クロザリルの治療を実施している医療機関情報
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）

全国481医療機関（都道府県別に掲載しております）
2018年11月30日時点
医療機関名

診療科

住所

代表電話番号

北海道大学病院

精神科神経科

北海道札幌市北区北14条西5丁目

011-716-1161

特定医療法人社団慶愛会 札幌花園病院

精神科

北海道札幌市中央区南15条西15丁目1番30号

011-561-6131

市立札幌病院

精神科

北海道札幌市中央区北11条西13丁目1-1

011-726-2211

札幌医科大学附属病院

神経精神科

北海道札幌市中央区南1条西16丁目291番地

011-611-2111

医療法人社団 旭川圭泉会病院

精神科

北海道旭川市東旭川町下兵村252

0166-36-1559

医療法人社団正心会 岡本病院

精神科

北海道札幌市中央区北7条西26丁目3番1号

011-611-2351

医療法人桜花会 札幌グリーン病院

精神科

北海道札幌市手稲区西宮の沢5条1丁目13番15号

011-662-2338

医療法人 啓生会病院

精神科

北海道札幌市東区北二十七条東20丁目5-25

011-781-9321

医療法人 重仁会 大谷地病院

精神科

北海道札幌市厚別区大谷地東5-7-10

011-891-3737

社会医療法人共栄会 札幌トロイカ病院

精神科

北海道札幌市白石区川下577番地8

011-873-1221

市立釧路総合病院

精神神経科

北海道釧路市春湖台1番12号

0154-41-6121

北見赤十字病院

神経精神科

北海道北見市北6条東2丁目1番地

0157-24-3115

医療法人北仁会 旭山病院

精神科

北海道札幌市中央区双子山4丁目3番33号

011-641-7755

名寄市立総合病院

精神科

北海道名寄市西7条南8丁目1番地

01654-3-3101

医療法人風のすずらん会 江別すずらん病院

精神科

北海道江別市上江別442-15

011-384-2100

岩見沢市立総合病院

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

0126-22-1650

医療法人澤山会 手稲病院

精神科

北海道札幌市手稲区前田6条13丁目8-15

011-683-1111

平松記念病院

精神科

北海道札幌市中央区南22条西14丁目1番20号

011-561-0708

医療法人社団 研成会 札幌鈴木病院

神経科・精神科

北海道札幌市北区新琴似3条1丁目1-27

011-709-5511

独立行政法人国立病院機構 帯広病院

精神科

北海道帯広市西18条北2丁目16番地

0155-33-3155

砂川市立病院

精神科

北海道砂川市西4条北3丁目1-1

0125-54-2131

社会医療法人 函館博栄会 函館渡辺病院

精神神経科

北海道函館市湯川町1丁目31-1

0138-59-2221

北海道立緑ヶ丘病院

精神科

北海道河東郡音更町緑が丘1番地

0155-42-3377

滝川市立病院

精神神経科

北海道滝川市大町2丁目2-34

0125-22-4311

帯広厚生病院

精神科

北海道帯広市西14条南10丁目1番地

0155-65-0101

小樽市立病院

精神科

北海道小樽市若松1-1-1

0134-25-1211

旭川医科大学病院

精神科神経科

北海道旭川市緑が丘東2条1丁目1-1

0166-65-2111

【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

0138-59-3331

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

0166-24-3181

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

011-716-7181

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

011-591-4711

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

011-611-8111

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

011-771-5660

市立稚内病院

精神神経科

北海道稚内市中央4丁目11-6

0162-23-2771

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

0155-33-6332

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

0172-33-5111

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

0178-25-0011

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

017-787-2121

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

0172-34-7111

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

0178-27-2016

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

0175-22-2111

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

019-651-5111

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

0198-24-0511

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

0195-33-3101

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

0191-23-3655

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

019-696-2055

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

0194-53-2323

東北大学病院

精神科

宮城県仙台市青葉区星陵町1-1

022-717-7262

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

0225-22-5431

北海道・東北
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診療科

住所

代表電話番号

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

022-384-2236

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

0229-22-1190

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

022-257-7586

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

018-823-4171

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

0186-42-5370

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

018-834-1111

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

0185-52-3111

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

018-828-2258

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

018-892-3751

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

0182-32-2071

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

018-845-2161

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

0235-64-8100

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

023-631-2315

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

0238-40-3170

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

0234-33-3355

秋野病院

精神科・心療内科

山形県天童市大字久野本362-1

023-653-5725

竹田綜合病院

精神科

福島県会津若松市山鹿町3番27号

0242-27-5511

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

024-547-1111

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

024-945-1701

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

0248-42-3111

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

0242-56-2525

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

024-952-6411

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

0241-24-3421

筑波大学附属病院

精神神経科

茨城県つくば市天久保2丁目1番地1

029-853-3900

茨城県立こころの医療センター

精神科

茨城県笠間市旭町654

0296-77-1151

医療法人清風会 ホスピタル坂東

こころの診療科（精神科） 茨城県坂東市沓掛411

0297-44-2000

医療法人仁愛会 水海道厚生病院

精神科

茨城県常総市内守谷町3770-7

0297-27-0721

医療法人社団有朋会 栗田病院

精神科

茨城県那珂市豊喰505

029-298-0175

医療法人社団平仁会 下館病院

精神科

