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AYA week 2022 

協働団体募集 趣意書 

 

謹啓 みなさまにおかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

  

私達一般社団法人 AYA がんの医療と支援のあり方研究会(AYA 研)は、AYA（思春期・若年成

人）世代のがん患者の予後の改善とサバイバーシップの向上を目指して学術活動、教育活動、社

会啓発及び人材育成等を行っています。その一環としてこの度皆様と協働して行う AYA 世代がん

の社会啓発活動、AYA week 2022 を昨年に引き続き計画しました。この啓発活動の趣旨をご理解

いただきご賛同いただきたく、本趣意書をもってお願い申し上げます。 

 

AYA（あや）とは Adolescent and Young Adult の略で、思春期・若年成人を意味します。この

世代にがんと診断される若者は年間に約 2 万人いらっしゃいますが、がん全体の約 2％と少数で

す。さらに小児がんと成人がんが混在し罹患臓器も多岐にわたるため、患者は多診療科に分散し、

医療機関においても患者さんは孤立しやすい状況にあります。また AYA世代は、就学・就労、恋

愛・結婚、出産、育児などのライフイベントを経験する時期です。そこでこの世代の社会的背景

やライフプランに伴う多様なニーズには各医療機関の努力だけで対応することは難しく、広く一

般の方々に AYA 世代のがんについて知っていただき、社会全体の問題として理解して行動につな

げていくことが是非とも必要です。 

 

そこで、私達 AYA 研は活動の一環として広く AYA世代を支援されておられる皆様と協働して

行う AYA week を計画し、今年 3 月に初めて「知ろう、一緒に」をテーマに「AYA week 2021」

を開催しました。この AYA week 2021 ではご賛同いただいた全国 78のイベント開催団体、11 の

寄付・協賛団体、61 の後援団体の皆様との協働により、80以上のイベントが開催されました。全

国各地でメディアにもご紹介いただき、コロナ禍にもかかわらず、一定の社会啓発と参加者交流

が達成できたものと思います。ここに AYA week 2021 に協働いただいたすべての皆様に厚く御礼

を申し上げます。 

 

この度この AYA week 2021 の成功を受けて、「AYA week 2022」を開催することにいたしまし

た。日程は第 4 回 AYA研学術集会（2022 年 3 月 20日～21 日）との両立をスムーズにするため、

2022 年 3 月 5 日（土）～3 月 13 日（日）とさせていただきました。つきましては本趣旨をご理

解いただき、ぜひとも AYA week 2022 の取り組みにご賛同いただき、協働いただけますようお願

い申し上げます。 

謹白 

 

2021年 9 月吉日 

AYA week 2022  

実行委員長 多田 雄真 

 

 

 

 

一般社団法人 AYA がんの医療と支援のあり方研究会 

理事長 堀部 敬三 
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「AYA week 2022」開催概要 

 

1. 名 称： AYA week 2022 

 

2. 期 間： 2022 年 3 月 5日（土）～13日（日） 

 

3. 内 容： 全国の協働団体による AYA 世代がんに関する啓発活動 

 

4. 主 催： 一般社団法人 AYA がんの医療と支援のあり方研究会 

 

5. 運 営:  AYA week 2022 実行委員会 

 

6. 目 的： 『AYA 世代がんの社会啓発』 

AYA 世代のがんおよび患者の抱える問題の実態を理解する 

AYA がん患者にとって生きやすい社会を作るために自分ができることを考える 

AYA 世代に思いを寄せる仲間と交流する 

 

7. 「AYA week 2022」の協働およびご支援の方法 

① 御社（団体）主催イベントの開催 

② 御社（団体）と他団体との協働イベントの開催 

③ AYA week 2022 への協賛出資または寄付 

④ AYA week 2022 の後援（名義） 

⑤ AYA week 2022 の広報・報道の協力 

 ⑥ その他 

＊2021年 12月 10日までに下記フォームにご回答ください。 

URL: https://forms.gle/jTeqgHaPUysqwuXq7 

 

