


　日本リウマチ財団が厚生省から認可を頂いたのが昭和63年でしたので、平成29年６月11日に開
催したリウマチ講演会を日本リウマチ財団30周年記念リウマチ月間リウマチ講演会として開催
し、リウマチ登録医を始め看護師、薬剤師、リウマチ友の会の方々など多くの方々に集まって頂
きました。
　皆様ご存じの様に、近年関係者の方々の御尽力によって、リウマチ性疾患の治療には著しい進
歩がみられています。日本リウマチ財団も従来からリウマチ性疾患の調査研究への助成、それぞ
れの分野で優れた業績を残された方々に対する医学賞、福祉賞、教育賞などお贈りしてその発展
を支えてまいりました。
　また、日本リウマチ財団はリウマチ登録医、リウマチケアナース、リウマチ登録薬剤師の養成
に努めてまいりましたが、30周年を契機に理学療法士、作業療法士の方々へのリウマチに関する
教育が必要だと考え、今後はこれらの方々に対する教育に力を入れる事を計画しています。尚、
そのことにつきましては昨年の30周年記念講演会で「新しい時代を迎えたリウマチ性疾患のトー
タルケア」という題で日本リウマチ財団の西岡久寿樹常務理事から詳しい説明がありました。
　30周年を迎えた日本リウマチ財団が、これから益々発展し、わが国におけるリウマチ性疾患の
征圧に益々貢献できる様、ご関係の皆様方のご理解、ご協力を心からお願いして挨拶の締めくく
りとさせていただきます。

� 公益財団法人　日本リウマチ財団
� 代表理事　髙久　史麿

『日本リウマチ財団設立30周年記念誌』
発刊に当たり
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　公益財団法人日本リウマチ財団は、昭和62年11月に法人認可を得てから、平成29年度で30周年を迎える。
　この間、当財団は日本リウマチ友の会及び日本リウマチ学会等関係団体と手を取り合い、一貫してリウマチ性疾患の
征圧に向け、諸事業を行ってきたが、今や、リウマチ性疾患は不治の病ではなく、寛解の病となってきた。30周年を契
機にさらなる征圧に向けて研究の推進や啓発の一層の充実と向上を図る。

○日　時：平成29年６月11日（日曜日）
○場　所：丸ビルホール（東京都千代田区丸の内２―４―１　丸ビル７階）
○後　援：�厚生労働省、日本医学会、日本医師会、日本リウマチ学会、日本整形外科学会、日本看護協会、日本薬剤師

会、日本リウマチ友の会
○次　第：

第１部：式典
12：00～
代表理事挨拶　　　公益財団法人日本リウマチ財団代表理事　髙　久　史　麿

12：05～
来賓祝辞
　　　　　　　　　厚生労働大臣　　　　　　　　　　　　　塩　崎　恭　久
　　　　　　　　　公益社団法人日本医師会会長　　　　　　横　倉　義　武
　　　　　　　　　日本製薬工業協会会長　　　　　　　　　畑　中　好　彦
　　　　　　　　　一般社団法人日本リウマチ学会理事長　　山　本　一　彦
　　　　　　　　　公益社団法人日本整形外科学会副理事長　三　上　容　司
　　　　　　　　　公益社団法人日本リウマチ友の会会長　　長谷川　三枝子

12：30～
授賞式　　　　　　三浦記念リウマチ学術研究賞　　　　　　浅　島　弘　充
　　　　　　　　　日本リウマチ財団柏崎リウマチ教育賞　　石　川　　　斉
　　　　　　　　　ノバルティス・リウマチ医学賞　　　　　土　屋　尚　之
　　　　　　　　　塩川美奈子・膠原病研究奨励賞　　　　　庄　田　宏　文
　　　　　　　　　日本リウマチ財団リウマチ福祉賞　　　　粥　川　由　佳

第２部：パネルディスカッション
12：50～
　　　　　　　　　『リウマチ性疾患の征圧に向けて』
　　　　　　　　　　司会
　　　　　　　　　　　日本リウマチ財団常務理事　　　　　　　　西　岡　久寿樹
　　　　　　　　　　パネラー
　　　　　　　　　　　一般社団法人全国膠原病友の会代表理事　　森　　　幸　子

公益財団法人日本リウマチ財団
　創立30周年記念リウマチ月間リウマチ講演会次第

1 設立30周年記念事業
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　　　　　　　　　　　参議院議員　　　　　　　　　　　　　　　髙　階　恵美子
　　　　　　　　　　　参議院議員　　　　　　　　　　　　　　　藤　井　基　之
　　　　　　　　　　　一般社団法人日本リウマチ学会理事長　　　山　本　一　彦
　　　　　　　　　　　公益社団法人日本整形外科学会理事　　　　田　中　　　栄

第３部：30周年記念講演会
13：50～
　　　　　　　　　『難病治療に大改革をもたらしている生物学的製剤』
　　　　　　　　　　座長
　　　　　　　　　　　岡田　正人　聖路加国際病院　Immuno-Rheumatology�Center　センター長
　　　　　　　　　　　田村　直人　順天堂大学大学院医学研究科膠原病・リウマチ内科学教授
　　　　　　　　　　リウマチ・膠原病領域
　　　　　　　　　　　住田　孝之　筑波大学教授　医学医療系内科（膠原病・リウマチ・アレルギー）
　　　　　　　　　　皮膚科・免疫領域
　　　　　　　　　　　島田　眞路　山梨大学学長

第４部：市民公開講座
14：50～
　　　　　　　　　『新しい時代を迎えたリウマチ性疾患のトータルケア　―TOMECの提唱―』
　　　　　　　　　　座長
　　　　　　　　　　　越智　隆弘　日本リウマチ財団常務理事
　　　　　　　　　　演者
　　　　　　　　　　　西岡久寿樹　日本リウマチ財団常務理事

５．公益財団法人　日本リウマチ財団創立30周年記念レセプション
○日　時：平成29年６月11日（日曜日）16時00分～17時00分
○場　所：丸ビルホール�8F�Room5（東京都千代田区　丸の内２―４―１　丸ビル８階）
○参加者：50人（受賞者中心）
○次　第
　16：00～　（　皇后陛下　御臨席　）
　16：02　　開会挨拶　　　　　　公益財団法人日本リウマチ財団
　　　　　　　　　　　　　　　　　代 表 理 事　髙　久　史　麿
　16：05　　来賓挨拶　　　　　　厚生労働大臣　塩　崎　恭　久
　16：08　　（　ご懇談　）
　16：30～　（　皇后陛下　ご退席　）
　17：00　　閉会挨拶　　　　　　公益財団法人日本リウマチ財団
　　　　　　　　　　　　　　　　　常 務 理 事　越　智　隆　弘
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　公益財団法人日本リウマチ財団の髙久でございます。
　今年もまた、たくさんの方々が、このリウマチ月間リウマチ講演会に足を運んで頂きました。
感謝と共に、心から御礼を申し上げます。
　今年の講演会は、日本リウマチ財団が厚生省から法人認可を頂いてから、30周年を迎えました
ので、「日本リウマチ財団30周年記念講演会」として開催いたします。このリウマチ講演会は、
リウマチ性疾患の征圧を達成するため、正しい知識の普及啓発を図ることを目的に、毎年実施を
しています。
　近年、関係者の努力により、リウマチ性疾患の治療等は、著しい改善がなされました。
　当財団は調査研究への助成等、それぞれの分野で優れた業績を残された方等に、医学賞や福祉
賞を贈り、その栄誉を称えます。
　また、今日の講演会は、３部構成であり、１部は「リウマチ性疾患の征圧に向けて」２部は「難
病治療に大改革をもたらしている生物学的製剤」３部は「新しい時代を迎えたリウマチ性疾患の
トータルケア―について」実施いたします。どうか最後まで、ご静聴をお願いいたします。
　最後になりましたが、日頃の皆様のご支援、ご協力に感謝を申し上げ、私の挨拶とします。

� 平成29年６月11日

� 公益財団法人　日本リウマチ財団
� 代表理事　髙久　史麿

代表理事挨拶

公益財団法人日本リウマチ財団理事長
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　本日、公益財団法人日本リウマチ財団設立三十周年記念式典が挙行されるに当たり、一言お祝
いを申し上げます。
　はじめに、三十年もの長きにわたり、リウマチ研究の推進やリウマチに関する知識の普及・啓
発活動、リウマチ診療の質の向上を目的とした教育研修などに取り組まれ、目覚ましい成果を挙
げてこられた貴財団に対し、心から敬意を表します。
　リウマチにつきましては、この三十年の間に、貴財団においても様々な研究が進められ、新た
な治療薬や医療技術の開発が進むなど、大きく進歩するとともに、国民の間でのリウマチに関す
る理解も進んできているところです。
　厚生労働省においては、疫学、病因・病態の解明、治療法の開発等、リウマチ性疾患克服に向
けた様々な研究を総合的に推進するとともに、平成二十三年度には、リウマチ対策を総合的かつ
体系的に実施するための「リウマチ対策の方向性等」を見直し、この対策の方向性等に基づき、
医療提供体制の確保、情報提供、研究開発を進めています。
　これらの施策をより一層前に進め、リウマチ性疾患の征圧に向けて取り組んでいくに当たって
は、医療関係者をはじめとする関係各位の協力が必要不可欠です。
　本日、ここにご出席のリウマチの予防及び治療の第一線でご活躍されている皆様方におかれま
しては、今後とも、リウマチ対策の推進にご尽力いただきますよう改めてお願い申し上げる次第
です。
　終わりに、本式典の開催に当たり、多大の労を執られました財団関係者の皆様方に深く敬意を
表しますとともに、貴財団のますますの御発展、御活躍を祈念いたしまして、お祝いの言葉とさ
せていただきます。

� 平成29年６月11日

� 厚生労働大臣　塩崎　恭久

祝　　辞

厚生労働大臣
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　本日ここに公益財団法人日本リウマチ財団�創立30周年記念リウマチ月間リウマチ講演会が開
催されるにあたり、日本医師会を代表してお祝いのご挨拶を申し上げます。
　日本リウマチ財団におかれましては、昭和62年の発足以来、30年にわたり、リウマチに関する
調査研究、正しい知識の普及啓発、教育・研修事業などを展開され、わが国のリウマチ性疾患の
征圧を目指して大きく貢献してこられましたことに対しまして、深く敬意を表する次第であります。
　皆様ご高承のとおり、この30年の間にリウマチ性疾患の治療は著しく進歩し、生物学的製剤の
開発、導入により、患者さんのQOLは大きく改善されました。
　しかし、関節リウマチの患者数は、最近の推計では約100万人とも言われ、高齢化の進展に伴い、
日常生活に支障を来す高齢者への対応が課題と認識されています。
　現在、国においては、2025年に向け、全ての人が可能な限り住み慣れた地域で自立した日常生
活を営むことができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援のサービスを包括的に確保す
る地域包括ケアシステムの構築が進められています。
　住み慣れた地域で、健康で安心して暮らすことのできる社会の実現に向けては、医療において
はかかりつけ医と専門医の有機的な連携が必要であることは言うまでもありません。さらに介護
サービス、福祉サービスの提供を含めた多職種連携が不可欠であります。
　リウマチ性疾患を抱える高齢者につきましても、地域のこうした仕組みの中で十分に支えてい
くことが求められており、日本医師会といたしましても、地域包括ケアシステムの構築に向け、
かかりつけ医や地域医師会の活動を支援してまいりたいと考えております。
　日本リウマチ財団におかれましては、リウマチ性疾患の征圧に向けて引き続きご尽力賜ります
ようお願い申し上げます。
　改めまして、三浦記念リウマチ学術研究賞など、本日、授賞の栄に浴されました皆様、そして
髙久　史麿、公益財団法人日本リウマチ財団代表理事を始めとした皆様方のご活躍、ご健勝と、
貴財団の今後益々のご発展を祈念いたしまして、お祝いのご挨拶とさせていただきます。

� 平成29年６月11日

� 公益社団法人　日本医師会　　　　　　
� 会長　横倉　義武

祝　　辞

日本医師会会長
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　日本製薬工業協会�会長の畑中でございます。
　本日は、公益財団法人日本リウマチ財団創立30周年記念式典にお招きをいただきまして誠にあ
りがとうございます。
　高い席からではございますが一言お祝いのご挨拶を申し上げたいと思います。
　改めまして、このたび貴財団が創立30周年を迎えられましたことを、心よりお祝い申し上げま
す。
　貴財団では62年の発足以来、一貫してリウマチ性疾患の征圧を目指し、リウマチ性疾患に対す
る調査研究の実施、登録医を始めとしたリウマチ性疾患の医療に従事する専門職の養成、並びに
リウマチ関連団体への支援協力に努められ、国民の健康と福祉の増進に貢献されております。
　私ども日本製薬工業協会は研究開発型の製薬企業で構成される団体でございますが、2017年度
の事業計画におきまして、患者団体様との協慟の推進を掲げておりまして、患者団体様との協慟
に関するガイドライン策定やセミナーの実施、アドバイザリーボードの開催など、様々な取り組
みを行ってまいりました。
　貴財団と同じく私どもの協会におきましても、患者団体様との密接な連携が重要であると考え
ており、今後もこのような取り組みを継続してまいりたいと考えております。
　私どもの会員企業におきましては、これまでリウマチ性疾患に関します様々な医薬品の研究開
発に取り組んでまいりました。ヒューマンサイエンス振興財団の国内基盤技術調査報告書により
ますと、関節リウマチに関します治療の満足度、そして薬剤の貢献度は2005年と2014年を比較し
てみてみますと大幅に向上したという、報告がされております。これは医薬品が貢献している一
つの例ではございますが、まだまだ全ての患者さんにとって十分満足のいく状況には至ってはい
ないものと、私どもも承知をしております。
　さらには、治療満足度が低い疾患はいまだに多くが存在していることも事実でございます。有
効な治療補方法がなく、また十分に満たされていない医療ニーズに応えていくために、革新的な
医薬品を継続的に創出してくことが、私ども研究開発型製薬企業の使命であると認識しておりま
す。
　今後も私どもは、貴財団との連携を図るとともに、様々な環境の変化を迅速にとらえまして、
革新的な医薬品の創出を通じて、患者様、そのご家族、並びに社会への貢献を果たしてまいりた
いと考えております。

祝　　辞

日本製薬工業協会会長
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　最後になりますが、30年という長きにわたりまして、貴財団の活動にご尽力されてこられまし
た関係者の皆様に改めまして、敬意を表しますとともに、今後の益々のご発展と、さらなるご活
躍を祈念申し上げ、お祝いのご挨拶とさせていただきます。
本日は、誠におめでとうございます

� 平成29年６月11日

� 日本製薬工業協会　　　
� 会長　畑中　好彦
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　日本リウマチ学会理事長の山本でございます。
　本日の日本リウマチ財団、創立30周年記念、リウマチ月間リウマチ講演会に際しまして、ご挨
拶を申し上げます。
　創立30周年、誠におめでとうございます。申し上げるまでもありませんが、貴　日本リウマチ
財団は、発足以来、一貫してリウマチ性疾患の征圧を目指し、リウマチ性疾患に関する調査研究
の実施、医師等リウマチ性疾患の医療に従事する専門職の養成に努め、国民の健康と福祉の増進
を推進されてこられました。特に、最近のリウマチケア看護師やリウマチ登録薬剤師など、複数
の医療専門職への教育活動など、特筆すべき活動を行っておられます。そして、毎年６月を「リ
ウマチ月間」とし、リウマチ性疾患に関する認識を深め、正しい知識を普及・啓発するため、本
講演会を含めた活動を行っていると認識しております。
　一方、日本リウマチ学会は、1957年日本リウマチ協会として発足し、５年後に日本リウマチ協
会と分離して日本リウマチ学会が設立されました｡ そして日本医学会加盟、学会認定医制度を制
定し、指導医 ･ 専門医 ･ 教育認定施設の認定制度を発足させており、いわゆる学術団体として、
リウマチ性疾患の研究および診療内容の向上を推進することを目的に活動して参っております。
　すなわち、貴財団と我々の学会は、リウマチ性疾患の征圧を目指す、両輪のようなものであり、
お互いに協力して、我が国の、そして世界中のリウマチ性疾患に対峙する組織であります。
　申し上げるまでもなく、リウマチ性疾患、特に関節リウマチの診療は、ここ20年の間に長足の
進歩を遂げてまいりました。生物学的製剤を中心とした治療法の進歩で、寛解を目指し、それを
維持するということが可能となりつつあります。しかし、それではリウマチ性疾患の診療は完成
されたか、というと残念ながらまだまだやらねばならないことが山積しております。
　今後とも貴財団と我々学会とが、独自に、またお互いに協調して、リウマチ性疾患の征圧を目
指し活動することが、非常に重要なことであることを再度認識しつつ、また今後とも両者の活動
を通じて、より良い医療が患者さんのもとにとどくことを祈念しつつ、ご挨拶にさせていただき
ます。
　本日は、創立30周年記念ならびに講演会のご開催、誠におめでとうございます。
� 平成29年６月11日
� 一般社団法人日本リウマチ学会
� 理事長　山本一彦

祝　　辞

日本リウマチ学会理事長
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　日本リウマチ財団創立30周年、誠におめでとうございます。
　本日は、山崎日本整形外科学会理事長が所用にて欠席のため、代わりに日本整形外科学会を代
表してひとことお祝いの言葉を述べさせていただきます。
　まずは、創立以来、リウマチ性疾患に苦しむ人々のために、リウマチ性疾患の調査研究や、診
療にかかわる医師等の専門職の養成に努めてこられた貴財団の活動に、心から敬意を表する次第
です。
　貴財団が設立されてからの30年間は、リウマチ性疾患の診療に革新的な進歩がもたらされた時
期といっても過言ではありません。生物学的製剤の出現により、リウマチの重症化が抑えられ、
人工関節の進歩により、破壊された関節の再建手術も安定した成績を残せるようになりました。
　このようなリウマチ医療の進歩と高度化には、患者さんを中心にしたチーム医療が必須であ
り、それを支えているのが、現場の医師、看護師、薬剤師、理学療法士・作業療法士等の方々で
あります。そして、登録医、リウマチケア看護師、登録薬剤師などの仕組みにより、専門職の養
成を通してこれを支えてきたのが貴財団であると認識いたしております。
　整形外科学は、四肢・脊椎といった運動器の疾患・外傷をその対象としていますが、リウマチ
性疾患の診断・治療もその主要な分野のひとつです。日本整形外科学会といたしましても、本日
のテーマであります、「リウマチ性疾患の征圧」に向けて、学会内に設置してあるリウマチ委員
会を中心に、関係学会や諸団体と連携しつつ、引き続き真摯に取り組んで参る所存でございます。
　最後に、日本リウマチ財団の更なる発展をお祈りいたしまして、私の挨拶の言葉といたします。
本日は、誠におめでとうございます。
� 平成29年６月11日
� 公益社団法人日本整形外科学会
� 副理事長　三上　容司

祝　　辞

日本整形外科学会副理事長
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創立三十周年記念に寄せて

　公益財団法人　日本リウマチ財団創立三十周年記念式典を、心よりお祝い申し上げます。
　貴財団は、創立以来三十年間リウマチ性疾患の征圧を目指して、正しい知識の普及・啓発、疾
患の予防や治療に関する調査研究、リウマチに関する教育研修、関係団体への協力支援等を行い、
大きな成果をあげてこられました。
　近年、関節リウマチ治療は大きく進展し、「寛解」を目指せるようになり、患者の姿は大きく
変わってまいりました。
　このような状況の中で、私どもリウマチ患者は、一番の願いである「原因解明と治療法の確
立」が一日も早く成ることを願って活動に取り組んでまいります。
　これからも、貴財団の「リウマチ性疾患の征圧」を目標とした活動に対して、大きな期待を寄
せております。
　貴財団のますますのご発展を祈念し、お祝いの言葉といたします。

� 平成29年６月11日

� 公益社団法人　日本リウマチ友の会
� 会　長　長谷川　三枝子

祝　　辞

日本リウマチ友の会会長
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　平成20年12月１日に施行された公益法人制度改革で
は、法人設立等の主務管庁制・許可主義を廃止し、一般
法人は登記のみで設立、公益法人は公益性の判断を民間
有識者による委員会意見に基づき行政庁が認定し、平成
25年11月30日までに公益法人又は一般法人への移行が求
められた。
　そのため、平成22年３月の企画運営委員会で審議し

「新公益法人移行委員会」を設置し検討を重ねた結果当
財団は発足時から公益を目的として歩んできており、公

益財団法人が相応しいということで平成22年６月の第49
回理事会、第48回評議員会で了承を得て、同年12月１日
付で公益認定等審査委員会に認可申請を行い、平成23年
３月25日付で内閣総理大臣から公益財団法人日本リウマ
チ財団として認定され、同年４月１日に東京法務局の登
記を完了した。
　また、公益財団法人へ移行に伴い下記のとおり規程等
の所要の整備が図られた。

日本リウマチ財団制定規程等一覧（平成23年４月１日）
規　　程 施行日 備　　　考

定　款 H23.4.1 H23.4.1　公益財団法人に移行　寄附行為廃止
評議員選定委員会運営細則 H23.4.1 H24.3.27制定遡及施行

（規程等） 　 　
　１　賛助会員規程 H23.4.1 公益財団法人に移行に伴い新規程、旧規程廃止
　２　賛助会員の会費規程 H23.4.1 公益財団法人に移行に伴い新規程、旧規程廃止
　３　専門委員規程 S63.4.1 H6.6.3　一部改正
　４　参与規程 H2.4.1
　５　委員会規程 　〃 H10.4.1
　６　会計規程 S63.4.1 H19.4.1
　７　就業規則 　〃 H18.7.1　一部改正
　８　�評議員及び役員の報酬等並びに費用に

関する規程
H23.4.1 公益財団法人に移行に伴い新規程

常勤役員給与規程は廃止
　９　職員給与規程 S63.4.1 H18.7.1　一部改正
　10　退職手当支給規程 　〃 　
　11　研究奨励基金規程 H18.7.1 　
　12　事務局職制規程 　〃 　
　13　印章規程 　〃 　
　14　�個人情報保護に関する規程 　〃 　
　15　情報公開規程 　〃 　
　16　嘱託就業規則 　〃 　
　17　旅費規程 　〃 　
　18　リウマチ登録医規則 H15.9.1 S63.4.1　日本リウマチ学会より移管
　 H9.1.1 リウマチ登録医規則の適用の特例を定める

規則（12.2.31失効）
　 　 H23.6.21　一部改正　H23.4.1　施行
　19　リウマチ登録医規則施行細則 H8.9.1 H23.3.22　一部改正　H23.3.22施行
　20　登録リウマチケア看護師規則 H22.4.1 　
　21　�登録リウマチケア看護師規則施行細則 　 　
　22　�登録リウマチケア看護師規則の経過措

置に関する規程
　 　

（伺定） 　 　
　　　公印管理者の指定 H2.10.23 　
　　　資産とする備品の価格 H4.4.1 　

注）規程等は理事会及び評議員会の議決
　　平成23年４月１日、公益財団法人設立登記に伴い、財団の名称に「公益」を付する。
　　寄附行為を定款に、理事長を代表理事に変更

2 日本リウマチ財団から公益財団法人日本リウマチ財団へ移行
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企画運営委員会
（１）企画運営委員会
　設立当初は運営委員会として、設置されていたが、平
成24年９月に財団事業の企画運営に関する具体策の検討
及び他委員会との総合調整を図るためとして企画運営委
員会（平成８年６月に改称）に改正し、理事長、副理事
長が出席のもと、常務理事を委員長とし毎月１回年11開
催（８月は休会）を行っていた。
　平成28年９月には、この委員会で適宜に即し柔軟に対
応する必要から各委員会の委員長を委員に委嘱して、財
団事業の企画運営、他委員会との総合調整行う他、診療
報酬制度等に関する具体策の検討、災害時の患者支援事
業の推進を図るためなどの活動の効率化を図るため再び
改正し、委員会の開催について、隔月に年６回開催する
こととした。
（２）医療保険委員会（要望実績は別資料）
　平成19年２月に発足し、毎年リウマチ疾患診療に関す
る診療報酬制度の問題点を議論し取り纏め厚生労働省に
要望書の提出をした。
　平成22年度から要望していた「アバタセプト製剤の外
来化学療法加算について」は平成24年３月に要望が実現
した。
　また、平成26、28年度診療報酬改定に向けて当財団、
日本リウマチ学会、日本整形学会、日本臨床整形学会の
四団体で構成する「リウマチ診療制度検討会」で議論と
活動をかさねた。平成28年９月からは企画運営委員会で
運営することとなった。
（３）�災害時リウマチ患者支援事業推進委員会
　平成20年11月24日に推進委員会を開催し支援体制の強

化等について協議を行った。平成21年度には、リウマチ
の治療とケア研修会開催時に災害時リウマチ患者支援事
業参画医療機関による打ち合わせ会を開催し、平成22年
３月23日には災害時リウマチ患者推進委員会を各地区で
の問題点の改善策を次年度において委員会で再構築した
うえで検討することとした。
　平成23年３月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に
ついて発生後の14日から災害時リウマチ患者支援事業実
施要綱に基づき、被災地の支援協力医療機関の被災状
況、診療体制等の情報を収集しリウマチ情報センターか
ら全国向け情報の発信をした。
　平成22年度に引き続き被災地の支援協力医療機関の被
災状況、診療体制等の情報を収集しリウマチ情報セン
ターから全国向け情報の発信をした。
　また、震災後、間をおいて被災地の支援協力医療機関
を対象にアンケート調査を実施し、災害時リウマチ患者
支援事業実施の結果の反省点を踏まえた検証を行い今後
の支援事業推進方策として平常時訓練実施要綱の作成の
検討。
　平成24年度から27年度に掛けて災害時リウマチ患者支
援事業実施の結果の反省点を踏まえた検証を行い今後の
支援事業推進方策として平常時訓練実施要綱の作成の協
議検討を行った。
　平成28年度には、東日本大震災や熊本地震における災
害時リウマチ患者支援事業実施の結果の反省点を踏まえ
た検証を行い、今後の支援事業推進方策として平常時訓
練実施要綱の作成の協議検討を行った。
　平成28年９月からは企画運営委員会で運営をすること
となった。

3 各種委員会活動について

　各種委員会活動状況につきましては、委員会設置規程に基づき取り纏めたものであり具体的な方策を検討する各種の
委員会は平成24年９月の改正により治験委員会、学術助成委員会、リウマチ性疾患評価国内委員会、リウマチ登録医
制度のあり方検討委員会の四委員会を廃止し、また、リウマチ性疾患調査・研究助成選考委員会と海外派遣医選考委員
会を再編し、登録医学術研究助成委員会と改め、登録医審査委員会と登録医ネットワーク化委員会を再編し、登録医制
度運営委員会に改められた。さらに、平成28年９月には、各種委員会の見直しを図り、企画運営委員会と医療保険委
員会と災害時リウマチ患者支援事業推進委員会を再編し、企画運営委員会と改めて、医学賞選考委員会と登録医学術研
究助成委員会と日欧リウマチ外科交換派遣医選考委員会を再編し、学術助成委員会に改め、教育研修委員会とリウマチ
のケア研究委員会を再編し、教育研修委員会に改め、財団ニュース編集委員会と医療情報委員会を再編し、医療情報委
員会に改め、リウマチケア専門職制度検討会と委員会設置規程外の登録医制度運営委員会及びリウマチ専門職審査委員
会を再編し、リウマチ専門職委員会に改めた。
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１．調査・研究事業
　リウマチ性疾患の病因、診断・治療、予防・疫学等に
関する広範な調査・研究の助成を行う事業。

学術助成委員会
　平成28年９月からは医学賞等受賞者の選考を始め、リ
ウマチ性疾患調査・研究助成、海外派遣研究助成、国際
学会発表者の助成事業や日欧リウマチ外科交換派遣医制
度の運営に関する検討、派遣医の選考を行う活動をする
こととなった。
（１）医学賞選考委員会
①�　ノバルティス・リウマチ医学賞を、この間に約30名

の申請があり９名の受賞者を選考した。（300万円助成）
②�　アボットジャパン・リウマチ性疾患臨床医学賞を、

この間に13名の申請があり３名の受賞者を選考した。
（300万円助成）

　�　なお、この医学賞は平成22年度で終了した
③�　ツムラ・骨関節臨床医学賞は、この間に５名の申請

があり１名の受賞者を選考した。（300万円助成）
　�　なお、この医学賞は平成５年度から始まり平成20年

度で（株）ツムラの都合で終了した。
（２）登録医学術研究助成委員会
①�　リウマチ性疾患の原因、治療、予防、疫学に関する

調査研究をこの間に300名の申請があり75名の受賞者
を選考した。（100万円助成）

②�　三浦記念リウマチ学術研究費は、平成23年度を初年
度として、受賞者調査・研究のうちから特に１名を選
考した。（100万円助成）

③�　塩川美奈子・膠原病研究奨励賞は、平成26年度を初
年度として、膠原病の病因、診断・治療等に関する学
術調査研究を助成するため延べ約300名の申請があり
４名の受賞者を選考した。（100万円授与）

④�　平成23年度から「国際学会におけるリウマチ性疾患
調査・研究発表に対する助成要綱に基づき」意欲ある
若手研究者に対して、アメリカリウマチ学会申請者25
名に対し18名の助成、ヨーロッパリウマチ学会申請者
12名に対し８名の助成、アジア太平洋リウマチ学会申
請者２名に対して１名の助成を行った。

　�　また、平成26年度からは薬剤師、看護師も対象者に
加えることとされた。

　　助成金：ヨーロッパリウマチ学会30万円
　　　　　：アメリカリウマチ学会25万円
　　　　　：アジア太平洋リウマチ学会15万円
（３）�日欧リウマチ外科交換派遣医選考委員会
①　日本リウマチ財団海外派遣医について

　�　この間の派遣実績は、申請者は約100名の中から米
国36名、英国６名、イタリア２名、オーストラリア３
名、カナダ２名、スイス４名、フランス１名、スイス・
英国１名、フィンランド１名、ドイツ３名、合計59名
の方々の海外派遣を行った。（各60万円）

　�　平成28年度からは学術助成委員会で運営することと
なった。

②�　日欧リウマチ外科交換派遣医については、この間の
実績は、日欧リウマチ外科交換派遣医制度要綱に基づ
き、１年おき交互に２人づつ欧州へ派遣を10名、そし
て、欧州からの受け入れが10名となっている。

　�　平成28年度からは学術助成委員会で運営することと
なった。

（４）ワイス国際賞選考委員会
①�　日本リウマチ財団・ワイス国際賞は、５名の申請が

あり１名の受賞者を選考した。（500万円助成）
　�　なお、この賞は平成13年度から始まり平成20年度で

ワイス（株）の都合で終了した。
（５）教育賞（企画運営委員会）
①�　リウマチ財団柏崎教育賞は、毎年１名の受賞者をこ

の間に10名を選考した。（100万円を助成）。
（６）福祉賞（企画運営委員会）
①�　リウマチ福祉賞は、永年にわたる医学的または社会

的救済活動を通じ著しく貢献のあった個人または団体
の表彰を行うために、平成21年度から開始し、毎年１
名の受賞者を選定した。この間に９名を選考した。（記
念の盾、賞金を20万円授与）］

２．普及啓発事業
　リウマチに関する正しい知識を一般に普及するととも
に、リウマチ疾患の征圧を推進するための啓発活動など
を財団ニュース、情報センター等、を通じ国民に発信し
ている。

医療情報委員会
（１）医療情報委員会
　リウマチ情報センター事業は医療情報に関する具体
策、新企画の検討、情報などの更新、リウマチ性疾患に
関する患者及び一般社会等向けに情報提供のあり方等の
検討を年２回開催していたが、平成28年９月からは、財
団ニュースや財団リウマチ情報センター事業の具体策の
検討の実施、診療報酬上の問題点等の検討することとし
た。
（２）財団ニュース編集委員会
　平成14年度に発足し、日本リウマチ財団ニュースの発
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行を年６回隔月に発行し、この間88号から147号まで発
行することが出来たが、平成28年９月からは医療情報委
員会で運営することとなった。

３．教育研修事業
　リウマチに関して対象者を保健、医療、介護、福祉、
行政に従事する者、医師、看護師、薬剤師等を対象に研
修会を全国で６地区で開催、リウマチ登録医に対し、全
国で開催し研究及び研修等を行っている。

教育研修委員会
（１）教育研修委員会
①�　平成20年度においては、登録医を対象として、全国

６地区で開催し、平成21年度には、対象者をリウマチ
登録医とリウマチ診療に従事する医師等の中央研修

（平成21年度まで）、地方で６地区にて開催し、平成26
年度には、対象者をリウマチ登録医とリウマチ診療に
従事する医師に加え臨床研修医、大学院生として、６
地区で開催し、さらに平成27年度には、リウマチケア
看護師やリウマチ財団登録薬剤師、コメディカルにも
受講の門戸を開き全国６地区で開催しこの間に約
4,000名の参加者があった。

②�　リウマチ医（登録医）の研修会を「都道府県リウマ
チ登録医の会の指定について」、に基づき、リウマチ
登録医等リウマチ診療医対象に研究及び研修を各都道
府県において、この間に延べ152回開催した。

③�　RAトータルマネジメント研究会は、各地区のリウ
マチのケア研究活動の成果に関し、この間に研究会を
10回から19回の開催を行った。

（２）リウマチのケア研究委員会
　リウマチの治療とケア研修の実施は平成20年度につい
ては、対象者を保健、医療、介護、福祉、行政に従事す
る者として全国６地区で開催し、平成23年度には、対象
者を保健、医療、介護、福祉、行政に従事する者に、医
師、看護師、薬剤師を対象にして、全国６地区で開催し
この間に約7,400人の参加がなされたが、平成28年９月
からは教育研修委員会で運営することとなった。

４．登録医等養成事業
　リウマチ財団登録医及びリウマチケア看護師並びにリ
ウマチ財団登録薬剤師の申請・更新に係わる審査・登録
及びｅラーニング制作等を行っている。

リウマチ専門職委員会
　平成28年９月からは、リウマチ専門職制度について登
録医の審査及び更新及びリウマチケア看護師、薬剤師の
審査及び更新等各委員会から引き継いでリウマチ専門職
制度の運営を行うこととなった。
（１）登録医審査委員会
　各年度の新規登録医の審査と登録医更新者の審査・更
新を行った。
　平成２年度から開始した登録医名簿の冊子の発刊を経
費削減の一環として平成28年度に取りやめた。
（２）登録医ネットワーク化委員会
　登録医ネットを立ち上げ登録医の今後のあり方を検討
し、登録医の生涯教育の一環として、財団のホームペー
ジにおいて、サービスの提供をｅラーニングの教材を制
作した。
　平成19年度を初めとして、第１弾に「関節リウマチの
患者の治療アウトカム改善をめざして―リウマチ医療の
連携アプローチ―」、平成20年度には第２弾として、「繊
維筋痛症」、平成21年度には第３弾として、「関節診察法
と関節注射」、平成23年度には第４弾として、「関節リウ
マチVisual�Study」平成24年度には、第５弾として「抗
リウマチ薬と生物学的製剤の使い方」を次々に制作を
行った。
（３）リウマチケア専門職審査委員会
①�　看護師を対象として日本リウマチ財団リウマチ看護

師制度について検討を重ねた結果（財）日本リウマチ
財団登録リウマチケア看護師制度規則を制定し平成22
年度から施行し、毎年度、審査・登録を行っているが、
平成26年度からは、さらに財団登録薬剤師を加え審
査・登録を行っている。
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平成20年度
平成20年４月　企画運営委員会
　平成20年４月８日（火）・学士会館

【報告事項】
１．�平成20年度診療報酬改訂の概要について
２．�災害時リウマチ患者支援事業について
３．�ｅラーニング制作進行状況について
４．�第４回アジア小児医学研究会議総会への助成につい

て
５．�その他

【審議事項】
１．�財団設立20周年記念式典について
２．�リウマチ月間リウマチ講演会について
３．�三浦記念リウマチ学術研究賞選考基準について
４．�その他

平成20年５月　企画運営委員会
　平成20年５月13日（火）・学士会館

【報告事項】
１．�登録医審査委員会について
２．�リウマチ基本テキスト打合せ会について
３．�アダリムマブの医療保険適用に関する要望書の提出

について
４．�その他

【審議事項】
１．�平成20年度厚生労働大臣感謝状の贈呈について
２．�平成21年度医師国家試験出題（線維筋痛症）につい

て
３．�その他

平成20年６月　企画運営委員会
　平成20年６月10日・学士会館

【報告事項】
１．�トシリズマブの外来化学療法加算に関する要望につ

いて
２．�リウマチ基本テキストについて
３．�その他

【審議事項】
１．�平成19年度事業報告・平成19年度収支決算書につい

て
２．�平成20年度海外派遣研修医について
３．�リウマチ病疫学国際シンポジウムについて

４．�第57回東日本整形災害外科学会への助成について
５．�その他

平成20年７月　企画運営委員会
　平成20年７月15日（火）・学士会館

【報告事項】
１．�日欧リウマチ外科交換派遣医制度に対する寄付につ

いて
２．�トシリズマブ製剤の外来化学療法加算について
３．�その他

【審議事項】
１．�MTXの増量について
２．�ヒュミラ、アクテムラの全例調査について
３．�20周年記念事業について
４．�その他

平成20年９月　企画運営委員会
　平成20年９月９日（火）・学士会館

【報告事項】
１．�ヒュミラの全例調査について
２．�リウマチ基本テキストの出版について
３．�特定公益増進法人の認定について
４．�その他

【審議事項】
１．�登録医ネットワーク化委員会について
２．�20周年記念事業について
３．�法人賛助会員との打合会の開催について
４．�その他

平成20年10月　企画運営委員会
　平成20年10月14日（火）・学士会館

【報告事項】
１．�財団20周年記念事業について
２．�リウマチ基本テキスト出版について
３．�その他

【審議事項】
１．�法人賛助会員との打合せ会次第について
２．�「診断のマニュアルとEBMに基づく治療ガイドライ

ン」改訂について
３．�財団ニュース編集委員会委員の改選について
４．�学会への助成について
５．�その他

4 企画運営委員会開催概要
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平成20年12月　企画運営委員会
　平成20年12月２日（火）・学士会館

【報告事項】
１．�災害時リウマチ患者支援事業推進委員会について
２．�冊子「リウマチ患者さんのQ&A」について
３．�日欧リウマチ外科交換派遣医について

【審議事項】
１．�平成21年度海外派遣研修医募集について
２．�リウマチのケア研修会について
３．�市民公開講座の紙上採録について
４．�その他

平成21年１月　企画運営委員会
　平成21年１月20日（火）・学士会館

【報告事項】
１．�平成21年度厚生労働科学研究費の助成申請について
２．�冊子「リウマチ患者さんのＱ＆Ａ」出版について
３．�リウマチ・膠原病患者さん向けの図書出版について
４．�その他

【審議事項】
１．�第53回日本リウマチ学会・総会への助成について
２．�線維筋痛症教育研修会後援名義使用許可について
３．�平成21年度リウマチ月間リウマチ講演会について
４．�その他

平成21年２月　企画運営委員会
　平成21年２月10日（火）・学士会館

【報告事項】
１．�第10回RAトータルマネジメントフォーラムについ

て
２．�MTXの増量問題について
３．�20周年記念誌について
４．�その他

【審議事項】
１．�筋痛症教育研修会への助成について
２．�リウマチ外科医派遣制度について
３．�21年度柏崎リウマチ教育賞について
４．�その他

平成21年３月　企画運営委員会
　平成21年３月10日（火）・学士会館

【報告事項】
１．�メスキュード医療安全基金からの寄附について
２．�平成21年度リウマチ教育研修会及びリウマチの治療

とケア研修会計画について
３．�厚生労働省による定期検査について

４．�その他
【審議事項】
１．�平成20年度収支補正予算（案）について
２．�平成21年度事業計画（案）・平成21年度収支予算

（案）について
３．�平成21年度医学賞授賞者の選考について
４．�その他

平成21年度
平成21年４月　企画運営委員会
　平成21年４月14日（火）・学士会館

【報告事項】
１．�登録医審査委員会について
２．�診断のマニュアルとEBMに基づく治療ガイドライ

ンについて
３．�メスキュード医療安全基金からの寄附について
４．�その他

【審議事項】
１．�リウマチ月間講演会について
２．�リウマチ病学テキスト編集委員会開催について
３．�日欧リウマチ外科交換派遣医制度について
４．�その他

平成21年５月　企画運営委員会
　平成21年５月19日（火）・学士会館

【報告事項】
１．�日欧リウマチ外科交換派遣医選考委員会報告につい

て
２．�リウマチケア専門職制度検討会開催について
３．�平成21年度教育研修会及びリウマチの治療とケア研

修会について
４．�その他

【審議事項】
１．�平成21年度厚生労働大臣感謝状贈呈について
２．�医学賞授賞式等リウマチ月間行事の記者発表につい

て
３．�企画運営委員会開催日程について
４．�その他

平成21年６月　企画運営委員会
　平成21年６月９日（火）・学士会館

【報告事項】
１．�リウマチ月間行事について
２．�その他

【審議事項】
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１．�平成20年度事業報告・平成20年度収支決算について
２．�平成21年度海外派遣研修医選考について
３．�アバタセプト早期承認に関する要望書の提出につい

て
４．�その他

平成21年７月　企画運営委員会
　平成21年７月14日（火）・学士会館

【報告事項】
１．リウマチ診療について（要望書）
２．災害時医療機関打合会について
３．リウマチケア専門職制度検討会について
４．その他

【審議事項】
１．�平成21年度　リウマチ性疾患調査・研究助成の募集

について
２．�平成22年度　医学賞の募集について
３．�その他

平成21年９月　企画運営委員会
　平成21年９月15日（火）・学士会館

【報告事項】
１．研修会実施状況について
２．�災害時リウマチ患者支援事業協力医療機関打合せ会

について
３．�「線維筋痛症治療ガイドライン2009」の進捗状況に

ついて
４．�その他

【審議事項】
１．ｅラーニング新規教材制作について
２．法人賛助会員との打合せ会について
３．その他

平成21年10月　企画運営委員会
　平成21年10月20日（火）・学士会館

【報告事項】
１．�リウマチケア専門職制度検討会の開催について
２．�リウマチ教育研修会開催について
３．�その他

【審議事項】
１．�法人賛助会員との打合会次第について
２．�医療情報委員会の検討結果について
３．�平成22年度　日本リウマチ財団福祉賞について
４．�その他

平成21年11月　企画運営委員会
　平成21年11月10日（火）・学士会館

【報告事項】
１．�災害時支援協力医療機関打合せ会（近畿地区）につ

いて
２．�法人賛助会員との打合会次第について
３．�その他

【審議事項】
１．�日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師制度につ

いて
２．�平成22年度リウマチの治療とケア研修会世話人及び

世話人会について
３．�その他

平成21年12月　企画運営委員会
　平成21年12月８日（火）・学士会館

【報告事項】
１．�リウマチ教育研修会及びリウマチの治療とケア研修

会開催について
２．�災害時支援協力医療機関打合せ会（東海・北陸地

区）について
３．�その他

【審議事項】
１．�平成22年度海外派遣研修医募集について
２．�平成22年度教育研修会世話人について
３．�平成22年度柏崎リウマチ教育賞候補者について
４．�その他

平成22年１月　企画運営委員会
　平成22年１月19日（火）・学士会館

【報告事項】
１．�リウマチ治療の診療報酬に関する要望書の提出につ

いて
２．�災害時支援協力医療機関打合せ会議について
３．�リウマチ財団ニュース100号記念座談会について
４．�その他

【審議事項】
１．�リウマチ登録医の証の作成について
２．�ノバルティス・リウマチ医学賞について
３．�日欧リウマチ外科交換派遣医受入れについて
４．�その他

平成22年２月　企画運営委員会
　平成22年２月23日（火）・学士会館

【報告資料】
１．�第11回RAトータルマネジメントフォーラムについ
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て
２．�リウマチケア専門職制度について
３．�ノバルティス・リウマチ医学賞について
４．�その他

