
第５期事業報告書 
令和４年(2022)1月 1日から令和４年(2022)12月 31日まで 

一般社団法人 AYAがんの医療と支援のあり方研究会 
 

Ⅰ．事業実施の概要 
AYAがんの医療と支援のあり方研究会は、思春期・若年成人（AYA）がん領域の学術活動、教育活

動、社会啓発及び人材育成等を行うことにより、我が国の思春期・若年成人がん領域における医療

と支援の向上に寄与することを目的とする。 

第５期は理事・監事選挙を令和 4 年 2 月 7 日（月）～2 月 21 日（月）に実施し、新しい理事会

のもと委員会体制を強化するとともに、委員会の増加、各種活動の活性化に対応するため東京事務

局を設置した。第４期に引き続き、新型コロナ禍のため、理事会・委員会活動や各種事業は Web開

催により実施した。AYA week 2022の開催、第４回学術集会の開催、研究会誌「AYAがんの医療と支

援」第２巻第 1号、第 2号の刊行、第５回および第６回 AYAがん患者サポート研修会といった事業に

加え、「AYA 研の事例報告における同意取得ポリシー」を策定し、第４期がん対策基本計画に向け

て国のがん対策協議会において AYA世代がん患者会・支援団体等とともに要望書を提出した。国の

指定する地域がん診療連携病院の現況報告において、AYA がん患者サポート研修会の参加者への言

及があったことは特筆すべき成果である。 

 

Ⅱ．事業に関する事項 
（学術集会、講演会等の開催事業） 

１．第４回学術集会の開催 
 会長：天野慎介（一般社団法人全国がん患者団体連合会 理事長） 

 テーマ：AYAがん患者のペイシェント・ジャーニーを支える 

会期：2022年 3月 20～21日（日、祝） 

会場：オンライン開催  

オンデマンド配信（2022年4月1日～4月28日） 

参加者：366名 

 

（学術誌及び論文と図書の刊行事業） 

２．研究会誌「AYAがんの医療と支援」の刊行 
 1）2巻 1号発刊：2022 年 2月 25日に公開 

原著 2編、総説 3編 計 5編 

2）2巻 2号発刊：2022年 9月 8日に公開 

総説1編、事例報告1編、活動紹介1編 計3編 
 

（研究の奨励及び研究業績の表彰） 

３．研究・活動助成制度の構築 
 賞等選考委員会による制度設計および運営を開始した 

1）賞等選考委員会規程の策定 

 2）研究・活動助成制度の整備ならびに第 1回研究・活動助成募集開始 

  ・研究・活動助成規程の策定 

・第 1回研究・活動助成募集の準備 

募集要項、応募用紙、実施計画・予算内訳記入用紙、案内文の作成 

・第 1回 AYA研究・活動助成募集案内の広報（AYA研ニュース（11月、12月）、AYA研ホームペ

ージ） 

3）表彰規程制度の整備ならびに第 1回 AYA研究・活動奨励賞募集開始 

・表彰規程の策定 
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・第 1回 AYA研究・活動奨励賞募集の準備 

・募集要項、応募用紙、履歴書様式、案内文の作成 

・第 1回 AYA研究・活動奨励賞募集案内の広報（AYA研ニュース（11 月、12月）、AYA研ホー

ムページ） 

 

（調査研究活動） 

４．調査研究活動の開始 
1）調査・研究委員会規程の策定 

2）第 5回学術集会での委員会プログラムの提案 

実際の研究事例を紹介しプロセスを共有しながら、臨床疑問を持った人が集まって質問できる場

を提供する 

3）LINEを活用したレジストリ構築と調査研究の立案 

4）AYAがんの放射線治療を考える会が行う AYA患者を対象としたアンケート調査の広報依頼の審議 

 

（教育・研修、並びに人材育成事業） 

５．研修用 e-learning システム運用 
Edulio と Vimeo を使用したシステム内の資材のメインテナンスとして、9 件の視聴用講義動画を更

新した。 

 

６． AYA がん患者サポート Web研修会の開催 
1) 第 5回開催：2022 年 5月 29日（日）10-17時 

事前 e-learning 視聴期間：5月 2日～5月 22日 

当日ファシリテーター：8名、e-learning講師・当日質疑応答：12 名 

参加・修了者 36 名 

2) 第 6回開催：2022 年 11月 5日（土）10-17時 

事前 e-learning 視聴期間：10月 11日～30日 

当日ファシリテーター：11名、e-learning講師・当日質疑応答：13 名 

参加・修了者 45 名 

 

（社会啓発、並びに普及事業） 

７．広報活動 
1. 年報の作成 

・2021年度の年次報告書をまとめ、寄付者と拠点病院に発送し、HPで公開。 

2. AYA研ニュースの配信（会員向け） 

3. ウェブサイト（AYA研 HP、WebAYA）の更新・拡充 

4. LINEの運用 

・日本がん・生殖医療学会が作成するＦＳリンクとの相互連携の開始 

・当事者に必要な情報の配信 

5. 後援 

・東京都福祉保健局：東京都小児、AYA世代がん診療連携協議会 

・東京都立小児総合医療センター 東京都小児・AYA世代がん診療連携事業/市民公開講座 

・埼玉医科大学国際医療センター 第 8回キャンサーサバイバーズミーティング 

・東京都小児、AYA世代がん診療連携協議会 小児緩和ケア研修会 

6. 協力 

・特定非営利法人 deleteC がん治療研究公募の周知の協力 

・日本サイコオンコロジー学会事務局 AYA-CST参加者募集の周知の協力 

・大阪急性期・総合医療センター 府民公開講座の案内協力 
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・放射線治療を考える会 AYAｘ放射線治療アンケートの案内協力 

・医療法人篠原湘南クリニック 「AYA世代がんサポートガイド」の転載 

・中外製薬 AYAに関する冊子制作清水理事長監修協力 

7. 報道実績 

・2022/1/6：河北新報 堀部敬三理事長に AYA世代をめぐるがん対策についての取材 

・2022/1/11：関西テレビ AYA世代の現がん患者やがんサバイバーの取材 

・2022/6 : 扇流会（日本舞踊会）配布パンフレットにて AYA研の紹介掲載 

・2022/9 : 扇流会（日本舞踊会）配布パンフレットにて AYA研の紹介掲載 

・2022/9/30：人間生活工学研究センター：専門情報誌「人間生活工学」への寄稿 

・2022/11/5：読売テレビ：ウェークアップ「AYA世代のがん」の特集に関する清水理事長取材 

 

８．社会連携活動 
１． AYA世代のがんピアサポートの基盤構築の検討 

AYA 世代のピアサポートの基盤を構築することを目指し、AYA 世代ピアサポーター養成研

修も含め、必要なリソースやシステムを検討した。 

２．患者会に対する ZOOM間貸しのスキーム案の作成 

患者会にかかわる会員が、患者会活動のために ZOOMを利用できる仕組みについて検討 

 
（関連の諸団体との連携） 

９．国際的な連携 
1. 委員会運営 

 ・委員会規程の制定及び委員会活動の中長期計画・活動内容等について検討した。 

2. 学術集会国際連携委員会企画の検討 

 ・第 5回学術集会国際企画の検討 

「米国における AYAがん支援プログラムの活動体制、支援内容、活動評価」をテーマに、ミシガン大

学 Bradley J. Zebrack教授に講演を依頼し、事前収録オンデマンド配信の準備を進めた。 

 ・AYAチームビルディングの企画における海外講師依頼 

  英国における AYA 支援チームについて、Teenage Cancer Trustの Louise Soanes氏に講演を依

頼し内諾を得た。  

3. 海外団体及び国際学会との交流 

 ・海外への情報発信 

イタリアミラノで開催された「Get up Stand up for AYA with Cancer」において日本の AYAがんの

現状と支援活動について報告した（丸委員）。 

 ・The 5th Global AYA cancer congressに関する情報共有 

  2023 年 6 月にアメリカで開催される国際学会に関する情報を共有した。AYA 研の活動報告に向

けて検討中。 

 ・国際学会参加助成に関する検討 

  会員に向けた国際学会参加助成制度について検討した。 

4．海外への情報発信・広報活動 

 ・海外向け広報ツールの検討 

  AYA研ホームページ、リーフレットの英語版の作成に向け、広報委員会と協議した。 

 

（その他この法人の目的を達成するために必要な事業） 

１０．倫理的検討課題 
 １）倫理委員会 

・AYA研における倫理委員会の目的、役割に関する検討 

・委員会規程の策定 

・AYA研学術集会での過去の発表抄録を用いて倫理課題に関する検討シミュレーションの実施 

 2）利益相反委員会 
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・利益相反委員会規定の改訂（ver1.1）令和 4年 6月 24日より施行 

・利益相反委員会の体制強化 4名体制（委員長 1、委員３）とした。 

・2022年度の AYA 研の活動に関する利益相反マネージメントを以下の通り行った。 

①AYA 研役員、会長、副会長、各種委員会委員長に関する利益相反確認 

『AYA 研利益相反マネージメントに関する施行細則(ver.1.1)』に従い、AYA 研役員（理事長、副理

事長、理事、監事）、学術集会会長、副会長、各種委員会委員長に対して、AYA 研事務局より『AYA 研

利益相反に関する自己申告書（様式 1）』による利益相反申告書の提出依頼を行った。 

②AYA研学術集会発表者に関する利益相反確認 

『AYA 研利益相反マネージメントに関する施行細則(ver.1.1)』に従い、第４回学術集会発表者の利

益相反に関して、第４回学術集会会長及び学術集会運営事務局（日本コンベンションサービス）に AYA

研事務局より問い合わせを行った。 

③学会誌「AYA がんの医療と支援」執筆者に関する利益相反確認 

『AYA 研利益相反マネージメントに関する施行細則(ver.1.1)』に従い、第２巻１号および第 2 巻 2

号の執筆者の利益相反管理を行った。 

3）「AYA 研の事例報告における同意取得ポリシー」の策定 

事例報告同意取得に関する理事長諮問委員会（一戸辰夫委員長）のもと、会員アンケート、

AYA week2022特別シンポジウム「事例検討の倫理を考える」（令和 4 年 3月 10日 web開催）

での議論を経て「AYA 研の事例報告における同意取得ポリシー」ポリシーを策定し、パブリ

ックコメントを経て、令和 4年 9月 4日の臨時総会にて承認された。 

 

１１．AYA week 
1）AYA week 2022の開催 

AYA weekは、AYA世代のがんおよび患者の抱える問題の実態を理解し、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られるようなきっかけを生むための AYA 世代がん

の社会啓発活動を目的とする。「知ろう、一緒に」をメインテーマに、AYA week 2022よりサブテーマ

「つながる」「楽しむ」「学ぶ」の 3つを設け活動した。2022年 3月 5日～3月 13日の 9日間（プレ・

ポストイベントを含む）に、全国の 69のイベント開催団体、124名の個人の方から Webサイト（Syncable）

を通じて寄付をいただいた。また、14の寄付・協賛団体、54の後援団体の協働により、80近いイベン

トが開催された。AYA研内外の 31名から成る実行委員会を中心に運営し、AYA week 2022ホームペー

ジの開設、ポスター・チラシ、広報誌 AYA ZINEの作成、Facebook、Twitter、Instagramの SNSを活用、

各種メディアを介した広報により AYA世代がんの啓発活動を行った。  

実行委員会（Web開催、全 15回）： 

（2021年）7/19、8/2、8/25、9/13、9/28、10/18、11/2、11/17、12/14 

（2022年）1/5、1/18、2/2、2/16、3/2、4/4 

2）AYA week 2023の準備 

AYA week 2023の実行委員長として楠木重範委員長を選任、実行委員会を組織し、AYA week 2023の

開催の準備を開始した。 

 

１２．政策提言 
  第 84 回がん対策推進協議会において理事長が参考人として招致され、AYA 世代のがんの現状と課題

について説明した。がん対策協議会委員である樋口麻衣子理事、患者会・支援者団体とともに、第４期

がん対策推進基本計画における AYA世代のがんの医療と支援に関する要望書を提出した。 

 