 

【お問い合わせ先】 

AYA week 2022事務局 

〒460-0003 名古屋市中区錦三丁目 6番 35号 WAKITA 名古屋ビル 8階 

     一般社団法人 AYAがんの医療と支援のあり方研究会気付 

       担当者：酒見・富岡・津村・桶作・瀧田・中嶋 

      E-mail: office@ayaweek.jp 
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8. AYA week 2022実行委員会 

 

（実行委員長）   

多田雄真 大阪 大阪国際がんセンター 血液内科/AYA 世代サポートチーム 

 

（実行委員）   

入江真依       愛知  名古屋医療センター 

大須賀美恵子  大阪  大阪工業大学 / (株)ウエルネスラボ 

桶作 梢 石川 石川県立看護大学 看護学部 

小関道夫 岐阜 岐阜大学医学部 小児科 

尾上琢磨 兵庫 兵庫県立がんセンター 腫瘍内科 

神松あや 東京 フリーランス 

岸田 徹 東京 NPO 法人 がんノート 

楠木 重範    兵庫  わしおこども医院 

酒見惇子 兵庫 神戸大学医学部附属病院 緩和ケアチーム/がん相談室 

眞田佐知子   京都  足立病院 

白石恵子    福岡  九州がんセンター 臨床心理士 

園田彩夏    神奈川 アグタス 

高濱隆幸    大阪  近畿大学病院 腫瘍内科/ゲノム医療センター 

瀧田咲枝 愛知 椙山女学園大学 看護学部 

田口真由美   大阪  大阪大学医学部附属病院 

津村明美 神奈川 認定 NPO 法人 横浜こどもホスピスプロジェクト 

寺田和樹    千葉  成田赤十字病院 小児科 

轟 浩美 東京 認定 NPO 法人 希望の会 

富岡晶子 東京 東京医療保健大学 医療保健学部看護学科 

中嶋万梨子    愛知  椙山女学園大学 人間関係学研究科 

橋口絵里奈   福岡  NPO 法人 スマイルハート 

長谷川裕加里  熊本  熊本市健康福祉局 子ども未来部 

日置三紀 滋賀 滋賀医科大学医学部附属病院 薬剤部 

樋口麻衣子   富山  富山大学附属病院 / 富山 AYA 世代がん患者会 Colors 

福島健太郎   大阪  大阪大学 

福地朋子 大阪 大阪母子医療センター 看護部 

藤澤文絵 大阪 大阪国際がんセンター 腫瘍内科 

蒔田真弓    福岡  フリーランス 

松本 恵 長崎 長崎大学病院 腫瘍外科 

森 洋文     神奈川 日本がん・生殖医療学会 里親養子縁組支援委員 

横山信彦    福岡  九州がんセンター 整形外科  
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9. AYA week 2022収支予算書 

 

I. 収入の部 単価 個数 金額 

1. AYA week 2021繰り越し金 710,926  710,000 

2. 寄付金  50,000 20 1,000,000 

 10,000 24 240,000 

3. 協賛金 100,000 15 1,500,000 

4. プログラム広告費収入(表 2 15 万円) 150,000 1 150,000 

5. プログラム広告費収入(表 3 12 万円) 120,000 1 120,000 

6. プログラム広告費収入(後付 1 頁=10 万円) 100,000 2 200,000 

7. プログラム広告費収入(後付半頁＝5 万円) 50,000 5 250,000 

収入合計     4,170,000 

II.支出の部 単価 個数 金額 

1. 事務費 

1-1．事務局経費（事務委託費、人件費、通信費等、実行委員会運営

にかかる諸費） 

1-2．IT関連費（レンタルサーバー維持費、Zoom アカウント取得、

Dropbox使用費等） 

 

400,000 

 

100,000 

 

   

400,000 

 