【審議資料】
１．�日本リウマチ友の会への助成について
２．�研究助成金について
３．�リウマチ月間講演会について
４．�その他

平成22年３月　企画運営委員会
　平成22年３月９日（火）・学士会館

【報告事項】
１．�平成22年度リウマチ教育研修会について
２．�その他

【審議事項】
１．�公益財団法人への移行について
２．�役員（理事、監事）・評議員の改選について
３．�平成21年度収支補正予算（案）について
４．�平成22年度事業計画（案）・平成22年度収支予算

（案）について
５．�その他

平成22年度
平成22年４月　企画運営委員会
　平成22年４月13日（火）・学士会館

【報告事項】
１．�登録医審査委員会について
２．�医学賞応募について
３．�寄付金（故・松崎秀夫氏）について

【審議事項】
１．�リウマチケア専門職制度について
２．�災害時リウマチ患者支援事業推進委員会について
３．�日欧リウマチ外科交換派遣について
４．�その他

平成22年５月　企画運営委員会
　平成22年５月11日（火）・学士会館

【報告事項】
１．�日欧リウマチ外科交換派遣医受入れについて
２．�リウマチ月間リウマチ演会について
３．�その他

【審議事項】
１．�平成22年度ノバルティス・リウマチ医学賞について
２．�平成22年度アボットジャパン・リウマチ性疾患臨床

医学賞について
３．�公益財団法人への移行について
４．�その他

平成22年６月　企画運営委員会
　平成22年６月１日（火）・学士会館

【報告事項】
１．�医学賞授賞式等リウマチ月間行事の記者発表につい

て
２．�日欧リウマチ外科交換派遣医について
３．�リウマチケア専門職研修会について

【審議事項】
１．�平成21年度事業報告・収支決算について
２．�公益財団法人日本リウマチ財団定款案について）
３．�平成22年度海外派遣医選考について
４．�その他

平成22年７月　企画運営委員会
　平成22年７月13日（火）・学士会館

【報告事項】
１．�災害時リウマチ患者支援事業推進委員会委員及び医

療保険委員会アドバイザーについて
２．�医療保険委員会について
３．�その他

【審議事項】
１．�平成22年度調査・研究助成の募集について
２．�公益財団法人への移行について
３．�その他

平成22年９月　企画運営委員会
　平成22年９月14日（火）・学士会館

【報告事項】
１．�リウマチ病学テキスト発刊について
２．�日欧リウマチ外科交換派遣医事業について
３．�公益財団法人移行申請について
４．�その他

【審議事項】
１．�「関節リウマチのトータルマネジメント」テキスト

について
２．�日本リウマチ友の会「創立50周年記念出版事業」助

成について
３．�法人賛助会員との打合せ会について
４．�その他

平成22年10月　企画運営委員会
　平成22年10月12日（火）・学士会館
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【報告事項】
１．�北海道・東北地区リウマチの治療とケア研修会につ

いて
２．�23年度リウマチの治療とケア研修会について
３．�その他

【審議事項】
１．�平成23・24年度医学賞選考委員会委員について
２．�法人賛助会員との打合会について（12月14日16：00

～）
３．�アダリムマブ要望書について
４．�その他

平成22年11月　企画運営委員会
　平成22年11月９日（火）・学士会館

【報告事項】
１．�リウマチケア専門職審査委員会開催について
２．�大口の寄付について
３．�ヒト細胞を用いる臨床研究に関する指針の改正等に

ついて
４．�その他

【審議事項】
１．�アダリムマブ要望書について
２．�生物学的製剤と結核の発症に関する啓発記事の紙面

掲載について
３．�海外における学会参加者への助成制度の創設につい

て
４．�その他

平成22年12月　企画運営委員会
　平成22年12月14日（火）・学士会館

【報告事項】
１．�平成22年度調査・研究助成申請状況について
２．�平成23年度リウマチ教育研修会の世話人会開催につ

いて
３．�日欧リウマチ外科交換派遣医選考委員会開催及び交

換派遣医推薦依頼について
４．�その他

【審議事項】
１．�新公益法人への移行申請について
２．�国際学会におけるリウマチ性疾患調査・研究発表に

対する助成要項
３．�その他

平成23年１月　企画運営委員会
　平成23年１月11日（火）・学士会館

【報告事項】

１．�当財団の公益財団法人移行認定について
２．�第12回RAトータルマネジメントフォーラム開催に

ついて
３．�その他

【審議事項】
１．�リウマチケア専門職審査委員会決定について
２．�「線維筋痛症診療ガイドライン」改訂版について
３．�４月以降の企画運営委員会の開催日について
４．�その他

平成23年２月　企画運営委員会
　平成23年２月８日（火）・学士会館

【報告事項】
１．�平成22年度リウマチ教育研修会開催状況について
２．�平成23年度リウマチ教育研修会、リウマチの治療と

ケア研修会開催日程
３．�当財団の公益財団法人移行認定について

【審議事項】
１．�平成22年度リウマチ性疾患調査・研究助成授賞者及

び三浦記念学術研究授賞者について
２．�「線維筋痛症診療ガイドライン」改訂版について
３．�その他

平成23年３月　企画運営委員会
　平成23年３月８日（火）・学士会館

【報告事項】
１．�平成22年度リウマチの治療とケア研修会開催状況に

ついて
２．�当財団の公益財団法人移行認定について
３．�メトトレキサート製剤の使用にあたっての留意事項

について
４．�その他

【審議事項】
１．�平成22年度収支補正予算（案）について
２．�平成23年度事業計画（案）・平成23年度収支予算

（案）
３．�公益財団法人移行後の評議員会及び理事会の開催日

程について
４．�その他

平成23年度
平成23年４月　企画運営委員会
　平成23年４月12日・学士会館

【報告事項】
１．�東北地方太平洋沖地震について
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２．�平成22年度研修会開催について（最終報告）
３．�第84回　日本整形外科学会学術総会開催形式変更に

ついて
４．�その他

【審議事項】
１．�理事会、評議員会の開催形式について
２．�平成23年度研修会開催について
３．�その他

平成23年５月　企画運営委員会
　平成23年５月10日・学士会館

【報告事項】
１．�厚生労働省へ要望書の提出について（東北地方太平

洋地震等の被災に伴う保険診療の取り扱いについて）
２．�その他

【審議事項】
１．�平成23年度　海外派遣医選考について
２．�登録医ネットワーク化委員会、災害時リウマチ患者

支援事業推進委員会合同会議結果について
３．�登録リウマチケア薬剤師（仮称）制度の制定につい

て
４．�その他

平成23年６月　企画運営委員会
　平成23年６月14日　・学士会館

【報告事項】
１．�平成23年度　リウマチ月間行事について
２．�寄附金について（日本リウマチ友の会香川支部）
３．�その他

【審議事項】
１．�平成22年度　事業報告・収支決算について
２．�登録リウマチケア看護師規則等の改正について
３．�リウマチ登録医規則の改正について
４．�その他

平成23年７月　企画運営委員会
　平成23年７月12日・学士会館

【報告事項】
１．�平成24年度リウマチ月間行事開催日について（平成

24年６月３日（日））
２．�「線維筋痛症診療ガイドライン」改訂版についいて
３．�「関節リウマチのトータルマネジメント」について
４．�その他

【審議事項】
１．�リウマチ登録医へのアンケート調査について
２．�平成24年度ノバルティス・リウマチ医学賞の募集に

ついて
３．�国際学会におけるリウマチ性疾患調査・研究発表の

助成募集について
４．�その他

平成23年９月　企画運営委員会
　平成23年９月13日　・学士会館

【報告事項】
１．�委員会開催について
２．�日欧リウマチ外科交換派遣医について
３．�登録医アンケートについて（リウマチ登録医制度の

あり方検討委員会）
４．�その他

【審議事項】
１．�リウマチ対策の方向性等について
２．�国際学会におけるリウマチ性疾患調査・研究発表の

助成について
３．�法人賛助会員との打合せ会について
４．�その他

平成23年10月　企画運営委員会
　平成23年10月11日（火）・学士会館

【報告事項】
１．�ｅラーニング「関節リウマチVisual�Study」の完成

について
２．�リウマチ登録医のアンケート調査について
３．�厚労省「リウマチ対策の今後の方向性等」財団

ニュース掲載について
４．�その他

【審議事項】
１．�国際学会におけるリウマチ性疾患調査・研究発表助

成者の選考について
２．�法人賛助会員との打合せ会について
３．�その他

平成23年11月　企画運営委員会
　平成23年11月８日（火）・学士会館

【報告事項】
１．�研修会の開催について
２．�委員会の開催について
３．�その他

【審議事項】
１．�災害時リウマチ患者支援事業推進委員会審議結果に

ついて
２．�医療情報委員会審議結果について
３．�平成24年度　海外派遣医の推薦依頼
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４．�その他

平成23年12月　企画運営委員会
　平成23年12月13日（火）・学士会館

【報告事項】
１．�委員会の開催について
２．�平成24年度　海外派遣医の推薦依頼について
３．�その他

【審議事項】
１．�平成24年度　リウマチ教育研修会について
２．�日欧リウマチ外科交換派遣医について
３．�欧州リウマチ学会リウマチ専門ナースについて
４．�その他

平成24年１月　企画運営委員会
　平成24年１月17日（火）・学士会館

【報告事項】
１．�委員会の開催について
２．�第13回RAトータルマネジメントフォーラム開催

（２月４日）について
３．�その他

【審議事項】
１．�リウマチケア専門職審査委員会決定について
２．�診療報酬制度に関する意見交換会について
３．�平成24年度柏崎リウマチ教育賞授賞者選考について
４．�その他

平成24年２月　企画運営委員会
　平成24年２月14日（火）・学士会館

【報告事項】
１．�第13回RAトータルマネジメントフォーラムについ

て
２．�平成24年度ノバルティス・リウマチ医学賞選考依頼

について
３．�その他

【審議事項】
１．�日本リウマチ友の会への平成23年度助成について
２．�保健文化賞候補者の推薦について
３．�登録医名簿発行について
４．�その他

平成24年３月　企画運営委員会
　平成24年３月13日（火）・学士会館

【報告事項】
１．�平成23年度　研修会開催結果報告につい
２．�アバタセプト製剤の外来化学療法加算について

３．�その他
【審議事項】
１．�平成24年度　日本リウマチ財団リウマチ福祉賞授賞

者について
２．�平成24年度　リウマチ月間講演会について
３．�第64回保健文化賞について
４．�その他

平成24年度
平成24年４月　企画運営委員会
　平成24年４月10日（火）・学士会館

【報告事項】
１．�平成24年度リウマチ月間リウマチ講演会について

（６月３日）
２．�登録リウマチケア看護師研修会の開催について（８

月５日）
３．�保健文化賞の応募について
４．�その他

【審議事項】
１．�本邦におけるリウマチ性疾患のColor�Atlas発刊を

めざして
２．�国際学会におけるリウマチ性疾患調査・研究発表助

成要件について
３．�財団財政の健全化策について
４．�その他

平成24年５月　企画運営委員会
　平成24年５月８日（火）・学士会館

【報告事項】
１．�委員会の開催について
２．�会計監査の実施について
３．�その他

【審議事項】
１．�平成24年度リウマチ月間リウマチ講演会の日経紙上

掲載について
２．�欧州リウマチ学会リウマチナース検討会対応につい

て
３．�リウマチ登録医制度のあり方検討委員会（５月７

日）について
４．�その他

平成24年６月　企画運営委員会
　平成24年６月12日（火）・学士会館

【報告事項】
１．�平成24年度リウマチ月間行事について
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２．�抗リウマチ剤イグラチモドについて
３．�レフルノミドの安全対策に係る用法及び用量等の変

更について
４．�その他

【審議事項】
１．�平成23年度事業報告・平成23年度収支決算について
２．�財団財政の強化策について
３．�委員会設置規程について
４．�地域基盤型リウマチのケア構築について
　　―リウマチ患者“零”策戦の提言―
５．�その他

平成24年７月　企画運営委員会
　平成24年７月10日（火）・学士会館

【報告事項】
１．�イグラチモド製剤の製造販売後調査への協力依頼に

ついて
２．�日欧リウマチ外科交換派遣医について
３．�登録リウマチケア看護師研修会について
４．�その他

【審議事項】
１．�平成24年度調査・研究助成の募集について
２．�平成25年度ノバルティス・リウマチ医学賞の募集に

ついて
３．�委員会委員の選任について
４．�その他

平成24年９月　企画運営委員会
　平成24年９月11日（火）・学士会館

【報告事項】
１．�委員会の開催について
２．�第64回保健文化賞受賞の決定について
３．�日欧リウマチ外科交換派遣医について
４．�その他

【審議事項】
１．�登録医学術研究助成委員会委員の委嘱について
２．�医学賞選考委員会委員の委嘱について
３．�世界骨筋関節疾患のデータベース・コンセンサス会

議（BMJD）
４．�その他

平成24年10月　企画運営委員会
　平成24年10月９日（火）・学士会館

【報告事項】
１．�研修会の開催について
２．�委員会の開催について

３．�その他
【審議事項】
１．�国際学会におけるリウマチ性疾患調査・研究発表助

成者の選考（アメリカリウマチ学会）について
２．�医学賞選考委員会委員について
３．�リウマチ診療制度検討会（10月14日）の対応につい

て
４．�その他

平成24年11月　企画運営委員会
　平成24年11月13日（火）・学士会館

【報告事項】
１．委員会の開催について
２．�要望書「生物学的製剤セルトリズマブペゴルの早期

承認等」の提出
３．�その他

【審議事項】
１．�平成25年度海外派遣研修医の推薦方依頼について
２．�薬剤師に関するリウマチケア専門職制度の検討につ

いて
３．�その他

平成24年12月　企画運営委員会
　平成24年12月11日（火）・学士会館

【報告事項】
１．研修会の開催について
２．第64回保健文化賞贈呈式等の報告について
３．その他

【審議事項】
１．�平成25年度日本リウマチ財団リウマチ福祉賞につい

て
２．�財政健全化進捗状況について
３．�その他

平成25年１月　企画運営委員会
　平成25年１月８日（火）・学士会館

【報告事項】
１．�第14回RAトータルマネジメントフォーラムの開催

について
２．�法人賛助会員打合会の報告について
３．�イグラチモド製剤とワルファリン併用時の注意につ

いて
４．�その他

【審議事項】
１．�財団登録リウマチケア看護師登録申請について
２．�平成25年度柏崎リウマチ教育賞授賞者選考について
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３．�リウマチの治療とケア研修会受講料について
４．�その他

平成25年２月　企画運営委員会
　平成25年２月12日（火）・学士会館

【報告事項】
１．�平成24年度研修会開催結果報告について
２．�平成25年度　年間行事予定について
３．�ｅラーニング打合会（１月29日）
４．�その他

【審議事項】
１．�日本リウマチ友の会への平成24年度助成について
２．�財団ニュース同梱サービスについて
３．�国際学会における研究発表報告書の取扱いについて
４．�その他

平成25年３月　企画運営委員会
　平成25年３月５日（火）・学士会館

【報告事項】
１．�日欧リウマチ外科交換派遣医選考委員会（４月19日）
２．�登録医制度運営委員会（４月20日調整中）
３．�その他

【審議事項】
１．�第２回臨時評議員会について
２．�平成25年度日本リウマチ財団リウマチ福祉賞授賞者

の選考について
３．�平成25年度リウマチ月間リウマチ講演会について
４．�その他

平成25年度
平成25年４月　企画運営委員会
　平成25年４月９日（火）・学士会館

【報告事項】
１．�平成25年度リウマチ月間リウマチ講演会について
２．�「今日の治療薬2013」のエンドキサン月間パルス療

法の記載間違いについて
３．�危険因子を同定する検診制度導入によるリウマチ制

御プロジェクトについて（厚生労働科学研究費補助
金）

４．�その他
【審議事項】
１．�リウマチケア専門職制度検討会委員について
２．�災害時リウマチ患者支援事業推進委員会委員につい

て
３．�Color�Atlasの発行について

４．�その他

平成25年５月　企画運営委員会
　平成25年５月14日（火）・学士会館

【報告事項】
１．�平成25年度登録リウマチケア看護師研修会の開催に

ついて
２．�トファシチニブクエン酸塩製剤の適正使用及び製造

販売後調査への協力のお願いについて
３．�その他

【審議事項】
１．�平成25年度海外派遣研修医の選考について
２．�国際学会におけるリウマチ性疾患調査・研究発表助

成者の選考（ヨーロッパリウマチ学会2013）につい
て

３．�登録リウマチ性疾患専門薬剤師（仮称）制度創設に
ついて

４．�その他

平成25年６月　企画運営委員会
　平成25年６月11日（火）・学士会館

【報告事項】
１．�イグラチモド製剤とワルファリン併用の禁忌につい

て
２．�リウマチ教育研修会及びリウマチの治療とケア研修

会について
３．�その他

【審議事項】
１．�平成24年度事業報告・平成24年度収支決算について
２．�登録リウマチケア看護師規則等の改正について
３．�平成26年度リウマチ月間行事について
４．�その他

平成25年７月　企画運営委員会
　平成25年７月９日（火）・学士会館

【報告事項】
１．�研修会の開催について
２．�日欧リウマチ外科交換派遣研修医について
３．�その他

【審議事項】
１．�平成25年度調査・研究助成の募集について
２．�平成26年度ノバルティス・リウマチ医学賞の募集に

ついて
３．�リウマチ診療制度検討会（７月20日）の提案につい

て
４．�その他
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平成25年９月　企画運営委員会
　平成25年９月10日（火）・学士会館

【報告事項】
１．�アバタセプト製剤の在宅自己注射指導管理料の算定

について（要望）
２．�平成25年度リウマチ財団登録医について
３．�登録リウマチケア看護師研修カリキュラム作成協力

要請について
４．�その他

【審議事項】
１．�リウマチ病学テキストの改訂について
２．�リウマチ医療の診療報酬制度について（要望）
３．�第39回ISMH及び第79回日本温泉気候物理医学会総

会学術集会への寄附、後援名義使用について
４．�その他

平成25年10月　企画運営委員会
　平成25年10月８日（火）・学士会館

【報告事項】
１．�研修会の開催について
２．�リウマチ医療の診療報酬制度について（要望）
３．�登録リウマチケア看護師研修会アンケート調査につ

いて
４．�その他

【審議事項】
１．�法人賛助会員打合会について
２．�小児リウマチ専門医育成スカラーシップ制度への助

成について
３．�リウマチ情報センターについて
４．�その他

平成25年11月　企画運営委員会
　平成25年11月12日（火）・学士会館

【報告事項】
１．�「リウマチ病学テキスト」の改訂について
２．�リウマチ財団登録薬剤師制度検討状況について
３．�その他

【審議事項】
１．�平成26年度海外派遣研修医の推薦方依頼について
２．�理事会及び評議員会の開催方法等について
３．�その他

平成25年12月　企画運営委員会
　平成25年12月10日（火）・学士会館

【報告事項】
１．�研修会の開催について

２．�委員会の開催について
３．�その他

【審議事項】
１．�平成26年度日本リウマチ財団リウマチ福祉賞につい

て
２．�その他

平成26年１月　企画運営委員会
　平成26年１月14日（火）・学士会館

【報告事項】
１．研修会の開催について
２．その他

【審議事項】
１．�平成26年度ノバルティス・リウマチ医学賞の延長に

ついて
２．�塩川美奈子・膠原病研究奨励賞（案）の創設につい

て
３．�財団登録リウマチケア看護師登録申請について
４．�リウマチ財団登録薬剤師規則等（案）について
５．�日本リウマチ友の会への助成について
６．�小児リウマチ学会専門医育成スカラーシップについ

て
７．�その他

平成26年３月　企画運営委員会
　平成26年３月11日（火）・学士会館

【報告事項】
１．�研修会の開催について
２．�診療報酬改定に関する厚生労働大臣への要望書につ

いて
３．�平成26年度年間行事予定について
４．�その他

【審議事項】
１．�平成26年度ノバルティス・リウマチ医学賞授賞者の

選考について
２．�国際学会におけるリウマチ性疾患調査・研究発表助

成者の選考について
３．�平成26年度日欧リウマチ外科交換派遣医について
４．�その他

平成26年度
平成26年４月　企画運営委員会
　平成26年４月８日（火）・学士会館

【報告事項】
１．�平成25年度研修会開催結果報告について
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２．�委員会の開催について
３．�平成26年度リウマチ月間リウマチ講演会について
４．�その他

【審議事項】
１．�医療保険委員会アドバイザーの委嘱について
２．�企業の研究開発部門所属薬剤師の研修会参加につい

て
３．�第29回日本医学会総会2015関連市民向けイベントに

ついて
４．�その他

平成26年５月　企画運営委員会
　平成26年５月13日（火）・学士会館

【報告事項】
１．�委員会の開催について
２．�平成26年度リウマチケア専門職制度研修会（７月20

日）の開催について
３．�その他

【審議事項】
１．�平成26年度塩川美奈子・膠原病研究奨励賞授賞者の

選考について
２．�平成26年度海外派遣研修医の選考について
３．�国際学会におけるリウマチ性疾患調査・研究発表助

成者の選考（ヨーロッパリウマチ学会2014）につい
て

４．�第29回日本医学会総会2015関連市民向けイベントに
ついて

５．�その他

平成26年６月　企画運営委員会
　平成26年６月10日（火）・学士会館

【報告事項】
１．�平成26年度リウマチ月間リウマチ講演会について
２．�リウマチ教育研修会及びリウマチの治療とケア研修

会について
３．�その他

【審議事項】
１．�平成27年度リウマチ月間行事開催日程について
２．�国際学会におけるリウマチ性疾患調査・研究発表に

対する助成要綱の改正
３．�基本財産の運用について
４．�その他

平成27年７月　企画運営委員会
　平成26年７月１日（火）・学士会館

【報告事項】

１．�リウマチの治療とケア研修会の開催について
２．�リウマチ診療制度検討会（６月29日）について
３．�第29回日本医学会総会2015関連市民向けイベントに

ついて
４．�その他

【審議事項】
１．�平成26年度調査・研究助成の募集について
２．�平成27年度ノバルティス・リウマチ医学賞の募集に

ついて
３．�平成27年度塩川美奈子・膠原病研究奨励賞の募集に

ついて
４．�その他

平成26年９月　企画運営委員会
　平成26年９月９日（火）・学士会館

【報告事項】
１．�委員会の開催について
２．�日欧リウマチ外科交換派遣医について
３．�その他

【審議事項】
１．�平成26年度法人賛助会員打合会について
２．�第10回理事会・第４回臨時評議員会の開催日につい

て
３．�その他

平成26年10月　企画運営委員会
　平成26年10月14日（火）・学士会館

【報告事項】
１．�研修会の開催について
２．�平成26年度法人賛助会員打合会について
３．�第１期リウマチ財団登録薬剤師の申請状況について
４．�その他

【審議事項】
１．�国際学会におけるリウマチ性疾患調査・研究発表助

成者の選考（アメリカリウマチ学会2014）について
２．�その他

平成26年11月　企画運営委員会
　平成26年11月11日（火）・学士会館

【報告事項】
１．�第５期リウマチケア看護師の登録申請状況について
２．�内閣府公益認定等委員会立入検査（12月１日）の実

施について
３．�「塩川美奈子・膠原病研究奨励賞」について
４．�その他

【審議事項】
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１．�平成27年度海外派遣研修医の推薦方依頼について
２．�教育研修委員会委員の委嘱について
３．�その他

平成26年12月　企画運営委員会
　平成26年12月９日（火）・学士会館

【報告事項】
１．�内閣府公益認定等委員会立入検査（12月１日）の報

告について
２．�「塩川美奈子・膠原病研究奨励賞」の応募件数につ

いて
３．�第29回日本医学会総会2015関西について
４．�その他

【審議事項】
１．�平成27年度日本リウマチ財団リウマチ福祉賞につい

て
２．�リウマチ性疾患調査・研究助成の応募要項（外国

籍）について
３．�その他

平成27年１月　企画運営委員会
　平成27年１月６日（火）・学士会館

【報告事項】
１．�第16回RAトータルマネジメントフォーラムの開催

について
２．�第29回日本医学会総会2015関西について
３．�その他

【審議事項】
１．�第５期リウマチケア看護師登録申請について
２．�第１期リウマチ財団登録薬剤師登録申請について
３．�ウマチ教育研修会・リウマチの治療とケア研修会に

おける受講対象者の整理について
４．�その他

平成27年２月　企画運営委員会
　平成27年２月10日（火）・学士会館

【報告事項】
１．�平成26年度研修会開催結果報告について
２．�平成27年度リウマチ教育研修会及びリウマチの治療

とケア研修会の開催日程
３．�その他

【審議事項】
１．�平成27年度日欧リウマチ外科交換派遣医について
２．�第67回保健文化賞候補者の推薦について
３．�日本リウマチ友の会への助成について
４．�その他

平成27年３月　企画運営委員会
　平成27年３月10日（火）・学士会館

【報告事項】
１．�委員会の開催について
２．�リウマチ教育研修会の受講対象者拡大について
３．�その他

【審議事項】
１．�平成27年度ノバルティス・リウマチ医学賞授賞者の

選考について
２．�平成27年度日本リウマチ財団リウマチ福祉賞授賞者

の選考について
３．�第67回保健文化賞候補者の推薦について
４．�その他

平成27年度
平成27年４月　企画運営委員会
　平成27年４月14日（火）・学士会館

【報告事項】
１．�委員会の開催について
２．�第29回日本医学会総会2015関西の報告について
３．�平成27年度リウマチ月間リウマチ講演会について
４．�その他

【審議事項】
１．�平成27年度一般社団法人全国膠原病友の会全国集会

への出席依頼について
２．�公益社団法人日本リウマチ友の会第55回全国大会へ

の出席依頼について
３．�平成27年度リウマチケア専門職制度研修会について
４．�その他

平成27年５月　企画運営委員会
　平成27年５月19日（火）・学士会館

【報告事項】
１．�委員会の開催について
２．�その他

【審議事項】
１．�平成27年度海外派遣研修医の選考について
２．�国際学会におけるリウマチ性疾患調査・研究発表助

成者の選考（ヨーロッパリウマチ学会2015）につい
て

３．�今後の研修会のあり方について
４．�その他

平成27年６月　企画運営委員会次第
　平成27年６月２日（火）・学士会館
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【報告事項】
１．�平成27年度リウマチ月間リウマチ講演会（６月14

日）の開催について
２．�評議員選定委員会の開催（６月19日）について
３．�その他

【審議事項】
１．�第11回理事会について
２．�今後の研修会のあり方について
３．�その他

平成27年７月　企画運営委員
　平成27年７月14日（火）・日本リウマチ財団　会議室

【報告事項】
１．�平成27年度リウマチ月間リウマチ講演会（６月14

日）の開催について
２．�研修会の開催について
３．�毎日新聞（平成27年６月23日）掲載「医療ととも

に」について
４．�その他

【審議事項】
１．�平成27年度調査・研究助成の募集について
２．�平成28年度ノバルティス・リウマチ医学賞の募集に

ついて
３．�平成28年度塩川美奈子・膠原病研究奨励賞の募集に

ついて
４．�その他

平成27年９月　企画運営委員会
　平成27年９月８日（火）・日本リウマチ財団　会議室

【報告事項】
１．�研修会の開催について
２．�平成27年度リウマチ財団登録医について
３．�法人賛助会員の動向について
４．�その他

平成27年10月　企画運営委員会
　平成27年10月13日（火）・日本リウマチ財団　会議室

【報告事項】
１．�研修会の開催について
２．�委員会の開催について
３．�第２期リウマチ財団登録薬剤師の申請状況について
４．�その他

【審議事項】
１．�平成27年度法人賛助会員打合会について
２．�国際学会におけるリウマチ性疾患調査・研究発表助

成者の選考（アメリカリウマチ学会2015）について

３．�今後の研修会のあり方について
４．�その他

平成27年11月　企画運営委員会
　平成27年11月10日（火）・日本リウマチ財団　会議室

【報告事項】
１．�第６期リウマチケア看護師の申請状況について
２．�リウマチ病学テキスト（改訂第２版）の発刊につい

て
３．�平成27年度法人賛助会員打合会について
４．�その他

【審議事項】
１．�平成28年度海外派遣研修医の推薦方依頼について
２．�平成28年度診療報酬改定の要望書（案）について
３．�委員会の再編について
４．�その他

平成27年12月　企画運営委員会
　平成27年12月８日（火）・学士会館

【報告事項】
１．�平成28年度診療報酬改定に向けた要望書の提出につ

いて
２．�財団ホームページのリニューアルについて
３．�平成27年度日欧リウマチ外科交換派遣医の報告書に

ついて
４．�その他

【審議事項】
１．�平成28年度日本リウマチ財団リウマチ福祉賞につい

て
２．�平成27年度リウマチ性疾患調査・研究助成について
３．�その他

平成28年１月　企画運営委員
　平成28年１月12日（火）・日本リウマチ財団　会議室

【報告事項】
１．�委員会の開催について
２．�法人賛助会員打合会（12月８日）の報告について
３．�その他

【審議事項】
１．�第６期リウマチケア看護師登録申請について
２．�第２期リウマチ財団登録薬剤師登録申請について
３．�委員会の再編について
４．�その他

平成28年２月　企画運営委員会
　平成28年２月９日（火）・日本リウマチ財団　会議室
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【報告事項】
１．�第17回RAトータルマネジメントフォーラム（２月

６日）
２．�委員会の開催について
３．�その他

【審議事項】
１．�平成27年度リウマチ性疾患調査・研究助成及び三浦

記念リウマチ学術研究賞の選考について
２．�平成28年度塩川美奈子・膠原病研究奨励賞の選考に

ついて
３．�第68回保健文化賞候補者の推薦について
４．�その他

平成28年３月　企画運営委員会
　平成28年３月８日（火）・日本リウマチ財団　会議室

【報告事項】
１．�平成27年度研修会開催結果報告について
２．�平成28年度リウマチ月間講演会（６月19日開催）に

ついて
３．�平成28年度リウマチ教育研修会及びリウマチの治療

とケア研修会の開催日程
４．�その他

【審議事項】
１．�平成27年度リウマチ性疾患調査・研究助成及び三浦

記念リウマチ学術研究賞の選考について
２．�日本リウマチ友の会への助成について
３．�委員会の再編について
４．�その他

平成28年度
平成28年４月企画運営委員会
　平成28年４月12日（火）・日本リウマチ財団　会議室

【報告事項】
１．委員会の開催について
２．�平成28年度リウマチ月間講演会（６月19日開催）に

ついて
３．その他

【審議事項】
１．日本リウマチ財団リウマチ福祉賞について
２．日本リウマチ友の会への助成について
３．その他

平成28年５月企画運営委員会
　平成28年５月10日（火）・日本リウマチ財団　会議室

【報告事項】

１．塩川優一名誉理事長の訃報について
２．平成28年（2016年）熊本地震の対応について
３．医療保険委員会（５月８日）の開催について
４．その他

【審議事項】
１．平成28年度海外派遣研修医の選考について
２．�国際学会におけるリウマチ性疾患調査・研究発表助

成者の選考
３．�薬剤師認定制度認証機構「生涯研修認定制度」の認

証申請について
４．委員会の再編について
５．その他

平成28年６月企画運営委員会
　平成28年６月７日（火）・日本リウマチ財団　会議室

【報告事項】
１．腰野富久先生逝去による理事退任について
２．�平成28年度リウマチ月間リウマチ講演会（６月19

日）の開催について
３．その他

【審議事項】
１．第14回理事会について
２．製薬企業との意見交換会の開催について
３．その他

平成28年７月企画運営委員会
　平成28年７月12日（火）・日本リウマチ財団　会議室

【報告事項】
１．�平成28年度リウマチ月間リウマチ講演会（６月19

日）の開催について
２．研修会の開催について
３．�製薬企業との意見交換会（６月19日）の開催につい

て
４．�リウマチ診療制度検討会（９月11日）の開催につい

て
５．その他

【審議事項】
１．平成28年度調査・研究助成の募集について
２．�平成29年度ノバルティス・リウマチ医学賞の募集に

ついて
３．�平成29年度塩川美奈子・膠原病研究奨励賞の募集に

ついて
４．平成28年度法人賛助会員打合会について
５．新委員会の委員編成について
６．その他



4．企画運営委員会開催概要

29

平成28年９月企画運営委員会
　平成28年９月13日（火）・日本リウマチ財団　会議室

【報告事項】
１．新委員会の委員編成について
２．リウマチ診療制度検討会（９月11日）について
３．平成28年度リウマチ財団登録医について
４．その他

【審議事項】
１．�国際学会におけるリウマチ性疾患調査・研究発表助

成者の選考
２．�平成28年度法人賛助会員打合会（12月13日）につい

て
３．財団30周年記念事業（平成29年６月11日）について
４．その他

平成28年11月企画運営委員会
　平成28年11月８日（火）・日本リウマチ財団　会議室

【報告事項】
１．委員会の開催について
２．�平成28年度リウマチケア看護師並びにリウマチマチ

財団登録薬剤師の申請状況
３．�平成28年度法人賛助会員打合会（12月13日）につい

て
４．その他

【審議事項】
１．�国際学会におけるリウマチ性疾患調査・研究発表助

成者の選考
２．財団30周年記念事業（平成29年６月11日）について
３．その他

平成29年１月企画運営委員会
　平成29年１月10日（火）・日本リウマチ財団　会議室

【報告事項】
１．委員会等の開催について
２．�平成29年度塩川美奈子・膠原病研究奨励賞募集期間

の延長について
３．�平成28年度日欧リウマチ外科交換派遣医（受入れ）

の報告について
４．その他

【審議事項】
１．�平成29年度柏崎リウマチ教育賞授賞者の選考につい

て
２．�リウマチケア看護師（第７期新規・第２期更新）の

登録申請について
３．�リウマチ財団登録薬剤師（第３期新規）の登録申請

について

４．�日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師規則の改
正（案）について

５．その他

平成29年３月企画運営委員会
　平成29年３月14日（火）・日本リウマチ財団　会議室

【報告事項】
１．平成28年度研修会開催結果報告について
２．�平成29年度リウマチ教育研修会及びリウマチの治療

とケア研修会の開催日程
３．その他

【審議事項】
１．平成15回理事会・第６回臨時評議員会について
２．�平成28年度リウマチ性疾患調査・研究助成及び三浦

記念リウマチ学術研究賞の選考について
３．�平成29年度ノバルティス・リウマチ医学賞授賞者、

塩川美奈子・膠原病研究奨励賞、リウマチ福祉賞授
賞者の選考について

４．�公益社団法人日本リウマチ友の会第57回全国大会へ
の出席依頼について

５．�30周年記念事業の推進（至急案件）-30周年記念事
業実行委員会設立について

６．その他

平成29年度
平成29年４月　企画運営委員会
　平成29年５月９日（火）・日本リウマチ財団　会議室

【報告事項】
１．�委員会等の開催について
２．�日本リウマチ財団創立30周年記念リウマチ月間リウ

マチ講演会について（６月11日）
３．�その他

【審議事項】
１．�平成29年度海外派遣研修医の選考について
２．�リウマチケア看護師・リウマチ財団登録薬剤師規則

の改定について
３．�リウマチケア看護師制度の拡大について
４．�理学療法士・作業療法士専門職制度の創設について
５．�その他

平成29年７月　企画運営委員会
　平成29年７月11日（火）・日本リウマチ財団　会議室

【報告事項】
１．�日本リウマチ財団創立30周年記念　リウマチ月間リ

ウマチ講演会について
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２．�評議員選定委員会の開催について（７月11日）
３．�財政状況について
４．�その他

【審議事項】
１．�平成30年度リウマチ月間行事開催日程について
２．�リウマチケア看護師規則の改定について
３．�日本リウマチ財団のTotal�Medical�Careプロジェク

トについて
４．�その他

平成29年９月　企画運営委員
　平成29年９月12日（火）・日本リウマチ財団　会議室

【報告事項】
１．�平成30年度診療報酬改定に向けた要望書の提出につ

いて
２．�平成29年度リウマチ財団登録医について
３．�財政状況について
４．�その他

【審議事項】
１．�平成29年度法人賛助会員打合会について
２．�災害時リウマチ患者支援事業について
３．�ウマチ医療専門病院・診療所の新規設置について
４．�その他

平成29年11月　企画運営委員会
　平成29年11月14日（火）・日本リウマチ財団　会議室

【報告事項】
１．�研修会の報告について
２．�平成29年度リウマチケア看護師ならびにリウマチ財

団登録薬剤師の申請状況について
３．�平成29年度日欧リウマチ外科交換派遣医の報告（派

遣）について
４．�その他

【審議事項】
１．�平成30年度以降の研修会のあり方について
２．�財団創立30周年記念誌の作成について
３．�財団ホームページ上へのリウマチケア看護師氏名公

開について

４．�その他

平成30年１月　企画運営委員会
　平成30年１月９日（火）・日本リウマチ財団　会議室

【報告事項】
１．�研修会の報告について
２．�平成30年度「リウマチ教育・ケア研修会（仮称）」

の世話人について
３．�財政状況について
４．�その他

【審議事項】
１．�平成30年度リウマチ月間全国大会について（月間実

行委員会の設置）
２．�リウマチ専門職委員会委員の委嘱について（理学療

法士・作業療法士制度検討部会の設置）
３．�リウマチケア看護師・リウマチ財団登録薬剤師規則

の改定（案）について
４．�その他

平成30年３月　企画運営委員会
　平成30年３月13日（火）・日本リウマチ財団　会議室

【報告事項】
１．�平成29年度研修会開催結果報告について
２．�平成30年度リウマチの治療とケア教育研修会の開催

日程について
３．�法人賛助会員の入会について
４．�その他

【審議事項】
１．�平成30年度事業計画及び収支予算に関する件につい

て
２．�平成30年度リウマチ月間リウマチ講演会について
３．�平成30年度ノバルティス・リウマチ医学賞授賞者の

選考について
４．�平成30年度リウマチ福祉賞授賞者の選考について
５．�関節リウマチのトータルマネジメントの改訂につい

て
６．�その他
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１．調査研究事業
（１）リウマチ性疾患調査・研究助成事業実施状況
【平成20年度】

研　　究　　題　　目 希望審査部門
助　　成　　者

氏名（年齢） 所　　　属

【三浦記念リウマチ学術研究賞受賞者】

SLEに対するＢ細胞除去療法後の免疫再構築にお
けるBAFF（B cell-activating factor）阻害の意
義

病因 川端　大介
京都大学大学院医学研究科
臨床免疫学
助教

【リウマチ性疾患調査・研究助成者】 （50音順）

関節リウマチを誘導するＢ細胞由来脂質メディ
エーターの役割

病因 一宮　慎吾 札幌医科大学
講師

関節リウマチの滑膜炎におけるretinoic acid-
inducible gene-Ⅰ（RIG-Ⅰ）関連RNA受容体と
microRNAの意義

病因 今泉　忠淳 弘前大学大学院医学研究科
助教

プロテオミクスを用いた血管炎症侯群における疾
患特異的マーカーの検出

診断・治療 唐澤　里江
聖マリアンナ医科大学
難病治療研究センター
助教

抗体アレイなど多検体測定法を利用した、膠原病
評価に有用な液性因子のスクリーニングと得られ
た情報の多変量解析による病態理解の試み

病因 佐藤浩二郎
埼玉医科大学病院
リウマチ膠原病科
講師

滑膜線維芽細胞由来シトルリン抗原による関節炎
モデルの検証

病因 玉井　慎美 長崎大学第一内科
客員研究員

関 節 リ ウ マ チ 新 規 治 療 タ ー ゲ ッ ト と し て の
BCMA分子の関節炎への病的関与の解明

病因 永谷　勝也
自治医科大学内科学講座
アレルギー膠原病学部門
助教

膠原病患者Ｔ細胞におけるtelomeraseの発現異常
とそれに伴うＴ細胞死亢進のメカニズムに関する
研究

病因 藤井　博司
東北大学病院
血液免疫科
助教

ヒストン脱アセチル化酵素阻害剤の免疫調節作用
の解明と関節リウマチ細胞治療への応用

診断・治療 森信　暁雄
神戸大学大学院医学研究科
臨床検査医学講座
准教授

関節リウマチの病態におけるmicroRNAの役割の
解明と治療応用への検討

病因 溝口　史高
東京医科歯科大学大学院
膠原病・リウマチ内科学
助教

リウマチ性疾患病態におけるTyrosine kinase２
の機能解析

病因 山田　久方
九州大学生体防御医学研究所
感染制御学分野
准教授

5 主要事業実施状況
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【平成21年度】

研　　究　　題　　目 希望審査部門
助　　成　　者 　

氏名（年齢） 所　　　属

【三浦記念リウマチ学術研究賞受賞者】

増殖因子シグナルの制御による関節リウマチ治療
法の開発

診断・治療 三枝　　淳
神戸大学大学院医学研究科立
証検査医学部門
特命助教

【リウマチ性疾患調査・研究助成者】 50音順

関節リウマチの破壊性関節炎を生じる滑膜間質細
胞の起源に関するエピジェネティクスの解析

病因 　江面　陽一
東京医科歯科大学
難治疾患研究所
准教授

自己免疫性細胞傷害性Ｔ細胞を病態の主体とする
新規自己免疫性筋炎モデルマウスを用いた病態解
明と治療法開発

病因 沖山奈緒子
東京医科歯科大学大学院医歯
学総合研究科
日本学術振興会特別研究員

関節リウマチ滑膜細胞のプロスタグランジン産生
に対するアディポネクチンの影響

病因 楠　　夏子
東邦大学医学部内科学講座

（大森）膠原病科
博士研究員

ケモカインCCL19とCCL21を標的とした関節リウ
マチ抑制治療の挑戦

病因 桑原　　卓 東邦大学医学部免疫学講座
助教

関節リウマチにおけるS1P3レセプターシグナル
の解析

病因 河野　正孝 京都府立医科大学
学内講師（助教）

小胞体ストレス反応と破骨細胞 病因 小山　賢介 山梨大学医学部整形外科
助教

関節炎病態におけるMAIT細胞の役割の解明 病因 千葉　麻子
国立精神・神経センター免疫
研究部
外来研究員

ヒト制御性Ｂ細胞の同定とリウマチ性疾患におけ
るその役割

病因 新納　宏昭
九州大学病院
免疫・膠原病・感染症内科
助教

関節リウマチ患者における生物製剤有効性予測の
ための遺伝子多型マーカーの同定

予防・疫学 浜田　大輔 徳島大学
医員

リウマチ滑膜炎特異的に発現する新規滑膜増殖因
子SPACIA1に関する研究

病因 藤井　亮爾
聖マリアンナ医科大学
難病治療研究センター
講師
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【平成22年度】

研　　究　　題　　目 希望審査部門
助　　成　　者

氏名 所　　　属

【三浦記念リウマチ学術研究賞受賞者】

Ｃ型レクチンによる自己免疫疾患発症制御機構の
解明

病因 西城　　忍 千葉大学真菌医学研究セン
ター　特任准教授

【リウマチ性疾患調査・研究助成者】 50音順　 　

腸管免疫寛容維持機構におけるMHCクラスⅡ分
子の役割

病因 石井　直人 東北大学大学院医学系研究科　
教授

新規細胞表面分子TREM1リガンド及び細胞周期
阻害による新規関節炎治療法の開発

診断・治療 岩井　秀之　
東京医科歯科大学　膠原病・
リウマチ内科GCOE　特任講
師

低酸素暴露が肺動脈性高血圧症を誘導するメカニ
ズムの解析

病因 佐藤　隆司 北里大学医療衛生学部
血液学　助教

全身性強皮症に対するVesmeter評価の安全性、
有益性の証明

診断・治療 嶋　　良仁
大阪大学大学院医学系研究科
呼吸器免疫アレルギー内科　
助教

強皮症特異的microRNAによるIL-21受容体発現
制御機構の解明

病因 須藤　　明 千葉大学大学院医学研究院　
助教

シェーグレン症候群発症の分子機構と制御 病因 住田　孝之
筑波大学大学院人間総合科学
研究科疾患制御医学専攻臨床
免疫学　教授

次世代シーケンサーを用いた関節リウマチ発症メ
カニズムにおけるエピジェネティック制御の解明

病因 田中　　栄 東京大学医学部附属病院
整形外科　准教授

関節炎による関節破壊に対する末梢血由来の
fibrocyteを用いた組織再生

診断・治療 中佐　智幸 広島大学病院　助教

関節リウマチの炎症・骨破壊におけるシクロフィ
リンＡ-CD147シグナル分子病態機構

病因 西奥　　剛 福岡大学薬学部
薬学疾患管理学講座　助教

関節リウマチ病態におけるマスト細胞のJak-Stat
経路を介したIL-17A産生機構の解明　―Jak阻害
剤（CP-690, 550）のマスト細胞に対する新規作
用機序の解明―