茨城県筑西市野殿1131番地

0296-22-7558

医療法人 新生会 豊後荘病院

精神科

茨城県石岡市部原760-1

0299-44-3211

医療法人霞水会 土浦厚生病院

精神科・心療科

茨城県土浦市東若松町3969

029-821-2200

獨協医科大学病院

精神神経科

栃木県下都賀郡壬生町北小林880

0282-86-1111

自治医科大学附属病院

精神科

栃木県下野市薬師寺3311-1

0285-44-2111

栃木県立 岡本台病院

精神科

栃木県宇都宮市下岡本町2162

028-673-2211

足利赤十字病院

神経精神科

栃木県足利市五十部町284-1

0284-21-0121

特定医療法人清和会 鹿沼病院

精神科

栃木県鹿沼市千渡1585-2

0289-64-2255

医療法人緑会 佐藤病院

精神科

栃木県矢板市土屋18

0287-43-0758

医療法人報徳会 宇都宮病院

精神科

栃木県宇都宮市陽南4丁目6番34号

028-658-2121

朝日病院

精神科

栃木県小山市喜沢660

0285-22-1182

医療法人恵愛会 青木病院

精神科・心療内科

栃木県足利市本城1-1560

0284-41-2213

群馬大学医学部附属病院

精神科神経科

群馬県前橋市昭和町三丁目39番15号

027-220-7111

公益社団法人 前橋積善会 厩橋病院

精神科

群馬県前橋市江木町1241番地

027-269-2530

医療法人大和会 西毛病院

精神科

群馬県富岡市神農原559-1

0274-62-3156

医療法人 群栄会 田中病院

精神科

群馬県北群馬郡吉岡町陣場98番地

0279-54-2106

上毛病院

精神科

群馬県前橋市下大島町596-1

027-266-1482

群馬県立精神医療センター

精神科

群馬県伊勢崎市国定町二丁目2374

0270-62-3311

群馬病院

精神科・心療内科

群馬県高崎市稲荷台町136番地

027-373-2251

防衛医科大学校病院

精神科

埼玉県所沢市並木3-2

04-2995-1511

埼玉県立精神医療センター

精神科

埼玉県北足立郡伊奈町小室818-2

048-723-1111

順天堂大学医学部附属 順天堂越谷病院

メンタルクリニック

埼玉県越谷市袋山560

048-975-0321

医療法人秀峰会 北辰病院

精神科

埼玉県越谷市七左町4-358

048-985-3333

公益財団法人 西熊谷病院

精神科

埼玉県熊谷市石原572番地

048-522-0200

社会福祉法人シナプス 埼玉精神神経センター

精神科

埼玉県さいたま市中央区本町東6-11-1

048-857-6811

埼玉医科大学病院

神経精神科・心療内科

埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷38

049-276-1111

埼玉県済生会 鴻巣病院

精神科

埼玉県鴻巣市八幡田849

048-596-2221

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 精神科

千葉県市川市国府台1-7-1

047-372-3501

千葉大学医学部附属病院

精神神経科

千葉県千葉市中央区亥鼻1-8-1

043-222-7171

総合病院 国保旭中央病院

神経精神科

千葉県旭市イの1326番地

0479-63-8111

関東
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成田赤十字病院

精神神経科

千葉県成田市飯田町90-1

0476-22-2311

医療法人鉄蕉会 亀田総合病院

心療内科・精神科

千葉県鴨川市東町929番地

04-7092-2211

社会医療法人社団 同仁会 木更津病院

精神科

千葉県木更津市岩根2-3-1

0438-41-1551

医療法人静和会 浅井病院

精神科

千葉県東金市家徳38-1

0475-58-5000

医療法人鉄蕉会 亀田クリニック

精神科

千葉県鴨川市東町1344番地

04-7099-2211

千葉県精神科医療センター

精神科

千葉県千葉市美浜区豊砂5番地

043-276-1361

医療法人同和会 千葉病院

精神科

千葉県船橋市飯山満町2-508

047-466-2176

独立行政法人 国立病院機構 下総精神医療センター

精神科

千葉県千葉市緑区辺田町578番地

043-291-1221

公益財団法人復光会 総武病院

精神科

千葉県船橋市市場3丁目3番1号

047-422-2171

医療法人社団直樹会 磯ヶ谷病院

精神科

千葉県市原市磯ヶ谷35

0436-36-1121

医療法人社団澄心会 茂原神経科病院

精神科

千葉県茂原市町保34

0475-23-6222

社会医療法人社団さつき会 袖ケ浦さつき台病院

精神科

千葉県袖ヶ浦市長浦駅前5丁目21番地

0438-62-1113

社会福祉法人 ロザリオの聖母会 海上寮療養所

精神科

千葉県旭市野中4017番地

0479-60-0601

医療法人 学而会 木村病院

精神科

千葉県千葉市中央区東本町6-19

043-227-0547

医療法人 石郷岡病院

精神科

千葉県千葉市中央区浜野町915

043-264-6161

医療法人社団 柏水会 初石病院

精神科・神経科

千葉県柏市西原7-6-1

04-7152-2251

千葉市立青葉病院

精神科

千葉県千葉市中央区青葉町1273-2

043-227-1131

医療法人白百合会 市原鶴岡病院

精神科・神経科

千葉県市原市新堀955

0436-36-1511

東京女子医科大学病院

神経精神科

東京都新宿区河田町8-1

03-3353-8111

東京都立松沢病院

精神科

東京都世田谷区上北沢2-1-1

03-3303-7211

国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター病院

精神科

東京都小平市小川東町4-1-1

042-341-2711

昭和大学附属烏山病院

精神科

東京都世田谷区北烏山6-11-11

03-3300-5231

東京医科歯科大学医学部附属病院

精神科

東京都文京区湯島1-5-45

03-3813-6111

日本医科大学付属病院

精神神経科

東京都文京区千駄木1-1-5

03-3822-2131

帝京大学医学部附属病院

メンタルヘルス科

東京都板橋区加賀2-11-1

03-3964-1211

慶應義塾大学病院

精神・神経科

東京都新宿区信濃町35

03-3353-1211

東京都立小児総合医療センター

児童・思春期精神科

東京都府中市武蔵台2-8-29

042-300-5111

東邦大学医療センター 大森病院

精神神経科

東京都大田区大森西6-11-1

03-3762-4151

東京都立多摩総合医療センター

精神科

東京都府中市武蔵台2-8-29

042-323-5111

NTT東日本 関東病院

精神神経科

東京都品川区東五反田5-9-22

03-3448-6111

医療法人財団 厚生協会 大泉病院

精神科

東京都練馬区大泉学園町6-9-1

03-3924-2111

東京大学医学部附属病院

精神神経科

東京都文京区本郷7-3-1

03-3815-5411

特定医療法人社団 聖美会 多摩中央病院

精神科

東京都多摩市連光寺2丁目62番地2

042-374-2111

国立研究開発法人 国立国際医療研究センター病院

精神科

東京都新宿区戸山1-21-1

03-3202-7181

医療法人社団 光生会 平川病院

精神科

東京都八王子市美山町1076

042-651-3131

医療法人社団東京愛成会 高月病院

精神科

東京都八王子市宮下町178番地

042-691-1131

杏林大学医学部付属病院

精神神経科

東京都三鷹市新川6-20-2

0422-47-5511

青梅市立総合病院

精神科

東京都青梅市東青梅4-16-5

0428-22-3191

日本大学医学部附属板橋病院

精神神経科

東京都板橋区大谷口上町30-1

03-3972-8111

医療法人社団翠会 成増厚生病院

精神科

東京都板橋区三園1-19-1

03-3939-1191

医療法人社団翠会 陽和病院

精神科

東京都練馬区大泉町2-17-1

03-3923-0221

一般財団法人精神医学研究所附属 東京武蔵野病院

精神科

東京都板橋区小茂根4-11-11

03-5986-3111

医療法人社団碧水会 長谷川病院

精神科

東京都三鷹市大沢2-20-36

0422-31-8600

東京医科大学病院

メンタルヘルス科

東京都新宿区西新宿6丁目7-1

03-3342-6111

医療法人永寿会 恩方病院

精神科

東京都八王子市西寺方町105

042-651-3411

【通院】医療法人社団新新会 多摩あおば病院

精神科

東京都東村山市青葉町2-27-1

042-393-2881

国家公務員共済組合連合会 立川病院

精神神経科

東京都立川市錦町4-2-22

042-523-3131

荏原病院

精神科

東京都大田区東雪谷4-5-10

03-5734-8000

慈雲堂病院

精神科

東京都練馬区関町南4-14-53

03-3928-6511

医療法人財団緑雲会 多摩病院

精神科

東京都八王子市中野町2082

042-623-5308

医療法人社団 薫風会 山田病院

精神科

東京都西東京市南町3丁目4番10号

042-461-0005

医療法人財団厚生協会 東京足立病院

精神科

東京都足立区保木間5-23-20

03-3883-6331

昭和大学横浜市北部病院

メンタルケアセンター

神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央35-1

045-949-7000

公立大学法人 横浜市立大学附属病院

精神科

神奈川県横浜市金沢区福浦3-9

045-787-2800

公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター

精神医療センター

神奈川県横浜市南区浦舟4-57

045-261-5656

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

神奈川県横浜市港南区芹が谷2-5-1

045-822-0241

川崎市立川崎病院

精神・神経科

神奈川県川崎市川崎区新川通12-1

044-233-5521

聖マリアンナ医科大学病院

神経精神科

神奈川県川崎市宮前区菅生2-16-1

044-977-8111

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

神奈川県横浜市南区六ツ川2-138-4

045-711-2351
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医療法人 誠心会 あさひの丘病院

