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抄　録 

　本研究の目的は，地域における療養者・家族・遺族のためのがんサロンの意味を参加者の認識から明らかにす

ることとした。研究対象者は A 県 B 支部のサロンの参加者 12 名とし，3 グループに分けて 1 時間程度のフォー

カスグループインタビューを行った。

　質的分析の結果，参加者にとってのサロンの意味は，【サロンとの出会いとなるきっかけをつかむ】【行きたい

ときに気軽に行ける】【明るい方に気持ちが変わる】【話したいことを語りあえる】【活動を通して得るものがある】

【家族にいい影響を与える】【生き方について考えることができる】【自分も役に立ちたいと思える】場であるこ

とが抽出された。

　これらはサロンに参加することによって感じる癒しであると説明できた。また，地域のがんサロンの特徴は，

参加者が主体的にサロンへ参加していることと，がんを体験したことを活かして他者へ貢献しようと成長してい

く点が，特徴であると示された。

キーワード：がんサロン，癒し，地域，参加者主体，自分らしさ



－ 48 －

人間と科学　県立広島大学保健福祉学部誌　15 (1) 　47 － 55　2015

１　諸言

現在の日本人の死因の第一位はがんであり，がん患

者の悩みの実態調査 1）によると，約半数が「不安な

どのこころの問題」をあげていることが指摘されてい

る。これらの問題を軽減するための要望や支援として，

「自助の努力による解決」，「相談・心のケア」，「医療

者との良好な関係」，「家族の協力・理解・支え」，「同

病者へとの交流・患者会」が挙げられている 1）。石田

らは，外来で化学療法中の再発乳がん患者を対象にし

た面接調査の結果から，抗がん剤治療や再発・転移に

対する気がかりを抽出し，治療を継続していく上での

悩みや思いを自由に語れる場の提供の必要性 2）を述

べている。また，赤石らは，放射線治療中の乳がん患

者の気持ちの変化から，思いの共有や情報交換による

家族や仲間に求める癒しが必要とされていること，同

病の友達に会うことに喜びを感じるなどの他者との関

係に心強さ感じること 3）を明らかにした。堀は，が

んを患うということは，それがたとえ早期で治癒の可

能性が高い場合でも，患者の気持ちに大きな負担を強

いるものであり，患者の思いを受容・共感するケアの

大切さ 4）や援助的コミュニケーション 5）について述

べている。

そのような支援方法の一つにがんサロンが挙げら

れる。がんサロンは，患者や家族が気軽に集い，交流

ができる語り合いの場 6）である。がん診療連携拠点

病院にがん相談支援センターが必置となってから，支

援方法として院内にがんサロンを開催していることが

報告 7）されている。広瀬らは，がん患者はがんを抱

えて日常生活を送る不安や葛藤を繰り返す揺れを体験

し，その揺れを素直に出せる場・寄り添える場・その

人のままでいられる場としての病院のがんサロンの意

義を明らかにし，参加者が自分らしく在ることができ