Ⅲ．運営に関する事項 

１．総会・選挙の開催 

 1）通常総会 
   日 時：令和 4 年 3 月 20 日（日） 12：55～13：35 

   場 所：Zoom ウェビナー 

    審議事項： 第１号議案 第 4期事業報告 
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          第２号議案 第 4期決算報告 

 

  2）理事・監事選挙 
立候補者および確定選挙人の公告： 2022年 1月 6日(木) 
投票期間： 2022年 2 月 7日(月)15:00～2月 21日(月)15:00 

投票方法： 電子投票 

選挙結果： 2022年 2 月 22日 

・確定選挙人： 370名 

・投票数： 223票 

・投票率： 60％ 

・有効投票数： 221票 

・無効投票数： 2票 

 

 3）臨時総会 
   日 時：令和 4 年 9 月 4 日（日） 10：00～10：30 

   場 所：Zoom ウェビナー 

    審議事項： 第１号議案 AYA 研の事例報告における同意取得ポリシーについて 

 

１．理事会の開催状況 

 1）第 24 回理事会 
日 時：令和 4 年 2 月 8 日（火） 18：00～20：00 

場 所：Zoom ルーム 

審議事項： 第１号議案 第 4回学術集会の開催形式について 

 第２号議案 定款施行細則の変更（賞等選考委員会、倫理委員会の設置）について 

第３号議案 令和３年度事業報告について 

第４号議案 令和３年度決算報告について 

第５号議案 令和４年度事業計画および収支予算について 

第６号議案 次次期会長の選出 

第７号議案 通常総会について（議事次第、開催方法・議決権） 

 

 2）第 25 回理事会 
令和 4 年 2 月 25 日（金） 18：00～19：30 

場 所：Zoom ルーム 

審議事項：第１号議案 令和３年度事業報告について 

 第２号議案 令和４年度事業計画および収支予算について 

第３号議案 通常総会について（議事次第、開催方法・議決権会員） 

第４号議案 第５回学術集会日程案について 

 

3）臨時理事会 
  令和 4年 3月 20日（日）19：11～19：54 

  場 所：Zoom ルーム 

   審議事項：第１号議案 新理事長の選任 

 

 4）第 26 回理事会 
日 時：令和 4 年 4 月 15 日（金） 19：00～20：30 

場 所：Zoom ルーム 

審議事項：第１号議案 第 5 期委員会委員について 

第２号議案 外部からの委員の参加について 

第３号議案 庶務委員会：会費納入のための paypay の導入について 
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第４号議案 事例報告に関する同意の取り扱いについて AYA 研としての方針 

第５号議案 AYA week 2023 について 

 

 5）第 27 回理事会 
日 時：令和 4 年 6 月 24 日（金） 19：00～21：00 

場 所：Zoom ルーム 

審議事項：第１号議案 利益相反委員会 新委員について 

第２号議案 各委員会規程の確認について 

第３号議案 学術集会 趣意書関係について 

第４号議案 AYA week 2023 について 

第５号議案 編集委員会 

 １）ジャーナル論文の倫理審査について 

 ２）編集委員会規程・査読規程・投稿規程の改訂について 

 ３）編集委員会関連ファイルの保管について 

 ４）投稿数を増やす対策について 

第６号議案 財務委員会：病院会員システムの構築について 

第７号議案 庶務委員会：会員向けアンケートについて 

第８号議案 社会連携委員会 

 

 6）第 28 回理事会 
日 時：令和 4 年 8 月 12 日（金） 19：00～21：00 

場 所：Zoom ルーム 

審議事項：第１号議案 編集委員会 

繰越審議１）編集委員会関連ファイルの保管について 

繰越審議２）投稿数を増やす対策について 

第２号議案 AYA week 2023 AYA 研主催企画について 

 

7）第 29 回理事会 
日 時：令和 4 年 10 月 28 日（金） 19：00～21：00 

場 所：Zoom ルーム 

審議事項：第１号議案 第 5 回 AYA 研学術集会 

①第 5回 AYA研学術集会大会参加費について 

②プログラム日程案について 

第２号議案 財務委員会 

寄付規程について 

第３号議案 賞等選考委員会 

①研究・活動助成規程、研究・活動助成募集要項 について 

②表彰規程、研究・活動奨励賞募集要項 について 

第４号議案 編集委員会 

       AYA支援チームアンケートについて 

 

 8）第 30回理事会 
日 時：令和 4 年 12 月 16 日（金） 19：00～21：00 

場 所：Zoom ルーム 

審議事項： 第１号議案 事業報告書・計画書、予算書（案）について 

第２号議案 第 6回学術集会 副会長推薦について 

第３号議案 第 7回学術集会 大会長推薦について 

第４号議案 賞等選考委員会 
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1）規程の修正、および選考審査会の審査手順について 

第５号議案 財務委員会 

1）寄附規程（案）修正について 

 

２．委員会の開催状況（全て Web会議） 
1.学術・プログラム委員会 

 5/10，7/4，9/5 

2.編集委員会 

 3/3, 4/19, 5/10, 6/14, 7/12, 8/9, 9/13, 10/11，11/11，12/13 

2.賞等選考委員会 

 4/27，6/3，7/4，8/2，9/2，9/27，10/12，12/7，12/9 

3.調査・研究委員会 

 4/18，5/24，6/27，7/19，8/29，9/26，10/24，11/28，12/26 

 4.教育・研修委員会 

1）教育・研修委員会 

1/28, 3/25, 4/22, 5/20, 6/24，7/22，8/26, 9/30, 10/28, 11/25，12/23 

2）サポート研修会 WG 

11/21，12/5 

  3）チームビルディング研修会 WG 

   11/7 

5.広報委員会/社会連携委員会 

 1）広報委員会/社会連携委員会 

  4/18, 5/16, 6/21, 7/25, 8/15, 9/12, 10/17, 11/21, 12/19 

 2）LINE活用ミーティング 

  6/8，7/12，8/23，9/22，10/20，11/30，12/20 
6.国際連携委員会 

 5/13，6/17，7/22，9/13，10/14，11/22 

7.庶務委員会/財務委員会 

 1）庶務委員会 

  3/28，4/25 

 2）庶務委員会/財務委員会 

  5/23，6/13，7/25，8/22，9/26，10/24，11/28，12/26 

8.利益相反委員会 

  11/24 

 9.倫理委員会 

  6/22，12/19 

 10.選挙管理委員会 

  2/22 

11. 事例報告同意取得に関する理事長諮問委員会 

 1/6，2/20，5/6 

 

Ⅳ．会員に関する事項  
会員動向（2022 年 12 月 31 日現在） 

正会員 480 名 （うち入会 47 名、退会 34 名、区分変更(入) 5 名、区分変更(出) 0 名） 

＜2021 年度末 457 名＞ 

準会員 105 名 （うち入会 11 名、退会 29 名、区分変更(入) 0 名、区分変更(出) 1 名） 

＜2021 年度末 124 名＞ 

学生会員 63 名 （うち入会 11 名、退会 1 名、区分変更(入) 0 名、区分変更(出) 4 名） 

＜2021 年度末 57 名＞ 

賛助会員 4 団体 （うち入会 1 団体、退会 1 団体）       ＜2021 年度末 4 団体＞ 
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正
会
員 

1）医師・看護師 377 名 ・医師 

・看護師 

174 名 

203 名 

 

2）その他の 

国家資格取得者、 

公的資格取得者、 

または研究者 

89 名 ・社会福祉士 

・臨床心理士・公認心理師 

・作業療法士 

・理学療法士 

・薬剤師 

・その他 

14 名 

26 名 

6 名 

6 名 

10 名 

27 名 

 

 

 

 

 

 

 

  （研究機関の研究者、管理栄養士、生殖医療相談士、

臨床検査技師、診療情報管理士、生殖補助医療胚培

養士、認定遺伝子カウンセラー、放射線技師） 

3）患者・支援者・ 

一般人 

14 名 ・がん患者支援団体運営者 

・若年がん患者の会代表 

・正会員からの推薦 

3 名 

2 名 

9 名 

準
会
員 

・がん患者、がん経験者 

・患者家族 

・支援者 

・医療従事者 

・その他 

40 名 

5 名 

13 名 

44 名 

3 名 

 

 

 

 

（ボランティア団体、メディカルアシスタント・不

妊カウンセラー、教育関係者） 

 

 

 

会費納入率 （2022 年 12 月 31 日現在） 

 

会員種別 

2022 年度 

納入者数／会員数 

納入率 

 

【正会員】 381／480 名 79％ 

【準会員】 79／105 名 75％ 

【学生会員】 39／63 名 62％ 

【賛助会員】 4／4 団体 100％ 

 

 

Ⅴ．役員に関する事項 
任期（第 3期～第 4期）：2020年 3月 21日～2022年 3月 20日まで 

 理事長 

  堀部 敬三 （国立病院機構名古屋医療センター 小児科） 

 

 副理事長 

  清水 千佳子（国立国際医療研究センター病院 がん総合診療センター/乳腺・腫瘍内科） 

 

 理事 

  小澤 美和 （聖路加国際病院 小児科） 

  川井 章  （国立がん研究センター中央病院骨軟部腫瘍科・リハビリテーション科） 

  岸田 徹  （NPO法人がんノート代表理事） 

  桜井 なおみ（一般社団法人 CSRプロジェクト代表理事） 

  鈴木 直  （聖マリアンナ医科大学 産婦人科学） 

  高橋 都  （NPO法人日本がんサバイバーシップネットワーク代表理事） 

  津村 明美 （認定 NPO 法人 横浜こどもホスピスプロジェクト） 

  富岡 晶子 （東京医療保健大学医療保健学部看護学科） 
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  森 文子  （国立がん研究センター中央病院 看護部） 

  吉田 沙蘭 （東北大学大学院教育学研究科） 

  渡邊 知映 （昭和大学保健医療学部看護学科） 

 

 監事 

 小原 明  （東京工科大学医療保健学部看護学科） 

 丸 光惠  （兵庫県立大学 小児看護学） 

 

 

定款及び定款施行細則 ver3.7 の定めるところにより、AYA がんの医療と支援のあり方研究会理事・幹

事選挙を令和 4年 2月 7日（月）～2月 21日に実施する為、選挙管理委員会を設置した。 

 選挙管理委員：小原明（委員長）、丸光惠、土屋雅子 

 

 

 

任期（第 5期～第 6期）：2022年 3月 20日～2024年定時総会終結まで 

 理事長 

  清水 千佳子（国立国際医療研究センター病院 がん総合診療センター/乳腺・腫瘍内科） 

 

 副理事長 

  小澤 美和（聖路加国際病院 小児科） 

 

 理事 

  一戸 辰夫 （広島大学原爆放射線医科学研究所 血液・腫瘍内科） 

  尾上 琢磨 （兵庫県立がんセンター 腫瘍内科） 

  川井 章  （国立がん研究センター中央病院 骨軟部腫瘍科・リハビリテーション科） 

  岸田 徹  （NPO法人がんノート） 

  谷口 明子 （東洋大学大学院文学研究科 教育学専攻） 

  津村 明美 （認定 NPO 法人 横浜こどもホスピスプロジェクト） 

  富岡 晶子 （東京医療保健大学医療保健学部看護学科） 

  橋本 久美子（聖路加国際病院 相談支援センター） 

  樋口 麻衣子（富山大学附属病院 看護部） 

  古井 辰郎 （岐阜大学医学部附属病院 成育医療センター） 

  堀部 敬三 （国立病院機構名古屋医療センター 小児科） 

  森 文子  （国立がん研究センター中央病院 看護部） 

  吉田 沙蘭 （東北大学大学院教育学研究科 教育心理学講座） 

  脇口 優希 （兵庫県立大学大学院看護学研究科（博士後期課程）） 

 

 監事 

 天野 慎介 （一般社団法人全国がん患者団体連合会） 

 鈴木 直  （聖マリアンナ医科大学 産婦人科学） 
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決算報告書 
 

 

 

 

第 5期 

 

 

 

           自 20２2年 1月 1日  

            至 20２2年 12月 31日 

 

 

 

 

 

 

 

一般社団法人 AYAがんの医療と支援のあり方研究会 

 