精神科

神奈川県横浜市旭区川井本町128-1

045-951-5600

独立行政法人 国立病院機構 久里浜医療センター

精神科

神奈川県横須賀市野比5-3-1

046-848-1550

学校法人北里研究所 北里大学東病院

精神神経科

神奈川県相模原市南区麻溝台2丁目1番1号

042-748-9111

公益財団法人紫雲会 横浜病院

精神科

神奈川県横浜市神奈川区神大寺三丁目1番12号

045-491-2661

医療法人正和会 日野病院

精神科

神奈川県横浜市港南区日野3-9-3

045-843-8511

医療法人財団青山会 福井記念病院

精神科

神奈川県三浦市初声町高円坊1040-2

046-888-2145

聖マリアンナ会 東横惠愛病院

精神科

神奈川県川崎市宮前区有馬4丁目17番23号

044-877-5522

秦野厚生病院

精神科

神奈川県秦野市南矢名2-12-1

0463-77-1108

日向台病院

精神科

神奈川県横浜市旭区市沢町1081

045-373-4114

医療法人社団朋友会 けやきの森病院

精神科・心療内科

神奈川県高座郡寒川町宮山3505

0467-74-5331

恩賜財団 済生会 横浜市東部病院

精神科

神奈川県横浜市鶴見区下末吉3-6-1

045-576-3000

総合病院 湘南病院

精神科

神奈川県横須賀市鷹取1丁目1番1号

046-865-4105

曽我病院

精神科・神経科

神奈川県小田原市曽我岸148

0465-42-1630

新潟大学医歯学総合病院

精神科

新潟県新潟市中央区旭町通一番町754番地

025-223-6161

新潟県立新発田病院

精神科

新潟県新発田市本町1-2-8

0254-22-3121

新潟県立精神医療センター

精神科

新潟県長岡市寿2-4-1

0258-24-3930

医療法人 崇徳会 田宮病院

精神科

新潟県長岡市深沢町2300番地

0258-46-3200

新潟県地域医療推進機構 魚沼基幹病院

精神科

新潟県南魚沼市浦佐4132番地

025-777-3200

国立病院機構 さいがた医療センター

精神科

新潟県上越市大潟区犀潟468-1

025-534-3131

独立行政法人 国立病院機構 北陸病院

精神科

富山県南砺市信末5963番地

0763-62-1340

富山大学附属病院

神経精神科

富山県富山市杉谷2630番地

076-434-2281

医療法人社団和敬会 谷野呉山病院

精神科

富山県富山市北代5200

076-436-5800

富山県立中央病院

精神科

富山県富山市西長江2-2-78

076-424-1531

富山市立 富山市民病院

精神科

富山県富山市今泉北部町2番地の1

076-422-1112

医療法人社団啓愛会 小矢部大家病院

精神科

富山県小矢部市島321

0766-67-2002

金沢大学附属病院

神経科精神科

石川県金沢市宝町13-1

076-265-2000

独立行政法人 国立病院機構 金沢医療センター

精神科

石川県金沢市下石引町1番1号

076-262-4161

社会医療法人財団 松原愛育会 松原病院

精神科

石川県金沢市石引4-3-5

076-231-4138

石川県立高松病院

精神科

石川県かほく市内高松ヤ36

076-281-1125

金沢医科大学病院

神経科精神科

石川県河北郡内灘町大学1-1

076-286-3511

公立能登総合病院

精神科

石川県七尾市藤橋町ア部6番地4

0767-52-6611

社会福祉法人金沢市民生協会 ときわ病院

精神科

石川県野々市市中林4丁目123番地

076-248-5221

医療法人松原会 七尾松原病院

精神科

石川県七尾市本府中町ワ部5番地

0767-53-0211

医療法人社団長久会 加賀こころの病院

精神科

石川県加賀市幸町2丁目63番地

0761-72-0880

医療法人社団 澄鈴会 粟津神経サナトリウム

精神科

石川県小松市矢田野町ヲ88

0761-44-2545

福井大学医学部附属病院

精神科

福井県吉田郡永平寺町松岡下合月23-3

0776-61-3111

福井県立病院

精神科

福井県福井市四ツ井2-8-1

0776-54-5151

杉田玄白記念 公立小浜病院

精神科

福井県小浜市大手町2番2号

0770-52-0990

公益財団法人 松原病院

精神科・神経科

福井県福井市文京2-9-1

0776-22-3717

地方独立行政法人山梨県立病院機構 山梨県立北病院

精神科

山梨県韮崎市旭町上條南割3314-13

0551-22-1621

社会医療法人 加納岩 日下部記念病院

精神科

山梨県山梨市上神内川1363

0553-22-0536

山梨大学医学部附属病院

精神科

山梨県中央市下河東1110

055-273-1111

公益財団法人住吉偕成会 住吉病院

精神科

山梨県甲府市住吉4-10-32

055-235-1521

医療法人 山角会 山角病院

精神科・神経内科

山梨県甲府市美咲1丁目6番10号

055-252-2219

信州大学医学部附属病院

精神科

長野県松本市旭3丁目1番1号

0263-35-4600

JA長野厚生連 北アルプス医療センター あづみ病院

精神科

長野県北安曇郡池田町大字池田3207番地1

0261-62-3166

医療法人芳州会 村井病院

精神科

長野県松本市村井町西2-15-1

0263-58-2244

諏訪赤十字病院

精神科

長野県諏訪市湖岸通り5-11-50

0266-52-6111

独立行政法人 国立病院機構 小諸高原病院

精神科

長野県小諸市甲4598

0267-22-0870

JA長野厚生連 北信総合病院

精神科

長野県中野市西1-5-63

0269-22-2151

地方独立行政法人長野県立病院機構 長野県立こころの医療センター駒ヶ根

精神科

長野県駒ヶ根市下平2901

0265-83-3181

長野赤十字病院

精神科

長野県長野市若里5-22-1

026-226-4131

医療法人友愛会 千曲荘病院

精神科

長野県上田市中央東4-61

0268-22-6611

岐阜大学医学部附属病院

精神神経科

岐阜県岐阜市柳戸1-1

058-230-6000

医療法人 杏野会 各務原病院

精神科

岐阜県各務原市東山1-60

058-389-2228

特定医療法人 春陽会 慈恵中央病院

精神科

岐阜県郡上市美並町大原1番地1

0575-79-2030

医療法人静風会 大垣病院