る「居場所」としての機能を有する 8）ことを指摘し

ている。

一方，地域のがんサロンは病院のがんサロンと比

べると数が少ない。例えば，A 県内では，19 か所の

病院でがんサロンが開催されていることに対して患者

団体が運営し，病院外で開催されている地域のがんサ

ロンは 7 か所であった。うち一つの市内に 5 か所のサ

ロンがある 9）ことから，地域のがんサロンは県内に

十分普及がされていないことがわかる。納賀は当事者

の立場から患者主体で立ち上げた地域のがんサロンの

活動を実践報告し，その目指すところは在宅ケアの充

実 10）であると述べている。原はがん体験者の自助グ

ループがんサロンを地域に開設した活動から，参加者

の主体的に生き抜こうとする姿勢に変わっていく体験

を報告 11）している。このように先駆的な実践の報告

は徐々になされてきているが，地域のがんサロンの意

義を明確にした研究的な取り組みは，ほとんどなされ

ていない。

以上のことから本研究では，当事者らが主体的に開

催している地域のがんサロンに焦点をあて，サロンの

参加者であるがん療養者・家族・遺族らの認識から地

域のがんサロン（以下サロンと略す）の意味を明らか

にすることとした。

２　目的
　

本研究の目的は，地域における療養者・家族・遺族

らのためのがんサロンの意味を当事者らが主体的に開

催している地域のがんサロンに焦点をあて，参加者の

認識から明らかにすることである。これによって，地

域がんサロンの普及と地域におけるがん療養者のため

の在宅ケアを充実させるための一助にしたい。

３　方法

3.1　研究対象者

A 県 B 支部のサロンを本研究対象として選定した。

当サロンの運営形態は，B 支部を本部とし，200 ～

250 人の会員からの年会費や賛助金，企業からの補助

金で運営している。会員には，会報を定期的に配布し

活動の紹介や，総会を開き収支の報告をしている。当

サロンを選定した理由は，当事者主体の活動がなされ

ていること，地域での継続的・定期的な活動がなされ

ており，医療機関や地域とのネットワークをもってい

る点である。具体的には，当サロンは開設されてから

約 7 年以上活動を継続していた。参加者は毎週１回定

期的に集まり，毎回 15 ～ 16 名であった。サロンの一

日の流れは表 1 に示した。10 時に始まり，参加者によっ

て毎回の昼食の準備がなされていた。昼食のメニュー

は参加者で話し合って決められ，調理や買い物の役割

分担も主体的に行われていた。さらに医療機関や行政・

医師会・市民ボランティアらと協働で市民へ「地域で

のホスピスケア」啓発のシンポジウム企画など，活発

な活動を展開していた。今回，研究の参加に可能であ

り，同意の得られた 12 名を研究対象者とした。

表１　地域がんサロンの一日の流れ

3.2.　データ収集方法

研究参加に同意の得られた 12 名を 3 グループに分
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けて 1 時間程度のフォーカスグループインタビュー