名古屋市中区錦三丁目 6番 35号  

WAKITA名古屋ビル 8 階 
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令和 4 年 12 月 31 日 現在

一般社団法人　ＡＹＡがんの医療と支援のあり方研究会

単位：円　　

45,793,060
431,859

46,224,919

14,580

14,580

52,389
52,389

46,291,888

89,859
71,000

592,101

752,960

0

752,960

47,809,220
△ 2,270,292 45,538,928

45,538,928

46,291,888

金　　　　　額

　　　　　　預金

　Ⅰ　資産の部

ゆうちょ銀行他
　　　　　前払費用

　科　　　目　・　摘　　　要

　　２　固定資産　　
　　　　　備品

　　１　流動資産

　　　　流動資産合計

　　　　　現金預金

　　１　流動負債

　　　　　未払法人税

　　　　　創立費
　　　　繰延資産合計

　　３　繰延資産　　

　　　　　未払費用

　　　　固定資産合計

　　　　資産合計

　Ⅱ　負債の部

　　２　固定負債
　　　　

　　　　流動負債合計

　　　　負債合計

　　　 当期正味財産増減額

　　　　正味財産合計

貸借対照表

　　　　　前受金

　　　　負債及び正味財産合計

　Ⅲ　正味財産の部
　　　 前期繰越正味財産額

　　　　固定負債合計
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令和 4 年 1 月 1 日 から 令和 4 年 12 月 31 日

一般社団法人　ＡＹＡがんの医療と支援のあり方研究会

単位：円

235,140                    

　    普及啓発事業費 49,320                      

12,251,568     

損益計算書

科　　　目 決算額
一般会計 第4回学術集会

23,084,671    

16,559,231    11,919,011     

12,251,568     

1,509,140     

2,427,000     

389,619        

389              

　    減価償却費 14,580                      

　    Ｗｅｂ関係費

20,620                      

　    創立費償却

　税引前当期正味財産増減額

　    通信費 16,327                      

　当期経常増減額

972,327                    

　経常費用合計
-4,416,441               

47,809,220       
45,538,928       

-2,270,292       

-2,199,292        
71,000             

-2,199,292       -332,557       

　 1)人件費

23,084,671       

　 １)受取寄附金

　    教育研修事業費

　    雑費

　 2)その他経費

Ⅰ　経常収益
　1　事業収入

　2　入会金・受取会費
　 1）会員受取会費

　 ２）教育・研修事業収入
　 1）図書刊行事業収入

　前期繰越正味財産額

　    消耗品費

　    委託料

　　その他経費計
　事業費計

　    租税公課

Ⅱ　経常費用
　経常収益合計

　次期繰越収支差額

　    特別会計費

　    連携事業費

　法人税、住民税及び事業税

2,427,000                  

　当期正味財産増減額

　4　その他収益

　3　受取寄附金

　4　特別会計収入

   1)雑収入

18,915                      

20,885,379       

17                            

-                   

389,619                    

1,274,000                  

   2)受取利息 372                          

8,742,589                  

6,418,500                  

　 2) 第4回学術集会収入

　    図書刊行事業費 610,678                    

4,030                        

　    旅費交通費

11,003                      

68,040                      

　    その他 89,093                      

　 1) AYAweek2022

     人件費計 -                              

36,976                      

412,180                    

AYAweek2022

4,640,220       

-                   

2,090,514       
2,090,514       

2,549,706      
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一般社団法人 AYAがんの医療と支援のあり方研究会 定款 

 

第 1章 総則 

 

（名称） 

第 1 条 この法人は、一般社団法人 AYA がんの医療と支援のあり方研究会と称し、略称を AYA 研と

いう。英文では AYA Oncology Allianceと表記する。 

 

（事務所） 

第 2条 この法人は、主たる事務所を愛知県名古屋市に置く。 

2 この法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に置くことができる。 

 

（目的） 

第 3条 この法人は、思春期・若年成人（Adolescent and Young Adult, AYA）がん領域の学術活動、

教育活動、社会啓発及び人材育成等を行うことにより、我が国の思春期・若年成人がん領域におけ

る医療と支援の向上に寄与することを目的とする。 

 

（事業） 

第 4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(1) 学術集会、講演会等の開催 

(2) 学術誌及び論文図書等の刊行 

(3) 研究の奨励及び研究業績の表彰 

(4) 調査研究活動 

(5) 教育・研修、並びに人材育成 

(6) 社会啓発、並びに普及活動 

(7) 関連の諸団体との連携 

(8) その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

2 前項の事業については、日本国内外において行うものとする。 

 

第 2章 会員 

 

（会員の種別） 

第 5 条 この法人の会員は、次の 6 種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関す

る法律上の社員とする。 

(1) 正会員 この法人の目的に賛同し、第 6条の所定の手続きを経て入会した、次のいずれかにあ

てはまる個人 

イ) 思春期・若年成人がん領域における医療と支援に関する知識又は経験を有する国家資格取得者、

公的資格取得者、又は研究機関の研究者であって、この法人の目的に賛同して入会した者 
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ロ) 思春期・若年成人がん領域における医療と支援に関する知識又は経験を有し、この法人の目的

に賛同する者で、理事長が推薦し、理事会の決議によって正会員となった者 

(2) 準会員 がん患者又は経験者、その家族、支援者、その他この法人の目的に賛同し、第 6条の

所定の手続きを経て入会した者 

(3) 名誉会員 理事長、理事及び監事を務めた者、この法人に対して特別の貢献のあった者の中か

ら、理事長が推薦し、理事会の決議によって名誉会員となった者 

(4) 功労会員 この法人に大なる功労のあった者の中から、理事長が推薦し、理事会の決議によっ

て功労会員となった者 

(5) 学生会員 この法人の目的に賛同し、この法人の事業に参加するために入会した個人で、思春

期・若年成人がん領域における医療と支援に関心をもち、大学の大学院、学部、短期大学等に在籍し

ている個人で、第 6条の手続きを経て入会した者 

(6) 団体会員 当法人の趣旨に同意し、第 6条の手続きを経て入会した法人又は団体 

(7) 賛助会員 この法人の目的事業を賛助し、後援する法人、団体又は個人で、第 6条の手続きを

経て入会した者 

 

（入会） 

第 6 条 この法人の正会員、準会員、学生会員、団体会員又は賛助会員として入会しようとする者

は、所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。 

 

（入会金及び会費） 

第 7 条 この法人の事業活動に経常的に生ずる費用に充てるため、正会員、準会員、学生会員、団

体会員及び賛助会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。た

だし、名誉会員及び功労会員は、会費を納めることを要しない。 

 

（退会） 

第 8条 会員は、所定の退会届を理事長に提出することにより、任意に退会することができる。 

 

（除名） 

第 9 条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会の議決により、これを除名すること

ができる。 

(1) この法人の定款又は規則に違反したとき。 

(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 

(3) その他の除名すべき正当な事由があるとき。 

2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、当該会員に総会の 1週間前までに理由を附し

てその旨を通知し、総会において弁明の機会を与えなければならない。 

 

（会員の資格の喪失） 

第 10条 前 2条の場合のほか、会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失す

審議事項　第3号議案



Ver1.1 

3 

 

る。 

(1) 正当な理由なく継続して 1年以上会費を滞納したとき。 

(2) 当該会員が死亡し、もしくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。 

 

（会員の資格の喪失に伴う権利及び義務） 

第 11条 会員が前 3条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権

利を失い、義務を免れる。正会員については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社

員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。 

2 この法人は、会員の資格を喪失した者が既に納入した入会金及び会費その他の拠出金品について

は、これを返還しない。 

 

第 3章 総会 

 

（構成） 

第 12条 総会は、すべての正会員をもって構成する。 

2 総会における各正会員の議決権は、平等なるものとする。 

 

（種別） 

第 13条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。 

2 前項の総会をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とし、通常総会

をもって定時社員総会とする。 

 

（権限） 

第 14条 総会は、以下の事項について議決する。 

(1) 理事及び監事の選任又は解任 

(2) 毎事業年度の貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）並びに事業報告の承認 

(3) 定款の変更 

(4) 会員の除名 

(5) 解散及び残余財産の処分 

(6) 理事会において総会に付議した事項 

(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 

 

（開催） 

第 15条 通常総会は、毎年 1回、毎事業年度終了後 3か月以内に開催する。 

2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 

(1) 理事会において開催の決議がなされたとき。 

(2) すべての正会員の議決権の 5分の 1 以上を有する正会員から、理事長に対し、総会の目的であ

る事項及び招集の理由を示して、招集の請求があったとき。 

審議事項　第3号議案



Ver1.1 

4 

 

 

（招集） 

第 16 条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。 

2 理事長は、前条第 2項第 2号の規定による請求があったときは、遅滞なく、請求があった日から

6週間以内の日を総会の日とする総会の招集の通知を発しなければならない。 

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的たる事項その他の法令で定める事項を記載した

書面（電磁的方法を含む。）により、開催日の 1週間前までに通知を発しなければならない。ただし、

総会に出席しない正会員が書面又は電磁的方法により、議決権を行使することができることとする

ときは、法令で定めるところにより、社員総会参考書類及び議決権行使書面を付して、開催日の 2週

間前までに通知を発しなければならない。 

 

（議長） 

第 17条 総会の議長は、出席正会員の中から選任する。 

 

（決議） 

第 18条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、すべての正会員の議決

権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。可否同数の

ときは、議長の決するところによる。 

2 前項前段の場合において、議長は正会員として議決に加わることはできない。 

3 第 1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項は、すべての正会員の半数以上であって、す

べての正会員数の議決権の 3分の 2以上に当たる多数をもって行う。 

(1) 会員の除名 

(2) 監事の解任 

(3) 定款の変更 

(4) 解散 

(5) その他法令で定められた事項 

4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第 1項の決議を行わなければ

ならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成

を得た候補者の中から得票数の多い順に、定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 

 

（代理人、書面又は電磁的方法による議決権の行使） 

第 19条 総会に出席できない正会員は、代理人に議決権の行使を委任し、又はあらかじめ通知され

た事項について書面又は電磁的方法をもって議決することができる。 

2 代理人による議決権の行使は、代理権を証明する書面を、総会ごとにこの法人に提出しなければ

ならない。 

3 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要事項を記載し、総会の日時の直前の業務時間

の終了時までに当該記載をした議決権行使書面をこの法人に提出して行う。 

4 電磁的方法による議決権の行使は、議決権行使書面に記載すべき事項を、総会の日時の直前の業
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務時間の終了時までに、電磁的方法によりこの法人に提出して行う。 

5 前 2項により行使した議決権の数は、出席した会員の議決権の数に算入する。 

 

（決議及び報告の省略） 

第 20条 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につ

き正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨

の総会の決議があったものとみなす。 

2 理事が正会員の全員に対して総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を総会に

報告することを要しないことにつき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし

たときは、当該事項の総会への報告があったものとみなす。 

 

（議事録） 

第 21条 総会の議事については、法令で定めるところにより、書面又は電磁的記録をもって議事録

を作成し、主たる事務所に備え置かなければならない。 

2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2人が、記名押印（電子署名を含む。）

又は署名をしなければならない。 

 

第 4章 役員 

 

（役員の設置） 

第 22条 この法人に次の役員を置く。 

(1) 理事 3名以上 20名以内 

(2) 監事 1名以上 3名以内 

2 理事のうち 1 名を理事長、1 名を副理事長とする。また理事のうち各若干名を専務理事及び常務

理事とすることができる。 

3 前項の理事長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副理事

長をもって、業務執行理事とする。 

 

（選任） 

第 23条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。 

2 理事長及び副理事長並びに専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任又

は解職する。 

3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。 

4 理事のうち、理事のいずれか 1名とその配偶者又は 3親等内の親族その他特別の関係にある者の

合計数は、理事総数の 3 分の 1 を超えてはならない。監事についても、同様とする。 

 

（理事の職務及び権限） 

第 24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、その職務を執行する。 
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2 理事長は、この法人を代表し、法令及びこの定款で定めるところにより、その職務を執行する。 

3 副理事長、専務理事及び常務理事は、理事長を補佐し、理事会で別に定めるところにより、この

法人の業務を分担執行する。 

4 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に 4か月を超える間隔で 2回以上、自

己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 

 

