
厚生労働省調査

針を交換していたが複数人に使用していたことが認められた施設（平成20年7月２３日現在）

名称 所在地
医療
器具名

使用時期

11 平成15年7月頃～平成20年6月3日

21 平成15年7月頃～平成20年5月28日

19 平成10年9月頃～平成18年2月頃

22 平成17年8月頃～平成18年2月頃

23 平成16年1月頃～平成18年2月頃

病院 田野病院 安芸郡田野町1414-1 30 平成4年以前～平成20年5月30日 アルコール消毒

診療所 島田医院 室戸市浮津４９５ 4 不明～5月初旬 アルコール消毒

平成14年7月頃～平成18年7月頃

平成8年11月頃～平成14年6月頃

診療所 羽根医院 室戸市羽根町乙１１８７ 19 平成15年4月頃～平成20年3月 周辺部のアルコール消毒

診療所 はまうづ医院 奈半利町乙３７４２－１ 21 平成17年4月頃～平成18年2月頃 アルコール消毒

診療所 まつうら内科消化器科 安芸市土居１９４９－１ 11 平成19年7月24日～平成20年5月10日 アルコール消毒

診療所 養護老人ホーム清香園医務室 安芸市川北甲３７３１ 11 平成15年4月頃～平成18年2月頃 アルコール消毒

21 平成11年9月～平成20年4月末

23 平成14年7月～平成20年3月末

診療所 三宅医院 室戸市吉良川町甲２３００ 19 平成19年1月17日～平成20年5月28日 アルコール消毒

診療所 芸西クリニック 安芸郡芸西村和食甲1304-1 9 平成19年8月9日～平成20年5月15日 キャップのアルコール消毒

診療所 安芸博愛医院 安芸市矢ノ丸1丁目11-10 4 平成15年5月29日～平成18年4月頃 アルコール消毒

診療所 安芸療護園診療室 安芸市赤野甲564 24 平成18年12月頃 アルコール消毒

21

安芸広域市町村圏特別養護老人
ホーム組合立愛光園医務室

奈半利町乙４７８－１

安芸市土居１９７６－４安芸クリニック

高知県立安芸病院 安芸市宝永町１－３２

所管保健所

芸西病院 芸西村和食甲４２６８

安芸保健所

施　　設 使用状況
病院・
診療所別

診療所

病院

病院

診療所

消毒の状況

周辺部のアルコール消毒

周辺部のアルコール消毒

アルコール消毒

アルコール消毒



名称 所在地
医療
器具名

使用時期
所管保健所

施　　設 使用状況
病院・
診療所別

消毒の状況

病院 高知大学医学部附属病院 南国市岡豊町小連１８６ 不明 不明 使用後アルコールで消毒

病院 千屋崎病院 南国市稲生２０５１ 4･5 平成17年2月～平成20年5月 キャップはアルコール消毒

病院 土佐希望の家 南国市小籠１０７番地 30 不明～平成20年2月3日
使用前にキャップ等周辺をアルコールで消
毒

病院 南国病院 南国市大そね甲１４７９－３ 4･11 平成11年10月～平成20年5月 アルコール消毒

病院 南国厚生病院 南国市立田１１８０ 8 平成10年頃～ 使用後のキャップは次亜塩素酸で消毒

病院 南国中央病院 南国市後免町3-1-27 18 平成15年12月～平成18年7月 先端をアルコール消毒して使用

病院 野市中央病院 香南市野市町東野５５５番地１８号 13 平成17年～平成20年3月 アルコール綿で先端部分を消毒

病院 三谷病院 香南市野市町西野５５５－２ 5 平成16年4月～平成20年4月
使用前にキャップ等周辺をアルコールで消
毒

病院 本山町立国保嶺北中央病院 長岡郡本山町本山６２０ 14 平成14年7月～平成18年4月24日 アルコール綿で消毒

診療所 岩河整形外科