病因 湯川宗之助
産業医科大学医学部第一内科
学講座
大学院

全 身 性 エ リ テ マ ト ー デ ス に お け る 自 己 抗 原
TRIM21の役割

病因 吉見　竜介
横浜市立大学医学部
免疫・血液・呼吸器内科学　
特任助教
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【平成23年度】

研　　究　　題　　目 希望審査部門
助　　成　　者

氏名 所　　　属

【三浦記念リウマチ学術研究賞受賞者】

自己免疫性Th17細胞を制御できる新規分子標的
の探索

診断・治療 岡本　一男
東京医科歯科大学大学院医歯
学総合研究科分子情報伝達学　
助教

【リウマチ性疾患調査・研究助成者】 50音順　 　

末梢血単核球の網羅的遺伝子発現解析による関節
リウマチに対するアバタセプトの薬効予測と効果
発現機序の解明

診断・治療 池田　　啓
千葉大学医学部附属病院
アレルギー・膠原病内科
助教

ループス腎炎におけるCalcium/Calmodulin依存
性蛋白キナーゼⅣのメチル化解析

病因 一瀬　邦弘
長崎大学病院
第一内科
助教

関節リウマチ関連タンパク質PADI4によるTGF-
βシグナル伝達制御機構の解析

病因 井上　靖道
名古屋市立大学大学院薬学研
究科　医薬品代謝解析学分野　
講師

関節リウマチの病態におけるスフィンゴ糖脂質の
機能的役割

病因 岩崎　倫政 北海道大学大学院医学研究科　
准教授

関 節 リ ウ マ チ に お け る MDSCs（ Myeloid-
derivedsuppressor cells）の機能の研究

診断・治療 川人　　豊
京都府立医科大学大学院医学
研究科　免疫内科学
教授（学内）

間質性肺炎病態におけるCD161陽性γδＴ細胞作
用機序の解明

病因 瀬川　誠司
筑波大学医学医療系内科

（膠原病・リウマチ・アレルギー）
博士課程学生

炎症性サイトカイン遺伝子発現に関与する高次ク
ロマチン構造を分子標的とした新規リウマチ治療
法の開発

病因 関亦　正幸 山形大学医学部
非常勤職員

リウマチを防ぐ生体機構の解析 病因 藤井　穂高 大阪大学微生物病研究所
准教授

新規細胞間コミュニケーション因子である分泌
microRNAを含むエクソソームの関節リウマチに
おける役割

病因 味八木　茂 広島大学病院再生医療部
講師

新規SLEモデルマウス「抗DNA抗体ノックイ
ン・マウス」におけるBAFF動態の解析と制御

診断・治療 吉藤　　元
京都大学医学部附属病院
免疫・膠原病内科
助教

リウマチ性疾患における感染症の実態調査および
解析

予防・疫学 若林　邦伸
日本赤十字社医療センター
アレルギー・リウマチ科　医
師
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【平成24年度】

研　　究　　題　　目 希望審査部門
助　　成　　者

氏　名 所　　　属

【三浦記念リウマチ学術研究賞受賞者】

脳 症 を 呈 す る 膠 原 病 患 者 に お け る 抗 ephrin 
type-B receptor2（EphB2）抗体の臨床的・病原
的意義の解明

病因 白井　剛志 東北大学病院血液免疫科
医員

【リウマチ性疾患調査・研究助成者】

自己免疫性関節炎における新規関節炎制御分子
TIARPの抑制機構の解明

病因 井上明日香
筑波大学医学医療系内科

（膠原病・リウマチ・アレル
ギー）　助教

細胞種に依存するカルシウム制御の相違に基づく
リウマチ性骨破壊の予防・再生治療

病因 古賀　貴子
東京医科歯科大学大学院
医歯学総合研究科
分子情報伝達学　客員助授

関節リウマチを制御する脂質メディエーターの免
疫・神経間クロストーク解析と治療への応用

病因 永井　　潤
長崎大学大学院医歯薬学総合
研究科分子創薬科学講座・技
能補佐員

microRNA-140による軟骨保護作用の解析と標的
遺伝子の解明

診断・治療 長谷井　嬢 岡山大学病院整形外科
医員

Therole of innate immune receptor interactions 
with HLA-B27 in inflammatory arthritis

診断・治療 波多野寛子

広島大学大学院医歯薬保健学
研究院　応用生命科学部門口
腔外科学研究室
日本学術振興会特別研究員

新規強皮症モデルマウスを用いた病的線維化にお
ける単球の役割の追究

病因 安岡　秀剛 慶應義塾大学医学部　助教
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【平成25年度】

研　　究　　題　　目 希望審査部門
助　　成　　者

氏　名 所　　属

【三浦記念リウマチ学術研究賞受賞者】

リウマチ性疾患における免疫細胞活性化を制御す
るユビキチン化システムの解明

病因 畠山　鎮次
北海道大学大学院医学研究科
医学専攻生化学講座医化学分
野　教授

【リウマチ性疾患調査・研究助成者】

炎症性骨破壊と骨agingに着目したBMPの作用機
転の解析と応用

病因 大塚　文男
岡山大学大学院
医歯薬学総合研究科
総合内科学　教授

トランスクリプトーム解析とゲノム解析の連結に
よる、日本人集団におけるANCA関連血管炎感
受性遺伝子の探索

病因 川崎　　綾
筑波大学医学医療系
特任助教

ループス腎炎におけるM2マクロファージの発現
と腎予後との関連解析

病因 桐野　洋平
横浜市立大学大学院医学研究
科　助教

エピジェネティクス解析による制御性Ｔ細胞の存
在意義と膠原病の病態との関連の解明

病因 高橋　令子
防衛医科大学校内科３
助教

IL-12/23の高安病における臨床的重要性の検討と
IL12B領域多型の機能解析

診断・治療 寺尾知可史
京都大学大学院医学研究科
附属ゲノム医学センター
特定助教

リウマチ肺におけるゲルソリンを介した肺線維化
の検討

病因 宮崎　泰成
東京医科歯科大学
教授

炎症細胞による関節炎形成過程のインビボライブ
イメージングシステム構築、並びに慢性関節炎の
解明への挑戦

病因 宮部　斉重
Massachusetts
General Hospital
Research Fellow
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【平成26年度】

研　　究　　題　　目 希望審査部門
助　　成　　者

氏　名 所　　属

【三浦記念リウマチ学術研究賞受賞者】

HLA imputation法を用いた関節リウマチの病態
解明およびバイオマーカー探索

病因 岡田　随象

東京医科歯科大学大学院医歯
学総合研究科疾患多様性遺伝
学分野　テニュアトラック講
師

【リウマチ性疾患調査・研究助成者】

ANCA関連血管炎におけるmicrobiome研究 病因 一瀬　邦弘
長崎大学大学院医歯薬学総合
研究科展開医療科学講座（第
一内科）　助教

自己免疫性関節炎における滑膜線維芽細胞と免疫
細胞の相互作用の病理的意義

病因 小松　紀子 東京大学大学院医学系研究科
免疫学　特任助教

骨関節疾患における活性酸素制御におけるユビキ
チン特異的プロテアーゼ10の機能

病因 近藤　直樹
新潟大学大学院医歯学総合研
究科機能再建医学講座整形外
科学分野　助教

Sox５による強皮症線維化病態形成機構の解明 病因 田中　　繁 千葉大学医学部附属病院
医員

新規疾患「IgG４関連疾患」におけるCCL18-CCR
８シグナルと疾患特異的治療標的分子の探索

病因 坪井　洋人 筑波大学医学医療系内科
講師

神経関節クロストークによる関節炎病態の解明を
目指した遺伝学的基盤の構築

病因 丸山　健太
大阪大学免疫学フロンティア
研究センター自然免疫学
助教

【平成27年度】

研　　究　　題　　目 希望審査部門
助　　成　　者

氏　名 所　　属

【三浦記念リウマチ学術研究賞受賞者】

新規プリン代謝制御シグナルが免疫恒常性維持と
病態で果たす役割の検証

病因 田久保圭誉
国立研究開発法人国立国際医
療研究センター研究所
生体恒常性プロジェクト長

【リウマチ性疾患調査・研究助成者】

新規細胞系列　innate lymphoid cellsの関節リウ
マチ病態形成における役割の解明

病因 有信洋二郎
九州大学病院
免疫・膠原病・感染症内科
助教

ネフロネクチンによる制御性Ｂ細胞分化制御機構
の解明と関節リウマチを標的とした新規創薬基盤
技術の確立

診断治療 今　　重之
北海道大学大学院薬学研究院
衛生化学研究室
准教授

オートファジー制御による自己免疫疾患の成立機
序に関する研究

病因 水津　　太
北海道大学遺伝子病制御研究
所　癌生物分野
講師
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【平成28年度】

研　　究　　題　　目 希望審査部門
助　　成　　者

氏　名 所　　属

【三浦記念リウマチ学術研究賞受賞者】

抗原特異的Ｔ細胞の抑制によるシェーグレン症候
群の新規治療薬開発

診断治療 浅島　弘充 筑波大学医学医療系内科
講師

【リウマチ性疾患調査・研究助成者】

免疫グロブリン様受容体MDL-１とその内因性糖
鎖リガンドによる炎症性骨破壊増幅機構の解明

病因 高畑　雅彦 北海道大学
講師

リウマチ膠原病患者におけるステロイド誘発性骨
格筋萎縮（ステロイド筋症）の新規診断法・治療
法開発へむけた研究

診断治療 吉川　賢忠
東京大学医科学研究所附属病
院　アレルギー免疫科
病院講師

【平成29年度】

研　　究　　題　　目 希望審査部門
助　　成　　者

氏　名 所　　属

【三浦記念リウマチ学術研究賞受賞者】

広範なリウマチ性疾患に共通の原因・増悪因子と
しての内因性炎症性RNAの解析と抑制法の開発

病因 根岸　英雄
東京大学生産技術研究所炎
症・免疫制御学社会連携研究
部門　特任助教

【リウマチ性疾患調査･研究助成者】　　　　　　　　　　　　　　　　

ヒト共通単球前駆細胞を標的とする新規関節リウ
マチ治療法の樹立に向けた知識・技術基盤の構築

病因 金山　剛士 東京医科歯科大学
助教

STAT１機能獲得型変異による自己免疫疾患に対
する、CRISPRシステムを用いた新規治療の開発

診断
治療 新井　康之

日本学術振興会 海外特別研
究員　米国国立衛生研究所　
客員研究員

膠原病におけるエピゲノム修飾を治療標的とした
新規治療法の探索

診断
治療 吉見　竜介

横浜市立大学医学部
血液・免疫・感染症内科学
講師

【塩川美奈子・膠原病研究奨励賞】

年度 研究課題 受賞者氏名 所属・役職 授賞式 申請件数

平成
26年度

IgG4関連疾患の発症機構と免
疫エフェクター細胞の動態解析 山本　元久

札幌医科大学医学部消
化器・免疫・リウマチ
内科学講座　助教

平成26年６月８日
リウマチ月間講演
会会場

17件

平成
27年度

TGF-β3による自己免疫応答制
御機構の解明 藤尾　圭志

東京大学大学院医学系
研究科アレルギー・リ
ウマチ学　講師

平成27年６月14日
リウマチ月間講演
会会場

14件

平成
28年度

制御性Ｔ細胞による自己免疫性
関節炎・膠原病の特異的治療の
研究

山崎小百合
名古屋市立大学大学院
医学研究科免疫学　教
授

平成28年６月19日
リウマチ月間講演
会会場

10件

平成
29年度

自己免疫疾患における樹状細胞
の解析と新規治療標的の探索 庄田　宏文

東京大学大学院医学系
研究科アレルギー・リ
ウマチ学　特任講師

平成29年６月11日
リウマチ月間講演
会会場

３件
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①ノバルティス・リウマチ医学賞

年度 研究課題 受賞者氏名 所属・役職 授賞式 申請件数

平成
20年度

サイクリン依存性キナーゼ阻
害による関節リウマチ新治療
法の開発

上阪　　等

東京医科歯科大学大学院
医歯学総合研究科　膠原
病・リウマチ内科　准教
授

平成20年４月18日
東 京 都 ホ テ ル
ニューオータニ

５件

平成
21年度

関節リウマチの新規治療薬　
c-Fos/AP-1阻害薬の開発研究 塩沢　俊一

神戸大学大学院医学研究
科　内科学講座　免疫感
染内科学　教授

平成21年６月４日
リウマチ月間講演
会会場

５件

平成
22年度

リウマチ性疾患に対するIL-6
受容体阻害治療 西本　憲弘 和歌山県立医科大学免疫

制御学講座　教授

平成22年６月９日
リウマチ月間講演
会会場

２件

平成
23年度

関節リウマチの発症メカニズ
ムの解明とその制御 松本　　功

筑波大学大学院人間総合
科学研究科　疾患制御医
学専攻臨床免疫学　准教
授

平成23年６月６日
リウマチ月間講演
会会場

２件

平成
24年度

システムアプローチによる関
節外科メカニズムの解明とリ
ウマチ病体解明への応用

浅原　弘嗣 東京医科歯科大学大学院
医歯学総合研究科　教授

平成24年６月３日
リウマチ月間講演
会会場

６件

平成
25年度

IgG4関連疾患の病院病態関
連蛋白および関連遺伝子の探
索

梅原　久範 金沢医科大学血液免疫内
科学講座　教授

平成25年６月９日
リウマチ月間講演
会会場

１件

平成
26年度

破骨細胞を起点とした骨破壊
の制御機構の解明 中島　友紀

東京医科歯科大学大学院
医歯学総合研究科　分子
情報伝達学分野　准教授

（分野長）

平成26年６月８日
リウマチ月間講演
会会場

３件

平成
27年度

リウマチ性疾患における免疫
制御の破綻機構に関する研究 安友　康二

徳島大学大学院医歯薬学
研究部　生体防御医学分
野　教授

平成27年６月14日
リウマチ月間講演
会会場

６件

平成
28年度

家族性地中海熱含めた自己炎
症疾患の病態解明と治療法の
開発

右田　清志
独立行政法人国立病院機
構長崎医療センター　病
因解析研究部長

平成27年６月14日
リウマチ月間講演
会会場

３件

平成
29年度

日本人集団における膠原病共
通の疾患感受性および
抵抗性HLAハプロタイプの
同定

土屋　尚之

筑波大学医学医療系　教
授
筑波大学大学院人間総合
科学研究科　生命システ
ム医学専攻長

平成29年６月11日
リウマチ月間講演
会会場

２件

（２）医学賞等授賞の状況
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②アボットジャパン・リウマチ性疾患臨床医学賞

年度 研究課題 受賞者氏名 所属・役職 授賞式 申請件数

平成
20年度

関節リウマチ合併AAアミロ
イドーシスの臨床遺伝学的病
態解析と新たな治療戦略の確
立

中村　　正 熊本リウマチセンターリ
ウマチ膠原病内科部長

平成20年４月18日
東 京 都 ホ テ ル
ニューオータニ

４件

平成
21年度

リウマチ性疾患領域における
臨床薬理学・薬物治療学的研
究

川合　眞一
東邦大学医学部内科学講
座（ 大 森 ）　 膠 原 病 科　
教授

平成21年６月４日
リウマチ月間講演
会会場

６件

平成
22年度

多発性筋炎・皮膚筋炎におけ
る自己抗体の臨床的意義に関
する研究

平形　道人
慶応義塾大学医学部内科
学（リウマチ）・医学教
育統括センター　准教授

平成22年６月９日
リウマチ月間講演
会会場

３件

④日本リウマチ財団・ワイス国際賞

年度 研究業績 受賞者氏名 所属・役職 授賞式

平成
20年度

インターロキシン６（IL-6）
の発見、研究業績 岸本　忠三 大阪大学大学院生命昨日

研究科　教授

平成20年４月18日
東京都ホテルニューオー
タニ

平成
21年度

インターロイキン１（IL-1）
の発見と臨床応用

ジャン・ミシェル・
ダイヤー

スイス・ジュネーブ大学
医学部　名誉教授 平成21年６月４日

リウマチ月間講演会会場ウィリアム・Ｐ・ア
レンド

米国コロラド大学医学部
リウマチ科部長　教授

③ツムラ・骨関節臨床医学賞

年度 研究課題 受賞者氏名 所属・役職 授賞式 申請件数

平成
20年度

関節リウマチに関する外科的
治療の検討―特にリウマチに
対する人工関節の開発とその
有用性

龍　順之助 日本大学医学部整形外科　
主任教授

平成20年４月18日
東 京 都 ホ テ ル
ニューオータニ

５件
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⑤日本リウマチ柏崎リウマチ教育賞

年度 受賞者氏名 所属・役職 授賞式

平成20年度 安倍　　達 埼玉医科大学名誉教授 平成20年４月18日
東京都ホテルニューオータニ

平成21年度 廣瀬　俊一 順天堂大学　名誉教授 平成21年６月４日
リウマチ月間講演会会場

平成22年度 田中　清介 近畿大学　名誉教授 平成22年６月９日
リウマチ月間講演会会場

平成23年度 斎藤　輝信 独立行政法人国立病院機構西多賀病院　
リウマチ疾患研究センター　センター長

平成23年６月６日
リウマチ月間講演会会場

平成24年度 立石　博臣 神戸海星病院　理事長兼病院長・兵庫医
科大学　名誉教授

平成24年６月３日
リウマチ月間講演会会場

平成25年度 鳥巣　岳彦 大分大学名誉教授・九州労災病院名誉院
長

平成25年６月９日
リウマチ月間講演会会場

平成26年度 岩田　　久 名古屋大学名誉教授／偕行会名古屋共立
病院骨粗しょう症・リウマチセンター長

平成26年６月８日
リウマチ月間講演会会場

平成27年度 橋本　博史 順天堂大学　名誉教授 平成27年６月14日
リウマチ月間講演会会場

平成28年度 井上　　一 岡山大学名誉教授／香川労災病院　名誉
院長

平成27年６月14日
リウマチ月間講演会会場

平成29年度 石川　　斉
神戸大学名誉教授／国立病院機構兵庫中
央病院　名誉院長
神戸労災病院　名誉院長

平成29年６月11日
リウマチ月間講演会会場

⑥日本リウマチ財団リウマチ福祉賞

年度 受賞者氏名 所属・役職 授賞式

平成21年度 茅原　聖治 龍谷大学短期大学部　非常勤講師 平成21年６月４日
リウマチ月間講演会会場

平成22年度 槙坪夛鶴子 映画監督・企画制作パオ有限会社　代表
取締役

平成22年６月９日
リウマチ月間講演会会場

平成23年度 八木恵美子 日本音楽療法学会認定音楽療法士 平成23年６月６日
リウマチ月間講演会会場

平成24年度 渡辺　政子
公益財団法人日本リウマチ友の会　福島
支部　支部長、福島県難病団体連絡協議
会　会長

平成24年６月３日
リウマチ月間講演会会場

平成25年度 成田すみれ 青葉台地域ケアプラザ（横浜市）　所長 平成25年６月９日
リウマチ月間講演会会場

平成26年度 野口　祐子 聖学院大学人間福祉学部　人間福祉学科　
教授

平成26年６月８日
リウマチ月間講演会会場

平成27年度 石垣　成子 あすなろ会事務局　担当理事 平成27年６月14日
リウマチ月間講演会会場

平成28年度 橋本　裕子 NPO法人　線維筋痛症友の会　理事長 平成27年６月14日
リウマチ月間講演会会場

平成29年度 粥川　由佳　
独立行政法人国立病院機構名古屋医療セ
ンター附属
名古屋看護助産学校　専任教員

平成29年6月11日
リウマチ月間講演会会場
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２．普及啓発事業
１．リウマチ月間リウマチ講演会実施状況

平成20年度
日　時　　平成20月６月６日（金）午後１時～４時
会　場　　�丸ビルホール　東京都千代田区丸の内２―４

―１　丸ビル７階
主　催　　財団法人　日本リウマチ財団
後　援　　�厚生労働省　日本医師会　日本リウマチ学会

日本リウマチ友の会
◇　厚生労働大臣感謝状贈呈
◇　特別講演
　　座長　森本　幾夫　東京大学医科学研究所教授
　　「リウマチの最新薬物療法」
　　　　　川合　眞一　�東邦大学医療センター大森病院

膠原病科教授
◇　シンポジウム
　　―リウマチ患者さんへの支援―
　　座長　狩野　庄吾　自治医科大学名誉教授
　　　　　西岡久寿樹　�聖マリアンナ医科大学難病治療

研究センター長

　　シンポジスト（各20分講演後、総合討論）
　　　リウマチ患者が望む支援
　　　　　長谷川三枝子　�社団法人日本リウマチ友の会

会長
　　　上手な制度の利用と治療の進め方
　　　　　佐川　　昭�　佐川昭リウマチクリニック院長
　　　リウマチのリハビリテーション
　　　　　近藤　正一　�近藤リウマチ・整形外科クリ

ニック院長
　　　よりよいリウマチ理解のための情報収集
　　　　　松田　剛正　鹿児島赤十字病院院長
　　　災害時のリウマチ患者さん支援
　　　　　山本　純己　�日本リウマチ財団災害時リウマ

チ患者支援事業推進委員会委員
長

　　　　　　　　　　　�一番町リウマチクリニック顧問

平成21年度
　時　　平成21月６月４日（木）午後１時～５時20分
会　場　　��丸ビルホール　東京都千代田区丸の内２―４

―１　丸ビル７階
主　催　　財団法人　日本リウマチ財団
後　援　　�厚生労働省　日本医師会　日本リウマチ学会

日本リウマチ友の会
式　典　　理事長挨拶
　　　　　来賓祝辞
　　　　　　�厚生労働省健康局長・日本医師会長・日本

リウマチ学会理事長・日本リウマチ友の会
会長

　　　　　授賞式
　　　　　　�柏崎リウマチ教育賞・ノバルティス・リウ

マチ医学賞・アボットジャパン・リウマチ
性疾患臨床医学賞・日本リウマチ財団・ワ
イス国際賞・三浦記念リウマチ学術研究
賞・財団リウマチ福祉賞・厚生労働大臣感
謝状贈呈

講　演
　座長　松本美富士　�藤田保健衛生大学七栗サナトリウ

ム内科　教授
　・専門看護外来のあり方―リウマチ外来への模索―
　　　　陣田　泰子　�聖マリアンナ医科大学執行役員・

統括看護部長
　　　　　　　　　　ナースサポートセンター長
　座長　山本　純己　�一番町リウマチクリニック　顧問
　・リウマチの薬はこうして作られる
　　　　川合　眞一　�東邦大学医療センター大森病院リ

ウマチ膠原病センター長
　座長　西岡久寿樹　聖マリアンナ医科大学　教授
　・リウマチ治療のトピックス
　　　　塩沢　俊一　�神戸大学大学院医学研究科内科学

講座リウマチ学　教授
　　　　�　　　　　　�神戸大学医学部附属病院リウマチ

センター長
　　　　�　　　　　　�第54回日本リウマチ学会総会・学

術集会　会長
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平成22年度
日　時　　�平成22年６月９日（水）（木）午後１時～５

時20分
会　場　　�丸ビルホール　東京都千代田区丸の内２―４

―１　丸ビル７階
主　催　　財団法人　日本リウマチ財団
後　援　　�厚生労働省・日本医師会・日本リウマチ学

会・日本整形外科学会
　　　　　　日本リウマチ友の会
式　典　　理事長挨拶
　　　　　来賓祝辞
　　　　　　�厚生労働省健康局長・日本医師会長・日本

リウマチ学会理事長・日本整形外科学会理
事長・日本リウマチ友の会会長

　　　　　授賞式
　　　　　　�柏崎リウマチ教育賞・ノバルティス・リウ

マチ医学賞・アボットジャパン・リウマチ

性疾患臨床医学賞・三浦記念リウマチ学術
研究賞・日本リウマチ財団財団リウマチ福
祉賞・永年勤続表彰

講　演　　座長　井上　　博　井上病院　理事長
　・リウマチ治療の流れ
　　松原　　司　松原メイフラワー病院　院長
　　座長　松原　　司　松原メイフラワー病院　院長
　・リウマチ治療の医療費
　　井上　　博　井上病院理事長
　　座長　西岡久寿樹　�東京医科大学医学総合研究所　

所長
　・�リウマチケア専門職制度の創設、特にリウマチケア

看護師制度
　　松本　美富士　�藤田保健衛生大学七栗サナトリウム

内科　教授

平成23年度
日　時　　平成23年６月６日（月）午後１時～３時50分
会　場　　�丸ビルホール　東京都千代田区丸の内２―４

―１　丸ビル７階
主　催　　公益財団法人　日本リウマチ財団
後　援　　�厚生労働省・日本医師会・日本リウマチ学

会・日本整形外科学会
　　　　　日本リウマチ友の会
式　典　　代表理事挨拶
　　　　　来賓祝辞
　　　　　　�厚生労働省健康局長・日本医師会会長・日

本リウマチ学会理事長・日本リウマチ友の
会会長

　　　　　授賞式
　　　　　　三浦記念リウマチ学術研究賞
　　　　　　日本リウマチ財団柏崎リウマチ教育賞
　　　　　　ノバルティス・リウマチ医学賞

　　　　　　日本リウマチ財団リウマチ福祉賞
講　演
　座長　原中　勝征　日本医師会　会長
　・リウマチ性疾患治療の最前線から
　　―関節リウマチと線維筋痛症を中心に―
　　西岡　久寿樹　東京医科大学医学総合研究所　所長
　座長　吉川　敏一　京都府立医科大学　学長
　・リウマチ専門医と総合診療医の連携について
　　―地域全体で考えるリウマチ診療―
　　　松田　隆秀　�聖マリアンナ医科大学総合診療内科　

教授
　座長　髙久史麿　自治医科大学　学長
　・�国際的にみたリウマチ治療における看護師等の医療

従事者育成プログラム
　　麦谷　眞里　厚生労働省大臣官房　審議官
　　　　　　　　世界保健医療人材連合議長

平成24年度
　リウマチ性疾患に関する正しい知識を一般に普及する
とともに、リウマチ性疾患の征圧を推進するための啓発
運動の一環として実施した。
　なお、リウマチ講演会における基調講演、パネルディ
スカッションの模様については、「全国で適切なリウマ
チ治療実現へ」と題し、平成24年６月28日の日本経済新

聞朝刊に、関係企業協賛を得て、全面広告することによ
り、普及啓発事業の充実に努めた。

日　時　　平成24年６月３日（日）13：00～15：50
会　場　　�丸ビルホール　東京都千代田区丸の内２―４

―１　丸ビル７階
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主　催　　日本リウマチ財団
後　援　　�厚生労働省・日本医師会・日本リウマチ学

会・日本整形外科学会・日本リウマチ友の会
式　典　　挨拶　�日本リウマチ財団代表理事�

髙久　史麿
　　　　　来賓祝辞
　　　　　　厚生労働大臣� 小宮山　洋子
　　　　　　日本医師会会長� 横倉　義武　
　　　　　　日本リウマチ学会理事長� 宮坂　信之　
　　　　　　日本整形外科学会理事長� 岩本　幸英　
　　　　　　日本リウマチ友の会会長� 長谷川三枝子
　　　　　授賞式
　　　　　　三浦記念リウマチ学術研究賞
　　　　　　　岡本　一男
　　　　　　日本リウマチ財団柏崎リウマチ教育賞
　　　　　　　立石　博臣
　　　　　　ノバルティス・リウマチ医学賞
　　　　　　　浅原　弘嗣
　　　　　　日本リウマチ財団リウマチ福祉賞
　　　　　　　渡辺　政子
　　　　　　厚生労働省大臣感謝状贈呈
　　　　　　　桑野　澄子

基調講演
　座長　松原　　司　松原メイフラワー病院　院長
　�「地域基盤型リウマチのケア構築について―バイオ治

療戦略を中心に―」
　　西岡　久寿樹　�東京医科大学医学総合研究所　所長
パネルディスカッション
　座長　村澤　　章　新潟県立リウマチセンター　院長
　　　　松本美富士　�桑名市総合医療センター・桑名東

医療センター
　　　　　　　　　　内科・リウマチ科　顧問
　「地域基盤型リウマチ診療体制の確立へ向けて」
　　・�地域格差の是正―日本リウマチ財団登録医の役割

について―
　　　松原　　司　松原メイフラワー病院　院長
　　・欧米のリウマチケア看護師との交流を目指して
　　　岡田　正人　�聖路加国際病院　アレルギー膠原病

科　部長
　　・�高崎市での新しいリウマチ医療の取り組み：モデ

ルケースとして
　　　井上　　博　井上病院　理事長
閉会の辞　　西岡久寿樹　日本リウマチ財団　常務理事

平成25年度
日　時：平成25年６月９日（日）13：00～16：40
会　場：�丸ビルホール　東京都千代田区丸の内２―４―

１　丸ビル７階
主　催：日本リウマチ財団
後　援：�厚生労働省・日本医師会・日本リウマチ学会・

日本整形外科学会・日本リウマチ友の会
式　典：挨拶　日本リウマチ財団代表理事　髙久　史麿
　　　　来賓祝辞
　　　　　厚生労働省健康局疾病対策課課長
� 山本　尚子
　　　　　日本医師会会長� 横倉　義武
　　　　　日本リウマチ学会理事長� 髙崎　芳成
　　　　　日本リウマチ友の会会長� 長谷川三枝子
　　　　授賞式
　　　　　三浦記念リウマチ学術研究賞� 白井　剛志
　　　　　日本リウマチ財団柏崎リウマチ教育賞
� 鳥巣　岳彦
　　　　　ノバルティス・リウマチ医学賞� 梅原　久範
　　　　　日本リウマチ財団リウマチ福祉賞
� 成田すみれ
基調講演

　座長　川人　　豊　京都府立医科大学　教授
　　　　　　　　　　�膠原病・リウマチ・アレルギー内

科　部長
　�「リウマチ登録医をコアとした地域完結型医療体制の

構築」
　　　　松原　　司　松原メイフラワー病院　院長
講演
　座長　高林克日己　千葉大学医学部企画情報部　教授
　「リウマチケア看護師の役割と国際交流」
　　　　飯田　正子　�聖路加国際病院看護部外来ナース

マネジャー
講演
　座長　松本美富士　�桑名市総合医療センター・桑名東

医療センター　内科・リウマチ科　
顧問

　「リウマチ登録薬剤師制度確立に向けて」
　　　　西岡久寿樹　�東京医科大学医学総合研究所　所

長
パネルディスカッション
　座長　松野　博明　松野リウマチ整形外科　院長
　　　　岡田　正人　�聖路加国際病院アレルギー膠原病
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科　部長
パネリスト
　　　　松原　　司　松原メイフラワー病院　院長
　　　　飯田　正子　�聖路加国際病院看護部外来ナース

マネジャー
　　　　高林克日己　千葉大学医学部企画情報部　教授
閉会の辞　西岡久寿樹　日本リウマチ財団　常務理事

平成26年度
日　時：平成26年６月８日（日）13：00～16：40
会　場：�丸ビルホール　東京都千代田区丸の内２―４―

１　丸ビル７階
主　催：日本リウマチ財団
共　催：ファイザー株式会社、参天製薬株式会社
後　援：�厚生労働省・日本医師会・日本リウマチ学会・

日本整形外科学会・日本リウマチ友の会
単　位：リウマチ財団登録医単位　　　３単位
　　　　リウマチケア看護師単位　　　３単位
　　　　�リウマチ財団登録薬剤師単位　３単位（研修会

参加実績１回）
参加者：300人（看護師60名、薬剤師80名含）
式　典：挨拶
　　　　　日本リウマチ財団代表理事� 髙久　史麿
　　　　来賓祝辞
　　　　　日本医師会会長� 横倉　義武
　　　　　日本リウマチ学会理事長� 髙崎　芳成
　　　　　日本整形外科学会理事長� 岩本　幸英
　　　　　日本リウマチ友の会会長� 長谷川三枝子
　　　　授賞式
　　　　　三浦記念リウマチ学術研究賞� 畠山　鎮次
　　　　　日本リウマチ財団柏崎リウマチ教育賞
� 岩田　　久

　　　　　ノバルティス・リウマチ医学賞� 中島　友紀
　　　　　塩川美奈子・膠原病研究奨励賞� 山本　元久
　　　　　日本リウマチ財団リウマチ福祉賞
� 野口　祐子
基調講演
　座長　髙久　史麿　日本リウマチ財団　代表理事
　「難病の患者に対する医療等に関する法律案について」
　　　　田原　克志　�厚生労働省健康局疾病対策課　課

長
講演
　座長　松野　博明　松野リウマチ整形外科　院長
　「医療費のしくみ」
　　　　麦谷　眞里　�東京医科大学医学総合研究所　教

授
　　　　　　　　　　前・厚生労働省　審議官
講演
　座長　川合　眞一　�東邦大学医学部医学科内科学講座

膠原病学分野　教授
　�「新しい展開を迎えた関節リウマチのトータルマネジ

メント―リウマチ財団登録薬剤師制度の発足―」
　　　　松本美富士　�桑名市総合医療センターリウマ

チ・膠原病内科　顧問
閉会の辞　　西岡久寿樹　日本リウマチ財団　常務理事

平成27年度
日　時：平成27年６月14日（日）13：00～16：40
会　場：�丸ビルホール（東京都千代田区丸の内２―４―

１丸ビル７階）
共　催：�日本リウマチ財団、ファイザー株式会社、参天

製薬株式会社
後　援：�厚生労働省、日本医師会、日本リウマチ学会、

日本整形外科学会、日本薬剤師会、日本リウマ

チ友の会
単　位：リウマチ財団登録医単位　　　５単位
　　　　リウマチケア看護師単位　　　５単位
　　　　�リウマチ財団登録薬剤師単位　５単位（研修会

参加実績１回）
参加者：230人（看護師74名、薬剤師64名含）

式典 挨拶 日本リウマチ財団代表理事 髙久　史麿

来賓祝辞 厚生労働省健康局疾病対策課長 田原　克志
日本医師会会長 横倉　義武
日本リウマチ学会理事長 山本　一彦
日本リウマチ友の会会長 長谷川三枝子
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授賞式 三浦記念リウマチ学術研究賞 岡田　随象
日本リウマチ財団柏崎リウマチ教育賞 橋本　博史
ノバルティス・リウマチ医学賞 安友　康二
塩川美奈子・膠原病研究奨励賞 藤尾　圭志
日本リウマチ財団リウマチ福祉賞 石垣　成子
厚生労働省感謝状贈呈 塩川　芳昭
　　　　〃 七川　昭子
　　　　〃 宮本　勝昌
　　　　〃 間瀬　俊道

次第 基調講演「地域包括ケア」
　　　　　座長　松原　　司　松原メイフラワー病院院長
　　　　　演者　織部　元廣　織部リウマチ科内科クリニック院長

　 パネルディスカッション　「バイオ時代の患者セルフマネジメント」
　　　　　座長　西岡久寿樹　東京医科大学医学総合研究所所長
　　　　　演者　松本美富士　桑名市総合医療センター
　　　　　　　　　　　　　　リウマチ・膠原病内科顧問
　　　　　　　　飯田　正子　聖路加国際病院
　　　　　　　　　　　　　　看護管理室ナースマネジャー
　　　　　　　　宮﨑長一郎　公益社団法人日本薬剤師会常務理事

　 閉会の辞　　　　西岡久寿樹　日本リウマチ財団常務理事

平成28年度
日　時：平成28年６月19日（日）13：00～16：50
会　場：�丸ビルホール（東京都千代田区丸の内２―４―

１　丸ビル７階）
主　催：日本リウマチ財団
後　援：�厚生労働省、日本医師会、日本リウマチ学会、

日本整形外科学会、日本薬剤師会、日本リウマ

チ友の会
単　位：リウマチ財団登録医単位　　　５単位
　　　　リウマチケア看護師単位　　　５単位
　　　　�リウマチ財団登録薬剤師単位　５単位（研修会

参加実績１回）
参加者：200人（看護師69名、薬剤師43名含）

式典 挨拶 日本リウマチ財団代表理事 髙久　史麿

来賓祝辞 日本医師会会長 横倉　義武
日本リウマチ学会理事長 山本　一彦
日本整形外科学会理事長 丸毛　啓史
日本リウマチ友の会会長 長谷川三枝子

授賞式 三浦記念リウマチ学術研究賞 田久保圭誉
日本リウマチ財団柏崎リウマチ教育賞 井上　　一
ノバルティス・リウマチ医学賞 右田　清志
塩川美奈子・膠原病研究奨励賞 山崎小百合
日本リウマチ財団リウマチ福祉賞 橋本　裕子

次第 講演：リウマチ医療の現場から
　　　　　座長　松野　博明　松野リウマチ整形外科理事長
　　　　　演者　佐藤　正夫　松波総合病院リウマチセンター長

特別講演：「リウマチ」と戦う400勝投手
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　　　　　座長　西岡久寿樹　東京医科大学医学総合研究所所長
　　　　　演者　金田　正一　野球解説者

シンポジウム：関節リウマチにおける日常生活の維持
（共催：ファイザー株式会社）

　　　　　座長　�岡田　正人　聖路加国際病院-
　　　　　　　　　　　　　　Immuno-Rheumatology
　　　　　　　　　　　　　　Centerセンター長
　　　　　演者　澁谷　美雪　日本リウマチ財団
　　　　　　　　　　　　　　リウマチケア専門職制度検討会委員
　　　　　　　　古田　和大　平成立石病院付属リリオクリニック
　　　　　　　　　　　　　　リハビリテーション科
　　　　　　　　益子　　恵　慶友整形外科病院薬剤科
　　　　　　　　井畑　　淳　国立病院機構横浜医療センター
　　　　　　　　　　　　　　リウマチ科部長

閉会の辞　　　　西岡久寿樹　日本リウマチ財団常務理事

平成29年度
日　時：平成29年６月11日（日）12：00～15：30
会　場：�丸ビルホール（東京都千代田区丸の内２―４―

１　７階）
主　催：日本リウマチ財団
後　援：�厚生労働省、日本医学会、日本医師会、日本リ

ウマチ学会、日本整形外科学会、日本看護協会、

日本薬剤師会、日本リウマチ友の会
単　位：�リウマチ財団登録医　　　５単位�

リウマチケア看護師　　　５単位�
リウマチ財団登録薬剤師　５単位

参加者：350人（看護師156名、薬剤師79名含）

第
１
部

挨拶 日本リウマチ財団代表理事 髙久　史麿

来賓祝辞 厚生労働大臣 塩崎　恭久
日本医師会会長 横倉　義武
日本製薬工業協会会長 畑中　好彦
日本リウマチ学会理事長 山本　一彦
日本整形外科学会理事長 山崎　正志
日本リウマチ友の会会長 長谷川三枝子

授賞式 三浦記念リウマチ学術研究賞 浅島　弘充
日本リウマチ財団柏崎リウマチ教育賞 石川　　斉
ノバルティス・リウマチ医学賞 土屋　尚之
塩川美奈子・膠原病研究奨励賞 庄田　宏文
日本リウマチ財団リウマチ福祉賞 粥川　由佳

第
２
部

パネルディスカッション「リウマチ性疾患の征圧に向けて」
　司　　会　西岡久寿樹　日本リウマチ財団常務理事
　パネラー　森　　幸子　全国膠原病友の会代表理事
　　　　　　髙階恵美子　参議院議員
　　　　　　藤井　基之　参議院議員
　　　　　　山本　一彦　日本リウマチ学会理事長
　　　　　　田中　　栄　日本整形外科学会理事

第
３
部

30周年記念講演会「難病治療に大改革をもたらしている生物学的製剤」
　座長　岡田　正人　�聖路加国際病院�Immuno-Rheumatology�Center�

センター長
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第
３
部

　　　　田村　直人　�順天堂大学大学院医学研究科�
膠原病・リウマチ内科学教授

＜リウマチ・膠原病領域＞
　講師　住田　孝之　筑波大学教授�医学医療系内科
　　　　　　　　　　（膠原病・リウマチ・アレルギー）

＜皮膚科・免疫領域＞
　　　　島田　眞路　山梨大学学長

第
４
部

市民公開講座「�新しい時代を迎えたリウマチ性疾患のトータルケア�
―TOMECの提唱―（共催：ファイザー株式会社）

　座長　越智　隆弘　日本リウマチ財団常務理事
　講師　西岡久寿樹　日本リウマチ財団常務理事
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２．機関紙「日本リウマチ財団ニュース」の発行

平成20年度
名　称：�「日本リウマチ財団ニュース」第88～93号（４

色刷り、12頁）
部　数：各5,400部
配布先：�賛助会員、登録医等、リウマチ友の会、厚生労

働省、都道府県、報道機関等

平成21年度
名　称：�「日本リウマチ財団ニュース」第94～99号（４

色刷り、12頁）
部　数：各5,100部
配布先：�賛助会員、登録医等、リウマチ友の会、厚生労

働省、都道府県、報道機関等

平成22年度
名　称：�「日本リウマチ財団ニュース」第100―105号

（４色刷り、８～12頁）
部　数：約4,900部
配布先：�登録医、賛助会員、日本リウマチ友の会（支

部）、厚生労働省、都道府県

平成23年度
名　称：�「日本リウマチ財団ニュース」第106～111号

（４色刷り、８～12頁）
部　数：約4,600部
配布先：�登録医、賛助会員、日本リウマチ友の会（支

部）、厚生労働省、都道府県

平成24年度
名　称：�「日本リウマチ財団ニュース」第112～117号

（４色刷り、７～10頁）
部　数：年６回発行、各約4,600部
配布先：�リウマチ財団登録医、賛助会員、日本リウマチ

友の会（支部）、厚生労働省、都道府県等
　文字サイズを小さくすることにより頁数を減らし、制
作費の節約を図った他、紙面広告を増やし広告料金確保
に努めた。

平成25年度
名　称：�「日本リウマチ財団ニュース」第118～123（４

色刷り、７～11頁）
部　数：年６回発行、各約4,400部
配布先：�リウマチ財団登録医、賛助会員、日本リウマチ

友の会（支部）、厚生労働省、都道府県等

平成26年度
名　称：�「日本リウマチ財団ニュース」第124～129（４

色刷り、８～12頁）
部　数：年６回発行、各約4,600部
配布先：�リウマチ財団登録医、賛助会員、日本リウマチ

友の会（支部）、厚生労働省、都道府県等

平成27年度
名　称：�「日本リウマチ財団ニュース」第130～135（４

色刷り、８～10頁）
部　数：年６回発行、各約4,300部
配布先：�リウマチ財団登録医、賛助会員、日本リウマチ

友の会（支部）、厚生労働省、都道府県等

平成28年度
名　称：�「日本リウマチ財団ニュース」第136～141（４

色刷り、８～10頁）
部　数：年６回発行、各約4,200部
配布先：リウマチ財団登録医、賛助会員、関係機関等
　第136（2016年５月号）より、リウマチ財団登録医へ
電信配信を開始した。

平成29年度
名　称：「日本リウマチ財団ニュース」第142～147
部　数：年６回発行、各約4,200部
配布先：リウマチ財団登録医、賛助会員、関係機関等
　本年度より、リウマチケア看護師及びリウマチ財団登
録薬剤師にも電信配信を開始した。
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３．リウマチ情報センターの運営