（監事の職務及び権限） 

第 25条 監事は、次の各号に掲げる職務を行う。 

(1) 理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。 

(2) この法人の業務及び財産の状況を調査すること。 

(3) 総会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べること。 

(4) 理事が、不正の行為をし、若しくは不正の行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若

しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を

理事会に報告すること。 

(5) 前号の報告をするために必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、

その請求があった日から 5 日以内に、理事会を開催する旨の招集通知（請求があった日から 2 週間

以内の日を開催日とするものに限る。）が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。 

(6) 理事が、総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは

定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告するこ

と。 

(7) 理事が、この法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はそ

の行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれ

があるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。 

(8) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。 

 

（任期） 

第 26条 理事及び監事の任期は、選任後 2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する

定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。 

2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 

3 理事又は監事は、第 22 条で定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任

した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 

 

（解任） 

第 27条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。 

 

（報酬等） 

第 28条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いを受け 

取ることができる。 
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（責任の免除） 

第 29条 理事又は監事が、その任務を怠り、これによって生じた損害をこの法人に対し賠償する責

任を負った場合、当該理事又は監事（理事又は監事であった者を含む。）が善意かつ重大な過失がな

い場合には、この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律により、当該理事又は監事

の損害賠償責任を法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。 

 

第 5章 理事会 

 

（構成） 

第 30条 この法人に理事会を置く。 

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。 

 

（種別） 

第 31条 理事会は、定時理事会及び臨時理事会の 2種とする。 

 

（権限） 

第 32条 理事会は、法令及びこの定款で別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。 

(1) この法人の業務執行の決定 

(2) 理事の職務執行の監督 

(3) 理事長及び副理事長の選定及び解職 

2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。 

(1) 重要な財産の処分及び譲受け 

(2) 多額の借財 

(3) 重要な使用人の選任及び解任 

(4) 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止 

(5) 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務

の適正を確保するために必要なものとして法令で定める体制の整備 

(6) 第 29条に規定する理事及び監事の責任の免除 

 

（開催） 

第 33条 定時理事会は、毎事業年度に 4か月を超える間隔で 2回以上開催し、次に掲げる事項を審

議する。 

(1) 事業計画及び収支予算に関すること 

(2) 事業報告及び決算に関すること 

2 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 

(1) 理事長が必要と認めたとき。 

(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を示して、理事長に招集の請求があったとき。 
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(3) 前号の請求があった日から 5日以内に、その請求があった日から 2週間以内の日を理事会の日

とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。 

(4) 第 25条第 5号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集した

とき。 

 

（招集） 

第 34条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長が招集する。ただし、理事長が欠

けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序による理事が招集

する。 

2 前条第 2項第 3号による場合は、その請求をした理事が理事会を招集する。 

3 前条第 2項第 4号後段による場合は、その請求をした監事が理事会を招集する。 

4 理事長は、前条第 2 項第 2 号又は第 4 号前段による場合は、その請求があった日から 5 日以内

に、その請求があった日から 2週間以内の日を理事会の日とする理事会を招集しなければならない。 

5 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法を

もって、開催日の 1週間前までに、各理事及び各監事に通知をしなければならない。 

6 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経

ることなく開催することができる。 

 

（議長） 

第 35 条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長がこれに当たる。ただし、

理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序による

理事が議長となる。 

 

（決議） 

第 36条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理

事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。可否同数のときは、議長の決するところによる。 

2 前項の決議について、特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることができない。 

3 第 1項前段の場合において、議長は理事として議決に加わることはできない。 

 

（決議及び報告の省略） 

第 37条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき

理事（当該事項について議決に加わることができるものに限る。）の全員が書面又は電磁的記録によ

り同意の意思表示をしたとき（監事が当該提案について異議を述べたときを除く。）は、当該提案を

可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。 

2 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事

項を理事会へ報告することを要しない。ただし、第 24条第 4項の規定による報告については、適用

しない。 
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（議事録） 

第 38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、書面又は電磁的記録をもって議事

録を作成する。 

2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。 

 

第 6章 各種委員会 

 

（各種委員会） 

第 39 条 この法人は担当する会務の遂行に必要な常任委員会を理事会の決議により置くことがで

きる。 

2 理事会が必要と認めたときは、臨時委員会を置くことができる。 

3 前 2項に関して必要な事項は、理事会が別に定める。 

 

第 7章 事務局 

 

（設置等） 

第 40条 この法人は、この法人の事務を処理するため、事務局を置く。 

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。 

3 事務局長その他の重要な職員は、理事会の決議を経て、理事長が任免する。 

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 

 

第 8章 基金 

 

（募集） 

第 41条 この法人は、理事会の決議により、基金を引き受ける者の募集をすることができる。 

 

（取扱い） 

第 42条 基金の募集、割当て、払込み等の手続、基金の管理及び基金の返還等の取扱いに関し必要

な事項は、理事会の議決により別に定める。 

 

（拠出者の権利） 

第 43条 拠出された基金は、この法人が解散するときまでは、通常総会の議決がなければ返還しな

い。 

2 前項の規定にかかわらずこの法人は、次条に定める基金の返還の手続きにより、基金をその拠出

者に返還することができる。 

3 この法人に対する基金の拠出者の権利については、他人に譲渡並びに質入及び信託することはで

きない。 
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（返還の手続き） 

第 44条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額についての通常総会における議決に基

づき、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する限度額の範囲内で行う。 

2 前条第 2項の基金の返還手続きについては、理事会の決議により行う。 

 

第 9章 資産及び会計 

 

（事業年度） 

第 45条 この法人の事業年度は、毎年 1月 1日に始まり、同年 12月 31日に終わる。 

 

（会計の原則） 

第 46条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の基準及びその他の会計の慣行に従

うものとする。 

2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 

 

（財産） 

第 47条 この法人の財産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 

(1) 設立当初の財産目録に記載された資産 

(2) 入会金及び会費 

(3) 寄付金品 

(4) 財産から生ずる収入 

(5) 事業に伴う収入 

(6) その他の収入 

 

（財産の管理） 

第 48条 この法人の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定

める。 

 

（事業計画及び収支予算） 

第 49条 この法人の毎事業年度の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載

した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受け

なければならない。これを変更する場合も、同様とする。 

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は理事会の

議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ、収入支出することができる。 

3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 

 

（事業報告及び決算） 

第 50条 この法人の毎事業年度の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の
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書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。 

(1) 事業報告 

(2) 事業報告の附属明細書 

(3) 貸借対照表 

(4) 損益計算書（正味財産増減計算書） 

(5) 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書 

2 前項の承認を受けた書類については、定時総会に提出し、第 1号の書類についてはその内容を総

会に報告し、その他の書類については総会の承認を受けなければならない。 

3 第 1項の書類のほか、次の書類は、主たる事務所に 5年間備え置き、一般の閲覧に供するととも

に、定款及び正会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供する。 

(1) 監査報告 

(2) 理事及び監事の名簿 

(3) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類 

4 貸借対照表は、定時総会の終結後遅滞なく公告しなければならない。 

 

（剰余金） 

第 51条 この法人の決算において剰余金が生じた場合は、その剰余金を翌事業年度に繰り越し、分

配はしないものとする。 

 

（特別の利益） 

第 52条 この法人は、この法人の会員、役員、職員若しくは基金の拠出者又はこれらの親族等に対

し、特別の利益を与えることができない 

2 この法人は、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動

を行う者に対し、寄付その他の特別の利益を与えることができない。ただし、公益社団法人又は公

益財団法人に対し、当該法人が行う公益目的事業のために寄付その他の特別の利益を与える場合を

除く。 

 

第 10章 定款の変更、合併及び解散 

 

（定款の変更） 

第 53条 この法人の定款は、総会の決議により変更することができる。 

 

（合併） 

第 54条 この法人は、総会の決議により、他の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の法

人との合併を行うことができる。 

 

（解散） 

第 55条 この法人は、次の事由により解散する。 

審議事項　第3号議案
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(1) 総会の決議 

(2) 正会員が欠けたとき 

(3) 合併によりこの法人が消滅する場合 

(4) 破産手続開始の決定 

(5) その他法令で定める事由 

 

（残余財産） 

第 56条 この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、総会の決議により、この法人

と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に寄付するものとする。 

 

第 11章 公告の方法 

 

（公告の方法） 

第 57条 この法人の公告は、この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により

行う。 

 

第 12章 補則 

 

（委任） 

第 58条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な細則は、理事会の決議により別に

定める。 

 

附則 

 

1 この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から平成 30年 12月 31日までとする。 

 

2 この法人の設立時社員の名称及び住所は、次のとおりである。 

 

設立時社員 堀部敬三 

住所 省略 

設立時社員 清水千佳子 

住所 省略 

設立時社員 鈴木 直 

住所 省略 

設立時社員 天野慎介 

住所 省略 

設立時社員 大園誠一郎 

住所 省略 

審議事項　第3号議案
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3 この法人の設立時役員は、次のとおりである。 

 

設立時代表理事（理事長） 堀部敬三 

設立時理事 堀部敬三 

設立時理事（副理事長） 清水千佳子 

設立時理事 鈴木 直 

設立時理事 天野慎介 

設立時監事 大園誠一郎 

 

4 この法人の設立時の主たる事務所を 

  名古屋市千種区内山三丁目 25 番 6 号 千種ターミナルビル 702 号 に置く 

 

5 この定款の変更は、令和 5年 3月 25日から施行する。 

 

審議事項　第3号議案



頁 項目および記載内容 頁 項目および記載内容

P2

（会員の種別）
第5条　この法人の会員は、次の6種とし、正会員をもって一般社団法人
及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(1)　正会員　この法人の目的に賛同し、第6条の所定の手続きを経て入
会した、次のいずれかにあてはまる個人
イ) 思春期・若年成人がん領域における医療と支援に関する知識又は経
験を有する国家資格取得者、公的資格取得者、又は研究機関の研究者で
あって、この法人の目的に賛同して入会した者
ロ) 思春期・若年成人がん領域における医療と支援に関する知識又は経
験を有し、この法人の目的に賛同する者で、理事長が推薦し、理事会の
決議によって正会員となった者
(2)　準会員　がん患者又は経験者、その家族、支援者、その他この法人
の目的に賛同し、第6条の所定の手続きを経て入会した者
(3)　名誉会員　理事長、理事及び監事を務めた者、この法人に対して特
別の貢献のあった者の中から、理事長が推薦し、理事会の決議によって
名誉会員となった者
(4)　功労会員　この法人に大なる功労のあった者の中から、理事長が推
薦し、理事会の決議によって功労会員となった者
(5)　学生会員　この法人の目的に賛同し、この法人の事業に参加するた
めに入会した個人で、思春期・若年成人がん領域における医療と支援に
関心をもち、大学の大学院、学部、短期大学等に在籍している個人で、
第6条の手続きを経て入会した者
(6)　賛助会員　この法人の目的事業を賛助し、後援する法人、団体又は
個人で、第6条の手続きを経て入会した者

P2

（会員の種別）
第5条　この法人の会員は、次の6種とし、正会員をもって一般社団
法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(1)　正会員　この法人の目的に賛同し、第6条の所定の手続きを経
て入会した、次のいずれかにあてはまる個人
イ) 思春期・若年成人がん領域における医療と支援に関する知識又
は経験を有する国家資格取得者、公的資格取得者、又は研究機関の
研究者であって、この法人の目的に賛同して入会した者
ロ) 思春期・若年成人がん領域における医療と支援に関する知識又
は経験を有し、この法人の目的に賛同する者で、理事長が推薦し、
理事会の決議によって正会員となった者
(2)　準会員　がん患者又は経験者、その家族、支援者、その他この
法人の目的に賛同し、第6条の所定の手続きを経て入会した者
(3)　名誉会員　理事長、理事及び監事を務めた者、この法人に対し
て特別の貢献のあった者の中から、理事長が推薦し、理事会の決議
によって名誉会員となった者
(4)　功労会員　この法人に大なる功労のあった者の中から、理事長
が推薦し、理事会の決議によって功労会員となった者
(5)　学生会員　この法人の目的に賛同し、この法人の事業に参加す
るために入会した個人で、思春期・若年成人がん領域における医療
と支援に関心をもち、大学の大学院、学部、短期大学等に在籍して
いる個人で、第6条の手続きを経て入会した者
(6)　団体会員　当法人の趣旨に同意し、第6条の手続きを経て入会
した法人又は団体
(76)　賛助会員　この法人の目的事業を賛助し、後援する法人、団
体又は個人で、第6条の手続きを経て入会した者

