
1.北海道

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

1 ＮＴＴ東日本札幌病院
北海道札幌市中央区南
１条西１５丁目 011-623-7520 クリスマシン

非加熱血液凝固因子製剤を納入していたが、全ての
使用がほぼ判明している。
問い合わせがあれば、情報提供とともに、検査を勧
める。

5 札幌鉄道病院
北海道札幌市中央区北
３条東１丁目 011-241-4971 クリスマシン

6
財団法人小児愛育協会附
属愛育病院

北海道札幌市中央区北
３条西１６丁目１番地 011-644-2211

昭和57年1月にコンコエイト2本購入あるも使用状況
不明。

2

北海道大学医学部附属病
院（現：北海道大学病
院）

北海道札幌市北区北１
４条西５丁目

(ダイヤルイン)
011-706-5633

クリスマシン，
PPSB-ニチヤク

カルテ等により投与した患者は把握出来ている。
昭和60年11月以降は加熱血液凝固因子製剤のみ使
用。
問い合わせについては医事課が窓口となって患者情
報を聞き、当該診療科に照会、当該診療科で対応す
る。

クリスマシンの納入
については、現在の
北海道大学病院とし
て報告されており、
当時の医学部付属病
院であったか歯学部
付属病院であったか
は不明

7

北海道大学歯学部附属病
院（現：北海道大学病
院）

北海道札幌市北区北１
４条西５丁目

(ダイヤルイン)
011-706-5633 クリスマシン 昭和59年12月以降の購入なし。

北海道大学歯学部附
属病院は平成15年9月
に廃院
クリスマシンの納入
については、現在の
北海道大学病院とし
て報告されており、
当時の医学部付属病
院であったか歯学部
付属病院であったか
は不明

8

社団法人北海道勤労者医
療協会勤医協中央病院
（現：勤医協中央病院）

北海道札幌市東区伏古
１０条２丁目１５番１
号

011-782-9111
（代）
直通　011-782-
3049 クリスマシン

4

国立札幌病院（現：独立
行政法人国立病院機構北
海道がんセンター）

北海道札幌市白石区菊
水４条２丁目

011-811-9111
内線201 クリスマシン

非加熱血液凝固因子製剤を投与した可能性のある時
期は昭和55年2月～昭和56年10月で入院、外来の別及
び投与した可能性のある診療科は特定できない。
（プロプレックス：不明／不明、オートプレック
ス：86.7/ 3本）。