香美市土佐山田町百石町２－４－
２０

21･25 平成9年～平成20年5月 アルコール綿で先端部分を消毒

診療所 かがみ診療所
香南市香我美町岸本ルノ丸３２８番
地１７４

4 平成13年1月16日～平成20年4月
使用前にキャップ等周辺をアルコールで消
毒

診療所 小松内科
香美市土佐山田町百石町１－７－
８

13 平成17年初め～平成18年3月 先端をアルコール消毒

診療所 ごめん林眼科 南国市下野田６０－１ 11 平成18年6月、平成20年5月31日 使用前にアルコールで消毒

診療所 坂本内科
香美市土佐山田町東本町４－１－
３８

19 平成9年7月～平成20年5月29日 使用ごとにアルコール消毒

診療所
佐野内科リハビリテーションクリニッ
ク

香美市土佐山田町東本町３－２－
４１

11 平成17年4年28日～平成19年10月17日
使用後プロパノール（エタノール）を浸した
カット綿で消毒し、保管

診療所
身体障害者療護施設のぞみの家医
務室

香南市吉川町古川９９０－５０ 19 平成14年2月～平成18年3月
使用前にキャップ等周辺をアルコールで消
毒

診療所 鈴木内科 香南市野市町みどり野１－６４ 21 平成16年1月～平成20年1月23日 先端をアルコール消毒

診療所 高田内科 南国市大そね乙１２５３－８ 13 平成19年8月～平成20年2月 キャップはアルコール消毒

診療所 特別養護老人ホーム香南赤岡苑 香南市赤岡町１１６０番地１ 8 平成10年11月～平成18年3月 使用後にアルコール綿で消毒

診療所 藤川クリニック 香南市野市町西町２１９２－２ 13 平成18年6月～平成20年5月 アルコール綿で先端部分を消毒

中央東保健所



名称 所在地
医療
器具名

使用時期
所管保健所

施　　設 使用状況
病院・
診療所別

消毒の状況

診療所 前田メディカルクリニック 香美市香北町美良布１５１６－３ 19 平成17年5月～平成20年6月3日 アルコール綿で先端部分を使用前に消毒

診療所 宮田整形外科 南国市篠原４９－１ 13 平成17年9月～ 使用前後に本体の先端をアルコール消毒

診療所 もえぎクリニック 香南市赤岡町２０６６－３ 10･18 平成13年1月～平成18年8月 使用後にアルコール綿で消毒

診療所 山北診療所 香南市香我美町山北１３０４－１ 16 平成15年6月～平成20年2月21日 使用前後にアルコール綿で消毒

診療所 吉川診療所 南国市植野１７２－４ 26 不明～平成19年12月
使用前にキャップ等周辺をアルコールで消
毒

診療所 身体障害者療護施設国府寮診療所 南国市左右山２９０－２ 19 不明～平成20年4月19日 先端をアルコール消毒

診療所 小栗医院 南国市十市２７０２－４ 26 平成14年4月～平成18年1月
使用前にキャップ等周辺をアルコールで消
毒

診療所 土佐清風園診療所 南国市小篭３５９－１ 19 平成17年4月13日～平成20年5月16日
使用前にキャップ等周辺をアルコールで消
毒

病院 白菊園病院 土佐市新居萩の里１ 23 平成17年1月～平成18年11月 アルコール消毒

病院 土佐市立土佐市民病院 土佐市高岡町甲１８６７ 7.8 不明～平成20年5月 周辺部は次亜塩素酸ナトリウム消毒

病院 石川記念病院 吾川郡いの町波川７７ 4 不明～平成17年2月頃 周辺部はイソプロピルアルコール消毒

10 平成9年1月～平成17年1月頃

13 平成14年5月～平成17年12月頃

病院 さくら病院 吾川郡いの町鹿敷１６２ 9 平成18年10月～平成19年7月 周辺部はアルコール消毒