団体会員の
新設

P2

（入会）
第6条　この法人の正会員、準会員、学生会員又は賛助会員として入会し
ようとする者は、所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を得なけれ
ばならない。

P2

（入会）
第6条　この法人の正会員、準会員、学生会員、団体会員又は賛助会
員として入会しようとする者は、所定の入会申込書を提出し、理事
会の承認を得なければならない。

団体会員の
新設

P2

（入会金及び会費）
第7条 この法人の事業活動に経常的に生ずる費用に充てるため、正会
員、準会員、学生会員及び賛助会員は、理事会において別に定める入会
金及び会費を納入しなければならない。ただし、名誉会員及び功労会員
は、会費を納めることを要しない。

P2

（入会金及び会費）
第7条 この法人の事業活動に経常的に生ずる費用に充てるため、正
会員、準会員、学生会員、団体会員及び賛助会員は、理事会におい
て別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。ただし、
名誉会員及び功労会員は、会費を納めることを要しない。

団体会員の
新設

P13 P13

附則

5　この定款の変更は、令和5年3月25日から施行する。

一般社団法人AYAがんの医療と支援のあり方研究会定款　変更一覧

変更前ver1.0 変更後Veｒ1.1
変更の理由

審議事項　第3号議案



庶務報告

会員管理 現在　総数 名、 4 団体

正会員

準会員

学生会員

賛助会員

会員内訳

1）医師・看護師 名 ・医師 名

461 名 ・看護師 名

2）その他の 名 ・社会福祉士 名

国家資格取得者、 ・臨床心理士・公認心理士 名

公的資格取得者、 ・作業療法士 名

または研究者 ・理学療法士 名

・薬剤師 名

・その他 名

3）患者・支援者・ 名 ・がん患者支援団体運営者 名

一般人 ・若年がん患者の会代表 名

・正会員からの推薦 名

・がん患者 名

91 名 ・がん経験者 名

・患者家族 名

・支援者 名

・医療従事者 名

・その他 名

現

会員数

2022年度末

会員数
入会

2023年3月10日 605

区分変更

（入）

区分変更

（出）

461 480 21 40 （36） 0 0

91 105 3 17 （14） 0 0

正会員 359 168

0

4 4 0 0 （0） 0 0

53 63 0 10 （9） 0

191

89 15

6

26

8

6

28

準会員 14

24

（研究機関の研究者、管理栄養士、生殖医療相談士、臨床検査技師、診

療情報管理士、生殖補助医療胚培養士、認定遺伝子カウンセラー、放射

線技師、胚培養士、Formateur Snoezelen）

13 3

2

6

8

35

3 （ボランティア団体、メディカルアシスタント・不妊カウンセラー、教

育関係者）

9

退会

（内自動退会）

報告事項1.
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 一般社団法人 AYA がんの医療と支援のあり方研究会定款施行細則 

ver. 3.9 
 

第 1 章 総則 

（目的）  

第 1 条 この細則は定款第４条の事業を遂行するために必要な事項を規定し、円滑な

研究会運営を推進することを目的とする。 

 

第 2 章 会員 

（入会手続）  

第 2 条 本会に入会するものは、入会申請書に必要な事項を記入の上、本会事務局に

申し込む。 

2 準会員については、所属の団体がない場合は、正会員の推薦を要する。 

 

（入会の承認） 

第 3 条 当該年度内の理事会で承認を得る。 

 

（入会日と入会の通知） 

第 4 条 入会日は、入会金（初年度年会費）の入金日とする。入会金（初年度年会費）

の入金確認後、本会事務局より本人に入会の通知を送付する。 

 

（正会員の権利） 

第 5 条 正会員には次の権利がある。 

(1) 総会に出席し意見を述べること。 

(2) 総会の審議事項について議決権を行使できること。 

(3) 通常総会の議決権は、新規入会者については、前年度に第 4 条の手続きを

完了した者のみ有する。既存会員については、前年度に年会費を納めた者

のみ有する。 

(4) 臨時総会の議決権は、その日を含んで 3 ヶ月前の月末までに入会した者。 

(5) 本会の学術集会において研究成果を発表し、報告を行うこと。 

(6) 本会の発行する学術刊行物、メールニュースの配布・配信を受けること。 

(7) 本会の発行する学術刊行物に投稿できること。 

(8) 本会が開催する研修会等へ会員として参加できること。 

 

（準会員、学生会員の権利） 

第 6 条 準会員、学生会員には次の権利がある。 

(1) 本会の学術集会において研究成果を発表し、報告を行うこと。 

(2) 本会の発行する学術刊行物、メールニュースの配布・配信を受けること。

(3) 本会の発行する学術刊行物に投稿できること。 

(4) 本会が開催する研修会等へ会員として参加できること。 

 

（団体会員の権利） 

第 7 条 団体会員には次の権利がある。 

(1) 本会の発行する学術刊行物、メールニュースの配布・配信を受けること。 

(2) ホームページに法人・団体名を掲載できること。 

(3) 団体に所属する職員が、本会が開催する研修会等に会員として参加できること。 

報告事項2.
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（賛助会員の権利） 

第 8 条 賛助会員には次の権利がある。 

(1)  本会の発行する学術刊行物、メールニュースの配布・配信を受けること。 

(2)  ホームページ『協賛一覧』ページに法人・団体・個人名を掲載。 

(3) 『協賛一覧』に企業ホームページのリンクを貼付、ならびに、ホームペー

ジトップページのフッタにバナー広告を貼付。バナー広告のサイズ等様式

は、別に定める「バナー広告掲載について」に従うものとする。 

 

（会員区分の変更） 

第 9 条 会員区分を変更するときは、入会申請書に記入の上、本会事務局に申し込む。 

2 変更に際しては、当該年度内の理事会で承認を得る。 

3 新区分の年会費を納入した時点で変更が完了し、旧区分の資格は失う。 

4 年度内に区分を変更したとしても、変更前の年会費の返還はしないものとす

る。 

 

（会員権利および資格喪失） 

第 10 条 会員が以下の各条項に一つでも該当するに至った場合、会員に事前に通知又

は催告することなく当法人の会員資格を直ちに喪失するものとする。 

（1）会員が入会申込時および届出事項変更時に虚偽の事項を届出たことが判

明した場合 

（2）会員が会費の支払、その他当法人に対する責務の履行を怠った場合 

（3）法令もしくは公序良俗に反する行為を行った場合 

（4）政治的、宗教的、営利的な目的で利用していると認められる場合 

（5）その他、当法人が会員として不適当と認める相当の事由が発生した場合 

2 会費の滞納が発生したときは、会員の権利の一部は停止されるものとする。

（本会の学術集会において研究成果を発表し、報告を行うこと。本会の発

行する学術刊行物に投稿できること。及び、本会が主催する研修会等へ会

員として参加できること）ただし、正会員に限り、総会の議決権および選

挙権についても権利を有しないものとする。 

3 会費の滞納が１か年を超えるときは、滞納が生じた前年度末をもって会員の

資格を喪失するものとする。 

 

（滞納会費の受け入れ） 

第 11 条 滞納会費の納入があったときは、滞納の発生順に充当するものとする。ただ

し、会員資格喪失後、年会費の納入があった場合は再入会とし、当該年度の

会費として受け入れる。 

 

（休会） 

第 12 条 会員は、休会届に期間および理由を付して提出し、休会することができる。 

休会理由 

(1) 出産及び育児のため 

(2) 健康上の理由のため 

(3) 留学のため 

(4) その他 

2 休会は、当該会計年度の終了後から開始する。期間は、原則 1 年とし、休会

報告事項2.
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の繰り返しを妨げない。休会期間の延長は 1 年ごとの更新手続きが必要であ

り、2 年以上手続きが滞った場合は会員の資格を喪失するものとする。 

3 休会を終了する場合は、復会届と共に、当該年度の会費を納入しなければな

らない。 

4  休会の期間中は、会員の資格を一時的に停止するものとする。 

 

第 3 章 会費 

（入会金） 

第 13 条 本会の入会金は入会年度の年会費をもってこれにかえる。 

 

（会員の年会費） 

第 14 条 本会会員の年会費は、次の通りとする。 

(1) 正会員 5,000 円 

(2) 準会員 2,000 円  

(3) 学生会員 1,000 円 

(4) 団体会員 100,000 円 

(5) 賛助会員 一口 50,000 円 

2 会員は当該年度末までに年会費をおさめなければならない。 

 

第 4 章 役員 

（理事の選任および任期） 

第 15 条 理事は定款第 4 章第 23 条により正会員の中から立候補制によって選任され

る。 

2 選挙に先立って正会員の中から理事会の推薦によって２名以上の選挙管理委

員が選任される。 

3 選挙管理委員会は選挙の行われる 2 か月前までにすべての選挙に関する日程

を正会員に対して公示する。選挙管理委員の氏名も同時に正会員に公表され

る。 

4 選挙管理委員会は選挙権を有する正会員の名簿と領域別に選出すべき理事

数、及び投票方法を選挙の行われる 2 か月前までに学会ホームページの会員

専用欄を通じて正会員に向けて公告する。 

5 理事の候補者になろうとする者は定められた期日までに所定の立候補用紙を

もって選挙管理委員会に届け出ることとする。 

6 選挙管理委員会は、候補者名簿と候補者の所信表明をそろえて選挙の行われ

る 1 か月前までに学会ホームページの会員専用欄を通じて正会員に向けて公

告する。 

7 選挙は選挙権を有する全正会員による投票によって行われる。 

8 選挙結果をもって選任されたものとみなす。 

9 即時、正会員に通知し、総会で報告した後に学会ホームページに公表する。 

10 領域別理事定数を以下の 3 領域別に定める。正会員は定款第 5 条会員種別

（1）正会員に記載された各正会員の属する領域（イ）（ロ）に限定される

ことなく、全領域の候補者に対して選挙権を有する。理事候補者は領域別に

立候補を行う。 

定款第 5 条会員種別（1）正会員（イ）を被選挙者とする次の 2 領域 

1）医師・看護師 12 名 

2）その他の国家資格取得者、公的資格取得者、または研究者 2 名 

報告事項2.
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定款第 5 条会員種別（1）正会員（ロ）を被選挙者とする次の領域 

3）患者経験者・支援者・一般人 2 名 

ただし、正会員（イ）の患者経験者は、3)の被選挙権を有するものとする。 

11 理事候補者が定数の領域は信任投票とし、有効投票数の 3 分の 2 の信任を得

なければならない。 

12 理事候補者が領域別定数に満たない場合は選挙管理委員会の答申により理事

会が候補者を推薦することができる。 

13 候補者が領域別定数を超えたときは不完全連記による投票で選出する。得票

数が同票の場合は、年齢の低いものを当選者とする。 

14 立候補の年齢制限は設けず、理事の定年は定めない。 

15 理事の任期は 2 年間とし、選任された総会終了後から 2 年後の総会終了まで

とし、連続して２期まで務めることができる。設立第 1 期の役員の任期は 2

期目から数えて再選 1 回（設立時 1 期に加えて 2 期）とする。 

16 理事長は理事会審議を経て若干名の理事を追加指名できる。ただし、任期は

指名された日から次期役員の選任を行う総会終了までとする。 

17 理事の改選は 2 年ごとに行い、再任の認められない理事または再任を辞退し

た理事数を各領域で選出する人数として改選する。ただし、補欠あるいは増

員の場合はこの限りではない。 

18 補欠として選任された理事の任期は前任者の任期の満了する時までとする。 

19 任期満了の監事は連続して理事に就任できない。 

20 理事候補者は監事の候補者になることができない。 

 