9
医療法人豊和会　札幌金
谷病院

北海道札幌市豊平区豊
平５条２丁目３番７号 011-821-1852 クリスマシン

非加熱血液凝固因子製剤の投与のあった期間昭和59
年2月～昭和59年5月まで。
入院患者の可能性あり。

10

総合病院　北海道社会保
険中央病院（現：北海道
社会保険病院）

北海道札幌市豊平区中
の島１条８丁目３番１
８号 011-831-5151 クリスマシン

15
泌尿器科広田医院（現：
広田医院）

北海道札幌市豊平区美
園７条６丁目１番２４
号 011-811-8188 クリスマシン

昭和５５年非加熱製剤使用の１例は使用８年後肝硬
変にて死亡確認済み（投与以前より肝硬変と診断あ
り）。
当院にて上記以外の投薬症例はありません。

3

医療法人愛全会　愛全病
院（現：医療法人　愛全
病院）

北海道札幌市南区川沿
１３条２丁目１番３８
号 011-571-5670 クリスマシン

納入本数　１本。
投与の患者は特定されており、他の一般の患者への
影響は全くない。

11
医療法人五輪橋整形外科
病院

北海道札幌市南区川沿
２条１丁目２－５６ 011-571-2001

非血友病患者への投与例はない。血友病患者への投
与例は１例あり、平成7年2月15日死亡している。

12

国立療養所札幌南病院
（現：独立行政法人国立
病院機構札幌南病院）

北海道札幌市南区白川
１８１４番地 011-596-2211 クリスマシン

13

国立療養所西札幌病院
（現：独立行政法人国立
病院機構西札幌病院）

北海道札幌市西区山の
手５条７丁目１番１号 011-611-8111

14
医療法人社団さとう小児
科

北海道札幌市厚別区厚
別中央２条５丁目２番
１号 011-892-4666 PPSB-ニチヤク

PPSB使用患者全て把握：血友病B患者１人。使用量・
使用日すべて把握：PPSB１本、昭和60年5月15日使
用。他にベノビール（第IX因子、試供品）５本、昭
和57年～昭和60年に血友病患者に使用。（PPSB：納
入量・期間ともに不明）。

18
社会福祉法人函館厚生院
函館五稜郭病院

北海道函館市五稜郭町
３８－３ 0138-51-2295

クリスマシン，
PPSB-ニチヤク （ＰＰＳＢ：期間、量とも不明）。

34
南茅部町国保病院（現：
市立函館南茅部病院）

北海道函館市安浦町９
２番地 0138-25-3511 クリスマシン

使用時期は判明済（昭和５６年１２月）、対象患者
は不明。

22 市立小樽病院
北海道小樽市若松１丁
目２番１号 0134-25-1211 クリスマシン 使用患者（１名）判明済。

17

旭川医科大学医学部附属
病院（現：旭川医科大学
病院）

北海道旭川市緑が丘東
二条１丁目１番１号

0166-69-3044、
0166-65-2111

クリスマシン，
PPSB-ニチヤク （ＰＰＳＢ：期間、量とも不明）。

20 市立旭川病院
北海道旭川市金星町１
丁目１番６５号 0166-24-3181 使用状況判明及び対応済み。

21
JA北海道厚生連　旭川厚
生病院

北海道旭川市一条通２
４丁目１１１番地の３ 0166-33-7171 使用患者（１名）判明済。

27 医療法人中島病院
北海道旭川市四条通１
６丁目１１５２番地 0166-24-1211 昭和５５年２月に使用。

26

医療法人社団　新日鐵室
蘭総合病院（現：新日鐵
室蘭総合病院）

北海道室蘭市知利別町
１丁目４５番地 0143-44-4650 クリスマシン

使用状況・患者判明済。
残存カルテの調査には至っておりませんが、当時の
医師、薬剤師にヒアリングを行った限りでは、当院
で上記薬剤を購入、投与した形跡はありません。