病院 佐川町立高北国民健康保険病院 高岡郡佐川町甲１６８７ 19 平成15年1月～平成18年12月
周辺部は患者毎に交換し次亜塩素酸消毒
→水洗→乾燥し再使用

病院 前田病院 高岡郡越知町越知甲２１３３ 21 不明～平成18年1月 周辺部はアルコール消毒

診療所 岸本内科 土佐市宇佐町宇佐１７３８ 4 平成15年5月～平成16年12月頃 周辺部はアルコール消毒

診療所 つの麻酔科内科クリニック 土佐市高岡町丙６４－１ 11 平成17年7月下旬～平成18年3月下旬

診療所 天王診療所 吾川郡いの町天王北３丁目４－１ 13 平成18年8月28日～平成20年6月2日 アルコール消毒

吾川郡いの町１３６９病院 いの町立国民健康保険仁淀病院

中央東保健所

中央西保健所

周辺部は次亜塩素酸消毒



名称 所在地
医療
器具名

使用時期
所管保健所

施　　設 使用状況
病院・
診療所別

消毒の状況

診療所 宮内医院 吾川郡いの町新町２９－２ 9 平成15年秋頃～ アルコール消毒

診療所
高吾北広域町村事務組合立特別養
護老人ホーム春日荘医務室

高岡郡佐川町乙２３４０ 8 平成16年頃～
周辺部はアルコール消毒
血液汚染があった場合はクロルヘキシジン
グルコン酸塩で消毒

診療所 くぼたこどもクリニック 高岡郡佐川町１０５０－５ 9 平成18年4月頃～ 周辺部はアルコール消毒

診療所 石黒小児科 土佐市高岡町丙４６－１ 19 平成15年～平成20年5月 周辺部はアルコール消毒

診療所 山内内科 吾川郡いの町枝川２４７－１１ 4 平成17年6月1日～平成19年4月10日 周辺部はアルコール消毒

診療所
いの町立特別養護老人ホーム偕楽
荘診療所

吾川郡いの町１４００ 18・30 平成10年頃～平成19年4月頃 周辺部はアルコール消毒

診療所
いの町立特別養護老人ホーム吾北
荘診療所

吾川郡いの町下八川丁１６７６ 8 平成13年7月24日～平成18年4月7日 周辺部はアルコール消毒

診療所
高吾北広域町村事務組合特別養護
老人ホームあがわ荘医務室

吾川町仁淀町本村８９ 29 ５～６年前頃 周辺部はアルコール消毒

病院 大西病院 四万十町古市町６－１２ 11 平成16年頃～平成20年5月29日 酒精綿アルコール消毒

病院 くぼかわ病院 四万十町見付９０２－１ 11・12 平成14年7月～平成20年5月29日
アルコール消毒
Ｈ１８年３月～ふたの部分をエチレンオキサ
イド・ガス滅菌

病院 高陵病院 須崎市横町１－２８ 18 平成15年3月～平成18年3月 アルコール消毒

病院 くろしお病院 須崎市緑町４－３０ 18 平成15年1月頃～平成18年4月初旬頃 アルコール消毒

診療所 つのやまクリニック 津野町力石２８２９－３ 7 平成19年5月～平成20年4月 キャップ部のアルコール消毒

診療所
津野山養護老人ホーム組合　高原
荘医務室

高岡郡津野町力石５０８２番地 4 平成14年頃～平成19年6月6日 周辺部はアルコール消毒

診療所
特別養護老人ホーム　清流荘診療
所

須崎市上分丙１７５８－２ 10 平成10年頃～平成20年5月23日 キャップ部のアルコール消毒

診療所
特別養護老人ホーム　四万十荘医
務室

四万十町大正５７６ 11 平成16年6月～平成20年2月15日 アルコール消毒

診療所
四万十町国民健康保険　十和診療
所

四万十町昭和４６３ 11 平成19年9月30日～平成20年3月16日 アルコール消毒

診療所 くぼかわ病院附属七里診療所 高岡郡四万十町七里乙２０７－６ 11 平成17年～平成20年5月29日
アルコール消毒
Ｈ１８年３月～ふたの部分をエチレンオキサ
イド・ガス滅菌

