
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

46-1

国立南九州中央病
院伊敷分院(現：独
立行政法人国立病
院機構鹿児島医療
センター）

鹿児島県鹿児島
市城山町８－１ 099-223-1151 変更 ○

46-2 鹿児島逓信病院
鹿児島県鹿児島
市下伊敷１－１
２－１

099-222-0915 存続

46-3 医療法人徳洲会鹿
児島徳洲会病院

鹿児島県鹿児島
市下荒田３－８
－１

099-250-1110 存続

46-4
天保山記念病院
(現：鹿児島厚生連
病院）

鹿児島県鹿児島
市天保山町２２
－２５

099-252-2228 変更 ○

◆カルテ：平成6年1月1日～
◆手術記録：平成6年1月1日～
◆製剤使用簿：平成10年1月1日～
◆処方箋：平成15年1月1日～
◆輸液箋・注射指示箋：平成15年1月1日～

46-5 鹿児島市医師会病
院

鹿児島県鹿児島
市鴨池新町７－
１

099-254-1125 存続 ○

◆カルテ：昭和59年6月1日～（一部不明な
ものがある（昭和５９年６月１日開院）。
今回の調査対象のカルテは不明である。）
◆手術記録：昭和59年6月1日～（一部不明
なものがある（昭和５９年６月１日開
院）。今回の調査対象の手術記録は不明で
ある。）
◆製剤使用簿：平成9年9月1日～
◆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～
◆レセプトの写し：平成9年4月1日～

46-6 愛甲外科
鹿児島県鹿児島
市鴨池新町２８
－１－１０５

廃院等 ○

46-7 財団法人慈愛会
今村病院分院

鹿児島県鹿児島
市鴨池新町１１
番２３号

099-251-2221 存続

46-8 医療法人三愛会整
形外科三愛病院

鹿児島県鹿児島
市郡元３－１４
－７

099-252-6622 存続

46-9 医療法人三州会大
勝病院

鹿児島県鹿児島
市真砂本町３－
９５

099-253-1122 存続

46-10 水落医院
鹿児島県鹿児島
市真砂本町６－
１７

廃院等

46-11 総合病院鹿児島生
協病院

鹿児島県鹿児島
市谷山中央５－
２０－１０

099-267-1455 存続 ○
◆カルテ：昭和50年10月～（入院カルテ。
外来カルテは平成11年１月～。）
◆手術記録：昭和50年10月～（入院分）

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。

46-12 今村病院
鹿児島県鹿児島
市堀江町１７－
１

099-226-2600 存続
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46-13 岩尾病院
鹿児島県鹿児島
市甲突町１７－
１８

099-225-3838 存続
血友病患者のみに投与したと考えているが、水害によ
る書類破棄により確認できないため、念のため、血友
病以外の患者への投与の可能性もあるとした。

平成５年８月６日の水害ですべての書
類が水没、破棄された。

46-14 鹿児島市立病院
鹿児島県鹿児島
市加治屋町２０
－１７

099-224-2101 存続 ○

◆カルテ：平成9年1月～（外来カルテ：平
成15年1月以降の分を保存（最終来院日よ
り5年間保存し、5年以上経過しているカル
テのみ廃棄）。　入院カルテ：平成9年1月
以降の分を保存（最終来院日より10年間保
存し、10年以上経過しているカルテのみ廃
棄。本年は７月廃棄予定））
◆手術記録：（カルテに付帯するものとし
てカルテと同様の期間保存している）
◆処方箋：平成17年1月～（3年間保存）
◆輸液箋・注射指示箋：平成9年～（特定
生物由来製品（血液製剤）使用の注射箋：
平成15年6月までは、10年間保存。平成15
年７月以降は20年間保存するようになって
いる。　注射箋：平成17年1月以降の分を
保存している（3年間保存）。　注射指示
箋：カルテ貼付のため、カルテ保存と同
様）
◆レセプトの写し：（原本を国民健康保険
等の保険者に送付し、その写しは保存して
いない）

血友病以外には、1名の消化管出血のみに使用していま
す。患者の方は原疾患により既にお亡くなりになって
おり、ご家族の方には既にお知らせをしています。

46-15 財団法人昭和会今
給黎総合病院

鹿児島県鹿児島
市下竜尾町４－
１６

099-226-2211 存続

◆カルテ：平成4年4月1日～
◆手術記録：平成4年4月1日～（カルテに
ファイルしてある）
◆製剤使用簿：平成11年1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～
◆その他の書類：昭和63年1月1日～（分娩
台帳（産科開設より保存中）、入院サマ
リー（入院カルテ、外来カルテにファイル
してある。但し、カルテが保存してある場
合に限る。））

当院は、昭和53年～平成７年の間に対象の血液製剤を
受納しておりますが、血友病の患者さんのみに投与し
たか確認できませんでした。その間に手術・輸血など
を受けた方は最寄りの保健所でＣ型肝炎ウイルス検査
をお受け下さるよう呼びかけております。尚、当院で
使用した血液製剤は特定製剤ではありません。