平成20年度
　医療情報委員会（委員長　高林克日己　千葉大学医療
情報部教授）において、インターネットホームページに
よる情報の提供を実施した。
　プロバイダー　ニフティ株式会社
　サーバー　　　スターティア株式会社
　［ホームページアドレス］
　　http://www.rheuma-net.or.jp/
　［電子メールアドレス］
　　inform@rheuma-net.or.jp
　平成20年度中訪問数　661,383件

平成21年度
　医療情報委員会（委員長　高林克日己　千葉大学医療
情報部教授）において、インターネットホームページに
よる情報の提供を実施した。
　プロバイダー　富士通インターネットサービス
　サーバー　　　スターティア株式会社
　［ホームページアドレス］
　　http://www.rheuma-net.or.jp/
　［電子メールアドレス］
　　inform@rheuma-net.or.jp
　平成21年度中訪問数　630,854件

平成22年度
　医療情報委員会（委員長　高林克日己　千葉大学医療
情報部教授）において、インターネットホームページに
よる情報の提供を実施した。
　プロバイダー　富士通インターネットサービス
　サーバー　　　スターティア株式会社
　［ホームページアドレス］
　　http://www.rheuma-net.or.jp/
　［電子メールアドレス］
　　inform@rheuma-net.or.jp
　平成22年度中訪問数　671,184件

平成23年度
　医療情報委員会（委員長　高林克日己　千葉大学医療
情報部教授）において、インターネットホームページに
よる情報の提供を実施した。

　プロバイダー　富士通インターネットサービス
　サーバー　　　スターティア株式会社
　［ホームページアドレス］
　　http://www.rheuma-net.or.jp/
　［電子メールアドレス］
　　inform@rheuma-net.or.jp
　平成23年度中訪問数　720,089件

平成24年度
　医療情報委員会（委員長　高林克日己千葉大学医学部
企画情報部教授）において、インターネットホームペー
ジによる情報の提供を実施した。
　サーバー　スターティア株式会社
　［ホームページアドレス］
　　http://www.rheuma-net.or.jp/
　［電子メールアドレス］
　　inform@rheuma-net.or.jp
　平成24年度中訪問数：724,969件
　ページ閲覧数：2,652,790件

平成25年度
　医療情報委員会（委員長　高林　克日己　千葉大学医
学部企画情報部教授）において、インターネットホーム
ページによる情報の提供をしており、対象とする病気、
関節リウマチについては、新たに「妊娠と育児」

「T2T」等の項目を追加掲載した。適応薬が出た「線維
筋痛症」の内容を更新した。
　その他、「よくある質問と答え」の内容更新、各種講
演会等の開催案内、調査研究発表など助成報告書等新規
掲載した。それらの影響かアクセス数が大幅に伸びた。
　サーバー　スターティア株式会社（４月～９月まで）
　株式会社大塚商会（10月～）
　ホームページアドレス
　　http://www.rheuma-net.or.jp/
　電子メールアドレス
　　inform@rheuma-net.or.jp
　平成25年度中訪問数：805,791件（724,969）
　ページ閲覧数：2,909,140件（2,652,790）

平成26年度
　医療情報委員会（委員長　高林　克日己　千葉大学医
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学部企画情報部教授）において、インターネットホーム
ページによる情報の提供を実施した。
　サーバー　株式会社大塚商会
　ホームページアドレス
　　http://www.rheuma-net.or.jp/
　電子メールアドレス
　　inform@rheuma-net.or.jp
　平成26年度中訪問数：1,241,836件（805,791）
　ページ閲覧数：3,707,692件（2,909,140）

平成27年度
　医療情報委員会（委員長　高林克日己三和病院顧問）
において、インターネットホームページによる情報の提
供を実施した。長年の課題を改善し、ホームページのリ
ニューアルを行った。
　ホームページアドレス
　　http://www.rheuma-net.or.jp/
　電子メールアドレス
　　inform@rheuma-net.or.jp
　平成27年度中訪問数：997,730件（805,791）
　ページ閲覧数：2,525,000件（2,909,140）

　日本リウマチ財団ホームページをリニューアル。必要
な情報を探しやすく、見やすいサイト作りを心がけ、
ページ構成やデザインを一新。『日本リウマチ財団情
報』をTOPページにし、『患者さん・一般向け情報』、『医
療関係者向け情報』に入口を分けた。
医�療関係者向け情報：基本活動、事業実績等財団の取り

組みを紹介。
患�者さん・一般向け情報：医療関係者全般、リウマチ財

団登録医、リウマチケア看護師、リウマチ財団登録薬
剤師に分け、目次をつけて目的の情報にたどりつきや
すくするとともに、問い合わせの多くある情報は掲載
場所をわかりやすくし、助成等募集情報はコーナーを
設け応募しやすいよう工夫した。

日�本リウマチ財団情報：「リウマチを知ろう」「リウマチ
を学ぼう」「専門医療機関について」「災害時リウマチ
患者支援」の見出しをつけて、患者さんが求める情報
に、分かりやすくたどりつけるページ構成とした。

平成28年度
　医療情報委員会（委員長　高林克日己三和病院顧問）
において、インターネットによる情報の提供を実施し
た。「日本リウマチ財団情報」、「患者さん・一般向け情
報」、「医療関係者向け情報」の３つのカテゴリーにおい
て、患者さんや医療関係者等へ情報を発信した。
　平成28年度中訪問数：1,252,771件（前年度：997,730）
　ページ閲覧数：2,716,582件（前年度：2,525,000）

日�本リウマチ財団情報：平成28年度の事業実績、活動に
ついて掲載。

患�者さん・一般向け情報：「対象とする病気」の疾患名
やリンク及び「関節リウマチ」の概念・定義、疫学、
病因、病状、診断、検査、治療、T2Tの解説等、患者
さんの求めている、ニーズの高い情報の更新。

医�療関係者向け情報：リウマチ財団登録医、リウマチケ
ア看護師、リウマチ財団登録薬剤師の募集要項や平成
28年度開催の財団研修会等更新。

　�　また、単位認定教育研修会（医師、看護師、薬剤師）
のページ構成、レイアウトを見やすく改善。

　３つのコーナー共通で「災害時リウマチ患者支援事
業」に災害に対する普段からの備えや被災してしまった
とき気を付ける点等ポイントをまとめたパンフレット

「予期せぬ災害―その時に」を掲載。また、リンク集を
更新した。

平成29年度
　医療情報委員会（委員長�高林�克日己�三和病院顧問）
において、インターネットによりリウマチ財団、患者・
一般、医療関係者情報の提供を実施した。
平成29年度中訪問数：4,005,509件（前年度：2,716,582）
　　　ページ閲覧数：2,210,689件（前年度：1,252,771）
　また、財団創立30周年記念事業の一環として、ホーム
ページに寄せられた患者からの質問とそれに対する回答
の中から重要と思われるQAを委員会で新しくまとめ、
書籍「リウマチ患者さんのQ&A～お答えします患者さ
んからの100の質問～第2版」として社会保険研究所より
発行した。
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４．厚生労働省等への要望書提出

平成21年度
１�　「関節リウマチ治療薬アバタセプトの早期承認について」
　　・平成21年６月12日（日リ財発第52号）
　　・要望先：厚生労働大臣、厚生労働省医薬食品局長、

� 厚生労働省医薬食品局審査管理課長
� 日リ財発第52号
� 平成21年６月12日
厚生労働大臣　舛　添　要　一　殿
� 財団法人日本リウマチ財団
� 理事長　髙　久　史　麿

関節リウマチ治療薬アバタセプトの早期承認について（要望）

　日頃より当財団の活動にご指導・ご支援を賜り心より御礼を申し上げます。ご承知のとおり、当財団は
昭和62年の財団設立以来、リウマチ性疾患の征圧に向けた諸事業を推進し、リウマチ性疾患を取り巻く環
境の変化を見守って参りました。抗リウマチ薬、生物学的製剤の出現により、ここ十数年の間に格段の改
善を見ましたことは、医療従事者、リウマチ性疾患患者さんはもとより、患者家族の皆さんが大いに実感
しているところであります。
　昨年は、二つの生物学的製剤が関節リウマチ適応薬として承認され、アバタセプトも関節リウマチ治療
薬としての承認申請が為され、リウマチ医療の進歩、発展に拍車がかかっております。
　アバタセプトは、既存の生物学的製剤と全く異なる作用機序を持ち、既存薬によっては効果不十分な症
例にも効果が期待できる治療薬であり、これが関節リウマチ治療薬として承認されれば、リウマチ登録医
等、リウマチ治療の第一線で活躍する医療従事者、患者さんにとって治療法の選択肢がより広がり、患者
さんの状況を適切に判断し、適正な治療を選択することにより、病気の活動の制御、関節破壊の防止、生
命予後の改善、寛解はもとより治癒も期待され、一人でも多くの患者さんがより早く、QOLの改善を目
指せる状況になるものと考えます。
　以上、アバタセプトを関節リウマチ治療薬として、速やかにご承認下さるよう強く要望致します。

２　「リウマチ診療について」
　　・平成21年７月１日（日リ財発第61号）
　　・要望先：�厚生労働省医薬食品局長、保険局長、医薬食品局審査管理課長、保険局医療課長

� 日リ財発第61号
� 平成21年７月１日
厚生労働省
　医薬食品局長　殿
� 財団法人　日本リウマチ財団　　　
� 理事長　髙　久　史　麿

リウマチ診療について（要望）

　平素は、当財団の運営にあたり格別のご配慮を賜り深謝致します。
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　さて、当財団は3,800名近いリウマチ登録医を有し、日夜リウマチ診療のプライマリーケア・専門診療
に携わり、その功績は大きなものがあると自負しておりますが、下記のようなリウマチ診療上の諸問題を
解決し、リウマチ性疾患医療のさらなる向上を目指したく要望します。

記

１．メトトレキサート（以下、MTX）の増量について
　現在、小児は適宜増量で最大15㎎／週の投与が可能となりましたが、成人の最大投与量は８㎎／週と制
限されており、リウマチ診療において最大の妨げとなっております。現実には、すでに最大投与量を上回
る投与がなされており、その効果も知られておりますので、何卒早急に投与量の変更をお願い申し上げま
す。MTX８㎎／週で効果不十分、またはコントロール不良の症例は、生物学的製剤の投与に治療を変更、
または追加をしなければならず莫大な費用を要し、患者本人はもとより、国の医療経済にも大きな影響を
与えます。試算では、MTXの投与量を増量することにより、生物学的製剤の投与量は15％前後減らせる
ものと推定しております。また、MTXの投与が間質性肺炎等の副作用の危険因子となる事は周知の事実
ですが、近年、多くのリウマチ医が胸部CT、KL-６などの血液中のマーカーを用いて間質性肺炎を早期
にチェックすることができており、10年近く前の治療システムとは大きく異なっています。従って、
MTXの倍量投与により、間質性肺炎の問題は直接的な影響を受けないと考えます。

２．検査について
　リウマチ診療につきましては、MTXおよび生物学的製剤の保険承認により、飛躍的な進歩をとげまし
たので、以前のような四肢の変形・関節破壊を併発して来院する患者は激減しており、就労人口も増え、
家庭的にも社会的にも安定した生活を送れる患者が増加している事は、平素日常診療に従事している者は
常々実感しております。
　リウマチ診療の一番難しいポイントは、早期におけるRAの確定診断であります。その中で、やはり免
疫学的検査は重要な位置を占めます。現在、保険診療上は同一月においては２項目の検査のみ請求可能と
なっておりますが、２ヶ月にわたる検査をする事により、RAと診断可能になるケースもあり、その間、
症状が進行してしまうのではないかという患者の不安と、治療が遅れる事による寛解率の低下等の問題点
もありますので、免疫学的検査である自己抗体検査、RF因子検査・MMP―３検査・抗CCP抗体検査を
RAが強く疑われるケースにおいては、同一月に検査できるようお願い致します。
　また、現在抗CCP抗体検査はリウマチが疑われるときと、その後の再検査２回までが認められておりま
すが、予後を推定できるとの学説が学会では主流となっておりますので、併せて年１～２回の検査が追加
できるよう改定をお願い申し上げます。

３．生物学的製剤の化学療法加算について
　点滴静注にて投与する生物学的製剤の化学療法加算は、現在、癌の化学療法に準じて算定しております
が、抗癌剤投与に比し、生物学的製剤は投与回数が少なく、経営的にはメリットが少なく、この有効な治
療方法が普及しない一因にもなっておりますので、新しい独自の算定が可能となるよう配慮をお願い申し
上げます。
　また、常勤薬剤師設置等施設基準が厳しく、一部の診療所を除いては算定できませんので、病診連携の
観点からも専門医のみで算定可能となるよう施設基準の緩和をお願い申し上げます。

４．保険医療機関指導について
　リウマチ適応の生物学的製剤は薬価が高額であるため、専門診療所等においては、来院者の10％に使用
すれば、他の医療機関に比し、1.5倍位の平均点数になると試算しております。このため、個別指導の対
象となりやすく、現実に医療保険上の個別指導を受けた診療所もあり、萎縮診療につながってしまう恐れ
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がありますので、保険医療機関指導の対象選定については、透析施設等に準じた扱いをお願い申し上げま
す。

５．線維筋痛症治療におけるガバペン（抗てんかん薬）について
　リウマチ類似疾患である線維筋痛症については、保険適応の薬品が無く、治療に苦慮しており、対症療
法的対応としてガバペンを使用しておりますが、診療報酬点数を減点されるケースが多く発生しておりま
す。平成20年３月26日の（衆）厚生労働委員会において「線維筋痛症によって生ずる痛みの症状について
処方される鎮痛剤につきましては、診療報酬は支払われる」との政府答弁、保険適応治療薬がない状況を
鑑み、ガバペンによる対症療法的対応をお認めいただき診療報酬点数が減点されないようお願い申し上げ
ます。

　以上、多岐にわたりお願い申し上げましたが、関節リウマチの治療は日々進歩し、変化しておりますの
で、時代に即したより良いリウマチ診療を確保する為、宜しくお願い申し上げます。

３　「リウマチ医療の診療報酬等に関する要望について」
　　・平成22年１月18日（日リ財発第132号）
　　・要望先：厚生労働省医薬食品局長、保険局長、医薬食品局審査管理課長、保険局医療課長

日リ財発第131号
平成22年１月18日

厚生労働省
　医薬食品局長　殿

財団法人　日本リウマチ財団
理事長　高　久　史　麿

リウマチ医療の診療報酬等に関する要望について

　平素は当財団の運営に格別のご高配を賜り深謝致します。
　さて、当財団はご存じの通り、医学が高度に進歩した今日でも未だ原因も解明されず、闘病で苦しんで
いる多くの患者を救済すべく、必要なリウマチ学の探求と広く第一線で診療に従事すべきプライマリーケ
アー医であるリウマチ登録医の養成とレベルアップを２大テーマとし活動している財団法人であります。
　近年の関節リウマチの治療成績は、メトトレキサートを代表とする免疫抑制剤のリウマチの保険適応と
生物学的製剤の登場により改革的進歩を遂げ、多くの患者を苦しみから救い解放し、患者本人、その家族
や社会に対し、大きな福音をもたらしました。しかし、まだ多くの医療保険上の制約や問題があり、日常
診療において十分効果を上げられない事も事実であります。つきましては当財団において医療保険委員会
を設置して、検討を重ね次のとおり要望をまとめましたので、格別なるご高配をお願い申し上げます。

要望事項

１．生物学的製剤点滴加算について
　リウマチ治療において使用する生物学的製剤、インフリキシマブ、トシリズマブについては、他の生物
学的製剤と違って生物学的製剤注射加算が認められてないので、この両製剤について生物学的製剤注射加
算を認め、併せて精密持続点滴注射を認めて頂くように要望いたします。

２．化学療法加算について
　インフリキシマブ、トシリズマブは、点滴静注にて投与されますが、長時間の投与時間が必要で、かつ
専従の看護師とスペース、設備も要し、経費のかかる治療であります。また、常勤薬剤師の設置等と施設
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基準もハードルが高く、平成20年度の改正以降、新規の医療機関では認定されないケースが多いため、施
設基準の緩和と加算点数の増額を要望いたします。

３．検査について
　アメリカリウマチ学会、ヨーロッパリウマチ学会において関節リウマチの診断基準が改定され、初診時
にRF因子、抗CCP抗体検査を行い、その結果と臨床所見をもって、関節リウマチを診断するように改まり、
本邦においても今後はそれが一般化すると思われます。
　現在のようにRF因子検査、抗CCP抗体検査が同日・同月に検査できないような制約が存在することは、
関節リウマチの診断に遅れが生じ、また世界の趨勢からも取り残されますので、是非早急の改定をお願い
申し上げます。
　また、抗CCP抗体は、予後を予測できるとも言われておりますので、現在のように２回まで算定可能と
制約することなく、経時的に測定できるように改定していただきたく併せて要望いたします。

４．慢性疾患指導料について
　関節リウマチは免疫抑制剤のような経験と知識を必要とする薬物が治療の中心であり、日常生活におい
ても運動・生活習慣等、指導すべき項目の多い疾患でありますので、関節リウマチの治療においても慢性
疾患指導料が算定できるよう改定を要望いたします。

５．高額療養費制度について
　生物学的製剤は、高価ではありますが、臨床効果がすばらしく関節変形・疼痛・全身状態を改善させ、
患者やその家族・社会に大きな福音をもたらしております。高価ではありますが、高額療養制度の限度額
を超えませんので、その制度の恩恵を受ける事はありません。多くの患者が有効な治療を受けられないで
いる事は、社会においても不幸なことと思います。適応限度額の引き下げを要望致します。

６．線維筋痛症治療におけるガバペンの適応外使用について
　リウマチ性疾患の中に線維筋痛症という難病があり、本邦においても多数の患者が苦しんでおります。
　一番の問題点は有効な治療薬がない点でありますが、抗てんかん薬であるガバペンが有効であるとの報
告もあります。保険薬の適応外使用については、療養担当規則には文献や参考資料を添え、その旨申し出
れば検討するとの項目が記載されておりますが、殆ど認められないのが実状のようでありあります。患者
団体からも当財団に善処を求められており、線維筋痛症の治療にガバペンが使用できるよう要望いたしま
す。

７．DPCについて（包括医療制度）
　DPC実施病院においては、入院にて行う関節リウマチ患者への生物学的製剤の投与は赤字になり経済
上の問題から、実施困難との問題点が当財団に寄せられております。
　DPC実施病院（大学病院等）は、リウマチ診療においても中核的存在であり、有効な治療が経営上の
問題で実施困難となることは、大きな問題でありますので、この問題につきまして生物学的製剤の出来高
算定等のご配慮を要望いたします。

　以上、多岐にわたる要望をお願い申し上げますが、ご配慮の頂きますようお願い申し上げます。昨今の
経済状況、医療経済上の問題点等、重々承知の上、まげてお願い申し上げます。
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平成22年度
１　「リウマチ医療に関する要望について」
　　・平成22年８月３日（日リ財発第84号）
　　・要望先：�厚生労働省保険局長、厚生労働省保険局医療課長、厚生労働省医薬食品局長、厚生労働省医薬食品局審

査管理課長

日リ財発第84号
平成22年８月３日

厚生労働省　医薬食品局長　殿
財団法人　日本リウマチ財団

理事長　　髙　久　史　麿

リウマチ医療に関する要望について

　平素は当財団の運営に御指導、御鞭撻を賜り厚く御礼を申し上げます。またこの度は、早期承認をお願
いしておりましたアバタセプト製剤について、関節リウマチの適応薬として製造販売承認されました事に
感謝を申し上げます。アバタセプト製剤の全例調査等については、当財団の登録医もこれに協力して行き
たいと考えております。当財団の3,500名弱の登録医が全国各地において、関節リウマチのプライマリー
ケア医として活躍しているところでありますが、第一線で活躍するこれら登録医としては、次のような切
実な要望を持っており、日常診療に支障をきたさないよう、また、関節リウマチ患者の適正な医療が確保
できるよう、これら要望を叶えて戴きたく、宜しくお願い申し上げます。
　以下の問題はリウマチ医療にかかわる医療機関の共通の課題と考えております。

１．アバタセプト製剤の外来化学療法加算について
　先月、製造販売承認されたアバタセプト製剤につきましては、９月初旬にも薬価基準収載し、販売され
る見込みと承知しておりますが、本製剤につきましては、薬価基準収載、販売と同時に外来化学療法加算
を認められたいこと。

２．アバタセプト製剤の出来高算定について
　DPC対象医療機関におけるアバタセプト製剤につきましては、他の生物学的製剤同様包括とせず、出
来高算定とされたいこと。

３．関節リウマチ診断の検査について
　昨年、欧米では関節リウマチの診断基準が改定され、RF因子、抗CCP抗体検査が重要で不可欠と位置
付けられました。しかしながら、本邦ではこの検査に制限があり、このままでは、欧米の早期診断に後れ
を取るばかりか、関節リウマチ患者の治療戦略である早期診断、早期治療を阻害する事になりかねません。
　以上のことから、初診時又は疑い症例の際は、RF因子、抗CCP抗体、MMP-３の検査が同時に実施出
来ることとし、３項目を同一日に算定出来るようにされたいこと。

　以上のこと、実現方宜しくお願いいたします。
　なお、線維筋痛症に対するガバペンの適応、MTXの増量問題など、従前の要望をも併せて実現くださ
るようお願い申し上げます。

２　「アダリムマブ製剤の在宅自己注射指導管理料の算定について」
　　・平成22年11月16日（日リ財発第124号）
　　・要望先：厚生労働省保険局長、厚生労働省保険局医療課長、
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日リ財発第124号
平成22年11月16日

厚生労働省　保険局長　殿
財団法人　日本リウマチ財団

理事長　　髙　久　史　麿

アダリムマブ製剤の在宅自己注射指導管理料の算定について（要望）

　時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。日頃より当財団の運営に御指導を賜り厚く御礼申し上
げます。
　さて、この度、標題のアダリムマブ製剤が強直性脊椎炎の適応薬として承認されましたが、本剤につい
ては既に関節リウマチについて、在宅自己注射が認められているほか、次の状況を鑑み、強直性脊椎炎患
者のアダリムマブ製剤在宅自己注射を認め、医療機関において、在宅自己注射指導管理料が算定できるよ
うご配慮いただきたく要望いたします。

１�．強直性脊椎炎は、特に若年者に多く発症し、長期にわたる治療が必要であり、２週に１回の通院は通
勤、通学への影響が大きく患者にストレスが生じること。

２�．強直性脊椎炎は患者数が少ないこともあり、診療経験豊富な医師が少なく、遠距離通院を余儀なくさ
れることが多いこと。

３�．アダリムマブの治験時に、１及び２のことから在宅自己注射を希望する患者が多かったこと。また今
後も在宅自己注射を希望していること。

４�．治験時に在宅自己注射を原因とする有害事象が発生していないこと。
５�．主治医が在宅自己注射の必要性を判断し、安全上十分な患者教育を実施し、主治医の適切な指導管理

のもと、患者が在宅自己注射を安全に行なうことが可能であること。

平成23年度
１　「東北地方太平洋沖地震等の被災に伴う保険診療の取扱いについて」
　　・平成23年４月15日（日リ財発第16号）
　　・提出先：厚生労働省保険局医療課長、厚生労働省健康局疾病対策課長
　　　　　　　厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長
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日リ財発第16号
平成23年４月15日

厚生労働省　保険局医療課長　　　　殿
　　　　　　健康局疾病対策課長
　　　　　　精神・障害保健課長

公益財団法人　日本リウマチ財団
代表理事　　髙久史麿

医療保険委員会委員長　井上　博

東北地方太平洋沖地震等の被災に伴う保険診療の取扱いについて

　平素は当財団の運営に格別の指導ご鞭撻を賜り、感謝申し上げます。
　さて、今回の東北地方太平洋沖地震等に関し、当財団におきましては「災害時リウマチ患者支援事業」
を展開し、情報収集、提供に努めるほか、当財団の登録医が連日、第一線のプライマリーケア医として、
リウマチ医療は勿論、被災による重症、救急患者さんの診療に従事しておりますが、これら医療活動の中
で平時と異なる次の問題について、格別の配慮を賜りたく要望いたします。

１．投薬日数の制限緩和について
（１）14日に制限されているプレガバリン（線維筋痛症適応薬）等、発売一年以内の薬品
（２）30日に制限されている向精神薬等
�
　については、連日の余震によるストレス障害を受けている患者、強く不眠を訴えている患者、外出でき
ない重症患者が、長期投与を切実に望んでおります。これら患者の要望にこたえる為、患者の被災状況、
病状に応じ、担当医の判断で２～３カ月程度の長期日数の投与を認めて戴きたいこと。

２�．未だ完全に交通機関が復旧していない状況、重症で外出できない患者に配慮し、ファックス、電子メー
ル、電話、による他、家族の来院による投薬を保険診療として認められたいこと。

３．１．および２の措置については、次の地域においても適用されたいこと。
　青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県のほか、山形県、新潟県、長野県、群馬県、埼玉県、
東京都、神奈川県、静岡県、

２　「ゴリムマブ製剤注射の在宅自己注射指導管理料について」
　　・平成23年７月22日（日リ財発第66号）
　　・提出先：厚生労働省保険局医療課長、厚生労働省医薬食品局審査管理課長
　　　　　　　厚生労働省健康局疾病対策課長
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日リ財発第66号
平成23年７月22日

厚生労働省
保険局医療課長　鈴木　康裕　殿
厚生労働省
医薬食品局審査管理課長　成田　昌稔　殿
厚生労働省
健康局疾病対策課長　難波　吉雄　殿

公益財団法人　　日本リウマチ財団
代表理事　　　　髙　久　史　麿
医療保険委員会委員長　井上　博

ゴリムマブ製剤注射の在宅自己注射指導管理料について

　平素は当財団の運営に格別なるご指導、ご鞭撻を賜り厚く感謝申し上げます。
　さて、本月１日付け製造販売承認されました標題のゴリムマブ製剤につきましては、製造販売業者が実
施する製造販売後調査に当財団として協力するものでありますが、生物学的製剤であります本剤につい
て、在宅自己注射指導管理料が算定出来るよう、当財団のリウマチ登録医から要望が出ております。是非
ともこの要望を実現願いたく宜しくお願いいたします。

３　「アバタセプト製剤の外来化学療法加算について」
　　・平成24年３月

平成24年３月
各　　位

公益財団法人　日本リウマチ財団
理事長　　髙　久　史　麿

医療保険委員会　委員長
井　上　　　博

アバタセプト製剤の外来化学療法加算について

　平成24年度の診療報酬改定により、アバタセプトについて外来化学療法加算が認められました。
　従来、生物学的製剤ごとに認めていた加算が、別添通知中（４―　外来化学療法加算―（３））によれ
ば、包括して認めることとしており、今後同種の新しい生物学的製剤についても、包括的に認められるこ
とになると思われます。
アバタセプト製剤に関し、日本リウマチ財団では、医療保険委員会における検討結果として、次の通り要
望していたところ、これが実現した次第であります。

　平成21年６月には　リウマチ適応薬としての早期承認について
　　　　　　　　　　厚生労働省
　　　　　　　　　　保険局長　医療課長、医薬食品局長、審査管理課長
　平成22年８月には　アバタセプト製剤の外来化学療法加算　を認めること
　　　　　　　　　　厚生労働省
　　　　　　　　　　保険局長、医療課長、医薬食品局長、審査管理課長
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平成24年度
１　「生物学的製剤セルトリズマブペゴルの早期承認等について」
　　・平成24年10月17日（日リ財発第102号）
　　・提出先：厚生労働省保険局長、厚生労働省保険局医療課長
　　　　　　　厚生労働省医薬食品局長、厚生労働省医薬食品局審査管理課長

日リ財発第102号
平成24年10月17日

厚生労働省
保険局長　　　　木倉　敬之　殿
保険局医療課長　宇都宮　啓　殿
医薬食品局長　　榮畑　　潤　殿
医薬食品局審査管理課長　　赤川　治郎　殿

公益財団法人日本リウマチ財団
代表理事髙　久　史　麿

生物学的製剤セルトリズマブペゴルの早期承認等について

　日頃より当財団の活動にご指導、ご支援を賜り心より御礼を申し上げます。当財団は昭和62年の財団設
立後、平成23年４月より公益財団法人として、リウマチ性疾患の制圧に向け、さらなる事業展開に努めて
いるところであり、これまで以上の御支援をお願いいたします。
　近年、関節リウマチの治療薬、特に生物学的製剤の開発には著しい進歩がみられ、数々の新しい生物学
的製剤の登場は、早期発見、早期の適正医療により、寛解を目指せる状況となり、患者さんに福音をもた
らしております。
　この度、既に欧米では販売されている新しい生物学的製剤、セルトリズマブペゴルが関節リウマチ適応
薬として承認申請されておりますが、これが承認されれば、リウマチ登録医はじめ、リウマチ医療の第一
線で、リウマチ医療に関わる医師、医療従事者、患者等は、治療の選択肢がより広まり、リウマチ患者さ
んのQOLの改善に大いに資することになると考えます。

　つきましては、セルトリズマブペゴルを関節リウマチ適応薬として、速やかにご承認いただき、高額な
リウマチ患者さんの医療費負担、通院の肉体的、経済的負担軽減等を考慮し、在宅自己注射を認め在宅自
己注射管理指導料が算定出来るよう併せて要望いたします。
　以上、宜しくお願い申し上げます。

平成25年度
１　「アバタセプト製剤の在宅自己注射指導管理料の算定について（要望）」
　　・平成25年７月23日（日リ財発第57号）
　　・提出先：厚生労働大臣、厚生労働省保険局長、厚生労働省保険局医療課長
　　　　　　　厚生労働省医薬食品局長
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日リ財発第57号
平成25年７月23日

厚生労働大臣　　田村　憲久　殿
保険局長　　　　木倉　敬之　殿
保険局医療課長　宇都宮　啓　殿
医薬食品局長　　今別府敏雄　殿

公益財団法人日本リウマチ財団　　　
代表理事　　　　　髙　久　史　麿
医療保険委員会委員長　井上　　博

アバタセプト製剤の在宅自己注射指導管理料の算定について（要望）

　日頃より当財団の活動を御支援賜り、心より御礼を申し上げます。
　さて、関節リウマチ適応薬として承認されているアバタセプト製剤については、現在の点滴静脈内注射
製剤に加え、皮下注射製剤が開発され製造販売されることになりました。治療の選択肢が広がり、患者、
リウマチ財団登録医等リウマチ医療に携わる医師、その他医療従事者が共に喜んでいるところであり、長
期的な治療を余儀なくされ、頻回の通院治療が困難な患者さんにとっては大変な朗報であります。
　本剤を共同開発した製薬企業においては、自己注射による臨床試験を実施し、患者の安全性に細心の注
意を払っているとのことでございますが、アバタセプト製剤による治療に際して、患者本人が希望し、主
治医が在宅自己注射の必要性を判断して行う、患者に対する教育指導等については、在宅自己注射指導管
理料が算定出来るよう要望いたします。
　製造販売に合わせて算定出来るよう、重ねてお願いいたします。

２　「リウマチ医療の診療報酬制度について（要望）」
・平成25年９月24日（日リ財発第87号）
・提出先：厚生労働省保険局長、厚生労働省保険局医療課長

日リ財発第87号
平成25年９月24日

厚生労働省
保険局長　　　　　木倉　敬之　殿
保険局医療課長　　宇都宮　啓　殿

公益財団法人日本リウマチ財団　　　
代表理事　　　　　髙　久　史　麿
医療保険委員会委員長　井上　　博
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リウマチ医療の診療報酬制度について（要望）

　時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げ、日頃より、当財団の活動に御指導を賜っておりますことに
感謝を申し上げます。
　さて、貴職におかれましては、平成26年度の診療報酬改定に向けて鋭意検討を進めておられることと存
じますが、次のことについてご配慮賜りたく、よろしくお願いいたします。

１．関節リウマチ等生物学的製剤注射管理料について
　生物学的製剤が関節リウマチの治療薬として我が国のリウマチ医療に導入されてから10年が経過、現在
では７剤の生物学的製剤が使用されております。
　しかしながら、それら製剤について、診療報酬制度において、外来化学療法加算が認められる製剤、在
宅自己注射指導管理料が認められる製剤、そのいずれも認められない製剤が混在しておりますが、ほぼ同
等の薬効を有する薬剤について、異なる基準で医療費を算定することなく、同一基準で算定することが望
ましいと考えます。
　生物学的製剤は、使用薬剤の選択、使用のタイミング、併用薬の有無、副作用の発見等、安全かつ有効
に使用するため、リウマチ専門医として相応な技術が求められるものであることから、点的製剤、皮下注
射製剤、自己注射、入院外来を問わず、「関節リウマチ等生物学的製剤注射管理料」として技術料が算定
出来るよう要望いたします。

２．関節リウマチ患者の医療費自己負担の軽減について
　生物学的製剤の登場により、ここ十数年来、リウマチ性疾患の治療は格段の進歩を遂げ、早期に発見し、
適正医療を施すことにより、寛解を目指せるまでになりました。しかしながら、生物学的製剤や最近の経
口抗リウマチ剤が大変高価と言う現状があり、しかも治療では長期使用しなければなりません。
　患者の医療費は自己負担３割の場合、年間35万から55万円程度かかりますが、１カ月の自己負担限度額
を超えないため、高額療養費制度の対象とならず、患者は経済的理由から生物学的製剤等の適応があって
も治療を断念するケースが多々あります。
　現在見直しを進めている高額療養費制度において、リウマチ性疾患の医療を、血友病、人工腎臓を実施
している慢性腎不全等と同様の扱いとするか、又はこれに準ずる高額長期疾病とし、速やかに関節リウマ
チ患者の医療費自己負担を軽減するよう要望いたします。

３　「在宅自己注射指導管理料の見直しに対する要望書」
　　・平成26年２月20日（日リ財発第130号）
　　・提出先：厚生労働大臣

日リ財発第130号
平成26年２月20日

厚生労働大臣　田村　憲久　殿
公益財団法人日本リウマチ財団　　　

代表理事　　　　　髙　久　史　麿
医療保険委員会委員長　井上　　博

在宅自己注射指導管理料の見直しに対する要望書

　公益財団法人日本リウマチ財団では、重点課題１―３（医療の機能分化等／在宅医療の促進）―８で検
討された「在宅自己注射指導管理料の見直し」について下記の通り要望いたします。

記
１．在宅自己注射指導内容について
　在宅自己注射指導内容が不明確と記載されていますが、各医療機関は当該財団等の治療ガイドラインに
基づいて明確な指導を実施しています。
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２．頻度に応じた管理料点数について
　導入初期加算の500点は妥当であると考えられますが、回数による管理料の改定案は適切ではないと考
えられます。
　関節リウマチの在宅自己注射治療は、副反応の厳重な観察指導等、極めて厳重な在宅自己注射指導管理
が必要とされます。従いまして、１か月の治療回数にかかわりなく改定案にある在宅自己注射管理料の４

（月28回以上）810点を適用していただきたく存じます。なお、在宅バイオ治療に現在用いられている薬剤
（エンブレル、ヒュミラ、アクテムラ、オレンシア、シムジア）を適用されている患者様は全国で推定7,500
名でございます。

　何卒よろしくご配慮のほどお願い申し上げます。
以上

平成27年度
　平成26年度診療報酬改定を分析し、リウマチ性疾患診療に対する手厚い配慮を求めるべく平成28年度診療報酬改定に
向けた要望事項を整理し、厚生労働省に次の要望書を提出した。

日リ財発第130号
平成27年11月20日

厚生労働省保険局
　医療課長　宮嵜　雅則　殿

公益財団法人日本リウマチ財団　　　
代表理事　　　　　髙　久　史　麿
医療保険委員会委員長　井上　　博

　平素は当財団に格別のご配慮いただき厚く御礼申し上げます。
　当財団は、難病である関節リウマチの実診療にあたる日本リウマチ財団登録医（約3,100名）やケアを
担当する日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師（約1,550名）が所属しており、リウマチ患者への支
援活動を行っております。
　ご多忙中とは存じますが、来る平成28年４月に行われる診療報酬改定におきましては下記の２項目に対
し格別のご高配を賜りたく、お願い申し上げます。

記
１．在宅自己注射指導管理料について
　前回の改定により大幅な減額となり（100～290点）、改定後においては自己注射に移行する患者は激減
しており、国が進める在宅医療への転換とは逆の方向に進んでいます。約10年の年月を要し、定着した体
制が崩壊してしまうと元には戻せないので、将来を見据えた医療制度にするには指導管理料の復活を是非
お願い申し上げます。

２．外来化学療法加算について
　現在の施設基準を満たすためには専任の薬剤師の確保が必要でありますが、診療所においては要件を満
たすのはハードルが高く、12年前の経過措置の間に認定された診療所に限られており、新規の認定は困難
な状況であります。
　つきましては、看護師の職務の拡大が検討されている今、相当の経験を積んだ看護師を「みなし薬剤
師」とし認定していただき、診療所においても化学療法加算を算定できるよう是非ご検討をお願い申し上
げます。

以　上
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平成28年度
　平成30年度診療報酬改定に向けた議論を開始し、要望事項の取り纏めや整理を行った。

平成29年度
　平成30年度診療報酬改定に向けた以下の要望書を作成し、厚生労働省に提出した。

日リ財発第115号
平成29年８月

厚生労働省保険局
　医療課長　迫井　正深　殿

公益財団法人日本リウマチ財団　
代表理事　　髙　久　史　麿　　
公益社団法人日本リウマチ友の会
会　　長　　長谷川　三枝子　　

　平素は、当財団並びに友の会に格別のご配慮いただき厚く御礼申し上げます。
　当財団は、難病である関節リウマチの実診療にあたる日本リウマチ財団登録医（約3,030名）や日本リ
ウマチ財団登録リウマチケア看護師（約1,620名）、日本リウマチ財団リウマチ登録薬剤師（約460名）が
所属しており、リウマチ患者への支援活動を行っております。
　近年は、生物学的製剤の進歩や核酸代謝阻害薬の登場により症状の重症化防止や痛みのコントロールが
できるようになり、治療法は一定程度確立し関節リウマチはほぼコントロールできる疾患となりました。
　しかしながら、多くの薬剤がまだ高価であり全員に均等な治療を行うことが困難な場合もあります。こ
うした経済的理由で治療を受けられない人がいることは診療を担当するわれわれ医療従事者にとっては誠
に残念なことであります。
　つきましては、来る平成30年４月に実施される診療報酬点数改定におきましては、下記の２項目に対し
格別のご配慮を賜りたく、お願い申し上げます。

記

１．高額療養費制度の一部見直しについて
　70歳未満の患者の1ヶ月あたりの自己負担額について、特に経済的理由の観点から「区分：エ、オ」の
患者の自己負担限度額をさらに低くするような見直しをお願い申し上げます。

２．バイオシミラー製剤の早期製造承認および薬価収載について
　既に臨床試験を終了している薬剤については、早期に製造承認並びに薬価収載をご許可いただきたくお
願い申し上げます。

以　上
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５．その他

平成21年度
「線維筋痛症診療ガイドライン2009」を発行　（資料
４頁）
　厚生労働省研究班の監修により「線維筋痛症診療ガイ
ドライン2009」を5,000部発行した。

平成22年度
生物学的製剤と結核の発症に関する啓発記事の紙面掲載
　リウマチの生物学的製剤と結核の発症について専門家
による啓発対談を行い、紙面掲載をした。
タイトル：�進歩した関節リウマチ治療を、結核でストッ

プさせない。
　　　　　�―まずは事前の対策。次いで早期発見と専門

家の対応―
掲 載 紙：日本経済新聞　朝刊　全国版
掲載月日：平成22年12月27日（月）
対 談 者：森　　　亨
　　　　　財団法人結核予防会結核研究所　名誉所長
　　　　　�ストップ結核パートナーシップ　日本代表理

事
　　　　　宮坂　信之
　　　　　�東京医科歯科大学大学院膠原病・リウマチ内

科学　教授
　　　　　日本リウマチ学会理事長
司　　会：後藤　　眞
　　　　　�桐蔭横浜大学医用工学部生命・医工学科不老

科学・加齢制御学部門　教授
　　　　　日本リウマチ財団ニュース編集長

平成26年度
第29回日本医学会総会2015関西への参画
　一般市民を対象とした公開展示として、市民公開講座

「リウマチ・ロコモ予防フォーラム」を開催することを
決め、集客に向けてチラシを配布した他朝日新聞紙上へ
の掲載、リウマチ情報センターといった広報手段を充実
させた。
　制作数：2,000部
　配布先：�近畿地区所属のリウマチ財団登録医やリウマ

チケア看護師、リウマチ財団登録薬剤師、日
本リウマチ友の会、保健所等

平成27年度
第29回日本医学会総会2015関西　疾患啓発イベント
～分かちあう気持ち、支えあう笑顔～「リウマチ・ロコ
モ予防フォーラム」の開催
日　時：平成27年４月５日（日）13：00～15：00
会　場：�神戸国際会議場　３階国際会議室（兵庫県神戸

市中央区港島中町６―９―１）
主　催：日本リウマチ財団
共　催：�第29回日本医学会総会2015関西、エーザイ株式

会社、小野薬品工業株式会社、参天製薬株式会
社、田辺三菱製薬株式会社、中外製薬株式会社、
日本化薬株式会社、ブリストル・マイヤーズ株
式会社

後　援：�日本医師会、日本リウマチ学会、日本整形外科
学会、日本臨床リウマチ学会、日本看護協会、
日本薬剤師会、日本病院薬剤師会、日本リウマ
チ友の会

参加者：187人

式第
　

基調講演「労働寿命とロコモ予防」
　演者
　　坂口　　力　元厚生労働大臣
　　　　　　　　国際医療福祉大学特任教授
　座長
　　越智　隆弘　大阪警察病院院長
　　　　　　　　日本リウマチ財団常務理事

パネルディスカッション
「ロコモ予防で、活き活き自分らしく」
　コーディネーター：
　　岡部　まり（エッセイスト）
リウマチとの共生に向けて～患者の立場から～
　　茅原　聖治　南海福祉専門学校非常勤講師
リウマチ患者の長期的QOLの最大限までの改
善を目指して
　　松原　　司　松原メイフラワー病院院長
　　　　　　　　日本リウマチ財団理事
身体（からだ）とくらしを支える看護外来利用
のすすめ
　　洪　　愛子　日本看護協会常任理事
リウマチ患者が有効かつ安全に薬物治療を続け
られるために
　　神林　泰行　�筑波大学附属病院薬剤部副部

長
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３．教育研修制度
１．中央教育研修会

平成20年度
第34回リウマチ中央教育研修会
日　時：平成20年７月26日（土）～27日（日）
会　場：東京　品川インターシティホール（港区）
世話人：井上　和彦　�東京女子医科大学東医療センター　

院長
　　　　住田　孝之　�筑波大学医学部臨床免疫学　教授
後　援：日本リウマチ学会
単位数：14単位（登録医）
受講者：153人　（登録医97人、一般医56人）

平成21年度
第35回リウマチ中央教育研修会
日　時：平成21年７月25日（土）～26日（日）
会　場：�新大阪イベントホール「レ　ルミエール」（大

阪市）
世話人：豊島　良太　鳥取大学　医学部整形外科　教授
　　　　西本　憲弘　�和歌山県立医科大学　免疫制御学

講座　教授
後　援：日本リウマチ学会　日本整形外科学会
単位数：14単位（登録医）
受講者：84人（登録医49人、一般医35人）

２．リウマチ地区教育研修会

平成20年度
①宮城地区リウマチ教育研修会
日　時：平成20年９月14日（日）
会　場：仙台国際センター（仙台市）
世話人：張替　秀郎　�東北大学大学院医学系研究科血

