテ等を保存している期間につ
いては、血友病以外で使用した患者さんはおりませ
ん。

23-28 医療法人大雄会総
合大雄会病院

愛知県一宮市桜
1-9-9

0586-72-1211
(内線 2629)総
務課

存続

◆カルテ：平成6年1月1日～（入院・外
来）
◆手術記録：平成14年1月～（手術伝票、5
年保管）
◆製剤使用簿：平成9年8月1日～（20年間
保管）
◆処方箋：平成17年4月1日～（3年間保
管）
◆輸液箋・注射指示箋：平成17年4月1日～
◆レセプトの写し：平成15年12月1日～
（データとして保管）

平成6年以前のカルテは10年間保管した後順次廃棄さ
れているため、特定製剤使用について確認が取れませ
ん。それ以降の各種書類の保管状況は左記の通りで
す。手術実績等ありましたら、ご連絡若しくはご来院
いただければ幸いです。ご相談に応じますので、お問
い合わせください。

23-29 医療法人　山下病
院

愛知県一宮市中
町１丁目３番５
号

0586-45-4511 存続 ○

◆カルテ：昭和51年4月1日～（カルテは5
年経過後、マイクロフィルムで保存。ただ
し、選別してマイクロフィルム化した時期
があり、一部記録が無い場合がありま
す。）
◆手術記録：昭和64年1月1日～

23-30
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 変更 ○

23-31 公立陶生病院 愛知県瀬戸市西
追分町１６０

0561-82-5101 存続

◆カルテ：平成10年4月1日～
◆手術記録：平成10年4月1日～
◆製剤使用簿：平成10年4月1日～
◆処方箋：平成10年4月1日～
◆輸液箋・注射指示箋：平成19年10月1日
～
◆レセプトの写し：平成14年9月1日～（入
院レセプト（外来レセプトは写しを出力し
ていない））
◆その他の書類：平成6年2月1日～（麻酔
記録）

23-32 青山病院(現：医療
法人青山病院）

愛知県瀬戸市南
山町１－５３

0561-82-1118 変更
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23-33 半田市立半田病院 愛知県半田市東
洋町２－２９

①0569-22-
9881(内線
8300)、②
0569-22-9881
（内線1401）

存続 ○

◆カルテ：平成8年1月1日～（入院カル
テ。外来カルテは昭和57年からの一部と平
成5年以降）
◆手術記録：昭和54年1月1日～（一部）
◆製剤使用簿：平成9年10月2日～
◆処方箋：平成17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9年4月1日～
◆その他の書類：平成12年10月1日～（輸
血記録）

最終受診日から10年間カルテを保管しています。継続
して受診している場合、それ以前の書類が残っている
ケースもありますので、ご相談いただいた方にはカル
テ等の書類の存否を確認させていただいております。

23-34 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 存続 ○
◆カルテ：昭和45年5月1日～（永年保存）
◆手術記録：昭和45年5月1日～（永年保
存）

23-35 春日井市民病院
愛知県春日井市
鷹来町１－１－
１

0568-57-0057
医事課　月～
金（祝休日除
く）　8:45～
17:00

存続

◆カルテ：平成8年～（入院カルテ：平成
８年以降、外来カルテ：平成９年以降。使
用形跡なし。）
◆手術記録：昭和44年4月～（外科：昭和
４４年４月以降、産婦人科：昭和４５年４
月以降。使用形跡なし。）

クリオブリン非加熱製剤の納入実績：昭和５９年１０
月～昭和６０年９月　１２本。平成８年の当院調査に
おいて、使用形跡なし。

23-36 医療法人共立荻野
病院

愛知県豊川市三
上町雨谷口３２

0533-86-2161 存続 ○ 当時のカルテは廃棄されています。

23-37 豊川市民病院 愛知県豊川市光
明町１－１９

0533-86-1111 存続

◆カルテ：平成9年1月1日～
◆手術記録：平成9年1月1日～
◆製剤使用簿：平成9年1月1日～
◆処方箋：平成17年7月25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10年11月1日～

23-38 津島市民病院 愛知県津島市橘
町３－７３

0567-28-5151 存続
◆手術記録：昭和59年10月12日～（外科：
昭和５９．１０．１２～、婦人科：平成
４．５．１～）

23-39 碧南市民病院 愛知県碧南市平
和町３－６

0566-48-5050 存続

◆カルテ：昭和63年5月23日～
◆手術記録：昭和63年5月23日～
◆その他の書類：昭和63年5月23日～

「コンファクトＦ」は１名の血友病患者に６本の使用
を確認できた。「コーナインＨＴ」は昭和６３年度中
に１本購入。同年度中に１本を払い出した。投与が疑
われる患者約８０名の診療録を調査するも投与者の特
定はできなかった。

