
【別紙２】

名称 連絡先 所在地 医療器具名 使用時期

病院
医療法人浜田会浜田
病院

075-491-6141
京都市北区小山西大野
町３３

10,12,18 開始日不明～平成20年5月頃 北保健所

病院 医療法人葵会北病院 075-495-6650
京都市北区紫竹北大門
町５６番地

1
使用開始日平成12年4月以降　使用終
了日平成18年2月頃

北保健所

病院
医療法人明生会賀茂
病院

075-493-3330
京都市北区紫竹東栗栖
町４３

21 平成16年11月～平成20年2月 北保健所 キャップ部分をアルコールで消毒して使用

病院 財団法人薬師山病院 075-492-1230
京都市北区大宮薬師山
西町１５

10,18 平成10年10月～平成19年5月 北保健所
キャップ部分を使用前後にアルコール綿花に
て消毒

病院 冨田病院 075-491-3241
京都市北区小山下内河
原町５６番地

18
開始時期不詳。終了時期は平成18年3
月頃

北保健所 キャップ部分を消毒して使用

病院
社会福祉法人京都博
愛会病院

075-781-1131
京都市北区上賀茂ケシ
山１

19 平成15年9月頃～平成16年10月頃 北保健所
キャップ部分を５０％イソプロピルアルコー
ルにて消毒

病院 社会保険京都病院 075-441-6101
京都市北区小山下総町
２７

18 平成13年6月～平成17年3月 北保健所 キャップ部分を消毒して使用

診療所 あらき医院 075-493-7050
京都市北区紫竹下芝本
町29

18 平成14年4月～平成15年8月 北保健所 キャップ部分を消毒して使用

診療所
医療法人葵会紫野診
療所

075-431-6171
京都市北区紫野上築山
町３２番地

5 平成9年4月～平成18年3月 北保健所

診療所 医療法人北村医院 075-495-0022
京都市北区紫野上御所
田町５２番地

18 平成18年4月～平成20年3月 北保健所 キャップ部分をアルコール綿にて消毒

診療所
医療法人社団田村外
科

075-721-9313
京都市北区上賀茂蝉ｹ垣
内町４６番地２

30 ①平成18年②平成19年。 北保健所 キャップ部分を消毒して使用

診療所
医療法人社団都会渡
辺医院

075-493-4300
京都市北区大宮南田尻
町５６番地

18 平成14年～通知まで 北保健所
キャップ部分を次亜塩素酸ナトリウムにて消
毒

診療所
医療法人社団余診療
所

075-491-8222
京都市北区紫野西泉堂
町３

18 平成15年頃～平成20年5月30日 北保健所 キャップ部分をアルコール消毒

診療所
大谷大学・大谷大学
短期大学部医務室

075-411-8120
京都市北区小山上総町
20

10
①平成12年6月8日～平成19年6月18日
②平成14年9月17日～平成17年4月19日

北保健所 キャップ部分をアルコール綿花で清拭

診療所 小野郷永原診療所 075-406-4067
京都市北区小野中ノ町
90　岩戸落葉神社氏子
会館内

1 不詳～平成18年頃まで 北保健所 キャップ部分をアルコール消毒

診療所 セノオ医院 075-492-0750
京都市北区小山初音町
４３番地

18 開始日不詳。～平成19年まで 北保健所 キャップ部分をアルコール綿での清拭

診療所 医院 075-724-2237
京都市北区上賀茂中大
路町12-1

5 平成11年4月～平成13年 北保健所
キャップ部分をアルコール消毒（７０％イソ
プロピルアルコール）

病院、診療所（医科）、介護老人保健施設（京都市内分）

所管保健所 備考施設類型
施　　設 使用状況
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診療所 平野医院 075-255-7140
京都市北区鞍馬口通寺
町東入ル天寧寺門前町
２９８番地

