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29-1

国立療養所西奈良
病院(現：独立行政
法人国立病院機構
奈良医療セン
ター）

奈良県奈良市七
条２－７８９ 0742-45-4591 変更

29-2
社会福祉法人恩賜
財団済生会奈良病
院

奈良県奈良市八
条４－６４３ 0742-36-1881 存続

29-3

国立奈良病院
（現：独立行政法
人国立病院機構奈
良医療センター）

奈良県奈良市東
紀寺町１－５０
－１（現：奈良
県奈良市七条２
－７８９）

0742-45-4591 変更
現在、旧住所にある市立奈良病院は、
国立病院機構奈良病院との業務等の関
係はありません。

29-4 奈良県立奈良病院
奈良県奈良市平
松１－３０－１ 0742-46-6001 存続 ○

◆カルテ：平成1年4月1日～平成6年3月31
日（一部の診療科においては、昭和５３年
度～６３年度分のカルテが、マイクロフィ
ル化して残存している。また、カルテの中
に看護記録・検査結果等が含んでいる場合
がある。）
◆その他の書類：昭和39年4月～（分娩原
簿。病院開設時～現在まで。）

29-5 医療法人健生会土
庫病院

奈良県大和高田
市日之出町１２
－３

0745-53-5471
(内線 2181) 存続

◆カルテ：（入院カルテは全て保存。外来
カルテは最終来院日が平成13年3月以前の
ものは廃棄）
◆手術記録：（全て保存）
◆処方箋：平成15年4月～(2003年3月以前
のものは廃棄）
◆輸液箋・注射指示箋：平成15年4月～(注
射指示箋、2003年3月以前のものは廃棄）
◆レセプトの写し：（46ヶ月以前のものは
廃棄）

29-6
医療法人翠悠会
高田診療所(現：高
田診療所)

奈良県大和高田
市西町1番２６
号

0745-23-1553 変更 ○

◆カルテ：昭和58年12月～（平成9年時点
で死亡または転院后5年以上経過分は廃
棄）
◆製剤使用簿：平成9年9月～
◆処方箋：昭和58年12月～（平成9年時点
で死亡または転院后5年以上経過分は廃
棄）
◆レセプトの写し：平成14年4月1日～

当施設は、平成9年10月（改築移転時）に死亡、もしく
は移転後5年以上経過した患者様のカルテは廃棄処分し
ています。それ以外の患者様のカルテ等は平成20年2月
29日現在保管しておりますのでカルテ等を調査しまし
たが、対象製剤の投与はありませんでした。ウイルス
性肝炎については、透析施設という感染リスクの高い
医療現場であることから、全患者様について通院開始
時及びその後は肝炎ウイルス検査を実施しており、検
査陽性の場合は患者様ご本人もしくは家族様にお知ら
せしております。

29-7 奈良社会保険病院
奈良県大和郡山
市朝日町１－６
２

0743-53-1111 存続

◆カルテ：昭和58年～
◆手術記録：昭和58年～
◆製剤使用簿：昭和58年～
◆処方箋：昭和58年～
◆輸液箋・注射指示箋：昭和58年～
◆その他の書類：昭和58年～

投与された方はお一人のみで、平成12年7月に投与さ
れ、同年8月にお亡くなりになっています。
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29-8 田北病院
奈良県大和郡山
市城南町２－１
３

0743-54-0112 存続 ○

◆カルテ：平成15年1月1日～
◆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17年11月1日～
◆輸液箋・注射指示箋：平成17年11月1日
～
◆レセプトの写し：平成17年1月1日～

29-9 財団法人天理よろ
づ相談所病院

奈良県天理市三
島町２００

0743-63-5611
(内線 7122) 存続 ○

◆カルテ：昭和41年4月1日～（入院カル
テ。外来カルテについては平成２年１月～
現在）
◆手術記録：（カルテと同様）
◆レセプトの写し：平成9年1月1日～（医
事会計システムにて発行）
◆その他の書類：（入院サマリーはカルテ
と同様）