精神科

岐阜県大垣市中野町1丁目307番地

0584-78-3758

公益社団法人 岐阜病院

精神科

岐阜県岐阜市日野東3丁目13番6号

058-245-8171

中部
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独立行政法人 岐阜県立多治見病院

精神科

岐阜県多治見市前畑町5-161

0572-22-5311

社会医療法人聖泉会 聖十字病院

精神科

岐阜県土岐市泉町久尻2431番地の160

0572-54-8181

浜松医科大学医学部附属病院

精神科神経科

静岡県浜松市東区半田山1丁目20番1号

053-435-2111

社会福祉法人 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷三方原病院 精神科

静岡県浜松市北区三方原町3453

053-436-1251

静岡県立病院機構 静岡県立こころの医療センター

精神科

静岡県静岡市葵区与一4丁目1-1

054-271-1135

公益財団法人復康会 沼津中央病院

精神科

静岡県沼津市中瀬町24番1号

055-931-4100

医療法人 好生会 三方原病院

精神科

静岡県浜松市南区小沢渡町2195-2

053-448-0622

地方独立行政法人 静岡県立病院機構 静岡県立こども病院 こころの診療科

静岡県静岡市葵区漆山860

054-247-6251

医療法人社団澤記念会 神経科浜松病院

精神科

静岡県浜松市中区広沢二丁目56番1号

053-454-5361

公益財団法人復康会 鷹岡病院

精神科

静岡県富士市天間1585

0545-71-3370

医療法人資生会 八事病院

精神科

愛知県名古屋市天白区塩釜口1-403

052-832-2111

名古屋市立大学病院

こころの医療センター

愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1番地

052-851-5511

藤田保健衛生大学病院

精神科

愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪1番地98

0562-93-2111

医療法人 静心会 桶狭間病院 藤田こころケアセンター

精神科・神経科

愛知県豊明市栄町南舘3-879

0562-97-1361

愛知医科大学病院

精神神経科

愛知県長久手市岩作字雁又1番地1

0561-62-3311

独立行政法人 国立病院機構 東尾張病院

精神科

愛知県名古屋市守山区大森北2丁目1301番地

052-798-9711

愛知県精神医療センター

精神科

愛知県名古屋市千種区徳川山町4丁目1番7号

052-763-1511

医療法人美衣会 衣ヶ原病院

精神科

愛知県豊田市広久手町2-34

0565-32-0991

医療法人同心会 杉田病院

精神科

愛知県名古屋市千種区星が丘元町16-20

052-781-0433

名古屋大学医学部附属病院

精神科

愛知県名古屋市昭和区鶴舞町65番地

052-741-2111

もりやま総合心療病院

精神科

愛知県名古屋市守山区町北11-50

052-791-2133

布袋病院

精神科

愛知県江南市五明町天王45番地

0587-55-7251

医療法人愛精会 あいせい紀年病院

精神科

愛知県名古屋市南区曽池町4丁目28番地

052-821-7701

医療法人成精会 刈谷病院

神経科・精神科

愛知県刈谷市神田町2丁目30番地

0566-21-3511

医療法人義興会 可知記念病院

精神科

愛知県豊橋市南大清水町字富士見456番地

0532-26-1101

医療法人 桜桂会 犬山病院

精神科

愛知県犬山市大字塔野地字大畔10番地

0568-61-1505

特定医療法人共和会 共和病院

精神科

愛知県大府市梶田町2-123

0562-46-2222

医療法人交正会 笠寺精治寮病院

精神科

愛知県名古屋市南区笠寺町柚の木3

052-821-9221

豊川市民病院

精神科

愛知県豊川市八幡町野路23番地

0533-86-1111

医療法人交正会 精治寮病院

精神科・神経科

愛知県名古屋市昭和区鶴舞4-16-27

052-741-1231

特定医療法人楠会 楠メンタルホスピタル

精神科

愛知県名古屋市北区五反田町110番地

052-901-7581

社会医療法人杏嶺会 上林記念病院

精神心療科

愛知県一宮市奥町字下口西89-1

0586-61-0110

医療法人松崎病院 豊橋こころのケアセンター

精神科

愛知県豊橋市三本木町字元三本木20番地1

0532-45-1181

医療法人生生会 松蔭病院

精神科

愛知県名古屋市中川区打出二丁目70番地

052-352-3251

特定医療法人共生会 みどりの風 南知多病院

精神科

愛知県知多郡南知多町大字豊丘字孫廻間86番地

0569-65-1111

松阪厚生病院

精神科

三重県松阪市久保町1927-2

0598-29-1311

三重大学医学部附属病院

精神科神経科

三重県津市江戸橋2丁目174

059-232-1111

三重県立こころの医療センター

精神科

三重県津市城山1-12-1

059-235-2125

社会医療法人 居仁会 総合心療センター ひなが

精神科

三重県四日市市大字日永5039番地

059-345-2356

独立行政法人国立病院機構 榊原病院

精神科

三重県津市榊原町777

059-252-0211

三重県厚生農業協同組合連合会 鈴鹿厚生病院

精神科

三重県鈴鹿市岸岡町589-2

059-382-1401

【通院】特定医療法人 北勢会 北勢病院

精神科

三重県いなべ市北勢町麻生田1525

0594-72-2611

滋賀医科大学医学部附属病院

精神科神経科

滋賀県大津市瀬田月輪町

077-548-2111

滋賀県立精神医療センター

精神科

滋賀県草津市笠山8丁目4番25号

077-567-5001

長浜赤十字病院

精神科

滋賀県長浜市宮前町14-7

0749-63-2111

公益財団法人 豊郷病院

精神科

滋賀県犬上郡豊郷町八目12番地

0749-35-3001

医療法人藤樹会 滋賀里病院

精神科

滋賀県大津市滋賀里1丁目18-41

077-522-5426

医療法人 周行会 湖南病院

精神科

滋賀県野洲市八夫2077

077-589-5155

京都府立洛南病院

精神科

京都府宇治市五ヶ庄広岡谷2

0774-32-5900

