
精神医療センターたより
滋賀県立交通のご案内

JR瀬田駅から
1．バス（滋賀医大方面行き）
◆大学病院前下車　徒歩10分
◆歯科技工士専門校前下車徒歩５分
2．タクシー　約15分

JR南草津駅から
1．バス（草津養護学校行き）
◆総合福祉センター前下車徒歩１分
2．タクシー　約10分

自動車
新名神高速道路
草津・田上ICから約５分

外来診療のご案内
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地域連携による紹介患者の受入について
　医療機関や関係機関から、当センターの受診を依頼する際は、地域生活支援部

地域医療連携係が受入れ窓口です。精神保健福祉士が対応します。以下の手続き

をお願いします。

　 　�代表電話（077-567-5001）へ連絡し、「受診依頼」である事をお伝えくだ

さい。（受付時間は平日の９時～17時）

　 　�担当者が受診日などの調整を行い、外来予約についての確認ファックスを

送信します。

�

　なお、上記以外の個人の方の受診希望については、予約専用ダイヤル�

（☎077-567-5023受付時間は平日の13時～16時30分）へおかけください。

　今年の６月から開設している「光トポグラフィー外来」の予約については、

予約専用ダイヤル（☎077-567-5023受付時間は平日の13時～16時30分）

へおかけください。この外来の予約については、患者さまのかかりつけ医療

機関からの予約をお受けしています。

ホームページ（http://www.pref.shiga.lg.jp/e/seishin/）でもご覧いただけます。
〒525-0072　滋賀県草津市笠山八丁目４番25号

Tel：077（567）5001 / Fax：077（567）5033滋賀県立精神医療センター

予約専用ダイヤルでお受けしています。（メール対応は不可）
予約電話受付時間：13時～16時30分（平日のみ）
予約専用ダイヤル：077－567－5023
※緊急時については、代表電話　077－567－5001で対応しています。

診察予約について



医療安全研修について～救急蘇生法の研修を実施しました～ 第23回関西アルコール関連問題学会滋賀大会開催

性　　別：男性19名、女性４名

出 身 地：滋賀県８名、京都府４名、兵庫県４名、大阪府３名、和歌山県２名、福井県２名

年　　齢：20歳代１名、30歳代５名、40歳代７名、50歳代５名、60歳代３名、70歳代２名

疾　　病：精神作用物質使用による精神および行動の障害２名

　　　　　統合失調症、統合失調型障害および妄想性障害16名、気分（感情）障害３名

　　　　　成人のパーソナリティおよび行動の障害１名、心理的発達の障害１名

対象行為：�殺人２名、殺人未遂７名、放火２名、強盗１名、傷害10名、強制わいせつ１名、

　　　　　強制わいせつ未遂１名（強盗と傷害の重複が１名）

治療ステージ：急性期５名、回復期７名、社会復帰期11名

　医療安全研修は、全職員を対象に毎年行っています。医師、看護師以外の職員（事

務職員や薬剤師、検査技師、放射線技師、精神保健福祉士、心理士、作業療法士、栄

養士等）は、対応できる内容の「救急蘇生」の研修を受講しています。

　今回は７月に、「病院内で患者さんが倒れていた場合、どうするか」を課題とし、倒

れている患者さんを発見した時の「院内緊急コールの方法」、「ストレッチャーでの搬

送の方法」、「患者さんの名前を確認する」など、患者さんの救命に役立つ訓練を行い

ました。

　１病棟では、退院への取り組みとして退院支援プログラム「なないろ」を定期的に

開催し、病気や生活についての勉強会、患者さん同士の話合いなどを行っています。

また、気分転換や退院へ意欲が向上するよう、季節に応じたお楽しみ企画も開催して

います。

　今回、猛暑が続く８月に、あらかじめ、患者さんとともに話合い、決めた内容で納

涼会を開催しました。「琵琶湖就航の歌」をBGMにして、うちわ作りを行った後、ス

イカを食べながら涼をとり、メッセージカードを作成しました。カードには、納涼会

の感想や退院への思いなどが綴られていました。また、有志の患者さんが余興を披露

し会場を盛り上げ、喝采を受けました。

　「関西アルコール関連問題学会」では、アルコール関連問題に取り組む医

師をはじめとする医療スタッフや各関係機関の様々な職種が一堂に会し、相

互に研究や交流を行うため、毎年この時期に輪番で大会を開催しています。

　今年度は滋賀県での開催となり、アルコール依存症の治療を行っている当

センターが大会実行委員会事務局を担当することとなりました。

　今年度は、各人が主体となって支援の輪を強く結んでいこうという思いか

ら、大会テーマ『わたしが（滋賀）つなぐ支援の輪』を掲げています。

　皆さまのご参加を心からお待ちしています。

期日：平成28年11月26日（土）・27日（日）
会場：コラボしが21・大津市勤労福祉センター

� ※詳細は当センターホームページの「注目情報」をご覧ください

　７月の３連休を利用して、外来ロビーのカーペットを全面リニューアルしました。

　ブルーを基調にさわやかな感じに仕上っています。今回、MRとCT検査室および売店への順

路を濃紺のラインにしています。

　これは、「場所が分かりづらい」という患者さんの声、「説

明しづらい」という職員の声から生まれました。これからは、

「この線をたどっていくと…」と患者さんに分かりやすくご

案内することができます。シンプルで、どなたにも分かりや

すい目印になったと思いますが、いかがでしょうか？

外来ロビーが明るくなりました

～医療観察法病棟入院対象者の状況～ 平成28年９月１日現在

退院支援プログラム� について～納涼会を開催しました～「なないろ」
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