19 平成15年5月～平成20年5月頃 北保健所
キャップ部分をアルコール綿,エタノールに
て消毒

診療所 ふくやまクリニック 075-417-1522
京都市北区小山中溝町
３１

26 平成11年～平成14年 北保健所 キャップ部分を酒精綿で消毒

診療所 藤本医院 075-463-0410
京都市北区大北山原谷
乾町２０７－３

18 平成18年6月頃から平成20年4月まで 北保健所 キャップ部分をアルコール綿にての消毒

診療所
医療法人社団都会渡
辺西賀茂診療所

075-493-4377
京都市北区大宮上ノ岸
町１番地７ ルーラルポ
ンド・イケダ

9 平成19年7月頃 北保健所

診療所
特別養護老人ホーム
和順の里医務室

075-467-3670
京都市北区大北山原谷
乾町102番1

5 平成15年4月頃～平成17年1月 北保健所 キャップ部分を消毒して使用

病院 京都第二赤十字病院 075-212-6151
京都市上京区釜座通り
丸太町上ル春帯町３５
５の５

18 不明（開始）　平成20年（終了） 上京保健所 キャップ部分を消毒して使用

病院
社団法人京都保健会
上京病院

075-432-1261
京都市上京区千本通上
立売上ル作庵町５０４

4,5 平成16年5月～平成20年4月 上京保健所 キャップ部分をアルコール清拭

診療所 医療法人勝目医院 075-821-6008

京都市上京区丸太町通
知恵光院西入中務町４
８６　ヴィランセンワ
丸太町１Ｆ

10 平成10年11月～平成18年4月 上京保健所

診療所 梶山医院 075-841-2912
京都市上京区出水通智
恵光院西入ル田村備前
町２３１－２

18 平成16年4月26日～平成20年3月7日 上京保健所

キャップ部分は消毒用エタノールにて使用前
後消毒。使用に際しては毎回紙テープを貼り
付け，皮膚に直接キャップが接触しないよう
にしている。

診療所
社会福祉法人浄山会
介護老人福祉施設つ
きかげ苑医務室

075-223-1165
京都市上京区寺町通清
和院口上ル二丁目北ノ
辺町３９５番地２０

5 平成16年１月4日～平成20年5月30日 上京保健所

診療所
同志社大学厚生館保
健センター

075-251-3100
京都市上京区烏丸上立
売西入る御所八幡町１
０３

5 平成17年4月～平成20年5月26日 上京保健所 キャップ部分をアルコール綿で消毒

診療所 百々眼科診療所 075-441-6410
京都市上京区小川通今
出川下ル針屋町３６３
番地

11 平成17年6月中旬頃～平成20年5月7日 上京保健所
キャップ部分を測定前後にアルコール消毒し
て使用
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病院
医療法人寿尚会洛陽
病院

