
交 通 の ご 案 内

外来診療のご案内

ホームページ （https://www.pref.shiga.lg.jp/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
滋賀県立精神医療センター Tel：077(567)5001/Fax：077(567)5033

 JR瀬田駅から
1.バス（滋賀医大方面行き）
　◆「大学病院」下車 徒歩10分
　◆「歯科技工士専門校」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）
　「県立総合福祉センター」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

予約専用ダイヤル： 077-567-5023 でお受けしています
受 付 時 間：平日の９時から16 時まで
緊急時は、代表電話：077-567-5001へおかけください

予約専用ダイヤル： 077-567-5023 でお受けしています
受 付 時 間：平日の９時から16 時まで
緊急時は、代表電話：077-567-5001へおかけください

診療日：月～金曜日
休診日：土・日・祝日・年末年始

●アクセス●

滋賀県立滋賀県立

精神医療センターたより

予約専用ダイヤルにて
予約をお取りください。

第30号　令和元年７月発行

●病院長挨拶
●看護の日のイベント
●職員の募集について
●新規採用職員の紹介
●アクセス・受診案内

●病院長挨拶
●看護の日のイベント
●職員の募集について
●新規採用職員の紹介
●アクセス・受診案内

「令和」の時代にふさわしい病院運営をめざして
　当センターが平成４年に県立病院として設立されて27年となりました。
　この間、地域の医療機関や保健・福祉等の関係機関との連携のもと、思春期精神障害、アルコー
ル依存症等の精神障害や、処遇困難症例、救急医療等の高度で専門的な医療や、社会復帰までの一
貫したサービスの提供を行う、県下の精神医療の中核施設として活動してまいりました。
　平成25年に開設した医療観察法病棟では、各々専門分野の経験や情報を持った多職種のス
タッフが連携・協働することにより、処遇困難な症例や円滑な社会復帰に向け、職員一丸となって
日々対応に努めております。
　昨年には滋賀県アルコール健康障害対策推進計画に基づき、依存症治療拠点機関（アルコール
健康障害）として指定され、専門外来やリハビリテーションプログラムに取り組む等、他の病棟に
おいても多職種による連携・協働の動きが徐々に形作られつつあります。
　本年５月から年号も「令和」と改められましたが、我々を取り巻く社会環境は益々複雑になって
いくことが予想され、精神医療に携わる当センターの役割も一層重要なものになってまいりま
す。この困難な時代を乗り越えていくため、「令和」
という羅針盤が指し示す「人が美しく心を寄せ合
う中で新たな文化が生まれ育つ」という精神を
もって、各職員が専門技術を持ち寄り、切磋琢磨し
ながら一丸となって県民のこころの健康づくりに
取り組んでいきたいと思います。

病院長
　　大井　健



看護の日のイベント看護の日のイベント 〜新しい風〜　新規採用職員の紹介〜新しい風〜　新規採用職員の紹介

　「看護の日」は、“看護の心を、みんなの心に”をスローガンに、5月13日（月）～5月17日（金）を看護週間とし、
13日（月）にイベントを開催しました。テーマは、「看護のこころを伝える、こころに触れる、こころが踊る」です。
　イベントのスタートは、大津市で活躍中の湖鼓ROさんによる和太鼓の演奏です。早々、迫力のある演奏に惹
きつけられました。

　今回参加型のイベントを多く取り入れました。天候がよく中庭で開催したところ、60名以上の方が参加して
くださいました。次回もご期待ください。こころを込めて皆さんをお迎えいたします。

　出演者と参加者が一緒に和太鼓を演奏する機会
が設けられました。終わった後は、ストレスがなく
なっていました。

　健康づくりキャラクターのハグ＆クミちゃんと
一緒に、パタカラ体操を行いました。嚥下機能の回
復やいびき改善にも役立ちます。皆さん、大きな声
を出して積極的に参加していました。

　当センターのデイケアの皆さんによる合唱で
す。この日のために練習していただき、皆さんのこ
ころに触れたひと時でした。

　カピオレファ滋賀スタジオのフラダンス披露で
す。独特な手の動きで表現するさまは魅力的です。
出演者と一緒に参加者も踊りましたが、美しく踊
るのは難しいですね。

臨床検査技師（パート職員）および
精神保健福祉士（嘱託職員）の募集について

　当センターでは、臨床検査技師（パート職員）および精神保健福祉士（嘱託職員）を募集
しています。応募される方は、ハローワーク経由で応募をお願いします。
　詳しくは、当センターのホームページをご覧いただくか、下記にお問い合わせください。

◎滋賀県立精神医療センター（事務局）　０７７－５６７－５００１
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看護部（５名）
★�精神科看護からしばらく離れていましたので、患者さんと
接する時に、答えを急いでしまわないか心配です。患者さ
んとの距離を考えながら、傾聴し、落ち着いて対応できる
ように頑張ります｡ � 外来　角田　理恵（右から２番目）

★�少しでも早く、先輩方のような質の高いケアが提供できる
看護師の一員になりたいです。患者さんの言葉や行動に必
ず意味があるということを念頭に、看護を実践したいと考
えています。� 第１病棟　吉田　健汰（右から３番目）

★�今まで急性期病院で働いていました。精神科は初めてな
ので、その分野で働く緊張と不安があります。その反面、
この病院でどんな看護ができるかという希望と期待もあり
ます。自分の一言一言が相手にどのように感じさせるのか
考えながら関わりたいです。�第１病棟　篠村　早紀（右端）

★�免許をもった看護師として働くのは、人生初めての経験で
あり、楽しみもある反面、不安や緊張でいっぱいです。必
要とされるケアを提供できるだろうか等悩みはあります
が、一歩一歩確実な看護をしていきたいと思っています。
� 第２病棟　田中　晴菜（左端）

★�私は以前から「優しさ」とは何かということをよく考えます。患者さんに笑顔で接し、困っているときに
欲しい言葉をくれるのもいいですが、その場限りに感じます。その場限りの優しさにならないアプロー
チができるよう力をつけていきたいです。� 第２病棟　出口　美月（左から２番目）

地域生活支援部（２名）
★�患者様やご家族の気持ちを大切にして、本人さんらしい、
より良い生活を一緒に考えていけるよう、努力してまい
ります。どうぞよろしくお願い致します。

� 精神保健福祉士　浦谷　彩加（左）
★�プログラムや心理検査を通し、患者様やご家族の方のお
役に立ちたいと思っています。そのために、自身の専門
性を活かせるように他のスタッフと連携をとり、支援にあ
たります。� 心理士　辻　和也（右）

医局（１名）
★�はじめまして。本年４月から当院の内科／神経内科に勤務させ
ていただいております。前任の松崎茂先生のあと、診療業務
を引きつがせていただいております。身体のつらいところ、ご
心配なところがございましたら、お気軽にご相談ください。よ
ろしくお願い致します。� 内科・神経内科　　浅田　朋彦
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精神科外来 濱川
柴原 (午前 )
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※ 1…精神科全般：�アルコールおよびその他依存症、中・高生の精神疾患、発達障害に関する診察、その他�
精神科疾患の診察を行っています。（認知症・てんかんの診察はしておりません。）

※２…光トポグラフィー検査については、随時受付しますのでお申し出ください。


