
浜松赤十字病院の 

患者図書室活動 

 

平成22年度医療安全管理シンポジウム                     
（市民の医療参加） 

             ２０１０年１０月１３日 

 

       浜松赤十字病院図書室 

                飯田育子 

 



医療安全全国共同行動 

   目標８ からだと病気を知るために・患者図書室の設立 

 

     医療者と患者さんの医学・医療情報の差 

                ↓ 

      患者さんの情報へのアクセスを保障 

      患者さんの理解をサポート 

      医療者とのコミュニケーションを促進 

                ↓ 

           患者図書室の設立 

                ↓ 

医療の質及び安全の向上に貢献することが推奨されている 
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患者図書室とは 

 患者さんが 

・自分のからだや病気についての正しい知識を身 

  につけるためのお手伝い 

・医療者の説明を理解するためのおてつだい 

・自分の治療法方を決めるためのおてつだい 

    するための場所です 
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病院と図書室の概要 

・ 病床数  312床   職員  約400名  

 

・ 現  在  2階の外来近く、レストランの向かい側 

   の   医学図書室に患者図書室を併設 

 図書室  患者図書室 40㎡（図書室全体124.81㎡） 
        職員１名(司書、 

               ヘルスサイエンス情報専門員 上級） 
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患者図書室開設のきっかけ 

・ 1995年、司書が入院生活の中で患者図書室の必要
性を痛感 

・ 退院後「患者図書室開設プロジェクトチーム」を提案 

・ 開設の目的、ガイドライン、場所、時間、資料、備品、
感染対策などを検討 

・ 1999年3月活動開始 
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当院患者図書室開設の目的 

・ 患者さんとご家族の健康情報入手をサ
ポートすることにより、治療への理解を深
め医療スタッフとのコミュニケーションに役
立ててもらう 

・ 心が癒される資料（図書やCD）を提供する
ことで、ストレスを抱えている患者さんの療
養環境を快適にする 
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活動の概要 

・場   所  旧病院  

         ２階の外来近くにある多目的室（約35㎡） 
・開 室 日  週1回程度 午後２時から４時まで 

・対   象  入院患者さんとご家族 

・予   算  ５０万円 

        ブックトラック 2台、健康図書100冊  

        健康雑誌1誌、ヒーリングのCD 17枚 

        ＊ 一般図書は寄贈 

・感染対策 抗菌コート、手指消毒剤  

・サービス  閲覧、貸出、音楽CDの室内鑑賞と貸出   

             → 2007年9月２６日まで（8年６ｶ月） 
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 旧病院の患者図書室（1999年3月26日～2007年9月26日） 
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ブックトラック2台で資料を運ぶ 
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利用しやすいように窓際に展示 
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写真集や絵の本 
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病院の新築移転と新図書室 

・ 病院の老朽化、狭隘により新築移転 

・ 2007年１１月１日、旧浜北市（合併により現
浜松市）に移る 

・ 今までの活動を踏まえて、医学図書室の一
部を12月から患者図書室として公開 

            →  2009年6月18日まで 

・ 閲覧机2台、椅子9脚、インターネット接続パ
ソコン3台、パンフレットスタンド1台 

・ パンフレット100種  
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 新図書室・活動の概要 

 （2007年12月から） 
・開 室 日  月曜日～金曜日 

・開室時間    9時30分～12時  14時～16時 

                       （水曜日は午前のみ） 
・利用対象     入院・外来患者さん、ご家族、 

            お付き添いの方、お見舞いの方 

・貸   出   入院患者さんのみ、一般図書2冊 

・複   写   提供しない 

 

 （2008年1月から） 
・パソコン    インターネット検索 （医学・医療情報のみ）       
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2007年新築移転 
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新病院の患者図書室（2007年12月3日～2009年6月18日） 
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パンフレット 
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患者さん用パソコン 
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患者図書室のリニューアル 

・ 患者さんに提供する新しい健康図書、医学書が
不足していた  

・ 2008年、NPO法人「医療の質に関する研究会」
の「患者図書室プロジェクト─みんなの医療情報
AからZまで─」の全国公募に応募 

・ 2008年度寄附対象施設（10施設）に選ばれる 

         → 患者さん用家具や図書の寄贈 

・ 2009年6月29日にリニューアルオープン 
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患者図書室 

─みんなの医療情報AからZまで─ 

（リニューアルの概要） 

・ 木製の書架・閲覧机・椅子・キャレルディスク 

  ソファーセットの寄贈 

・ 約700冊の健康図書・医学書の寄贈 

・ パンフレットを150種類に増やす   

・ 利用時間を、9時～16時とする 

・ 開室時間中は、入口をオープンにしておく 

・ 利用対象を、地域の方々に広げる 
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閲覧机と椅子 
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木製書架と図書 
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パソコンコーナーとソファーコーナー 
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パンフレットスタンド 
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提供資料 

  1999.3    2007.12     2009.6 

  健康図書 

  医  学  書 
    100冊      395冊  約1,000冊 

  健康雑誌       1誌     1誌    2誌 

  ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ      数種類    約100種類   約150種類 

 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ  司書が代行検索    可    可 

     備 考 
    旧病院 

    開設時 

  新病院の 

  患者図書室 

 リニューアル 

 後 
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サービス  

1999.3 2007.12 2009.6～現在 

利用対象 入院患者と家族 

入院・外来患者、   

家族、付き添い・ 
お見舞いの方 

入院・外来患者、
家族、付き添い・
お見舞いの方、 

 地域の方 

 休室日 

 時 間 

 

週1回開室 

14時～16時 

土日、祝日 

9時30分～12時
14時～16時 

（水曜日は午前 

 中のみ） 

土日、祝日 

9時～16時 

資料閲覧 
 患者図書室資  

 料が中心 

 医学図書室資料 

 も利用可能 

 医学図書室資料 

 も利用可能 
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利用状況 

2006.4～ 

   2007.3 

2008.4～  

    2009.3 

2009.7～  

  2010.6 

開  室  日 33日 236日 245日 

利用者数 
299名 

（1日9名） 

3,307名 

（1日14名） 

5,737名 

（1日23名） 

健康図書 ・ 

医学書の利用 
142冊 ─ 1,087冊 

パソコンの利用 ─ 458名 683名 

備  考 
旧病院 週1

回程度開室 
新病院の患
者図書室 

リニューア
ル後 
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今後に向けて 

 ・スタッフと協働して患者図書室を活用 

   病棟や外来からの紹介 

  各種チーム医療での活用を検討 

 ・医学図書室の司書が対応する患者図書室 

  医学データベースの検索サービス等にも対応 
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まとめ 

・ どんな形でも、患者図書室の活動はスタートできる 

 多目的室の利用、外来コーナー、患者さん相談室等 

 の利用、改築・新築の際に設置、など 

・医療の質・安全学会のホームページを参考に 

 「患者図書室の設立と運営指針」 

 「からだと病気を知るために─患者図書室の設立に向
けて」 

                 （行動目標 8 支援チーム作成） 

 

患者さんに医学･医療情報の提供を 
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ご清聴ありがとうございました 
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