クロザリルの治療を実施している医療機関情報（中国・四国 ）
ここに掲載したCPMS登録医療機関は、CPMS運用手順に基づき、クロザリルの使用が認められている施設です。しかしながら、施
設の状況や治療方針、患者さんの症状により、クロザリルによる治療を受けることができない場合がありますのでご留意ください。
また、クロザリル適正使用委員会が推奨する医療機関をご案内するものでもありません。
※ 「登録通院医療機関」とは、連携するCPMS登録医療機関でクロザリル処方を開始し、外来治療へ移行した方のみが通院できる通院専門の登録施設です。

2021年6月30日時点
医療機関名
独立行政法人 国立病院機構 鳥取医療センター
社会医療法人明和会医療福祉センター 渡辺病院
鳥取大学医学部附属病院
松江青葉病院
こころの診療所 細田クリニック
社会医療法人 清和会 西川病院
島根大学医学部附属病院
島根県立こころの医療センター
島根県立中央病院
特定医療法人恵和会 石東病院
岡山大学病院
岡山県精神科医療センター
特定医療法人 万成病院
東古松サンクト診療所
一般財団法人 河田病院
林道倫精神科神経科病院
公益財団法人 慈圭会 慈圭病院
倉敷仁風ホスピタル
一般財団法人江原積善会 積善病院
社会医療法人 高見徳風会 希望ヶ丘ホスピタル
公益財団法人 仁和会 ももの里病院
こころの医療 たいようの丘ホスピタル
医療法人社団 和風会 広島第一病院
広島大学病院
医療法人社団広島厚生会 広島厚生病院
医療法人社団更生会 草津病院
医療法人せのがわ 瀬野川病院
医療法人緑風会 ほうゆう病院
国立病院機構 呉医療センター
医療法人 仁康会 小泉病院
医療法人 大慈会 三原病院
医療法人 社団緑誠会 光の丘病院
独立行政法人 国立病院機構 賀茂精神医療センター
JA広島厚生連 吉田総合病院
社会福祉法人 広島厚生事業協会 府中みくまり病院
下関病院附属地域診療クリニック
社団医療法人 山陽会 長門一ノ宮病院
医療法人 水の木会 下関病院
医療法人光の会 重本病院
山口県立こころの医療センター
山口大学医学部附属病院
TAOKAこころの医療センター
医療法人 第一病院
徳島県立中央病院
徳島大学病院
医療法人 むつみホスピタル
医療法人 冨田病院
社会医療法人 あいざと会 藍里病院