（以下，FGI と略す）を行った。3 グループに分けた

理由は，第一に，一般的に，FGI の 1 回のセッション

における理想的な参加人数は４～ 8 名と言われている

点 12），第二に，毎週サロンに参加できない会員にも

FGI の協力を得るため，第三に，FGI にできるだけ多

くの会員に参加を得るためである。FGI のテーマは「地

域で暮らす療養者・家族・遺族のためのがんサロンの

意味」であり，「サロンに参加することになった経緯」

「サロンに継続して参加する理由」「何が楽しいか」「生

活の中で影響したこと」など，自由に話し合ってもらっ

た。筆頭研究者は，研究対象者と関係を形成し，サ

ロンの意味を積極的に理解するために，FGI 実施の約

3 か月前からボランティアとしてサロンのプログラム

に継続的に参加した。FGI を実施する一週間前にサロ

ンの参加者全員に，研究協力のお願いと FGI の参加

方法の説明をした。FGI はサロンの開催場所で，普段

のサロンの流れを考慮し，昼食の片づけのあとの談話

の時間に，実施した。面接中に体調が悪くなった場合

は，途中で抜けることができることを事前に説明した。

FGI の内容は，許可を得て録音し，逐語録を作成した。

FGI 終了後に，質問紙を配布し，年齢，サロンの中で

の役割，継続参加年数など，研究対象者の基本情報を

得た。これらをすべて質的データとした。

3.3　分析方法

分析方法は，対象者にとってサロンに参加する意味

を表していると解釈された記述をコーディングし，類

似する意味内容を比較検討しながらカテゴリー化 13）

を行った。具体的には，第 1 回目の FGI 終了後，逐

語録を熟読し，研究者間で議論した。分析の際には，

サロンで観察した内容も想起しながら，対象者にとっ

てサロンに参加する意味を解釈した。1 回目の分析を

ある程度終えた時点で，2 回目以降の FGI を実施し逐

語録を作成した。1 回目と同様に対象者にとってサロ

ンに参加する意味を表している内容に注目し，先の分

析と比較しながら，類似する意味内容をカテゴリー化

し，カテゴリーの関係性を示した。　

3.4　倫理的配慮

所属大学の研究倫理審査委員会へ研究計画書を提出

し承認を受けた < 承認番号：13MH038>。研究対象者

に研究の目的・内容・方法を文章と口頭で説明し，研

究への理解とインタビュー参加の同意を得た。また，

研究への参加は自由であり，研究に協力できない場合

でも不利益は生じないこと，研究への参加を承知した

場合でも，途中で中止を申し出ることができること，

FGI で得られた情報は本研究以外では使用せず個人が

特定されてないことを文章及び口頭で説明した。面接

は，研究対象者の参加するサロンで普段のサロンの流

れを考慮しながら行った。結果を公表する際，個人が

特定できる名称等は ID 化または意味が変わらないよ

うに修正を加えた。

４　結果

4.1　研究対象者の概要

研究対象者の概要を表 2 に示した。対象者は 12 名，

性別は男性 2 名・女性 10 名で，平均年齢は 59.2 歳（40
～78歳），サロン参加平均継続年数は3.7年間（0.9～5.5
年間）であった。サロン内での役割は，患者 6 名，ボ

ランティア 7 名，家族・遺族 2 名，看護師 1 名であり，

「患者とボランティア」のように，各個人が重複して

役割を持っていると捉えていた。「自分の役割は患者」

と答えた研究対象者 6 名は，FGI 実施時点で検査，服

薬管理，化学療法，経過観察など，治療が継続されて

いる状態であった。

表２　研究対象者の基本情報

4.2　がんであることを忘れて自分らしくいられる癒

しの場の結果図

分析の結果，対象者の認識から明らかにされたサロ

ンの意味は，8 個のカテゴリーから構成された。以下

の記述ではカテゴリーを【　】，サブカテゴリーを〈　〉，

対象者の言葉を斜体で示した。カテゴリー全体の関係

性を図 1 に示し，以下のように説明した。

対象者らは【サロンとの出会いとなるきっかけをつ

かむ】ことによって，サロンへ参加していた。サロン

へ参加することの意味は，対象者らにとって，【行き

たいときに気軽に行ける】，【明るい方に気持ちが変わ

る】，【話したいことを語りあえる】，【活動を通して得

るものがある】，【家族にいい影響を与える】，【自分も

役に立ちたいと思える】，【生き方について考えること

ができる】場であることが抽出された。サロンの場に

居て一日を過ごすことによって，【行きたいときに気

軽に行ける】【明るい方に気持ちが変わる】【話したい

ことを語りあえる】，癒しの場としてとらえられてい

た。さらに，【活動を通して得るものがある】【家族に

いい影響を与える】とは，サロンに参加することよっ
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て得られた心地よさが日常生活にも波及されており，

