クロザリルの治療を実施している医療機関情報（関東）
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
筑波大学附属病院
茨城県立こころの医療センター
医療法人清風会 ホスピタル坂東
医療法人仁愛会 水海道厚生病院
医療法人社団有朋会 栗田病院
医療法人社団平仁会 下館病院
医療法人 新生会 豊後荘病院
医療法人霞水会 土浦厚生病院
獨協医科大学病院
自治医科大学附属病院
栃木県立 岡本台病院
足利赤十字病院
特定医療法人清和会 鹿沼病院
医療法人緑会 佐藤病院
医療法人報徳会 宇都宮病院
朝日病院
医療法人恵愛会 青木病院
群馬大学医学部附属病院
公益社団法人 前橋積善会 厩橋病院
医療法人大和会 西毛病院
医療法人 群栄会 田中病院
上毛病院
群馬県立精神医療センター
群馬病院
防衛医科大学校病院
埼玉県立精神医療センター
順天堂大学医学部附属 順天堂越谷病院
医療法人秀峰会 北辰病院
公益財団法人 西熊谷病院
社会福祉法人シナプス 埼玉精神神経センター
埼玉医科大学病院
埼玉県済生会 鴻巣病院
国立研究開発法人 国立国際医療研究センター国府台病院
千葉大学医学部附属病院
総合病院 国保旭中央病院
成田赤十字病院
医療法人鉄蕉会 亀田総合病院
社会医療法人社団 同仁会 木更津病院
医療法人静和会 浅井病院
医療法人鉄蕉会 亀田クリニック
千葉県精神科医療センター
医療法人同和会 千葉病院
独立行政法人 国立病院機構 下総精神医療センター
公益財団法人復光会 総武病院
医療法人社団直樹会 磯ヶ谷病院
医療法人社団澄心会 茂原神経科病院
社会医療法人社団さつき会 袖ケ浦さつき台病院
社会福祉法人 ロザリオの聖母会 海上寮療養所
医療法人 学而会 木村病院
医療法人 石郷岡病院
医療法人社団 柏水会 初石病院
千葉市立青葉病院
医療法人白百合会 市原鶴岡病院
東京女子医科大学病院
東京都立松沢病院
国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター病院

診療科
精神神経科
精神科
こころの診療科（精神科）
精神科
精神科
精神科
精神科
精神科・心療科
精神神経科
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・心療内科
精神科神経科
精神科
精神科
精神科
精神科
精神科
精神科・心療内科
精神科
精神科
メンタルクリニック
精神科
精神科
精神科
神経精神科・心療内科
精神科
精神科
精神神経科
神経精神科
精神神経科
心療内科・精神科
精神科
精神科
精神科
精神科
精神科
精神科
精神科
精神科
精神科
精神科
精神科
精神科
精神科
精神科・神経科
精神科
精神科・神経科
神経精神科
精神科
精神科