（理事長の任期） 

第 16 条 理事長の任期は 2 年とし、再任は妨げないが連続再任は 1 回（1 期 2 年 2 期=4

年）までとする。 

2 理事任期 2 期目の理事長は、次期（3 期目）理事に立候補することができる。 
 

（監事の選任） 

第 17 条 監事は定款第 23 条により正会員の中から立候補または推薦によって選任さ

れる。 

2 選挙に先立って選挙管理委員が選出されるが、委員は第 13 条第 2 項で選任

されたものがこれを務める。 

3 選挙管理委員会は、候補者名簿と候補者の所信表明をそろえて選挙の行われ

る 1 か月前までに学会ホームページ会員専用欄を通じて正会員に向けて公告

する。 

4 監事の候補者となろうとする者は、定められた期日までに所定の立候補用紙

をもって選挙管理委員会に届け出ることとする。 

5 立候補に年齢制限は設けない。 

6 選挙は選挙権を有する全正会員による投票によって行われる。 

7 理事会が総会に推薦する監事の定数は２名とし、２名の連記投票とする。 

8 得票多数のものより順次当選者を定め、得票同数のときは年齢の低いものを

当選者とする。候補者が定数の場合は信任投票とし、有効投票数の３分の２

を獲得しなければならない。 

9 選挙結果をもって選任されたものとみなす。 

10 即時、正会員に通知し、総会で報告した後に学会ホームページに公表する。 

11 監事の任期は選出された定時総会終了翌日から次々期定時総会終了日までの
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2 年間とし、再任を認めない。 

12 補欠として選任された監事の任期は前任者の任期の満了する時までとする。 

 

第 5 章 委員会 

（委員会） 

第 18 条 本会の事業遂行と円滑な運営のために次の委員会を設置する。 

（１）学術・プログラム委員会 

（２）編集委員会 

（３）賞等選考委員会 

（４）調査・研究委員会 

（５）教育・研修委員会 

（６）広報委員会 

（７）社会連携委員会 

（８）国際連携委員会 

（９）庶務委員会 

（１０）財務委員会 

（１１）利益相反委員会 

（１２）倫理委員会 

 

第 19 条 委員長は理事が務めるものとする。 

 

第 20 条 委員は理事長又は委員長が推薦し、理事会が承認する。 

 

第 21 条 委員の任期は、理事の任期に準じる。ただし、再任を妨げない。 

 

第 22 条 委員会の運営は、別に定める各々の委員会細則に従うものとする。 

 

第 6 章 学術集会 

（学術集会） 

第 23 条 学術集会は、学術集会会長の責任で毎年１回開催する。 

2  学術集会会長を補佐するため、副会長を若干名おくものとする。 

3 開催地及び開催時期は理事会において承認を得る。 

 

(学術集会会長、副会長) 

第 24 条 学術集会会長、副会長は、理事会において選任する。 

2 学術集会会長、副会長の任期は前期学術集会終了翌日から当期学術集会終了

日までとする。 

3  学術集会会長、副会長、次期学術集会会長、副会長は、原則として理事会に

出席するものとする。ただし、理事でない学術集会会長、副会長は議決権が

ないものとする。 

 

第 7 章 事務局 

（事務局） 

第 25 条 事務局を名古屋市中区錦三丁目 6 番 35 号 CBC アネックス栄 8 階に置く。 

2  業務を一般社団法人がん研究組織支援センター(SACRA)に委託して行う。 
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第 8 章 定款施行細則の変更 

（定款施行細則の変更） 

第 26 条 本細則の変更は、定款第 58 条に基づき、理事会で決議し、総会に報告する。 

 

附則 

1. 団体会員の年会費は、第 14 条の規定にかかわらず 2023 年度のみ 80,000 円とす

る。2024 年度以降、会員を継続する場合は団体会員の年会費は、第 14 条の規定の通

り 100,000 円とする。 

 

 

本施行細則は平成 30 年 6 月 29 日より施行する。 

本施行細則は平成 31 年 1 月 30 日より施行する。 

本施行細則は平成 31 年 2 月 8 日より施行する。 

本施行細則は令和元年 11 月 27 日より施行する。 

本施行細則は令和元年 12 月 19 日より施行する。 

本施行細則は令和 2 年 2 月 28 日より施行する。 

本施行細則は令和 2 年 4 月 23 日より施行する。 

本施行細則は令和 2 年 6 月 6 日より施行する。 

本施行細則は令和 3 年 2 月 8 日より施行する。 

本施行細則は令和 3 年 5 月 7 日より施行する。 

本施行細則は令和 3 年 10 月 25 日より施行する。 

本施行細則は令和 4 年 2 月 8 日より施行する。 

本施行細則は令和 5 年 3 月 7 日より施行する。 
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頁 項目および記載内容 頁 項目および記載内容

P1 P1

（団体会員の権利）
第7条　団体会員には次の権利がある。
(1)　本会の発行する学術刊行物、メールニュースの配布・配信
を受けること。
(2)　ホームページに法人・団体名を掲載できること。
(3)　団体に所属する職員が、本会が開催する研修会等に会員と
して参加できること。

団体会員の
新設

条項追加

P2

（会費滞納による会員権利および資格喪失）
第 9 条　会費の滞納が発生したときは、会員の権利の一部は停止さ
れるものとする。（本会の学術集会において研究成果を発表し、報
告を行うこと。本会の発行する学術刊行物に投稿できること。及
び、本会が主催する研修会等へ会員として参加できること）ただ
し、正会員に限り、総会の議決権および選挙権についても権利を有
しないものとする。
2　会費の滞納が１か年を超えるときは、滞納が生じた前年度末を
もって会員の資格を喪失するものとする。

P2

（会費滞納による会員権利および資格喪失）
第 109 条　会員が以下の各条項に一つでも該当するに至った場
合、会員に事前に通知又は催告することなく当法人の会員資格
を直ちに喪失するものとする。
（1）会員が入会申込時および届出事項変更時に虚偽の事項を届
出たことが判明した場合
（2）会員が会費の支払、その他当法人に対する責務の履行を
怠った場合
（3）法令もしくは公序良俗に反する行為を行った場合
（4）政治的、宗教的、営利的な目的で利用していると認められ
る場合
（5）その他、当法人が会員として不適当と認める相当の事由が
発生した場合

2　会費の滞納が発生したときは、会員の権利の一部は停止され
るものとする。（本会の学術集会において研究成果を発表し、
報告を行うこと。本会の発行する学術刊行物に投稿できるこ
と。及び、本会が主催する研修会等へ会員として参加できるこ
と）ただし、正会員に限り、総会の議決権および選挙権につい
ても権利を有しないものとする。

23　会費の滞納が１か年を超えるときは、滞納が生じた前年度
末をもって会員の資格を喪失するものとする。

政治的、宗
教的、営利
的な目的の
利用の制限

の明記

P3

（会員の年会費）
第14条　本会会員の年会費は、次の通りとする。
(1)　正会員 5,000 円
(2)　準会員 2,000 円
(3)　学生会員 1,000 円
(4)　賛助会員 一口50,000 円
2　会員は当該年度末までに年会費をおさめなければならない。

P3

（会員の年会費）
第1413条　本会会員の年会費は、次の通りとする。
(1)　正会員 5,000 円
(2)　準会員 2,000 円
(3)　学生会員 1,000 円
(4)　団体会員 100,000円
(54)　賛助会員 一口50,000 円
2　会員は当該年度末までに年会費をおさめなければならない。

団体会員の
新設

P6

（事務局）
第24条　事務局を名古屋市中区錦三丁目6番35号　WAKITA名古屋ビル
8階に置く。
2  業務を一般社団法人がん研究組織支援センター(SACRA)に委託し
て行う。

P6

（事務局）
第2625条　事務局を名古屋市中区錦三丁目6番35号　CBCアネッ
クス栄WAKITA名古屋ビル8階に置く。
2  業務を一般社団法人がん研究組織支援センター(SACRA)に委
託して行う。

事務局ビル
名称変更

P6 P6

附則
1.　団体会員の年会費は、第14条の規定にかかわらず2023年度
のみ80,000円とする。2024年度以降、会員を継続する場合は団
体会員の年会費は、第14条の規定の通り100,000円とする。

団体会員の
新設

P2

（休会）
第11条　会員は、休会届に期間および理由を付して提出し、休会するこ
とができる。
休会理由
(1)　出産及び育児のため
(2)　健康上の理由のため
(3)　留学のため
(4)　その他
2　休会は、当該会計年度の終了後から開始する。期間は、原則1 年と
し、休会の繰り返しを妨げない。
3　休会の中止は、復会届と共に、当該年度の会費を納入しなければなら
ない。
4  休会の期間中は、会員の資格を一時的に停止するものとする。

P2

（休会）
第 121 条　会員は、休会届に期間および理由を付して提出し、休会
することができる。
休会理由
(1) 出産及び育児のため
(2) 健康上の理由のため
(3) 留学のため
(4) その他
2　休会は、当該会計年度の終了後から開始する。期間は、原則1 年
とし、休会の繰り返しを妨げない。休会期間の延長は1年ごとの更新
手続きが必要であり、2年以上手続きが滞った場合は会員の資格を喪
失するものとする。
3　休会を終了する場合の中止は、復会届と共に、当該年度の会費を
納入しなければならない。
4 休会の期間中は、会員の資格を一時的に停止するものとする。

更新手続き
の追記

P6

本施行細則は平成30年6月29日より施行する。
本施行細則は平成31年1月30日より施行する。
本施行細則は平成31年2月8日より施行する。
本施行細則は令和元年11月27日より施行する。
本施行細則は令和元年12月19日より施行する。
本施行細則は令和2年2月28日より施行する。
本施行細則は令和2年4月23日より施行する。
本施行細則は令和2年6月6日より施行する。
本施行細則は令和3年2月8日より施行する。
本施行細則は令和3年5月7日より施行する。
本施行細則は令和3年10月25日より施行する。
本施行細則は令和4年2月8日より施行する。

P6

本施行細則は平成30年6月29日より施行する。
本施行細則は平成31年1月30日より施行する。
本施行細則は平成31年2月8日より施行する。
本施行細則は令和元年11月27日より施行する。
本施行細則は令和元年12月19日より施行する。
本施行細則は令和2年2月28日より施行する。
本施行細則は令和2年4月23日より施行する。
本施行細則は令和2年6月6日より施行する。
本施行細則は令和3年2月8日より施行する。
本施行細則は令和3年5月7日より施行する。
本施行細則は令和3年10月25日より施行する。
本施行細則は令和4年2月8日より施行する。
本施行細則は令和5年3月7日より施行する。

一般社団法人AYAがんの医療と支援のあり方研究会定款施行細則　変更一覧

変更前ver3.8 変更後Veｒ3.9
変更の理由
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第６期事業計画書 
令和５年（2023）年 1月 1日から令和５年（2023）12月 31日まで 

一般社団法人 AYAがんの医療と支援のあり方研究会 

 

Ⅰ．事業実施の概要 

AYAがんの医療と支援のあり方研究会は、思春期・若年成人（AYA）がん領域の学術活動、教

育活動、社会啓発及び人材育成等を行うことにより、我が国の思春期・若年成人がん領域におけ

る医療と支援の向上に寄与することを目的とする。第６期は、学術集会の開催、研究会誌の刊行、

各種研修会、各種広報・普及啓発活動、調査研究活動および国際連携活動の一層の充実に加えて、

研究助成制度の運用を開始して AYA がん研究の活性化を図るとともに、学術集会等において対面

による交流の機会を設けて、より円滑な情報交換と連携体制の構築を図る。 

また、AYA 研の事業・活動を支える財政基盤の安定化のために、会員制度等体制の見直しを行

う。 

 

Ⅱ．事業に関する事項 

（学術集会、講演会等の開催事業） 

1． 第５回学術集会の開催 
会長：渡邊知映（昭和大学保健医療学部） 

副会長：小澤美和（聖路加国際病院小児科） 

  岸田 徹（NPO法人がんノート） 

テーマ：Co-Creation －対話からはじめる共創－ 

会期：2023年 5月 13日（土）～14日（日） 

会場：昭和大学上條記念館 

 

(学術誌及び論文図書等の刊行) 