CPMS 登録通院
住所
登録番号 医療機関
0131
鳥取県鳥取市三津876
0457
鳥取県鳥取市東町3丁目307番地
0054
鳥取県米子市西町36番地1
0424
島根県松江市上乃木5-1-8
0360
○
島根県松江市田和山町112
0248
島根県浜田市港町293番地2
0178
島根県出雲市塩冶町89-1
0219
島根県出雲市下古志町1574-4
0561
島根県出雲市姫原4-1-1
0383
島根県大田市大田町大田イ860-3
0016
岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1
0015
岡山県岡山市北区鹿田本町3-16
0505
岡山県岡山市北区谷万成1-6-5
0459
○
岡山県岡山市北区東古松4-9-24
0405
岡山県岡山市北区富町2丁目15番21号
0402
岡山県岡山市中区浜472
0058
岡山県岡山市南区浦安本町100-2
0519
岡山県倉敷市中島2340番地23
0027
岡山県津山市一方140
0187
岡山県津山市田町115
0013
岡山県笠岡市園井2263
0026
岡山県高梁市落合町阿部2200
0337
広島県広島市東区戸坂南2丁目9番15号
0545
広島県広島市南区霞1-2-3
0091
広島県広島市南区仁保新町1丁目5-13
0095
広島県広島市西区草津梅が台10番1号
0043
広島県広島市安芸区中野東4-11-13
0471
広島県呉市阿賀北1丁目14番15号
0070
広島県呉市青山町3-1
0451
広島県三原市小泉町4245番地
0453
広島県三原市中之町6丁目31-1
0458
広島県福山市駅家町向永谷302
0063
広島県東広島市黒瀬町南方92番地
0092
広島県安芸高田市吉田町吉田3666
0101
広島県安芸郡府中町みくまり三丁目1番11号
0432
○
山口県下関市梶栗町4丁目2番34号
0389
山口県下関市形山みどり町17番35号
0392
山口県下関市富任町6-18-18
0433
山口県下関市豊浦町大字黒井10097番地の50
0191
山口県宇部市大字東岐波4004番の2
0167
山口県宇部市南小串1-1-1
0512
徳島県徳島市城東町2丁目7-9
0239
徳島県徳島市新浜本町一丁目7番10号
0053
徳島県徳島市蔵本町1丁目10-3
0032
徳島県徳島市蔵本町2-50-1
0163
徳島県徳島市南矢三町3-11-23
0314
徳島県海部郡美波町西河内字月輪129の4番地
0229
徳島県板野郡上板町佐藤塚字東288番地3
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代表電話番号
0857-59-1111
0857-24-1151
0859-33-1111
0852-21-3565
0852-24-3200
0855-22-2390
0853-23-2111
0853-30-0556
0853-22-5111
0854-82-1035
086-223-7151
086-225-3821
086-252-2261
086-225-7766
086-252-1231
086-272-8811
086-262-1191
086-465-2430
0868-22-3166
0868-22-3158
0865-62-5321
0866-22-2217
082-229-0211
082-257-5555
082-286-6111
082-277-1001
082-892-1055
0823-72-2111
0823-22-3111
0848-66-3355
0848-63-8877
084-976-1415
0823-82-3000
0826-42-0636
082-281-2281
083-262-0832
083-256-2011
083-258-0338
083-772-0014
0836-58-2370
0836-22-2111
088-622-5556
088-663-1122
088-631-7151
088-631-3111
088-631-0181
0884-77-0368
088-694-5151

2021年6月30日時点
医療機関名
医療法人社団 玉藻会 馬場病院
医療法人社団光風会 三光病院
医療法人社団 三愛会 三船病院
こころの医療センター 五色台
社会医療法人財団大樹会総合病院 回生病院
香川大学医学部附属病院
医療法人社団三和会 しおかぜ病院
一般財団法人創精会 松山記念病院
医療法人佑心會 堀江病院
公益財団法人正光会 今治病院
公益財団法人正光会 宇和島病院
医療法人十全会 十全ユリノキ病院
松風病院
愛媛大学医学部附属病院
医療法人須藤会 土佐病院
社会医療法人近森会 近森病院
医療法人精華園 海辺の杜ホスピタル
高知大学医学部附属病院
医療法人つくし会 南国病院
医療法人一条会 渡川病院

CPMS 登録通院
住所
登録番号 医療機関
0127
香川県高松市郷東町580
0318
香川県高松市牟礼町原883-1
0201
香川県丸亀市柞原町366
0472
香川県坂出市加茂町963番地
0250
香川県坂出市室町3丁目5番28号
0205
香川県木田郡三木町池戸1750-1
0240
香川県仲多度郡多度津町堀江4丁目3番19号
0171
愛媛県松山市美沢1丁目10番38号
0291
愛媛県松山市福角町甲1582番地
0312
愛媛県今治市高市甲786番地13
0247
愛媛県宇和島市柿原1280番地
0290
愛媛県新居浜市角野新田町1丁目1番28号
0371
愛媛県四国中央市土居町入野970番地
0029
愛媛県東温市志津川
0065
高知県高知市新本町2-10-24
0316
高知県高知市大川筋1-1-16
0555
高知県高知市長浜251
0014
高知県南国市岡豊町小蓮
0510
高知県南国市大そね甲1479番地3
0313
高知県四万十市具同2278-1
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代表電話番号
087-881-4375
087-845-3301
0877-23-2341
0877-48-2700
0877-46-1011
087-898-5111
0877-33-2545
089-925-3211
089-978-0783
0898-48-2560
0895-22-5622
0897-41-2222
0896-74-2001
089-964-5111
088-822-3357
088-822-5231
088-841-2288
088-866-5811
088-864-3137
0880-37-2220