住所
茨城県つくば市天久保2丁目1番地1
茨城県笠間市旭町654
茨城県坂東市沓掛411
茨城県常総市内守谷町3770-7
茨城県那珂市豊喰505
茨城県筑西市野殿1131番地
茨城県石岡市部原760-1
茨城県土浦市東若松町3969
栃木県下都賀郡壬生町北小林880
栃木県下野市薬師寺3311-1
栃木県宇都宮市下岡本町2162
栃木県足利市五十部町284-1
栃木県鹿沼市千渡1585-2
栃木県矢板市土屋18
栃木県宇都宮市陽南4丁目6番34号
栃木県小山市喜沢660
栃木県足利市本城1-1560
群馬県前橋市昭和町三丁目39番15号
群馬県前橋市江木町1241番地
群馬県富岡市神農原559-1
群馬県北群馬郡吉岡町陣場98番地
群馬県前橋市下大島町596-1
群馬県伊勢崎市国定町二丁目2374
群馬県高崎市稲荷台町136番地
埼玉県所沢市並木3-2
埼玉県北足立郡伊奈町小室818-2
埼玉県越谷市袋山560
埼玉県越谷市七左町4-358
埼玉県熊谷市石原572番地
埼玉県さいたま市中央区本町東6-11-1
埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷38
埼玉県鴻巣市八幡田849
千葉県市川市国府台1-7-1
千葉県千葉市中央区亥鼻1-8-1
千葉県旭市イの1326番地
千葉県成田市飯田町90-1
千葉県鴨川市東町929番地
千葉県木更津市岩根2-3-1
千葉県東金市家徳38-1
千葉県鴨川市東町1344番地
千葉県千葉市美浜区豊砂5番地
千葉県船橋市飯山満町2-508
千葉県千葉市緑区辺田町578番地
千葉県船橋市市場3丁目3番1号
千葉県市原市磯ヶ谷35
千葉県茂原市町保34
千葉県袖ヶ浦市長浦駅前5丁目21番地
千葉県旭市野中4017番地
千葉県千葉市中央区東本町6-19
千葉県千葉市中央区浜野町915
千葉県柏市西原7-6-1
千葉県千葉市中央区青葉町1273-2
千葉県市原市新堀955
東京都新宿区河田町8-1
東京都世田谷区上北沢2-1-1
東京都小平市小川東町4-1-1
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代表電話番号
029-853-3900
0296-77-1151
0297-44-2000
0297-27-0721
029-298-0175
0296-22-7558
0299-44-3211
029-821-2200
0282-86-1111
0285-44-2111
028-673-2211
0284-21-0121
0289-64-2255
0287-43-0758
028-658-2121
0285-22-1182
0284-41-2213
027-220-7111
027-269-2530
0274-62-3156
0279-54-2106
027-266-1482
0270-62-3311
027-373-2251
04-2995-1511
048-723-1111
048-975-0321
048-985-3333
048-522-0200
048-857-6811
049-276-1111
048-596-2221
047-372-3501
043-222-7171
0479-63-8111
0476-22-2311
04-7092-2211
0438-41-1551
0475-58-5000
04-7099-2211
043-276-1361
047-466-2176
043-291-1221
047-422-2171
0436-36-1121
0475-23-6222
0438-62-1113
0479-60-0601
043-227-0547
043-264-6161
04-7152-2251
043-227-1131
0436-36-1511
03-3353-8111
03-3303-7211
042-341-2711

医療機関名
昭和大学附属烏山病院
東京医科歯科大学医学部附属病院
日本医科大学付属病院
帝京大学医学部附属病院
慶應義塾大学病院
東京都立小児総合医療センター
東邦大学医療センター 大森病院
東京都立多摩総合医療センター
NTT東日本 関東病院
医療法人財団 厚生協会 大泉病院
東京大学医学部附属病院
特定医療法人社団 聖美会 多摩中央病院
国立研究開発法人 国立国際医療研究センター病院
医療法人社団 光生会 平川病院
医療法人社団東京愛成会 高月病院
杏林大学医学部付属病院
青梅市立総合病院
日本大学医学部附属板橋病院
医療法人社団翠会 成増厚生病院
医療法人社団翠会 陽和病院
一般財団法人精神医学研究所附属 東京武蔵野病院
医療法人社団碧水会 長谷川病院
東京医科大学病院
医療法人永寿会 恩方病院
【通院】医療法人社団新新会 多摩あおば病院
国家公務員共済組合連合会 立川病院
荏原病院
慈雲堂病院
医療法人財団緑雲会 多摩病院
医療法人社団 薫風会 山田病院
医療法人財団厚生協会 東京足立病院
昭和大学横浜市北部病院
公立大学法人 横浜市立大学附属病院
公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター

