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「みんなで知りたい がん 肝のこと」

岐阜大学医学部附属病院小児科 臨床准教授

がんセンター小児AYA部門長

小関道夫

小児・AYA世代のがんとは？
～岐阜県における取組み～



１、AYA世代とは？ 小児・AYAがんとは？

２、小児AYA期のがん・難病の問題と
、岐阜県、および当センターで

行なっている、行おうとしている取り組み

内容



小関 道夫（おぜき みちお）

岐阜大学小児科 臨床准教授、外来医長 (平成14年卒業）

小児科専門医、血液専門医、がん治療認定医

専門：小児血液腫瘍（小児がん）

・がんセンター小児AYA部門長
・岐阜県指定難病審査員
・岐阜県学習保障体制整備検討会議委員
・岐阜県がん教育推進協議会委員
・日本小児科学会 小児慢性疾病委員

自己紹介



Adolescent and Young Adult

１、AYA世代とは？ 小児・AYAがんとは？



15歳から30歳前後の思春期・若年成人
（Adolescent and Young Adult, AYA）

（Sawyer SM, Lancet Child Adolesc Health 2018）

思春期
（Adolescent）の
新しい定義：
10-25歳



https://www.hashimotozaidan.or.jp/uploads/t_opinions_posts/83/parts/15133111243789-photo.jpg?248c7ac0c26894e37643b2c0de2b32c1




具体的にどうやって
動くといいでしょうか？



年齢
10・・・ 16 18 20 ・・・ 25 ・・・ 30 ・・・・・ 40

民法：成人
（2022年4月から18歳）

若年成人

医療費助成
（小児慢性）

早期若年成人

ギャップ

思春期
（Adolescent）

生物学的・
心理社会学的
移行期 若年成人

（Young Adult）

Adolescere（ラテン語：成長する） ・・・ A世代特有の課題
（心理面、教育面など）



AYA世代、AYAがんの特徴

特徴 がんの特徴

思春期
（Adolescent）

就学期：精神的・社会的自立に
向けた発達段階

就労前で経済的自立ができていない

意思決定の主体は親になりがち

性的にも発達途上

いわゆる希少がん

多くの診療科にまたがる
多様ながん腫

若年成人
（Young 
Adult）

就労期：精神的・経済的に自立過程

意思決定は本人

次世代を生み育て、社会を支える

成人に多いがんの若年世代
Common cancerであるが、

がん腫の中では希少な
年齢層



がん罹患率の年齢による変化

小児がん
約2,000人
（0-14歳）

AYA世代
約20,000人
（15-39歳）

２．３％

2014年に新たに診断されたがん（罹患全国合計値）
867,408例

小児・AYAがんは稀









部位 2018年1～12月
子宮頚部＊ 70
乳房 16
脳・脊髄 14
造血器腫瘍 11
卵巣 9
大腸 7
胃 6
骨・軟部 5
甲状腺 5
肺 3
子宮体部 3
膵臓 2
皮膚 2
腎 2
その他 4

計 159

診療科 2018年1～12月
産婦人科 84
乳腺外科 15
脳神経外科 13
血液感染症内科 12
消化器外科 12
消化器内科 8
整形外科 5
泌尿器科 3
皮膚科 2
呼吸器内科 2
呼吸器外科 1
耳鼻咽喉科・頭頚部外科 1
免疫内分泌内科 1
歯科口腔外科 0
小児科 0

計 159

AYA世代（16-39歳）部位別、診療科別の院内がん登録件数（岐阜大学）

＊CIN3を含む上皮内癌が59件（2018年）

院内がん登録全数 2,510の 4％
（上皮内癌を除く）



２、小児AYA期のがん・難病の問題と
岐阜県、および当センターで行なっている、

行おうとしている取り組み

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Faya-ken.jp%2Farchives%2F2774&psig=AOvVaw0onuKhMWlY_3kMyOdArZlk&ust=1604325963786000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjj5JXC4ewCFQAAAAAdAAAAABAJ