46-16

国立南九州中央病
院(現：独立行政法
人国立病院機構鹿
児島医療セン
ター）

鹿児島県鹿児島
市城山町８－１ 099-223-1151 変更 ○

◆カルテ：平成10年1月1日～（入院カル
テ。（外来カルテは平成15年4月以降））
◆手術記録：平成15年4月1日～
◆処方箋：平成15年4月1日～
◆レセプトの写し：平成15年4月1日～（会
計カード）

46-17 社団法人鹿児島共
済会　南風病院

鹿児島県鹿児島
市長田町１４－
３

099-805-2612 存続

◆カルテ：平成9年7月1日～
◆手術記録：平成9年7月1日～
◆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～
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46-18 谷山病院
鹿児島県鹿児島
市小原町８番１
号

099-269-4111 存続

◆カルテ：（死亡後10年で破棄しているた
め、一部存在。）
◆製剤使用簿：平成10年9月5日～
◆処方箋：平成10年9月5日～
◆輸液箋・注射指示箋：平成10年9月5日～

46-19

県立鹿屋病院
（現：県民健康プ
ラザ鹿屋医療セン
ター）

鹿児島県鹿屋市
（現：鹿児島県
鹿屋市札元１－
８－８）

0994-42-5101 変更

◆カルテ：平成7年4月～（Ｈ７の外科入院
カルテあり。外科以外は各診療科により保
存年数５～１０年間でそれ以前のものは破
棄）
◆手術記録：平成9年4月～
◆製剤使用簿：平成9年4月～
◆処方箋：平成7年4月～（カルテに綴られ
ている。外科以外は各診療科により保存年
数５～１０年間でそれ以前のものは破棄）
◆輸液箋・注射指示箋：平成7年4月～（カ
ルテに綴られている。外科以外は各診療科
により保存年数５～１０年間でそれ以前の
ものは破棄）
◆レセプトの写し：平成5年4月～（ＭＯ
データ）

各種書類等の保管状況は左記のとおりですが、レセプ
トデータは機種変更のため、専門業者によるデータ変
換が必要であり、データ復元には費用を要します。

46-20

野田町立病院、野
田医療センター
（現：出水総合医
療センター　野田
診療所）

鹿児島県出水市
野田町上名６１
０３

0996-84-2023 変更 当時の医師は退職し、職員も残っておらず、カルテも
ありません。投与したかどうかも不明です。

46-21

国立指宿温泉中央
病院、国立指宿病
院（現：独立行政
法人国立病院機構
指宿病院）

鹿児島県指宿市
十二町４１４５

0993-22-2231 変更 ○

◆カルテ：（平成9年度以降）
◆手術記録：（平成9年度以降）
◆製剤使用簿：（血液製剤伝票：平成9年9
月以降）
◆処方箋：（平成14年度以降）
◆輸液箋・注射指示箋：（平成9年度以
降）
◆レセプトの写し：（平成11年度以降）
◆その他の書類：（入院サマリー：平成9
年度以降）

46-22 医療法人昭泉会外
科馬場病院

鹿児島県日置市
吹上町湯之浦２
３７８

099-296-2611 存続

46-23 鹿児島県立薩南病
院

鹿児島県南さつ
ま市加世田高橋
１９６８－４

0993-53-5300
(内線 250) 存続 ○

46-24

国立療養所志布志
病院（現：国立病
院機構九州ブロッ
ク事務所　医療
課）

鹿児島県志布志
市有明町野井倉
８２８８（現：
福岡県福岡市中
央区地行浜1-8-
1）

092-852-1734 変更

医療機関は、現在、曽於郡医師会立有
明病院となっています。お問い合わせ
は独立行政法人国立病院機構九州ブ
ロック事務所医療課にお願いします。
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46-25 医療法人圭泉会稲
医院

鹿児島県奄美市
名瀬金久町５－
４

0997-52-0486 存続
約２１年前、１名の患者に１回だけ使用しました。患
者の方にはお知らせ済です。それ以外の方には使用し
ておりません。

46-26

国立療養所霧島病
院(現：独立行政法
人国立病院機構南
九州病院）

鹿児島県姶良郡
加治木町木田１
８８２

0995-62-2121 変更 ○ ◆カルテ：平成9年～（平成９年以降は保
管あり）

46-27 肝属郡医師会立病
院

鹿児島県肝属郡
錦江町神川１３
５－３

0994-22-3111 存続

◆カルテ：昭和56年1月～
◆製剤使用簿：平成9年9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～

平成元年以前のカルテは一部しか存在しない。

46-28 南大島診療所

鹿児島県大島郡
瀬戸内町大字古
仁屋字松江１６
－４

0997-72-0107 存続 ○

◆カルテ：平成10年4月1日～
◆製剤使用簿：平成15年4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：平成15年4月1日～

46-29 マツザキ　セイケ
イ 鹿児島県 不明

46-30 ヤハタ　アラタ 鹿児島県 不明

46-31 マツオ医院 鹿児島県 不明
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