35 市立室蘭総合病院
北海道室蘭市山手町３
丁目８番１号 0143-25-3111 クリスマシン

使用状況不明/使用した可能性のある時期：昭和５７
年４月～昭和５８年１１月頃、入院・外来の別：入
院、使用の可能性のある診療科：不明（外科は未使
用）。

31 総合病院釧路赤十字病院
北海道釧路市新栄町２
１番１４号 0154-22-7171 クリスマシン

昭和５６年３月購入分のみ不明。
PPSB・ハイクリオ・プロプレックス・オートプレッ
クスは購入していません。

19
財団法人北海道医療団
帯広第一病院

北海道帯広市西四条南
１５丁目１７番地３ 0155-25-3121 PPSB-ニチヤク （ＰＰＳＢ：期間、量とも不明）。

30
社会福祉法人北海道社会
事業協会　帯広病院

北海道帯広市東５条南
９丁目１番地 0155-22-6600 クリスマシン

使用状況不明/使用した可能性のある時期：昭和５３
年３月～昭和５９年１０月、入院・外来の別：入
院、使用の可能性のある診療科：不明。

39 あだち医院【廃院】
北海道帯広市東７条南
５丁目４２番地 0155-23-5526 血液凝固因子製剤納入の記憶なし。

24 総合病院北見赤十字病院
北海道北見市北六条東
２丁目１番地 0157-24-3115

クリスマシン，
PPSB-ニチヤク 使用状況判明済。

42 鎌田医院【廃院】
北海道岩見沢市３条西
４丁目２番地

廃院の年月：平成７年１０月。
使用した可能性のある時期：昭和５３年１月～昭和
６３年１２月。

29
JA北海道厚生連　網走厚
生病院

北海道網走市北６条西
１丁目９番地 0152-43-3157

クリスマシン，
PPSB-ニチヤク

調査の結果　小児科外来において２名の方に使用し
ました。
現在通院歴なく肝炎ウイルス関連検査実施について
今後も勧奨していきます。

37
医療法人社団　はまむき
医院

北海道網走市南５条西
４丁目７ 0152-44-7365 使用患者（１名）判明済（患者には連絡済）。

41
石丸整形外科病院【廃
院】

北海道網走市南２条東
２丁目３番地

廃院の年月：平成２年１０月。
使用した可能性のある時期：昭和５３年１月～昭和
６３年１２月。

33
苫小牧市立総合病院
（現：苫小牧総合病院）

北海道苫小牧市清水町
１丁目５番２０号 0144-33-3131 クリスマシン

使用状況不明/使用した可能性のある時期：昭和５５
年１０月～昭和５６年９月、入院・外来の別：入
院・外来、使用の可能性のある診療科：内科。

45
ほんま小児科医院【廃
院】

北海道稚内市中央４丁
目７－２６

廃院の年月：平成３年１月。
使用した可能性のある時期：昭和５３年１月～昭和
６３年１２月。

28 市立赤平総合病院
北海道赤平市本町３丁
目２番地 0125-32-3211 クリスマシン

使用状況不明/使用した可能性のある時期：昭和５７
年１２月～昭和５９年３月、入院・外来の別：入
院、使用の可能性のある診療科：外科（長期間出血
の続いた重傷者３～４名)、

ＰＰＳＢ、ハイクリオ、プロプレックス、オートプ
レックスの当院での使用の有無については平成１３
年３月１５日現在不詳です。

36 北海道立紋別病院
北海道紋別市緑町５丁
目６番８号 0158-24-3111 クリスマシン

使用状況不明/使用した可能性のある時期：昭和５６
年１月、入院・外来の別：不明、使用の可能性のあ
る診療科：内科。

25 市立三笠総合病院
北海道三笠市宮本町４
８９番地の１ 01267-2-3131 クリスマシン 使用状況判明済（２名に使用）。

43 尾形小児科医院【廃院】

恵庭市柏木町３５５の
３(廃院時：北海道恵庭
市柏木３５５の３)

廃院の年月：昭和５５年５月。
使用した可能性のある時期：昭和５３年１月～昭和
５５年５月。

16 総合病院伊達赤十字病院
北海道伊達市末永町８
１番地 0142-23-2211 クリスマシン

（プロプレックス　400U　使用量・期間ともに不
明）。

38
医療法人社団　加藤内科
医院

北海道伊達市錦町１０
０－２４ 0142-23-5808 クリスマシン

使用状況・相手方判明済。
当院の血友病患者は他の疾患にて死亡しておりウイ
ルスに関しては不明である。

23

医療法人即仁会　北広島
病院（現：特別医療法人
社団即仁会　北広島病
院）

北海道北広島市栄町１
丁目５番地２ 011-373-5811 食道静脈瘤破裂者（１名）のみに使用。

40

真狩村国民健康保険診療
所（現：真狩村野の花診
療所）

北海虻田郡真狩村字真
狩１７番地1 0136-48-3270

血友病のみ使用と思われる。
その他の使用した可能性/時期：昭和５５年６月～５
７年３月、入院・外来の別：入院、使用の可能性の
ある診療科：内科・外科。

32
天塩町立国民健康保険病
院

北海道天塩郡天塩町字
川口５６９９番地の３ 01632-2-1058

使用状況不明/使用した可能性のある時期：昭和５７
年１月～昭和６０年８月、入院・外来の別：入院・
外来、使用の可能性のある診療科：不明。

44 清里病院【廃院】
北海道斜里郡清里町羽
衣町２１ クリスマシン

廃院の年月：平成６年９月。
使用した可能性のある時期：昭和５３年１月～昭和
６３年１２月。