京都大学医学部附属病院

精神科神経科

京都府京都市左京区聖護院川原町54

075-751-3111

医療法人栄仁会 宇治おうばく病院

精神科

京都府宇治市五ケ庄三番割32-1

0774-32-8111

医療法人稲門会 いわくら病院

精神科

京都府京都市左京区岩倉上蔵町101

075-711-2171

京都府立医科大学附属病院

精神科・心療内科

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

独立行政法人国立病院機構 舞鶴医療センター

精神科

京都府舞鶴市字行永2410番地

0773-62-2680

大阪医科大学附属病院

精神神経科

大阪府高槻市大学町2-7

072-683-1221

社会医療法人北斗会 ほくとクリニック病院

精神科

大阪府大阪市大正区三軒家西1-18-7

06-6554-1399

関西医科大学総合医療センター

精神神経科

大阪府守口市文園町10番15号

06-6992-1001

大阪大学医学部附属病院

神経科・精神科

大阪府吹田市山田丘2番15号

06-6879-5111

関西
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特定医療法人 大阪精神医学研究所 新阿武山病院

精神科

大阪府高槻市奈佐原4丁目10番1号

072-693-1881

医療法人豊済会 小曽根病院

精神科

大阪府豊中市豊南町東2-6-4

06-6332-0135

医療法人 清心会 八尾こころのホスピタル

精神科

大阪府八尾市天王寺屋6丁目59番地

072-949-5181

大阪市立大学医学部附属病院

神経精神科

大阪府大阪市阿倍野区旭町1-5-7

06-6645-2121

公益財団法人 浅香山病院

精神科

大阪府堺市堺区今池町3丁3番16号

072-229-4882

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

大阪府枚方市宮之阪3-16-21

072-847-3261

医療法人 杏和会 阪南病院

精神科

大阪府堺市中区八田南之町277

072-278-0381

医療法人爽神堂 七山病院

精神科

大阪府泉南郡熊取町七山2丁目2番1号

072-452-1231

大阪赤十字病院

精神神経科

大阪府大阪市天王寺区筆ヶ崎町5-30

06-6774-5111

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

大阪府大阪市都島区都島本通2丁目13番22号

06-6929-1221

医療法人養心会 国分病院

精神科

大阪府柏原市旭ヶ丘4丁目672番地

072-978-6072

社会福祉法人 天心会 小阪病院

精神科

大阪府東大阪市永和2丁目7番30号

06-6722-5151

医療法人長尾会 ねや川サナトリウム

精神科

大阪府寝屋川市寝屋川公園2370-6

072-822-3561

一般財団法人成研会 結のぞみ病院

精神科

大阪府富田林市伏見堂95

0721-34-1101

近畿大学医学部附属病院

メンタルヘルス科

大阪府大阪狭山市大野東377-2

072-366-0221

医療法人丹比荘 丹比荘病院

精神科

大阪府羽曳野市野164番地の1

072-955-4468

京阪病院

精神科・神経科

大阪府守口市八雲中町3-13-17

06-6908-2019

医療法人 松柏会 榎坂病院

精神科・神経科

大阪府吹田市江坂町4-32-1

06-6384-3365

藍野花園病院

精神科

大阪府茨木市花園2-6-1

072-641-4100

神戸大学医学部附属病院

精神科神経科

兵庫県神戸市中央区楠町7丁目5-2

078-382-5111

医療法人社団 魚橋会 魚橋病院

精神･神経科

兵庫県相生市若狭野町若狭野235-26

0791-28-1395

医療法人 恵風会 高岡病院

精神科

兵庫県姫路市西今宿5-3-8

079-293-3315

公立豊岡病院

精神科

兵庫県豊岡市戸牧1094

0796-22-6111

医療法人古橋会 揖保川病院

精神科

兵庫県たつの市揖保川町半田703番地1

0791-72-3050

兵庫県立ひょうごこころの医療センター

精神科

兵庫県神戸市北区山田町上谷上字登り尾3

078-581-1013

医療法人社団東峰会 関西青少年サナトリューム

精神科

兵庫県神戸市西区岩岡町西脇838番地

078-967-1202

医療法人尚生会 湊川病院

精神科

兵庫県神戸市兵庫区湊川町3丁目13-20

078-521-1367

特定医療法人寿栄会 有馬高原病院

精神科

兵庫県神戸市北区長尾町上津4663-3

078-986-1115

医療法人千水会 赤穂仁泉病院

精神科

兵庫県赤穂市浜市408

0791-48-8087

医療法人実風会 新生病院

精神科

兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和字横尾238-475

078-919-1755

兵庫医科大学病院

精神科神経科

兵庫県西宮市武庫川町1-1

0798-45-6111

医療法人内海慈仁会 姫路北病院

精神科

兵庫県神崎郡福崎町南田原1134-2

0790-22-0770

一般財団法人 仁明会 仁明会病院

精神科

兵庫県西宮市甲山町53-20

0798-71-3001

奈良県立医科大学附属病院

精神科

奈良県橿原市四条町840番地

0744-22-3051

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

奈良県大和郡山市小泉町2815

0743-52-3081

医療法人南風会 万葉クリニック

精神科

奈良県橿原市五井町247

0744-26-2884

一般財団法人 信貴山病院 ハートランドしぎさん

精神科

奈良県生駒郡三郷町勢野北4丁目13番1号

0745-72-5006

医療法人鴻池会 秋津鴻池病院

精神科

奈良県御所市池之内1064

0745-63-0601

和歌山県立医科大学附属病院

神経精神科

和歌山県和歌山市紀三井寺811番地1

073-447-2300

和歌山県立こころの医療センター

精神科

和歌山県有田郡有田川町庄31

0737-52-3221

紀南こころの医療センター

精神神経科

和歌山県田辺市たきない町25-1

0739-22-2080

鳥取大学医学部附属病院

精神科