自分らしくいられる場となっていた。【生き方につい

て考えることができる】【自分も役に立ちたいと思え

る】とは，サロンへの参加が自分の生きかたを振り返

る機会になり，がんの体験を活かして他者のために役

立ちたいと思える地域への波及であると意味づけられ

た。

「みんなでワイワイガヤガヤ食事してお茶して美味

しいコーヒーをいただいて帰って癒されて帰ります。」

（参加者 L：女性，40 歳代，参加継続年数未記入）

「（自分にとってサロンは）癒しの場所だろうなと思

います。」（参加者 I：女性，60 歳代，　参加継続年数

4 年間）

以下は，サブカテゴリーと対象者の言葉を引用しな

がら，各カテゴリーについて説明した。

1）【サロンとの出会いとなるきっかけをつかむ】

このカテゴリーは，〈外からの働きかけ〉と〈中か

ら湧き上がってきた思い〉の 2 つのサブカテゴリーか

ら構成された。

〈外からの働きかけ〉とは，テレビを見た，新聞を

見た，広報誌からの情報を得たなどのようにメディア

からの情報や，知り合い，看護師を含めた専門職，病

院から情報を得たなどのように，知り合いや医療従事

者を通じて情報を得ていたことを意味した。

〈中から湧き上がってきた思い〉とは，サロンに興

味や関心があった，知り合いが欲しかった，ボラン

ティアをしたかったなどと，研究対象者自身の中から

湧き上がってきた思いが動因となっていたことを意味

する。〈外からの働きかけ〉と〈中から湧き上がって

きた思い〉の双方がきっかけとなった対象者もいた。

「テレビで（サロンのことが）出ていたからね，そ

れを見てこういうのがあるんだってね（分かって），

まぁ，なんとなく一人でおってもいいことを考えない

からね。悪いことばかり考えるからね。」（参加者 A：

男性，60 歳代，参加継続年数 5 年間）

2）【行きたいときに気軽に行ける】

このカテゴリーは，サロンは入った時に，いい雰囲

気が感じられる，家族的な雰囲気がある，誰にとって

も自分の行きたいときに気軽に参加することができる

場であることを意味した。対象者にとってサロンは雰

囲気が良く，体調が悪いときには無理をして参加しな

くてもいい，毎週参加することができなくてもいつも

来ているようにさっと溶け込むことができる，自分の

ペースで行きたい時に気軽に行ける場であった。

「（サロンの中に）入った瞬間にもうすごくなんかい

い空気が流れていた印象があって･･･。」（参加者 B：女

性，50 歳代，参加継続年数 9 か月間）

「なんか初めて（サロンに）来た方もね，なんかねすっ
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と入れるよね。」（参加者 C：女性，60 歳代，参加継