100,000 

小計   500,000 

2．広報費 

2-1．開発費（ロゴをはじめとする画像制作、コピー開発、Webサイ

トなどの企画構成・プランニング・デザイン・コーディング費、

ポスター・チラシ・プログラムの企画構成・プランニング・デザ

イン費、動画制作費等） 

2-2．印刷費（ポスター、チラシ、プログラム、封筒等） 

2-3．郵送費 

 

3,000,000 

 

 

 

400,000 

270,000 

   

3,000,000 

 

 

 

400,000 

270,000 

小計   3,670,000 

支出合計     4,170,000 

収入合計-支出合計     0 
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10. AYA week 2021 参画団体実績 

 

【イベント開催団体】 

旭くん光のプロジェクト 

AYA’s Journey Japan  

AYAship 

一般社団法人 食道がんサバイバーズシェアリングス 

一般社団法人シンクパール（Think Pearl） 

一般社団法人 Team CML @Japan 

沖縄県若年性がん患者会 Be style 

カラクリ Lab. 

がんフォト＊がんストーリー 

グリーンルーペ 

クロワッサンス（名大病院で治療を受けた現在 AYA 世代の小児血液・腫瘍疾患経験者の会） 

コミュニティーる～むトンボロ 

若年がんサバイバー&ケアギバー集いの場 くまの間 

若年性がん患者団体 STAND UP！！×認定NPO 法人 ゴールドリボン・ネットワーク 

若年性がんサポートグループ AYACan!! 

ダカラコソクリエイト 

東海 AYA 支援 FAMILY PHOTOGRAPH 

特定非営利活動法人 あいおぷらす&一般社団法人 Woman-Bridge 湘南&Y's Pearl Trading 

株式会社 

特定非営利活動法人がんのママをささえ隊ネットワーク ETERNAL BRIDGE 

特定非営利活動法人 キャンサーネットジャパン 

北海道在住の AYA 世代患者会アヤキタ！ 

特定非営利活動法人HopeTree 

富山 AYA 世代がん患者会 Colors 

難病学生患者を支援する会 

認定 NPO 法人にこスマ九州 

認定 NPO 法人マギーズ東京 

Pink Ring × Pink Ring 北海道・東北・西日本 branch 

preciousplace かけがえのない場所 

三重大学医学部附属病院小児科病棟闘病経験者の会 ひとと樹 

耳をすませばがん経験者の声実行委員会 

Remember Girl’s Power!! 

リレー・フォー・ライフ・ジャパンみやぎ 

厚生労働科学研究費補助金（がん対策推進総合研究事業）「思春期・若年成人（AYA）世代が

ん患者の包括的ケア提供体制の構築に関する研究」班、愛知県がんセンター共催 
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大阪市立総合医療センター 大阪国際がんセンター iPresence 合同会社 大阪工業大学 