コンファクトＦについて：当院の納入実績は１９８８
年～１９９１年の間に２０３本である。その内１人の
血友病患者に対して２本の使用が判明している。尚、
本患者は平成８年５月死亡している。クリスマシンに
ついて：ミドリ十字の書類では非加熱製剤（クリスマ
シン）１本を昭和５８年１０月に当院に納入した記録
があったため、入院カルテ、病理の記録などの確認を
行ったが、投与した患者は見当たらなかった。尚、問
い合わせのあったうち疑わしき分は調査を行ったが、
該当者は発見されていない。さらに、同剤は適応疾患
に対して継続されて使用される薬剤であり診療目的で
１本のみを購入することはありえない。

29-10 天理市立病院
奈良県天理市富
堂町３００－１
１

0743-63-1821 存続 ○

◆カルテ：（外科：平成8年4月～、整形外
科：平成7年4月～、産婦人科：平成8年4月
～、内科：平成8年4月～、眼科：平成5年2
月2日～、耳鼻咽喉科：平成4年1月13日
～、小児科：平成6年1月2日～）
◆手術記録：平成12年4月～
◆製剤使用簿：平成9年9月1日～
◆処方箋：平成16年4月1日～
◆レセプトの写し：平成9年7月1日～（一
部確認不能）
◆その他の書類：（手術名簿（外科：昭和
49年4月～、整形外科：昭和49年4月～、産
婦人科：昭和49年4月～、内科：平成1年9
月8日～、眼科：平成2年2月27日～、耳鼻
咽喉科：平成2年3月9日～、小児科：平成6
年1月2日～）、助産録（平成3年～）、総
括表（内科：平成1年1月、整形外科：平成
3年2月））

29-11
医療法人翠悠会
本宮医院(現：翠悠
会診療所)

奈良県橿原市葛
本町６７６－１

0744-26-2222 変更 ○

◆カルテ：昭和53年11月1日～（１９９４
年改築当時、死亡もしくは転院后５年以上
経過分は廃棄）
◆手術記録：平成15年1月1日～
◆製剤使用簿：平成16年1月1日～
◆処方箋：昭和53年11月1日～（カルテ保
管と同じ）
◆レセプトの写し：平成15年2月1日～
◆その他の書類：昭和60年1月1日～（研究
用データは保管有り。　　※但し、透析し
ていない一般外来患者様で５年間受診のな
い方の記録は全て破棄。）

当施設は平成６年改築時点で、死亡もしくは転院後５
年以上を経過した方のカルテ等は廃棄処理をしており
ます。それ以外の患者様のカルテ及び処方箋は平成２
０年２月２９日現在保管しておりますのでカルテ等を
調査しましたが、対象製剤投与はありませんでした。
ウイルス性肝炎については、透析施設という感染リス
クの高い医療現場であることから、全患者様に通院開
始時及びその後は定期的にウイルス検査を実施してお
り、検査陽性の場合は、患者さんもしくは家族の方に
お知らせしております。（透析をしていない一般外来
通院患者様への投与はありません）
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29-12

奈良県立医科大学
附属病院(現：公立
大学法人奈良県立
医科大学附属病院)

奈良県橿原市四
条町８４０ 0744-22-3051 変更

◆カルテ：（昭和５６年以降のカルテが保
存されている可能性がある。）
◆手術記録：（昭和５６年以降のカルテが
保存されている可能性がある。）
◆製剤使用簿：（１０年保存）
◆処方箋：（３年保存）
◆輸液箋・注射指示箋：（３年保存）
◆レセプトの写し：（５年保存）

当時の使用の有無については、カルテ上（手術記録を
含む）の記載で調べさせていただきますのでお問い合
わせ下さい。（昭和５６年以降のカルテが保存されて
いる可能性があります）

29-13
榛原町立　榛原総
合病院(現：宇陀市
立病院）

奈良県宇陀市榛
原区萩原８１５ 0745-82-0381 変更

平成８年１月から平成９年３月までの期間に、当院整
形外科で入院されていた患者様１名に投与した模様。
職員への事情聴取により投与した事実は間違いありま
せんが、患者様のお名前がわかりません。

29-14 奈良県立三室病院
奈良県生駒郡三
郷町三室１－１
４－１６

0745-32-0505 存続 ○
◆カルテ：昭和54年4月～
◆手術記録：昭和54年4月～
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