液・免疫病学分野　教授
　　　　井樋　栄二　�東北大学大学院医学系研究科整形

外科学分野　教授
後　援：日本リウマチ学会／宮城県医師会
単位数：６単位（登録医）
受講者：62人（登録医45人、一般医17人）

②神奈川地区リウマチ教育研修会
日　時：平成20年９月７日（日）

会　場：横浜シンポジア　産業貿易センタービル（横浜）
世話人：齋藤　知行　�横浜市立大学医学部整形外科学教

室
後　援：日本リウマチ学会／神奈川県医師会
単位数：６単位（登録医）
受講者：100人（登録医92人、一般医８人）

③福井地区リウマチ教育研修会
日　時：平成20年11月２日（日）
会　場：福井商工会議所（福井市）
世話人：津谷　　寛　国立病院機構あわら病院院長
後　援：日本リウマチ学会／福井県医師会
単位数：６単位（登録医）
受講者：42人（登録医29人、一般医13人）

④京都地区リウマチ教育研修会
日　時：平成20年８月３日（日）
会　場：メルパルク京都（京都市）
世話人：久保　俊一　�京都府立医科大学大学院医学研究

科　運動器機能再生外科学（整形
外科学）　教授

後　援：日本リウマチ学会／京都府医師会
単位数：６単位（登録医）
受講者：113人（登録医87人、一般医26人）

⑤広島地区リウマチ教育研修会
日　時：平成20年８月24日（日）
会　場：ホテルグランヴィア広島（広島市）
世話人：山名　征三　�東広島記念病院リウマチ・膠原病

センター　院長
　　　　水関　隆也　�広島県立障害者リハビリテーショ

ンセンター医療　センター長
後　援：日本リウマチ学会／広島県医師会
単位数：６単位（登録医）
受講者：88人（登録医66人、一般医22人）

⑥沖縄地区リウマチ教育研修会
日　時：平成20年10月12日（日）
会　場：沖縄コンベンションセンター（沖縄県宜野湾市）
世話人：金谷　文則　琉球大学医学部整形外科　教授
後　援：日本リウマチ学会／沖縄県医師会
単位数：６単位（登録医）
受講者：49人（登録医11人、一般医38人）
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平成21年度
①福島地区リウマチ教育研修会
日　時：平成21年11月29日（日）
会　場：福島ビューホテル（福島市）
世話人：大平　弘正　�福島県立医科大学医学部消化器・

リウマチ膠原病内科学講座　教授
　　　　紺野　愼一　�福島県立医科大学医学部整形外科

学講座　教授
後　援：�日本リウマチ学会／日本整形外科学会／福島県

医師会
単位数：６単位（登録医）
受講者：39人（登録医35人、一般医４人）

②長野地区リウマチ教育研修会
日　時：平成21年９月27日（日）
会　場：JA長野県ビル　アクティーホール（長野市）
世話人：秋月　　章　長野松代総合病院　院長
後　援：�日本リウマチ学会／日本整形外科学会／長野県

医師会／長野市医師会
単位数：６単位（登録医）
受講者：54人（登録医42人、一般医12人）

③三重地区リウマチ教育研修会
日　時：平成21年11月22日（日）
会　場：四日市都ホテル（三重県四日市）
世話人：�松本美富士　藤田保健衛生大学七栗サナトリウ

ム内科　教授
後　援：�日本リウマチ学会／日本整形外科学会／三重県

医師会
単位数：６単位（登録医）
受講者：66人（登録医50人、一般医16人）

④奈良地区リウマチ教育研修会
日　時：平成21年８月30日（日）
会　場：なら100年会館（奈良市）
世話人：�宗圓　　聰　近畿大学医学部奈良病院整形外

科・リウマチ科　教授
後　援：�日本リウマチ学会／日本整形外科学会／奈良県

医師会
単位数：６単位
受講者：93人（登録医55人、一般医38人）

⑤高知地区リウマチ教育研修会
日　時：平成21年12月６日（日）
会　場：高知市文化プラザかるぽーと（高知市）

世話人：公文　義雄　�高知大学医学部附属病院　病院教
授

　　　　谷　　俊一　�高知大学医学部整形外科学講座　
教授

後　援：�日本リウマチ学会／日本整形外科学会／高知県
医師会／高知県整形外科医会

単位数：６単位（登録医）
受講者：51人（登録医32人、一般医19人）

⑥鹿児島地区リウマチ教育研修会
日　時：平成21年８月23日（日）
会　場：鹿児島県医師会館（鹿児島市）
世話人：小宮　節郎　�鹿児島大学運動機能修復学講座整

形外科学　教授
後　援：�日本リウマチ学会／日本整形外科学会／鹿児島

県医師会
単位数：６単位（登録医）
受講者：64人（登録医42人、一般医22人）

平成22年度
①岩手地区リウマチ教育研修会
日　時：平成22年10月31日（日）
会　場：ホテルメトロポリタン（岩手県盛岡市）
世話人：嶋村　　正　岩手医科大学整形外科　教授
後　援：�日本リウマチ学会、日本整形外科学会、日本臨

床リウマチ学会、日本医師会、岩手県医師会
単位数：６単位（登録医）
受講者：47人（登録医33人、一般医14人）

②埼玉地区リウマチ教育研修会
日　時：平成23年１月23日（日）
会　場：大宮ソニックシティ（さいたま市）
世話人：織田　弘美　埼玉医科大学整形外科　教授
後　援：�日本リウマチ学会、日本整形外科学会、日本臨

床リウマチ学会、日本医師会、長野県医師会、
長野市医師会

単位数：６単位（登録医）
受講者：99人（登録医73人、一般医26人）
③静岡地区リウマチ教育研修会
日　時：平成23年１月16日（日）
会　場：�アクトシティ浜松　コングレスセンター（静岡

県浜松市）
世話人：小川　法良　浜松医科大学第三内科　講師
　　　　宮本　繁仁　みやもと医院　院長
後　援：�日本リウマチ学会、日本整形外科学会、日本臨
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床リウマチ学会、日本医師会、静岡県医師会
単位数：６単位（登録医）
受講者：64人（登録医46人、一般医18人）

④滋賀地区リウマチ教育研修会
日　時：平成23年１月16日（日）
会　場：�ピアザ淡海　滋賀県立県民交流センター（大津

市）
世話人：松末　吉隆　滋賀医科大学整形外科　教授
後　援：�日本リウマチ学会、日本整形外科学会、日本臨

床リウマチ学会、日本医師会、滋賀県医師会
単位数：６単位（登録医）
受講者：21人（登録医19人、一般医２人）

⑤山口地区リウマチ教育研修会
日　時：平成23年３月13日（日）
会　場：山口グランドホテル（山口市）
世話人：田中　浩　�山口県立総合医療センター　整形外

科・リウマチ科診療　部長
後　援：�日本リウマチ学会、日本整形外科学会、日本臨

床リウマチ学会、日本医師会、山口県医師会
単位数：６単位（登録医）
受講者：56人（登録医38人、一般医18人）

⑥熊本地区リウマチ教育研修会
日　時：平成22年12月５日（日）
会　場：崇城大学市民ホール（熊本市）
世話人：束野　通志　熊本整形外科病院　副院長
後　援：�日本リウマチ学会、日本整形外科学会、日本臨

床リウマチ学会、日本医師会、熊本県医師会、
熊本市医師会、肥後医育振興会

単位数：６単位（登録医）
受講者：55人（登録医42人、一般医13人）

平成23年度
①秋田地区リウマチ教育研修会
日　時：平成23年11月６日（日）
会　場：秋田大学医学部附属病院（秋田市）
世話人：島田　洋一　�秋田大学大学院医学系研究科医学

専攻　機能展開医学系　整形外科
学講座　教授

後　援：�日本リウマチ学会、日本整形外科学会、日本臨
床リウマチ学会、日本医師会、秋田県医師会

単位数：６単位（登録医）
受講者：65人（登録医13人、一般医52人）

②東京地区リウマチ教育研修会
日　時：平成23年９月11日（日）
会　場：�東京コンファレンスセンター・品川　大ホール

（港区）
世話人：髙崎　芳成　�順天堂大学医学部膠原病内科　教

授
後　援：�日本リウマチ学会、日本整形外科学会、日本臨

床リウマチ学会、日本医師会、東京都医師会
単位数：６単位（登録医）
受講者：109人（登録医89人、一般医20人）

③石川地区リウマチ教育研修会
日　時：平成23年11月13日（日）
会　場：ホテル金沢（石川県金沢市）
世話人：梅原　久範　金沢医科大学血液免疫内科　教授
後　援：�日本リウマチ学会、日本整形外科学会、日本臨

床リウマチ学会、日本医師会、石川県医師会
単位数：６単位（登録医）
受講者：38人（登録医20人、一般医18人）

④兵庫・大阪地区リウマチ教育研修会
日　時：平成23年７月31日（日）
会　場：�新大阪イベントホール　レ　ルミエール（大阪

市）
世話人：佐野　　統　�兵庫医科大学内科学講座リウマ

チ・膠原病科　主任教授
後　援：�日本リウマチ学会、日本整形外科学会、日本臨

床リウマチ学会、日本医師会、大阪府医師会、
兵庫県医師会

単位数：６単位（登録医）
受講者：81人（登録医55人、一般医26人）

⑤愛媛地区リウマチ教育研修会
日　時：平成24年２月19日（日）
会　場：松山市総合コミュニティセンター（松山市）
世話人：長谷川　均　�愛媛大学大学院医学系研究科　生

体統御内科学（第一内科）　准教
授

　　　　渡部　昌平　�愛媛大学大学院医学系研究科　運
動器学（整形外科）　准教授

後　援：�日本リウマチ学会、日本整形外科学会、日本臨
床リウマチ学会、日本医師会、松山市医師会

単位数：６単位（登録医）
受講者：47人（登録医17人、一般医30人）

⑥福岡地区リウマチ教育研修会
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日　時：平成23年12月11日（日）
会　場：福岡国際会議場（福岡市）
世話人：福田　孝昭　�久留米大学医療センターリウマチ

膠原病センター　教授
後　援：�日本リウマチ学会、日本整形外科学会、日本臨

床リウマチ学会、日本医師会、福岡県医師会
単位数：６単位（登録医）、
受講者：84人（登録医55人、一般医29人）

平成24年度
①北海道地区リウマチ教育研修会
日　時：平成24年９月17日（月／祝）
会　場：札幌市教育文化会館（北海道札幌市）
世話人：小池　隆夫　NTT東日本札幌病院　院長
後　援：�日本リウマチ学会、日本整形外科学会、日本臨

床リウマチ学会、日本医師会、北海道医師会、
札幌市医師会

単位数：６単位（登録医）
受講者：33人（登録医18人、一般医15人）

②関東甲信越地区リウマチ教育研修会
日　時：平成24年10月14日（日）
会　場：ホテル東日本宇都宮（宇都宮市）
世話人：簑田　清次　�自治医科大学アレルギー・リウマ

チ科　教授
後　援：�日本リウマチ学会、日本整形外科学会、日本臨

床リウマチ学会、日本医師会、栃木県医師会
単位数：６単位（登録医）
受講者：51人（登録医36人、一般医15人）

③岐阜地区リウマチ教育研修会
日　時：平成24年10月21日（日）
会　場：岐阜都ホテル（岐阜市）
世話人：石塚　達夫　�岐阜大学大学院医学系研究科　総

合病態内科学分野・附属病院総合
内科　教授

後　援：�日本リウマチ学会、日本整形外科学会、日本臨
床リウマチ学会、日本医師会、岐阜県医師会

単位数：６単位（登録医）
受講者：48人（登録医24人、一般医24人）

④大阪地区リウマチ教育研修会
日　時：平成24年11月18日（日）
会　場：北浜フォーラム（大阪市）
世話人：村田　紀和　�医療法人行岡医学研究会行岡病院

リウマチ科　臨床リウマチ研究　
室長

後　援：�日本リウマチ学会、日本整形外科学会、日本臨
床リウマチ学会、日本医師会、大阪府医師会

単位数：６単位（登録医）
受講者：70人（登録医43人、一般医27人）

⑤鳥取地区リウマチ教育研修会
日　時：平成24年８月19日（日）
会　場：�米子コンベンションセンターBiG�SHiP（取県

米子市）
世話人：豊島　良太　鳥取大学医学部整形外科学教室
後　援：�日本リウマチ学会、日本整形外科学会、日本臨

床リウマチ学会、日本医師会、鳥取県医師会
単位数：６単位（登録医）
受講者：29人（登録医17人、一般医12人）

⑥宮崎地区リウマチ教育研修会
日　時：平成24年９月23日（日）
会　場：宮日会館　11階　宮日ホール（宮崎市）
世話人：帖佐　悦男　�宮崎大学感覚運動医学講座整形外

科学分野　教授
後　援：�日本リウマチ学会、日本整形外科学会、日本臨

床リウマチ学会、日本医師会、宮崎県医師会、
宮崎県整形外科医会、宮崎県臨床整形外科医会

単位数：６単位（登録医）
受講者：36人（登録医22人、一般医14人）

平成25年度
①北海道・東北地区リウマチ教育研修会
日　時：平成25年６月30日（日）
会　場：山形国際ホテル（山形市）
世話人：髙木　理彰　�山形大学医学部整形外科学講座　

教授
後　援：�日本リウマチ学会、日本整形外科学会、日本臨

床リウマチ学会、日本医師会、山形県医師会
単位数：６単位（登録医）
受講者：55人（登録医40人、一般医15人）

②関東・甲信越地区リウマチ教育研修会
日　時：平成25年11月23日（土・祝）
会　場：東京ステーションコンファレンス（千代田区）
世話人：住田　孝之　�筑波大学医学医療系内科（膠原

病・リウマチ・アレルギー）　教
授
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後　援：�日本リウマチ学会、日本整形外科学会、日本臨
床リウマチ学会、日本医師会

単位数：６単位（登録医）
受講者：70人（登録医54人、一般医16人）

③東海・北陸地区リウマチ教育研修会
日　時：平成25年12月８日（日）
会　場：富山国際会議場（富山市）
世話人：木村　友厚　富山大学医学部整形外科教授
後　援：�日本リウマチ学会、日本整形外科学会、日本臨

床リウマチ学会、日本医師会、富山県医師会
単位数：６単位（登録医）
受講者：40人（登録医14人、一般医26人）

④近畿リウマチ教育研修会
日　時：平成26年２月９日（日）
会　場：メルパルク大阪（大阪市）
世話人：西本　憲弘　�大阪リウマチ・膠原病クリニック　

院長
後　援：�日本リウマチ学会、日本整形外科学会、日本臨

床リウマチ学会、日本医師会、大阪府医師会
単位数：６単位（登録医）
受講者：61人（登録医38人、一般医23人）

⑤中国・四国地区リウマチ教育研修会
日　時：平成25年10月６日（日）
会　場：JRホテルクレメント高松（高松市）
世話人：土橋　浩章　�香川大学医学部内分泌代謝・血

液・免疫・呼吸器内科　講師
後　援：�日本リウマチ学会、日本整形外科学会、日本臨

床リウマチ学会、日本医師会
単位数：６単位（登録医）
受講者：47人（登録医25人、一般医22人）

⑥九州地区リウマチ教育研修会
日　時：平成25年10月13日（日）
会　場：佐賀市文化会館（佐賀県佐賀市）
世話人：河部庸次郎　�国立病院機構嬉野医療センター　

院長
後　援：�日本リウマチ学会、日本整形外科学会、日本臨

床リウマチ学会、日本医師会、佐賀県医師会
単位数：６単位（登録医）
受講者：49人（登録医37人、一般医12人）

平成26年度
①北海道・東北地区リウマチ教育研修会
日　時：平成26年９月21日（日）
会　場：�リンクステーションホール青森（青森県青森市

堤町１―４―１
世話人：三浦　孝雄　整友会弘前記念病院整形外科
　　　　村田　有志　青森県立中央病院　医療顧問
後　援：�日本リウマチ学会、日本整形外科学会、日本臨

床リウマチ学会、日本医師会、青森県医師会
単位数：６単位（リウマチ財団登録医）
受講者：31人（登録医19人、一般医12人）

②関東・甲信越地区リウマチ教育研修会
日　時：平成26年11月23日（日・祝）
会　場：新潟日報メディアシップ（新潟市）
世話人：村澤　　章　�新潟県立リウマチセンター　名誉

院長
後　援：�日本リウマチ学会、日本整形外科学会、日本臨

床リウマチ学会、日本医師会、新潟県医師会
単位数：６単位（リウマチ財団登録医）
受講者：36人（登録医23人、一般医13人）

③東海・北陸地区リウマチ教育研修会
日　時：平成26年12月７日（日）
会　場：ミッドランドホール（名古屋市）
世話人：吉田　俊治　�藤田保健衛生大学医学部リウマ

チ・感染症内科学　教授
後　援：�日本リウマチ学会、日本整形外科学会、日本臨

床リウマチ学会、日本医師会、愛知県医師会
単位数：６単位（リウマチ財団登録医）
受講者：�55人（登録医36人、一般医17人、臨床研修医２

人）

④近畿リウマチ教育研修会
日　時：平成26年11月９日（日）
会　場：KBSホール（京都市）
世話人：松田　秀一　�京都大学大学院医学研究科整形外

科学　教授
後　援：�日本リウマチ学会、日本整形外科学会、日本臨

床リウマチ学会、日本医師会、京都府医師会
単位数：６単位（リウマチ財団登録医）
受講者：�47人（登録医26人、一般医20人、臨床研修医１

人）

⑤中国・四国地区リウマチ教育研修会
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日　時：平成26年11月24日（月・祝）
会　場：徳島大学　大塚講堂（徳島市）
世話人：四宮　文男　�美摩病院（吉野川リウマチセン

ター）　所長
　　　　西岡　安彦　�徳島大学大学院呼吸器・膠原病内

科学分野　教授
後　援：�日本リウマチ学会、日本整形外科学会、日本臨

床リウマチ学会、日本医師会、徳島県医師会
単位数：６単位（リウマチ財団登録医）
受講者：31人（登録医19人、一般医９人、大学院生３人）

⑥九州・沖縄地区リウマチ教育研修会
日　時：平成26年８月３日（日）
会　場：大分県労働福祉会館ソレイユ（大分市）
世話人：津村　弘　大分大学医学部整形外科学　教授
後　援：�日本リウマチ学会、日本整形外科学会、日本臨

床リウマチ学会、日本医師会、大分県医師会、
大分県薬剤師会

単位数：６単位（リウマチ財団登録医）
受講者：�40人（登録医17人、一般医21人、臨床研修医１

人、大学院生１名）

平成27年度
①北海道・東北地区リウマチ教育研修会
日　時：平成27年10月12日（月・祝）
会　場：仙台市情報・産業プラザ（仙台市）
世話人：張替　秀郎　�東北大学大学院医学系研究科血

液・免疫病学分野　教授
後　援：�日本リウマチ学会、日本整形外科学会、日本臨

床リウマチ学会、日本医師会、宮城県医師会、
宮城県整形外科医会

単位数：�６単位（リウマチ財団登録医）、６単位（リウ
マチケア看護師）、６単位（リウマチ財団登録
薬剤師）

受講数：43人

②関東・甲信越地区リウマチ教育研修会
日　時：平成27年９月６日（日）
会　場：高崎ワシントンホテルプラザ（高崎市）
世話人：高岸　憲二　群馬大学整形外科学教室　教授
後　援：�日本リウマチ学会、日本整形外科学会、日本臨

床リウマチ学会、日本医師会、群馬県医師会
単位数：�６単位（リウマチ財団登録医）、６単位（リウ

マチケア看護師）、６単位（リウマチ財団登録
薬剤師）

受講数：42人

③東海・北陸地区リウマチ教育研修会
日　時：平成27年11月１日（日）
会　場：福井市地域交流プラザ（福井市）
世話人：津谷　　寛　国立病院機構あわら病院　院長
後　援：�日本リウマチ学会、日本整形外科学会、日本臨

床リウマチ学会、日本医師会、福井県医師会
単位数：�６単位（リウマチ財団登録医）、６単位（リウ

マチケア看護師）、６単位（リウマチ財団登録
薬剤師）

受講数：59人

④近畿リウマチ教育研修会
日　時：平成28年２月14日（日）
会　場：なら100年会館　中ホール（奈良市）
世話人：宗圓　　聰　�近畿大学医学部奈良病院整形外

科・リウマチ科　教授
後　援：�日本リウマチ学会、日本整形外科学会、日本臨

床リウマチ学会、日本医師会、奈良県医師会
単位数：�６単位（リウマチ財団登録医）、６単位（リウ

マチケア看護師）、６単位（リウマチ財団登録
薬剤師）

受講数：103人

⑤中国・四国地区リウマチ教育研修会
日　時：平成27年８月23日（日）
会　場：ホテルグランヴィア岡山（岡山市）
世話人：�西田圭一郎（岡山大学大学院医歯薬学総合研究

科人体構成学　准教授）
後　援：�日本リウマチ学会、日本整形外科学会、日本臨

床リウマチ学会、日本医師会、岡山県医師会
単位数：�６単位（リウマチ財団登録医）、６単位（リウ

マチケア看護師）、６単位（リウマチ財団登録
薬剤師）

受講数：92人

⑥九州・沖縄地区リウマチ教育研修会
日　時：平成28年２月７日（日）
会　場：アルカスSASEBO（長崎県佐世保市）
世話人：植木　幸孝　�佐世保中央病院リウマチ・膠原病

センター
後　援：�日本リウマチ学会、日本整形外科学会、日本臨

床リウマチ学会、日本医師会、長崎県医師会
単位数：�６単位（リウマチ財団登録医）、６単位（リウ

マチケア看護師）、６単位（リウマチ財団登録
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薬剤師）
受講数：77人

平成28年度
①北海道・東北地区リウマチ教育研修会
日　時：平成28年10月９日（日）
会　場：コラッセふくしま（福島市）
世話人：渡辺　浩志　�福島県立医科大学医学部リウマチ

膠原病内科学講座　教授
後　援：�日本リウマチ学会、日本整形外科学会、日本臨

床リウマチ学会、日本医師会、福島県医師会
単位数：�６単位（リウマチ財団登録医）、６単位（リウ

マチケア看護師）、６単位（リウマチ財団登録
薬剤師）

受講数：46人

②関東・甲信越地区リウマチ教育研修会
日　時：平成28年９月４日（日）
会　場：クロスウェーブ幕張（千葉市）
世話人：鈴木　昌彦　�千葉大学フロンティア医工学セン

ター　教授
後　援：�日本リウマチ学会、日本整形外科学会、日本臨

床リウマチ学会、日本医師会、千葉県医師会
単位数：�６単位（リウマチ財団登録医）、６単位（リウ

マチケア看護師）、６単位（リウマチ財団登録
薬剤師）

受講数：107人

③東海・北陸地区リウマチ教育研修会
日　時：平成28年10月２日（日）
会　場：JPタワー名古屋（名古屋市）
世話人：�佐藤　良子　四日市羽津医療センター　主任内

科部長
後　援：�日本リウマチ学会、日本整形外科学会、日本臨

床リウマチ学会、日本医師会、三重県医師会
単位数：�６単位（リウマチ財団登録医）、６単位（リウ

マチケア看護師）、６単位（リウマチ財団登録
薬剤師）

受講数：102人

④近畿リウマチ教育研修会
日　時：平成29年２月19日（日）
会　場：神戸国際会議場　３階国際会議室（神戸市）
世話人：酒井　良忠　�神戸大学大学院医学研究科リハビ

リテーション機能回復学特命　教

授
後　援：�日本リウマチ学会、日本整形外科学会、日本臨

床リウマチ学会、日本医師会、兵庫県医師会
単位数：�６単位（リウマチ財団登録医）、６単位（リウ

マチケア看護師）、６単位（リウマチ財団登録
薬剤師）

受講数：125人

⑤中国・四国地区リウマチ教育研修会
日　時：平成28年８月28日（日）
会　場：�くにびきメッセ（島根県立産業交流会館）（島

根県松江市）
世話人：村川　洋子　�島根大学医学部膠原病内科　准教

授
後　援：�日本リウマチ学会、日本整形外科学会、日本臨

床リウマチ学会、日本医師会、島根県医師会
単位数：�６単位（リウマチ財団登録医）、６単位（リウ

マチケア看護師）、６単位（リウマチ財団登録
薬剤師）

受講数：38人

⑥九州・沖縄地区リウマチ教育研修会
日　時：平成28年10月16日（日）
会　場：沖縄県医師会館（沖縄県南風原町）
世話人：潮平　芳樹　豊見城中央病院　顧問
後　援：�日本リウマチ学会、日本整形外科学会、日本臨

床リウマチ学会、日本医師会、沖縄県医師会
単位数：�６単位（リウマチ財団登録医）、６単位（リウ

マチケア看護師）、６単位（リウマチ財団登録
薬剤師）

受講数：46人

平成29年度
①北海道・東北地区リウマチ教育研修会
日　時：平成29年９月24日（日）
会　場：�マリオス（盛岡地域交流センター）（岩手県盛

岡市）
世話人：土井田　稔　岩手医科大学整形外科　教授
後　援：�日本リウマチ学会、日本整形外科学会、日本臨

床リウマチ学会、日本医師会、岩手県医師会
単位数：�６単位（リウマチ財団登録医）、６単位（リウ

マチケア看護師）、６単位（リウマチ財団登録
薬剤師）

受講数：43人
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②関東・甲信越地区リウマチ教育研修会
日　時：平成29年11月26日（日）
会　場：ホテル談露館（山梨県甲府市）
世話人：天野　力郎　�国民健康保険富士吉田市立病院　

診療部長
後　援：�日本リウマチ学会、日本整形外科学会、日本臨

床リウマチ学会、日本医師会、山梨県医師会
単位数：�６単位（リウマチ財団登録医）、６単位（リウ

マチケア看護師）、６単位（リウマチ財団登録
薬剤師）

受講数：55人

③東海・北陸地区リウマチ教育研修会
日　時：平成29年10月29日（日）
会　場：アクトシティ浜松コングレスセンター（浜松市）
世話人：小川　法良　浜松医科大学第三内科　講師
後　援：�日本リウマチ学会、日本整形外科学会、日本臨

床リウマチ学会、日本医師会、浜松市医師会
単位数：�６単位（リウマチ財団登録医）、６単位（リウ

マチケア看護師）、６単位（リウマチ財団登録
薬剤師）

受講数：70人

④近畿リウマチ教育研修会
日　時：平成29年10月15日（日）
会　場：和歌山県民文化会館（和歌山市）
世話人：藤井　隆夫　�和歌山県立医科大学附属病院リウ

マチ・膠原病科　教授
後　援：�日本リウマチ学会、日本整形外科学会、日本臨

床リウマチ学会、日本医師会、和歌山県医師会
単位数：�６単位（リウマチ財団登録医）、６単位（リウ

マチケア看護師）、６単位（リウマチ財団登録
薬剤師）

受講数：52人

⑤中国・四国地区リウマチ教育研修会
日　時：平成29年10月22日（日）
会　場：�TKPガーデンシティPREMIUM広島駅前（広

島市）
世話人：杉山　英二　�広島大学病院リウマチ・膠原病科　

教授
後　援：�日本リウマチ学会、日本整形外科学会、日本臨

床リウマチ学会、日本医師会、広島県医師会
単位数：�６単位（リウマチ財団登録医）、６単位（リウ

マチケア看護師）、６単位（リウマチ財団登録
薬剤師）

受講数：66人

⑥九州・沖縄地区リウマチ教育研修会
日　時：平成29年８月20日（日）
会　場：TKPガーデンシティ鹿児島中央（鹿児島市）
世話人：小宮　節郎　�鹿児島大学大学院運動機能修復学

講座整形外科学　教授
後　援：�日本リウマチ学会、日本整形外科学会、日本臨

床リウマチ学会、日本医師会、鹿児島県医師会
単位数：�６単位（リウマチ財団登録医）、６単位（リウ

マチケア看護師）、６単位（リウマチ財団登録
薬剤師）

受講数：108人

３．リウマチの治療とケア研修会

平成20年度
①北海道・東北地区リウマチのケア研修会
日　時：平成20年11月15日（土）
場　所：齋藤報恩会館（仙台市）
世話人：齋藤　輝信　�国立病院機構西多賀病院リウマチ

疾患研究　センター長
受講者：109人

②関東・甲信越地区リウマチのケア研修会
日　時：平成20年12月７日（日）
場　所：栃木県総合文化センター（宇都宮市）
世話人：�簑田　清次　教授（自治医科大学内科学講座ア

レルギー膠原病学部門）
受講者：116人

③東海・北陸地区リウマチのケア研修会
日　時：平成20年９月21日（日）
場　所：静岡労政会館（静岡市）
世話人：�坪井　声示　副院長（JA静岡厚生連　静岡厚

生病院）
受講者：210人

④近畿地区リウマチのケア研修会
日　時：平成20年10月11日（土）
場　所：和歌山ビック愛（和歌山市）
世話人：�上好　昭孝　学長（河﨑学園　大阪河﨑リハビ

リテーション大学）
受講者：70人
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⑤中国・四国地区リウマチのケア研修会
日　時：平成21年２月８日（日）
場　所：ホテルみやけ（山口市）
世話人：�田中　　浩　准教授（山口大学大学院医学系研

究科整形外科学）
受講生：48人

⑥九州地区リウマチのケア研修会
日　時：平成21年１月25日（日）
場　所：サンメッセ鳥栖（鳥栖市）
世話人：�青柳　孝彦　副院長（医療法人友和会　鶴田整

形外科）
受講生：166人

平成21年度
①北海道・東北地区リウマチの治療とケア研修会
日　時：平成21年７月11日（土）
会　場：大手門パルズ（山形市）
世話人：高木　理彰　�山形大学医学部附属病院リハビリ

テーション部　部長
受講者：133人

②関東・甲信越地区リウマチの治療とケア研修会
日　時：平成22年１月17日（日）
会　場：�幕張メッセ　国際会議場２階『国際会議室』

（千葉市）
世話人：高林克日己　千葉大学医学部企画情報部　教授
受講者：179人

③東海・北陸地区リウマチの治療とケア研修会
日　時：平成21年11月15日（日）
会　場：ホテルグランヴェール岐山（岐阜市）
世話人：武内　章二　�医療法人社団登豊会近石病院　院

長
受講者：367人

④近畿地区リウマチの治療とケア研修会
日　時：平成21年11月８日（日）
会　場：KBSホール（京都市）
世話人：三森　経世　�京都大学医学部付属病院免疫・膠

原病内科　教授
受講者：138人

⑤中国・四国地区リウマチの治療とケア研修会
日　時：平成22年２月14日（日）

会　場：かがわ国際会議場（高松市）
世話人：横山　良樹　�労働者健康福祉機構香川労災病院

整形外科　部長
受講生：140人

⑥九州地区リウマチの治療とケア研修会
（第28回福岡県リウマチのケア研究会との合同開催）
日　時：平成21年８月29日（土）
会　場：リーガロイヤルホテル小倉（北九州市）
世話人：田山　尚久　�新日鐵八幡記念病院リウマチ科　

部長
　　　　鳥巣　岳彦　�労働者健康福祉機構九州労災病院　

院長
受講者：251人

平成22年度
①北海道・東北地区リウマチの治療とケア研修会
日　時：平成22年10月３日（土）
会　場：アイーナいわて県民情報交流センター（盛岡市）
世話人：嶋村　　正　�岩手医科大学整形外科学講座　教

授
単　位：�２単位（登録医）、４単位（登録リウマチケア

看護師）、２単位（リウマチ学会専門医）、４単
位（日整会認定医）、４単位（日医生涯教育）、
1.75単位（病院薬剤師会障害研修認定単位）、
理学療法士及び作業療法士基礎プログラム単位

受講者：156人

②関東・甲信越地区リウマチの治療とケア研修会
日　時：平成22年11月14（日）
会　場：ベルサール飯田橋（千代田区）
世話人：川合　眞一　�東邦大学医療センター大森病院　

リウマチ膠原病　センター長
単　位：�２単位（登録医）、４単位（登録リウマチケア

看護師）、２単位（リウマチ学会専門医）、２単
位（日整会認定医）、4.5単位（日医生涯教育）、
理学療法士及び作業療法士基礎プログラム単位

受講者：180人

③東海・北陸地区リウマチの治療とケア研修会
日　時：平成22年９月12日（日）
会　場：ボルファートとやま（富山市）
世話人：木村　友厚　富山大学医学部整形外科　教授
単　位：�２単位（登録医）、４単位（登録リウマチケア

看護師）、２単位（リウマチ学会専門医）、２単
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位（日整会認定医）、４単位（日医生涯教育）
　　　　理学療法士及び作業療法士基礎プログラム単位
受講者：199人

④近畿地区リウマチの治療とケア研修会
日　時：平成23年２月12日（日）
会　場：オーバルホール　Oval�Hall（大阪市）
世話人：行岡　正雄　�医療法人行岡医学研究会　行岡病

院　院長
単　位：�３単位（登録医）、4.5単位（登録リウマチケア

看護師）、３単位（リウマチ学会専門医）、３単
位（日整会認定医）、１単位（日本手外科学
会）、４単位（日医生涯教育）、５単位（日本リ
ハビリ専門医、認定臨床医）

　　　　理学療法士及び作業療法士基礎プログラム単位
受講者：348人

⑤中国・四国地区リウマチの治療とケア研修会
日　時：平成22年７月17日（日）
会　場：広島国際会議場　大会議室（広島市）
世話人：山名　征三　�東広島記念病院リウマチ膠原病セ

ンター　理事長
単　位：�２単位（登録医）、４単位（登録リウマチケア

看護師）、２単位（リウマチ学会専門医）、２単
位（日整会認定医）、理学療法士及び作業療法
士基礎プログラム単位

受講生：190人

⑥九州地区リウマチの治療とケア研修会
日　時：平成22年11月21日（日）
会　場：鹿児島県医師会館（鹿児島市）
世話人：松田　剛正　鹿児島赤十字病院　院長
単　位：�２単位（登録医）、４単位（登録リウマチケア

看護師）、２単位（リウマチ学会専門医）
　　　　�理学療法士及び作業療法士基礎プログラム単位
受講者：147人

平成23年度
①北海道・東北地区リウマチの治療とケア研修会
日　時：平成23年９月18日（日）
会　場：コラッセふくしま（福島市）
世話人：宮田　昌之　福島赤十字病院　副院長
単　位：�３単位（登録医）、3.5単位（登録リウマチケア

看護師）、１単位（リウマチ学会専門医）、10ポ
イント（日本理学療法士協会履修ポイント）、

日本作業療法士協会生涯教育制度基礎ポイント
対象

受講者：93人

②関東・甲信越地区リウマチの治療とケア研修会
日　時：平成23年11月20日（日）
会　場：朱鷺メッセ　スノーホール（新潟市）
世話人：村澤　　章　�新潟県立リウマチセンター　院長
単　位：�３単位（登録医）、3.5単位（登録リウマチケア

看護師）、２単位（リウマチ学会専門医）、２単
位（日整会認定医）、10ポイント（日本理学療
法士協会履修ポイント）、日本作業療法士協会
生涯教育制度基礎ポイント対象

受講者：98人

③東海・北陸地区リウマチの治療とケア研修会
日　時：平成23年10月２日（日）
会　場：名古屋市中小企業振興会館（名古屋市）
世話人：石黒　直樹　�名古屋大学大学院医学系研究科整

形外科学　教授
単　位：�３単位（登録医）、3.5単位（登録リウマチケア

看護師）、３単位（リウマチ学会専門医）、１単
位（日整会認定医）、10ポイント（日本理学療
法士協会履修ポイント）、日本作業療法士協会
生涯教育制度基礎ポイント対象

受講者：194人

④近畿地区リウマチの治療とケア研修会
日　時：平成23年10月16日（日）
会　場：奈良県新公会堂（奈良市）
世話人：宗圓　　聰　�近畿大学医学部奈良病院整形外

科・リウマチ科　教授
単　位：�３単位（登録医）、3.5単位（登録リウマチケア

看護師）、２単位（リウマチ学会専門医）、２単
位（日整会認定医）、４単位（日医生涯教育）、
10ポイント（日本理学療法士協会履修ポイン
ト）、日本作業療法士協会生涯教育制度基礎ポ
イント対象

受講者：122人

⑤中国・四国地区リウマチの治療とケア研修会
日　時：平成23年８月28日（日）
会　場：米子コンベンションセンター（鳥取県米子市）
世話人：豊島　良太　鳥取大学医学部整形外科　教授
単　位：�４単位（登録医）、４単位（登録リウマチケア

看護師）、１単位（リウマチ学会専門医）、１単
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位（日整会認定医）、4.5単位（日医生涯教育）、
10ポイント（日本理学療法士協会履修ポイン
ト）、日本作業療法士協会生涯教育制度基礎ポ
イント対象

受講者：79人

⑥九州地区リウマチの治療とケア研修会
日　時：平成23年11月27日（日）
会　場：長崎ブリックホール　国際会議場（長崎市）
世話人：川上　純　�長崎大学大学院医歯薬学総合研究科　

展開医療科学講座（第一内科）
単　位：�３単位（登録医）、3.5単位（登録リウマチケア

看護師）、２単位（リウマチ学会専門医）、２単
位（日整会認定医）、４単位（日医生涯教育）、
５単位（日本リハビリテーション医学会生涯教
育）、1.75単位（日本病院薬剤師会生涯研修認
定単位）、10ポイント（日本理学療法士協会履
修ポイント）、日本作業療法士協会生涯教育制
度基礎ポイント対象

受講者：87人

平成24年度
①北海道・東北地区リウマチの治療とケア研修会
日　時：平成24年７月28日（土）
会　場：ホテルさっぽろ芸文館（北海道札幌市）
世話人：佐川　昭　佐川昭リウマチクリニック　院長
単　位：�４単位（登録医）、４単位（登録リウマチケア

看護師）、10ポイント（日本理学療法士協会履
修ポイント）、日本作業療法士協会生涯教育制
度基礎ポイント対象

受講者：123人

②関東・甲信越地区リウマチの治療とケア研修会
日　時：平成24年８月26日（日）
会　場：JA長野県ビル　アクティーホール（長野市）
世話人：金物　壽久　�長野赤十字病院　副院長兼リウマ

チ科　部長
単　位：�３単位（登録医）、3.5単位（登録リウマチケア

看護師）、２単位（リウマチ学会専門医）、２単
位（日整会認定医）、４単位（日医生涯教育）、
10ポイント（日本理学療法士協会履修ポイン
ト）、日本作業療法士協会生涯教育制度基礎ポ
イント対象

受講者：65人

③�東海・北陸地区リウマチの治療とケア研修会【台風17
号上陸の為、開催中止】

日　時：平成24年９月30日（日）
会　場：ホテルグリーンパーク津（三重県津市）
世話人：細井　　哲　�鈴鹿医療科学大学保健衛生学学　

部長／理学療法学科　教授
単　位：�３単位（登録医）、3.5単位（登録リウマチケア

看護師）、２単位（リウマチ学会専門医）、２単
位（日整会認定医）、10ポイント（日本理学療
法士協会履修ポイント）、日本作業療法士協会
生涯教育制度基礎ポイント対象受講者：120人

（※事前登録者数）
特別措置：�台風来襲の自然災害で、開催日当日に中止を

決定した特殊事情に鑑み、事前登録者に限
り、リウマチ財団登録医単位および登録リウ
マチケア看護師研修単位（経過措置期間中の
参加実績含）の取得を希望に応じて付与し、
不利益を被らないよう事情を勘案した。

④近畿地区リウマチの治療とケア研修会
日　時：平成24年10月７日（日）
会　場：メルパルク京都（京都市）
世話人：松末　吉隆　滋賀医科大学整形外科　教授
単　位：�３単位（登録医）、3.5単位（登録リウマチケア

看護師）、２単位（リウマチ学会専門医）、２単
位（日整会認定医）、3.5単位（日医生涯教育）、
10ポイント（日本理学療法士協会履修ポイン
ト）、日本作業療法士協会生涯教育制度基礎ポ
イント対象

受講者：172人

⑤中国・四国地区リウマチの治療とケア研修会
日　時：平成24年９月９日（日）
会　場：アークホテル岡山（岡山市）
世話人：西田圭一郎　�岡山大学大学院医歯薬学総合研究

科人体構成学分野　准教授
単　位：�３単位（登録医）、3.5単位（登録リウマチケア

看護師）、２単位（リウマチ学会専門医）、２単
位（日整会認定医）、10ポイント（日本理学療
法士協会履修ポイント）、日本作業療法士協会
生涯教育制度基礎ポイント対象

受講者：131人

⑥九州地区リウマチの治療とケア研修会
日　時：平成24年10月28日（日）
会　場：MRTmicc２階　ダイヤモンド（宮崎市）
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世話人：税所幸一郎　�国立病院機構都城病院整形外科　
副院長

単　位：�３単位（登録医）、3.5単位（登録リウマチケア
看護師）、２単位（リウマチ学会専門医）、２単
位（日整会認定医）、４単位（日医生涯教育）、
10ポイント（日本理学療法士協会履修ポイン
ト）、日本作業療法士協会生涯教育制度基礎ポ
イント対象

受講者：80人

平成25年度
①北海道・東北地区リウマチの治療とケア研修会
日　時：平成25年８月10日（土）
会　場：リンクステーションホール青森（青森市）
世話人：三浦　孝雄　弘前記念病院整形外科
単　位：�３単位（登録医）、４単位（リウマチケア看護

師）、１単位（リウマチ学会専門医）、１単位
（日整会認定医）、2.5単位（日医生涯教育）、10
ポイント（日本理学療法士協会履修ポイント）、
１ポイント（日本作業療法士協会生涯教育制度
基礎ポイント）

受講者：62人

②関東・甲信越地区リウマチの治療とケア研修会
日　時：平成25年７月21日（日）
会　場：日石横浜ホール（横浜市）
世話人：齋藤　知行　�横浜市立大学大学院医学研究科運

動器病態学　教授
単　位：�３単位（登録医）、４単位（リウマチケア看護

師）、２単位（リウマチ学会専門医）、２単位
（日整会認定医）、４単位（日医生涯教育）、10
ポイント（日本理学療法士協会履修ポイント）、
１ポイント（日本作業療法士協会生涯教育制度
基礎ポイント）

受講者：183人

③東海・北陸地区リウマチの治療とケア研修会
日　時：平成25年９月22日（日）
会　場：福井商工会議所（福井市）
世話人：林　正岳　福井総合病院　理事長
単　位：�３単位（登録医）、４単位（リウマチケア看護

師）、３単位（リウマチ学会専門医）、２単位
（日整会認定医）、10ポイント（日本理学療法士
協会履修ポイント）、１ポイント（日本作業療
法士協会生涯教育制度基礎ポイント）

受講者：83人

④近畿地区リウマチの治療とケア研修会
日　時：平成26年３月16日（日）
会　場：ノボテル甲子園（西宮市）
世話人：立石　博臣　神戸海星病院　理事長・院長
単　位：�３単位（登録医）、3.5単位（リウマチケア看護

師）、２単位（リウマチ学会専門医）、２単位
（日整会認定医）、４単位（日医生涯教育）、５
単位（日本リハビリテーション医学会単位）、
10ポイント（日本理学療法士協会履修ポイン
ト）、１ポイント（日本作業療法士協会生涯教
育制度基礎ポイント）

受講者：115人

⑤中国・四国地区リウマチの治療とケア研修会
日　時：平成25年11月10日（日）
会　場：徳島県JA会館すだちホール（徳島市）
世話人：四宮　文男　�美摩病院吉野川リウマチセンター　

院長
単　位：�３単位（登録医）、４単位（リウマチケア看護

師）、２単位（リウマチ学会専門医）、２単位
（日整会認定医）、５単位（徳島県医師会生涯教
育）、10ポイント（日本理学療法士協会履修ポ
イント）、１ポイント（日本作業療法士協会生
涯教育制度基礎ポイント）

受講者：68人

⑥九州地区リウマチの治療とケア研修会
日　時：平成26年１月26日（日）
会　場：ホテル熊本テルサ（熊本市）
世話人：忽那　龍雄　比企病院
単　位：�３単位（登録医）、4.5単位（リウマチケア看護

