1４．学生のボランティア活動
1）ボランティア活動への支援
高知県立大学看護学部では、教員と学生が積極的に地域社会のボランティア活動に参加してい
る。学生のボランティア活動を支援・促進し、人間や社会への関心を高め、さらに主体性の育成を
支援するため、教員 2 名がボランティア委員として活動している。ボランティア委員は、ボランテ
ィアを募集する機関・団体と学内教員との橋渡しや、高知医療センターとの活動調整を行ってい
る。以下、本年度のボランティア活動への支援について報告する。
（1）ボランティア活動に関するガイダンス
高知県立大学看護学部で年間を通したボランティア活動について、4 月に各学年へガイダン
スを行った。
①看護学部に関わりのあるボランティア活動の紹介
②高知医療センターでのボランティア活動について
③ボランティア活動保険について
④その他
（2）ボランティア活動に参加する学生への支援
学生がボランティア活動に自主的に参加できるように、環境の整備、医療センターとの調整
を適宜、実施した。
①ボランティア活動に参加する学生のためのレクチャー・ガイダンスの実施
ⅰ．学内におけるガイダンス：車いす介助・視覚障がい者のガイド（4 月から 5 月に か
けて 1 回生対象に 4 回実施、計 81 名参加）
ⅱ．医療センターにおけるボランティアガイダンス（6 月から 7 月にかけて 2 回実施：
1 回生 81 名参加）
②ボランティア保険への加入手続き
全国社会福祉協議会が運営しているボランティア活動保険への申込、加入手続きを行
った(1 回生 61 名、2 回生 36 名、3 回生 15 名、計 112 名；昨年度 107 名の加入）
。
③学生への直接的支援とヒアリング
学生からのボランティアに関する相談等、必要に応じて対応した。なお、学生に対す
るヒアリングを実施し、その結果については医療センターと共有化を図った。
④感染症対策
学内においては保健委員と協働し、学生の感染症抗体価の状況について把握するとと
もに、ボランティアに参加を希望する学生については、ワクチン接種の必要性について
呼びかけた。また、医療センターで行われるインフルエンザ対策として、インフルエン
ザの流行期に入る前に 1～3 回生に対して、
インフルエンザワクチン接種を呼び掛けた。
そして、年度内に複数回ボランティア活動経験のある学生に対して、ボランティア委員
の教員が調整を行い、1 回生 11 名、2 回生 6 名、3 回生 10 名、計 27 名が医療センター
で予防接種を受けた。

⑤ボランティア連絡協議会への参加、その他、必要時のミーティングの実施
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学生が安心してボランティア活動に参加できるように連携を図るとともに、医療センタ
ー職員と情報の共有を行った。本年度は、ボランティアに参加している学生の身だしな
みに関して、
「ハーモニーこうち」のボランティアさんや医療センター職員から注意を受
けることがあり、当該学生への聞き取りと指導を行った。トラブル発生時には医療セン
ター担当職員とも協議を行い、学生が安全にボランティア活動に参加できるように調整
を行った。
（3）学外ボランティア募集に関する学生への情報提供
ボランティア募集のあった以下の団体・イベントの情報について、キャンパスポータルサイ
ト等を利用し、学生に情報提供を行った。
①学習チューター、高知チャレンジ塾における学習支援（開催日程 4 月 12 日)
②三里小学校の読み聞かせボランティア(募集期間：令和元年 5 月 13 日～令和 2 年 3 月 9 日)
③高知県小児糖尿病サマーキャンプ（開催日程：8 月 14 日～17 日）
④みさとフェア（開催日程：令和元年 11 月 17 日）
2）高知医療センターでの活動
本年度も例年同様、高知医療センターのボランティア組織「ハーモニーこうち」の活動に参加し
た。1 回生は、月曜日 3 限、木曜日 4 限をボランティア活動の時間として位置づけているため、こ