岐阜県小児・AYA 世代のがん等成育医療相談支援センター 

岐阜市民病院 

九州がんセンター 

国立がん研究センター 希少がんセンター 

国立がん研究センター中央病院 

国立国際医療研究センター病院＋東京医科歯科大学有志 

滋賀医科大学医学部附属病院 

静岡県立静岡がんセンター静岡県立静岡がんセンター＆静岡県立こども病院 

静岡県立静岡がんセンター＆認定 NPO 法人横浜こどもホスピスプロジェクト 

順天堂大学医学部附属練馬病院がん治療センター、練馬区健康推進課 

東京大学医学部附属病院 がん相談支援センター 

東京都立小児総合医療センター 

長崎大学病院 

成田赤十字病院 

にゅうわ会 及川病院 

広島大学病院 

兵庫県立がんセンター腫瘍内科 

山形大学医学部附属病院 

AYA 世代の学生有志 

大阪大学大学院医学系研究科・小児家族看護学教室 

性と人生いろいろアリの会 石川県がん安心サポートハウスつどい場はなうめ はなうめ青

年部 学生サークル小梅 

聖マリアンナ医科大学第 5学年有志 

超少子高齢化地域での先進的がん医療人養成（北信がんプロ） 石川県立看護大学 

長崎県立長崎東中学校・高等学校 

日本女子大学 食育ボランティアグループ＆石川県立看護大学 大学生有志  

一般社団法人 AYA がんの医療と支援のあり方研究会 

特定非営利活動法人 がんの子どものトータルケア研究会 静岡 

日本がん・生殖医療学会とMSD株式会社 

AYA cancer support pharmacists group・中外製薬 

大阪がん診療連携協議会 大阪府 大阪市 堺市 中外製薬株式会社 

鍵盤乙女 

ながさき女性医師の会 後援：長崎県 長崎県医師会 長崎県産婦人科医会 長崎県小児科

医会 

はりま宇宙講座 13期生有志 

株式会社資生堂 

株式会社 丸十 フォトスタジオ ライトアップ 
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沢井製薬株式会社 

武田薬品工業株式会社 

中外製薬株式会社 

ノバルティスファーマ株式会社 

 

【寄付・協賛団体】 

ハートリンク共済 

Remember Girl's Power !! 2020 

諏訪赤十字病院 

MBS 

アフロディーテ 

特定非営利活動法人 あいおぷらす&一般社団法人 Woman-Bridge 湘南&Y's Pearl Trading 

株式会社 

認定 NPO 法人ゴールドリボン・ネットワーク 

iPresence 合同会社 

味の素株式会社 

江崎グリコ株式会社 

株式会社ビードットメディカル 

 

【後援】 

一般社団法人 日本胃癌学会 

一般社団法人 日本医療薬学会 

一般社団法人 日本カウンセリング学会 

一般社団法人 日本がんサポーティブケア学会 

一般社団法人 日本癌治療学会 

一般社団法人 日本サイコオンコロジー学会 

一般社団法人 日本小児・血液がん学会 

一般社団法人 日本小児外科学会 

一般社団法人 日本内分泌学会 

一般社団法人 日本乳癌学会 

一般社団法人 日本脳神経外科学会 

一般社団法人 日本がん看護学会 

一般社団法人 日本ペインクリニック学会 

一般社団法人 日本音楽療法学会 

一般社団法人 日本小児内分泌学会 

一般社団法人 日本生殖医学会 

一般社団法人 日本造血細胞移植学会 

一般社団法人 日本泌尿器科学会 



8 

 

公益社団法人 日本産科婦人科学会 

公益社団法人 日本婦人科腫瘍学会 

公益社団法人 日本リハビリテーション医学会 

公益社団法人 日本臨床腫瘍学会 

特定非営利活動法人 日本バーチャルリアリティ学会 

特定非営利活動法人 がんの子どものトータルケア研究会静岡 

特定非営利活動法人 日本小児がん看護学会 

特定非営利活動法人 日本緩和医療学会 

特定非営利活動法人 日本小児がん研究グループ 

特定非営利活動法人 日本脳腫瘍学会 

特定非営利活動法人 日本肺癌学会 

日本がん・生殖医療学会 

日本癌学会 

日本死の臨床研究会 

日本臨床外科学会 

長崎県医師会 

愛知県がんセンター 

熊本大学病院 

国立がん研究センター 希少がんセンター 

諏訪赤十字病院 

聖隷三方原病院 

聖隷浜松病院 

静岡県立こども病院 

東北労災病院 

浜松医科大学医学部附属病院 

浜松医療センター 

和歌山県立医科大学附属病院 

一般社団法人 シンクパール（Think Pearl） 

公益財団法人 がんの子どもを守る会 

公益財団法人 日本対がん協会 

若年性がん患者団体 STAND UP！！ 

特定非営利活動法人 全国骨髄バンク推進連絡協議会 

特定非営利活動法人 キャンサーネットジャパン 

特定非営利活法人 がん患者団体支援機構 

認定 NPO 法人 希望の会 

認定 NPO 法人 ゴールドリボン・ネットワーク 

樋口宗孝がん研究基金 

株式会社 メディカル・インサイト 
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がん情報サイトオンコロ 

