
40.福岡県

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

690 北九州市立門司病院
福岡県北九州市門司区
南本町３番１号 093-381-3581 クリスマシン

○投与した可能性のある時期 昭和53年1月～62年
3月。
○入院のみ。
○投与の可能性のある診療科　内科、外科、小児
科、整形外科、産婦人科。

698 佐藤病院【廃院】
福岡県北九州市若松区
本町３丁目４番１０号 平成9年11月14日に廃院。

696

財団法人健和会　健和総
合病院（現：財団法人健
和会　戸畑けんわ病院）

福岡県北九州市戸畑区
新池１丁目５番５号 093-881-8181 クリスマシン

昭和55年3月と56年6月の使用時期・量ともに不
明）。

685 新栄会病院
福岡県北九州市小倉北
区弁天町１２番１１号 093-571-0086 PPSB-ニチヤク

血液凝固因子製剤の使用形跡はなし。
（PPSB：使用期間・量は不明）。

688

社会福祉法人朝日新聞西
部厚生文化事業団　社会
保険小倉記念病院（現：
社会保険小倉記念病院）

福岡県北九州市小倉北
区貴船町１番１号 093-921-2231 クリスマシン

○投与した可能性のある時期 昭和53年1月～61年
1月。
○入院のみ。
○投与の可能性のある診療科　小児科。
（プロプレックス：使用時期・量ともに不明）。

691 北九州市立医療センター
福岡県北九州市小倉北
区馬借２丁目１番１号 093-541-1831 クリスマシン

○投与した可能性のある時期　昭和56年5月～10
月。
○入院のみ。
○投与の可能性のある診療科　内科、小児科。

692

国立小倉病院（現：独立
行政法人国立病院機構小
倉病院）

福岡県北九州市小倉南
区春ヶ丘１０番１号 093-921-8881 クリスマシン

○投与した可能性のある時期　昭和53年1月～59年
11月。
○入院のみ。
○投与の可能性のある診療科　小児科（新生児）

693
医療法人北九州病院　北
九州総合病院

福岡県北九州市小倉南
区湯川５丁目１０番１
０号 093-921-0560

非加熱血液製剤が使用されている時期　昭和57年
10月～昭和58年10月。

694 北九州市立八幡病院

福岡県北九州市八幡東
区西本町４丁目１８番
１号 093-662-6565 クリスマシン

695

社会福祉法人恩賜財団済
生会支部福岡県済生会八
幡総合病院

福岡県北九州市八幡東
区春の町５丁目９番２
７号 093-662-5211 クリスマシン

○投与した可能性のある時期　昭和58年5月～61年
9月。
○入院のみ。
○投与の可能性のある診療科　不明。

697 小野外科内科医院
福岡県北九州市八幡東
区茶屋町１番１号 093-651-2249 クリスマシン

昭和59年6月に１名に１本のみ使用。
投与した患者の転帰は判明済。

686
医療法人香林会　香月中
央病院

福岡県北九州市八幡西
区香月中央１丁目１４
番１８号 093-617-0173

製品名プロプレックスについては、昭和５８年当
時、血友病入院患者（男性１名）のみに使用した
ものであり、非血友病患者には使用していない。
（プロプレックス：使用期間・量ともに不明）。