075-781-7151
京都市左京区岩倉上蔵
町１４３

7,8,10,11 平成12年4月頃～平成15年頃 左京保健所 キャップ部分をアルコール綿で消毒

病院 財団法人川越病院 075-771-2972
京都市左京区浄土寺馬
場町４８

19 平成14年12月～平成20年5月26日 左京保健所 キャップ部分をアルコール綿にて消毒

病院
総合病院日本バプテ
スト病院

075-781-5191
京都市左京区北白川山
ノ元町４７

18,9,23 平成11年3月頃～平成18年3月頃 左京保健所 キャップ部分をアルコール綿にて消毒

病院
社団法人信和会京都
民医連第二中央病院

075-701-6111
京都市左京区田中飛鳥
井町８９

7
①平成12年～平成17年1月
②平成12年～平成20年5月

左京保健所 キャップ部分をアルコール綿花で清拭消毒

診療所
医療法人社団医聖会
百万遍クリニック

075-791-8202
京都市左京区田中門前
町103番地5 京都パス
トゥール研究所ビル1階

18
①平成15年頃
②平成19年8月頃

左京保健所 キャップ部分を消毒して使用

診療所
医療法人社団磯辺内
科医院

075-712-5561
京都市左京区北白川別
当町３－２ 北白川ポー
ルズビル２Ｆ

18 平成13年6月～平成18年4月30日 左京保健所 キャップ部分を消毒して使用

診療所
医療法人社団糺森翠
泉会森産婦人科医院

075-722-0088
京都市左京区下鴨泉川
町６２の２

25 平成8年～平成19年末頃 左京保健所 キャップ部分をアルコール消毒

診療所
医療法人社団丹羽内
科医院

075-781-5221
京都市左京区岩倉三宅
町３６０番地

11 平成17年9月～平成20年5月22日 左京保健所
キャップ部分をアルコール消毒（ヒビテンア
ルコール，強酸性水）

診療所
医療法人八田内科医
院

075-701-4805
京都市左京区修学院薬
師堂４

10，13，17 平成11年7月～平成20年5月 左京保健所 キャップ部分をアルコール綿で消毒

診療所 大原在宅診療所 075-705-0787
京都市左京区下鴨西林
町6上文堂ビル

11 平成16年3月頃～平成18年2月頃 左京保健所 キャップ部分をアルコール綿花で拭く

診療所 後藤医院 075-702-1003
京都市左京区岩倉幡枝
町737番地

19 平成18年12月27日～平成20年5月中旬 左京保健所 キャップ部分を水洗い後，アルコール消毒

診療所 志熊医院 075-762-0081
京都市左京区吉田中阿
達町28-3

22 平成19年8月2日～平成20年5月22日 左京保健所 消毒エタノールによるキャップ部の清拭消毒

診療所 嶋村医院 075-781-3294
京都市左京区田中西樋
ノ口町７８

26 平成19年4月～平成20年1月 左京保健所 キャップ部分を消毒して使用

診療所
社団法人信和会京都
民医連洛北診療所

075-723-0960
京都市左京区岩倉忠在
地町529番地

7 平成17年春頃～平成20年5月 左京保健所

診療所
特別養護老人ホーム
バプテストホーム診
療所

075-711-8792
京都市左京区北白川山
ノ元町４８

10 平成9年5月～平成20年5月末 左京保健所 キャップ部分を消毒して使用



【別紙２】

名称 連絡先 所在地 医療器具名 使用時期

病院、診療所（医科）、介護老人保健施設（京都市内分）

所管保健所 備考施設類型
施　　設 使用状況

診療所
バプテスト眼科クリ
ニック

075-721-3800
京都市左京区北白川上
池田町１２

10 平成11年5月～平成20年5月 左京保健所 キャップ部分を消毒して使用

診療所 細野医院 075-722-5700
京都市左京区高野泉町
６７－３

10
平成12年9月2日から不適切と発覚する
まで

左京保健所
キャップ部分を逆性石鹸液に浸した綿花で消
毒

診療所 三浦診療所 075-781-2528
京都市左京区下鴨本町
12-4

18 平成19年5月～平成19年8月 左京保健所 キャップ部分を消毒して使用

診療所 三嶋医院 075-791-0123
京都市左京区修学院犬
塚町11-3

11 平成19年8月3日 左京保健所
キャップ部分をアルコール，クロルヘキシジ
ンにて消毒

診療所 横山医院 075-722-7160
京都市左京区上高野鷺
町１１

10 平成15年3月頃～平成20年3月頃 左京保健所
キャップ部分を消毒して使用。感染症状の発
生は一切なし。

診療所 おおせこ内科 075-752-2274
京都市左京区浄土寺上
馬場町16

19 平成15年4月～平成20年6月12日 左京保健所

診療所 大久保クリニック 075-707-6688
京都市左京区下鴨南
野々神町1-7

5 平成15年12月～平成18年3月 左京保健所 キャップ部分をアルコール綿で消毒

診療所 竹村診療所 075-771-0835
京都市左京区岡崎円勝
寺町1-16

21 平成16年6月～平成20年 左京保健所 キャップ部分をエタノール綿にて清拭

介護老人保
健施設

バプテスト 075-702-5980
左京区北白川山ノ元町
47

1,2 平成11年9月～平成20年5月 左京保健所 キャップ部分をアルコール綿で消毒

病院 京都市立病院 075-311-5311
京都市中京区壬生高田
町1－2

19 平成14年2月～平成20年2月 中京保健所 キャップ部分をアルコール消毒

病院
京都市身体障害者リ
ハビリテーションセ
ンター

075-823-1650
京都市中京区壬生仙念
町30番地

10 平成13年11月～平成20年5月 中京保健所
滅菌処理したキャップ部分については患者個
人専用として使用。

病院 医療法人毛利病院 075-222-1361
京都市中京区堀川通御
池上ル押堀町４４の１

18 平成17年5月～平成20年5月 中京保健所 キャップ部分をアルコール消毒

病院
社団法人京都保健会
京都民医連中央病院

075-822-2777
京都市中京区西ノ京春
日町１６－１

4,7,8,12 平成14年年7月～平成19年12月 中京保健所
キャップ部分を０．２％次亜塩素酸ナトリウ
ム消毒用アルコールで消毒

病院 京都逓信病院 075-241-7167
京都市中京区六角通新
町西入西六角町１０９

18,7

①エースレット　平成20年5月～平成
20年5月31日
②イージータッチ　平成16年7月～平
成20年5月31日

中京保健所
キャップ部分をアルコール７０％液に浸して
消毒

診療所
京都市本能特別養護
老人ホーム医務室

075-254-0020
京都市中京区蛸薬師通
油小路東入

11
平成17年12月，平成18年2月11日，平
成18年3月11日

中京保健所 キャップ部分をアルコール綿でふきとり

診療所 医療法人うえだ医院 075-803-3301
京都市中京区聚楽廻東
町15番地6

23 平成18年6月頃～平成20年5月 中京保健所 キャップ部分を消毒して使用
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診療所
医療法人財団康生会
柳馬場武田クリニッ
ク