Kiri Miyahira 

MBS 

厚生労働省 
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11. AYA week 2021 イベント開催実績 

 

地域 参加団体名 イベント企画名 開催日時 

全国 

（その他） 

第 3回 AYAがんの医療

と支援のあり方研究会学

術集会 

AYA 関連研究班共催市民公開

シンポジウム「AYA がん関連

研究の現状と今後」 

3/20（土）12:30-

14:00 

全国 

（その他） 

AYA 研：社会連携委員会 ＡＹＡ世代のがんピアサポー

ター養成研修会 

3/14（日） 

全国 

（その他） 

NPO法人スマイルハー

ト 

大学生が運営するオンライン

café会特別版～AYA世代の事

をもっと知ろう～ 

3/17（水）20:00-

21:00 

全国 

（その他） 

NPO法人スマイルハー

ト 

AYA の人も AYAじゃない人

もみんな集合★大人気

YouTuber ミミポぽと NPO法

人スマイルハート代表がお届

けするライブ配信♡ 

3/20（土）21:00-

22:00 

全国 

（その他） 

NPO法人スマイルハー

ト 

AYA 世代・AYAを知りたい

人達へ★社会に対するモヤモ

ヤ 100人聞くまで帰れま 10 

3/19（金）10:00-

19:00 

全国 

（その他） 

NPO法人 HopeTree 子育て世代の患者さんを支え

る医療者の集い 

3/17（水）20:00-

21:00 

全国 

（その他） 

グリーンルーペ がんノート×ラベンダーリング

×グリーンルーペ トークセッ

ション 

3/13（土）13:00-

14:30 

全国 

（その他） 

グリーンルーペ 一緒に知ろう、ともに考えよ

う AYA 世代のがんのこと第

2回～AYA世代の本音～ 

3/7（日）13:00-

15:00 

全国 

（その他） 

株式会社資生堂 ライフクオリティーメイクア

ップ体験キャンペーン！ 

4/5-4/18 

全国 

（その他） 

中外製薬株式会社 ラジオ放送による啓発活動 3/7（日）19:00-

20:00 

全国 

（その他） 

難病学生患者を支援する

会 

「AYAの集い場 AYA 端会

議」 

3/14（日）15:00-

17:00 

北海道 旭川 AYA世代患者サポ

ート「AYAship」 

オンライン患者会 3/14（日）18:30-

20:30 

北海道 旭川 AYA世代患者サポ

ート「AYAship」 

HANABI for AYA 打上花火： 

3/20（土）19:00-  
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動画配信： 

3/21（日）19:00- 

北海道 北海道在住の AYA世代

患者会アヤキタ！ 

アヤキタ！交流会 in AYA 

week2021  

  

