クロザリルの治療を実施している医療機関情報（九州・沖縄）
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
特定医療法人 豊司会 新門司病院
医療法人 住田病院
医療法人清陵会 南ヶ丘病院
特定医療法人天臣会 松尾病院
独立行政法人国立病院機構 小倉医療センター
産業医科大学病院
八幡厚生病院
医療法人優なぎ会 雁の巣病院
九州大学病院
医療法人緑心会 福岡保養院
医療法人勢成会 井口野間病院
福岡大学病院
医療法人泯江堂 油山病院
久留米大学病院
医療法人コミュノテ風と虹 のぞえの丘病院
社会医療法人 聖ルチア会 聖ルチア病院
のぞえ総合心療病院
医療法人社団豊永会 飯塚記念病院
医療法人社団筑水会 筑水会病院
医療法人財団つばさ 行橋厚生病院
医療法人社団翠会 行橋記念病院
本間病院
福岡県立精神医療センター太宰府病院
医療法人恵愛会 福間病院
医療法人 成晴会 堤病院
医療法人社団 うら梅の郷会 朝倉記念病院
佐賀大学医学部附属病院
虹と海のホスピタル
医療法人財団友朋会 嬉野温泉病院
独立行政法人国立病院機構 肥前精神医療センター
医療法人友愛会 田川療養所
長崎大学病院
心療内科 新クリニック
医療法人清潮会 さんクリニック
医療法人厚生会 道ノ尾病院
医療法人清潮会 三和中央病院
医療法人見松会 あきやま病院
長崎県精神医療センター
長崎県病院企業団 長崎県対馬病院
真珠園療養所
くまもと青明病院
熊本大学病院
特定医療法人富尾会 桜が丘病院
熊本県立こころの医療センター
特定医療法人 佐藤会 弓削病院
医療法人横田会 向陽台病院
健生会 明生病院
医療法人 山田会 八代更生病院
医療法人精翠会 吉田病院
独立行政法人国立病院機構 菊池病院
社会医療法人芳和会 菊陽病院
社会医療法人ましき会 益城病院

CPMS 登録通院
住所
登録番号 医療機関
0156
福岡県北九州市門司区大字猿喰615番地
0562
福岡県北九州市若松区大字蜑住1435
0379
福岡県北九州市小倉北区今町3丁目13番1号
0255
福岡県北九州市小倉南区葛原高松1丁目2-30
0377
福岡県北九州市小倉南区春ヶ丘10番1号
0009
福岡県北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1
0295
福岡県北九州市八幡西区里中3丁目12番12号
0230
福岡県福岡市東区雁の巣1丁目26番1号
0012
福岡県福岡市東区馬出3丁目1-1
0374
福岡県福岡市南区高木1丁目17-5
0548
福岡県福岡市南区寺塚1丁目3番47号
0103
福岡県福岡市城南区七隈7丁目45番1号
0428
福岡県福岡市早良区野芥5-6-37
0072
福岡県久留米市旭町67番地
0539
福岡県久留米市上津町2543-1
0188
福岡県久留米市津福本町1012
0286
福岡県久留米市藤山町1730
0305
福岡県飯塚市鶴三緒1452-2
0507
福岡県八女市吉田1191番地
0194
福岡県行橋市大字大野井640番地
0310
福岡県行橋市北泉3丁目11-1
0554
福岡県小郡市三沢526番地
0136
福岡県太宰府市五条3丁目8-1
0304
福岡県福津市花見が浜1丁目5-1
0325
福岡県遠賀郡岡垣町鍋田2-1-1
0381
福岡県朝倉郡筑前町大久保500
0535
佐賀県佐賀市鍋島五丁目1番1号
0399
佐賀県唐津市原842-1
0138
佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙1919
0008
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津160
0440
長崎県長崎市錦2丁目1番1号
0141
長崎県長崎市坂本1丁目7番1号
0490
○
長崎県長崎市若葉町16-11 2Ｆ,3F
0245
○
長崎県長崎市新地町8-16 ミナトパークビル4階
0279
長崎県長崎市虹が丘町1-1
0173
長崎県長崎市布巻町165番地1
0277
長崎県諫早市目代町737-1
0084
長崎県大村市西部町1575-2
0407
長崎県対馬市美津島町鶏知乙1168-7