075-213-2216
京都市中京区柳馬場通
六角下ル井筒屋町430番
1

10
使用開始日：不明
使用終了日：平成20年5月22日

中京保健所

診療所
医療法人清仁会シミ
ズ四条大宮クリニッ
ク

075-813-1300
京都市中京区壬生賀陽
御所町３番地１京都幸
ビル１階

8 平成20年4月1日～平成20年6月2日 中京保健所 キャップ部分を消毒して使用

診療所
京都医療生活協同組
合中野眼科医院

075-801-4151
京都市中京区聚楽廻東
町２番地

9 平成16年頃～平成20年6月 中京保健所
キャップ部分を0.05％マスキン希釈液30分
つける。その後乾燥して保存

診療所 しばた医院 075-241-3611
京都市中京区御池堺町
西入丸木材木町６７１
エクレーヌ御池１Ｆ

11，19
⑪平成18年7月頃～平成20年5月22日頃
⑲平成10年5月頃～平成18年6月頃

中京保健所
キャップ部分をアルコール・ヒビテンで消毒
（液にキャップをつける）

診療所
社団法人京都保健会
京都民医連太子道診
療所

075-822-2660
京都市中京区西ノ京小
堀池町１８番地の１

8 平成16年3月～平成20年5月 中京保健所 キャップ部分をアルコール綿花にて拭き取り

診療所 中央診療所 075-211-4501
京都市中京区三条通高
倉東入

7,8 平成11年頃～平成18年8月頃 中京保健所
キャップ部分をアルコール綿花，イソシン消
毒液で消毒

診療所 野村医院 075-312-1811
京都市中京区壬生下溝
町１７－１

10
①平成14年4月頃～平成18年11月20日
②平成18年11月21日～平成20年5月16
日

中京保健所 キャップ部分をアルコールによる清拭

診療所 やまもと診療所 075-813-1380
京都市中京区壬生相合
町25－4デイスターアベ
ニュー103

4 平成11年7月～平成19年夏 中京保健所
キャップ部分は70％イソプロアルコール綿で
拭く。また，マスキン液を5％→0.5％にして
半日浸していた。

介護老人保
健施設

西の京 075-821-3388
中京区西ノ京小堀池町
16

4 平成14年4月～平成20年6月 中京保健所

病院 東山武田病院 075-561-6121
京都市東山区東大路通
渋谷下ル妙法院前側町
４４７－１

18,26
⑱平成13年～平成18年9月頃
26.平成8年～平成18年頃

東山保健所 キャップ部分を消毒して使用

病院
医療法人社団育生会
久野病院

075-541-3136
京都市東山区本町２２
丁目５００

9 平成19年9月3日～平成20年5月27日 東山保健所 キャップ部分をアルコール綿消毒

病院 原田病院 075-551-5668
京都市東山区七条大和
大路西入西門町５４６
番地２

18 ～平成20年6月6日 東山保健所 キャップ部分を消毒して使用

診療所 河合医院 075-561-5310
京都市東山区六波羅三
盛町１７０

19 平成12年～平成18年 東山保健所 キャップ部分をアルコール綿で消毒
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名称 連絡先 所在地 医療器具名 使用時期

病院、診療所（医科）、介護老人保健施設（京都市内分）

所管保健所 備考施設類型
施　　設 使用状況

診療所 京都市三条診療所 075-531-1189
京都市東山区花見小路
通古門前上る巽町４５
０

23 平成18年頃～平成20年5月23日 東山保健所
キャップ部分をマスキン液と水洗いとアル
コール綿で消毒

診療所
社会福祉法人洛東園
診療所

075-561-1171
京都市東山区本町15丁
目794番地

30 平成10年1月頃～平成20年3月まで 東山保健所
穿刺器具使用後はクロルヘキジン液にて
キャップを消毒するかアルコール綿花でふ
く。

診療所 那須内科診療所 075-525-3525
京都市東山区祇園町北
側２６６ 井澤ビル３F

10 平成13年頃～平成20年5月17日 東山保健所
キャップ部分をアルコール消毒綿で拭いてい
た

診療所 和田内科医院 075-532-3646
京都市東山区今熊野池
田町４－１５

4 平成17年頃 東山保健所

病院
医療法人十全会京都
東山老年サナトリウ
ム

075-771-4196
京都市山科区日ノ岡夷
谷町１１

11 平成18年4月頃～平成20年6月6日 山科保健所
キャップ部分をイソプロピルアルコール70％
で消毒

病院
社団法人愛生会山科
病院

075-594-2323
京都市山科区竹鼻４丁
野町１９－４

10,18 平成9年1月頃～平成20年5月28日 山科保健所 キャップ部分を消毒して使用

診療所 あしはら診療所 075-592-0072
京都市山科区西野山中
鳥井町68－1

9，27 平成15年1月～平成20年4月 山科保健所 キャップ部分をアルコール消毒

診療所 医療法人赤城医院 075-581-5436
京都市山科区北花山中
道町35番地31

18 平成15年4月頃～平成20年5月末 山科保健所
キャップ部分を消毒して使用。B型肝炎及びC
型肝炎等の発症なし。（検査済み）

診療所 神崎内科医院 075-502-1203
京都市山科区竹鼻堂ノ
前町２４－６ 大栄外環
ビル３Ｆ

18
エースレットが発売された頃から平成
20年4月26日まで

山科保健所 キャップ部分を検査ごとにアルコール消毒。

診療所
社会福祉法人青谷福
祉会ヴィラ山科診療
所

075-572-6677
京都市山科区大宅御所
田町１１５－１

18
（最長)施設開設日から平成19年12月
末

山科保健所
キャップ部分を消毒用イソプロピルアルコー
ル綿花又はアルウエッティで清拭

診療所
社会福祉法人緑寿会
診療所

075-593-0800
京都市山科区大塚野溝
町３番地

11 平成15年12月～平成20年3月頃 山科保健所
キャップ部分をオスバン液，塩化ベンザルコ
ニウム液にて消毒。

診療所 髙須町塚診療所 075-595-5510
京都市山科区竹鼻竹ノ
街道町29番地の2

26 平成18年6月1日～平成20年5月31日 山科保健所 キャップ部分をイソプロ70％にて消毒

診療所 竹内医院 075-501-3981
京都市山科区椥辻中在
家町１２の２

10 平成11年11月～平成19年10末日 山科保健所 キャップ部分をアルコール綿で拭く

介護老人保
健施設

いわやの里 075-572-1811 山科区大宅古海道町52 18 不明～平成20年5月 山科保健所 キャップ部分を酒精綿で清拭

介護老人保
健施設

おおやけの里 075-572-4111 山科区大宅向山10－5 10 平成13年7月～平成18年3月 山科保健所 キャップ部分をアルコール綿で消毒

介護老人保
健施設

はーとふる東山 075-771-4300 山科区日ノ岡夷谷町11 11 平成18年4月～平成20年6月 山科保健所 キャップ部分をアルコールで消毒
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名称 連絡先 所在地 医療器具名 使用時期