東北 山形大学医学部附属病院 東北次世代がんプロ養成プラ

ン 

3/19（金） 

東北 リレー・フォー・ライ

フ・ジャパンみやぎ 

AYA×RFLJみやぎ 3/28（日）より動

画配信 

関東 旭くん光のプロジェクト 旭くん 光のプロジェクト ～ 

AYA 世代ににじをかけよう 

3/20（土）14:00-

15:00 

関東 一般社団法人 食道がん

サバイバーズシェアリン

グス 

「わたしは酒と煙草で食道が

んになりました。」 あなたの

飲み方は大丈夫?! 経験から

学ぶダメなお酒との付き合い

方。 

3/20（土） 

関東 一般社団法人シンクパー

ル 

女性からだ会議® AYA week 

2021「子宮頸がんと HPVワ

クチンを考える」 

3/19（金）14:00-

16:00 

関東 MSD株式会社、日本が

ん・生殖医療学会 

AYA 世代に増えている子宮頸

がん 

3/21（日） 

関東 がんフォト＊がんストー

リー 

AYA 世代＊がんフォト・パレ

ード 

AYA week期間

中、毎日更新 

関東 鍵盤乙女 がんと向き合うあなたと家族

へ～朗読音楽会～ 

4月動画配信 

関東 国立がん研究センター希

少がんセンター 

希少がん Meet the Expert 3月 

関東 国立がん研究センター中

央病院 

がん患者さんのサポートと生

活の工夫展・患者サロン

「AYAひろば」 

3/13（土）14:00-

15:00 

関東 国立国際医療研究センタ

ー病院＋東京医科歯科大

学有志 

研修医による研修医のための

AYA がんを知る会 

3/17（水）19:00-

20:30 

関東 コミュニティーる～む 

トンボロ 

ガラスセルアート

（AYAweek2021) 

3/14（日） 

関東 若年性がん患者団体

STAND UP！！ × 認

AYA Meeting 2021 ～立場を

超えた交流～ 

3/20（土）19:00-

21:00 
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定 NPO法人ゴールドリ

ボン・ネットワーク 

関東 主催：一般社団法人 

Team CML @Japan 協

力：特定非営利活動法人  

血液情報広場・つばさ 

聞いてちょうだい！経験者ト

ーク ～AYA 世代、各種血液

がん患者によるトークリレー

７日間～ 

3/14（日）～3/20

（土）20:00-20:30

動画配信 

関東 順天堂大学練馬病院がん

治療センター、練馬区健

康推進課 

～パネル展～AYA世代のがん

を知ろう AYAweek2021 

＜パネル展示＞ ＊

3/6（土）・3/7

（日）練馬区役所

アトリウム銅像前  

 ＜電話相談＞ ＊

月～金（土・日・

祝祭日除く）13:00-

15:00 順天堂大学

練馬病院 がん相

談支援センター 

03-5923-3247 

関東 聖マリアンナ医科大学第

5学年有志 

全国医療系学生向けオンライ

ン特別講義 『AYAがんを経

験して〜10代 20代でがんに

なるということ』の開催と、

全国 82大学の医学部を含む

「医療系学生に向けた“AYA

がん”に関する意識調査」 

特別講義 3/20

（土）10:00-

12:00、意識調査：

2/8から 3月中旬ま

で（聖マリアンナ

医科大学倫理委員

会承認） 

関東 武田薬品工業株式会社 ワークショップ「がん医療を

取り巻く労働環境を考える」 

3/16（火） 

関東 東京大学医学部附属病院 

がん相談支援センター 

リーズナブル＆プチプラで楽

しむ外見ケア～見た目のカバ

ーからおしゃれまで 

3/27（土） 

関東 東京都立小児総合医療セ

ンター 

第４回 AYAキャンサーサバ

イバーズミーティング 

3/14（日） 

関東 東京都立小児総合医療セ

ンター 

医療従事者向けシンポジウム 

AYA 世代がんの基礎知識 

3/16（火） 

関東 (特非)あいおぷらす&(一

社)Woman-Bridge湘南

&Y's Pearl Trading (株) 