23-40 小林記念病院 愛知県碧南市新
川町３－８８

0566-41-0004 存続 ○
◆手術記録：平成8年～
◆製剤使用簿：平成9年9月～

最終受診日から10年間経過したカルテは廃棄されてい
ます。

23-41

医療法人豊田会刈
谷豊田病院、医療
法人豊田会刈谷総
合病院（現：医療
法人豊田会刈谷豊
田総合病院）

愛知県刈谷市住
吉町５－１５

0566-21-2450 変更

◆カルテ：昭和62年4月1日～
◆手術記録：昭和62年4月1日～
◆製剤使用簿：平成9年9月1日～
◆処方箋：平成18年2月1日～
◆輸液箋・注射指示箋：昭和62年4月1日～
◆レセプトの写し：平成6年1月1日～

23-42

愛知県厚生農業協
同組合連合会　足
助病院(現：足助病
院　厚生連)

愛知県豊田市岩
神町仲田20番地 0565-62-1211 変更

当時の書類は存在せず、また当時の医師も死亡のた
め、確認手段がない。
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23-43 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 存続 ○

◆カルテ：平成6年4月～
◆手術記録：昭和55年9月7日～
◆製剤使用簿：平成9年9月～（製剤使用記
録）
◆処方箋：平成12年10月～

各種書類の保管状況は左記のとおりですが、何かご不
明な点がありましたらご相談に応じますので、お問い
合わせください。

23-44

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 変更 ○
◆カルテ：昭和47年1月1日～（入院カルテ
は左記の期間存在するが、外来カルテは一
部しか保管されていない。）

23-45 西尾市民病院 愛知県西尾市熊
味町上泡原６

0563-56-3171
内線2740 存続 ○

◆カルテ：平成3年～（内科（平成６年
～）、外科（平成５年～）、整形外科（平
成３年～）、産婦人科（平成５年～）、小
児科（平成５年～）、眼科（平成４年
～）、脳神経外科（平成３年～）、形成外
科（平成５年～）、耳鼻咽喉科（平成５年
～）、泌尿器科（平成５年～）、皮膚科
（平成５年～）、精神診療科（平成１１年
～）、呼吸器外科（平成１１年～）、血管
外科（平成５年～））
◆手術記録：（カルテと同様）
◆製剤使用簿：（カルテと同様）
◆処方箋：（カルテと同様）
◆輸液箋・注射指示箋：（カルテと同様）
◆その他の書類：（カルテと同様）

23-46 蒲郡市民病院
愛知県蒲郡市平
田町向田１番地
１

0533-66-2200 存続 ○

◆カルテ：昭和53年1月1日～平成19年12月
31日（入院カルテは、内科（昭和５３
～）、外科（昭和５３～）、整形外科（昭
和５３～）、眼科（昭和５６～）、小児科
（昭和５３～）、耳鼻科（昭和５７～）、
皮膚科（昭和６３～）、泌尿器科（昭和５
６～）、産婦人科（昭和５３～）、歯科口
腔外科（昭和６３～）、脳外科（昭和６０
～）、外来カルテは平成１０年～）
◆手術記録：昭和53年1月1日～平成19年12
月31日（入院カルテ内の記録のみ）
◆製剤使用簿：昭和55年1月1日～平成19年
12月31日（納入実績のみ有り）
◆処方箋：平成17年1月1日～平成19年12月
31日（３年間のみ存在）
◆輸液箋・注射指示箋：平成17年1月1日～
平成19年12月31日（３年間のみ存在）
◆レセプトの写し：平成12年1月1日～平成
19年12月31日（レセコン内に有り）
◆その他の書類：昭和53年1月1日～平成19
年12月31日（入院カルテと同様）

お問い合わせがあれば対応させていただきます。
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23-47 松浦病院
愛知県犬山市大
字犬山字高見町
１１

0568-61-2017 存続 ○

◆カルテ：平成15年4月～
◆手術記録：平成15年4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～

各種書類の保管状況は左記のとおりですが、何かご不
明な点がありましたらご相談に応じますのでお問い合
わせください。　メーカーより納入実績有りとのこと
も、使用の有無については確認できません。

23-48 岡部外科
愛知県犬山市大
字犬山字薮下２
１－３

0568-62-7121 存続 ○

23-49 常滑市民病院 愛知県常滑市鯉
江本町4-5 0569-35-3170 存続

◆カルテ：昭和47年～（ただし10年以上前
のものは未整理）
◆手術記録：平成10年～
◆処方箋：平成18年～
◆輸液箋・注射指示箋：平成15年～
◆レセプトの写し：平成15年～