病院、診療所（医科）、介護老人保健施設（京都市内分）

所管保健所 備考施設類型
施　　設 使用状況

介護老人保
健施設

アビイロードやまし
な

075-573-1117
山科区勧修寺南大日33
－1

13 平成18年～平成18年 山科保健所 キャップ部分をアルコール綿で消毒

病院 総合病院京都南病院 075-312-7361
京都市下京区西七条南
中野町８

18 平成13年9月以前に使用 下京保健所

病院 武田病院 075-361-1351
京都市下京区塩小路通
西洞院東入東塩小路町
８４１－５

18,28 平成18年3月以前 下京保健所 キャップ部分をアルコールにて清拭

診療所
医療法人社団和田ク
リニック

075-341-0025
京都市下京区塩小路通
東洞院東入東塩小路町
547番地3明石屋ビル2F

18 平成15年頃～ 下京保健所 キャップ部分をアルコール消毒

診療所 京都髙島屋診療所 075-211-8811

京都市下京区四条通河
原町西入真町髙島屋京
都支店四条店二階南西
隅

10 ①平成18年　②平成19年。 下京保健所 キャップ部分をアルコールにより清拭

診療所 第二南診療所 075-371-1465
京都市下京区東中筋通
花屋町下る柳町３３２
番地

18 平成13年6月頃～平成13年9月頃 下京保健所 キャップ部分を消毒して使用

診療所
特別養護老人ホーム
西七条医務室

075-315-7067
京都市下京区西七条八
幡町２９番地

18 平成14年1月10日～平成19年1月8日 下京保健所 キャップ部分を消毒して使用

診療所 龍谷大学大宮診療所 075-343-3311

京都市下京区猪熊通七
条上ル大工町１２５の
１　龍谷大学大宮学舎
内

11 平成17年4月11日～平成20年5月19日 下京保健所 キャップ部分をアルコール綿で消毒

診療所
医療法人立岡神経内
科

075-803-6833
京都市下京区中堂寺坊
城町31番地2

21 平成14年頃～平成20年4月末 下京保健所 キャップ部分をアルコール消毒

診療所 児嶋医院 075-811-4860
京都市下京区仏光寺通
猪熊西入西田町５９５
番２

19 平成17年7月頃～平成20年4月頃 下京保健所

キャップ部分をインスルキット（タンパク溶
解剤）に浸した後ステリハイド消毒（30分以
上浸す）水洗い後乾燥使用前に再度70％エタ
ノールにて消毒して使用

介護老人保
健施設

ぬくもりの里 075-321-0295
下京区七条御所ノ内西
町68

18 不明～平成20年5月 下京保健所 キャップ部分なし

介護老人保
健施設

白寿 075-361-0840
下京区油小路通下魚棚
下ル油小路277

10 不明～平成20年5月 下京保健所 キャップ部分をアルコール綿で消毒

病院 京都九条病院 075-691-7121
京都市南区唐橋羅城門
町１０

18
使用開始日：不明
使用終了日：平成18年3月

南保健所 キャップ部分をアルコール消毒
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名称 連絡先 所在地 医療器具名 使用時期