鳥取県米子市西町36番地1

0859-33-1111

独立行政法人 国立病院機構 鳥取医療センター

精神科

鳥取県鳥取市三津876

0857-59-1111

社会医療法人明和会医療福祉センター 渡辺病院

精神科

鳥取県鳥取市東町3丁目307番地

0857-24-1151

島根大学医学部附属病院

精神科神経科

島根県出雲市塩冶町89-1

0853-23-2111

島根県立こころの医療センター

精神科

島根県出雲市下古志町1574-4

0853-30-0556

社会医療法人 清和会 西川病院

精神科

島根県浜田市港町293番地2

0855-22-2390

【通院】こころの診療所 細田クリニック

精神科

島根県松江市田和山町112

0852-24-3200

特定医療法人恵和会 石東病院

精神科

島根県大田市大田町大田イ860-3

0854-82-1035

松江青葉病院

精神科

島根県松江市上乃木5-1-8

0852-21-3565

公益財団法人 仁和会 ももの里病院

精神科

岡山県笠岡市園井2263番地

0865-62-5321

地方独立行政法人 岡山県精神科医療センター

精神科

岡山県岡山市北区鹿田本町3-16

086-225-3821

岡山大学病院

精神科神経科

岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

086-223-7151

こころの医療 たいようの丘ホスピタル

精神科

岡山県高梁市落合町阿部2200

0866-22-2217

一般財団法人江原積善会 積善病院

精神科

岡山県津山市一方140

0868-22-3166

公益財団法人慈圭会 慈圭病院

精神科

岡山県岡山市南区浦安本町100-2

086-262-1191

浅羽医学研究所附属岡南病院

精神科

岡山県玉野市田井2丁目4584

0863-32-1122

社会医療法人 高見徳風会 希望ヶ丘ホスピタル

神経精神科

岡山県津山市田町115

0868-22-3158

中国・四国
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林道倫精神科神経科病院

精神科

岡山県岡山市中区浜472

086-272-8811

一般財団法人 河田病院

精神科

岡山県岡山市北区富町2丁目15番21号

086-252-1231

【通院】東古松サンクト診療所

精神科

岡山県岡山市北区東古松4-9-24

086-225-7766

特定医療法人 万成病院

精神科・心療内科

岡山県岡山市北区谷万成1-6-5

086-252-2261

独立行政法人 国立病院機構 賀茂精神医療センター

精神科

広島県東広島市黒瀬町南方92番地

0823-82-3000

国立病院機構 呉医療センター

精神科

広島県呉市青山町3-1

0823-22-3111

医療法人社団広島厚生会 広島厚生病院

神経内科

広島県広島市南区仁保新町1丁目5-13

082-286-6111

JA広島厚生連 吉田総合病院

精神神経科

広島県安芸高田市吉田町吉田3666

0826-42-0636

医療法人社団更生会 草津病院

精神科

広島県広島市西区草津梅が台10番1号

082-277-1001

社会福祉法人 広島厚生事業協会 府中みくまり病院

精神科

広島県安芸郡府中町みくまり三丁目1番11号

082-281-2281

医療法人社団 和風会 広島第一病院

精神科

広島県広島市東区戸坂南2丁目9番15号

082-229-0211

特定医療法人 仁康会 小泉病院

精神科・神経科

広島県三原市小泉町4245番地

0848-66-3355

医療法人 大慈会 三原病院

精神科

広島県三原市中之町6丁目31-1

0848-63-8877

医療法人 社団緑誠会 光の丘病院

精神科

広島県福山市駅家町向永谷302

084-976-1415

医療法人緑風会 ほうゆう病院

精神科

広島県呉市阿賀北1丁目14番15号

0823-72-2111

山口大学医学部附属病院

精神科神経科

山口県宇部市南小串1-1-1

0836-22-2111

山口県立こころの医療センター

精神科

山口県宇部市大字東岐波4004番の2

0836-58-2370

社団医療法人 山陽会 長門一ノ宮病院

精神科

山口県下関市形山みどり町17番35号

083-256-2011

医療法人 水の木会 下関病院

精神科

山口県下関市富任町6-18-18

083-258-0338

【通院】下関病院附属地域診療クリニック

精神科

山口県下関市梶栗町4丁目2番34号

083-262-0832

医療法人光の会 重本病院

精神科

山口県下関市豊浦町大字黒井97番地50

083-772-0014

徳島大学病院

精神科神経科

徳島県徳島市蔵本町2-50-1

088-631-3111

徳島県立中央病院

精神科

徳島県徳島市蔵本町1丁目10-3

088-631-7151

医療法人 睦み会 城西病院

精神科

徳島県徳島市南矢三町3-11-23

088-631-0181

社会医療法人 あいざと会 藍里病院

精神科

徳島県板野郡上板町佐藤塚字東288番地3

088-694-5151

医療法人 第一病院

精神科

徳島県徳島市新浜本町一丁目7番10号

088-663-1122

医療法人 冨田病院

精神科

徳島県海部郡美波町西河内字月輪129の4番地

0884-77-0368

医療法人社団 玉藻会 馬場病院

精神科

香川県高松市郷東町580

087-881-4375

医療法人社団 三愛会 三船病院

精神科

香川県丸亀市柞原町366

0877-23-2341

香川大学医学部附属病院

精神科神経科

香川県木田郡三木町池戸1750-1

087-898-5111

医療法人社団三和会 しおかぜ病院

精神科

香川県仲多度郡多度津町堀江4丁目3番19号

0877-33-2545

社会医療法人財団大樹会総合病院 回生病院

メンタルヘルス科

香川県坂出市室町3丁目5番28号

0877-46-1011

医療法人社団光風会 三光病院

精神科

香川県高松市牟礼町原883-1

087-845-3301

こころの医療センター 五色台

精神科

香川県坂出市加茂町963番地

0877-48-2700

愛媛大学医学部附属病院

精神科

愛媛県東温市志津川

089-964-5111

一般財団法人創精会 松山記念病院

精神科

愛媛県松山市美沢1丁目10番38号

089-925-3211