AYAがん患者さんの悩み、ニーズは・・・？

もっとも多い悩み
「今後の自分の将来のこと」

その他、
「仕事のこと」「経済的なこと」

思春期は、「学業のこと」

２５歳以上は、「不妊、生殖機能のこと」

厚労科研（がん対策推進研究）
総合的な思春期・若年成人世代のがん
対策のあり方に関する研究班より

医療面だけでなく、
様々な支援が必要







がんセンター小児・AYA世代部門
部門員名簿

職 種 氏 名

小児血液・腫瘍に携わる専門的な知識及び
技能を有する医師 小関 道夫

血液疾患に携わる専門的な知識及び技能を
有する医師 兼村 信宏

小児腫瘍外科に携わる専門的な知識及び技
能を有する医師 加藤 充純

婦人科癌・妊孕性温存療法に携わる専門的
な知識及び技能を有する医師 古井 辰郎

脳血管・脳疾患に携わる専門的な知識及び
技能を有する医師 中山 則之

看護師（東４階：成育医療科・女性科（産
科婦人科）） 齊藤 久美子

看護師（西４階：小児科） 吉川 充花

看護師（がんセンター） 苅谷 三月

研修を修了した専従相談支援担当者（指導
者）・認定がん
相談員

日比野 美由紀

専任相談支援担当者 山本 恭孝

岐阜県小児・AYA世代のがん等
成育医療支援体制医療連携会議

施設名 所属 職名 氏名

岐阜大学医学部附
属病院

小児科 講師 小関 道夫

産科婦人科 准教授 古井 辰郎

岐阜県総合医療セ
ンター

がん医療センター センター長 國枝 克行

岐阜市民病院 小児科 小児科部長 篠田 邦大

大垣市民病院 緩和ケアセンター 看護師 田中 美帆

木沢記念病院 地域連携部 MSW 野村 愛

岐阜県立多治見病
院

がん診療連携セン
ター

看護師
大蔵 真子
(代理出席)

高山赤十字病院
看護部・がん相談支

援センター
MSW 田和 亜樹

岐阜県健康福祉部
保険医療課

健康推進室がん対策
係

主幹 井上 玲子

岐阜県健康福祉部
保険医療課

健康推進室がん対策
係

技術主査 中島 早映

岐阜大学医学部附
属病院

医療連携センター 看護師 日比野美由紀

岐阜大学医学部附
属病院

医療連携センター MSW 山本 恭孝

岐阜大学医学部附
属病院

医療連携センター MSW 安東 知子



岐阜県および当センターで最近取り組んでいること
（取り組んでいきたいこと）

・患者さん、家族の相談支援

・長期入院患者への復学支援

・高校生への教育の機会を作る（遠隔授業）

・移行期支援

・がん生殖医療の連携、医療費助成

・小児・AYA世代を繋ぐ取り組み

皆さんの味方です



岐阜県小児・AYA世代のがん等成育医療相談支援センターでは、
小児AYA世代（0～39歳）の相談をお受けするための専用メール
を開設しました。
ご相談はメールでお受けし、相談員がご相談の内容を確認し、お
電話でお返事いたします。
がんやてんかんなどの長期療養をされている方のご不安や悩みを、
メールで気兼ねなくご相談ください。

メールアドレス：shoniaya@gifu-u.ac.jp

▼ご相談のご相談の際に必ず記入いただきたい項目
①氏名（患者本人、ご家族、その他（医療関係者）も記入ください）
②連絡先（電話番号）
③当院の受診歴
④相談内容（具体的にお願いします）

※本センターへ送信された相談メールの受理については、原則翌日に折り返
しメールで受理のご返信をします。（休前日、休日の場合は休み明けとなり
ます。）なお、ご相談への回答については、お電話でお答えいたします。

相談窓口、メール

mailto:shoniaya@gifu-u.ac.jp


AYA研: 一般社団法人 AYAがんの医療と支援のあり方研究会

https://aya-ken.jp/
https://aya-ken.jp/
https://aya-ken.jp/
https://aya-ken.jp/
https://aya-ken.jp/
https://aya-ken.jp/


AYATALK！



AYA研×がんノート コラボイベント IN 岐阜大学

２０２０年１月１３日

3名のゲスト、それぞれの自己
紹介から、恋愛・結婚、妊孕
性、仕事、治療中の情報、
キャンサーギフトのことなど

Youtubeで配信
（800回視聴）



文部科学省は２０１５年、高校生がテレビ会議システムの授業に参加したり、
授業を録画したビデオを視聴したりすれば、授業に出席したと見なす遠隔授
業の制度を整備した。

県立高校の遠隔授業

これまで高校生の多くは留年していたが・・・

高等学校段階における遠隔教育の現状について（R2年、文科省）



岐阜県教育委員会 特別支援教育課 教育支援係

入院児童生徒学習保障体制整備事業



実際の遠隔授業

学校と病院をネットで繋ぐ
H30から実際に開始
単位取得、卒業、大学合格された患者さんもおられます

岐阜県学習保障体制整備検討会議
岐阜県教育委員会 特別支援教育課 教育支援係



長期入院児童生徒のための復学支援マニュアル

高校生に限らず全ての入院している児童生徒がスムーズな復学及び退院後も
切れ目のない支援を継続して受けられる環境を整備するためのツールとなる
復学支援マニュアルを作成