病院、診療所（医科）、介護老人保健施設（京都市内分）

所管保健所 備考施設類型
施　　設 使用状況

病院
医療法人財団医道会
十条リハビリテー
ション病院

075-671-2351
京都市南区吉祥院八反
田町３２

18 ～平成18年3月末日 南保健所 キャップ部分を消毒して使用

病院 第二足立病院 075-681-7316 京都市南区四ツ塚町１ 11 平成16年4月頃～平成20年5月 南保健所 キャップ部分をアルコール綿で拭く

病院
社団法人京都保健会
吉祥院病院

075-672-1331
京都市南区吉祥院井ノ
口町４３

4 平成10年8月～平成18年1月 南保健所 キャップ部分をアルコール綿花で拭く

診療所
医療法人大築山診療
所

075-922-6206
京都市南区久世大薮町
196番1

21 平成17年6月～平成20年6月9日 南保健所 キャップ部分を消毒して使用

診療所
医療法人啓生会やす
だ医院

075-932-5015
京都市南区久世大薮町
53番地

18
症例１　平成18年4月27日～平成19年4
月6日（計10回）
症例２　平成19年10月23日

南保健所
キャップ部分を消毒用エタノールアルコール
使用前後に塗布。その後の検査にてＨＣＶ，
ＨＢＶの感染がないことを確認。

診療所 島岡医院 075-661-0740
京都市南区唐橋平垣町
６８

13 平成15年12月～平成20年5月 南保健所
使用前後にキャップ部分をアルコール消毒。
ＨＢＶ・ＨＣＶの感染なし。

診療所
社団法人京都保健会
あらぐさ診療所

075-691-3127
京都市南区吉祥院西浦
町23

4 平成13年6月7日～平成18年3月24日 南保健所
キャップ部分をアルコール綿花で拭いてから
使用

診療所
社団法人京都保健会
吉祥院こども診療所

075-315-8045
京都市南区吉祥院西浦
町23番地

11 平成19年3月29日～平成20年2月26日 南保健所

診療所
社団法人京都保健会
九条診療所

075-691-7588
京都市南区東九条上御
霊町２

7 平成18年4月～平成20年2月 南保健所 キャップ部分をアルコール綿花でふきとる

診療所 秦診療所 075-694-6070
京都市南区西九条島町
3-1

10 平成13年5月～平成18年4月 南保健所 キャップ部分をアルコール綿にて消毒

診療所

松下電器産業株式会
社半導体社事業本部
プロセス開発セン
ター健康管理室

075-681-3181
京都市南区西九条春日
町１９番地

4
①平成15年1月30日～3月26日
②平成18年11月2日～11月9日

南保健所 キャップ部分をアルコール綿でのふきとり

介護老人保
健施設

マムクオーレ 075-691-7755
南区吉祥院南落合町40-
3

18 平成17年1月～平成20年5月 南保健所 キャップ部分をアルコール綿で消毒

病院 京北病院 0771-54-0221
京都市右京区京北下中
町鳥谷3

11 平成14年12月～平成18年2月 右京保健所 キャップ部分をアルコール消毒

病院 財団法人高雄病院 075-871-0245
京都市右京区梅ヶ畑畑
町３

6 平成19年7月頃～平成20年5月 右京保健所 キャップ部分をアルコール消毒

病院
財団法人仁風会嵯峨
野病院

075-464-0321
京都市右京区鳴滝宇多
野谷９

9 平成18年4月～平成20年5月27日 右京保健所 キャップ部分をアルコール消毒綿で清拭
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病院 財団法人泉谷病院 075-466-0111
京都市右京区花園伊町
４１番７

7 平成20年5月頃 右京保健所

診療所
医療法人社団爽明会
土井診療所

075-313-0858
京都市右京区西京極西
川町１７の２４

10 平成15年～平成16年頃 右京保健所 キャップ部分を消毒して使用

診療所
医療法人青進会景山
医院

075-323-6680
京都市右京区西院西今
田町9番地5

11 平成15年３月～平成20年5月 右京保健所
キャップ部分をアルコール綿で拭いた後に水
洗いしてステリハイドにつける

診療所
医療法人優和会宮元
産婦人科医院

075-321-1112
京都市右京区西院四条
畑町1番地11

10

①平成15年2月25日～2月27日
②平成15年3月8日～3月12日
③平成15年6月19日～6月30日
④平成17年4月13日～4月17日
⑤平成17年5月1日～5月5日
⑥平成17年5月19日～5月23日
⑦平成17年7月12日～7月31日
⑧平成17年11月27日～12月3日
⑨平成18年1月16日～1月27日

右京保健所
キャップ部分を消毒して使用。感染は確認さ
れていない。

診療所 大塚診療所 075-861-3262
京都市右京区太秦和泉
式部町４－１３

17 平成19年～平成20年6月 右京保健所 キャップ部分を消毒して使用

診療所 清和園水尾寮診療所 075-861-1031
京都市右京区嵯峨水尾
宮ノ脇町５８

18 平成16年6月～平成20年3月 右京保健所
キャップ部分を毎回消毒アルコール綿で消毒
して使用していた。

診療所
土橋内科・胃腸科医
院

075-462-1175
京都市右京区谷口垣内
町12-7

19 平成15年7月～平成20年5月 右京保健所
キャップ部分を消毒して使用。感染は確認さ
れていない。

診療所
特別養護老人ホーム
豊和園診療所

0771-54-0314
京都市右京区京北上中
町宮ノ下22

5 平成19年7月5日～平成20年3月9日 右京保健所
キャップ部分を７０％エタノールで使用前後
消毒

診療所 山ノ内診療所 075-841-9812
京都市右京区山ノ内宮
脇町９

26 平成10年頃 右京保健所
キャップ部分を消毒液，アルコール綿にて消
毒

診療所 医療法人岩田医院 075-311-8018
京都市右京区西院平町
９番地

18 平成16年頃～平成19年頃 右京保健所 肝炎の発症を認めていない

診療所 田渕内科医院 075-463-2021
京都市右京区鳴滝嵯峨
園町8-5

18 平成18年3月 右京保健所

診療所
三菱自動車工業株式
会社京都製作所診療
所

075-381-2111
京都市右京区太秦巽町
１番地

10,18 平成9年1月～平成18年3月 右京保健所

診療所 朝隈医院 872-8137
京都市右京区嵯峨野清
水町８の６６

10 平成11年2月頃～平成20年4月2日 右京保健所 キャップ部分を消毒して使用

介護老人保
健施設

ケア・スポット梅津 075-863-2185
右京区梅津尻溝町66－
１

19 平成13年～平成20年6月 右京保健所
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病院
医療法人清仁会シミ
ズ病院