診療所
高知医療生活協同組合　すさき診療
所

須崎市東古市町３－４ 18 平成16年～平成17年 キャップのアルコール消毒

須崎保健所

中央西保健所



名称 所在地
医療
器具名

使用時期
所管保健所

施　　設 使用状況
病院・
診療所別

消毒の状況

病院 医療法人聖真会渭南病院 土佐清水市越前町６番１号 8 平成11年2月23日～平成18年11月１日 アルコール消毒

11 平成17年4月～平成20年5月27日

19 平成11年頃～平成17年3月頃

1 平成9年4月～平成10年4月

4 平成10年5月～平成16年4月

5 平成16年5月～平成18年3月頃

病院 筒井病院 宿毛市平田町戸内１８０２番地 11 平成18年1月～平成19年3月 アルコール消毒

病院 松谷病院 土佐清水市天神町１４番１８号 4 平成18年6月1日～ アルコール消毒

10 ～平成14年4月

11 平成14年4月～平成20年2月25日

診療所 いなげ胃腸科・内科 宿毛市高砂５３８８番地１２４ 4 平成12年3月頃～平成19年12月29日 消毒液（グルタラール）に１時間浸ける

診療所
四万十市国民健康保険西土佐診療
所

四万十市西土佐用井１１１０－２８ 21 平成16年12月20日～平成20年5月頃 アルコール消毒

診療所 特別養護老人ﾎｰﾑ豊寿園医務室 宿毛市平田町戸内１８１３番地１ 11 平成18年8月～平成19年3月頃 アルコール消毒

診療所 特別養護老人ﾎｰﾑ千寿園医務室 宿毛市小筑紫町福良８０番６ 1 平成10年頃～平成16年4月頃 アルコール消毒（全体）

診療所 佐賀診療所 幡多郡黒潮町佐賀７４６－１ 7 平成18年6月23日～平成20年6月9日 消毒有り

病院 朝倉病院 高知市朝倉丙1653番地12 4 平成12年1月頃～平成20年6月1日 キャップ部分をアルコール綿で消毒

病院 いずみの病院 高知市薊野北町2丁目10番53号 11 平成15年5月頃～平成20年5月 キャップ部分をアルコール綿で消毒

13 平成14年4月～平成20年4月21日

8 平成10年10月24日～平成20年4月21日

7 平成17年～平成20年5月

8 平成10年～平成17年

森下病院

下司病院

四万十市中村東町１丁目１番２７号

高知市土居町9番18号

幡多郡大月町鉾土６０３

高知市本町3丁目5番13号

病院

病院

病院 大月町国民健康保険大月病院

病院 潮江高橋病院

四万十市国民健康保険四万十市立
市民病院

病院
四万十市中村一条通２丁目４４番
地

幡多保健所

高知市保健所

アルコール消毒

アルコール消毒

アルコール消毒

キャップ部分をアルコール綿で消毒

キャップ部分をアルコール綿で消毒



名称 所在地
医療
器具名

使用時期
所管保健所

施　　設 使用状況
病院・
診療所別

消毒の状況

23 平成17年～平成18年頃

5 平成17年～平成19年12月末

4 平成9年頃～平成19年頃

病院 岡林病院 高知市神田598番地 8 平成12年6月～平成20年5月 キャップ部分をアルコール綿で消毒

19 平成19年12月1日～平成20年6月4日

21 平成18年8月1日～平成20年6月4日

21 平成15年～平成17年頃

18 平成15年～平成17年頃

病院 木村病院 高知市寿町8番8号 23 平成14年12月頃～平成20年5月31日 キャップ部分をアルコール綿で消毒

器具名不明 平成14年以前は不明

26 平成14年7月～

9 平成15年4月～

9

5

病院 高知鏡川病院 高知市城山町270番地 18 平成18年2月頃～平成20年5月 キャップ部分をアルコール綿で消毒

29 ～平成12年9月頃

10 平成9年1月～平成18年2月頃

18 平成12年9月～平成18年2月

病院
高知県・高知市病院企業団立
高知医療センター

高知市池2125番地1 11 平成17年2月26日～平成18年5月18日 キャップ部分をアルコール綿で消毒

病院 高知生協病院 高知市口細山206番地9 18 平成18年3月まで キャップ部分をアルコール綿で消毒

キャップ部分をアルコール綿で消毒

キャップ部分をアルコール綿で消毒

高知市上町1丁目7番34号

川村病院

高知市長浜251番地

高知市城見町4番13号

病院

病院

國吉病院

病院

厚生年金高知リハビリテーション病
院