カルテにつきましては、昭和34年分から保存してあり
ますが、10年以上経過したカルテにつきましては、未
整理の部分もありますのでよろしくお願いします。

23-50 小牧市民病院 愛知県小牧市常
普請１－２０

0568-76-4131 存続

◆カルテ：昭和60年1月1日～（入院カルテ
のみ）
◆手術記録：昭和60年1月1日～（入院カル
テのみ）
◆輸液箋・注射指示箋：昭和60年1月1日～
（入院カルテのみ）

非加熱製剤については、全て血友病患者のみに使用し
ており、他疾患には一切使用しておりません。

23-51
愛知県厚生農業協
同組合連合会 尾西
病院(現：尾西病院)

愛知県稲沢市祖
父江町本甲拾町
野７

0587-97-2131 変更 ○

◆カルテ：平成10年4月1日～
◆手術記録：平成10年4月1日～
◆製剤使用簿：平成9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～
◆レセプトの写し：平成17年4月1日～
◆その他の書類：平成10年4月1日～（入院
サマリー）

投与の実態はカルテ等の各種書類が残っていないため
確認できませんでした。

23-52 新城市民病院 愛知県新城市字
北畑３２－１

0536-22-2171 存続 ○

23-53
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 変更 ○

◆カルテ：平成元年1月1日～（外来カルテ
は平成元年から保有）
◆手術記録：平成8年1月1日～
◆製剤使用簿：平成13年1月1日～
◆処方箋：平成10年6月1日～（平成11年4
月～平成12年3月、平成15年4月～平成15年
6月はなし）
◆輸液箋・注射指示箋：平成10年6月1日～
（平成11年4月～平成12年3月、平成15年4
月～平成15年6月はなし）
◆レセプトの写し：平成9年4月～
◆その他の書類：平成8年1月1日～

23-54 知多市民病院 愛知県知多市新
知字永井２－１

0562-55-1155 存続
◆カルテ：（最終来院日又は退院日から10
年間）

23-55 深谷会　富士病院(現：富士病院）

愛知県知立市牛
田町西屋敷１３
７－１

0566-85-1000 変更

２３．愛知県　　7 / 8



No 施設名 所在地 連絡先
存続 ・
廃院等

特定
製剤

カルテ等の状況 コメント 備考

23-56 藤田保健衛生大学
病院

愛知県豊明市沓
掛町田楽ケ窪１
－９８

0562-93-2111 存続 ○
◆カルテ：昭和48年～
◆手術記録：昭和48年～

23-57
JA愛知厚生連　渥
美病院(現：渥美病
院)

愛知県田原市神
戸町赤石１－１

0531-22-2131 変更 ○
◆カルテ：平成4年4月～（それ以前のカル
テは廃棄）

23-58
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
ケ須町南本田３
９６

0567-65-2511 存続 ○

◆カルテ：平成4年4月1日～（入院カル
テ。外来カルテは平成5年4月以降。）
◆処方箋：平成16年4月1日～
◆輸液箋・注射指示箋：平成16年4月1日～

23-59
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 変更 ○

◆カルテ：平成10年3月～（退院日から１
０年を経過したものは廃棄されている。た
だし、退院後７年以内に受診がある場合
は、保管されている可能性がある。）
◆手術記録：平成10年3月～（カルテが存
在する場合、カルテに綴られている。）

今後も、問い合わせがあった場合は、カルテの保管状
況の確認を行い、カルテが存在する場合は、投与の有
無の確認を行いその結果を報告するという対応を継続
します。

23-60 東名病院
愛知県愛知郡長
久手町作田１－
１１１０

0561-62-7511 存続 ○

23-61

大口外科クリニッ
ク、医療法人医仁
会　大口クリニッ
ク（現：医療法人
医仁会　さくら病
院）

愛知県丹羽郡大
口町新宮１－１
２９

0587-95-6711 変更 ○

◆カルテ：昭和55年10月～
◆手術記録：昭和55年10月～
◆処方箋：昭和55年10月～

23-62 公立尾陽病院
愛知県海部郡甚
目寺町大字甚目
寺字山ノ浦148

052-444-0050 存続
血友病Aの患者に使用したと思われるが、記録等での
確認はできなかった。

23-63
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 存続 ○

◆カルテ：平成12年1月～（外来カルテ：
平成12年1月～、入院カルテ：平成13年1月
～）
◆製剤使用簿：平成9年9月～

各種書類の保管状況は左記のとおりです。

23-64 チュウオウ 愛知県 不明

23-65 イシカワ　セイケ
イゲカ（ニシ

愛知県 不明 ○

23-66 シミズイイン 愛知県 不明
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