075-381-5161
京都市西京区山田中吉
見町１１の２

8 平成9年9月以前～平成18年10月2日 西京保健所 キャップ部分を消毒して使用

病院 三菱京都病院 075-381-2111
京都市西京区桂御所町
１

10,18 平成9年1月～平成18年3月 西京保健所 キャップ部分を消毒して使用

病院 西京都病院 075-381-5166
京都市西京区御陵溝浦
町２４

8 平成15年3月～平成18年2月 西京保健所 キャップ部分をアルコール綿にて清拭

病院
社会福祉法人京都社
会事業財団京都桂病
院

075-391-5811
京都市西京区山田平尾
町１７

18 平成13年9月1日～平成18年9月30日 西京保健所
キャップ部分をアルコール綿で本体の先端を
消毒

診療所
医療法人社団岩瀬医
院

075-381-5812
京都市西京区松室追上
町１８番地の１６

4，9，18 平成17年9月3日～平成20年5月23日 西京保健所 キャップ部分を消毒して使用

診療所
医療法人清仁会シミ
ズ医院

075-381-3109
京都市西京区桂木ノ下
町1番地の８８

8 平成10年11月頃～平成20年5月末 西京保健所 キャップ部分を消毒して使用

診療所 くろさわ医院 075-383-6543
京都市西京区川島有栖
川町53 桂駅西口シンビ
ル1F

18 平成13年6月～平成17年11月頃 西京保健所 キャップ部分をアルコール綿花で消毒

診療所
財団法人ライフ・イ
ン京都診療所

075-381-1870
京都市西京区山田平尾
町４６ライフ・イン京
都内

10，18 ～平成20年4月 西京保健所 キャップ部分を消毒用アルコールで消毒

診療所 塩見内科医院 075-331-5911
京都市西京区大枝東新
林町３丁目１番地

18 平成18年1月頃～平成20年3月4日 西京保健所
キャップ部分をアルコール消毒（エタノー
ル）

診療所
指定介護老人福祉施
設シオンの里医務・
看護室

075-392-5008
京都市西京区樫原秤谷
町21-1

18 平成19年11月11日～平成20年6月2日 西京保健所

診療所

社会福祉法人京都社
会事業財団特別養護
老人ホーム京都厚生
園医務室

075-392-7870
京都市西京区山田平尾
町46番地

10 使用開始不明～平成20年5月4日 西京保健所
皮膚と器具接触部をアルコール綿花で別々に
消毒。

診療所
特別養護老人ホーム
西山寮診療所

075-332-2030
京都市西京区大原野石
作町２５６番地１

19 平成14年頃～平成20年4月 西京保健所 キャップ部分を消毒して使用

診療所 ふれあいの里診療所 075-332-3111
京都市西京区大枝北沓
掛町１丁目２１－２０

18 平成18年4月頃 西京保健所 キャップ部分をアルコール綿花消毒

診療所 安田医院 075-381-9225
京都市西京区山田庄田
町３－５２

19 平成19年4月23日～平成19年6月5日 西京保健所 キャップ部分を消毒用アルコールで消毒

介護老人保
健施設

シミズひまわりの里 075-331-8900
西京区大枝沓掛町13-
362

4 平成12年10月～平成20年5月 西京保健所
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名称 連絡先 所在地 医療器具名 使用時期

