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24-1
三重大学医学部附
属病院(現：三重大
学医学部附属病院)

三重県津市江戸
橋２－１７４ 059-232-1111 変更 ○

◆カルテ：昭和64年1月～（外来カルテは
最終来院日より５か年以内。入院カルテは
最終退院日より２０年以内）

血友病患者のみに使用したと考えられるが、血友病患
者以外に使用した可能性については、完全に否定でき
ない。

24-2
暲純会　武内病院
(現：武内病院)

三重県津市北丸
之内８２ 059-226-1111 変更 ○

24-3

国立津病院（現：
独立行政法人国立
病院機構三重中央
医療センター）

三重県津市久居
明神町２１５８
－５

059-259-1211 変更

24-4 榊原温泉病院
三重県津市榊原
町字石ノ戸１０
３３－４

059-252-1111 存続 ○

◆カルテ：平成9年5月1日～（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4年4月23日～
◆製剤使用簿：平成9年9月～
◆処方箋：平成11年9月～
◆輸液箋・注射指示箋：平成9年5月～
◆レセプトの写し：平成14年4月～

24-5

社会保険羽津病院
(現：社団法人全国
社会保険協会連合
会　四日市社会保
険病院）

三重県四日市市
羽津山町１０－
８

059-331-2000 変更 ○
◆カルテ：昭和36年～
◆輸液箋・注射指示箋：昭和36年～

24-6 田中外科
三重県四日市市
浜田町１２－２
５

廃院等 ○

24-7 市立四日市病院
三重県四日市市
芝田２－２－３
７

059-354-1111 存続

◆カルテ：昭和56年～（入院カルテ。外来
カルテは平成15年1月～（最終来院日より5
年以上経過しているカルテのみ破棄））
◆手術記録：昭和56年～
◆製剤使用簿：平成9年9月～
◆処方箋：平成15年8月～
◆輸液箋・注射指示箋：平成15年8月～
◆レセプトの写し：平成17年4月～

血友病以外には対象製剤のうちでPPSB-HT「ニチヤ
ク」のみで、1名のみ使用（原疾患にて死亡）。それ以
外には使用しておりません。当該患者のカルテは入院
全期間分保管しております。

24-8

三重県立総合塩浜
病院（現：三重県
立総合医療セン
ター）

三重県四日市市
塩浜町1番地
（現：三重県四
日市市大字日永
５４５０－１３
２）

0593-45-2321
(内線 2611) 変更

◆カルテ：昭和64年1月1日～（昭和61年か
ら昭和63年度分一部有り）
◆手術記録：平成15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4月1日～
◆輸液箋・注射指示箋：平成18年4月1日～
◆レセプトの写し：平成15年4月1日～

24-9 市立伊勢総合病院 三重県伊勢市楠
部町３０３８

0596-23-5111 存続 ○

◆カルテ：昭和63年1月～（入院カルテ。
外来カルテは平成15年4月～）
◆手術記録：平成15年4月～
◆製剤使用簿：平成10年4月～
◆処方箋：平成19年1月～
◆輸液箋・注射指示箋：平成12年4月～
（注射指示箋・入院分。　外来分は平成19
年1月～）
◆レセプトの写し：平成20年1月～
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24-10
慶應義塾大学伊勢
慶應病院（現：伊
勢慶友病院）

三重県伊勢市常
磐２－７－２８ 0596-26-1155 変更

◆カルテ：平成8年1月1日～
◆手術記録：平成10年4月1日～
◆製剤使用簿：平成10年7月6日～
◆処方箋：平成14年1月1日～
◆輸液箋・注射指示箋：平成14年1月1日～
◆レセプトの写し：平成16年4月1日～
◆その他の書類：平成8年1月1日～（入院
サマリー）

平成8年の調査においては、非加熱血液凝固因子製剤の
非血友病患者への投与はありません。

24-11
三重県厚生農業協
同組合連合会松阪
中央総合病院

三重県松阪市川
井町字小望１０
２

0598-21-
5252(代表) 存続

◆カルテ：昭和63年1月1日～（入院カルテ
のみ）
◆手術記録：昭和63年1月1日～

１９８９年６月以降の対象製剤の納入実績はメーカー
からの情報によるとございません。

24-12 松阪市民病院
三重県松阪市殿
町１５５０番地

0598-23-1515
（内線190) 存続 ○

◆カルテ：平成9年1月1日～
◆手術記録：平成13年4月1日～
◆製剤使用簿：平成9年9月1日～
◆処方箋：平成14年4月1日～
◆輸液箋・注射指示箋：平成14年4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9年1月1日～（入院
サマリー）

当院では、カルテを10年間保存することとし、10年を
経過したカルテは廃棄処分しております。患者様から
お問い合わせいただいても回答することができずご迷
惑をおかけしておりますことをお詫びいたします。

24-13 医療法人山本総合
病院

三重県桑名市寿
町３－１１ 0594-22-1211 存続

◆カルテ：平成9年1月～（入院カルテ。外
来カルテは平成13年1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9年1月～
◆製剤使用簿：平成9年9月～
◆処方箋：平成17年4月～（発行日より3年
以上経過している処方箋のみ廃棄）
◆輸液箋・注射指示箋：平成17年4月～
（発行日より3年以上経過している注射処
方箋のみ廃棄）
◆レセプトの写し：平成15年1月～

24-14

三重県厚生農業共
同組合連合会　中
勢総合病院(現：三
重県厚生農業協同
組合連合会 鈴鹿中
央総合病院）

三重県鈴鹿市安
塚町山之花１２
７５－５３

059-382-1311 変更 ○

24-15 尾鷲総合病院
三重県尾鷲市上
野町5-25 05972-2-3111 存続

24-16 三重県立志摩病院
三重県志摩市阿
児町鵜方１２５
７

0599-43-0501 存続

◆カルテ：平成9年4月1日～
◆手術記録：平成9年4月1日～
◆製剤使用簿：平成9年9月1日～（血液製
剤記録票）
◆処方箋：平成17年4月1日～
◆レセプトの写し：平成15年4月1日～
◆その他の書類：平成9年4月1日～（入院
同意書等）
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24-17
上野総合市民病院
（現：伊賀市立上
野総合市民病院）

三重県伊賀市四
十九町８３１ 0595-24-1111 変更 ○ ◆カルテ：（入院10年、外来5年保管）

24-18 岡波総合病院

三重県上野市桑
町1734（現：三
重県伊賀市上野
桑町1734）

0595-21-3135 存続

24-19
三重県厚生農業協
同組合連合会　菰
野厚生病院

三重県三重郡菰
野町大字福村７
５

059-393-1212 存続 ○
◆カルテ：平成11年1月～
◆製剤使用簿：平成9年8月～
◆処方箋：平成16年12月～

各種書類の保管状況は左記のとおりです。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（平日８時３０分～１７時まで）
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