
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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内科外来
松崎 松崎

（午後休診の
場合あり）

松崎 松崎 松崎

診 療 日：月～金曜日
休 診 日：土・日・祝日・年末年始
※予約専用ダイヤルにて予約をお取りください。
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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

　私は長野県看護大学の感染管理の認定看護師教育課程を経て、平成27年
７月に日本看護協会の認定看護師認定審査に合格し、感染管理分野におい
て、熟練した看護技術と知識を有すると認められた「感染管理認定看護師」
となりました。
　現在は、外来看護師として看護業務を行いながら院内感染防止対策委員
会に所属し、専任で活動をしています。院内感染対策の見直し、リンクナー
ス（専門チームと病棟をつなぐ役割をする看護師）との連携、勉強会の実
施等、組織としての感染対策の強化に取り組んでいます。
　当センターは精神科単科病院であり、施設の構造上、閉鎖環境が多く、
感染が起きた場合、アウトブレイク（集団感染）するリスクが高いこと、
糖尿病やアルコール肝障害、免疫力が低い方も増えており、一般科病院と同様の感染管理対策が求め
られています。しかし、病室に手指消毒剤やエプロン等の個人防護具を設置できない等、精神科の治
療環境上での制約があります。これらのことから「感染の発生を未然に防ぐ」ことを第一に考え、職
員全体の感染防止に対する意識向上に取り組んでいます。
　今までにアウトブレイクの発生は認めておらず、今後も継続していけるよう取り組みます。
� 感染管理認定看護師　林　智也

～職員の意識向上を目指して～

精神科単科病院における感染対策



包括的暴力防止プログラム（CVPPP）トレーナー育成研修会の開催
　包括的暴力防止プログラム（CVPPP）トレーナー育成研

修とは、医療の場で起こる暴力（言語的暴力・身体的暴力・

性的暴力等）に対して、怒りや不安へのアセスメントの方法、

身体的介入技法、暴力の科学的根拠および暴力への予防的介

入方法、患者が暴力や攻撃的でない手法で対処できるよう援

助する介入方法を学ぶための研修です。

　当センターにはCVPPPインストラクターがおり、今年度

初めてこの研修会を開催しました。

　院内・院外（県外を含む）向けに参加者を募集し、６月、

12月、１月の３回実施し、39名（内、当センター12名）が

CVPPPトレーナー資格の認定を受けました。

　受講者が、情報交換を行うことで、暴力に対して改めて考

え、現場での暴力への対応に活かしていきます。

第23回関西アルコール関連問題学会
　平成28年11月26日と27日の２日間、大津市のコラボしが21、大津勤労福祉センターにおいて、第
23回関西アルコール関連問題学会滋賀大会が開催されました。
　「わたしがつなぐ支援の輪」をテーマに、各地の医療、福祉、行政関係者や自助グループメンバー、
当事者が集い、様々な依存症の問題を考える基礎講座、ギャンブルやインターネット依存がテーマの
専門講座、アルコール健康障害対策基本法を考えるシンポジウム、依存症の本質を探る記念講演、さ
らに様々なテーマの10の分科会と3つのワークショップ
が実施されました。
　当日は近畿を中心に広く全国から321名の方々の参加
があり、依存症の問題への理解を深め、共に取り組む大
きな連携の輪を作ることができました。
　皆様のご協力ありがとうございました。

CT検査装置の更新
　CT検査は、X線を使って身体の断面を撮影する検査です。体内
の様々な病巣を発見することができますが、特に気管支・肺など
の胸部、肝臓、腎臓などの腹部の病変に関しては、優れた描出能
があります。当センターでは、昨年10月に、CT検査装置を２列か
ら16列マルチスライスに更新しました。
　このCT装置は対軸方向に16列の検出器を有することで、薄いス
ライスで広範囲を短時間で撮影できます。その結果、撮影時に息を止める時間が短くなり、負担
の軽減となりました。通常の輪切り画像だけでなく、三次元画像や他の断面を容易かつ詳細に表
示でき、従来よりもはるかに有用な検査として活用可能となりました。
　当センターでは、県内医療機関からのCTおよびMRI依頼検査もお受けしています。（詳しくは、
当センターホームページをご覧ください。）

月　日 講演テーマ 市町 講師職種

９月15日 心に悩みのある人への相談ののりかた 米原市 心理士

11月22日 こころの健康について 守山市 看護師

12月６日 心に悩みのある人への相談ののりかた 日野町 看護師

12月21日 こころの健康について 草津市 精神保健福祉士

１月16日 現在のこころの健康と自殺に関する現状 彦根市 看護師

出前講座
　県では、特別な予算を伴うことなく、職員一人ひとりの創意工夫により、県民サービスの向上を目

指す「一緒にやりましょうプロジェクト」という取組みがあります。

　当センターでは、数年前から県内の各市町で開催される市民対象の「心の健康」に関するセミナー

や講演会に、「出前講座」として、講師を派遣しています。

　当センターには、医師・看護師・精神保健福祉士・臨床心理士・作業療法士・薬剤師・管理栄養士

が勤務しており、各市町のニーズに応じた職員を派遣していま

す。

　12月６日に開催された日野町での出前講座の当日は、非常に

寒い中でしたが、110名の参加者があり、皆さん熱心に聞いて

おられました。

　今後も出前講座などを通して、精神疾患を持つ方への知識と

理解を深める取組みを行います。 性　　別：男性19名、女性４名
出 身 地：滋賀県８名、大阪府４名、京都府３名、兵庫県３名、福井県３名、和歌山県２名
年　　齢：30歳代８名、40歳代９名、50歳代３名、60歳代１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２名
　　　　　心理的発達の障害３名
対象行為：�殺人１名、殺人未遂７名、放火４名、強盗１名、傷害９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４名、回復期11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29年２月１日現在
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ス（専門チームと病棟をつなぐ役割をする看護師）との連携、勉強会の実
施等、組織としての感染対策の強化に取り組んでいます。
　当センターは精神科単科病院であり、施設の構造上、閉鎖環境が多く、
感染が起きた場合、アウトブレイク（集団感染）するリスクが高いこと、
糖尿病やアルコール肝障害、免疫力が低い方も増えており、一般科病院と同様の感染管理対策が求め
られています。しかし、病室に手指消毒剤やエプロン等の個人防護具を設置できない等、精神科の治
療環境上での制約があります。これらのことから「感染の発生を未然に防ぐ」ことを第一に考え、職
員全体の感染防止に対する意識向上に取り組んでいます。
　今までにアウトブレイクの発生は認めておらず、今後も継続していけるよう取り組みます。
� 感染管理認定看護師　林　智也

～職員の意識向上を目指して～

精神科単科病院における感染対策