公益財団法人正光会 宇和島病院

精神科

愛媛県宇和島市柿原1280番地

0895-22-5622

医療法人社団隣善会 西条道前病院

精神科

愛媛県西条市飯岡地蔵原3290-1

0897-56-2247

医療法人十全会 十全ユリノキ病院

精神科

愛媛県新居浜市角野新田町1丁目1番28号

0897-41-2222

医療法人佑心會 堀江病院

精神科

愛媛県松山市福角町甲1582番地

089-978-0783

公益財団法人正光会 今治病院

精神科

愛媛県今治市高市甲786番地13

0898-48-2560

一般社団法人 八幡浜医師会立 双岩病院

精神科

愛媛県八幡浜市若山4-160-1

0894-22-4355

松風病院

精神科

愛媛県四国中央市土居町入野970番地

0896-74-2001

公立学校共済組合 四国中央病院

精神科・心療内科

愛媛県四国中央市川之江町2233番地

0896-58-3515

高知大学医学部附属病院

精神科

高知県南国市岡豊町小蓮

088-866-5811

医療法人須藤会 土佐病院

精神科

高知県高知市新本町2-10-24

088-822-3357

医療法人武田会 高知鏡川病院

精神科

高知県高知市城山町270番地

088-833-4328

高知県立あき総合病院

精神科

高知県安芸市宝永町3番33号

0887-34-3111

医療法人一条会 渡川病院

精神科

高知県四万十市具同2278-1

0880-37-2220

社会医療法人近森会 近森病院

総合心療センター

高知県高知市大川筋1-1-16

088-822-5231

産業医科大学病院

神経・精神科

福岡県北九州市八幡西区医生ヶ丘1-1

093-603-1611

九州大学病院

精神科神経科

福岡県福岡市東区馬出3丁目1-1

092-642-5627

久留米大学病院

精神科

福岡県久留米市旭町67番地

0942-35-7610

福岡大学病院

精神神経科

福岡県福岡市城南区七隈7丁目45番1号

092-801-1011

福岡県立精神医療センター太宰府病院

精神科

福岡県太宰府市五条3丁目8-1

092-922-3137

特定医療法人 豊司会 新門司病院

精神科

福岡県北九州市門司区大字猿喰615番地

093-481-1368

社会医療法人 聖ルチア会 聖ルチア病院

精神科

福岡県久留米市津福本町1012

0942-33-1581

医療法人財団つばさ 行橋厚生病院

精神科

福岡県行橋市大字大野井640番地

0930-23-1230

医療法人優なぎ会 雁の巣病院

精神科

福岡県福岡市東区雁の巣1丁目26番1号

092-606-2861

九州・沖縄
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特定医療法人天臣会 松尾病院

精神科

福岡県北九州市小倉南区葛原高松1丁目2-30

093-471-7721

のぞえ総合心療病院

精神科

福岡県久留米市藤山町1730

0942-22-5311

八幡厚生病院

精神科

福岡県北九州市八幡西区里中3丁目12番12号

093-691-3344

医療法人恵愛会 福間病院

精神科

福岡県福津市花見が浜1丁目5-1

0940-42-0145

医療法人社団豊永会 飯塚記念病院

精神科

福岡県飯塚市鶴三緒1452−2

0948-22-2316

医療法人社団翠会 行橋記念病院

精神科

福岡県行橋市北泉3丁目11-1

0930-25-2000

医療法人 成晴会 堤病院

精神科

福岡県遠賀郡岡垣町鍋田2-1-1

093-282-1234

医療法人緑心会 福岡保養院

精神科

福岡県福岡市南区高木1丁目17-5

092-431-3031

独立行政法人国立病院機構 小倉医療センター

精神科

福岡県北九州市小倉南区春ヶ丘10番1号

093-921-8881

医療法人清陵会 南ヶ丘病院

精神科

福岡県北九州市小倉北区今町3丁目13番1号

093-571-6081

医療法人社団 うら梅の郷会 朝倉記念病院

精神科

福岡県朝倉郡筑前町大久保500

0946-22-1011

医療法人泯江堂 油山病院

精神科

福岡県福岡市早良区野芥5-6-37

092-871-2261

医療法人社団筑水会 筑水会病院

精神科・神経科・心療内科 福岡県八女市吉田1191番地

0943-23-5131

独立行政法人国立病院機構 肥前精神医療センター

精神科

佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津160

0952-52-3231

医療法人財団友朋会 嬉野温泉病院

精神科

佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙1919

0954-43-0157

虹と海のホスピタル

精神科

佐賀県唐津市原842-1

0955-77-0711

長崎県精神医療センター

精神科

長崎県大村市西部町1575-2

0957-53-3103

長崎大学病院

精神科神経科

長崎県長崎市坂本1丁目7番1号

095-819-7200

医療法人清潮会 三和中央病院

精神科

長崎県長崎市布巻町165番地1

095-898-7511

【通院】医療法人清潮会 さんクリニック

精神科

長崎県長崎市新地町8-16 ミナトパークビル4階

095-895-8160

医療法人見松会 あきやま病院

精神科

長崎県諫早市目代町737-1

0957-22-2370

医療法人厚生会 道ノ尾病院

精神科

長崎県長崎市虹が丘町1-1

095-856-1111

国立病院機構 長崎医療センター

精神科

長崎県大村市久原2-1001-1

0957-52-3121

真珠園療養所

精神科

長崎県西海市西彼町八木原郷3453-1

0959-28-0038

医療法人友愛会 田川療養所

精神科

長崎県長崎市錦2丁目1番1号

095-845-2188

【通院】心療内科 新クリニック

精神科・心療内科

長崎県長崎市住吉町2-26 2Ｆ

095-848-7867

国立病院機構 菊池病院

精神科

熊本県合志市福原208

096-248-2111

特定医療法人 佐藤会 弓削病院

精神科

熊本県熊本市北区弓削五丁目12番25号

096-338-3838

医療法人 山田会 八代更生病院

精神科

熊本県八代市古城町1705

0965-33-4205

熊本大学医学部附属病院

神経精神科

熊本県熊本市本荘1丁目1番1号