師）、３単位（リウマチ学会専門医）、２単位
（日整会認定医）、4.5単位（日医生涯教育）、５
単位（日本リハビリテーション医学会単位）、
10ポイント（日本理学療法士協会履修ポイン
ト）、１ポイント（日本作業療法士協会生涯教
育制度基礎ポイント）

受講者：138人

平成26年度
①北海道・東北地区リウマチの治療とケア研修会
日　時：平成26年９月７日（日）
会　場：仙台市情報・産業プラザ（仙台市）
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世話人：佐々木　毅　NTT東日本東北病院　名誉院長
単　位：�３単位（リウマチ財団登録医）、4.5単位（リウ

マチケア看護師）、4.5単位（リウマチ財団登録
薬剤師）、３単位（リウマチ学会専門医）、２単
位（日整会認定医）、4.5単位（日医生涯教育）、
10単位（日本リハビリテーション医学会単位）、
10ポイント（日本理学療法士協会履修ポイン
ト）、１ポイント（日本作業療法士協会生涯教
育制度基礎ポイント）

受講者：117人

②関東・甲信越地区リウマチの治療とケア研修会
日　時：平成26年11月22日（土）
会　場：ステーションコンファレンス東京（千代田区）
世話人：住田　孝之　�筑波大学医学医療系内科（膠原

病・リウマチ・アレルギー）　教
授

単　位：�３単位（リウマチ財団登録医）、４単位（リウ
マチケア看護師）、４単位（リウマチ財団登録
薬剤師）、２単位（リウマチ学会専門医）、２単
位（日整会認定医）、４単位（日医生涯教育）、
10ポイント（日本理学療法士協会履修ポイン
ト）、１ポイント（日本作業療法士協会生涯教
育制度基礎ポイント）

受講者：151人

③東海・北陸地区リウマチの治療とケア研修会
日　時：平成26年10月19日（日）
会　場：本多の森会議室（金沢市）
世話人：村山　隆司　�公益社団法人石川勤労者医療協会

城北病院リウマチ科
単　位：�３単位（リウマチ財団登録医）、3.5単位（リウ

マチケア看護師）、3.5単位（リウマチ財団登録
薬剤師）、２単位（リウマチ学会専門医）、１単
位（日整会認定医）、10ポイント（日本理学療
法士協会履修ポイント）、１ポイント（日本作
業療法士協会生涯教育制度基礎ポイント）

受講者：100人

④近畿地区リウマチの治療とケア研修会
日　時：平成26年10月５日（日）
会　場：�ナレッジキャピタルコングレコンベンションセ

ンター（大阪市）
世話人：村田　紀和　�大阪行岡医療大学医療学部理学療

法学科　教授
単　位：�３単位（リウマチ財団登録医）、3.5単位（リウ

マチケア看護師）、3.5単位（リウマチ財団登録
薬剤師）、３単位（リウマチ学会専門医）、３単
位（日医生涯教育）、10ポイント（日本理学療
法士協会履修ポイント）、１ポイント（日本作
業療法士協会生涯教育制度基礎ポイント）

受講者：148人

⑤中国・四国地区リウマチの治療とケア研修会
日　時：平成26年７月27日（日）
会　場：パルメイト出雲（島根県出雲市）
世話人：村川　洋子　�島根大学医学部内科学講座内科学

第三　診療教授
単　位：�３単位（リウマチ財団登録医）、3.5単位（リウ

マチケア看護師）、3.5単位（リウマチ財団登録
薬剤師）、２単位（リウマチ学会専門医）、２単
位（日整会認定医）、４単位（日医生涯教育）、
10ポイント（日本理学療法士協会履修ポイン
ト）、１ポイント（日本作業療法士協会生涯教
育制度基礎ポイント）

受講者：64人

⑥九州・沖縄地区リウマチの治療とケア研修会
日　時：平成26年11月３日（月・祝）
会　場：ホルトホール大分（大分市）
世話人：津村　　弘　�大分大学医学部整形外科学講座　

教授
単　位：�３単位（リウマチ財団登録医）、4.5単位（リウ

マチケア看護師）、4.5単位（リウマチ財団登録
薬剤師）、３単位（リウマチ学会専門医）、２単
位（日整会認定医）、５単位（日本リハビリ
テーション医学会単位）、4.5単位（日医生涯教
育）、10ポイント（日本理学療法士協会履修ポ
イント）、１ポイント（日本作業療法士協会生
涯教育制度基礎ポイント）

受講者：75人

平成27年度
①北海道・東北地区リウマチの治療とケア研修会
日　時：平成27年10月10日（日）
会　場：フォーラム・アキタ（秋田市）
世話人：宮本　誠也　�中通総合病院整形外科　科長／リ

ハビリテーション　部長
単　位：�３単位（リウマチ財団登録医）、３単位（リウ

マチケア看護師）、３単位（リウマチ財団登録
薬剤師）、１単位（リウマチ学会専門医）、3.5



5．主要事業実施状況

79

単位（日医生涯教育）、10ポイント（日本理学
療法士協会履修ポイント）、１ポイント（日本
作業療法士協会生涯教育制度基礎ポイント）

受講者：57人

②関東・甲信越地区リウマチの治療とケア研修会
日　時：平成27年11月15日（日）
会　場：ステーションコンファレンス東京（千代田区）
世話人：髙岸　憲二　�群馬大学大学院医学系研究科整形

外科学　教授
単　位：�３単位（リウマチ財団登録医）、3.5単位（リウ

マチケア看護師）、3.5単位（リウマチ財団登録
薬剤師）、２単位（リウマチ学会専門医）、２単
位（日整会認定医）、10単位（リハ医学会生涯
教育）、3.5単位（日医生涯教育）、10ポイント

（日本理学療法士協会履修ポイント）、１ポイン
ト（日本作業療法士協会生涯教育制度基礎ポイ
ント）

受講者：161人

③東海・北陸地区リウマチの治療とケア研修会
日　時：平成27年10月18日（日）
会　場：�アクトシティ浜松　コングレスセンター（浜松

市）
世話人：小川　法良　浜松医科大学第三内科　講師
単　位：�３単位（リウマチ財団登録医）、４単位（リウ

マチケア看護師）、４単位（リウマチ財団登録
薬剤師）、３単位（リウマチ学会専門医）、３単
位（日整会認定医）、４単位（日医生涯教育）、
10ポイント（日本理学療法士協会履修ポイン
ト）、１ポイント（日本作業療法士協会生涯教
育制度基礎ポイント）

受講者：90人

④近畿地区リウマチの治療とケア研修会
日　時：平成27年10月25日（日）
会　場：�奈良春日野国際フォーラム甍～Ｉ・RA・KA

～（奈良市）
世話人：田中　康仁　�奈良県立医科大学附属病院　リウ

マチセンター　センター長／整形
外科　教授

単　位：�３単位（リウマチ財団登録医）、４単位（リウ
マチケア看護師）、４単位（リウマチ財団登録
薬剤師）、１単位（リウマチ学会専門医）、１単
位（日整会認定医）、４単位（日医生涯教育）、
10ポイント（日本理学療法士協会履修ポイン

ト）、１ポイント（日本作業療法士協会生涯教
育制度基礎ポイント）

受講者：102人

⑤中国・四国地区リウマチの治療とケア研修会
日　時：平成27年９月27日（日）
会　場：広島市文化交流会館（広島市）
世話人：杉山　英二　�広島大学病院リウマチ・膠原病科　

教授
単　位：�３単位（リウマチ財団登録医）、４単位（リウ

マチケア看護師）、４単位（リウマチ財団登録
薬剤師）、２単位（リウマチ学会専門医）、２単
位（日整会認定医）、４単位（日医生涯教育）、
10ポイント（日本理学療法士協会履修ポイン
ト）、１ポイント（日本作業療法士協会生涯教
育制度基礎ポイント）

受講者：73人

⑥九州・沖縄地区リウマチの治療とケア研修会
日　時：平成27年９月13日（日）
会　場：佐賀市文化会館（佐賀市）
世話人：浅見　豊子　�佐賀大学医学部附属病院リハビリ

テーション科　診療教授
単　位：�３単位（リウマチ財団登録医）、4.5単位（リウ

マチケア看護師）、4.5単位（リウマチ財団登録
薬剤師）、３単位（リウマチ学会専門医）、３単
位（日整会認定医）、10単位（リハ医学会生涯
教育）、4.5単位（日医生涯教育）、10ポイント

（日本理学療法士協会履修ポイント）、１ポイン
ト（日本作業療法士協会生涯教育制度基礎ポイ
ント）

受講者：104人

平成28年度
①北海道・東北地区リウマチの治療とケア研修会
日　時：平成28年９月11日（日）
会　場：山形大学医学部（山形市）
世話人：今田　恒夫　�山形大学医学部内科学第一（循

環・呼吸・腎臓内科学）講座　准
教授

単　位：�２単位（リウマチ財団登録医）、3.5単位（リウ
マチケア看護師）、3.5単位（リウマチ財団登録
薬剤師）、１単位（リウマチ学会専門医）、１単
位（日整会認定医）、3.5単位（日医生涯教育）、
10ポイント（日本理学療法士協会生涯学習ポイ
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ント）、１ポイント（日本作業療法士協会基礎
ポイント）

受講者：44人

②関東・甲信越地区リウマチの治療とケア研修会
日　時：平成28年11月20日（日）
会　場：栃木県総合文化センター（宇都宮市）
世話人：簑田　清次　�自治医科大学内科学講座アレル

ギー膠原病学部門　教授
単　位：�２単位（リウマチ財団登録医）、3.5単位（リウ

マチケア看護師）、3.5単位（リウマチ財団登録
薬剤師）、２単位（リウマチ学会専門医）、２単
位（日医生涯教育）、10ポイント（日本理学療
法士協会生涯学習ポイント）、１ポイント（日
本作業療法士協会基礎ポイント）

受講者：44人

③東海・北陸地区リウマチの治療とケア研修会
日　時：平成28年10月23日（日）
会　場：じゅうろくプラザ（岐阜市）
世話人：武内　章二　近石病院　院長
単　位：�２単位（リウマチ財団登録医）、3.5単位（リウ

マチケア看護師）、3.5単位（リウマチ財団登録
薬剤師）、２単位（リウマチ学会専門医）、２単
位（日整会認定医）、3.5単位（日医生涯教育）、
10ポイント（日本理学療法士協会生涯学習ポイ
ント）、１ポイント（日本作業療法士協会基礎
ポイント）

受講者：102人

④近畿地区リウマチの治療とケア研修会
日　時：平成28年11月23日（水／祝）
会　場：神戸国際会館　セミナーハウス（神戸市）
世話人：塩澤　和子　�兵庫県立加古川医療センターリウ

マチ科　部長
　　　　中川　夏子　�兵庫県立加古川医療センターリウ

マチ科・整形外科　部長
単　位：�２単位（リウマチ財団登録医）、4.5単位（リウ

マチケア看護師）、4.5単位（リウマチ財団登録
薬剤師）、３単位（リウマチ学会専門医）、３単
位（日整会認定医）、4.5単位（日医生涯教育）、
10ポイント（日本理学療法士協会生涯学習ポイ
ント）、１ポイント（日本作業療法士協会基礎
ポイント）

受講者：171人

⑤中国・四国地区リウマチの治療とケア研修会
日　時：平成28年７月３日（日）
会　場：愛媛県医師会館（愛媛県松山市）
世話人：今井　淳子　�一番町リウマチクリニック　理事

長／院長
　　　　渡部　昌平　JCHO宇和島病院　院長
単　位：�２単位（リウマチ財団登録医）、3.5位（リウマ

チケア看護師）、3.5単位（リウマチ財団登録薬
剤師）、１単位（リウマチ学会専門医）、１単位

（日整会認定医）、3.5単位（日医生涯教育）、10
ポイント（日本理学療法士協会生涯学習ポイン
ト）、１ポイント（日本作業療法士協会基礎ポ
イント）

受講者：123人

⑥九州・沖縄地区リウマチの治療とケア研修会
日　時：平成28年９月25日（日）
会　場：アクロス福岡（福岡市）
世話人：近藤　正一　�近藤リウマチ・整形外科クリニッ

ク　院長
単　位：�２単位（リウマチ財団登録医）、3.5単位（リウ

マチケア看護師）、3.5単位（リウマチ財団登録
薬剤師）、２単位（リウマチ学会専門医）、２単
位（日整会認定医）、3.5単位（日医生涯教育）、
10ポイント（日本理学療法士協会生涯学習ポイ
ント）、１ポイント（日本作業療法士協会基礎
ポイント）

受講者：107人

平成29年度
①北海道・東北地区リウマチの治療とケア研修会
日　時：平成29年９月３日（日）
会　場：札幌国際ビル　国際ホール（札幌市）
世話人：片山　耕　�片山整形外科リウマチ科クリニック　

院長
単　位：�２単位（リウマチ財団登録医）、4.5単位（リウ

マチケア看護師）、4.5単位（リウマチ財団登録
薬剤師）、３単位（リウマチ学会教育研修単
位）、４単位（日整会研修単位）、4.5単位（日
医生涯教育）、10ポイント（理学療法士協会生
涯学習ポイント）、１ポイント（作業療法士協
会基礎ポイント）

受講者：78人

②関東・甲信越地区リウマチの治療とケア研修会
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日　時：平成29年９月17日（日）
会　場：ラフレさいたま　櫻ホール（さいたま市）
世話人：天野　宏一　�埼玉医科大学総合医療センターリ

ウマチ・膠原病内科　教授
単　位：�２単位（リウマチ財団登録医）、3.5単位（リウ

マチケア看護師）、3.5単位（リウマチ財団登録
薬剤師）、１単位（リウマチ学会教育研修単
位）、１単位（日整会研修単位）、２単位（日医
生涯教育）、10ポイント（理学療法士協会生涯
学習ポイント）、１ポイント（作業療法士協会
基礎ポイント）

受講者：89人

③東海・北陸地区リウマチの治療とケア研修会
日　時：平成29年11月23日（木／祝）
会　場：パレブラン高志会館（富山市）
世話人：多喜　博文　�富山大学附属病院免疫膠原病内科　

診療教授
単　位：�２単位（リウマチ財団登録医）、４単位（リウ

マチケア看護師）、４単位（リウマチ財団登録
薬剤師）、２単位（リウマチ学会教育研修単
位）、２単位（日整会研修単位）、３単位（日医
生涯教育）、10ポイント（理学療法士協会生涯
学習ポイント）、１ポイント（作業療法士協会
基礎ポイント）

受講者：44人

④近畿地区リウマチの治療とケア研修会
日　時：平成29年11月12日（日）
会　場：�京都リサーチパーク　サイエンスホール（京都

市）
世話人：大村　浩一郎　�京都大学大学院医学研究科内科

学講座臨床免疫学　准教授
単　位：�２単位（リウマチ財団登録医）、４単位（リウ

マチケア看護師）、４単位（リウマチ財団登録
薬剤師）、２単位（リウマチ学会教育研修単
位）、２単位（日整会研修単位）、3.5単位（日
医生涯教育）、10ポイント（理学療法士協会生
涯学習ポイント）、１ポイント（作業療法士協
会基礎ポイント）

受講者：98人

⑤中国・四国地区リウマチの治療とケア研修会
日　時：平成29年10月１日（日）
会　場：高知市文化プラザかるぽーと（高知市）
世話人：公文　義雄　�近森病院リウマチ・膠原病セン

ター　部長
単　位：�２単位（リウマチ財団登録医）、4.5位（リウマ

チケア看護師）、4.5単位（リウマチ財団登録薬
剤師）、２単位（リウマチ学会教育研修単位）、
２単位（日整会研修単位）、２単位（日医生涯
教育）、10ポイント（理学療法士協会生涯学習
ポイント）、１ポイント（作業療法士協会基礎
ポイント）

受講者：75人

⑥九州・沖縄地区リウマチの治療とケア研修会
日　時：平成29年10月８日（日）
会　場：長崎ブリックホール　国際会議場（長崎市）
世話人：折口　智樹　�長崎大学大学院医歯薬学総合研究

科　リハビリテーション科学講座　
教授

単　位：�２単位（リウマチ財団登録医）、3.5単位（リウ
マチケア看護師）、3.5単位（リウマチ財団登録
薬剤師）、２単位（リウマチ学会教育研修単
位）、２単位（日整会研修単位）、3.5単位（日
医生涯教育）、10ポイント（理学療法士協会生
涯学習ポイント）、１ポイント（作業療法士協
会基礎ポイント）

受講者：90人

４．RAトータルマネジメントフォーラム

平成20年度
第10回RAトータルマネジメントフォーラム
日　時：平成21年１月31日（土）
場　所：�六本木アカデミーヒルズ
　　　　�東京都港区六本木６―10―１　六本木ヒルズ森

タワー49階
参加者：180人

平成21年度
第11回RAトータルマネジメントフォーラム
日　時：平成22年２月６日（土）
場　所：ザ　グランドホール品川
　　　　�東京都港区港南２―16―４　品川グランドセン

トラルタワー３階
参加者：300人
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平成22年度
第12回RAトータルマネジメントフォーラム
日　時：平成23年２月５日（土）
場　所：ザ　グランドホール品川
　　　　�東京都港区港南２―16―４　品川グランドセン

トラルタワー３階
単　位：�１単位（登録医）、４単位（登録リウマチケア

看護師）
参加者：300人

平成23年度
第13回RAトータルマネジメントフォーラム
日　時：平成24年２月４日（土）
場　所：ザ　グランドホール品川（港区）
単　位：�２単位（登録医）、4.5単位（登録リウマチケア

看護師）
参加者：�433人（医師60名、看護師254名、薬剤師７名、

理学療法士26名、作業療法士27名、その他59名）

平成24年度
第14回RAトータルマネジメントフォーラム
日　時：平成25年２月２日（土）
場　所：品川インターシティホール（港区）
単　位：�２単位（登録医）、4.5単位（登録リウマチケア

看護師）
受講者：�525人（医師90名、看護師359名、薬剤師10名、

理学療法士17名、作業療法士28名、その他21名）

平成25年度
第15回RAトータルマネジメントフォーラム
日　時：平成26年２月１日（土）
場　所：品川インターシティホール（港区）
単　位：�２単位（登録医）、５単位（リウマチケア看護

師）
受講者：�644人（医師115名、看護師443名、薬剤師17名、

保健師１名、理学療法士23名、作業療法士23名、
その他22名）

平成26年度
第16回RAトータルマネジメントフォーラム
日　時：平成27年２月７日（土）

場　所：品川インターシティホール（港区）
単　位：リウマチ財団登録医単位　　　２単位
　　　　リウマチケア看護師単位　　　５単位
　　　　�リウマチ財団登録薬剤師単位　５単位（研修会

参加実績１回）
受講者：�603人（医師93名、看護師384名、薬剤師77名、

理学療法士17名、作業療法士19名、その他13名）

平成27年度
第17回RAトータルマネジメントフォーラム
日　時：平成28年２月６日（土）
場　所：品川インターシティホール（港区）
単　位：リウマチ財団登録医単位　　　１単位
　　　　リウマチケア看護師単位　　　4.5単位
　　　　�リウマチ財団登録薬剤師単位　4.5単位（研修

会参加実績１回）
受講者：�278人（医師43名、看護師172名、薬剤師35名、

理学療法士６名、作業療法士９名、その他13名）

平成28年度
第18回RAトータルマネジメントフォーラム
日　時：平成29年２月４日（土）
場　所：品川インターシティホール（港区）
単　位：�１単位（リウマチ財団登録医）、4.5単位（リウ

マチケア看護師）、4.5単位（リウマチ財団登録
薬剤師）

受講者：�316人（医師56名、看護師180名、薬剤師41名、
理学療法士11名、作業療法士18名、その他10名）

平成29年度
第19回RAトータルマネジメントフォーラム
日　時：平成30年２月３日（土）
場　所：品川インターシティホール（港区）
単　位：�１単位（リウマチ財団登録医）、4.5単位（リウ

マチケア看護師）、4.5単位（リウマチ財団登録
薬剤師）

受講者：�277人（医師34名、看護師159名、薬剤師56名、
理学療法士７名、作業療法士10名、その他11名）
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５．�日本リウマチ財団リウマチケア専門
職研修会

平成21年度
日　時：平成22年８月29日（日）
場　所：都市センターホテル（千代田区）
主　催：日本リウマチ財団
後　援：�社団法人日本医師会・一般社団法人日本リウマ

チ学会・社団法人日本整形外科学会・日本臨床
リウマチ学会・社団法人日本リウマチ友の会

単　位：６単位（午前３単位、午後３単位）
参加者：354人

平成22年度
日　時：平成22年８月29日（日）
場　所：都市センターホテル（千代田区）
主　催：日本リウマチ財団
後　援：�社団法人日本医師会・一般社団法人日本リウマ

チ学会・社団法人日本整形外科学会・日本臨床
リウマチ学会・社団法人日本リウマチ友の会

単　位：６単位（午前３単位、午後３単位）
参加者：354人

平成23年度
日　時：平成23年８月７日（日）
場　所：ウィンクあいち（名古屋市）
主　催：公益財団法人日本リウマチ財団
後　援：�社団法人日本医師会・一般社団法人日本リウマ

チ学会・公益社団法人日本整形外科学会・日本
臨床リウマチ学会・社団法人日本リウマチ友の
会

単　位：５単位
参加者：155人

平成24年度
日　時：平成24年８月５日（日）
場　所：ザ　グランドホール品川（港区）
主　催：日本リウマチ財団
後　援：�社団法人日本医師会・一般社団法人日本リウマ

チ学会・公益社団法人日本整形外科学会・一般
社団法人日本臨床リウマチ学会・公益社団法人
日本リウマチ友の会

単　位：５単位（参加実績２回）
受講者：268人

平成25年度
日　時：平成25年７月28日（日）
場　所：全社協・灘尾ホール（千代田区）
後　援：�公益社団法人日本医師会・一般社団法人日本リ

ウマチ学会・公益社団法人日本整形外科学会・
一般社団法人日本臨床リウマチ学会・公益社団
法人日本リウマチ友の会

単　位：５単位（参加実績２回）
受講者：178人

平成26年度
日　時：平成26年７月20日（日）
場　所：全社協・灘尾ホール（千代田区）
後　援：�公益社団法人日本医師会、一般社団法人日本リ

ウマチ学会、公益社団法人日本整形外科学会、
一般社団法人日本臨床リウマチ学会、公益社団
法人日本看護協会、公益社団法人日本薬剤師会

　　　　�一般社団法人日本病院薬剤師会、公益社団法人
日本リウマチ友の会

単　位：リウマチケア看護師単位　　　　５単位
　　　　リウマチ財団登録薬剤師単位※　５単位
　　　　（※研修会参加実績２回）
受講者：237人（看護師99名、薬剤師138名）

平成27年度
リウマチケア専門職制度研修会
日　時：平成27年８月２日（日）
場　所：大崎ブライトコアホール（品川区）
後　援：�公益社団法人日本医師会、一般社団法人日本リ

ウマチ学会、公益社団法人日本整形外科学会、
一般社団法人日本臨床リウマチ学会、公益社団
法人日本看護協会、公益社団法人日本薬剤師
会、一般社団法人日本病院薬剤師会、公益社団
法人、日本リウマチ友の会

単　位：リウマチケア看護師単位　　　　66単位
　　　　リウマチ財団登録薬剤師単位※　６単位
　　　　（※研修会参加実績２回）
受講者：175人（医師１名、看護師110名、薬剤師64名）

※平成28年度以降　なし



84

６．リウマチ医（登録医）の会開催状況
　「都道府県リウマチ登録医の会の指定について（平成３年運営委員会決定）」に基づき、リウマチ登録医等リウマチ診
療医を対象に各地世話人により地方の実情や開催日時を配慮し下記のとおり研究、研修の会を開催した。

平成20年度
開催月日 開催地 参加人数 世話人

20. 8. 9（土） 北海道 75 小池�隆夫�教授（北海道大学�第２内科）

21. 1.25（日） 東　北 70 須田�昭男�院長（すだ記念整形外科）

20. 4.12（土） 群　馬 50 高岸�憲二�教授（群馬大学機能運動外科学）�

20. 5.17（土） 千　葉 60 茆原�忠夫�院長（茆原内科医院）

20.11. 1（土） 千　葉 44 土田�豊実�院長（ツチダクリニック）

21. 1.10（土） 新　潟 55 羽生�忠正�部長（長岡赤十字病院リウマチ科）

20. 6.21（土）
20.12.13（土）
21. 3. 7（土）

兵　庫
80
50
72

立石�博臣�院長（神戸海星病院）

20. 6. 8（日）
20.11. 2（日）

中国・四国
70
60

公文�義雄�教授（高知大学医学部付属病院）
豊島�良太�教授（鳥取大学医学部整形外科）

20. 7.26（土）
21. 1.24（土）

宮　崎
60
52

税所�幸一郎�部長（国立病院機構都城病院整形外科）

20.11.22（土） 鹿児島 40 長嶺�隆徳�院長（長嶺整形外科医院）

20. 8. 4（月）
21. 2. 2（月）

沖　縄
42
40

金谷�文則�教授（琉球大学医学部整形外科）

合　計 920

平成21年度
開催月日 開催地 参加人数 世話人

21. 8. 8（土） 北海道 75 小池�隆夫�教授（北海道大学�第２内科）

22. 2.14（日） 東　北 72 力丸�暘（すだ記念整形外科）

21. 5.30（土） 千　葉 70 茆原�忠夫�院長（茆原内科医院）

21.10.17（土） 〃 31 　　　〃

22. 1. 9（土） 新　潟 46 羽生�忠正�部長（長岡赤十字病院リウマチ科）

22. 3.13（土） 兵　庫 70 立石�博臣�院長（神戸海星病院）

21. 6.21（日） 中国・四国 109 田口�敏彦�教授（山口大学大学院医学系研究科整形外科）

21.10.25（土） 中国・四国 16 四宮�文男�院長（美摩病院吉野川リウマチセンター）

21. 7.18（土） 宮　崎 74 税所�幸一郎�部長（国立病院機構都城病院整形外科）

21. 8. 1（土） 福　岡 87 金﨑�克也�院長（永田整形外科医院）

21. 9.26（土） 鹿児島 50 長嶺�隆徳�院長（長嶺整形外科医院）
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22. 2.20（土） 〃 40 　　〃

21. 8. 3（月） 沖　縄 20 金谷�文則�教授（琉球大学医学部整形外科）

22. 2. 1（月） 〃 40 　　〃

合　計 800

平成22年度
開催月日 開催地 参加人数 世話人

22.10. 9（土） 北海道 80 小池�隆夫�教授（北海道大学�内科学）

22.10.30（土） 群　馬 40 高岸�憲二�教授（群馬大学整形外科）

22. 5.22（土） 千　葉 71 茆原�忠夫�院長（茆原内科医院）

22.10.30（土） 〃 20 　　　〃

22. 6.26（土） 新　潟 45 羽生�忠正�部長（長岡赤十字病院リウマチ科）

23. 1. 8（土） 〃 40 　　　〃

22. 7.24�（土） 兵　庫 40 立石�博臣�院長（神戸海星病院）

23. 1.29�（土） 〃 53 　　　〃

22. 6.26（土） 中国･四国 67 横山�良樹�部長（香川労災病院整形外科）

22.10.17（日） 〃 50 村川�洋子�准教授（島根大学第三内科）

22. 7.17（土） 宮　崎 52
税所�幸一郎�部長（国立病院機構都城病院統括診療部兼整形外
科）�　　

22. 7.31（土） 福　岡 121 江崎�幸雄�先生（国立病院機構九州医療センター整形外科）

22. 9.11（土） 鹿児島 45 長嶺�隆徳�院長（長嶺整形外科医院）

23.�2.26（土） 〃 30 　　　〃

22. 8. 2（月） 沖　縄 40 金谷�文則�教授（琉球大学医学部整形外科）

23. 2. 7（日） 〃 40 　　　〃

合　計 834

平成23年度
開催月日 開催地 参加人数 世話人

23. 8.21（日） 北海道 50 小池�隆夫�院長（NTT東日本札幌病院）

23.10.29（土） 群　馬 60 高岸�憲二�教授（群馬大学整形外科）

23.10.22（土） 千　葉 25 茆原�忠夫�院長（茆原内科医院）

24. 1. 7（土） 新　潟 42 羽生�忠正�副院長（長岡赤十字病院）

23. 7.23（土） 兵　庫 39 立石�博臣�院長（神戸海星病院）

24. 2.25（土） 〃 42 　　　〃



86

23. 4. 7（木） 徳　島 48
四宮�文男�院長

（美摩病院吉野川リウマチセンター）

23.10.13（木） 　〃 16 　　〃

24. 2.21（火） 　〃 30 〃

23. 7. 2（土） 福　岡 107 齋藤�和義�准教授（産業医科大学）

23. 6.25（土） 宮　崎 30 税所�幸一郎�統括診療部長（都城病院）

23. 9. 3（土） 鹿児島 55 長嶺�隆徳�院長（長嶺整形外科医院）

24. 2.25（土） 　〃 50 〃

23. 8. 1（月） 沖　縄 40 金谷�文則�教授（琉球大学大学院）

合　計 634

平成24年度
開催月日 開催地 参加人数 世話人

24. 8.18（土） 北海道 63 小池�隆夫�NTT東日本札幌病院院長

25. 2.24（日） 青森県 29 竹森�弘光�青森県立中央病院膠原病内科部長

24. 4. 7（土） 群馬県 60 高岸�憲二�群馬大学整形外科教授

24.10.13（土）� 〃 10 　　〃

24.10. 5（金） 埼玉県 11 廣瀬�恒�ひろせクリニック院長

24. 5.26（土） 千葉県 47 茆原�忠夫�茆原内科医院院長

24.10.20（土） 〃 50 　　　〃

25. 1.12（土）� 新潟県 42 羽生�忠正�長岡赤十字病院副院長

24.12. 8（土）� 兵庫県 91 松原�司�松原メイフラワー病院院長

24. 6.24（日） 岡山県 82
西田�圭一郎　
岡山大学病院�運動器疼痛性疾患治療研究センターセンター長

24. 7.10（火） 徳島県 30 四宮�文男�美摩病院吉野川リウマチセンター院長

24.12.13（木）� 〃 35 　　〃

25. 3. 5（土） 〃 34 　　〃

25. 3.26（火） 〃 20 　　〃

24. 8.11（土） 福岡県 10 金﨑�克也�永田整形外科病院院長

24. 7.21（土） 宮崎県 70 税所�幸一郎�国立病院機構都城病院副院長

24. 8. 6（月） 沖縄県 35
金谷�文則�
琉球大学大学院医学研究科医科学専攻整形外科学講座教授

合　計 719
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平成25年度
開催月日 開催地 参加人数 世話人

25. 8.30（金） 北海道 45 渥美�達也�北海道大学大学院医学研究科

26. 3.30（日） 秋田県 110 渡部�亘�本荘第一病院整形外科

25. 5.11（土） 群馬県 55 高岸�憲二�群馬大学整形外科教授

25.10.12（土） 〃 41 　　〃

25. 6.01（土） 千葉県 48 茆原�忠夫�ちはら内科医院

25.10. 5（土） 〃 42 土田�豊実�ツチダクリニック

26. 1.31（金） 東京都 34 神戸�克明�東京女子医科大学東医療センター

26. 1.11（土） 新潟県 48 羽生�忠正�長岡赤十字病院

25.11.16（土） 京都府 22 川人�豊�京都府立医科大学大学院免疫内科

25.12.14（土） 兵庫県 98 松原�司�松原メイフラワー病院

25. 9. 5（木） 徳島県 31 四宮�文男�美摩病院吉野川リウマチセンター

26. 2.10（月） 〃 30 　　〃

26. 3.25（火） 〃 61 　　〃

25. 7.13（土） 福岡県 124 江崎�幸雄�国立病院機構九州医療センター整形外科

26. 2.22（土） 熊本県 105 束野�通志�熊本整形外科病院

25. 7.27（土） 宮崎県 46 税所�幸一郎�国立病院機構都城病院副院長

25. 8. 5（月） 沖縄県 29 金谷�文則�琉球大学大学院医学研究科

合　計 969

平成26年度
開催月日 開催地 参加人数 世話人

26. 8.22（金） 北海道 63 渥美�達也�北海道大学大学院医学研究科

27. 3.29（日） 岩手県 70 吉田�昌明�吉田整形外科・リウマチ科クリニック

26. 4.19（土） 群馬県 40 高岸�憲二�群馬大学整形外科

26.10.11（土） 〃 45 　　　　　　　　　　〃

27. 1.30（金） 東京都 55 神戸�克明�東京女子医科大学東医療センター

27. 1.10（土） 新潟県 44 羽生�忠正�長岡赤十字病院

27. 1.24（土） 京都府 71 川人�豊�京都府立医科大学

27. 1.31（土） 大阪府 116 菊池�啓�近畿大学医学部堺病院

26.12.13（土） 兵庫県 82 松原�司松原メイフラワー病院

26. 6.22（日） 広島県 76 岩橋�充啓�東広島記念病院リウマチ・膠原病センター

26. 4.10（木） 徳島県 29 四宮�文男�美摩病院�吉野川リウマチセンター

26. 8.21（木） 〃 53 　　〃
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26. 9. 2（火） 〃 26 　　〃

26.10.21（火） 〃 70 　　〃

26.11.18（火） 〃 37 　　〃

26.12.�9（火） 〃 52 　　〃

27. 2.10（火） 〃 36 　　〃

27. 2.26（木） 〃 36 　　〃

26. 7.19（土） 福岡県 89 田山�尚久�製鉄記念八幡病院

27. 2.20（金） 熊本県 56 束野�通志�熊本整形外科病院

26. 7.12（土） 宮崎県 83 税所�幸一郎�国立病院機都城病院

26. 8. 4（月） 沖縄県 35 金谷�文則�琉球大学大学院整形外科学講座

合　計 1,264

平成27年度
開催月日 開催地 参加人数 世話人

27. 8.21（金） 北海道 35 渥美�達也�北海道大学大学院医学研究科

28. 3.27（日） 山形県 78 今田�恒夫�山形大学医学部内科学第一講座

27. 4.11（土） 群馬県 39 高岸�憲二�群馬大学整形外科

27.11. 7 （土） 〃 45 　　〃

28. 1.29（金） 東京都 53 神戸�克明�東京女子医科大学東医療センター

28. 1. 9（土） 新潟県 40 羽生�忠正�長岡赤十字病院

28. 1.23（土） 京都府 63 伊藤�宣�京都大学大学院医学研究科

28. 1.30（土） 大阪府 110 緒方�篤�NTT西日本大阪病院

27.12.12（土） 兵庫県 87 松原�司�松原メイフラワー病院

27. 6.30（火） 徳島県 40 四宮�文男�美摩病院�吉野川リウマチセンター

27. 7.28（火） 〃 29 　　〃

27. 9.17（木） 〃 36 　　〃

27. 9.29（火） 〃 45 　　〃

27.10.27（火） 〃 36 　　〃

27.11.13（金） 徳島県 17 四宮�文男�美摩病院�吉野川リウマチセンター

28. 3. 1（火） 〃 34 　　　　　　　　　�〃

27. 8. 1（土） 福岡県 50 金﨑�克也�永田整形外科病院

28. 2.12（金） 熊本県 53 松原�三郎�松原リウマチ科整形外科

27. 7.11（土） 宮崎県 89 税所�幸一郎�国立病院機構都城病院

27. 8. 3（月） 沖縄県 35 金谷�文則�琉球大学大学院医学系研究科

合　計 1,014
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平成28年度
開催月日 開催地 参加人数 世話人

28. 7.29（金） 北海道 30 渥美�達也�北海道大学大学院医学研究科

29. 2.19（日） 宮城県 79 佐々木�毅�東北医科薬科大学若林病院

28.11.19（土） 群馬県 50 井上�博�井上病院

29. 1.27（金） 東京都 35 神戸�克明�東京女子医科大学東医療センター

29. 1. 7（土） 新潟県 42 羽生�忠正�長岡赤十字病院

29. 1.21（土） 京都府 40 伊藤�宣�京都大学医学部附属病院

29. 1.28（土） 大阪府 30 後藤�仁志�大阪市立総合医療センター

28.12.10（土） 兵庫県 87 松原�司�松原メイフラワー病院

28. 6.19（日） 山口県 48 田中�浩�山口県立総合医療センター

28. 6.10（金） 徳島県 40 四宮�文男�美摩病院�吉野川リウマチセンター

28. 8.23（火） 〃 30 　　〃

28. 9.27（火） 〃 32 　　〃

28.10.18（火） 〃 29 　　〃

28.11.29（火） 〃 27 　　〃

29. 2.21（火） 〃 26 　　�〃

28. 8. 6（土） 福岡県 119 江﨑�幸雄�国立病院機構九州医療センター

29. 2. 3（金） 熊本県 60 佐久間�克彦�熊本赤十字病院

28. 8. 6（土） 〃 70 税所�幸一郎�国立病院機構都城病院

合　計 874

平成29年度
開催月日 開催地 参加人数 世話人

29. 7.21（金） 北海道 75 渥美�達也�北海道大学大学院医学研究院

30. 2.18（日） 福島県 82 千葉�勝実�福島第一病院

29.11.11（土） 群馬県 50 井上�博�井上病院

30. 1.26（金） 東京都 40 神戸�克明�東京女子医科大学東医療センター

30. 1. 6（土） 新潟県 58 羽生�忠正�長岡赤十字病院

30. 1.20（土） 京都府 38 川人�豊�京都府立医科大学

29. 12.9（土） 兵庫県 74 松原�司�松原メイフラワー病院

29. 5.30（火） 徳島県 41 四宮�文男�美摩病院

29. 7.10（月） 〃 56 　　〃

29. 9. 5（火） 〃 47 　　〃

29.11.28（火） 徳島県 66 四宮�文男�美摩病院
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30. 2.20（火） 〃 38 　　〃

30. 3. 8（木） 〃 36 　　〃

29. 6.25（日） 高知県 43 公文�義雄�近森病院

29. 7. 1（土） 福岡県 81 田山�尚久�製鉄記念八幡病院

29. 8.5（土） 宮崎県 68 税所�幸一郎�国立病院機構都城病院

合　計 893
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４．リウマチ財団登録医等養成事業

平成20年度
ア　平成20年度新規登録医（第23次登録）の登録
　　申請受付　平成20年１月１日～同年３月31日
　　応募者数　37人
　　登録者数　37人
　　登録期間　平成20年６月１日～平成23年５月31日
イ　平成20年度登録医資格更新
　　申請受付　平成20年１月１日～同年３月31日
　　応募者数　855人
　　資格更新者数　855人
　　　昭和62年度登録医　110人
　　　平成２年度登録医　148人
　　　平成５年度登録医　125人
　　　平成８年度登録医　 89人
　　　平成11年度登録医　262人
　　　平成14年度登録医　 77人
　　　平成17年度登録医　 44人
　　登録期間　平成20年６月１日～平成23年５月31日
ウ　平成21年度新規登録医の申請受付
　　申請受付　平成21年１月１日～同年３月31日
　　応募者数　28人
エ　平成21年度登録医資格更新の申請受付
　　登録更新者
　　　�昭和63年度（第３次登録）、平成３年度（第６次

登録）、平成６年度（第９次登録）、平成９年度
（第12次登録）、平成12年度（第15次登録）、平成
15年度（第18次登録）、平成18年度（第21次登
録）の各登録医

　　申請受付　平成21年１月１日～同年３月31日
　　応募者数　1,042人

平成21年度
ア　平成21年度新規登録医（第24次登録）の登録
　　申請受付　平成21年１月１日～同年３月31日
　　応募者数　28人
　　登録者数　28人
　　登録期間　平成21年６月１日～平成24年５月31日
イ　平成21年度登録医資格更新
　　申請受付　平成21年１月１日～同年３月31日
　　応募者数　1,042人
　　資格更新者数　1,042人
　　　昭和63年度登録医　130人

　　　平成３年度登録医　115人
　　　平成６年度登録医　148人
　　　平成９年度登録医　245人
　　　平成12年度登録医　262人
　　　平成15年度登録医　 87人
　　　平成18年度登録医　 55人
　　登録期間　平成21年６月１日～平成24年５月31日
ウ　平成22年度新規登録医の申請受付
　　申請受付　平成22年１月１日～同年３月31日
　　応募者数　13人
エ　平成22年度登録医資格更新の申請受付
　　登録更新者
　　　�昭和61年度（第１次登録）、平成元年度（第４次

登録）、平成４年度（第７次登録）、平成７度（第
10次登録）、平成10年度（第13次登録）、平成13年
度（第16次登録）、平成16年度（第19次登録）、平
成19年度（第22次登録）の各登録医

　　申請受付　平成22年１月１日～同年３月31日
　　応募者数　1,510人

平成22年度
ア　平成22年度新規登録医（第24次登録）の登録
　　申請受付　平成22年１月１日～同年３月31日
　　応募者数　13人
　　登録者数　13人
　　登録期間　平成22年６月１日～平成25年５月31日
イ　平成22年度登録医資格更新
　　申請受付　平成22年１月１日～同年３月31日
　　応募者数　1,514人
　　資格更新者数　1,514人
　　　昭和61年度登録医　604人
　　　平成元年度登録医　168人
　　　平成４年度登録医　125人
　　　平成７年度登録医　 43人
　　　平成10年度登録医　413人
　　　平成13年度登録医　 67人
　　　平成16年度登録医　 50人
　　　平成19年度登録医　 44人
　　登録期間
　　　61年度登録医　�平成22年８月１日～平成25年７月

31日
　　　その他登録医　�平成22年６月１日～平成25年５月

31日
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ウ　平成23年度新規登録医の申請受付
　　申請受付　平成23年１月１日～同年３月31日
　　応募者数　16人
エ　平成23年度登録医資格更新の申請受付
　　登録更新者
　　　�昭和62年度（第２次登録）、平成２年度（第５次

登録）、平成５年度（第８次登録）、平成８度（第
11次登録）、平成11年度（第14次登録）、平成14年
度（第17次登録）、平成17年度（第20次登録）、平
成20年度（第23次登録）の各登録医

　　申請受付　平成23年１月１日～同年３月31日
　　応募者数　813人

平成23年度
ア　平成23年度新規登録医（第26次登録）の登録
　　申請受付　平成23年１月１日～同年３月31日
　　応募者数　16人
　　登録者数　16人
　　登録期間　平成23年６月１日～平成28年５月31日
イ　平成23年度登録医資格更新
　　申請受付　平成23年１月１日～同年３月31日
　　応募者数　816人
　　資格更新者数　816人
　　　昭和62年度登録医　103人
　　　平成２年度登録医　136人
　　　平成５年度登録医　121人
　　　平成８年度登録医　 86人
　　　平成11年度登録医　229人
　　　平成14年度登録医　 65人
　　　平成17年度登録医　 42人
　　　平成20年度登録医　 34人
　　登録期間　平成23年６月１日～平成28年５月31日
ウ　平成24年度新規登録医の申請受付
　　申請受付　平成24年１月１日～同年３月31日
　　応募者数　29人

平成24年度
ア　平成24年度新規登録医（第27次登録）の登録
　　申請受付　平成24年１月１日～同年３月31日
　　応募者数　29人
　　登録者数　29人
　　登録期間　平成24年６月１日～平成29年５月31日
イ　平成25年度新規登録医の申請受付
　　申請受付　平成25年３月１日～同年５月31日

平成25年度
ア　平成25年度新規登録医（第28次登録）の登録
　　申請受付　平成25年３月１日～同年５月31日
　　応募者数　36人
　　登録者数　36人
　　登録期間　平成25年６月１日～平成30年５月31日
イ　平成26年度新規登録医の申請受付
　　申請受付　平成26年３月１日～同年５月31日

