クロザリルの治療を実施している医療機関情報（北海道・東北）
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。
※ 『CPMS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施設です。（表内【通院】と記載）

医療機関名
北海道大学病院
特定医療法人社団慶愛会 札幌花園病院
市立札幌病院
札幌医科大学附属病院
医療法人社団 旭川圭泉会病院
医療法人社団正心会 岡本病院
医療法人桜花会 札幌グリーン病院
医療法人 啓生会病院
医療法人 重仁会 大谷地病院
社会医療法人共栄会 札幌トロイカ病院
市立釧路総合病院
北見赤十字病院
医療法人北仁会 旭山病院
名寄市立総合病院
医療法人風のすずらん会 江別すずらん病院
岩見沢市立総合病院
医療法人澤山会 手稲病院
平松記念病院
医療法人社団 研成会 札幌鈴木病院
独立行政法人国立病院機構 帯広病院
砂川市立病院
社会医療法人 函館博栄会 函館渡辺病院
北海道立緑ヶ丘病院
滝川市立病院
帯広厚生病院
小樽市立病院
旭川医科大学病院

診療科
精神科神経科
精神科
精神科
神経精神科
精神科
精神科
精神科
精神科
精神科
精神科
精神神経科
神経精神科
精神科
精神科
精神科

住所
北海道札幌市北区北14条西5丁目
北海道札幌市中央区南15条西15丁目1番30号
北海道札幌市中央区北11条西13丁目1-1
北海道札幌市中央区南1条西16丁目291番地
北海道旭川市東旭川町下兵村252
北海道札幌市中央区北7条西26丁目3番1号
北海道札幌市手稲区西宮の沢5条1丁目13番15号
北海道札幌市東区北二十七条東20丁目5-25
北海道札幌市厚別区大谷地東5-7-10
北海道札幌市白石区川下577番地8
北海道釧路市春湖台1番12号
北海道北見市北6条東2丁目1番地
北海道札幌市中央区双子山4丁目3番33号
北海道名寄市西7条南8丁目1番地
北海道江別市上江別442-15
精神神経科（メンタルヘルス） 北海道岩見沢市9条西7丁目2番地
精神科
北海道札幌市手稲区前田6条13丁目8-15
精神科
北海道札幌市中央区南22条西14丁目1番20号
神経科・精神科
北海道札幌市北区新琴似3条1丁目1-27
精神科
北海道帯広市西18条北2丁目16番地
精神科
北海道砂川市西4条北3丁目1-1
精神神経科
北海道函館市湯川町1丁目31-1
精神科
北海道河東郡音更町緑が丘1番地
精神神経科
北海道滝川市大町2丁目2-34
精神科
北海道帯広市西14条南10丁目1番地
精神科
北海道小樽市若松1-1-1
精神科神経科
北海道旭川市緑が丘東2条1丁目1-1
【通院】社会医療法人 函館博栄会 函館渡辺病院附属 ゆのかわメンタルクリニック 精神科
北海道函館市湯川町1丁目29番11号
市立旭川病院
精神神経科
北海道旭川市金星町1丁目1番65号
医療法人社団 心優会 中江病院
精神科
北海道札幌市北区北22条西7丁目2-1
特定医療法人 さっぽろ悠心の郷 ときわ病院
精神科
北海道札幌市南区常盤3条1丁目6番1号
独立行政法人国立病院機構 北海道医療センター
精神科
北海道札幌市西区山の手5条7丁目1-1
医療法人社団 五稜会病院
精神科・心療内科
北海道札幌市北区篠路9条6丁目2-3
市立稚内病院
精神神経科
北海道稚内市中央4丁目11-6
医療法人社団博仁会 大江病院
精神神経科
北海道帯広市西20条南2丁目5番3号
弘前大学医学部附属病院
神経科精神科
青森県弘前市本町53
医療法人清照会 湊病院
精神科
青森県八戸市大字新井田字松山下野場7-15
青森県立つくしが丘病院
精神科
青森県青森市大字三内字沢部353番地92
一般財団法人愛成会 弘前愛成会病院
精神科
青森県弘前市大字北園1丁目6-2
医療法人青仁会 青南病院
精神科
青森県八戸市大字田面木字赤坂16-3
むつ総合病院
メンタルヘルス科
青森県むつ市小川町1-2-8
岩手医科大学附属病院
精神神経科
岩手県盛岡市内丸19番1号
独立行政法人国立病院機構 花巻病院
精神科
岩手県花巻市諏訪500番地
岩手県立一戸病院
精神科
岩手県二戸郡一戸町一戸字砂森60-1
岩手県立南光病院
精神科
岩手県一関市狐禅寺字大平17番地
社会医療法人智徳会 未来の風せいわ病院
精神科
岩手県盛岡市手代森9-70-1
社団医療法人 祐和会 北リアス病院
精神科
岩手県久慈市源道第12地割111番
東北大学病院
