
交 通 の ご 案 内

外来診療のご案内

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
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●

当センターデイケア ハローワーク草津

デイケアとハローワーク草津とが連携し、就労支援を行います。
◆デイケアプログラムにハローワーク草津の職員が入り、就労に向けたプロ
グラムを展開していきます。
◆対象者には、職業相談、職業ガイダンス等の就労支援サービスへの導入を
行います。
◆就労後は、職場定着支援等のフォローアップ支援を実施します。

開 催 日 時：月曜日・水曜日　12時30分～15時30分
内　　　容：月曜日　発達障害専門プログラム（※）
　　　　　　水曜日　自主活動／ミニプログラム
場　　　所：当センター内デイケア室・集団療法室

対象となる方：
・発達障害の診断がついている方
・病状（二次障害）の影響を受けることなく、
　３時間の集団でのプログラムに入れる方
・継続的にプログラムに参加できる方
・おおむね16歳から39歳までの方

※「発達障害専門プログラム」は 20回シリーズで実施しており、次回のスタートは 10月となります。
　詳しくはお問い合わせください。

発達障害専門デイケアの開催曜日を変更しましたお知らせ

問い合わせ先：デイケア係　TEL：077-567-5011（直通）

滋賀県立滋賀県立

精神医療センターたより精神医療センターたより
第27号　平成30年７月発行

●ハローワークとデイケアとの連携事業を始めました
●発達障害専門デイケアの開催曜日を変更しました
●「看護の日」の取り組みについて
●「精神保健福祉士」・「作業療法士」の免許資格を有する方々へ 
●新規採用職員の紹介
●医療観察法病棟入院対象者の状況
●アクセス・受診案内

　今年度から、精神障害者の就労および職場定着の促進を行うため
の就労支援モデル事業を、当センターデイケアで始めました。この
モデル事業の実施は滋賀県内で初めての試みです。

予約専用ダイヤルにて
予約をお取りください。



「看護の日」の取り組みについて「看護の日」の取り組みについて 〜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

地域生活支援部　（２名）
★はじめまして、上林と申します。以前はスクール
カウンセラーや精神科デイケアのスタッフをして
おりました。まだまだ不慣れではありますが、皆
様の希望につながるような心理検査・面接を目指
して、がんばりたいと思います。よろしくお願い
します。（心理士　上林）

★患者様やご家族の思いを汲み取り、最善のリハビ
リテーションを提供できるよう、日々邁進いたし
ます。地域生活支援部にいますので、気軽にお声
掛けください。（作業療法士　桃井）

看護部（２名）
★新採用者研修を受けて、滋賀県職員となったこ
とを改めて実感し、身が引き締まる気持ちで
す。この初心を忘れずにこれから職務に励んで
いきたいと思います。（主任看護師　石田）

★今は、自分のやりたい看護はあんなことだな、
こんなことだなと夢を膨らませていますが、そ
の思いと裏腹に、自分はちゃんと看護ができる
のかなと不安な気持ちもあります。しかし、で
きることを一つ一つ積み重ねて頑張っていこう
と思っています。（看護師　大越）

性　　　　別：男性16名、女性５名
出 身 地：滋賀県８名、大阪府７名、兵庫県３名、和歌山県１名、福井県２名
年　　　　齢：20歳代１名、30歳代７名、40歳代10名、50歳代３名
疾　　　　病：統合失調症、統合失調型障害および妄想性障害19名、
　　　　　　　気分（感情）障害１名、心理的発達の障害１名

治療ステージ：急性期４名、回復期９名、社会復帰期８名

～医療観察法病棟入院対象者の状況～ 平成30年６月１日現在

　当センターでは、5月７日に「看護の日」のイベ
ントとして外来ホールで、身体のこと等に関する
○×クイズ、腰痛予防体操、ギター演奏、デイケア
メンバーによる合唱などを行いました。入院や通院
されている患者さん、近隣の施設利用者さん等が来
られ、一緒に歌ったり、クイズや体操などに参加さ
れ、楽しいひとときを過ごしていただきました。
　また、患者さんや、デイケア通所中の皆さんの作
品展示を行いました。5月12日の昼食は、メッセー
ジカードを添えた「看護の日」特別食を提供させて
いただき、皆さんに看護のこころをお伝えできました。

　近代看護を築いたフローレンス・ナイチンゲールの誕生日にちなみ、5月12日は
「看護の日」に定められ、この日を含む1週間は「看護週間」とされています。

　滋賀県立精神医療センターでは、「精神保健福祉士」・「作業療法士」の免許
資格を有する育児休業代替職員等を募集しています。応募していただくには、
あらかじめ登録が必要です。詳しくは下記の問い合せ先にご連絡ください。

※登録後に採用試験を実施します。

「精神保健福祉士」・「作業療法士」の
免許資格を有する方へ

問い合わせ先：登録について　滋賀県病院事業庁　　　　　TEL：077-582-5106
　　　　　　　実務について　滋賀県立精神医療センター　TEL：077-567-5001

ぜひ、ご登録

ください!!
育児休業法および条例に基づき職員が育児休業
を取得した場合に、当該職員の育児休業期間（３
年未満）に限り、勤務していただく職員のこと。

育児休業代替職員

急募

※滋賀県病院事業庁では、精神保健福祉士、作業療法士等の免許資格を有する方を対象に「育児休業代替職員」等として
勤務する任期付職員の採用候補者の登録制度を実施しています。

　医療観察法病棟は、精神障害のために善悪の区別がつかないなど、刑事責任を問えない状
態で重大な他害行為を行った人について、精神科の専門的な医療の提供や、社会復帰を継続
的に支援・促進することを目的としています。
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月 火 水 木 金

精神科外来
濱川
柴原 (午前 )

辻本
千貫

大井
松村

柴﨑
大門
松村

野口

中・高生こころの
専門外来

大門
野口
稲垣

稲垣

アルコール専門
外来

柴﨑
千貫

大井
濱川

内科外来 松崎 松崎 ( 午後休診
の場合あり )

松崎 松崎 松崎

※ 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。
※ 3…稲垣医師の新規患者の受付は終了しました。