続年数 5 年間）

3）【明るい方へ気持ちが変わる】

このカテゴリーは，研究対象者らにとって，気分が

落ち込んでいたとき，サロンへ来ると来た時よりも元

気になれる場，明るくなれる場，気分転換できる場で

あることを意味した。夢中になれる時間を作れ，自分

ががんであることを忘れてしまえる場であった。

「みんな入られたときより元気になっているよね。」

（参加者 D：女性，40 歳代，参加継続年数 2 年間）

「影響があるってやっぱり自分の気持ちが明るい方

にむく。」（参加者 E：女性，70 歳代，参加継続年数 2
年間）

4）【話したいことを語り合える】

このカテゴリーは，〈楽しく明るい話題を語り合え

る〉，〈相談や不安を話し聴いてもらえる〉という 2 つ

のサブカテゴリーから構成された。

〈楽しく明るい話題を語り合える〉とは，言いたい

ことが言える，おしゃべりをして心が晴れる，大声で

笑いあえる場であることを意味した。

「どんな他愛無いことでもみなさんで話して大声で

笑ってね（笑う）。そうそう大声で笑って，すっとす

るじゃないですか。気持ちがね。」（参加者 F：女性，

50 歳代，参加継続年数未記入）

〈相談や不安を話し聴いてもらえる〉とは，がんを

経験した不安や相談を話すことができる，気持ちを受

け止めてもらえる，お互いの経験を語り合える，同じ

状況の人と分かり合える，家族には言いづらいことも

言える場であり，ここでしか話せないことを話せる場

であることを意味した。対象者にとって，がんを体験

した辛い思いや本音を語り合うことの重要性が語られ

た。

「この人にはこういう話をしてみようとか，この方

はがんの先輩なんだってことが分かれば，その方にぽ

つぽつ聞いてみたりとか。（サロンに参加することで）

そうゆうこともできるようになるんですよ。」（参加者

E：女性，70 歳代，参加継続年数 2 年間）

「この会って，こうやって語ることに意味があるん

だと思います。あの外で会う人たちって本音が出せな

かったり，経験の辛い思いをやっぱり，がんをした人

に会ってどんな気持ちだったなんて聞けないですけ

ど。ここに来れば経験者がそこで語ってあげることに

よって患者さん聞いている方もあ～なるほどって学び

をしたりすることができるので。お互いが，自分の経

験を語り合うってこともすごく必要なことで，それが

できる場としてここもそういう役割があると思って

います。」（参加者 G：女性，60 歳代，参加継続年数 4
か月間）

5）【活動を通して得るものがある】

このカテゴリーは，対象者同士が会うことで元気が

もらえる，話すことで人から力をもらえる，ほっとし

たのをもらって帰るなど，対象者にとって何かを得ら

れる場であった。また，サロンの活動内容，例えば，

料理をすることで新しいメニューが勉強になる場でも

あった。

「毎週来てから，この方に，みんなに会えるって思

うと元気が出るんですね。」（参加者 H：女性，60 歳代，

参加継続年数 2 年間）

「一週間分のね，ほっとしたのをもらって帰る。」（参

加者 D：女性，40 歳代，参加継続年数 2 年間）

6）【家族に良い影響を与える】

このカテゴリーは，対象者がサロンへ参加すること

によって本人が楽しそうな表情になることが家族を安

心させる，サロンに参加した日は家族に対して優しく

できるなど，対象者がサロンに参加することが家族に

も良い影響をもたらすことを意味した。このようにサ

ロンに参加することは，対象者を支える家族や周囲の

人にも良い波及効果があった。

「（サロンに）行って帰ったら全然違うってなんか明

るくなって楽しそうなって，（家族が）そう言いよっ

た。」（参加者 A：男性，60 歳代，参加継続年数 5 年間）

「うちの主人がここに来て，帰ったらね。なんかす

ごい，あの…，行くときと，その前の日と，そこから

帰った日の表情がね，気持ちから全然違うんよ。」（参

加者 I：女性，60 歳代，参加継続年数 4 年間）

「（サロンに参加した日は）主人と娘にやさしくなれ

る･･･。」（参加者 E：女性，70 歳代，参加継続年数 2 年間）

7）【生き方について考えることができる】

このカテゴリーは，サロンに参加したことで，対象

者はがんになった自分を振り返り，生き方を考えるこ

とのできる場となっていることを意味した。がんを体

験したことで自分の余命を意識するようになった対象

者もいた。対象者はサロンに参加することで，死が暗

いイメージではなく，死までの生き方を前向きに考え

られるようになったことが語られた。

「まあ，自分も，まあ，どう生きたらいいのかなっ

ていうものを考えられる場所だっていうことで，ずっ

と（サロンに）来ていました。」（参加者 J：女性，70
歳代，参加継続年数 5 年間）

「何となく死について，生き方について，それなり

に自分なりに今まで考えたことはないほど考えるよう

になりました。あの，それもとても暗い感じじゃな

くて，いい感じでした。」（参加者 B：女性，50 歳代，
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参加継続年数 9 か月間）

