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基本理念 

 

人道と博愛の赤十字精神に基
づき、住民に信頼される地域
中核病院を目指します。 
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浜松赤十字病院 

ボランティア活動について 

     病院ボランティアとは 

  ボランティアの方の無償の善意で
「できる時間」に「でき  ることを」患者さ
んのために行なう活動であり、病院職
員の手助けのためではありません。 
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・病院ボランティアとしての活動上  

      大切なこと 

 
   ・心身ともに健康であること 

  ・守秘義務 

  ・患者さん中心であること 

  ・役割認識 

  ・服装 

  ・約束を守る 
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ボランティア活動は、長続きしてこそ
意義があります。そのためには家族
の理解を得て、ボランティア活動を
自分の生活の中にしっかり位置づ
ける ことが必要です。都合が悪くな
った場合はその旨を速やかに連絡
するなど、活動がスムーズにまわる
ようお互いに協力します。 
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ボランティア受け入れ 

・履歴書、健康診断書 

・面接 

・オリエンテーション 

・接遇、個人情報に関するレクチャー 

・車椅子研修 

・院内接遇研修参加 

ボランティアコーディネーターが関わる 
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ボランティア会員の内訳 

・個人会員サークル 陽だまり 

・浜北赤十字奉仕団 

・生け花サークル 

・年金受給者協会浜北支部女性部 

・絵本読み聞かせボランティア 
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増加の要因 

・ 新しい病院である 

・ ボランティア室が外来者にも分かる位
置にある 

・ 病院行事に共に参加できる 

  （病院機能評価・新年会・納涼祭・赤十
字デー・いきいき健康塾等） 

・ 地域に赤十字ボランティアがある 
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・ 赤十字独自の地域講習会がある 

  （健康生活支援・幼児安全・ 
     災害時支援・救急法等） 
・ ホームページのリニューアル 

・ ボランティア募集のポスター掲示 

・ 口コミ、友人知人へのチラシ配布 
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エントランスホール 
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スタッフステーション 
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ボランティア室 
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赤十字デー 
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新年会 
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納涼祭 
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健康生活支援講習会 
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幼児安全法講習会 
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救急法 
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当院を選んだ理由 

・地域に総合病院ができ安心できる。地域
の病院として盛り上げお手伝いしたい。 

・受診し、良い印象を受けた。 

・自分の生きがいを見つけたい。 

・明るくボランティアをしている知人を見て。 

・身近な病院で入りやすい。 

・将来お世話になる病院で、手助けしたい。 

・以前日赤で働いていて、恩返し。 
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活動内容 
• 車椅子送迎 

• 小児へ絵本の読み聞かせ 

• 患者案内 (採血室・検査・精算機） 

• 古切手収集 

• 患者図書室の手伝い 

• 花壇の植え替え・手入れ・草取り 

• いけばな 

• 縫い物 （看護関連物品） 

• オリエンテーション用紙の準備 

• 物品の仕分け 

• イベント・院内コンサート・いきいき健康塾援助 
櫻井恵子 提供 

29 



0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

縫い物

車椅子送迎

患者案内

衛生材料

物品の仕分け

オリエンテーション用紙の準備

イベント援助

花壇の植え替え・手入れ・草取り

患者図書室の手伝い

その他

活動時間 （年間） 平成21年度

櫻井恵子 提供 

30 



精算機案内 
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車椅子送迎 
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高校生の夏休みボランティア 
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花壇の植え替え 
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対話 
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生け花 
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投書からの作成品 
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ボランティアの問題 

・病院主体での立ち上がりで成り立っ
てきた 

・独立した組織として成長できていない 

・ボランティアが主体的に病院へ意見
をいう、また積極的に改善を指示す
るというシステムができていない 

・病院スタッフの受け入れ姿勢 
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ボランティアと病院との 

コミュニケーション 

・ボランティア会議 隔月 

・総会  1回／年 

・職場改善活動への提案 

・各種イベントへの参加 

・活動時間の評価、表彰 

 積極的な病院参加型スタイルをとり
つつある 
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変化が見えてきた 

・ボランティアの姿が院内に多くなり、
地域の患者さんが気軽に声を出せる
ようになった 

・病院が明るくなった 

・職員の意識が変わった 

・「患者様の声」のありがとうの投書 
 

 
櫻井恵子 提供 

43 



今後の課題 

・ボランティア自らが組織する体制に
成長する 

  ・各地域の病院ボランティアの 

      見 学 

・地域住民・ボランティアに支えられる
病院へのさらなる発展 

  ・ボランティア活動のＰＲ 
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 ボランティア活動への期待 

• 患者と病院の間をとりもち、患者の
側からの思いを表出し、意見を反映
できるボランティア組織へと成長を
期待する。 

• 患者と共に職員と共に歩む、浜松赤
十字病院独自のボランティアスタイ
ルを楽しんで確立していきましょう。 
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あるボランティアの一言 

  医療従事者であったが、ボラ
ンティアを経験し、こんなに自
分自身が満たされる時間があ
った。 

       と改めて気付かされた。 

 私がありがとうと言いたい。 
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ご清聴ありがとうございました 
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