0396
長崎県西海市西彼町八木原郷3453-1
0336
熊本県熊本市中央区渡鹿5丁目1番地37号
0122
熊本県熊本市本荘1丁目1番1号
0270
熊本県熊本市西区池田3丁目44-1
0321
熊本県熊本市南区富合町平原391番地
0118
熊本県熊本市北区弓削五丁目12番25号
0547
熊本県熊本市北区植木町鐙田1025
0202
熊本県熊本市北区大窪2丁目6番20号
0119
熊本県八代市古城町1705
0482
熊本県人吉市下城本町1501
0044
熊本県合志市福原208
0236
熊本県菊池郡菊陽町大字原水5587
0455
熊本県上益城郡益城町馬水123
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代表電話番号
093-481-1368
093-741-1301
093-571-6081
093-471-7721
093-921-8881
093-603-1611
093-691-3344
092-606-2861
092-642-5627
092-431-3031
092-551-5301
092-801-1011
092-871-2261
0942-35-7610
0942-22-3980
0942-33-1581
0942-22-5311
0948-22-2316
0943-23-5131
0930-23-1230
0930-25-2000
0942-73-0111
092-922-3137
0940-42-0145
093-282-1234
0946-22-1011
0952-31-6511
0955-77-0711
0954-43-0157
0952-52-3231
095-845-2188
095-819-7200
095-848-7867
095-895-8160
095-856-1111
095-898-7511
0957-22-2370
0957-53-3103
0920-54-7111
0959-28-0038
096-366-2291
096-344-2111
096-352-6264
096-357-2151
096-338-3838
096-272-7211
096-324-5211
0965-33-4205
0966-22-4051
096-248-2111
096-232-3171
096-286-3611

2021年6月30日時点
医療機関名
医療法人 至誠会 帆秋病院
医療法人善慈会 大分丘の上病院
大分県立病院
山本病院
独立行政法人国立病院機構 別府医療センター
大分大学医学部附属病院
医療法人真愛会 髙宮病院
社会医療法人如月会 若草病院
宮崎大学医学部附属病院
一般財団法人 弘潤会 野崎病院
社会医療法人同心会 古賀総合病院
医療法人慈光会 宮崎若久病院
県立宮崎病院 精神医療センター
医療法人一誠会 都城新生病院
一般社団法人藤元メディカルシステム 藤元病院
医療法人建悠会 吉田病院
医療法人同仁会 谷口病院
医療法人 浩然会 内村病院
医療法人向洋会 協和病院
特定医療法人 浩洋会 田中病院
医療法人共助会 三州脇田丘病院
メンタルホスピタル鹿児島
医療法人有隣会 伊敷病院
今村総合病院
医療法人 共助会 三州病院
鹿児島大学病院
公益財団法人 慈愛会 谷山病院
医療法人常清会 尾辻病院
公益社団法人 いちょうの樹 メンタルホスピタル鹿屋
社会医療法人 慈生会 ウエルフェア九州病院
医療法人公盡会 出水病院
医療法人静和会 ファミリーHP薩摩
医療法人樟南会 中郷病院
医療法人仁心会 松下病院
こだま病院
医療法人慈和会 大口病院
鹿児島県立姶良病院
医療法人社団 輔仁会 田崎病院
医療法人 天仁会 天久台病院
医療法人 へいあん 平安病院
医療法人 タピック 宮里病院
医療法人陽和会 南山病院
医療法人卯の会 新垣病院
医療法人一灯の会 沖縄中央病院
医療法人社団志誠会 平和病院
沖縄県立宮古病院
医療法人 博寿会 もとぶ記念病院
独立行政法人 国立病院機構 琉球病院
琉球大学病院
沖縄県立精和病院
医療法人フェニックス 博愛病院

CPMS 登録通院
住所
登録番号 医療機関
0465
大分県大分市大字大分4772-2
0430