高知記念病院

病院

病院

病院 海辺の杜ホスピタル

上町病院

いずれも個人用として限定使用していたが、平
成16年以前に混在していた可能性がある。

高知市神田317番地12

高知市上町5丁目6番20号

高知市上町1丁目3番4号
高知市保健所

キャップ部分をアルコール綿で消毒

キャップ部分をアルコール綿で消毒

キャップ部分をアルコール綿で消毒

キャップ部分をアルコール綿で消毒



名称 所在地
医療
器具名

使用時期
所管保健所

施　　設 使用状況
病院・
診療所別

消毒の状況

4

11

21

病院 高知高須病院 高知市大津乙2705番地1 8 平成10年10月頃～平成18年3月20日 キャップ部分をアルコール綿で消毒

11 平成14年4月～平成19年9月13日 キャップ部分をアルコール綿で消毒

10 平成13年7月～　使用状況は不明 キャップ部分をアルコール綿で消毒

病院 高知病院 高知市相生町1番35号 23 平成14年9月～平成18年3月 キャップ部分をアルコール綿で消毒

病院 三愛病院 高知市一宮西町1丁目7番25号 10 平成9年9月～平成18年2月 キャップ部分をアルコール綿で消毒

病院 下村病院 高知市南はりまや町1丁目7番15号 21 平成18年4月頃～平成20年5月 キャップ部分をアルコール綿で消毒

10 平成12年7月～平成16年4月

11 平成12年7月～平成17年3月

18 平成15年9月～平成18年3月

9 平成15年3月～平成18年3月

21 平成13年頃～平成18年3月

26 ～平成15年3月まで

病院 田中整形外科病院 高知市上町3丁目2番6号 16
平成19年に購入し外来患者用に置いていた
が、使用機会は１～２回程度であった。

キャップ部分をアルコール綿で消毒

病院 田辺病院 高知市入明町14番2号 21 平成12年3月8日～平成19年9月30日 キャップ部分をアルコール綿で消毒

キャップ部分はアルコール綿で消毒

キャップ部分をアルコール綿で消毒

病院 新松田会　愛宕病院

病院

高知市愛宕町1丁目4番13号

高知市朝倉戊767番地5

高知市本町2丁目4番3号

病院

病院 高知赤十字病院

高知脳神経外科病院

竹下病院

平成14年1月頃～平成18年2月頃高知市新本町2丁目13番51号 キャップ部分をアルコール綿で消毒

高知市保健所



名称 所在地
医療
器具名

使用時期
所管保健所

施　　設 使用状況
病院・
診療所別

消毒の状況

25
平成8年1月（それ以前は不明）～平成10年2
月

10 平成9年1月～平成13年1月

26 平成9年4月～平成17年4月

27 平成13年6月～平成17年4月

18 平成13年12月～平成18年3月

11 平成14年6月～平成18年3月

9
平成17年4月～平成18年3月
（針周辺部分の共用使用の有無不明）

25
平成8年1月（それ以前は不明）～平成10年2
月

10 平成9年1月～平成13年1月

26 平成9年4月～平成17年4月

27 平成13年6月～平成17年4月

18 平成13年12月～平成18年3月

11 平成14年6月～平成18年3月

9
平成17年4月～平成18年3月
（針周辺部分の共用使用の有無不明）

25
平成8年1月（それ以前は不明）～平成10年2
月

10 平成9年1月～平成13年1月

26 平成9年4月～平成17年4月

27 平成13年6月～平成17年4月

18 平成13年12月～平成18年3月

11 平成14年6月～平成18年3月

9
平成17年4月～平成18年3月
（針周辺部分の共用使用の有無不明）

キャップ部分をアルコール綿で消毒

キャップ部分をアルコール綿で消毒

キャップ部分をアルコール綿で消毒

近森病院第二分院

近森病院

病院

病院

病院 近森リハビリテーション病院 高知市北本町1丁目2番6号

高知市大川筋1丁目1番16号

高知市北本町1丁目1番7号 高知市保健所



名称 所在地
医療
器具名

使用時期
所管保健所

施　　設 使用状況
病院・
診療所別

消毒の状況

病院
独立行政法人国立病院機構高知病
院

高知市朝倉西町1丁目2番25号 11

平成14年4月頃～平成17年3月頃
複数人使用しないことを原則にしていたが、完
全実施されていたか未確認。同時期に不適切
使用はないが、一部併用していた器具あり。