入院時、入院中、退院時に

原籍校の教員、院内学級の教員、
保護者、本人、入院中の医療者に
お願いしたいこと

がまとめられている



移行期医療支援の目標：

患者のセルフケア技術の獲得と意思決定への積極的な参加を促すための
自立支援（自律支援）を行い、必要なケアを中断することなく、成人期の
適切なケアに繋げること

小児科から成人中心の医療に移行するプロセスの支援

移行期医療支援とは？

（小児慢性特定疾病児童成人移行期医療支援モデル事業について 国立研究開発法人国立成育医療研究
センター 賀藤均先生資料）



移行期支援サポートチームの設立

小児在宅医療教育
支援センター

岐阜県小児・AYA世代の
がん等の成育医療相談
支援センター

「岐阜大学の場合」

移行チームを作成

患者さん一人づつに
対して

面談、本人の状況、考えの把握
移行準備の進捗チェック
チームカンファレンスにおける
支援計画の作成
本人への支援計画案の提示、
話し合い
支援計画に沿った成人臨床家へ
の紹介準備
紹介、フォローアップ

成人科、開業医、在宅医
へのバトンタッチ

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.irasutoya.com%2F2012%2F11%2Fblog-post_6904.html&psig=AOvVaw1GMJwUjOSwVV2L12Czk2Bs&ust=1601288668241000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjtoqePiewCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.irasutoya.com/2014/09/blog-post_659.html
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.irasutoya.com%2F2012%2F12%2Fblog-post_2117.html&psig=AOvVaw1ESWB5LcIWho29eYs72gWQ&ust=1601288793412000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiAwuCPiewCFQAAAAAdAAAAABAD


「がん治療で将来子供ができなくなる？」

若年患者ががん治療によって、「将来子供を持つことが困難に
なること（妊よう性の廃絶）」があります。

がん治療は病気を乗り越えることが、最大の目標ですが、様々
な不安の中でも、この将来への不安も抱えています。

こういった不安に対するカウンセリング、 「がん治療による
不妊」の予防や対策についての相談窓口を岐阜大学病院相談支
援センターに設置しています。

配偶子（卵子、精子）凍結
胚（受精卵）凍結
性腺(卵巣および精巣)凍結
子宮癌（頚癌、体癌）に対する子宮温存治療
骨盤放射線照射に対する卵巣位置移動手術

岐阜大学がん・生殖医療相談



岐阜県がん・生殖医療ネットワーク

https://www.gifugan.net/wp/wp-content/themes/smart054/officepdf/gpofs.pdf


岐阜県がん患者生殖機能温存治療費助成制度

岐阜県では、将来子どもを産み育てることを望む小児、思春期・若年のが
ん患者さん等が、希望を持ってがん治療に取り組んでいただくことができ
るよう、平成30年度から、がん治療開始前に行う生殖機能温存治療に必要
な費用の一部を助成します。
当県の助成制度は、意思決定支援施設※1で、生殖機能温存に関する意思決
定支援※2を受けた方が対象となりますのでご注意ください。

温存治療の内容 助成額及び上限額

A
意思決定支援並びに卵子、卵巣
組織、胚（受精卵）又は精子の
凍結等が完了したもの

当該治療に要した医療保険適用外費用
の額
（男性は3万円、女性は20万円を上限
とする。）

B
意思決定支援並びに卵子、卵巣
組織、胚（受精卵）又は精子の
凍結等に至らなかったもの

当該治療に要した医療保険適用外費
用の額の2分の1（男性は3万円、女性
は20万円を上限とする。）

C
意思決定支援のみ
（生殖機能温存治療は実施な
し）

当該治療に要した医療保険適用外費用
の額（5,000円を上限とする。）













岐阜大学と岐阜市民病院の共同開催











困っている、悩んでいる患者さんに
きちんと目を向けて、

サポートできる体制を作っていこうと思います

小児科医

看護師

成人診療医 生殖医療医

在宅医療医

薬剤師栄養士 心理士

保育士

ソーシャ
ルワー
カー

緩和ケア医

教育機関サポート
団体

国、地方
自治体

理学療法士



第1問

AYA世代（思春期若年成人）とは
何歳までですか

A 25歳まで

B 39歳まで



第1問

AYA世代（思春期若年成人）とは
何歳までですか

A 25歳まで

B 39歳まで



第2問

AYA世代のがん患者さんは日本で
1年でどのくらい発症していますか？

A 約2万人

B 約10万人



第2問

AYA世代のがん患者さんは日本で
1年でどのくらい発症していますか？

A 約2万人

B 約10万人



がん罹患率の年齢による変化

小児がん
約2,000人
（0-14歳）

AYA世代
約20,000人
（15-39歳）

２．３％

2014年に新たに診断されたがん（罹患全国合計値）
867,408例

小児・AYAがんは稀

横浜アリーナの収容人数
1万7千人