２. 研究会誌「AYAがんの医療と支援」の刊行 

1）3巻 1号：2023年 2月刊行予定 

 総説 2件、原著 2件、活動紹介 3件 査読、編集中 

2）3巻 2号：2023年 8月刊行予定 

3）新企画：会員の英語論文の概要紹介について検討 

 

（研究の奨励及び研究業績の表彰） 

３．研究・活動助成ならびに表彰制度の構築 

1. 審査方法、採点基準の作成 

2. 第 1回研究・活動助成対象者（団体）ならびに第 1回AYA研究・活動奨励賞受賞者（団体）の選

考と表彰 

3. 第 2回研究・活動助成ならびに第 2回表彰の募集要項等の作成 

 

（調査研究活動） 

４．調査研究活動の開始 

1. 調査・研究委員会で行う研究計画の作成と研究開始 

AYAがん患者・経験者のレジストリ構築と調査研究 

AYAがん診療実態の把握・分析に係る研究立案 

2. 第 5回学術集会での委員会プログラムの実施運営 

3. 他学会等団体からの調査・研究依頼の審議 

4. AYAがんに関する研究の動向調査 

 

（教育・研修、並びに人材育成事業）      
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５．各種研修会の開催 

 ・AYA世代サポート研修会第 7回、第 8回：参集型開催の実現 

 ・Advancedコース：困難な事例の検討（End of Lifeなど） 

 ・AYA世代がんサポートチームビルディング研修会（仮称） 

 

６．教育セミナーマニュアルの作成 

 開催形態の変更：有志施設による主催を AYA研 教育・研修委員会がサポートする 

 

７．AYA世代のがんピアサポーター養成研修会の開催 

 企画運営：社会連携委員会、広報委員会 

 詳細未定 

 

８．会員用コンテンツの作成 

  会員専用サイトに AYA世代のがんや支援に関する情報サイトを構築し、会員に配信する 

         
（社会啓発、並びに普及事業） 

９．広報活動 

1. LINEの運用（患者会つながりを作り LINEへ情報を集約化できる仕組みの作成） 

2. 患者会に対する ZOOM間貸しスキームの実装化 

3. ウェブサイト（AYA研 HP、WebAYA）の拡充（適宜必要な情報等アップデートやリニューアル

を行う） 

4.ピアサポート研修の検討 

5. 広報資材の制作（パンフレット<会員など向け>・カード＜一般向け＞） 

6. 年報の制作（寄付者への報告<会員等への報告含む>） 

7. カタリバ（支援者の交流促進および支援者からの相談対応を行う） 

 

（関連の諸団体との連携） 

１０．国際的な連携   

1. 第 6回学術集会国際企画、国際セミナー等の企画 

2. 国際学会における AYA研の活動報告 

3. 海外向け広報ツールの作成 

4. 海外団体、国際学会との交流と会員向けの情報発信 

5. Canteen Australia等との交流・共同研究の推進 

 

（その他この法人の目的を達成するために必要な事業） 

１１．倫理的課題の検討 

1）倫理委員会 

・AYA研の活動全般において生じた倫理的課題について検討する 

・倫理的課題の検討から AYA研活動における倫理的判断や方向性を提案する 

2）利益相反委員会 

・AYA 研役員、会長、副会長、各種委員会委員長に関する利益相反確認 

・AYA研学術集会発表者に関する利益相反確認 

・学会誌「AYA がんの医療と支援」執筆者に関する利益相反確認 

 

１２．社会啓発活動 

1）AYA week 2023の開催 

全国各地で協働団体によるイベント開催 

予定イベント数 80、イベント開催団体数 70、寄付・協賛 15団体、後援 55団体 
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期間：2023年 3月 4（土）～12日（日） 

場所：全国各地 

開催形式：オンライン開催など 

  2）AYA研ファンドレイジングチーム（仮） 

   自動販売機事業、社会啓発事業などを通じて活動資金を募る 

 

 

Ⅲ．運営に関する事項 

１．通常総会の開催 

日 時：2023年 3月 25日（土）13：00～14：00 

開催形式：現地、 WEB ハイブリット 開催（ Zoom ウェビナー） 

配信会場：聖路加国際大学 大村進・美枝子記念聖路加臨床学術センター（CCA） 

審議事項：第１号議案 第５期事業報告 

     第２号議案 第５期決算報告 

     第３号議案 定款の変更 

 

２．理事会の開催 

 定例開催 4回のほか、適宜臨時に開催する。 

 1）第 31回理事会（Web開催） 

日 時：2023年 2月 10日（金）19：00〜21：30 

場 所：Zoomルーム 

審議事項：第１号議案 令和４年度事業報告について 

        第２号議案 令和４年度決算報告について 

       第３号議案 令和５年度事業計画及び収支予算について 

①カタリバについて 

     第４号議案 定款施行細則の変更について 

①「会員権利および資格喪失」の変更 

②「休会」についての変更 

     第５号議案 主たる事務所のビル名変更について 

     第６号議案 その他 

①後援規程の作成について 

②貸借対照表の公告に関する定款の変更に関して 

 

 2）第 32回理事会（Web開催） 

日 時：2023年 3月 7日（火）20：00〜21：00 

場 所：Zoomルーム 

審議事項：第１号議案 令和５年度事業計画及び収支予算について 

第２号議案 定款及び定款施行細則の変更について 

①「会員権利および資格喪失」の変更 

②「団体会員」の設置について 

第３号議案 賞等選考委員会 

 ①第 1回研究・活動助成の対象者ならびに第 1回 AYA研究・活動 

奨励賞の受賞者の決定 

第４号議案 第 6回学術集会 

       ①共催について 

第５号議案 その他 

       ①ファンドレイジングチームの設置について 

       ②会員向けサービスの拡充について 

③教育研修の資格認定の方向性について 

報告事項3.



 

３．委員会の開催 

本研究会の事業遂行のため、以下の委員会を随時開催する 

1） 学術・プログラム委員会 

2） 編集委員会 

3） 賞等選考委員会 

4） 調査・研究委員会 

5） 教育・研修委員会 

6） 広報委員会 

7） 社会連携委員会 

8） 国際連携委員会 

9） 庶務委員会 

10） 財務委員会 

11） 利益相反委員会 

12） 倫理委員会 

 

Ⅳ．役員に関する事項 

任期（第 5期～第 6期）：2022年 3月 20日総会終結後～2024年定時総会終結まで 

 理事長 

  清水 千佳子 （国立国際医療研究センター病院 がん総合診療センター/乳腺・腫瘍内科） 

 

 副理事長 

  小澤 美和  （聖路加国際病院 小児科） 

 

 理事 

  一戸 辰夫  （広島大学原爆放射線医科学研究所 血液・腫瘍内科） 

尾上 琢磨  （兵庫県立がんセンター 腫瘍内科） 

川井 章   （国立がん研究センター中央病院 骨軟部腫瘍科・リハビリテーション科） 

  岸田 徹   （NPO法人がんノート） 

  谷口 明子  （東洋大学大学院文学研究科 教育学専攻） 

  津村 明美  （認定 NPO法人 横浜こどもホスピスプロジェクト） 

  富岡 晶子  （東京医療保健大学医療保健学部看護学科） 

  橋本 久美子 （聖路加国際病院 相談支援センター） 

樋口 麻衣子 （富山大学附属病院 看護部） 

古井 辰郎  （岐阜大学医学部附属病院 成育医療センター） 

堀部 敬三  （国立病院機構名古屋医療センター 小児科） 

森 文子   （国立がん研究センター中央病院 看護部） 

  吉田 沙蘭  （東北大学大学院教育学研究科 教育心理学講座） 

脇口 優希  （兵庫県立大学看護学部 治療看護学） 

 

 監事 

 天野 慎介  （一般社団法人全国がん患者団体連合会） 

 鈴木 直   （聖マリアンナ医科大学 産婦人科学） 
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2023年度収支予算書 一般社団法人　AYAがんの医療と支援のあり方研究会

2023.1.30　時点 単位（円） 単位（円）

科　　　目 令和４年度　決算額 備　　　　考 令和５年度 予算額 備　　　　考

Ⅰ収入の部
１）一般会計
会費収入 2,427,000 7,730,000

　正会員 2,010,000 納入率79％ 2,750,000 550名×5,000円

　準会員 175,000 納入率75％ 400,000 200名×2,000円

　学生会員 42,000 納入率62％ 80,000 80名ｘ1,000円

　賛助会員（個人・団体） 200,000 納入率100％ 500,000 10社1口（1口50,000円）

　団体会員(新規） 4,000,000 50団体ｘ8万円　＊R6年度のみ会費8万円、次年度10万円予定

事業収入 1,509,140 6,185,000
　学術交流事業 0 0
  図書刊行事業 235,140 300,000
　　サポートガイド 161,700 印税 200,000 印税
　　AYA冊子 72,560 200円×354冊 100,000 200円×500冊
　　その他 880 文献提供サービス 0 文献提供サービス
　教育・研修事業 1,274,000 1,885,000

　　医療従事者向け研修会 1,274,000 サポート研修会2回開催：参加費 1,885,000 研修会参加費年2回、チーム養成参加費年1回

　　教育セミナー 0 0
　　ピアサポート研修事業 0 0
　普及啓発事業 0 0
　　公開シンポジウム 0 0

寄付金収入 389,619 自動販売機、Syncableからの寄付 3,800,000 企業寄付、Syncable、募金箱、伊藤園、ファンドレージ
ング、その他

雑収入 17 税務署還付金 17 税務署還付金
その他（利息） 372 173 利息

小計 4,326,148 17,715,190

２）特別会計

特別会計費 16,559,231 26,118,338

　第5回学術集会 20,000,000

　第4回学術集会 11,919,011

　AYA week2023 6,118,338

　AYA week2022 4,640,220

当期収入合計（B） 20,885,379 43,833,528

2021年1月1日～2021年6月30日
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2023年度収支予算書 一般社団法人　AYAがんの医療と支援のあり方研究会

2023.1.30　時点 単位（円） 単位（円）

科　　　目 令和４年度　決算額 備　　　　考 令和５年度 予算額 備　　　　考

2021年1月1日～2021年6月30日

Ⅱ支出の部

１）一般会計

事業費 2,789,458 6,555,000

　学術交流事業 1,000,000 第5回学術集会運営助成金 1,000,000 第6回学術集会運営助成金

　図書刊行事業 610,678 学会誌2巻1号、2巻2号制作費、ScholarOne
年間利用料（283,978円）

1,050,000

オンラインジャーナル誌制作費：350,000円×2回/年、オ
ンライン投稿査読システム利用料300,000円/年間利用
（ScholarOneの円安値上げ予想分）、依頼原稿謝金
50,000円

　研究奨励・表彰事業 0 800,000
賞等選考/研究・活動助成費（30万円2件）、賞表彰状・
副賞（5件）

　調査研究事業 0 1,000,000
調査・研究委員会/レジストリ研究、調査研究の倫理審査
費用（25万円2件）、レジストリデータ管理委託費（50万
円）

　教育・研修事業 972,327

教育･研修/Vimeo,Edulio使用料118,470円
教育･研修/研修会及び教育セミナー：交通
費、人件費、会場費及び資料印刷等
853,857円

1,805,000

教育･研修/e-learningシステム構築・保守サポー
ト,Vimeo,Edulio使用料440,000円
研修会及び教育セミナー：交通費、人件費、会場費及び
資料印刷等1,165,000円
社会連携/AYAピアサポーター研修：プログラム検討10万
円
会員向けコンテンツ作成費100,000円

　普及啓発事業 49,320 広報/資材印刷費（年報等） 400,000

広報/ピンバッジ300個制作費6万円、広報資材制作費20万
円（デザイン・印刷等）、公開シンポジウム・イベント
運営費用10万円
カタリバ/謝金1万円×4回/年

　連携事業 68,040 社会連携/LINE公式アカウント67,320円/
年、LINEチラシ郵送費

100,000 社会連携/LINE公式アカウン運用10万円

　国際連携事業 0 400,000 翻訳・英文校閲費用200,000円、広報資材制作費100,000
円、消耗品・通信費等100,000円

　その他の事業 89,093 特別シンポジウム/人件費（謝金） 0

管理費 6,934,216 9,978,140

　事務委託費 6,418,500 事務委託費、会計事務所委託費、顧問料 7,486,800
事務委託7,356,800円（人件費/賃料/光熱費/管理料）、
会計事務所委託100,000円、情報管理システム更新30,000
円