病院、診療所（医科）、介護老人保健施設（京都市内分）

所管保健所 備考施設類型
施　　設 使用状況

病院 京都市桃陽病院 075-641-8275
京都市伏見区深草大亀
谷岩山町48－1

4
平成16年4月～平成17年4月
平成18年3月～平成20年3月

伏見保健所 キャップ部分をアルコール消毒

病院 医療法人五木田病院 075-641-1156
京都市伏見区竹田流池
町１１６

8,29 平成2年4月頃？～平成20年6月5日 伏見保健所 キャップ部分をアルコール綿で拭く

病院 第一岡本病院 075-611-1114
京都市伏見区京町９丁
目の５０

13,1,4 平成11年頃～平成16年11月 伏見保健所 キャップ部分を消毒して使用

病院
医療法人医仁会武田
総合病院

075-572-6331
京都市伏見区石田森南
町２８の１

15,10 ～平成18年3月以前 伏見保健所
キャップ部分を採血のたびにアルコール綿で
拭きとる

病院
医療法人朗友会さい
わい病院

075-612-3101
京都市伏見区向島四ツ
谷池５

8 平成11年頃～平成20年5月31日 伏見保健所
キャップ部分を７０％アルコール綿花で拭
く。または０．１％逆性石けん液浸漬洗浄

診療所 京都拘置所医務課 075-681-0501
京都市伏見区竹田向代
町１３８

1 平成11年7月～平成18年3月 伏見保健所 キャップ部分をアルコール消毒

診療所
医療法人医幸会辻際
醍醐診療所

075-571-0344
京都市伏見区醍醐新町
裏町1番地19

10 ～平成14年12月 伏見保健所
キャップ部分を７０％イソプロパノール含浸
滅菌消毒綿花で洗浄

診療所
医療法人医仁会武田
クリニック

075-572-6984
京都市伏見区石田森南
町33番地の6

15，10 ～平成18年3月以前 伏見保健所
キャップ部分を採血のたびにアルコール綿で
拭きとる

診療所
医療法人医仁会辰巳
診療所

075-571-8545
京都市伏見区醍醐外山
街道町21番地

10 平成13年～平成19年7月頃 伏見保健所 キャップ部分を消毒して使用

診療所
医療法人里地クリ
ニック

075-571-6622
京都市伏見区醍醐高畑
町30番地3 アッシュビ
ル2階3階

19 平成10年8月18日～平成20年2月18日 伏見保健所
キャップ部分を酒精綿（消毒用エタノール使
用）

診療所
医療法人至誠会西村
医院

075-611-6127
京都市伏見区東町１９
８

28 ～平成15年8月頃 伏見保健所 キャップ部分を消毒して使用

診療所
医療法人社団恵寿会
まるおクリニック

075-575-2611
京都市伏見区醍醐高畑
町30番地の1 パセオダ
イゴロー西館２Ｆ

13 平成17年4月13日～平成20年6月9日 伏見保健所 キャップ部分をアルコール綿で拭いていた

診療所
医療法人社団東朋会
東内科クリニック

075-646-3900
京都市伏見区深草直違
橋3丁目405番地1

19 平成17年1月頃～平成19年8月頃 伏見保健所 キャップ部分を消毒して使用

診療所
医療法人社団松本ク
リニック

075-574-1100
京都市伏見区醍醐新開
１４－１

23 平成18年4月～平成20年5月26日 伏見保健所
キャップ部分を消毒用アルコール綿で何回も
消毒していた

診療所 北住医院 075-612-5217
京都市伏見区向島本丸
町20 ノアーズアーク観
月橋１階

10 平成14年1月7日～平成18年2月28日 伏見保健所 キャップ部分をアルコール消毒
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名称 連絡先 所在地 医療器具名 使用時期

病院、診療所（医科）、介護老人保健施設（京都市内分）

所管保健所 備考施設類型
施　　設 使用状況

診療所
財団法人京都労働災
害被災者援護財団京
都城南診療所

075-623-1110
京都市伏見区竹田真幡
木町１１５

5 平成17年8月頃～平成20年5月 伏見保健所 キャップ部分を70％アルコール綿にて消毒

診療所
社会福祉法人フジの
会診療所

075-643-3003
京都市伏見区深草泓ノ
壺町３７－１

5 平成17年4月～平成17年10月19日 伏見保健所 キャップ部分をアルコール消毒

診療所 末木医院 075-622-2911
京都市伏見区向島二の
丸町１５１－４３

19 平成15年～平成20年5月31日 伏見保健所 キャップ部分を消毒して使用

診療所
特別養護老人ホーム
ヴィラ稲荷山医務室

075-561-6550
京都市伏見区深草正覚
町23番

18 平成20年4月15日～平成20年6月20日 伏見保健所 キャップ部分を消毒して使用

診療所
特別養護老人ホーム
ももやま医務室

075-605-5678
京都市伏見区桃山町立
売１番6

11 平成19年4月～平成20年4月 伏見保健所 キャップ部分を70％アルコール綿花にて清拭

診療所
特別養護老人ホーム
淀の里医務室

075-631-8834
京都市伏見区淀美豆町
1055番地

10 平成15年頃 伏見保健所 キャップ部分を消毒して使用

診療所 半田医院 075-641-0178
京都市伏見区深草池ノ
内町３－５７

19 平成19年6月～平成20年5月末日 伏見保健所 キャップ部分を消毒して使用

診療所 伏見診療所 075-611-2324
京都市伏見区銀座町３
丁目３１８番地

18 平成19年5月頃～平成20年5月26日 伏見保健所 キャップ部分をアルコール綿で消毒

診療所 三栖診療所 075-601-0739
京都市伏見区三栖向町
７６０

10 平成14年4月～平成20年5月頃 伏見保健所
キャップ部分を滅菌のアルコール綿（エレ
ファワイパーイソ）で先端を拭く

診療所 龍谷大学診療所 075-642-1111
京都市伏見区深草塚本
町６７番地

11 平成17年5月16日～平成20年4月30日 伏見保健所 キャップ部分をアルコール綿で消毒

診療所
医療法人社団石原内
科・小児科医院

075-571-7777
京都市伏見区小栗栖南
後藤町6番地の2

13 平成15年4月頃 伏見保健所

診療所
社会福祉法人清和園
城南ホーム診療所

075-622-6496
京都市伏見区竹田内畑
町５３

1 不明 伏見保健所

診療所
社会福祉法人同和園
附属診療所

075-571-0010
京都市伏見区醍醐上ノ
山町１１

10

①平成19年8月5日～平成20年6月20日
頃まで
②平成20年4月24日～平成20年6月20日
頃まで

伏見保健所

診療所 添田医院 075-645-5430
京都市伏見区深草下川
原町１の１コトーハイ
ツ伏見稲荷C-112

10 平成5年4月頃～平成20年5月頃 伏見保健所

診療所 西川医院 075-605-1011
京都市伏見区桃山町中
島町２５

18 平成13年頃～平成19年4月頃 伏見保健所 キャップ部分をアルコール綿にてふきとり

介護老人保
健施設

第２アールそせい 075-603-0851
伏見区下鳥羽上三栖町
129

18 平成13年～平成20年5月 伏見保健所 キャップ部分をアルコールで消毒
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名称 連絡先 所在地 医療器具名 使用時期

病院、診療所（医科）、介護老人保健施設（京都市内分）

所管保健所 備考施設類型
施　　設 使用状況

介護老人保
健施設

桃寿苑 075-612-3100 伏見区向島津田町235-1 21 平成14年～平成18年3月 伏見保健所 キャップ部分をアルコール綿で消毒

介護老人保
健施設

ハーモニーこが 075-935-7100 伏見区久我森の宮町3-6 10 平成12年12月～平成20年5月 伏見保健所 キャップ部分をアルコール綿で消毒

介護老人保
健施設

ケアコミュニティ淀
075-6633-

6010
伏見区淀美豆町1133 18 平成15年10月～平成18年3月 伏見保健所