大分県大分市大字竹中1403
0557
大分県大分市豊饒二丁目8番1号
0484
大分県別府市光町14番3号
0300
大分県別府市大字内竈1473
0038
大分県由布市挾間町医大ケ丘1-1
0382
宮崎県宮崎市吉村町大町甲1931番地
0023
宮崎県宮崎市宮田町7-37
0344
宮崎県宮崎市清武町木原5200
0444
宮崎県宮崎市大字恒久5567番地
0210
宮崎県宮崎市池内町数太木1749-1
0347
宮崎県宮崎市福島町寺山3147番地
0148
宮崎県宮崎市北高松町5番30号
0376
宮崎県都城市志比田町3782
0294
宮崎県都城市早鈴町17-4
0551
宮崎県延岡市松原町4丁目8850番地
0393
宮崎県日南市大字風田3861番地
0450
宮崎県小林市水流迫852番地1
0375
宮崎県日向市大字財光寺1194-3
0566
宮崎県東臼杵郡門川町宮ケ原4丁目80番地
0538
鹿児島県鹿児島市宇宿7丁目26番1号
0488
鹿児島県鹿児島市永吉1丁目11-1
0373
鹿児島県鹿児島市下伊敷2丁目4番15号
0164
鹿児島県鹿児島市鴨池新町11-23
0415
鹿児島県鹿児島市犬迫町7783番地1
0102
鹿児島県鹿児島市桜ケ丘8丁目35番1号
0079
鹿児島県鹿児島市小原町8番1号
0523
鹿児島県鹿児島市南新町1番29号
0293
鹿児島県鹿屋市田崎町1043-1
0237
鹿児島県枕崎市白沢北町191
0351
鹿児島県出水市麓町29-1
0384
鹿児島県薩摩川内市水引町3247-1
0498
鹿児島県薩摩川内市中郷1丁目1番7号
0445
鹿児島県霧島市隼人町真孝998番地
0417
鹿児島県南九州市川辺町田部田3525
0288
鹿児島県伊佐市大口大田68
0078
鹿児島県姶良市平松6067
0406
沖縄県那覇市字松川319番地
0182
沖縄県那覇市天久1123番地
0418
沖縄県浦添市経塚346番地
0499
○
沖縄県名護市宇茂佐1763-2
0431
○
沖縄県糸満市字賀数406番地の1
0345
沖縄県沖縄市安慶田4丁目10番3号
0494
○
沖縄県沖縄市知花五丁目26番1号
0346
沖縄県うるま市字上江洲665番地
0390
沖縄県宮古島市平良字下里427-1
0486
○
沖縄県国頭郡本部町字石川972
0021
沖縄県国頭郡金武町字金武7958-1
0364
沖縄県中頭郡西原町字上原207番地
0160
沖縄県島尻郡南風原町字新川260番地
0419
○
沖縄県島尻郡南風原町字新川485番地の1
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代表電話番号
097-543-2366
097-597-3660
097-546-7111
0977-22-0131
0977-67-1111
097-549-4411
0985-24-5678
0985-28-2801
0985-85-1510
0985-51-3111
0985-39-8888
0985-51-1548
0985-24-4181
0986-22-0280
0986-25-1315
0982-37-0126
0987-23-1331
0984-23-2575
0982-54-2806
0982-63-2211
099-264-0667
099-256-4567
099-220-4645
099-251-2221
099-238-0075
099-275-5111
099-269-4111
099-251-2209
0994-42-3155
0993-72-0055
0996-62-0419
0996-26-2211
0996-23-6733
0995-42-2121
0993-56-4111
0995-22-0336
0995-65-3138
098-885-2375
098-868-2101
098-877-6467
0980-53-7771
098-994-3660
098-933-2756
098-938-3188
098-973-2000
0980-72-3151
0980-51-7000
098-968-2133
098-895-3331
098-889-1390
098-889-4830