096-344-2111

健生会 明生病院

精神科

熊本県熊本市北区大窪2丁目6-20

096-324-5211

社会医療法人芳和会 菊陽病院

精神科

熊本県菊池郡菊陽町大字原水5587

096-232-3171

特定医療法人富尾会 桜が丘病院

精神科

熊本県熊本市西区池田3丁目44-1

096-352-6264

熊本県立こころの医療センター

精神科

熊本県熊本市南区富合町平原391番地

096-357-2151

くまもと青明病院

精神科

熊本県熊本市中央区渡鹿5丁目1番地37号

096-366-2291

社会医療法人ましき会 益城病院

精神科・心療内科

熊本県上益城郡益城町惣領1530

096-286-3611

医療法人精翠会 吉田病院

精神科・神経科

熊本県人吉市下城本町1501

0966-22-4051

大分大学医学部附属病院

精神科

大分県由布市挟間町医大ヶ丘1-1

097-549-4411

独立行政法人国立病院機構 別府医療センター

精神科

大分県別府市大字内竈1473

0977-67-1111

医療法人善慈会 大分丘の上病院

精神科

大分県大分市大字竹中1403

097-597-3660

医療法人 至誠会 帆秋病院

精神科

大分県大分市大字大分4772-2

097-543-2366

山本病院

精神科・心療内科

大分県別府市光町14番3号

0977-22-0131

医療法人如月会 若草病院

精神科

宮崎県宮崎市宮田町7-37

0985-28-2801

県立宮崎病院 精神医療センター

精神科

宮崎県宮崎市北高松町5番30号

0985-24-4181

社会医療法人同心会 古賀総合病院

精神科

宮崎県宮崎市池内町数太木1749-1

0985-39-8888

宮崎大学医学部附属病院

精神科

宮崎県宮崎市清武町木原5200

0985-85-1510

医療法人慈光会 宮崎若久病院

精神科

宮崎県宮崎市福島町寺山3147番地

0985-51-1548

医療法人向洋会 協和病院

精神科

宮崎県日向市大字財光寺1194-3

0982-54-2806

医療法人一誠会 都城新生病院

精神科

宮崎県都城市志比田町3782

0986-22-0280

医療法人真愛会 髙宮病院

精神科

宮崎県宮崎市吉村町大町甲1931番地

0985-24-5678

医療法人同仁会 谷口病院

精神科

宮崎県日南市大字風田3861番地

0987-23-1331

一般財団法人 弘潤会 野崎病院

精神科

宮崎県宮崎市大字恒久5567番地

0985-51-3111

医療法人 浩然会 内村病院

精神科・心療内科

宮崎県小林市水流迫852番地1

0984-23-2575

医療法人 望洋会 鮫島病院

精神科・心療内科

宮崎県日向市塩見14168

0982-54-6801

鹿児島県立姶良病院

精神科

鹿児島県姶良郡姶良町平松6067

0995-65-3138

公益財団法人 慈愛会 谷山病院

精神科

鹿児島県鹿児島市小原町8番1号

099-269-4111

鹿児島大学病院

神経科精神科

鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘8丁目35番1号

099-275-5111

社会医療法人 慈生会 ウエルフェア九州病院

精神科

鹿児島県枕崎市白沢北町191

0993-72-0055

医療法人慈和会 大口病院

精神科

鹿児島県伊佐市大口大田68

0995-22-0336
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公益社団法人いちょうの樹 メンタルホスピタル鹿屋

精神科

鹿児島県鹿屋市田崎町1043-1

0994-42-3155

医療法人公盡会 出水病院

精神科

鹿児島県出水市麓町29-1

0996-62-0419

医療法人有隣会 伊敷病院

精神科

鹿児島県鹿児島市下伊敷2丁目4番15号

099-220-4645

医療法人静和会 ファミリーHP薩摩

精神科

鹿児島県薩摩川内市水引町3247-1

0996-26-2211

特定医療法人 共助会 三州病院

精神科

鹿児島県鹿児島市犬迫町7783番地1

099-238-0075

こだま病院

精神科

鹿児島県南九州市川辺町田部田3525

0993-56-4111

医療法人仁心会 松下病院

精神科

鹿児島県霧島市隼人町真孝998番地

0995-42-2121

メンタルホスピタル鹿児島

精神科・心療内科

鹿児島県鹿児島市永吉1丁目11-1

099-256-4567

医療法人樟南会 中郷病院

精神科・心療内科

鹿児島県薩摩川内市中郷1丁目1番7号

0996-23-6733

独立行政法人国立病院機構 琉球病院

精神科

沖縄県国頭郡金武町字金武7958-1

098-968-2133

沖縄県立精和病院

精神科

沖縄県島尻郡南風原町字新川260番地

098-889-1390

医療法人 天仁会 天久台病院

精神科

沖縄県那覇市天久1123番地

098-868-2101

【通院】医療法人卯の会 新垣病院

精神科

沖縄県沖縄市安慶田4丁目10番3号

098-933-2756

医療法人社団志誠会 平和病院

精神科

沖縄県うるま市字上江洲665番地

098-973-2000

琉球大学医学部附属病院

精神科神経科

沖縄県中頭郡西原町字上原207番地

098-895-3331

沖縄県立宮古病院

精神科

沖縄県宮古島市平良字下里427-1

0980-72-3151

医療法人社団 輔仁会 田崎病院

精神科

沖縄県那覇市字松川319番地

098-885-2375

【通院】医療法人 へいあん 平安病院

精神科

沖縄県浦添市経塚346番地

098-877-6467

【通院】医療法人フェニックス 博愛病院

精神科

沖縄県島尻郡南風原町字新川485番地の1

098-889-4830

【通院】医療法人陽和会 南山病院

精神科

沖縄県糸満市字賀数406番地の1

098-994-3660

【通院】医療法人 博寿会 もとぶ記念病院

精神科

沖縄県国頭郡本部町字石川972

0980-51-7000

【通院】医療法人一灯の会 沖縄中央病院

精神科・心療内科

沖縄県沖縄市知花五丁目26番1号

098-938-3188

【通院】医療法人 タピック 宮里病院

精神科

沖縄県名護市宇茂佐1763-2

0980-53-7771
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