　通信費 16,327 電話･切手代、送料（AYA冊子等） 350,000 電話、切手、送料（AYA冊子等）

　消耗品費 4,030 事務消耗品等（印鑑㈹） 50,000 事務消耗品等（寄付者額 等）

　旅費交通費 20,620 総会 1,000,000 委員80名交通費予算800,000円、理事会/事務局交通費予
算200,000円

　印刷費 0 200,000 理事会、総会

　ウェブ関係費 412,180

さくらサーバー利用12,220円/年、
ZOOM22,110円/年×2回線、総会・臨時総会
ウェビナー契約　25,740円
広報/ホームページ年間保守契約ブラフィ
カ330,000円

846,340

さくらサーバー利用9,220円/年、ZOOM22,110円×2回線/
年、総会ウェビナー契約　12,900円/1ヵ月
広報/HPニューアル費用（AYA研200,000円、
WebAYA250,000円）、HP年間保守契約ブラフィカ330,000
円

　租税公課 11,003 印紙税（役員登記等） 45,000 印紙税（登記）

　創立費償却/減価償却費 51,556 現金の異動を伴わない（毎年償却してい
る）

67,000 現金の異動を伴わない（毎年償却している）

雑費 18,915 振込手数料、残高証明書、決済手数料
（paypay・Syncable）等

400,000 振込手数料、オンライン決済手数料（PayPay、Syncable)

予備費 0 0

小計 9,742,589 16,933,140

２）特別会計
特別会計費 14,342,082 26,118,338
　第5回学術集会 20,000,000

　第4回学術集会 12,251,568
AYA研本体への返納金667,443円（手数料除
く）を除いた額

　AYA week2023 6,118,338

　AYA week2022 2,090,514

当期支出合計（C） 23,084,671 43,051,478

当期経常増減額（B-C） (2,199,292) 782,050

法人税、住民税、及び事業税 71,000 1,071,000 法人税、住民税、及び事業税（令和5年課税事業者）

当期正味財産増減額　 (2,270,292) (288,950)

前期繰越正味財産額 47,809,220 45,646,563

次年度繰越収支差額 45,538,928 45,357,613

報告事項4.



第 5 回 AYA がんの医療と⽀援のあり⽅研究会学術集会 プログラム概要 
 
5 ⽉ 12 ⽇(⾦) 19:00〜20:30 予定 ライブ配信（後⽇オンデマンド配信あり） 
市⺠公開講座 
協 賛：アフラック⽣命保険株式会社 
 
5 ⽉ 13 ⽇(⼟) 9:00〜10:30 
シンポジウム 1：AYA がん患者における運動器障害マネジメント 〜がんであっても動きたい！ 
座 ⻑：櫻井 卓郎  （国⽴がん研究センター中央病院 ⾻軟部腫瘍・リハビリテーション科） 
座 ⻑：池⽥ 明⾹  （認定 NPO 法⼈ キャンサーネットジャパン） 
演 者：五⽊⽥ 茶舞 （埼⽟県⽴がんセンター整形外科/希少がん・サルコーマセンター） 
「AYA 世代がん患者と運動について 〜エクササイズ・オンコロジーのエビデンス」 
演 者：塚本 泰史  （⼤宮アルディージャクラブアンバサダー 事業本部 社会連携担当） 
「今を⽣きる」 
演 者：岡⼭ 太郎  （静岡県⽴静岡がんセンター リハビリテーション科） 
「AYA 世代がん患者における⾝体活動量や運動の問題をどのように考えるか？」 
 
5 ⽉ 13 ⽇(⼟) 10:40〜11:55 
スポンサードセミナー1：アピアランス 
座 ⻑：⼩野 ⿇紀⼦ （がん研究会有明病院 総合腫瘍内科） 
演 者：⽥村 宜⼦  （⻁の⾨病院 乳腺・内分泌外科） 

「HER2 陽性早期乳がんの薬物治療戦略」 
演 者：野澤 桂⼦  （⽬⽩⼤学 看護学部 看護学科） 

「AYA 世代患者が社会とつながるためのアピアランスケア」 
共 催：中外製薬株式会社 
 
5 ⽉ 13 ⽇(⼟) 12:00〜13:00 
国際連携委員会企画：⽶国における AYA がん⽀援プログラムの活動体制、⽀援内容、活動評価について
オンデマンド配信 
演 者：Prof. Bradley J. Zebrack  （University of Michigan School of Social Work） 
 
5 ⽉ 13 ⽇(⼟) 12:00〜12:45 
調査・研究委員会企画 
委員⻑：堀部 敬三   （名古屋医療センター ⼩児科顧問 上席研究員） 
 
5 ⽉ 13 ⽇(⼟) 13:05〜14:05 
ミニオーラル：研究発表/活動報告/事例報告 
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5 ⽉ 13 ⽇(⼟) 14:10〜15:40 
スポンサードシンポジウム： 
AYA がん⽀援のあり⽅再考 第３期がん対策推進基本計画を総括し、第 4 期に何をするべきか。 
座 ⻑：天野 慎介   （全国がん患者団体連合会） 
座 ⻑：湯坐 有希   （東京都⽴⼩児総合医療センター） 
演 者：⽯岡 千加史  （東北⼤学病院） 
「わが国のがん対策の課題―がん対策推進基本計画の成果と評価―」 
演 者：松本 公⼀   （国⽴成育医療研究センター） 
「第 3 期がん対策基本計画の総括 ⼩児領域での観点から」 
演 者：清⽔ 千佳⼦  （国⽴国際医療研究センター病院） 
「AYA ⽀援チームの現状とこれから」 
パネラー：樋⼝ ⿇⾐⼦ （富⼭⼤学附属病院/富⼭ AYA 世代がん患者会 Colors 代表） 
共 催：ファイザー株式会社 
 
5 ⽉ 13 ⽇(⼟) 15:50〜16:50 
AYA ⽀援チームビルディング 
座 ⻑：渡邊 知映    （昭和⼤学 保健医療学部看護学科） 
座 ⻑(仮)：⿃井 ⼤吾 （⼀般社団法⼈キャンサー・ベネフィッツ/若年性がん患者団体 STAND UP！！）  
演 者：Dr. Louise Soanes （Teenage Cancer Trust） 
演 者：AYA ⽀援チームの紹介（2 施設） 
協 賛：樋⼝宗孝がん研究基⾦・オンコロライブ助成⾦ 
 
5 ⽉ 13 ⽇(⼟) 17:00〜17:50 
スポンサードセミナー2：がんサバイバーの慢性疼痛診療を考える 
座 ⻑：川井 章     （国⽴がん研究センター中央病院） 
演 者：⾥⾒ 絵理⼦   （国⽴がん研究センター中央病院 緩和医療科） 
「AYA 世代がん患者の痛みのマネジメント」 
共 催：塩野義製薬株式会社 
 
5 ⽉ 13 ⽇(⼟) 18:00〜19:30 
ネットワーキング/最優秀演題表彰式 
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5 ⽉ 14 ⽇(⽇) 9:00〜9:50 
シンポジウム 2：⻘年期および若年成⼈（AYA）がんサバイバーの⻑期的健康管理 
座 ⻑：向井 幹夫  （地⽅独⽴⾏政法⼈⼤阪府⽴病院機構 ⼤阪国際がんセンター 成⼈病ドック科） 
演 者：三善 陽⼦  （⼤阪樟蔭⼥⼦⼤学 健康栄養学部健康栄養学科 臨床栄養発育学研究室） 
「⼩児・AYA 世代がん経験者の内分泌代謝異常」 
演 者：志賀 太郎  （がん研究会有明病院 腫瘍循環器・循環器内科） 
「⼩児・AYA 世代がん経験者の循環器障害（仮）」 
 
5 ⽉ 14 ⽇(⽇) 10:00〜11:30 
パネルディスカッション 1：AYA 世代がん患者と家族 親との関わりに着⽬して 
座 ⻑：平⼭ 貴敏   （国⽴がん研究センター中央病院 精神腫瘍科） 
座 ⻑：寺⽥ 和樹   （いなげ未来クリニック/成⽥⾚⼗字病院 ⼩児科） 
パネラー：前⽥ 美穗  （⽇本医科⼤学） 
パネラー：⼭本 康太  （東京ベイ・浦安市川医療センター 事務部総務課） 
パネラー：枷場 美穂  （静岡県⽴静岡がんセンター 緩和医療科） 
 
5 ⽉ 14 ⽇(⽇) 11:35〜12:35 オンデマンド配信予定 
スポンサードセミナー3：医療情報はつながる時代へ 〜スマホが「どこでもドア」になる？〜 
座 ⻑：多⽥ 雄真    （⼤阪国際がんセンター ⾎液内科・AYA 世代サポートチーム） 
演 者：松本 繁⺒ 
（京都⼤学⼤学院医学研究科リアルワールドデータ研究開発講座） 
コメンテーター：岸⽥ 徹（NPO 法⼈ がんノート 代表理事） 
共 催：キヤノンメディカルシステムズ株式会社 
 
5 ⽉ 14 ⽇(⽇) 12:45〜13:00 
AYA 研究・活動奨励賞/研究・活動助成 表彰式 
 
5 ⽉ 14 ⽇(⽇) 13:10〜14:10 
おばさんどもに思春期なんてわかるもんか〜コロナ世代のコミュニケーションと未来〜 
座 ⻑：清⽔ 千佳⼦   （国⽴国際医療研究センター病院 乳腺・腫瘍内科/がん総合診療センター） 
座 ⻑：⼩澤 美和   （聖路加国際病院 ⼩児科） 
基調講演 
演 者：⼤野 久    （⽴教⼤学名誉教授） 
パネリスト：未定 
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5 ⽉ 14 ⽇(⽇) 14:20〜15:50 
シンポジウム 3：AYA 世代がん患者のアドバンスケアプランニング 
座 ⻑：栗原 幸江（上智⼤学グリーフケア研究所/認定 NPO 法⼈マギーズ東京/駒込病院緩和ケア科） 
座 ⻑：樋⼝ ⿇⾐⼦  （富⼭⼤学附属病院/富⼭ AYA 世代がん患者会 Colors 代表） 
演 者：多⽥ 雄真   （⼤阪国際がんセンター ⾎液内科・AYA 世代サポートチーム） 
演 者：伊藤 由美⼦  （兵庫県⽴がんセンター 看護部） 
演 者：福地 智巴   （静岡県⽴静岡がんセンター／マギーズ東京） 
演 者：藤⽥ 理代   （michi-siruve） 
 
5 ⽉ 14 ⽇(⽇) 16:00〜17:30 
パネルディスカッション 2：AYA 世代がん患者の新規就労⽀援の現状と課題（仮） 
座 ⻑：坂本 はと恵  （国⽴研究開発法⼈国⽴がん研究センター東病院） 
座 ⻑（予定）：熊⽿ 広介 （若年⽣がん患者団体 STAND UP!!）） 
演 者：森下 裕⼆   （がんの⼦供を守る会） 
演 者：桜井 なおみ  （⼀般社団法⼈ＣＳＲプロジェクト 代表理事） 
協 賛：アフラック⽣命保険株式会社 
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第6回AYAがんの医療と支援のあり方研究会学術集会

2024年5月11-12日
＠聖路加国際大学アリスホール (東京)

AYA世代がん患者が持つ
“力“を発揮出来る社会を考え、
彼らのしなやかさに学ぶ

会 長聖路加国際病院 小澤美和

副会長大阪国際がんｾﾝﾀｰ 多田雄真

副会長 ｷｬﾝｻｰ･ｿﾘｭｰｼﾞｮﾝｽﾞ(株) 桜井なおみ
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第７回 AYAがんの医療と支援のあり方研究会学術集会

会長：桜井なおみ
一般社団法人ＣＳＲプロジェクト
（一般社団法人全国がん患者団体連合会）

会期：未定 皐月のころがいいですね
会場：未定 東京界隈で格安を・・・
副会長：未定 皆さんのお力をお借りします！
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