8 平成10年2月頃～平成18年3月頃

10 平成10年2月頃～平成18年3月頃

病院 図南病院 高知市知寄町1丁目5番15号 13 平成14年4月頃～平成17年11月頃 キャップ部分をアルコール綿で消毒

病院 永井病院 高知市春野町西分2027番地3 10 時期は不明 キャップ部分をアルコール綿で消毒

病院 医療法人博信会中ノ橋病院 高知市永国寺町1番46号 9 平成19年1月頃 キャップ部分をアルコール綿で消毒

4 平成11年7月23日～平成20年6月2日

13 平成14年4月18日～平成20年6月2日

8 平成12年2月頃～平成17年11月頃

10 平成17年11月頃～平成18年3月頃

病院 藤戸病院 高知市上町1丁目4番24号 4 平成14年9月～平成18年7月 キャップ部分をアルコール綿で消毒

1 平成10年5月頃～平成18年3月

5 平成16年5月頃～平成18年3月

13 平成14年3月頃～平成18年3月

18 平成13年6月頃～平成18年3月

26 平成8年8月頃～平成18年3月

病院 細木ユニティ病院 高知市西町100番地 18
平成13年6月頃（それ以前は不明）～平成18
年4月頃（外来は平成20年4月まで）

キャップ部分をアルコール綿で消毒

19 平成10年6月19日～平成15年1月15日

23 平成15年1月16日～平成18年5月8日

キャップ部分をアルコール綿で消毒

キャップ部分をアルコール綿で消毒

キャップ部分をアルコール綿で消毒

キャップ部分をアルコール綿で消毒

キャップ部分をアルコール綿で消毒

久病院

病院

病院

土佐病院

高知市桜井町1丁目2番35号

高知市本町5丁目4番23号

高知市旭町1丁目104番地

高知市大膳町37番地

高知市新本町2丁目10番24号

病院 町田病院

病院 平田病院

病院 細木病院

高知市保健所



名称 所在地
医療
器具名

使用時期
所管保健所

施　　設 使用状況
病院・
診療所別

消毒の状況

10 平成11年4月頃～平成17年4月頃

28 平成5年8月頃～平成11年1月頃

病院 山村病院 高知市下島町11番地 8 平成16年4月～平成17年7月頃 キャップ部分をアルコール綿で消毒

13
平成6年3月10日～平成6年5月18日
（大抵、個人用貸し出しとして使用。院内では使って
いないと思われるが、使った可能性がある期間）

器具名不明
平成9年～平成14年12月
（大抵、個人用貸し出しとして使用。院内では使って
いないと思われるが、使った可能性がある期間）

13
平成15年～平成18年3月
（大抵、個人用貸し出しとして使用。院内では使って
いないと思われるが、使った可能性がある期間）

8
平成10年～平成17年
（大抵、個人用貸し出しとして使用。院内では使って
いないと思われるが、使った可能性がある期間）

診療所 アドレス高知医務室 高知市池1000番地1 11 平成15年4月～平成20年4月

診療所 石川内科診療所 高知市上町3丁目4番22号 26 平成10年頃～平成20年5月 キャップ部分をアルコール綿で消毒

診療所 潮江診療所 高知市高見町363番地 28 可能性のある期間はＨ15年以前 キャップ部分をアルコール綿で消毒

診療所 梅ノ辻クリニック 高知市梅ノ辻8番7号 13 最近数年間

診療所 梅原産科婦人科
高知市瀬戸南町2丁目
1番10号

19 平成19年5月19日～平成20年5月30日

診療所 おがわハートクリニック 高知市神田840番地1 21 平成17年2月～平成20年4月 キャップ部分をアルコール綿で消毒

4 平成17年～平成20年5月20日

5 平成16年～平成20年5月22日

18 平成13年～平成20年5月26日

診療所 くすのせクリニック 高知市福井町824番地5 11 平成17年1月14日～平成19年3月28日
器具は水洗い後，キャップ部分をアル
コール綿で消毒

診療所 高知医療生活協同組合　旭診療所 高知市旭上町32番地 18 平成19年8月頃～平成20年5月23日 キャップ部分をアルコール綿で消毒

診療所 高知検診クリニック 高知市知寄町2丁目4番36号 10 平成15年1月～平成15年10月 キャップ部分をアルコール綿で消毒