8）【自分も役に立ちたいと思える】

このカテゴリーは，対象者は自分ができることがあ

ればやりたいと思っており，サロンに参加することに

よって，誰かの役に立ちたいと思える場になっていた

ことを意味した。特に，がんを経験しているからこそ

分かる辛さを他の参加者のために忘れないようにして

いるなど，がんの経験を他人のために役立てたいと思

える場であり，サロンの活動や人生において他人のた

めに役に立ちたいと思えるようになっていた。

「あの，どこにこう辛さをもっていったらいいのか

分からなくて，誰にもわかってもらえない辛さ，本人

にしか分からない辛さを，どっかに分かうかっていっ

ときに，家族ではできない役割がここにはあって･･･。」

（参加者 G：女性，60 歳代，参加継続年数，4 か月間）

「自分がそういうような実働的なことができるか分

からないけど，自分がこれから生きさせてもらう人生

の中でね，そういうお手伝いとか何か私ができるこ

とはできるような形でできたらなと今思っています。」

（参加者 H：女性，60 歳代，参加継続年数 2 年間）

「あれば来さしてもらって，まぁ，あの，だんだん

できることが増えれば，何かさせていただきたいなぁ

とは思います。（参加者 E：女性，70 歳代，参加継続

年数 2 年間）

５　考察
　

5.1　がんであることを忘れて自分らしくいられる癒

しの場

分析の結果から，対象者は，【サロンとの出会いと

なるきっかけをつかむ】ことによって，サロンに参加

し，その場に居ることによって【行きたいときに気軽

に行ける】【明るい方に気持ちが変わる】【話したいこ

とを語り合える】場として認識していたことが明らか

にされ，このことによって対象者は「癒される」と感

じていたことが分かった。堀は，人の心を癒すために

は傷ついた人の心に寄り添う心が必要であり，心に寄

り添うための方法がコミュニケーションである 4,5）と

述べていた。本研究においても，サロンは【話したい

ことを語りあえる】場となっており〈楽しく明るい話

題を語り合える〉こともあれば，〈相談や不安を話し

聴いてもらえる〉場となっていた。同じがんを体験し

た人と分かり合えることで共感の感情が生まれ，受け

止めてもらえることから，心に寄り添うことができて

おり「癒し」につながっていると考えられた。

サロンは対象者にとって，サロンに参加することで

【活動を通して得るものがある】【家族にいい影響を与

える】【生き方について考えることができる】【自分も

役に立ちたいと思える】など，サロンを離れた日常生

活や地域においても前向きに過ごせるようになってい

た。特に，【生き方について考えることができる】【自

分も役に立ちたいと思える】場であることは，がんの

体験を前向きに捉えなおし，他者のために役に立つこ

とによって社会への参加を考えられるようになってい

ると思われた。有田は「がんという病気を持つ自己も

本来の自己であることに気づくことで癒しにつながっ

ている」14）と述べていた。対象者にはがんを体験し

たことによって死を身近なものとして意識する体験を

していた者がいた。サロンに参加することによって自

分を振り返りこれからの生き方を考えられるように

なったことは，がん患者である自分を受け入れようと

していることにつながっていると考えられた。高柳が

述べている癒しの環境の理念に中に，「社会に参加で

きる環境」15）があった。また有田は「社会とのつな

がりを回復することは癒しに繋がる」14）と述べていた。

【行きたいときに気軽に行ける】ことによって，参加

の継続が可能になり時間の経過の中で【自分も役に立

ちたいと思える】ようになることは，サロンの一員と

して新たな役割の獲得と，社会とのつながりを回復す

ることに結びつくと考えられた。すなわち，自らがん

である自分を受け入れ社会とのつながりを回復するこ

とが，がんを体験しても自分らしさを取り戻すことに

つながると考えられた。

5.2　地域のがんサロンの特徴

地域のがんサロンを病院のがんサロンの意味を比較

してみた。病院のがんサロンとの共通点は，【サロン

との出会いとなるきっかけをつかむ】，【行きたいとき

に気軽に行ける】，【明るい方に気持ちが変わる】，【話

したいことを語り合える】，【活動を通して得るものが

ある】と考えられた。病院のがんサロンと出会いは医

療従事者からの紹介・ポスター・病院広報紙への掲載・

口コミなどであり 16），人やメディアが動因となって

いる点で地域のがんサロンと共通していると考えられ

た。広瀬らは，病院のがんサロンの意義は，楽しい場・

ほっとできる場・吐き出せる場・情報交換の場・受け

入れられる場・自分の居場所があると感じられる場で

ある 8）と述べた。前田も，がん患者，家族が交流する場・

気軽に参加できるたまり場のようなもの 17）と述べて

いた。このように，地域のがんサロンと病院のがんサ

ロンの共通点は，〈外からの働きかけ〉がきっかけで

参加し，サロンへの参加が情緒的サポートになってい

ることや情報交換の場となっている点であることが示

された。

一方，地域のがんサロンは，【自分も役に立ちたい

と思う】場となっており，参加者は受け身の姿勢でな

く主体的に活動している点にあると考えられた。例え

ば，当サロンは次週の昼食のメニューを参加者で決め

ることや，参加者同士の会話は自分達の話したい会話
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を楽しんでいた。参加者が主体的にサロンへ参加して