湘南 AYA week 2021「Pearl 

Workshop」 

3/21（日） 
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関東 特定非営利活動法人キャ

ンサーネットジャパン 

もっと知ってほしい AYA世代

のがんとセクシュアリティの

こと 

3/19（金）18:30-

20:00 

関東 成田赤十字病院 入院中の高校生がん患者に対

する遠隔技術を用いた学習支

援とその成果 

3/14（日）14:00-

15:00 

関東 成田赤十字病院 AYA 世代を迎えた小児がん経

験者及び AYA 世代がん経験者

が知っておきたい、長期的健

康管理に関する情報 

3/14（日）15:00-

16:00 

関東 日本女子大学食育ボラン

ティアグループ ＆ 石川

県立看護大学 大学生有

志 

AYA 世代の食生活・運動 と 

がん ～大学生と考えよう～ 

3/14（日）～3/21

（日）動画配信 

関東 認定 NPO法人マギーズ

東京 

AYA WEEK オープンマギ

ーズ 

3/27（土）13:30-

15:00 

関東 Pink Ring × Pink Ring 

北海道・東北・西日本 

branch 

WEBおしゃべり会 @AYA 

week 2021 

3/19（金）20:30-

22:00 

関東 "耳を澄ませば"がん経験

者の声 実行委員会 

『耳を澄ませば！』～がん経

験者の声～ 

3/20（土）18:00-

21:00 

関東 Remember Girl’s 

Power!! 

SUPER☆GiRLS と学ぶ AYA

世代がんのこと 

●第一回：3/15

（月）20:00-21:30 

●第二回：3/16

（火）20:00-21:30 

中部 厚生労働科学研究費補助

金（がん対策推進総合研

究事業）「思春期・若年

成人（AYA）世代がん患

者の包括的ケア提供体制

の構築に関する研究」

班、愛知県がんセンター

共催 

AYA 世代がん患者・家族支援

ネットワーク構築プログラム

研修会 

3/15（月）18:00-

19:15 

中部 岐阜県小児・AYA世代の

がん等成育医療相談支援

センター 

岐阜県の AYA 世代に対する取

り組み 

3/14（日）13:00-

15:00 
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中部 岐阜県小児・AYA世代の

がん等成育医療相談支援

センター 

AYA 世代について語ろう！

(岐阜)  