の時間を活用して活動に参加した。2～3 回生は、講義や実習の合間に正面玄関清掃等でのボラン
ティア活動に勤しんでいた。本年度の特徴としては、定期のボランティアはもちろん、その他イベ
ントに関するボランティアにも多くの学生が参加したことである。また、昨年度に引き続きボラン
ティアに興味関心の高い学生が継続的に参加していた。定期的にボランティア活動に参加してい
る学生は、積極的・自主的にボランティア活動に取り組み、
「ハーモニーこうち」の方々にも高く
評価されている。
以下、学生が参加したボランティア活動と参加状況について示す。
（1） 入院案内ボランティア活動：1 回生が主となり参加した。
活動時間：毎週月曜日 13 時 00 分～14 時 00 分
今年度活動状況：7 月から開始し、夏休み期間も実施した。
参加人数：今年度は延べ 34 名（昨年度 0 名、一昨年度 16 名）の学生が参加した。
（2） 小児フロア見守り活動：1~2 回生が主に参加した。
活動時間：平日 13 時 00 分～16 時 00 分のうちの 1 時間程度
今年度活動状況：5 月から開始し、夏休み期間も実施した。
参加人数：今年度は延べ 41 名（昨年度 43 名、一昨年度 47 名）の学生が参加した。
（3） 図書ボランティア活動：1・3 回生が参加した。
活動時間：木曜日の 13 時 30 分～15 時 30 分
今年度活動状況：9 月から開始し、夏休み期間も実施した。
参加人数：今年度は延べ 4 名（昨年度 4 名、一昨年度 17 名）の学生が参加した。
（4） 外来案内ボランティア活動：3 回生が参加した。
活動時間：火曜日と木曜日の 10 時 00 分～11 時 00 分
今年度活動状況：9 月に実施した。
参加人数：今年度は延べ 2 名（昨年度 2 名、一昨年度 0 名）の学生が参加した。
（5）玄関清掃：1～3 回生が参加した。
活動時間：月曜日～金曜日 9 時 00 分～16 時 00 分のうち 1 時間程度
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今年度の活動状況：5 月から開始し、夏休み期間も実施した。
参加人数：今年度は延べ 40 名（昨年度 69 名、一昨年度 55 名）の学生が参加した。
（6）バザー：1 回生が参加した。
10 月 27 日にバザーが開催され、事前準備や当日の会場設営ボランティアに 1 回生 12 名(昨年
度 2 名)が参加した。
3）高知龍馬マラソン 医療救護ボランティア（ロードサイドスタッフ）の活動
全国から約 1 万人のランナーが参加するビックイベント『高知龍馬マラソン大会』が 2020 年 2
月 16 日（日）に開催された。今大会の医療救護ボランティアとして本学から 12 名（看護学部 3
回生 2 名、大学院生 10 名）が参加した。活動の主たる目的は、ロードスタッフとして沿道に立ち、
救護に関わる知識を生かして参加者をサポートすることである。
医療救護ボランティアの募集にあたっては、BLS（一次救命処置）や応急手当の知識・技術を修
得している 2・3 回生を中心に学生課を通して参加を募った。また、学生たちがボランティア活動
を迅速かつ適切に行うために、大学院生を中心に BLS の講習を行い、BLS 活動への支援をした。
特に雨天の予報であったため、身体が濡れている場合の AED 装着については復習し、タオル等を
持参するよう説明した。
大会当日は、マラソンコースのロードサイド 0.5km～ゴール地点で本学の学部生・院生が配置
され、ランナーの応援を行いながら“もしも”の時の対応に備えた。学部生が担当している区間に
ついては、教員が巡回し、学生のサポートにあたった。幸いにして重篤な傷病者に遭遇することは
なく、すべての学生がその任務を無事に果たすことができた。開始前に不安だった学生たちも、ロ
ードスタッフとして配置され、安全を確認しながら周囲を見渡すことができ、貴重な体験となっ
た。
写真 2 沿道での応援

写真 1 沿道での応援
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