キャップ部分をアルコール綿で消毒

キャップ部分をアルコール綿で消毒

キャップ部分をアルコール綿で消毒診療所 亀井クリニック

診療所 朝倉深田内科

高知市札場18番22号

高知市本町3丁目6番28号

高知市朝倉丙318番地10

病院 南病院

高知市保健所



名称 所在地
医療
器具名

使用時期
所管保健所

施　　設 使用状況
病院・
診療所別

消毒の状況

診療所
こどもクリニック
ケロちゃん

高知市鵜来巣11番38－10号
あさくらメディカルビル2F

10 平成17年10月～平成19年11月

診療所 こんどうクリニック 高知市日の出町1番11号 8 平成17年1月～平成20年6月 キャップ部分をアルコール綿で消毒

8 平成12年1月～平成18年

7 平成18年7月～平成20年5月31日

診療所 桟橋みどりクリニック 高知市百石町2丁目8番8号 11 平成16年5月～平成20年5月 キャップ部分をアルコール綿で消毒

診療所 島本医院 高知市春野町西分69番地1 19 平成9年1月頃～平成17年11月頃 キャップ部分をアルコール綿で消毒

10 平成9年1月頃～平成13年6月頃

18 平成13年6月頃～平成18年2月

診療所 たむら内科クリニック 高知市曙町1丁目1番20号
器具不明だが、使用
していたかもしれない

平成16年5月6日開業時よりしばらくの間
（可能性のある期間）

キャップ部分をアルコール綿で消毒

診療所 つちばし診療所 高知市本町1丁目6番28号 26 平成19年5月～平成20年5月 キャップ部分をアルコール綿で消毒

25 平成8年4月頃～平成13年4月頃

21 平成13年5月頃～平成20年3月1日

診療所 ながの内科クリニック 高知市新田町14番31号 11 平成18年4月～平成20年2月

診療所 なかやまクリニック内科・循環器科
高知市介良乙1049番地
高知東メディカルスクエア3Ｆ

21 平成16年12月1日～平成18年4月10日 キャップ部分をアルコール綿で消毒

診療所 畠中クリニック 高知市追手筋1丁目9番22号 26 平成15年5月16日～平成20年5月2日
キャップ部分を次亜塩素酸ナトリウムに
浸して消毒

診療所 浜窪医院 高知市神田844番地1 26 平成10年１月頃～平成20年5月30日 キャップ部分をアルコール綿で消毒

診療所 藤井クリニック 高知市朝倉乙988番地 5 平成16年5月～平成18年5月 キャップ部分をアルコール綿で消毒

診療所 藤田クリニック 高知市旭町2丁目23番地35 11 平成13年～平成18年2月 キャップ部分をアルコール綿で消毒

診療所 フレッククリニック 高知市高須新町4丁目3番20号 19 6年前頃～平成20年6月4日 キャップ部分をアルコール綿で消毒

キャップ部分をアルコール綿で消毒

キャップ部分をアルコール綿で消毒

キャップ部分をアルコール綿で消毒。血
液付着の場合は水洗いのあと、グルタ
ラールに浸して消毒

高知市桟橋通3丁目1番15号診療所 長尾神経クリニック

診療所 さんさんクリニック 高知市鷹匠町1丁目1番8号

診療所 高松内科クリニック 高知市大川筋2丁目5番48号

高知市保健所



名称 所在地
医療
器具名

使用時期
所管保健所

施　　設 使用状況
病院・
診療所別

消毒の状況

診療所 むくした耳鼻咽喉科
高知市介良乙1049番地
高知東メディカルスクエア3Ｆ

18 平成18年4月頃～平成20年5月27日 キャップ部分をアルコール綿で消毒

診療所 村山外科 高知市南万々11番地1 13 平成15年12月～平成20年5月 キャップ部分をアルコール綿で消毒

診療所 森眼科 高知市廿代町1番21号 29 平成12年春頃～平成17年9月 キャップ部分をアルコール綿で消毒

診療所 吉村神経内科リハビリクリニック 高知市百石町2丁目2番1号 10 平成12年3月～平成20年6月 キャップ部分をアルコール綿で消毒

診療所 依岡内科 高知市横浜新町3丁目116番地 21

平成12年頃数週間
（レフロトロンキカイ故障中の1～2月使用）
平成19年3月～平成19年4月在宅の患者1人
に貸し出し
平成19年9月～平成20年1月院内にて1人の
患者に使用

