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がんサロン『クロス・ステーション』の取り組みと
課題に関する報告⑴
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の一部の改編が行われ，比較検討が困難なデー
タも含まれおり，今回の報告では全

回の量的

族集団における強制的な反復」
「社交技術の発達」

データの詳細な検討を十分に行うことができな
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「カタルシス」
「存

かった．毎回のアンケート処理時には，個別の

在要素」と説明しており，これらは多様な組み合わ

反応が後方的に追跡できない状態で行っており，

せで協同的な効果を及ぼすと指摘している．

統計的処理上の困難があった．次年度以降でデ

今回得られた結果から，当院のがんサロンが目的

ータの集積方法についての再検討を行いたい．

としてきた「がんに関連する学習会，広報活動」と

当院のがんサロンの名称は，レッドクロスの

いう特性は十分に機能していると考えられるが，患

クロス と， 人が行き交う場所 という思い

者やその家族のエンパワメントとなるような「治療

を込めて『クロス・ステーション』と名付けら

的要素」としての集団の機能という点の強化が果た

れている．患者，家族の方にとって止まり木の

せているかどうかは明らかにできなかった．しかし

ような存在として，必要とされる時期に活用し

ながら，開設当初から担当する職員が患者・家族へ

ていただけるよう，今後，さらなる質的・量的

の情緒的な反応も考慮しつつ，丁寧にサロンの運営

分析やニーズ把握に努め，がん患者の支援体制

を行ってきたことや，アンケートやがん相談対応で

の役割の一端を担っていく場の提供の在り方を

得られた量的・質的データを次年度への検討事項と

模索し続けていきたい．また，患者・家族にとっ

して積み重ねてきた結果として，当院においても，

て臨床心理士が参画することの意味，関わる意

一定の満足度が維持できているものと思われた．が

義について，前任者からのバトンを受け継いだ

ん相談は個人あるいは家族という単位であるが，が

者として考え続けていきたいと思う．

んサロンは小集団という単位を取り扱うものであ
る．がんサロンの持つ機能や目的を患者，患者家族
にも理解して活用していただくという視点に立ち，
運営に携わることが求められる．
今後の展望という点では，がん診療連携拠点病院
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題としたい．
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Based on the development policy of cancer treatment coordination hospitals, the establishment
of cancer salons were advised, and our hospital opened a cancer salon,
. As of the end of August
and

, we have provided

Cross Station in January

salon sessions（

discussion groups

lectures）. This report is aimed to provide an overview of the past events, and to report

the participantsʼ status and statistics of the patientsʼ questionnaires. The results showed that : ①
the attendance of women were higher in ratio with

%, ② there was a transition in the highest

attending age group depending on the year and session content, ③ patients learned about the
salon mainly from the recommendations of medical staff or advertisements such as posters and
brochures, and ④ reasons for their participation was mainly because they wanted to hear stories
from others or they needed a change. The patientsʼ degree of satisfaction demonstrated a high
percentage of

%, and

% of the participants wished to attend the event again. For future

reference, we would like to put further effort in increasing the number of participants and
improving the content of the event.
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