精神科
宮城県仙台市青葉区星陵町1-1
医療法人有恒会 こだまホスピタル
神経・精神科
宮城県石巻市山下町二丁目5番7号
地方独立行政法人宮城県立病院機構 宮城県立精神医療センター 精神科
宮城県名取市手倉田字山無番地
医療法人 菅野愛生会 こころのホスピタル・古川グリーンヒルズ 精神科
宮城県大崎市古川西館3-6-60
青葉病院
精神科・神経内科
宮城県仙台市宮城野区幸町三丁目15番20号
地方独立行政法人 市立秋田総合病院
精神科
秋田県秋田市川元松丘町4-30
大館市立総合病院
神経精神科
秋田県大館市豊町3番1号
秋田大学医学部附属病院
精神科
秋田県秋田市広面字蓮沼44番2
能代厚生医療センター
精神科
秋田県能代市落合字上前田地内
医療法人緑陽会 笠松病院
精神科
秋田県秋田市浜田字藍ノ原52
秋田県立リハビリテーション・精神医療センター
精神科
秋田県大仙市協和字上淀川五百刈田352
社会医療法人 興生会 横手興生病院
精神科
秋田県横手市根岸町8-21
医療法人久盛会 秋田緑ヶ丘病院
精神科
秋田県秋田市飯島字堀川84
山形県立こころの医療センター
精神科
山形県鶴岡市茅原字草見鶴51-1
社会医療法人二本松会 山形さくら町病院
精神科
山形県山形市桜町2番75号
社会医療法人 公徳会 佐藤病院
精神科
山形県南陽市椚塚948-1
医療法人 山容会 山容病院
精神科
山形県酒田市浜松町1-7
秋野病院
精神科・心療内科
山形県天童市大字久野本362-1
竹田綜合病院
精神科
福島県会津若松市山鹿町3番27号
公立大学法人 福島県立医科大学附属病院
心身医療科
福島県福島市光が丘1番地
社会医療法人 あさかホスピタル
総合心療科
福島県郡山市安積町笹川字経坦45
福島県立矢吹病院
精神科
福島県西白河郡矢吹町滝八幡100
医療法人 明精会 会津西病院
メンタルケア
福島県会津若松市北会津町東小松2335番地
公益財団法人 星総合病院 星ヶ丘病院
精神科・心療内科
福島県郡山市片平町字北三天7番地
医療法人 昨雲会 飯塚病院
精神科・心療内科
福島県喜多方市松山町村松字北原3634-1
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2018年11月30日時点
代表電話番号
011-716-1161
011-561-6131
011-726-2211
011-611-2111
0166-36-1559
011-611-2351
011-662-2338
011-781-9321
011-891-3737
011-873-1221
0154-41-6121
0157-24-3115
011-641-7755
01654-3-3101
011-384-2100
0126-22-1650
011-683-1111
011-561-0708
011-709-5511
0155-33-3155
0125-54-2131
0138-59-2221
0155-42-3377
0125-22-4311
0155-65-0101
0134-25-1211
0166-65-2111
0138-59-3331
0166-24-3181
011-716-7181
011-591-4711
011-611-8111
011-771-5660
0162-23-2771
0155-33-6332
0172-33-5111
0178-25-0011
017-787-2121
0172-34-7111
0178-27-2016
0175-22-2111
019-651-5111
0198-24-0511
0195-33-3101
0191-23-3655
019-696-2055
0194-53-2323
022-717-7262
0225-22-5431
022-384-2236
0229-22-1190
022-257-7586
018-823-4171
0186-42-5370
018-834-1111
0185-52-3111
018-828-2258
018-892-3751
0182-32-2071
018-845-2161
0235-64-8100
023-631-2315
0238-40-3170
0234-33-3355
023-653-5725
0242-27-5511
024-547-1111
024-945-1701
0248-42-3111
0242-56-2525
024-952-6411
0241-24-3421