平成26年度
ア�　平成26年度新規リウマチ財団登録医（第29次登録）

の登録
　　申請受付　平成26年３月１日～５月31日
　　応募者数　30人
　　登録者数　30人
　　登録期間　平成26年６月１日～平成31年５月31日
イ　平成26年度リウマチ財団登録医資格更新
　　申請受付　平成26年３月１日～５月31日
　　応募者数　947人
　　資格更新者数　947人
　　　昭和63年度登録医　115人
　　　平成３年度登録医　100人
　　　平成６年度登録医　135人
　　　平成９年度登録医　221人
　　　平成12年度登録医　223人
　　　平成15年度登録医　77人
　　　平成18年度登録医　52人
　　　平成21年度登録医　24人
　　登録期間　平成26年６月１日～平成31年５月31日
ウ　平成27年度新規リウマチ財団登録医の申請受付
　　申請受付　平成27年３月１日～５月31日

平成27年度
ア�　平成27年度新規リウマチ財団登録医（第30次登録）

の登録
　　申請受付　平成27年３月１日～５月31日
　　応募者数　27人
　　登録者数　27人
　　登録期間　平成27年６月１日～平成32年５月31日
イ　平成27年度リウマチ財団登録医資格更新
　　申請受付　平成27年３月１日～５月31日
　　応募者数　1,237人
　　資格更新者数　1,237人
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　　　昭和61年度登録医　458人
　　　平成元年度登録医　137人
　　　平成４年度登録医　111人
　　　平成７年度登録医　 42人
　　　平成10年度登録医　345人
　　　平成13年度登録医　 55人
　　　平成16年度登録医　 39人
　　　平成19年度登録医　 39人
　　　平成22年度登録医　 11人
　　登録期間　平成27年６月１日～平成32年５月31日
ウ　平成28年度新規リウマチ財団登録医の申請受付
　　申請受付　平成28年３月１日～５月31日

平成28年度
ア�　平成28年度新規リウマチ財団登録医（第31次）の登

録
　　申請受付　平成28年３月１日～５月31日
　　応募者数　19人
　　登録者数　19人
　　登録期間　平成28年６月１日～平成33年５月31日
イ　平成28年度リウマチ財団登録医資格更新
　　申請受付　平成28年３月１日～５月31日
　　応募者数　708人
　　資格更新者数　708人
　　　昭和62年度登録医　 74人
　　　平成２年度登録医　114人
　　　平成５年度登録医　106人
　　　平成８年度登録医　 77人
　　　平成11年度登録医　200人
　　　平成14年度登録医　 58人
　　　平成17年度登録医　 37人
　　　平成20年度登録医　 29人
　　　平成23年度登録医　 13人
　　登録期間　平成28年６月１日～平成33年５月31日
ウ　平成29年度新規リウマチ財団登録医の申請受付
　　申請受付　平成29年３月１日～５月31日
　　※登録者数（平成29年３月31日現在）：3,024名

平成29年度
ア�　平成29年度新規リウマチ財団登録医（第32次）の登

録
　　申請受付　平成29年３月１日～５月31日
　　申請者数　18人
　　登録者数　18人

　　登録期間　平成29年６月１日～平成34年５月31日
イ�　平成29年度リウマチ財団登録医（第27次）の資格更

新
　　申請受付　平成29年３月１日～５月31日
　　申請者数　22人
　　資格更新者数　22人
　　登録期間　平成29年６月１日～平成34年５月31日
ウ　平成30年度新規リウマチ財団登録医の申請受付
　　申請受付　平成30年３月1日～５月31日
　　※登録者数（平成30年３月31日現在）：3,030名
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５．リウマチ専門職制度

平成20年度
　リウマチケア専門職制度の創設については、松本美富
士藤田保健衛生大学七栗サナトリウム内科教授より提案
があり、専門職制度設立準備組織として財団にリウマチ
ケア専門職制度検討会を設置することとなった。検討会
は、７名の委員と１名のアドバイザーで構成、３月29日
に第１回会合を開催、委員長に松本美富士先生を選任
し、先ずは看護職について制度を創設することから検討
を始め、制度設計を行なうこととした。21年度中に数度
会議を開催し制度の確立を計り、22年度から施行する方
針である。

平成21年度
　リウマチケア専門職制度（委員長松本美富士先生保健
衛生大学七栗サナトリウム内科教授）については、規
則、細則、経過措置を作成し、22年度から施行する。

（財）日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師規則
平成22年４月１日制定

（制度の目的）
第�１条　（財）日本リウマチ財団登録リウマチケア看

護師制度は、リウマチ性疾患のケアに関する優れた
看護師を育成し、リウマチ登録医等と連携・協調し
て医療技術の進歩と医療水準の向上を図り、系統的
治療により、国民の健康と福祉に貢献することを目
的とする。

（登録）
第�２条　財団法人日本リウマチ財団（以下、「財団」

という。）は、前条の目的を達成するため、日本リ
ウマチ財団登録リウマチケア看護師（以下「リウマ
チケア看護師という。」の登録を行う。（欧文標記を
“The� certified�Nurse� by� Japan�Rheumatism�
Foundation”とする。）

（リウマチケア看護師の資格）
第�３条　リウマチケア看護師の登録は、関節リウマチ

及び類似疾患並びに膠原病（以下「リウマチ性疾
患」という。）について、別に定める「（財）日本リ
ウマチ財団リウマチケア看護師研修カリキュラム」
相当のケアの知識及び経験を有し、現在に至るまで
引続き３年以上リウマチケアに従事している看護師
であって、直近の５年間において次の各号の要件を
満たす者について行う。

 （１�）リウマチ性疾患ケア指導患者名簿20名（関節リ

　　�ウマチ３例以上を含む。）を有すること。
 （２�）前号のリウマチ性疾患ケア指導患者名簿のうち

10名（前号に規定する関節リウマチ３例以上含
む）について、リウマチ性疾患ケア指導記録の記
載を有すること。

 （３�）財団が主催し又は認定するリウマチのケアに関
する教育研修会（以下「教育研修会」という。）
に出席し、20単位以上を取得した証明書を有する
こと。

 （４�）治験コーディネーター（CRC）資格者等で、
リウマチ性疾患の治験に参加した場合は、前号の
単位の10単位に充てることとし、治験担当医師の
署名による証明書を有すること。

 （５�）日本リウマチ財団の「災害時リウマチ患者支援
事業実施要綱」等に基づき、災害発生時にリウマ
チ性疾患患者のケア指導に従事した場合（実地訓
練を含む）は、第３号の単位の５単位に充てるこ
ととし、担当医師の署名した従事記録書を有する
こと。

（リウマチケア専門職審査委員会）
第�４条　リウマチケア看護師の資格審査等を行うた

め、財団にリウマチケア専門職審査委員会（以下
「委員会」という。）を置く。

２　委員会の委員は、理事長が任命する。

（資格審査及び登録）
第�５条　リウマチケア看護師の資格審査（以下「審

査」という。）は、毎年１回行う。
２�　審査を受けようとする者は、次の各号の書類に審

査料を添えて財団に提出するものとする。
 （１）リウマチケア看護師登録申請書
 （２）履歴書
 （３�）第３条各号の資格要件を満たす事を証する書類

等
 （４�）�リウマチ登録医等の推薦書
３　審査は、書類審査とする。
４�　理事長は、審査に合格した者をリウマチケア看護

師名簿に登録し、登録証を交付する。登録証の交付
を受ける者は、登録料を納付しなければならない。

（登録の有効期間）
第�６条　リウマチケア看護師の登録は、登録の日から

３年を経過したときは効力を失う。
　�　ただし、登録資格の再審査を行うことにより効力

を更新する。

（リウマチケア看護師資格の再審査）



5．主要事業実施状況

95

第�７条　リウマチケア看護師であって、引続きリウマ
チケアに従事し、リウマチ性疾患ケア指導患者名簿
15名以上を有し、且つ、次の各号のいずれかに該当
する者は、リウマチケア看護師資格の再審査を受け
ることができる。

 （１�）教育研修会において12単位以上を取得した者に
あっては、リウマチ性疾患ケア指導患者名簿から
作成された５例以上のリウマチ性疾患ケア指導記
録（第３条第１号に規定する関節リウマチ３例以
上を含むものとする。）を有すること。

 （２�）教育研修会において６単位以上を取得した者に
あっては、リウマチ性疾患ケア指導患者名簿から
作成された10例以上のリウマチ性疾患ケア指導記
録（第３条第１号に規定する関節リウマチ３例以
上を含む者とする。）を有すること。

 （３�）第３条第４号のリウマチ性疾患への治験コー
ディネーター参加の場合の単位数10単位について
は、資格の再審査においては６単位とし、治験担
当医師の署名による証明書を有すること。

 （４�）第３条第５号の災害時生時のリウマチ性疾患患
者のケア指導に従事した場合（実地訓練を含む）
の５単位については、資格の再審査においては３
単位とし、担当医師の署名した従事記録書を有す
ること。

２�　リウマチケア看護師の資格の再審査を受けようと
する者は、次の各号の書類に登録更新料を添えて財
団に提出するものとする。

 （１）登録資格更新申請書
 （２）第１項の要件を満たす事を証する書類等
 （３）リウマチ登録医等の推薦書
３�　第５条第１項、第３項及び第４項（同項後段の規

定を除く。）の規定は、登録資格の再審査について
準用する。

（登録資格の再審査の特例）
第�８条　次に掲げる者は、前条第１項の規定に該当し

ない場合においても、リウマチケア看護師の資格の
再審査を受けることができる。

 （１�）登録の有効期間満了時において65歳以上であ
り、その時まで継続して６年以上リウマチケア看
護師である者

 （２�）登録の有効期間満了時まで継続して18年以上リ
ウマチケア看護師である者

２�　前条第２項第２号の規定は、前項に規定する者に
ついては適用しない。

（登録の取消）
第�９条　リウマチケア看護師としてふさわしくない行

為があったと認められるときは、理事長はその者の
登録を取り消すことができる。

２�　理事長は、前項の規定により登録を取消そうとす
るときには、委員会の意見を聞かなければならない。

　　附則
１　この規則は平成22年４月１日より施行する。

（財）日本リウマチ財団登録リウマチケア
看護師規則施行細則

平成22年４月１日制定
（リウマチケア専門職審査委員会）
第�１条　規則第４条のリウマチケア専門職審査委員会

は、委員長１名、副委員長１名、委員若干名をもっ
て構成する。

３�　委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げ
ない。

４�　委員会の事務局は、財団法人日本リウマチ財団に
置く。

５�　委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

（登録の申請）
第�２条　リウマチケア看護師の登録の申請受付期間

は、毎年７月１日から９月30日までとする。
２�　リウマチケア看護師規則（以下「規則」とい

う。）第５条第２項第１号の申請書には、看護師免
許証の写しを添えなければならない。

（審査料等）
第�３条　規則第５条第２項の審査料は、１万円とする。
２�　規則第５条第４項の登録料は、５千円とする。
３�　規則第７条第２項の登録更新料は、１万円とする。
４�　納付された審査料、登録料又は登録更新料は、返

却しない。

（審査結果の通知）
第�４条　理事長は審査結果を申請者に通知する。

（海外留学、出産・育児等の場合の申請特例）
第�５条　リウマチケア看護師であって、海外留学、出

産・育児等の理由により、第２条第１項に規定する
期間に申請を行うことができない者は、あらかじめ
申請受付期限の延期を求めることができる。この場
合においては、当該申請を行うことができない事情
を証する資料を提出しなければならない。

２�　前項に規定する申請受付期限の延期が認められた
者は、帰国等によりその事情が解消したときは、速
やかに申請書を提出しなければならない。

附則
１　この細則は、平成22年４月１日から施行する。
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（財）日本リウマチ財団登録リウマチケア 
看護師規則の経過措置に関する規程

平成22年４月１日制定

第�１条　リウマチ看護師規則が規定通り運用可能な期
間までの３年間（平成25年９月30日まで）は過渡的
期間として、以下の経過措置でリウマチケア看護師
の登録を行う。

２�　規則第３条３号については、直近５年間に３回以
上、発表又は参加の実績があることとし、規則第５
条第２項第３号の要件を満たす書類等については、
その証明となるプログラム、参加票、出張願、復命
書等の提出によることとする。

　�　又、第４号の治験参加、第５号の災害発生時のリ
ウマチ性疾患患者のケア指導に従事した場合（実地
訓練を含む）については、教育研修会へ１回参加し
たものとして扱い、治験担当医師の署名による証
明、担当医師の署名した従事記録を有すること。

第�２条　経過措置の期間であっても資格の再審査は、
規則第７条の規定に従って審査を行う。

第�３条　平成22年度の登録申請受付は、平成22年７月
１日から同年10月31日までとする。

附則
１�　この規程は平成22年４月１日から施行し、平成25

年３月31日で終了とする。

平成22年度
平成22年度日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師

（第１期登録）の登録
　申 請 受 付　　平成22年７月１日～同年10月31日
　申 請 者 数　　265人
　登 録 者 数　　251人
　申請取下げ　　  1人
　不 合 格 者　　 13人
　登 録 期 間　　平成22年11月１日～平成25年10月31日

平成23年度
平成23年度日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師の
登録
　申 請 受 付　　平成23年８月１日～同年10月31日
　申 請 者 数　　351人
　登 録 者 数　　347人

　不 合 格 者　　  4人
　登 録 期 間　　平成23年11月１日～平成26年10月31日

平成24年度
平成24年度日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師

（第３期）の登録
　申 請 受 付　　平成24年８月１日～同年10月31日
　申 請 者 数　　404人
　登 録 者 数　　403人
　登録辞退者　　  1人
　不 合 格 者　　  0人
　登 録 期 間　　平成24年11月１日～平成27年10月31日

平成25年度
ア　平成25年度リウマチケア看護師（第４期）の登録
　申 請 受 付　　平成25年８月１日～同年10月31日
　申 請 者 数　　542人
　登 録 者 数　　538人
　申請取下者　　  1人
　登録辞退者　　  2人
　不 合 格 者　　  1人
　登 録 期 間　　平成25年11月１日～平成30年10月31日
イ　平成22年度リウマチケア看護師（第１期）の更新
　申 請 受 付　　平成25年８月１日～同年10月31日
　申 請 者 数　　190人
　登 録 者 数　　189人
　登録辞退者　　  1人
　不 合 格 者　　  0人
　登 録 期 間　　平成25年11月１日～平成30年10月31日

平成26年度
ア　平成26年度リウマチケア看護師（第５期）の登録
　申 請 受 付　　平成26年８月１日～10月31日
　申 請 者 数　　69人
　登 録 者 数　　69人
　不 合 格 者　　 0人
　登 録 期 間　　平成26年11月１日～平成31年10月31日
イ�　平成26年度リウマチ財団登録薬剤師（第１期）の登

録
　申 請 受 付　　平成26年６月１日～９月30日
　申 請 者 数　　185人
　登 録 者 数　　185人
　不 合 格 者　　  0人
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　登 録 期 間　　平成26年10月１日～平成31年９月30日

平成27年度
ア　平成27年度リウマチケア看護師（第６期）の登録
　申 請 受 付　　平成27年８月１日～10月31日
　申 請 者 数　　104人
　登 録 者 数　　104人
　不 合 格 者　　  0人
　登 録 期 間　　平成27年11月１日～平成32年10月31日
イ�　平成27年度リウマチ財団登録薬剤師（第２期）の登

録
　申 請 受 付　　平成27年６月１日～９月30日
　申 請 者 数　　139人
　登 録 者 数　　138人
　不 合 格 者　　  1人
　登 録 期 間　　平成27年10月１日～平成32年９月30日

平成28年度
ア�　平成28年度新規リウマチケア看護師（第７次）の登

録
　申 請 受 付　　平成28年８月１日～10月31日
　申 請 者 数　　108人
　登 録 者 数　　107人
　不 合 格 者　　  1人
　登 録 期 間　　�平成28年11月１日～平成33年10月31

日
イ　平成28年度リウマチケア看護師資格更新
　申 請 受 付　　平成28年８月１日～10月31日
　応 募 者 数　　212人
　資格更新者数　　�212人（平成23年度リウマチケア看

護師）
　登 録 期 間　　�平成28年11月１日～平成33年10月31

日
ウ�　平成28年度新規リウマチ財団登録薬剤師（第３次）

の登録
　申 請 受 付　　平成28年７月１日～９月30日
　申 請 者 数　　140人
　登 録 者 数　　140人
　不 合 格 者　　  0人
　登 録 期 間　　�平成28年10月１日～平成33年９月30

日
※�登録者数（平成29年３月31日現在）：登録看護師1,623

名、登録薬剤師463名

平成29年度
ア�　平成29年度新規リウマチケア看護師（第８次）の登

録
　　申 請 受 付　　平成29年８月１日～10月31日
　　申 請 者 数　　113人
　　登 録 者 数　　113人
　　不 合 格 者　　　0人
　　登 録 期 間　　�平成29年11月１日～平成34年10月

31日
イ�　平成29年度リウマチケア看護師（第３次）の資格更

新
　　申 請 受 付　　平成29年８月１日～10月31日
　　申 請 者 数　　238人
　　資格更新者数　　237人
　　登録辞退者数　　　1人
　　登 録 期 間　　�平成29年11月１日～平成34年10月

31日
ウ�　平成29年度新規リウマチ財団登録薬剤師（第４次）

の登録
　　申 請 受 付　　平成29年７月１日～９月30日
　　申 請 者 数　　14人
　　登 録 者 数　　14人
　　不 合 格 者　　 0人
　　登 録 期 間　　�平成29年10月１日～平成34年９月

30日
※�登録者数（平成30年３月31日現在）：登録看護師1,573

名、登録薬剤師477名
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６．災害時リウマチ患者支援事業

平成20年度
　11月24日開催した委員会では、村澤委員より新潟県に
おける災害時シミュレーション訓練結果の報告受け、こ
れをもとに支援事業実施体制の充実について検討した。

平成21年度
　災害時リウマチ患者支援協力医療機関による打合せ会
議を６地区で開催した。
議題：災害時リウマチ患者支援事業の実施体制について
 （１）幹事機関及び代表幹事機関について
 （２）�各都道府県内支援協力医療機関の連携体制につい

て
 （３�）医療機関情報について
 （４）医療機関情報について
 （５）患者情報について

開催地及び開催年月日、開催場所
北海道・東北地区　平成21年７月11日（土）（山形市）
関東・甲信越地区　平成22年１月17日（日）（千葉市）
東海・北陸地区　　平成21年11月15日（日）（岐阜市）
近畿地区　　　　　平成21年11月８日（日）（京都市）
中国・四国地区　　平成22年２月14日（日）（高松市）
九州地区　　　　　平成21年８月29日（土）（北九州市）
　６地区で出された問題点については、３月23日災害時
リウマチ患者支援推進事情委員会を開催、検討した。

平成22年度
　平成23年３月11日発生した、東北地方太平洋沖地震に
ついては、発生後の14日から災害時リウマチ患者支援事
業実施要綱に基づき被災県における災害時リウマチ患者
支援参画医療機関と製薬会社に対して次の調査をし、そ
の結果を代表幹事医療機関及びホームページに掲載し情
報を流した。
１）被災状況調査、診療体制調査、支援体制調査
２）医療支援体制調査、応援要請
３）患者服薬等情報
４）医薬品流通・確保に関する情報

平成23年度
　東北地方太平洋沖地震災害における災害時リウマチ患

者支援事業実施結果反省点等を踏まえた検証を行い、今
後の支援事業推進方策について議論を重ねた。

（主な検討課題）
１）平常時の訓練を実施、訓練実施要項の作成
２）支援協力医療機関の啓発、連絡体制の再確認
３）登録リウマチケア看護師へ協力要請
４）ネットワーク機能の検証
５）リウマチ患者支援カードの普及
６）支援医療機関の拡大

平成24年度
　東北地方太平洋沖地震災害における災害時リウマチ患
者支援事業実施結果反省点等を踏まえた検証を行い、今
後の支援事業推進方策について議論を重ねた。

（主な検討課題）
１）平常時の訓練を実施、訓練実施要項の作成
２）支援協力医療機関の啓発、連絡体制の再確認
３）登録リウマチケア看護師へ協力要請
４）ネットワーク機能の検証
５）リウマチ患者支援カードの普及
６）支援医療機関の拡大

平成25年度
　東北地方太平洋沖地震災害における災害時リウマチ患
者支援事業実施結果反省点等を踏まえた検証を行い、今
後の支援事業推進方策について議論を重ねた。

（主な検討課題）
１）平常時の訓練を実施、訓練実施要項の作成
２）支援協力医療機関の啓発、連絡体制の再確認
３）登録リウマチケア看護師へ協力要請
４）ネットワーク機能の検証
５）リウマチ患者支援カードの普及
６）支援医療機関の拡大

平成26年度
　東北地方太平洋沖地震災害における災害時リウマチ患
者支援事業実施結果反省点等を踏まえた検証を行い、今
後の支援事業推進方策について議論を重ねた。

（主な検討課題）
１）平常時の訓練を実施、訓練実施要項の作成
２）支援協力医療機関の啓発、連絡体制の再確認
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３）登録リウマチケア看護師へ協力要請
４）ネットワーク機能の検証
５）リウマチ患者支援カードの普及
６）支援医療機関の拡大

平成27年度
　東北地方太平洋沖地震災害における災害時リウマチ患
者支援事業実施結果反省点等を踏まえた検証を行い、今
後の支援事業推進方策について議論を重ねた。

（主な検討課題）
１）平常時の訓練を実施、訓練実施要項の作成
２）支援協力医療機関の啓発、連絡体制の再確認
３）リウマチケア看護師へ協力要請
４）ネットワーク機能の検証
５）リウマチ患者支援カードの普及
６）支援医療機関の拡大

平成28年度
　東日本大震災や熊本地震における災害時リウマチ患者
支援事業実施結果反省点等を踏まえた検証を行い、今後
の支援事業推進方策について議論を重ねた。

（主な検討課題）
 （１）平常時の訓練を実施、訓練実施要項の作成
 （２）支援協力医療機関の啓発、連絡体制の再確認
 （３）�リウマチケア看護師、リウマチ財団登録薬剤師へ

協力要請
 （４）ネットワーク機能の検証
 （５）リウマチ患者支援カードの普及
 （６）支援医療機関の拡大

平成29年度
　東日本大震災や熊本地震における災害時リウマチ患者
支援事業実施結果反省点等を踏まえた検証を行い、今後
の支援事業推進方策について議論を重ねた。

（主な検討課題）
 （１）平常時の訓練を実施、訓練実施要項の作成
 （２）支援協力医療機関の啓発、連絡体制の再確認
 （３）�リウマチケア看護師、リウマチ財団登録薬剤師へ

協力要請
 （４）ネットワーク機能の検証
 （５）リウマチ患者支援カードの普及
 （６）支援医療機関の拡大
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７．�法人賛助会員との打合会（平成29年度から法人賛助会員セミナー）

平成20年度
法人賛助会員との懇談会
開催年月日　　平成20年12月２日（火）
開 催 場 所　　学士会館
参 加 者　　17社30名
講 演　　
　・�リウマチ性疾患ケアに関するコ・メディカル教育に

ついて～看護外来の充実を目指して～
　　松本美富士　�藤田保健衛生大学七栗サナトリウム内

科　教授
　・医療提供体制の現状と課題
　　佐藤　敏信　�厚生労働省保険局医療　課長
　講演後、意見交換を行なった。

平成21年度
開催年月日　　平成21年12月８日（火）
開 催 場 所　　学士会館
参 加 者　　17社30名
講 演
　・�DPC導入で何が分かったか、何が変わったか
　　～これからの医療の方向性～
　　小山　信彌　�東邦大学医療センター大森病院循環器

センター　教授
　・医薬品開発促進へPMDAの取組み
　　豊島　　聰　�独立行政法人医薬品医療機器総合機構　

理事・審査センター長
　講演後、意見交換を行なった。

平成22年度
開催年月日　　平成22年12月14日（火）
開 催 場 所　　学士会館
参 加 者　　19社36名
講 演
　・リウマチ治療における医療連携について
　　―地域ネットワークづくり―
　　村澤　　章　新潟県立リウマチセンター　院長
　・医薬品審査の現状について
　　成田　昌稔　厚生労働省医薬食品局審査管理　課長
　講演後、意見交換を行なった。

平成23年度
開催年月日　　平成23年12月13日（火）
開 催 場 所　　学士会館
参 加 者　　18社38名
講 演　　
　・リウマチ対策の方向性について
　　眞野　　訓　�厚生労働省健康局疾病対策課　課長補

佐
　・関節リウマチの実臨床における保険医療の問題点
　　松原　　司　松原メイフラワー病院　院長
　講演後、意見交換を行なった。

平成24年度
開催年月日　　平成24年12月11日（火）16：00～17：40
開 催 場 所　　学士会館
参 加 者　　19社30名
講 演　　
　・�新しい登録医制度に基づくリウマチ診療のネット

ワーク化について
　　松原　　司　松原メイフラワー病院　院長
　・消費税増税の医療・医薬品への影響について
　　坂口　　力　�衆議院前議員、元厚生労働大臣、税制

調査会　代表
　講演後、意見交換を行なった。

平成25年度
開催年月日　　平成25年12月10日（火）16：00～17：40
開 催 場 所　　学士会館
参 加 者　　20社32名
講 演　　
　・�TPPの導入により日本の医療保険制度はどのよう

に変化するか
　　麦谷　眞里　�世界保健医療人材連合理事会　議長
　　　　　　　　�前・厚生労働省審議官（がん対策・国

際保健担当）
　・�リウマチケアの包括的確立を目指し新たに発足する

リウマチ財団登録薬剤制度について
　　川合　眞一　�公益財団法人日本リウマチ財団　理事
　　�　　　　　　�東邦大学医学部医学科内科学講座膠原

病学分野　教授
　講演後、意見交換を行なった。
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平成26年度
開催年月日　　平成26年12月９日（火）16：00～18：00
開 催 場 所　　学士会館
参 加 者　　19社29名
講 演　　
　・ファーマコビジランスについて
　　水口真寿美　�薬害オンブズパースン会議事務　局長

（弁護士）
　・ロコモティブシンドロームの予防と治療について
　　中村　耕三　�国立障害者リハビリテーションセン

ター　総長
　講演後、意見交換を行なった。

平成27年度
開催年月日　　平成27年12月８日（火）16：00～18：00
開 催 場 所　　学士会館
参 加 者　　25社42名
講 演　　
　・�法人賛助会員と連携したリウマチ性疾患の教育研修

事業推進体制の確立にむけて
　　西岡久寿樹　�公益財団法人日本リウマチ財団　常務

理事
　　　　　　　　東京医科大学医学総合研究所　所長
　・�リウマチ性骨関節疾患を対象とする生物学的製剤の

進歩と骨免疫学について
　　高柳　　広　�東京大学大学院医学系研究科免疫学　

教授
　講演後、意見交換を行なった。

平成28年度
開催年月日　　平成28年12月13日（火）16：00～18：00

開 催 場 所　　日本リウマチ財団会議室
参 加 者　　17社26名
講 演　　
　・日本リウマチ財団の30年記念事業について
　　髙久　史麿　�公益財団法人日本リウマチ財団　代表

理事
　　　　　　　　�日本医学会　会長
　・�これからの日本リウマチ財団の新しい運営方針につ

いて
　　西岡久寿樹　�公益財団法人日本リウマチ財団　常務

理事
　　　　　　　　�東京医科大学医学総合研究所　所長

平成29年度
開催年月日　　平成29年12月12日（火）16：00～18：00
開 催 場 所　　日本リウマチ財団会議室
参 加 者　　17社32名
講 　 　 演　　
　・新しい抗リウマチ剤の開発と現状について
　　竹内　　勤　�公益財団法人日本リウマチ財団学術助

成委員会　委員長
　　　　　　　　�慶応義塾大学医学部リウマチ内科　教

授
　・�リウマチケア看護師、リウマチ財団登録薬剤師に次

ぐ理学療法士・作業療法士を対象とした専門職制度
の確立とリウマチ包括ケアについて

　　松本美富士　�公益財団法人日本リウマチ財団リウマ
チ専門職　委員長

　　　　　　　　�桑名市総合医療センターリウマチ・膠
原内科　顧問
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８．関連団体等への助成

平成20年度
　次の各事業に対して助成を行った。
①第57回東日本整形災害外科学会
②日本リウマチ友の会
③線維筋痛症教育研修会

平成21年度
　次の各事業に対して助成を行った。
日本リウマチ友の会
横浜南共済病院　長岡章平副院長

平成22年度
　日本リウマチ友の会へ助成を行った。（友の会創立50
周年記念出版事業を含む。）

平成23年度
　日本リウマチ友の会へ助成を行った。

平成24年度
　日本リウマチ友の会へ助成を行った。

平成25年度
　次の助成を行った。
・�公益社団法人日本リウマチ友の会
・�日本温泉気候物理医学会2014年度第39回ISMH及び第

79回総会・学術集会
・�小児リウマチ専門医育成スカラーシップ制度

平成26年度
　次の助成を行った。
・公益社団法人日本リウマチ友の会

平成27年度
　次の助成を行った。
・公益社団法人日本リウマチ友の会

平成28年度
　公益社団法人日本リウマチ友の会へ助成を行った。

平成29年度
　公益社団法人日本リウマチ友の会へ助成を行った。
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９．後援名義の使用承認

平成20年度
　次の事業に対して後援名義の使用承認を行った。
①　第２回線維筋痛症研究会
②　熊本リウマチのケア研究会
③　線維筋痛症教育研修会
④　日本リウマチ友の会第49回全国大会

平成21年度
　次の事業に対して後援名義の使用承認を行った。
①　熊本リウマチのケア研究会
②　日本リウマチ友の会創立50周年記念大会

平成22年度
　次の事業に対して後援名義の使用承認を行った。
①　熊本リウマチのケア研究会
②　熊本赤十字病院地域連携の会
③　石川県リウマチケア研修会学術講演会
④　日本リウマチ友の会第51回全国大会
⑤　１st Bio-rheumatology International Congress

平成23年度
　次の事業に対して後援名義の使用承認を行った。
①　第19回熊本リウマチのケア研究会
②　HAB研究機構市民公開シンポジウム
③　第15回石川県リウマチケア研究会
④　第二回大阪リウマチネットワーク研究会

平成24年度
　次の事業に対して後援名義の使用承認を行った。
①　群馬リウマチアカデミー
②　熊本リウマチのケア研究会
③ 　北九州関節リウマチセミナー～Ｔ細胞標的治療をい

かに使うか～
④ 　3rd Tokyo Expert Rheumatoid drug User Seminar 

for Nurse
⑤　妊娠と薬情報センター開設７周年記念フォーラム
⑥　日本線維筋痛症学会第４回学術集会
⑦　第２回築地関節リウマチ看護師セミナー2012
⑧　アバタセプト適正使用セミナー in Okinawa

⑨　城北地区RAナースセミナー
⑩　第３回木更津リウマチセミナー
⑪　群馬リウマチアカデミー
⑫　群馬リウマチアカデミー
⑬　第３回築地関節リウマチ看護師セミナー2012
⑭　リウマチ医療連携講演会 in MATSUURA
⑮ 　関節リウマチ診療に携わる看護師・薬剤師のための

セミナー
⑯　第５回市民公開講座　リウマチ治療の最前線
⑰　（公社）日本リウマチ友の会第53回全国大会

平成25年度
　次の事業に対して後援名義の使用承認を行った。
①　第１回築地RAフォーラム・看護師セミナー
②　第21回熊本リウマチのケア研究会
③　日本線維筋痛症学会診療ネットワーク教育研修会
④ 　4th Tokyo Expert Rheumatoid drug User Seminar 

for Nurse
⑤　第３回大阪リウマチネットワーク研究会
⑥　第４回東東京RA病診連携フォーラム
⑦　第４回木更津リウマチセミナー
⑧　第２回築地RAフォーラム・看護師セミナー
⑨　第９回群馬県リウマチ登録医・実地医家の会
⑩　久留米アバタセプト皮下注製剤新発売記念講演会
⑪　群馬リウマチアカデミー
⑫　第３回築地RA連携フォーラム
⑬　佐世保リウマチ病診連携セミナー
⑭　第４回築地RA連携フォーラム
⑮　RA Nurse seminar in sapporo
⑯　武蔵野Biologicsナースセミナー
⑰　日本リウマチ友の会第54回全国大会

平成26年度
　次の事業に対して後援名義の使用承認を行った。

（１）　市民公開講座「もしかして・・・リウマチ？」
（２）　2014年度第１回築地RA連携フォーラム
（３）　第６回市民公開講座「リウマチ治療の最前線」
（４）　リウマチ治療セミナー in SASEBO
（５）　城南薬剤連携セミナー
（６）　RA Nurse Seminar in Sapporo
（７）　 看護師・薬剤師対象Webシンポジウム／TV講演

会
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（８）　第22回熊本リウマチのケア研究会
（９）　 日本線維筋痛症学会診療ネットワーク教育研修会

2014
（10）　2014年度第２回築地RA連携フォーラム
（11）　リウマチ治療セミナー in Nagasaki
（12）　RA Nurse Seminar in Sapporo
（13）　愛媛リウマチケアWEBカンファランス
（14）　三河RA PAIN MANAGEMENT SEMINAR
（15）　多職種リウマチセミナー
（16）　 健康公開講座「わたしへのごほうび」～関節リウ

マチ治療の最新情報を専門医がやさしく解説～
（17）　全国膠原病フォーラム in東京
（18）　 看護師・薬剤師対象Webシンポジウム／TV講演

会
（19）　RA Nurse Seminar in Sapporo
（20）　第２回倉敷チーム医療カンファレンス
（21）　リウマチ治療懇話会
（22）　2014年度第３回築地RA連携フォーラム
（23）　湘南コメディカルセミナー
（24）　釧路リウマチケアセミナー
（25）　RA Nurse Seminar in Sapporo
（26）　リウマチWEBセミナー
（27）　 看護師・薬剤師対象Webシンポジウム／TV講演

会
（28）　北摂RAチーム医療セミナー
（29）　SAPP?RO関節リウマチ薬剤師セミナー
（30）　市民公開講座「リウマチ治療の未来予想図」
（31）　KARAT SEMINAR
（32）　関節リウマチ学術講演会
（33）　越辺川リウマチセミナー
（34）　 その関節の痛み・・・もしかしてリウマチ？　 

in 函館
（35）　リウマチ治療・島根県医療連携セミナー
（36）　愛媛リウマチのケアセミナー
（37）　第２回リウマチカンファレンス
（38）　兵庫県トシリズマブ学術講演会
（39）　ナースのためのリウマチ治療Basic&Beyond
（40）　福山リウマチ治療医療連携セミナー
（41）　高知RAスキルアップセミナー
（42）　RA Nurse Seminar in Sapporo
（43）　武蔵野Biologicsナースセミナー
（44）　京都リウマチ看護セミナー
（45）　 平成27年度一般社団法人全国膠原病友の会全国集

会
（46）　リウマチWEBセミナー
（47）　RA Conference

（48）　 看護師・薬剤師対象講演会　第１回　岡山リウマ
チ　コラボセミナー

（49）　RAチーム医療セミナー
（50）　 市民健康講座　その関節の痛み・・・もしかして

リウマチ？
（51）　 公益社団法人日本リウマチ友の会創立55周年記念

全国大会
（52）　三原臨床セミナー

平成27年度
　次の事業に対して後援名義の使用承認を行った。

（１）　RA Small Group meetingリウマチ治療懇話会
（２）　リウマチWEBセミナー
（３）　リウマチWEBセミナー
（４）　関節リウマチ薬剤師セミナー
（５）　愛媛東予地区リウマチケアを考える会
（６）　SAPPORO関節リウマチ薬剤師セミナー
（７）　Ichinomiya RA Network Seminar
（８）　群馬トファシチニブ適正使用講演会
（９）　 看護師対象講演会「第２回リウマチナースセミ

ナー」
（10）　北見地区リウマチセミナー
（11）　第７回市民公開講座「リウマチ治療の最前線」
（12）　看護師のための関節リウマチセミナー
（13）　2015年度第１回築地RA連携フォーラム
（14）　第３回所沢リウマチセミナー
（15）　 関節リウマチ診療に携わるメディカルスタッフの

ためのリウマチカンファレンス
（16）　セルトリズマブExpert Meeting 2015 in NARA
（17）　ESCORT SEMINAR
（18）　京都北部関節リウマチセミナー
（19）　トファシチニブMeeting in 宮崎
（20）　南予地区RA診療連携セミナー
（21）　 エ タ ネ ル セ プ ト 10 周 年 記 念 Nurse Seminar in 

Sapporo
（22）　リウマチ診療　地域連携講演会
（23）　Go to the Remission～リウマチ治療を考える～
（24）　和歌山RA治療　病診連携セミナー
（25）　南空知地区リウマチ講演会
（26）　愛媛リウマチ痛みフォーラム
（27）　看護師・薬剤師対象WebシンポジウムTV講演会
（28）　第２回北摂RAチーム医療セミナー
（29）　リウマチWEBセミナー
（30）　三河　RA management Seminar
（31）　埼玉RAメディカルスタッフセミナー
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（32）　あなたの痛み・・・もしかして、リウマチ？
（33）　RA Conference in Kawagoe
（34）　関節リウマチセミナー
（35）　リウマチ治療セミナー2015
（36）　関節リウマチセミナー in 出雲2015
（37）　リウマチ治療セミナー in NAGASAKI
（38）　第３回埼玉南部リウマチ治療懇話会
（39）　別府リウマチチーム医療セミナー
（40）　なるほど！リウマチ公開講座 in 世田谷
（41）　埼玉東部アバタセプト5th記念講演会
（42）　関節リウマチセミナー in Hakodate
（43）　リウマチWEBセミナー
（44）　第７回名古屋東部リウマチフォーラム
（45）　リウマチWEBセミナー
（46）　2015年度第２回築地RA連携フォーラム
（47）　第２回　Ichinomiya RA Network Seminar
（48）　北摂リウマチチーム医療を考える会
（49）　山科関節リウマチセミナー
（50）　リウマチWEBセミナー
（51）　関節リウマチセミナー in 岡山
（52）　RA Nurse seminar in Nagoya
（53）　リウマチWEBセミナー
（54）　第４回県北リウマチ治療懇話会
（55）　リウマチメディカルスタッフ勉強会
（56）　看護師・薬剤師対象WebシンポジウムTV講演会
（57）　おさふねリウマチセミナー
（58）　リウマチWEBセミナー
（59）　リウマチWEBセミナー
（60）　リウマチWEBセミナー in 高知
（61）　千葉湾岸RA懇話会
（62）　日本リウマチ友の会第56回全国大会
（63）　南大阪リウマチMeet the Expertセミナー
（64）　リウマチWEBセミナー
（65）　全国膠原病フォーラム in 沖縄
（66）　第11回宮崎リウマチチーム医療懇話会
（67）　あなたの痛み・・・もしかして、リウマチ？

平成28年度
　次の事業に対して後援名義の使用承認を行った。

（１）　関節リウマチ適正使用セミナー in 沖縄
（２）　三原リウマチセミナー
（３）　浜松RA Medical Staff Seminar
（４）　館林リウマチコメディカルセミナー
（５）　埼玉東部リウマチセミナー
（６）　第４回埼玉南部リウマチ治療懇話会

（７）　おおさか・リウマチ・膠原病　市民公開講座
（８）　第８回市民公開講座「リウマチ治療の最前線」
（９）　実臨床のためのリウマチカンファレンス
（10）　RA治療最前線 in 愛媛
（11）　リウマチWEBセミナー
（12）　第２回桜ノ宮RAカンファレンス
（13）　Biologics Users Lively Conference
（14）　第２回出羽・阿賀リウマチフォーラム
（15）　東三河RAコメディカルセミナー
（16）　Abatacept Forum in Kyoto
（17）　ESCORT2016
（18）　広島RAスキルアップセミナー
（19）　リウマチWEBセミナー
（20）　富山関節リウマチセミナー
（21）　リウマチWEBセミナー
（22）　第２回越辺川リウマチセミナー
（23）　北埼玉RAメディカルスタッフセミナー
（24）　リウマチ治療セミナー in SASEBO
（25）　2016年度第１回築地RA連携フォーラム
（26）　北見地区リウマチセミナー2016
（27）　新潟リウマチサミット2016
（28）　リウマチWEBセミナー
（29）　リウマチWEBセミナー
（30）　第47回東三河リウマチ研究会
（31）　看護師・薬剤師対象WebシンポジウムTV講演会
（32）　Abatacept Expert Seminar in OKAYAMA
（33）　第４回米子リウマチネットワーク
（34）　リウマチWEBセミナー
（35）　リウマチWEBセミナー
（36）　ここが知りたいリウマチセミナー
（37）　 道東市民健康講座「その関節の痛み・・・もしか

してリウマチ？」
（38）　関節リウマチセミナー in GIFU
（39）　東海Abatacept講演会 in 名古屋
（40）　直方・八幡リウマチナースミーティング
（41）　RAチーム治療懇話会
（42）　看護師・薬剤師対象WebシンポジウムTV講演会
（43）　第24回熊本リウマチのケア研究会
（44）　北摂リウマチケアとチーム医療を考える会
（45）　第３回北九州リウマチ看護セミナー
（46）　東葛北部RA講演会
（47）　第１回京阪リウマチ連携の会
（48）　リウマチ治療セミナー in NAGASAKI
（49）　第３回鳥取Expert Nurseミーティング
（50）　RA Team Medical Seminar
（51）　リウマチWEBセミナー
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（52）　リウマチWEBセミナー
（53）　第15回日本リウマチ実地医会
（54）　 BS Expert Seminar 

～新たな選択としてBiosimilar～
（55）　関節リウマチ看護を熱く語る会
（56）　東毛地区RAコメディカル研究会
（57）　第５回県北リウマチ治療懇話会
（58）　RA Care Support Seminar in 郡山
（59）　第２回OKAYAMA山陽エリアRA研究会
（60）　関節リウマチセミナー in 松江
（61）　第５回埼玉南部リウマチ治療懇話会
（62）　インフリキシマブ治療を考える会
（63）　リウマチWEBセミナー
（64）　三河関節リウマチ合併症研究会
（65）　第８回名古屋東部リウマチフォーラム
（66）　Niigata Meet the Expert
（67）　三原リウマチセミナー
（68）　三地区関節リウマチを考える会
（69）　リウマチカンファレンス in 倉敷
（70）　リウマチWEBセミナー
（71）　埼玉東部地区リウマチセミナー
（72）　2016年度第２回築地RA連携フォーラム
（73）　神奈川RAカンファレンス
（74）　福岡メディカルススタッフリウマチセミナー
（75）　関節リウマチ連携セミナー
（76）　印旛市郡リウマチコメディカル勉強会
（77）　 第２回薬剤師・看護師のためのリウマチセミナー 

in 岩手
（78）　 看護師・薬剤師対象インターネットシンポジウム

TV講演会
（79）　関節リウマチ治療とケアセミナー
（80）　 Bio-Symposium　 

～Dermatology & Rheumatology～
（81）　山科関節リウマチセミナー
（82）　C-NARAフォーラム
（83）　 関節リウマチ診療に携わるメディカルスタッフの

ためのWEBシンポジウム
（84）　リウマチWEBセミナー
（85）　第２回北長瀬整形外科カンファレンス
（86）　和歌山リウマチケアスキルアップ研修
（87）　川越ナースセミナー
（88）　関節リウマチ診療に関わるナースセミナー
（89）　出羽・阿賀リウマチフォーラム
（90）　日本リウマチ友の会第57回全国大会
（91）　全国膠原病フォーラム in 千葉
（92）　新潟リウマチサミット

（93）　埼玉RAメディカルスタッフセミナー
（94）　 市民健康講座　その痛み・・・もしかしてリウマ

チ？
（95）　JAKフォーラム in 関西
（96）　第３回桜ノ宮RAカンファレンス

平成29年度
　次の事業に対して後援名義の使用承認を行った。

（１）　メディカルスタッフセミナー
（２）　エリアWEBセミナー
（３）　リウマチT細胞セミナー
（４）　実臨床のためのリウマチカンファンレス
（５）　リウマチWEBセミナー
（６）　第３回リウマチケアを考える会
（７）　京都RAチーム医療を考える会
（８）　 看護師・薬剤師・医師対象講演会「第2回岡山リ