キャップ部分をアルコール綿で消毒

老健 老人保健施設　リゾートヒルやわらぎ安芸郡芸西村和食甲４２４９ 21 平成15年7月～平成20年5月28日 周辺部分をアルコールで消毒 安芸保健所

老健 老人保健施設　しお風 香南市赤岡町１１６０番地１ 8 平成10年11月～平成18年3月 次亜塩素酸で器具を拭いて使用

老健 介護老人保健施設　あいの里
香南市香我美町岸本ルノ丸３２８番
地１７４

5 平成16年5月12日～平成20年5月29日 周辺部分をアルコールで消毒

老健 介護老人保健施設　ＪＡいなほ 南国市明見字八反田６４５－１ 18 平成18年4月～平成20年5月 周辺部分をアルコールで消毒

老健 介護老人保健施設　長命荘 高知市朝倉丙１６５３－１２ 4 不明～平成20年5月31日 周辺部分をアルコールで消毒

老健 老人保健施設　あうん高知 高知市一宮西町1丁目７－２５ 10 平成9年9月～平成18年2月 周辺部分をアルコールで消毒

10 平成9年1月～平成14年3月

13 平成14年3月～平成18年1月

老健 介護老人保健施設　暖流 須崎市緑町４－３０ 18 平成13年頃～平成18年4月10日 周辺部分をアルコールで消毒

老健 介護老人保健施設　上ノ加江
高岡郡中土佐町上ノ加江小湊２２７
－１０

4 平成12年10月～平成15年 周辺部分をアルコールで消毒

老健 老人保健施設　サンケアしみず 土佐清水市天神町１４－１８ 4 平成18年頃 周辺部分をアルコールで消毒

老健 介護老人保健施設　治優園 四万十市中村愛宕町２９番地 21 平成12年1月～平成20年5月26日

吾川郡いの町１４８２－１老健 介護老人保健施設　仁淀清流苑

中央東保健所

幡多保健所

高知市保健所

須崎保健所

中央西保健所

高知市保健所

周辺部分をアルコールで消毒



名称 所在地
医療
器具名

使用時期
所管保健所

施　　設 使用状況
病院・
診療所別

消毒の状況

7 平成17年～平成20年5月

8 平成16年～平成17年

4 平成12年頃

9 平成16年頃

13 平成16年頃

訪看 訪問看護ステーション　げいせい 安芸郡芸西村和食甲４２６８ 26 平成7年11月～平成20年5月2日 安芸保健所

訪看 訪問看護ステーション　ナースケア
高知市永国寺町１番１号ミニパークビ
ル８Ｆ　８０２号

8 平成19年6月30日～平成20年5月30日 周辺部分をアルコールで消毒

訪看
こうち看護協会訪問看護ステーショ
ン

高知市朝倉己８２５－５ 4 平成19年

10 平成7年6月1日～平成20年5月31日

18 平成12年4月1日～平成20年5月31日

訪看 豊寿園訪問看護ステーション 宿毛市平田町戸内１８０２番地 4 平成17年10月～平成20年5月29日 器具全体の消毒を行ってから使用 幡多保健所

9 平成15年3月～平成18年3月

26 不明～平成15年3月

4 平成16年3月17日～平成16年12月15日

9 平成20年4月2日～平成20年4月9日

訪看 訪問看護ステーションすさき 須崎市緑町４－３０ 18 平成18年4月～平成19年9月 須崎保健所

訪看 訪問看護ステーション黒潮 四万十市中村愛宕町２８ 21 平成11年9月～平成20年5月

訪看 訪問看護ステーションしみず 土佐清水市天神町１４－１８ 24 平成18年6月～平成20年5月

29 ～平成12月9月頃

10 平成9年1月～平成18年2月頃

18 平成12年9月～平成18年2月

訪看 訪問看護ステーションなんごく 南国市岡豊町常通寺島３３５－３

高知市土居町９－１８

老健 老人保健施設ライブリーハウス輝 高岡郡越知町越知甲１６６７－３

老健 老人保健施設　梅寿苑

訪看
指定介護予防訪問看護ステーション
芽生

高知市本町２－４－３

高知市保健所

中央東保健所

高知市保健所

中央西保健所

高知市保健所

幡多保健所

訪看 いの町立訪問看護ステーション 吾川郡いの町１３６９番地 中央西保健所

高知市保健所訪看 訪問看護ステーション城見 高知市城見町３－１２

周辺部分をアルコールで消毒