診療科
精神科
精神科
精神神経科
メンタルヘルス科
精神・神経科
児童・思春期精神科
精神神経科
精神科
精神神経科
精神科
精神神経科
精神科
精神科
精神科
精神科
精神神経科
精神科
精神神経科
精神科
精神科
精神科
精神科
メンタルヘルス科
精神科
精神科
精神神経科
精神科
精神科
精神科
精神科
精神科
メンタルケアセンター
精神科
精神医療センター
地方独立行政法人 神奈川県立病院機構 神奈川県立精神医療センター 精神科
川崎市立川崎病院
精神・神経科
聖マリアンナ医科大学病院
神経精神科
地方独立行政法人 神奈川県立病院機構 神奈川県立こども医療センター 児童思春期精神科
医療法人 誠心会 あさひの丘病院
精神科
独立行政法人 国立病院機構 久里浜医療センター
精神科
学校法人北里研究所 北里大学東病院
精神神経科
公益財団法人紫雲会 横浜病院
精神科
医療法人正和会 日野病院
精神科
医療法人財団青山会 福井記念病院
精神科
聖マリアンナ会 東横惠愛病院
精神科
秦野厚生病院
精神科
日向台病院
精神科
医療法人社団朋友会 けやきの森病院
精神科・心療内科
恩賜財団 済生会 横浜市東部病院
精神科
総合病院 湘南病院
精神科
曽我病院
精神科・神経科

住所
東京都世田谷区北烏山6-11-11
東京都文京区湯島1-5-45
東京都文京区千駄木1-1-5
東京都板橋区加賀2-11-1
東京都新宿区信濃町35
東京都府中市武蔵台2-8-29
東京都大田区大森西6-11-1
東京都府中市武蔵台2-8-29
東京都品川区東五反田5-9-22
東京都練馬区大泉学園町6-9-1
東京都文京区本郷7-3-1
東京都多摩市連光寺2丁目62番地2
東京都新宿区戸山1-21-1
東京都八王子市美山町1076
東京都八王子市宮下町178番地
東京都三鷹市新川6-20-2
東京都青梅市東青梅4-16-5
東京都板橋区大谷口上町30-1
東京都板橋区三園1-19-1
東京都練馬区大泉町2-17-1
東京都板橋区小茂根4-11-11
東京都三鷹市大沢2-20-36
東京都新宿区西新宿6丁目7-1
東京都八王子市西寺方町105
東京都東村山市青葉町2-27-1
東京都立川市錦町4-2-22
東京都大田区東雪谷4-5-10
東京都練馬区関町南4-14-53
東京都八王子市中野町2082
東京都西東京市南町3丁目4番10号
東京都足立区保木間5-23-20
神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央35-1
神奈川県横浜市金沢区福浦3-9
神奈川県横浜市南区浦舟4-57
神奈川県横浜市港南区芹が谷2-5-1
神奈川県川崎市川崎区新川通12-1
神奈川県川崎市宮前区菅生2-16-1
神奈川県横浜市南区六ツ川2-138-4
神奈川県横浜市旭区川井本町128-1
神奈川県横須賀市野比5-3-1
神奈川県相模原市南区麻溝台2丁目1番1号
神奈川県横浜市神奈川区神大寺三丁目1番12号
神奈川県横浜市港南区日野3-9-3
神奈川県三浦市初声町高円坊1040-2
神奈川県川崎市宮前区有馬4丁目17番23号
神奈川県秦野市南矢名2-12-1
神奈川県横浜市旭区市沢町1081
神奈川県高座郡寒川町宮山3505
神奈川県横浜市鶴見区下末吉3-6-1
神奈川県横須賀市鷹取1丁目1番1号
神奈川県小田原市曽我岸148
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代表電話番号
03-3300-5231
03-3813-6111
03-3822-2131
03-3964-1211
03-3353-1211
042-300-5111
03-3762-4151
042-323-5111
03-3448-6111
03-3924-2111
03-3815-5411
042-374-2111
03-3202-7181
042-651-3131
042-691-1131
0422-47-5511
0428-22-3191
03-3972-8111
03-3939-1191
03-3923-0221
03-5986-3111
0422-31-8600
03-3342-6111
042-651-3411
042-393-2881
042-523-3131
03-5734-8000
03-3928-6511
042-623-5308
042-461-0005
03-3883-6331
045-949-7000
045-787-2800
045-261-5656
045-822-0241
044-233-5521
044-977-8111
045-711-2351
045-951-5600
046-848-1550
042-748-9111
045-491-2661
045-843-8511
046-888-2145
044-877-5522
0463-77-1108
045-373-4114
0467-74-5331
045-576-3000
046-865-4105
0465-42-1630