3/14（日）15:15-

17:00 

中部 岐阜県小児・AYA世代の

がん等成育医療相談支援

センター 

小児から AYA 期の移行期支援

を進めるために 

3/18（木）18:00-

20:00 

中部 岐阜市民病院 岐阜市民病院がんセミナー 

AYA 世代のがん医療を患者と

医療者が共に考える 

3/14（日） 

中部 クロワッサンス 定例会オンライン！ 3/20（土） 

中部 静岡県立静岡がんセンタ

ー 

AYA 世代がん診療の最新トピ

ックス！ 

3/15（月）～3/19

（金）動画配信 

中部 静岡県立静岡がんセンタ

ー＆静岡県立こども病院 

静岡版 AYA 世代支援ネット

ワーク構築のためのワークシ

ョップ 

3/13（土）10:00-

12:00 

中部 静岡県立静岡がんセンタ

ー＆認定 NPO法人横浜

こどもホスピスプロジェ

クト 

難治性 AYA がん患者の QOL

を考えよう！ 

3/14（日）13:30-

15:00 

中部 若年がんサバイバー&ケ

アギバー集いの場 くま

の間 

しろくまの会 in AYA 

WEEK2021-オンラインおし

ゃべり会 forステージ 4患者

さん- 

3/13（土）10:00-

11:30 

中部 性と人生いろいろアリの

会、石川県がん安心生活

サポートハウス つどい

場はなうめ、はなうめ青

年部、学生サークル小梅 

第 1回 AYA世代がん経験者

と同世代の医療従事者・学生

の対話カフェ 2021 

3/19（金）19:00-

21:00 

中部 超少子高齢化地域での先

進的がん医療人養成（北

信がんプロ） 

石川県立看護大学 

AYA 世代のがん体験談からそ

の支援を考える 

3/7（日）10:00-

12:30 

中部 東海 AYA支援 FAMILY 

PHOTOGRAPH 

家族写真のチカラ 通年企画 

中部 特定非営利活動法人 が

んの子どものトータルケ

ア研究会静岡 

がんの子どものトータルケア

研究会静岡 第 25回 研究会 

3/13（土） 
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中部 三重大学医学部附属病院

小児科病棟闘病経験者の

会 ひとと樹 

AYA 世代の小児がん経験者の

ための経験者交流会 

3/21（日） 

関西 AYA cancer support 

pharmacists group・中

外製薬 

The AYA oncology seminar 

for pharmacist 

3/19（金）19:00- 

関西 滋賀医科大学医学部附属

病院 

AYA week 2021＠滋賀医大 3/15（月）～3/19

（金） 

関西 大阪がん診療連携協議会 

大阪府 

大阪市 

堺市 

中外製薬株式会社 

地域における AYA世代支援を

考える‐医療・患者・行政 ３

つの立場から 

3/13（土）14:00-

16:00 

関西 大阪市立総合医療センタ

ー 

大阪国際がんセンター 

iPresence合同会社 

大阪工業大学 

アバターロボット kubiを使っ

た遠隔お花見 

4/6（火） 

関西 大阪大学大学院小児家族

看護学教室 

AYA 世代のがんについて 知

ろう、一緒に。 

3/16（火）8:30 - 

20:30 

関西 株式会社丸十 フォトス

タジオライトアップ 

AYA 振袖無料撮影会 5/18（火）・5/25

（火）・5/28

（金）・6/15

（火）・6/25

（金）・6/29

（火） 

関西 カラクリ Lab. カラクリ Lab.Online AYA 世

代 Night 

3/21（日）21:10-

22:10 

関西 沢井製薬株式会社 お薬のリモート工場見学 4/6（火） 

関西 ダカラコソクリエイト ココがモヤるよ AYA 世代 3/21（日）20:00-

21:00 

関西 ノバルティス ファーマ

株式会社 

Cancer Supportive Care 

Hybrid Web Seminar 

3/19（金）19:00-

20:40 

関西 はりま宇宙講座 有志 オンライン観望会 3/21（日）日没後 

関西 兵庫県立がんセンター腫

瘍内科 

AYA がんの支援を語る会@兵

庫県 

3/19（金）19:00-

21:00 
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中国 若年性がんサポートグル

ープＡＹＡＣａｎ！！ 

ＡＹＡＣａｎ‼Ｅｘｈｉｂｉｔ

ｉｏｎ（アヤキャンエキシビ

ジョン）） 

3/20（土）・3/21

（日） 

中国 広島大学病院 広島県・中国地区 AYA 世代

がん多施設ネットワーク構築

プログラム〜AYA世代がんへ

の重層的支援を目指して〜 

3/6（土）13:00-

16:00（オンライン

配信） 

九州・沖縄 NPO法人がんのママを

ささえ隊ネットワーク

ETERNAL BRIDGE 

がんと向き合うママと家族の

『共に生きる』笑顔の絆 

WEB写真展 

AYA week期間中 

九州・沖縄 沖縄県若年性がん患者会 

Be style 

みんなで知ろう！話そう！共

有しよう！AYA世代のお話オ

ンライン in沖縄 

3/14（日）14:00-

16:00 

九州・沖縄 九州がんセンター 九州で広げよう☆AYA世代が

ん患者支援の輪 

3/10～3/31 

九州・沖縄 長崎県立長崎東中学校・

高等学校 

A Y A世代のがんを知る 医

師によるオンライン授業 

3/12（金）16:00-

17:30 

九州・沖縄 ながさき女性医師の会 

後援：長崎県、長崎医師

会、長崎県産婦人科医

会、長崎県小児科医会 

AYA って何？ 若い世代の

「がん」を考える 

3/13（土）15:00-

16:30 

九州・沖縄 長崎大学病院 長崎県がん診療連携拠点病院

研修会 

3/5（金） 

九州・沖縄 にゅうわ会 及川病院 今を大事に、将来を大事に、

AYA 世代応援 week 

3/13（土）～3/21

（日） 

九州・沖縄 認定 NPO法人にこスマ

九州 

にこスマキャンプ 2021春 ア

フタートーク 

3/20（土） 

九州・沖縄 preciousplace かけがえ

のない場所 

AYA 世代について知る～はじ

めの第一歩～ 

3/14（日）～3/21

（日） 

 