687 九州厚生年金病院

福岡県北九州市八幡西
区岸の浦１丁目８番１
号 093-641-5111 クリスマシン

納入された非加熱血液製剤は１例（転帰判明済）
を除き、血友病のみ使用。

689 産業医科大学病院
福岡県北九州市八幡西
区医生ヶ丘１番１号

093-691-7304
（直） クリスマシン

非加熱血液凝固因子製剤が投与された時期　昭和
55年2月～60年8月まで。
プロプレックス：昭和57年7月～昭和62年7月ま
で。

701
九州大学医学部附属病院
（現：九州大学病院）

福岡県福岡市東区馬出
３丁目１番１号 092-642-5909 クリスマシン

投与対象期間は昭和55年9月～昭和61年5月、該当
する患者さんには、検査の案内及び検査を実施
中。
（10月7日、独自公表）

699 山下病院【廃院】
福岡県福岡市博多区東
光１－４－５ クリスマシン

廃院昭和６２年１０月　使用したと思われる期間
昭和５３年１月ー昭和６２年１０月。

703
医療法人敬仁会　友愛病
院

福岡県福岡市博多区住
吉１丁目１番５号 092-271-3221 クリスマシン

使用状況不明、対象者は入院された方。
（対象期間）昭和57年6月。

700
国家公務員等共済組合連
合会　浜の町病院

福岡県福岡市中央区舞
鶴３丁目５番２７号

092-721-0831
内線2230

クリスマシン，
PPSB-ニチヤク （PPSB：使用時期・量ともに不明）。

702
医療法人社団広仁会　広
瀬病院

福岡県福岡市中央区渡
辺通 １丁目１２番１
２号 092-731-2345 クリスマシン

使用状況不明、対象者は入院された方。
（対象期間）昭和55年3月～昭和57年3月。

704

国立福岡中央病院（現：
独立行政法人国立病院機
構九州医療センター）

福岡市中央区地行浜１
丁目８番１号 092-852-0700 クリスマシン

対象者は、昭和55年5月～昭和56年12月及び昭和59
年4月～昭和60年12月に入院、外来された方。
（10月7日、独自公表）。

706
福岡市立こども病院・感
染症センター

福岡県福岡市中央区唐
人町２丁目５番１号 092-713-3125 クリスマシン

対象者は、昭和55年9月～昭和60年8月に入院し、
新生児出血症、重症な肝障害、大量に出血するよ
うな手術を受けた方。
（10月7日、独自公表）。

705 福岡赤十字病院
福岡県福岡市南区大楠
３丁目１番１号 092-521-1211 クリスマシン

購入本数と使用本数に１本の差がある。
対象者は、昭和58年1月～昭和61年8月に入院され
た方。
（10月7日、独自公表）。

707 福岡大学病院
福岡県福岡市城南区七
隈七丁目４５番１号 092-801-1011 PPSB-ニチヤク

PPSBを除き、非加熱製剤の血友病以外への使用実
績なし。
（10月7日、独自公表）。
（PPSB：使用時期・量ともに不明）。

713 大牟田市立総合病院
福岡県大牟田市宝坂町
２丁目１９番地１

0944-53-1061
内線2530

クリスマシン，
PPSB-ニチヤク

カルテ等により確認済みです。
（PPSB、プロプレックス：納入期間等不明）。



708

医療法人雪ノ聖母会　聖
マリア病院（現：雪ノ聖
母会　聖マリア病院）

福岡県久留米市津福本
町４２２ 0942-35-3322 PPSB-ニチヤク （PPSB：納入期間等不明）。

715 久留米大学病院
福岡県久留米市旭町６
７番地 0942-31-7602

クリスマシン，
PPSB-ニチヤク

非加熱血液凝固因子製剤の投与例はあります。
投与した可能性のある時期：昭和５２年９月～昭
和６１年５月（PPSB：納入期間等不明）。

719

国立久留米病院（現：独
立行政法人国立病院機構
九州医療センター）

福岡市中央区地行浜１
－８－１ 092-852-0700

平成６年６月３０日に旧福岡中央病院と統合の
上、廃院となった。

725 西医院【廃院】
福岡県久留米市東和町
２－１ クリスマシン 平成６年１月廃院。

714 飯塚病院
福岡県飯塚市芳雄町３
－８３

0948-29-8010
（総務課） PPSB-ニチヤク

加熱製剤が厚生省より１９８５年７月に承認され
るまで、非加熱製剤の納入、使用実績がありま
す。
（承認時点ですべて加熱製剤に切りかえていま
す。）

709

財団法人福岡県社会保険
医療協会　社会保険田川
病院（現：社会保険田川
病院）

福岡県田川市上本町１
０番１８号

0947-44-0460
内線264 PPSB-ニチヤク （PPSB：納入期間等不明）。

718 田川市立病院
福岡県田川市大字糒１
７００－２ 0947-44-2100 入院、外来の両方で使用の可能性があります。

712

福岡県立柳川病院（現：
財団法人医療・介護・教
育研究財団柳川病院）

福岡県柳川市大字筑紫
町２９ 0944-72-6171 クリスマシン

第IX因子製剤は、血友病の患者さん２名への投与
が確認されています。
第VIII因子製剤については、当時の医師の証言に
より、血友病の患者さん１名に投与したことが判
明しましたが、カルテが残っていないために最終
的な事実確認ができませんでした。

723 重藤外科病院【廃院】
福岡県柳川市三橋町高
畑２６３番地１

鎌田外科医院
0944-72-7171

昭和６２年７月廃院。
投与した可能性のある時期：昭和５８年７月頃～
６０年１月頃。
入院・外来の別は不明。
投与の可能性のある主な診療科名は不明。

721 牛島医院
福岡県八女市大字本村
３４４番地の１ 0943-23-2285 クリスマシン

不明。
カルテの保存期間が５年間であるため、すでに廃
棄しています。

平成19年内に休止予
定

724 石橋外科医院【廃院】
福岡県大川市榎津１２
８－４

不明。
昭和５９年９月廃院。

717

国立療養所福岡東病院
（現：独立行政法人国立
病院機構福岡東医療セン
ター）

福岡県古賀市千鳥１丁
目１番１号 092-943-2331 クリスマシン

投与の可能性のある主な疾患名：（１）肝硬変の
患者（２）劇症肝炎の患者（３）血液疾患の患者
（４）大量輸血の患者　投与した可能性のある時
期：昭和５５年１月～昭和６２年１２月。

710

福岡県立朝倉病院（現：
甘木朝倉医師会立朝倉病
院）

福岡県朝倉市来春４２
２ 0946-22-6111 クリスマシン

非加熱血液凝固因子製剤１本を非血友病の患者さ
ん１名に投与しましたが、検査の結果、陰性であ
ることが判明しています。
当院で購入・投与したのは、上記１本のみです。

722 福岡刑務所医務部
福岡県糟屋郡宇美町障
子岳６－１－１ 092-932-0395

716

福岡県立遠賀病院（現：
遠賀中間医師会おかがき
病院）

福岡県遠賀郡岡垣町大
字手野１４５ 093-282-0181 クリスマシン

第VIII因子製剤は、外来カルテ等により、血友病
患者１名に投与されたと推測されますが、最終的
な事実確認はできませんでした。
第IX因子製剤については、カルテが残っていない
こと等により、投与の有無について事実確認がで
きませんでした。

711

医療法人社団陽明会　小
波瀬病院（現：小波瀬病
院）

福岡県京都郡苅田町大
字新津１５９８番地 0930-24-5211 クリスマシン

当院では、血友病以外の患者さん１名に投与し、
その患者さんはすでに分かっています。
使用された患者さんは非血友病患者さんで平成４
年度になくなられております。

720 サンワ病院（不明） 福岡県所在不明 所在不明。

726 ニシゼンカ【廃院】 福岡県所在不明 所在不明。