いることや，病院から物理的に距離があることから，

自分の病気を忘れてしまえる場となっていたといえる

だろう。このように，地域のがんサロンは，参加者主

体となっていること，開催場所が地域であることに

よってがんを忘れられること，またはがんを体験した

ことを活かし他者に役立っていると感じられることに

よって“自分らしくいられる”ことが，特徴であると

言えるだろう。これに対して，病院のがんサロンは参

加者がサロンに依存してしまうことが問題点として挙

げられていた 6）。また，与えられたテーマについて参

加者同士が話すようなスケジュールになっているとこ

ろが多い。これらのことから，地域のがんサロンは病

院のがんサロンと比較すると参加者主体であるという

点とがんを体験したことを活かして他者へ貢献しよう

と成長していく点が，特徴であると考えられた。

医療従事者が対象者にがんサロンを紹介する際に

は，このようなサロンの特徴を把握した上で，個々人

の心理状態やニーズに応じる必要があると考えられ

た。

5.3　看護師に求められること

本研究の結果から，その支援方法の一つに地域のが

んサロンへの参加が示された。地域のがんサロンにお

いても，【サロンとの出会いとなるきっかけをつかむ】

ために〈外からの働きかけ〉として医療従事者からの

紹介があったことが，本研究の結果から示された。が

ん患者の看護にあたる看護師は専門職者として対象者

の退院後の日常生活をアセスメントし，適切な情報提

供をするためには，地域のがんサロンの情報を把握し

ておく必要があると考えられた。がん体験者が病気を

抱えながら，その人らしく生活できるように支援を行

うことは，看護師の重要な役割 18）であると言われて

いる。よって，その人らしく生活できるように，退院

後のことを見据えながらかかわっていく必要がある。

孤独感を感じている方や，人とのつながりを求めてい

る人には，このがんサロンのような癒しの場を紹介し，

がんサロンとつながりを持てるようなサポートとし

て，事前にがんサロンの情報を患者さんへ提供したり，

参加の意思があればスムーズにつながれるよう，がん

サロンと連携するなど，サポート体制をとることがで

きると考える。そのためにも，医療機関に勤務する看

護師も，支援方法の一つとして，地域のがんサロンの

実情を把握し，がん患者やその家族に紹介できるよう

知識を得ておくことが求められると言えるだろう。

5.4.　本研究の限界と今後の課題

本研究は１か所のがんサロンを対象としたため，結

果がわが国におけるすべての地域のがんサロンに適用

されるとは限らない。また今回はサロンの参加者のみ

を対象とし，運営しているスタッフを研究対象者に入

れなかった。今後の課題として，他の地域のがんサロ

ンにも目を向けると共に，運営しているスタッフ等も

対象としなければならないと考えられた。

６　結論
　

地域におけるがんサロンにおいて，【サロンとの出

会いとなるきっかけをつかむ】となったことに〈外か

らの働きかけ〉と〈中から湧き上がってくる思い〉が

あった。そしてサロンに参加する中で【行きたいと

きに気軽に行ける】【明るい方に気持ちが変わる】【話

したいことを語りあえる】【活動を通して得るものが

ある】【家族にいい影響を与える】【生き方にについて

考えることができる】【自分も役に立ちたいと思える】

場であることが抽出され，これらは地域のがんサロン

は，参加者にとってがんであることを忘れて自分らし

くいられる癒しの場であり，がんを体験したことを活

かして他者へ貢献しようと成長できる場である点が特

徴であることが示された。

謝辞
　

本研究を実施するにあたり，ご協力いただいた地域

のがんサロンのスタッフの皆様と参加者の皆様に深く

感謝いたします。

引用文献

1） 厚生労働省：がん体験者の悩みや負担等に関

する実態調査報告書（2003）厚生労働省，入

手 先 ＜ http://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/
information/heart/k-05-007.html ＞  （ 参 照

