クロザリルの治療を実施している医療機関情報（関西）
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
松阪厚生病院
三重大学医学部附属病院
三重県立こころの医療センター
社会医療法人 居仁会 総合心療センター ひなが
独立行政法人国立病院機構 榊原病院
三重県厚生農業協同組合連合会 鈴鹿厚生病院
【通院】特定医療法人 北勢会 北勢病院
滋賀医科大学医学部附属病院
滋賀県立精神医療センター
長浜赤十字病院
公益財団法人 豊郷病院
医療法人藤樹会 滋賀里病院
医療法人 周行会 湖南病院
京都府立洛南病院
京都大学医学部附属病院
医療法人栄仁会 宇治おうばく病院
医療法人稲門会 いわくら病院
京都府立医科大学附属病院
独立行政法人国立病院機構 舞鶴医療センター
大阪医科大学附属病院
社会医療法人北斗会 ほくとクリニック病院
関西医科大学総合医療センター
大阪大学医学部附属病院
特定医療法人 大阪精神医学研究所 新阿武山病院
医療法人豊済会 小曽根病院
医療法人 清心会 八尾こころのホスピタル
大阪市立大学医学部附属病院
公益財団法人 浅香山病院
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精神科
地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪精神医療センター 精神科
医療法人 杏和会 阪南病院
精神科
医療法人爽神堂 七山病院
精神科
大阪赤十字病院
精神神経科
地方独立行政法人 大阪市民病院機構 大阪市立総合医療センター 精神神経科
医療法人養心会 国分病院
精神科
社会福祉法人 天心会 小阪病院
精神科
医療法人長尾会 ねや川サナトリウム
精神科
一般財団法人成研会 結のぞみ病院
精神科
近畿大学医学部附属病院
メンタルヘルス科
医療法人丹比荘 丹比荘病院
精神科
京阪病院
精神科・神経科
医療法人 松柏会 榎坂病院
精神科・神経科
藍野花園病院
精神科
神戸大学医学部附属病院
精神科神経科
医療法人社団 魚橋会 魚橋病院
精神･神経科
医療法人 恵風会 高岡病院
精神科
公立豊岡病院
精神科
医療法人古橋会 揖保川病院
精神科
兵庫県立ひょうごこころの医療センター
精神科
医療法人社団東峰会 関西青少年サナトリューム
精神科
医療法人尚生会 湊川病院
精神科
特定医療法人寿栄会 有馬高原病院
精神科
医療法人千水会 赤穂仁泉病院
精神科
医療法人実風会 新生病院
精神科
兵庫医科大学病院
精神科神経科
医療法人内海慈仁会 姫路北病院
精神科
一般財団法人 仁明会 仁明会病院
精神科
奈良県立医科大学附属病院
精神科
独立行政法人国立病院機構 やまと精神医療センター
精神科
医療法人南風会 万葉クリニック
精神科
一般財団法人 信貴山病院 ハートランドしぎさん
精神科
医療法人鴻池会 秋津鴻池病院
精神科
和歌山県立医科大学附属病院
神経精神科
和歌山県立こころの医療センター
精神科
紀南こころの医療センター
精神神経科

2018年11月30日時点
住所
代表電話番号
三重県松阪市久保町1927-2
0598-29-1311
三重県津市江戸橋2丁目174
059-232-1111
三重県津市城山1-12-1
059-235-2125
三重県四日市市大字日永5039番地
059-345-2356
三重県津市榊原町777
059-252-0211
三重県鈴鹿市岸岡町589-2
059-382-1401
三重県いなべ市北勢町麻生田1525
0594-72-2611
滋賀県大津市瀬田月輪町
077-548-2111
滋賀県草津市笠山8丁目4番25号
077-567-5001
滋賀県長浜市宮前町14-7
0749-63-2111
滋賀県犬上郡豊郷町八目12番地
0749-35-3001
滋賀県大津市滋賀里1丁目18-41
077-522-5426
滋賀県野洲市八夫2077
077-589-5155
京都府宇治市五ヶ庄広岡谷2
0774-32-5900
京都府京都市左京区聖護院川原町54
075-751-3111
京都府宇治市五ケ庄三番割32-1
0774-32-8111
京都府京都市左京区岩倉上蔵町101
075-711-2171
京都府京都市上京区河原町通広小路上ル梶井町465 075-251-5111
京都府舞鶴市字行永2410番地
0773-62-2680
大阪府高槻市大学町2-7
072-683-1221
大阪府大阪市大正区三軒家西1-18-7
06-6554-1399
大阪府守口市文園町10番15号
06-6992-1001
大阪府吹田市山田丘2番15号
06-6879-5111
大阪府高槻市奈佐原4丁目10番1号
072-693-1881
大阪府豊中市豊南町東2-6-4
06-6332-0135
大阪府八尾市天王寺屋6丁目59番地
072-949-5181
大阪府大阪市阿倍野区旭町1-5-7
06-6645-2121
大阪府堺市堺区今池町3丁3番16号
072-229-4882
大阪府枚方市宮之阪3-16-21
072-847-3261
大阪府堺市中区八田南之町277
072-278-0381
大阪府泉南郡熊取町七山2丁目2番1号
072-452-1231
大阪府大阪市天王寺区筆ヶ崎町5-30
06-6774-5111
大阪府大阪市都島区都島本通2丁目13番22号
06-6929-1221
大阪府柏原市旭ヶ丘4丁目672番地
072-978-6072
大阪府東大阪市永和2丁目7番30号
06-6722-5151
大阪府寝屋川市寝屋川公園2370-6
072-822-3561
大阪府富田林市伏見堂95
0721-34-1101
大阪府大阪狭山市大野東377-2
072-366-0221
大阪府羽曳野市野164番地の1
072-955-4468
大阪府守口市八雲中町3-13-17
06-6908-2019
大阪府吹田市江坂町4-32-1
06-6384-3365
大阪府茨木市花園2-6-1
072-641-4100
兵庫県神戸市中央区楠町7丁目5-2
078-382-5111
兵庫県相生市若狭野町若狭野235-26
0791-28-1395
兵庫県姫路市西今宿5-3-8
079-293-3315
兵庫県豊岡市戸牧1094
0796-22-6111
兵庫県たつの市揖保川町半田703番地1
0791-72-3050
兵庫県神戸市北区山田町上谷上字登り尾3
078-581-1013
兵庫県神戸市西区岩岡町西脇838番地
078-967-1202
兵庫県神戸市兵庫区湊川町3丁目13-20
078-521-1367
兵庫県神戸市北区長尾町上津4663-3
078-986-1115
兵庫県赤穂市浜市408
0791-48-8087
兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和字横尾238-475
078-919-1755
兵庫県西宮市武庫川町1-1
0798-45-6111
兵庫県神崎郡福崎町南田原1134-2
0790-22-0770
兵庫県西宮市甲山町53-20
0798-71-3001
奈良県橿原市四条町840番地
0744-22-3051
奈良県大和郡山市小泉町2815
0743-52-3081
奈良県橿原市五井町247
0744-26-2884
奈良県生駒郡三郷町勢野北4丁目13番1号
0745-72-5006
奈良県御所市池之内1064
0745-63-0601
和歌山県和歌山市紀三井寺811番地1
073-447-2300
和歌山県有田郡有田川町庄31
0737-52-3221
和歌山県田辺市たきない町25-1
0739-22-2080
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