2013-11-1）

2） 石田和子，石田順子，ほか：外来で化学療法を受

ける再発乳がん患者の日常生活上の気がかりと治

療継続要因．群馬保健学紀要，　25: 53-61, 2004 
3） 赤石三佐代，石田順子，ほか：放射線治療経過に

伴う乳がん患者の気持ちの変化．Kitakanto Med J, 
55: 105-113, 2005 

4） 堀泰祐：がん患者の心のケア～初診から終末期ま

で～．心身医，49: 714, 2009
5） 堀泰祐：がん患者に寄り添うケア―初診時から終

末期まで―．日本心療内科学会誌，10: 108-111, 
2006

6） 厚生労働省：平成 25 年度 厚生労働省委託事業，

がん総合相談に携わる者に対する研修プログラ

ム策定事業（がんサロン編）研究テキスト，入

手先＜ http://www.gskprog.jp/prg2014/ALL_PAGES.
pdf ＞， （参照 2013-12-02）



－ 54 －

人間と科学　県立広島大学保健福祉学部誌　15 (1) 　47 － 55　2015

7） 大松重宏：がん診療連携拠点病院の緩和ケア及び

相談支援センターに関する調査─調査結果報告

書．（2010）

8） 広瀬寛子 , 一鉄時江 , ほか：がん患者のための

継続的サポートグループの意義．死の臨床，23: 
104-110, 2000

9） 広島県：広島がんネット，入手先＜ http://www.
pref.hiroshima.lg.jp/ ＞（参照 2013-10-31）

10） 納賀良一：島根の“がんサロン”―そのパワーと

秘訣．医学のあゆみ，234（12）: 1120-1121, 2010
11） 原敬：がん体験者の自助グループ“がんサロン”

とのかかわりと援助者自身が受けた影響につい

て，44（1）: 37-39, 2013
12） キャサリン・ホープ＆ニコラスメイズ編／大滝純

司：質的研究実践ガイド．26-34, 2001
13） 萱間真美：質的研究実践ノート．東京，医学書院，

31-49, 2007
14） 有田広美・澤田愛子：進行がん患者と看護者が

考える「癒し」．富山医科薬科大学看護学会誌，

4:95-108, 2001
15） 高柳和江：緩和ケアに望まれる環境一科学的根拠

のある癒しの環境一．がん患者と対症療法 , 13: 
58-64, 2002

16） 金田美佐緒・木村秀幸ほか：がんサロンから見え

てきた課題，ホスピスケアと在宅ケア，18: 226, 
2010

17） 前 田 景 子： が ん サ ロ ン の 取 り 組 み．Modern 
Physician, 32: 1166-1168, 2012

18） 川名典子：がん患者のサポートグループの意義

- ネットワークづくりの体験から , Nursing Today, 
19: 29-31, 2004



－ 55 －

The meaning of a cancer salon in the community
for persons who have experienced suffering from cancer,

 their families and bereaved families

Akie TOYOTA*1　Mari OKADA*2　Takiko IMAI*2

*1  Town Offi ce of Sera-cho, Hiroshima Prefecture
*2  Department of Nursing, Faculty of Health and Welfare, Prefectural University of Hiroshima

Abstract

The purpose of this study was to describe the meaning of a cancer salon in the community for persons who have 
experienced suffering from cancer, their families and bereaved families living in the community.

Focus Group Interviews (FGI) were conducted 3 times with 12 participants in a cancer salon in the community, 
separating them into three groups. The contents of the FGI were analyzed qualitatively.

As the result, 8 categories were clarifi ed as the meaning of a cancer salon in the community for the participants. There 
were “obtaining the opportunities for participating in a cancer salon in the community”, “feeling easier to participate”, “feeling 
better and lighter”, “talking about anything to want to tell freely”, “getting something useful for oneself”, “having good 
effects for their family”, “thinking about how to live for the future”, and “making contributions to others by experiencing 
cancer themselves”. 

It was conceived that these categories were “healing” for the participants in a cancer salon in the community. Moreover, 
the characteristics of a cancer salon in the community were participants’ establishing independence and contributing to other 
cancer patients through using their experiences suffering cancer.      

Key words：cancer salon, healing, community, independent, be myself
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