ウマチ・コラボセミナー」
（９）　看護師対象講演会「ナースサミット in 中国」
（10）　第９回市民公開講座「リウマチ治療の最前線」
（11）　リウマチWEBセミナー in 高知
（12）　MIK医看RA合同セミナー
（13）　東予地区コメディカルと共にリウマチを考える会
（14）　リウマチ診療 地域連携講演会2017
（15）　リウマチWEBセミナー
（16）　小倉リウマチ勉強会
（17）　第３回越辺川リウマチセミナー
（18）　西三河地区リウマチ性疾患 Network Seminar
（19）　 看護師・薬剤師対象インターネットシンポジウム 

TV講演会
（20）　泉州関節リウマチケアスキルアップ研修
（21）　Go to The Remission
（22）　佐賀関節リウマチ講演会2017
（23）　 看護師・薬剤師・医師対象講演会「HAMADA 

リウマチネット勉強会」
（24）　リウマチ Nurse Co-medical セミナー
（25）　第29回 KIZUNA
（26）　リウマチWEBセミナー
（27）　第５回三河Orthopaedic Rheumatology研究会
（28）　リウマチWEBセミナー
（29）　中西讃地区病診連携セミナー
（30）　患者にあったリウマチ治療を考える会
（31）　淀川リウマチセミナー
（32）　大分県北RA講演会
（33）　RA Expert Seminar in OKAYAMA
（34）　埼玉RAメディカルスタッフセミナー
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（35）　東葛北部RAメディカルスタッフセミナー
（36）　コミュニケーションサポートセミナー
（37）　 おさふねリウマチセミナー
（38）　Bio-Symposium～Dermatology & Rheumatology～
（39）　関節リウマチを考える会
（40）　第２回京阪リウマチ連携の会
（41）　リウマチWEBセミナー
（42）　 リウマチケア・チームカンファレンス京都 The 

RA Care Teamを作ろう
（43）　リウマチWEBセミナー
（44）　阪神看護師RA医療フォーラム
（45）　リウマチ実施診療の会
（46）　 Biologics Users’Forum ～チーム医療を考える会～
（47）　第４回北九州リウマチ看護セミナー
（48）　JAKアカデミー in 播磨
（49）　倉敷広域医療連携の会 記念講演会
（50）　比企リウマチカンファレンス in 小川町
（51）　Medical Collaboration Forum in 水戸
（52）　Hitachi Rheumatoid Arthritis Seminar
（53）　リウマチWEBセミナー
（54）　 道東市民健康講座 あなたの痛み・・・もしかし

てリウマチ？
（55）　尾張リウマチチーム医療セミナー
（56）　JAK Academy in SAKAI
（57）　JAK Academy in 新潟
（58）　Tokyo Nurse Forum
（59）　東三河RAコメディカルセミナー
（60）　第16回日本リウマチ実地医会
（61）　第３回春日井RA seminar
（62）　第２回リウマチ診療の為の地域連携セミナー
（63）　東葛北部RA講演会
（64）　RAを考える会
（65）　RAコミュニケーション サポート セミナー
（66）　千葉リウマチ懇話会2017
（67）　第６回埼玉南部リウマチ治療懇話会
（68）　運動器疾患連携セミナー
（69）　RAメディカルスタッフセミナー
（70）　第３回北長瀬整形外科カンファレンス
（71）　Bio-Symposium
（72）　泉州リウマチケアナースセミナー
（73）　第２回鹿行関節リウマチ連携セミナー
（74）　RA画像診断フォーラム in 神奈川
（75）　関節リウマチ治療とケアセミナー
（76）　骨・リウマチフォーラム
（77）　第６回県北リウマチ治療懇話会
（78）　リウマチ治療セミナー in NAGASAKI

（79）　リウマチ診療を考える会（福岡地区）
（80）　リウマチ看護師セミナー
（81）　 リウマチ患者さんとのコミュニケーションセミ

ナー
（82）　乾癬性関節炎治療連携セミナー in 長崎
（83）　第２回和歌山リウマチケアスキルアップ研修
（84）　 第３回薬剤師・看護師のためのリウマチセミナー 

in 岩手
（85）　第２回関節リウマチ連携セミナー
（86）　関節リウマチチーム医療を考える会
（87）　山科関節リウマチセミナー
（88）　「リウマチ診療」を考える会
（89）　 北日本新聞 関節リウマチ市民公開講座in富山市
　　　 その痛み･･･もしかして関節リウマチ？正しい知

識で悩みを解決！～リウマチ治療のウソ？ホン
ト？～

（90）　Bio-Symposium
（91）　リウマチについて考えよう（市民公開講座）
（92）　RA Women's Seminar
（93）　JAK Meeting
（94）　第２回埼玉RAメディカルスタッフセミナー
（95）　関節リウマチ～小児から高齢者まで～
（96）　第１回RACCo
（97）　 リウマチ診療のコミュニケーションについて考え

る会
（98）　リウマチ治療セミナー in SASEBO
（99）　第２西三河地区リウマチ性疾患 Network Seminar
（100）　 看護師・薬剤師対象インターネットシンポジウム
（101）　日本リウマチ友の会第58回全国大会
（102）　 市民公開講座 その痛み･･･もしかしてリウマチ？
（103）　館林RAセミナー
（104）　第４回リウマチケアを考える会
（105）　全国膠原病フォーラムin大阪
（106）　関節リウマチ心理サポートセミナー in 北見
（107）　筑紫リウマチセミナー
（108）　あるあるナースセミナー
（109）　第４回桜ノ宮RAカンファレンス
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10．理事会等の開催状況

平成20年度
（１）理事会
第45回理事会
　開催年月日　�平成20年６月24日（火）�

午後３時～３時40分
　開 催 場 所　�経団連会館�

東京都千代田区大手町１―９―４
　出 席 者 数　�理事14名　欠席１名　監事２名
　議　　　題
　　第１号議案　平成19年度事業報告に関する件
　　第２号議案　平成19年度決算に関する件
　　第３号議案　評議員の選出に関する件
第46回理事会
　開催年月日　�平成21年３月24日（火）�

午後５時～５時40分
　開 催 場 所　�経団連会館�

東京都千代田区大手町１―９―４
　出 席 者 数　理事14名　欠席１名　監事２名
　議　　　題
　　第１号議案　�平成20年度収支予算の補正に関する件
　　第２号議案　平成21年度事業計画に関する件
　　第３号議案　平成21年度収支予算に関する件

（２）評議員会
第44回評議員会
　開催年月日　�平成20年６月24日（火）�

午後３時40分～４時
　開 催 場 所　�経団連会館�

東京都千代田区大手町１―９―４
　出 席 者 数　評議員28名　　監事２名
　議　　　題
　　第１号議案　平成19年度事業報告に関する件
　　第２号議案　平成19年度決算に関する件
第45回評議員会
　開催年月日　�平成21年３月24日（火）�

午後５時40分～６時10分
　開 催 場 所　�経団連会館�

東京都千代田区大手町１―９―４
　出 席 者 数　評議員28名　　監事２名
　議　　　題
　　第１号議案　�平成20年度収支予算の補正に関する件
　　第２号議案　平成21年度事業計画に関する件

　　第３号議案　平成21年度収支予算に関する件

平成21年度
（１）理事会
第47回理事会
　開催年月日　�平成21年６月23日（火）�

午後３時～３時40分
　開 催 場 所　�学士会館　�

東京都千代田区神田錦町３―28
　出 席 者 数　理事14名　　監事２名
　議　　　題
　　第１号議案　平成20年度事業報告に関する件
　　第２号議案　平成20年度決算に関する件
第48回理事会
　開催年月日　�平成22年３月23日（火）�

午後５時～５時40分
　開 催 場 所　�学士会館　�

東京都千代田区神田錦町３―28
　出 席 者 数　理事14名　　監事２名
　議　　　題　
　　第１号議案　平成21年度収支予算の補正に関する件
　　第２号議案　平成22年度事業計画に関する件
　　第３号議案　平成22年度収支予算に関する件
　　第４号議案　評議員の選出に関する件
　　第５号議案　公益財団法人への移行に関する件

（２）評議員会
第46回評議員会
　開催年月日　�平成21年６月23日（火）�

午後３時40分～４時
　　開 催 場 所　�学士会館　�

東京都千代田区神田錦町３―28
　出 席 者 数　評議員28名　　監事２名
　議　　　題　
　　第１号議案　平成20年度事業報告に関する件
　　第２号議案　平成20年度決算に関する件
第47回評議員会
　開催年月日　�平成22年３月23日（火）�

午後５時40分～６時10分
　開 催 場 所　�学士会館　�

東京都千代田区神田錦町３―28
　出 席 者 数　評議員28名　　監事２名
　議　　　題　
　　第１号議案　平成21年度収支予算の補正に関する件
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　　第２号議案　平成22年度事業計画に関する件
　　第３号議案　平成22年度収支予算に関する件
　　第４号議案　理事の選出に関する件
　　第５号議案　公益財団法人への移行に関する件

【平成22年度】
（１）理事会
第49回理事会
　開催年月日　�平成22年６月22日（火）�

午後３時～３時40分
　開 催 場 所　�学士会館　�

東京都千代田区神田錦町３―28
　出 席 者 数　理事14名　　監事２名
　議　　　題　
　　第１号議案　平成21年度事業報告に関する件
　　第２号議案　平成21年度決算に関する件
　　第３号議案　公益財団法人への移行に関する件
　　第４号議案　�評議員の辞任に伴う後任選出に関する

件
第50回理事会
　開催年月日　�平成23年３月22日（火）�

午後５時～５時50分
　開 催 場 所　�学士会館　�

東京都千代田区神田錦町３―28
　出 席 者 数　理事14名　　監事２名
　議　　　題　
　　第１号議案　平成22年度収支予算の補正に関する件
　　第２号議案　平成23年度事業計画に関する件
　　第３号議案　平成23年度収支予算に関する件
　　第４号議案　公益財団法人移行認定に関する件
　　第５号議案　�リウマチ登録医制度の見直しに関する

件
　　第６号議案　�国際学会におけるリウマチ性疾患調

査・研究発表者に対する助成に関する
件

　　その他　　　�災害時リウマチ患者支援事業：東北地
方太平洋沖地震について

（２）評議員会
第48回評議員会
　開催年月日　�平成22年６月22日（火）�

午後３時40分～４時
　開 催 場 所　�学士会館　�

東京都千代田区神田錦町３―28

　出 席 者 数　評議員25名　　監事２名
　議　　　題　
　　第１号議案　平成21年度事業報告に関する件
　　第２号議案　平成21年度決算に関する件
　　第３号議案　公益財団法人への移行に関する件
第49回評議員会
　開催年月日　�平成23年３月22日（火）�

午後５時50分～６時30分
　開 催 場 所　�学士会館　�

東京都千代田区神田錦町３―28
　出 席 者 数　評議員25名　　監事２名
　議　　　題　
　　第１号議案　平成22年度収支予算の補正に関する件
　　第２号議案　平成23年度事業計画に関する件
　　第３号議案　平成23年度収支予算に関する件
　　第４号議案　公益財団法人移行認定に関する件
　　第５号議案　�リウマチ登録医制度の見直しに関する

件
　　第６号議案　�国際学会におけるリウマチ性疾患調

査・研究発表者に対する助成に関する
件

　　その他　　　�災害時リウマチ患者支援事業：東北地
方太平洋沖地震について

平成23年度
第１回理事会
　開催年月日　平成23年６月21日（火）午後３時～４時
　開 催 場 所　�学士会館　�

東京都千代田区神田錦町３―28
　出 席 者 数　理事10名　　監事２名
　議　　　題　
　　第１号議案　平成22年度事業報告に関する件
　　第２号議案　平成22年度決算に関する件
　　第３号議案　平成23年度事業計画に関する件
　　第４号議案　平成23年度収支予算に関する件
　　第５号議案　評議員選定委員会の設置に関する件
　　第６号議案　理事の選任に関する件
　　第７号議案　�リウマチ登録医規則等の改正に関する

件
　　第８号議案　�登録リウマチケア看護師規則等の改正

に関する件
第２回理事会
　開催年月日　平成24年３月27日（火）午後４時～５時
　開 催 場 所　�学士会館�

東京都千代田区神田錦町３―28
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　出 席 者 数　理事12名　　監事２名
　議　　　題　
　　第１号議案　平成23年度収支予算の補正に関する件
　　第２号議案　平成24年度事業計画に関する件
　　第３号議案　平成24年度収支予算に関する件
　　第４号議案　�評議員選定委員会運営細則（案）に関

する件
　　その他
　　　・�理事長等の職務状況の報告に関する件
　　　・�リウマチ登録医制度の見直しに関する件
　　　・�登録リウマチケア看護師制度の見直しに関する

件
　　　・その他

（１）評議員会
第１回定時評議員会
　開催年月日　�平成23年６月21日（火）午後４時～５時
　開 催 場 所　�学士会館　�

東京都千代田区神田錦町３―28
　出 席 者 数　評議員８名　理事10名　監事２名
　議　　　題　
　　第１号議案　平成22年度事業報告に関する件
　　第２号議案　平成22年度決算に関する件
　　第３号議案　平成23年度事業計画に関する件
　　第４号議案　平成23年度収支予算に関する件
　　第５号議案　評議員選定委員会の設置に関する件
　　第６号議案　理事の選任に関する件
　　第７号議案　�リウマチ登録医規則等の改正に関する

件
　　第８号議案　�登録リウマチケア看護師規則等の改正

に関する件
第１回臨時評議員会
　開催年月日　平成24年３月27日（火）午後５時～６時
　開 催 場 所　�学士会館　�

東京都千代田区神田錦町３―28
　出 席 者 数　評議員11名　理事12名　監事２名
　議　　　題　
　　第１号議案　平成23年度収支予算の補正に関する件
　　第２号議案　平成24年度事業計画に関する件
　　第３号議案　平成24年度収支予算に関する件
　　その他
　　　・リウマチ登録医制度の見直しに関する件
　　　・�登録リウマチケア看護師制度の見直しに関する

件
　　　・その他

（３）評議員選定委員会
　開催年月日　�平成23年９月７日（水）�

午後３時30分～４時30分
　開 催 場 所　丸ビル８階「グラスルーム」
　出 席 委 員　５名
　議　　　題　１．評議員の選定について
　　　　　　　２．その他

平成24年度
（１）理事会
第３回理事会
　開催年月日　平成24年６月26日（火）午後３時～４時
　開 催 場 所　�学士会館　�

東京都千代田区神田錦町３―28
　出 席 者 数　理事９名　　監事２名
　議　　　題　
　　第１号議案　平成23年度事業報告に関する件
　　第２号議案　平成23年度決算に関する件
　　第３号議案　�公益財団法人日本リウマチ財団評議員

及び役員の報酬等並びに費用に関する
規程の改正に関する件

　　第４号議案　�日本リウマチ財団登録医規則、同施行
細則の改正に関する件

　　第５号議案　�日本リウマチ財団委員会規程に関する
件

　　その他
　　　・理事長等の職務状況の報告に関する件
　　　・平成24年度リウマチ月間行事の件
　　　・その他
第４回理事会
　開催年月日　平成25年３月26日（火）午後４時～５時
　開 催 場 所　�学士会館　�

東京都千代田区神田錦町３―28
　出 席 者 数　理事12名　　監事２名
　議　　　題　
　　第１号議案　平成24年度収支予算の補正に関する件
　　第２号議案　平成25年度事業計画に関する件
　　第３号議案　平成25年度収支予算に関する件
　　第４号議案　顧問委嘱に関する件
　　その他
　　　・理事長等の職務状況の報告に関する件
　　　・その他
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（２）評議員会
第２回定時評議員会
　開催年月日　平成24年６月26日（火）午後４時～５時
　開 催 場 所　�学士会館　�

東京都千代田区神田錦町３―28
　出 席 者 数　評議員９名　理事９名　監事２名
　議　　　題　
　　第１号議案　平成23年度事業報告に関する件
　　第２号議案　平成23年度決算に関する件
　　第３号議案　�公益財団法人日本リウマチ財団評議員

及び役員の報酬等並びに費用に関する
規程の改正に関する件

　　第４号議案　�日本リウマチ財団登録医規則、同施行
細則の改正に関する件

　　第５号議案　�日本リウマチ財団委員会規程に関する
件

　　その他　　　・平成24年度リウマチ月間行事の件
　　　　　　　　・その他
第２回臨時評議員会
　開催年月日　平成25年３月26日（火）午後５時～６時
　開 催 場 所　�学士会館　�

東京都千代田区神田錦町３―28
　出 席 者 数　評議員10名　理事12名　監事２名
　議　　　題　
　　第１号議案　平成24年度収支予算の補正に関する件
　　第２号議案　平成25年度事業計画に関する件
　　第３号議案　平成25年度収支予算に関する件
　　その他

（３）評議員選定委員会
　開催年月日　平成24年10月３日（水）午後５時～６時
　開 催 場 所　�学士会館　�

東京都千代田区神田錦町３―28
　出 席 委 員　５名
　議　　　題　１．評議員の解任・選任について
　　　　　　　２．その他

平成25年度
（１）理事会
第５回理事会
　開催年月日：平成25年６月25日（火）午後３時～４時
　開 催 場 所：�学士会館　�

東京都千代田区神田錦町３―28

　出 席 者 数：理事10名　　監事２名
　議　　　題：
　　第１号議案　�平成24年度事業報告に関する件
　　第２号議案　平成24年度決算に関する件
　　第３号議案　�公益財団法人日本リウマチ財団登録リ

ウマチケア看護師規則の改正（案）に
関する件

　　その他　　　
　　　・理事長等の職務状況の報告に関する件
　　　・平成25年度リウマチ月間行事等年間行事の件
　　　・その他
第６回理事会
　開催年月日：�平成25年６月25日（火）�

午後４時30分～４時45分
　開 催 場 所：�学士会館　�

東京都千代田区神田錦町３―28
　出 席 者 数：理事10名　　監事２名
　議　　　題：第１号議案　理事長の選任に関する件
　　　　　　　第２号議案　副理事長の選任に関する件
　　　　　　　第３号議案　専務理事の選任に関する件
　　　　　　　第４号議案　常務理事の選任に関する件
　　　　　　　その他
※�現理事が任期満了となるため、第３回定時評議員会で

新たな理事を選任し、そのあと新理事長等の承認、議
決を得る為、第６回理事会を開催した。
第７回理事会
　開催年月日：平成26年３月25日（火）午後４時～５時
　開 催 場 所：�学士会館　�

東京都千代田区神田錦町３―28
　出 席 者 数：理事10名　　監事２名
　議　　　題：
　　第１号議案　平成25年度収支予算の補正に関する件
　　第２号議案　平成26年度事業計画に関する件
　　第３号議案　平成26年度収支予算に関する件
　　第４号議案　�日本リウマチ財団リウマチ登録薬剤師

規則の制定に関する件
　　第５号議案　�日本リウマチ財団登録リウマチケア看

護師規則の改定に関する件
　　第６号議案　�塩川美奈子・膠原病研究奨励賞の制定

に関する件
　　その他　　　
　　　・理事長等の職務状況の報告に関する件
　　　・その他
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（２）評議員会
第３回定時評議員会
　開催年月日：�平成25年６月25日（火）�

午後４時～４時30分
　開 催 場 所：�学士会館　�

東京都千代田区神田錦町３―28
　出 席 者 数：評議員10名　理事10名　監事２名
　議　　　題：
　　第１号議案　平成24年度事業報告に関する件
　　第２号議案　平成24年度決算に関する件
　　第３号議案　�公益財団法人日本リウマチ財団登録リ

ウマチケア看護師規則の改正（案）に
関する件

　　第４号議案　理事の選任に関する件
　　その他　　　
　　　・リウマチ登録薬剤師（仮称）制度に関する件
　　　・平成25年度リウマチ月間行事等年間行事の件
　　　・その他
第３回臨時評議員会
　開催年月日：�平成26年３月25日（火）�

午後５時～５時30分
　開 催 場 所：�学士会館　�

東京都千代田区神田錦町３―28
　出 席 者 数：評議員11名　理事10名　監事２名
　議　　　題：
　　第１号議案　平成25年度収支予算の補正に関する件
　　第２号議案　平成26年度事業計画に関する件
　　第３号議案　平成26年度収支予算に関する件
　　第４号議案　�日本リウマチ財団リウマチ登録薬剤師

規則の制定に関する件
　　第５号議案　�日本リウマチ財団登録リウマチケア看

護師規則の改定に関する件
　　第６号議案　�塩川美奈子・膠原病研究奨励賞の制定

に関する件
　　その他　　　・その他

平成26年度
（１）理事会
第８回理事会
　開催年月日：平成26年６月10日（火）午後３時～４時
　開 催 場 所：�学士会館　�

東京都千代田区神田錦町３―28
　出 席 者 数：理11名　　監事２名

　議　　　題：
　　第１号議案　平成25年度事業報告に関する件
　　第２号議案　平成25年度決算に関する件
　　第３号議案　資金運用規程の制定に関する件
　　第４号議案　事務局長の選任に関する件
　　その他　　　
　　　・理事長等の職務状況の報告に関する件
　　　・平成26年度リウマチ月間行事等年間行事の件
　　　・その他
第９回理事会（書面表決）
　開催年月日：平成26年６月25日（水）
　議　　　題：
　　第１号議案　専務理事の選任に関する件
第10回理事会
　開催年月日：平成27年３月24日（火）午後４時～５時
　開 催 場 所：�学士会館　�

東京都千代田区神田錦町３―28
　出 席 者 数：理事11名　　監事２名
　議　　　題：
　　第１号議案　平成26年度収支予算の補正に関する件
　　第２号議案　平成27年度事業計画に関する件
　　第３号議案　平成27年度収支予算に関する件
　　第４号議案　主たる事務所の移転に関する件
　　その他　　　
　　　・理事長等の職務状況の報告に関する件
　　　・その他

（２）評議員会
第４回定時評議員会
　開催年月日：平成26年６月24日（火）午後５時～６時
　開 催 場 所：�学士会館　�

東京都千代田区神田錦町３―28
　出 席 者 数：評議員10名　理事５名　監事２名
　議　　　題：
　　第１号議案　平成25年度事業報告に関する件
　　第２号議案　平成25年度決算に関する件
　　第３号議案　理事の選任に関する件
　　第４号議案　資金運用規程の制定に関する件
　　その他　　　
　　　・平成26年度リウマチ月間行事等年間行事の件
　　　・その他
第４回臨時評議員会
　開催年月日：�平成27年３月24日（火）�

午後５時～５時30分
　開 催 場 所：�学士会館　�

東京都千代田区神田錦町３―28
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　出 席 者 数：評議員12名　理事11名　監事２名
　議　　　題：
　　第１号議案　平成26年度収支予算の補正に関する件
　　第２号議案　平成27年度事業計画に関する件
　　第３号議案　平成27年度収支予算に関する件
　　第４号議案　主たる事務所の移転に関する件
　　第５号議案　定款の変更に関する件
　　その他　　　・その他

平成27年度
（１）理事会
第11回理事会
　開催年月日：平成27年６月２日（火）午後５時～６時
　開 催 場 所：�学士会館　�

東京都千代田区神田錦町３―28
　出 席 者 数：理事10名　　監事２名
　議　　　題：
　　第１号議案　平成26年度事業報告に関する件
　　第２号議案　平成26年度決算に関する件
　　第３号議案　�評議員選定委員会外部委員の選任に関

する件
　　第４号議案　評議員候補者の推薦に関する件
　　その他　　　
　　　・理事長等の職務状況の報告に関する件
　　　・平成27年度リウマチ月間行事等年間行事の件
　　　・その他
第12回理事会（書面表決）
　開催年月日：平成27年６月23日（火）
　議　　　題：第１号議案　理事長の選任に関する件
　　　　　　　第２号議案　副理事長の選任に関する件
　　　　　　　第３号議案　専務理事の選任に関する件
　　　　　　　第４号議案　常務理事の選任に関する件
第13回理事会
　開催年月日：平成28年３月22日（火）午後４時～５時
　開 催 場 所：�学士会館　�

東京都千代田区神田錦町３―28
　出 席 者 数：理事９名　　監事２名
　議　　　題：
　　第１号議案　平成27年度収支予算の補正に関する件
　　第２号議案　平成28年度事業計画に関する件
　　第３号議案　平成28年度収支予算に関する件
　　その他　　　
　　　・理事長等の職務状況の報告に関する件
　　　・その他

（２）評議員会
第５回定時評議員会
　開催年月日：平成27年６月23日（火）午後５時～６時
　開 催 場 所：�学士会館　�

東京都千代田区神田錦町３―28
　出 席 者 数：評議員９名　理事５名　監事２名
　議　　　題：
　　第１号議案　平成26年度事業報告に関する件
　　第２号議案　平成26年度決算に関する件
　　第３号議案　理事の選任に関する件
　　第４号議案　監事の選任に関する件
　　その他　　　
　　　・平成27年度リウマチ月間行事等年間行事の件
　　　・その他
第５回臨時評議員会
　開催年月日：�平成28年３月22日（火）�

午後５時～５時30分
　開 催 場 所：�学士会館　�

東京都千代田区神田錦町３―28
　出 席 者 数：評議員11名　理事９名　監事２名
　議　　　題：
　　第１号議案　平成27年度収支予算の補正に関する件
　　第２号議案　平成28年度事業計画に関する件
　　第３号議案　平成28年度収支予算に関する件
　　その他　　　・その他

（３）評議員選定委員会
　開催年月日：�平成27年６月19日（金）�

午後１時30分～２時30分
　開 催 場 所：�日本リウマチ財団会議室　�

東京都港区新橋５―８―11　�
新橋エンタービル11階

　出 席 者 数：４名
　議　　　題：
　　１．任期満了に伴う評議員の選任について
　　２．その他

平成28年度
（１）理事会
第14回理事会
　開催年月日：平成28年６月７日（火）午後５時～６時
　開 催 場 所：�日本リウマチ財団会議室　�

東京都港区新橋５―８―11　�
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新橋エンタービル11階
　出 席 者 数：理事11名　監事２名
　議　　　題：
　　第１号議案　平成27年度事業報告に関する件
　　第２号議案　平成27年度決算に関する件
　　第３号議案　�日本リウマチ財団委員会設置規程の改

正（案）に関する件
　　その他　　　
　　　・理事長等の職務状況の報告に関する件
　　　・平成28年度リウマチ月間行事等年間行事の件
　　　・その他
第15回理事会
　開催年月日：平成29年３月28日（火）午後４時～５時
　開 催 場 所：�学士会館　�

東京都千代田区神田錦町３―28
　出 席 者 数：理事８名　　監事２名
　議　　　題：
　　第１号議案　平成29年度事業計画に関する件
　　第２号議案　平成29年度収支予算に関する件
　　第３号議案　�公益財団法人日本リウマチ財団評議員

及び役員の報酬等並びに費用に関する
規程の改正に関する件

　　第４号議案　�日本リウマチ財団の組織改革に関する
件

　　第５号議案　�日本リウマチ財団登録リウマチケア看
護師規則の改定に関する件

　　第６号議案　�日本リウマチ財団30周年記念事業に関
する件

　　その他　　　
　　　・理事長等の職務状況の報告に関する件
　　　・その他

（２）評議員会
第６回定時評議員会
　開催年月日：平成28年６月28日（火）午後５時～６時
　開 催 場 所：�日本リウマチ財団会議室　�

東京都港区新橋５―８―11　�
新橋エンタービル11階

　出 席 者 数：評議員11名　理事５名　監事２名
　議　　　題：
　　第１号議案　平成27年度事業報告に関する件
　　第２号議案　平成27年度決算に関する件
　　第３号議案　�日本リウマチ財団委員会設置規程の改

正（案）に関する件
　　その他　　　
　　　・平成27年度リウマチ月間行事等年間行事の件

　　　・その他
第６回臨時評議員会
　開催年月日：�平成29年３月28日（火）�

午後５時～５時30分
　開 催 場 所：�学士会館　�

東京都千代田区神田錦町３―28
　出 席 者 数：評議員12名　理事８名　監事２名
　議　　　題：
　　第１号議案　平成29年度事業計画に関する件
　　第２号議案　平成29年度収支予算に関する件
　　第３号議案　�公益財団法人日本リウマチ財団評議員

及び役員の報酬等並びに費用に関する
規程の改正に関する件

　　第４号議案　�日本リウマチ財団の組織改革に関する
件

　　第５号議案　�日本リウマチ財団登録リウマチケア看
護師規則の改定に関する件

　　第６号議案　�日本リウマチ財団30周年記念事業に関
する件

　　その他　　　・その他

平成29年度
（１）理事会
第16回　理事会
　開催年月日：平成29年５月30日（火）午後５時～６時
　開 催 場 所：�日本リウマチ財団会議室　�

東京都港区新橋５―８―11　�
新橋エンタービル11階

　出 席 者 数：理事12名　監事２名出席者数
　議　　　題：
　　第１号議案　平成28年度事業報告に関する件
　　第２号議案　平成28年度決算に関する件
　　第３号議案　評議員候補者の推薦に関する件
　　第４号議案　�日本リウマチ財団リウマチ登録薬剤師

規則等の改定に関する件
　　第５号議案　�新しいリウマチ性疾患のCare�Project

に関する件
　　その他　　　
　　　・理事長等の職務状況の報告に関する件
　　　・その他
第17回理事会（書面表決）
　開催年月日：平成29年６月27日（火）
　議　　　題：
　　第１号議案　理事長の選任に関する件
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　　　髙久史麿理事を選任すること。
　　第２号議案　副理事長の選任に関する件
　　　幸田正孝理事を選任すること。
　　第３号議案　専務理事の選任に関する件
　　　勝又正夫理事を選任すること。
　　第４号議案　常務理事の選任に関する件
　　　西岡久寿樹理事、中村耕三理事を選任すること。
第18回理事会（書面表決）
　開催年月日：平成29年７月１日（土）
　議　　　題：
　　第１号議案　事務局長の選任に関する件
　　　勝又正夫氏を選任すること。
　　第２号議案　常勤役員の報酬に関する件
　　　常勤役員の報酬月額を「675,000円」とすること
第19回理事会（書面表決）
　開催年月日：平成29年９月１日（金）
　議　　　題：
　　第１号議案　�日本リウマチ財団登録リウマチケア看

護師規則の改定に関する件
第20回理事会
　開催年月日：平成30年３月27日（火）午後４時～５時
　開 催 場 所：�学士会館　�

東京都千代田区神田錦町３―28
　出 席 者 数：理事８名　　監事２名
　議　　　題：
　　第１号議案　平成29年度事業計画に関する件
　　第２号議案　平成29年度収支予算に関する件
　　第３号議案　�公益財団法人日本リウマチ財団評議員

及び役員の報酬等並びに費用に関する
規程の改正に関する件

　　第４号議案　�日本リウマチ財団の組織改革に関する
件

　　第５号議案　�日本リウマチ財団登録リウマチケア看
護師規則の改定に関する件

　　第６号議案　�日本リウマチ財団30周年記念事業に関
する件

　　その他　　　
　　　・理事長等の職務状況の報告に関する件
　　　・その他

（２）評議員会
第７回定時評議員会
　開催年月日：平成29年６月27日（火）午後５時～６時
　開 催 場 所：�日本リウマチ財団会議室　�

東京都港区新橋５―８―11　�
新橋エンタービル11階

　出 席 者 数：評議員10名　理事４名　監事２名
　議　　　題：
　　第１号議案　平成28年度事業報告に関する件
　　第２号議案　平成28年度決算に関する件
　　第３号議案　評議員候補者の推薦に関する件
　　第４号議案　理事の選任に関する件
　　第５号議案　�日本リウマチ財団登録リウマチケア看

護師規則等の改定に関する件
　　第６号議案　�日本リウマチ財団登録リウマチケア薬

剤師規則等の改定に関する件
　　第７号議案　�新しいリウマチ性疾患のCare�Project

に関する件
　　その他　　　
　　　・創立30周年記念等平成29年度年間行事の件
第７回臨時評議員会
　開催年月日：平成30年３月27日（火）午後４時～６時
　開 催 場 所：�学士会館�

東京都千代田区神田錦町３―28
　出 席 者 数：評議員13名　理事11名　監事２名
　議　　　題：
　　第１号議案　平成30年度事業計画に関する件
　　第２号議案　平成30年度収支予算に関する件
　　第３号議案　�公益財団法人日本リウマチ財団評議員

及び役員の報酬等並びに費用に関する
規程の改正（案）に関する件

　　第４号議案　理事の辞任に関する件
　　その他
　　　・その他



116

年度別収支状況（毎年度の正味財産増減計算書より） 年度別収支状況（毎年度の正味財産増減計算書より）
１．一般正味財産増減の部 単位：千円

科　　　　　　　目 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

経常収益

会費収入 25,860 25,800 22,880 22,790 21,590 24,310 23,280 21,080 19,870 19,350

事業収入　 44,444 46,201 37,595 24,541 27,797 50,289 47,895 40,408 32,702 26,706

利子収入 6,030 6,563 11,963 11,429 14,912 4,044 3,250 4,398 5,522 5,074

協賛金収入 32,293 28,098 26,875 33,099 38,119 37,515 35,830 22,910 11,640 2,300

寄付金収入 52,108 89,972 18,540 22,154 15,585 13,560 21,400 12,950 15,655 11,580

その他の収入 415 1,045 288 677 66 59 229 792 209 75

当期経常収入合計 161,150 197,679 118,141 114,690 118,069 129,777 131,884 102,538 85,598 65,085

経常費用

事業費 148,438 131,984 131,380 126,145 120,591 115,566 114,129 100,236 81,250 74,703

管理費 37,618 29,953 34,142 19,482 18,131 16,746 18,159 18,800 18,297 18,971

その他の支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

当期経常支出合計 186,056 161,937 165,522 145,627 138,722 132,312 132,288 119,036 99,547 93,674

当期経常増減額 －24,906 35,742 －47,381 －30,937 －20,653 －2,535 －404 －16,498 －13,949 －28,589

２．経常外増減の部
一般正味財産　期首残高 679,252 652,958 686,700 637,319 602,342 579,689 575,154 581,750 562,168 545,218

当該年度

経常外収益 612 0 0 0 0 0 0 0 0 0

経常外費用 0 0 0 －2,040 0 0 0 －84 0 0

当期一般正味財産増減額 －24,906 35,742 －47,381 －30,937 －20,653 －2,535 －404 －16,498 －13,950 －28,913

当期指定財産期末残高 －2,000 －2,000 －2,000 －2,000 －2,000 －2,000 7,000 －3,000 －3,000 －3,000

一般正味財産　期末残高 652,958 686,700 637,319 602,342 579,689 575,154 581,750 562,168 545,218 513,305

※　平成23年4月から公益財団に移行のため、公益法人会計基準に従い正味財産増減計算書による標記とした。
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年度別収支状況（毎年度の正味財産増減計算書より） 年度別収支状況（毎年度の正味財産増減計算書より）
１．一般正味財産増減の部 単位：千円

科　　　　　　　目 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

経常収益

会費収入 25,860 25,800 22,880 22,790 21,590 24,310 23,280 21,080 19,870 19,350

事業収入　 44,444 46,201 37,595 24,541 27,797 50,289 47,895 40,408 32,702 26,706

利子収入 6,030 6,563 11,963 11,429 14,912 4,044 3,250 4,398 5,522 5,074

協賛金収入 32,293 28,098 26,875 33,099 38,119 37,515 35,830 22,910 11,640 2,300

寄付金収入 52,108 89,972 18,540 22,154 15,585 13,560 21,400 12,950 15,655 11,580

その他の収入 415 1,045 288 677 66 59 229 792 209 75

当期経常収入合計 161,150 197,679 118,141 114,690 118,069 129,777 131,884 102,538 85,598 65,085

経常費用

事業費 148,438 131,984 131,380 126,145 120,591 115,566 114,129 100,236 81,250 74,703

管理費 37,618 29,953 34,142 19,482 18,131 16,746 18,159 18,800 18,297 18,971

その他の支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

当期経常支出合計 186,056 161,937 165,522 145,627 138,722 132,312 132,288 119,036 99,547 93,674

当期経常増減額 －24,906 35,742 －47,381 －30,937 －20,653 －2,535 －404 －16,498 －13,949 －28,589

２．経常外増減の部
一般正味財産　期首残高 679,252 652,958 686,700 637,319 602,342 579,689 575,154 581,750 562,168 545,218

当該年度

経常外収益 612 0 0 0 0 0 0 0 0 0

経常外費用 0 0 0 －2,040 0 0 0 －84 0 0

当期一般正味財産増減額 －24,906 35,742 －47,381 －30,937 －20,653 －2,535 －404 －16,498 －13,950 －28,913

当期指定財産期末残高 －2,000 －2,000 －2,000 －2,000 －2,000 －2,000 7,000 －3,000 －3,000 －3,000

一般正味財産　期末残高 652,958 686,700 637,319 602,342 579,689 575,154 581,750 562,168 545,218 513,305

※　平成23年4月から公益財団に移行のため、公益法人会計基準に従い正味財産増減計算書による標記とした。
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リウマチ財団登録医年度別推移 リウマチ財団登録医年度別推移
（平成30年4月1日）

登録番号
年度別
新規

登録医数

年 度 別　新 規・更 新 登　録　医　数 年度別
登録医
現在数

年度別登録医数

昭和
61年度 62年度 63年度 平成

１年度 2年度 3年度 4年度 5年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 年度 登録医

第１次（s61年度） 1～1177 1,072 1,072 992 942 874 825 783 749 715 604 456 450 s61 1,072

第２次（s62年度） 1300～1464 164 164 150 147 140 132 120 119 110 103 74 74 62 1,236

第３次（s63年度） 1500～1702 196 196 175 165 152 146 141 138 130 115 115 63 1,432

第４次（h1年度） 1801～2056 253 253 230 219 210 195 187 180 168 137 135 h1 1,685

第５次（h2年度） 2100～2332 227 227 198 190 181 166 157 148 136 114 114 2 1,912

第６次（h3年度） 2401～2592 187 187 164 149 145 130 125 115 99 98 3 2,099

第７次（h4年度） 2601～2778 178 178 164 152 144 136 128 125 111 111 4 2,277

第８次（h5年度） 2801～2968 168 168 146 145 139 133 125 121 106 106 5 2,445

第９次（h6年度） 3001～3194 194 194 181 171 165 156 148 134 134 6 2,639

第10次（h7年度） 3201～3258 58 58 52 53 52 47 43 42 42 7 2,697

第11次（h8年度） 3301～3413 113 113 104 101 100 89 86 77 77 8 2,810

第12次（h9年度） 3501～3869 364 364 309 285 273 245 220 221 9 3,174

第13次（h10年度） 3900～4584 679 679 577 521 478 413 345 345 10 3,853

第14次（h11年度） 4601～4959 350 350 302 285 262 229 200 201 11 4,203

第15次（h12年度） 5001～5435 419 419 328 299 262 221 224 12 4,622

第16次（h13年度） 5501～5587 87 87 75 68 67 55 55 13 4,709

第17次（h14年度） 5601～5689 89 89 83 77 65 58 58 14 4,798

第18次（h15年度） 5701～5799 99 99 91 87 77 76 15 4,897

第19次（h16年度） 5801～5861 61 61 55 50 39 39 16 4,958

第20次（h17年度） 5871～5919 49 49 44 42 37 37 17 5,007

第21次（h18年度） 5921～5984 64 64 55 51 51 18 5,071

第22次（h19年度） 5991～6040 50 50 44 39 39 19 5,121

第23次（h20年度） 6041～6077 37 37 34 29 29 20 5,158

第24次（h21年度） 6081～6108 28 28 22 24 21 5,186

第25次（h22年度） 6111～6123 13 13 11 11 22 5,199

第26次（h23年度） 6131～6146 16 16 13 13 23 5,215

第27次（h24年度） 6151～6179 29 29 22 22 24 5,244

第28次（h25年度） 6181～6216 36 36 36 25 5,280

第29次（h26年度） 6221～6250 30 30 29 26 5,310

第30次（h27年度） 6251～6277 27 27 27 27 5,337

第31次（h28年度） 6281～6299 19 19 19 28 5,356

第32次（h29年度） 6301～6318 18 18 18 29 5,374

累計　　5,374 5,374 3,030

審査会　　新規 1,072 164 196 253 227 187 178 168 194 58 113 364 679 350 419 87 89 99 61 49 64 50 37 28 13 16 29 36 30 27 19 18

　　　　　更新 992 150 175 1,172 345 329 1,257 476 482 1,239 562 771 1,752 828 1,049 1,720 877 1,082 1,671 855 1,043 1,514 816 0 0 947 1,237 708 22

　　　　　合計 1,072 164 196 1,245 377 362 1,350 513 523 1,315 589 846 1,918 912 1,190 1,839 917 1,148 1,781 926 1,146 1,721 892 1,071 1,527 832 29 36 977 1,264 727 40
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リウマチ財団登録医年度別推移 リウマチ財団登録医年度別推移
（平成30年4月1日）

登録番号
年度別
新規

登録医数

年 度 別　新 規・更 新 登　録　医　数 年度別
登録医
現在数

年度別登録医数

昭和
61年度 62年度 63年度 平成

１年度 2年度 3年度 4年度 5年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 年度 登録医

第１次（s61年度） 1～1177 1,072 1,072 992 942 874 825 783 749 715 604 456 450 s61 1,072

第２次（s62年度） 1300～1464 164 164 150 147 140 132 120 119 110 103 74 74 62 1,236

第３次（s63年度） 1500～1702 196 196 175 165 152 146 141 138 130 115 115 63 1,432

第４次（h1年度） 1801～2056 253 253 230 219 210 195 187 180 168 137 135 h1 1,685

第５次（h2年度） 2100～2332 227 227 198 190 181 166 157 148 136 114 114 2 1,912

第６次（h3年度） 2401～2592 187 187 164 149 145 130 125 115 99 98 3 2,099

第７次（h4年度） 2601～2778 178 178 164 152 144 136 128 125 111 111 4 2,277

第８次（h5年度） 2801～2968 168 168 146 145 139 133 125 121 106 106 5 2,445

第９次（h6年度） 3001～3194 194 194 181 171 165 156 148 134 134 6 2,639

第10次（h7年度） 3201～3258 58 58 52 53 52 47 43 42 42 7 2,697

第11次（h8年度） 3301～3413 113 113 104 101 100 89 86 77 77 8 2,810

第12次（h9年度） 3501～3869 364 364 309 285 273 245 220 221 9 3,174

第13次（h10年度） 3900～4584 679 679 577 521 478 413 345 345 10 3,853

第14次（h11年度） 4601～4959 350 350 302 285 262 229 200 201 11 4,203

第15次（h12年度） 5001～5435 419 419 328 299 262 221 224 12 4,622

第16次（h13年度） 5501～5587 87 87 75 68 67 55 55 13 4,709

第17次（h14年度） 5601～5689 89 89 83 77 65 58 58 14 4,798

第18次（h15年度） 5701～5799 99 99 91 87 77 76 15 4,897

第19次（h16年度） 5801～5861 61 61 55 50 39 39 16 4,958

第20次（h17年度） 5871～5919 49 49 44 42 37 37 17 5,007

第21次（h18年度） 5921～5984 64 64 55 51 51 18 5,071

第22次（h19年度） 5991～6040 50 50 44 39 39 19 5,121

第23次（h20年度） 6041～6077 37 37 34 29 29 20 5,158

第24次（h21年度） 6081～6108 28 28 22 24 21 5,186

第25次（h22年度） 6111～6123 13 13 11 11 22 5,199

第26次（h23年度） 6131～6146 16 16 13 13 23 5,215

第27次（h24年度） 6151～6179 29 29 22 22 24 5,244

第28次（h25年度） 6181～6216 36 36 36 25 5,280

第29次（h26年度） 6221～6250 30 30 29 26 5,310

第30次（h27年度） 6251～6277 27 27 27 27 5,337

第31次（h28年度） 6281～6299 19 19 19 28 5,356

第32次（h29年度） 6301～6318 18 18 18 29 5,374

累計　　5,374 5,374 3,030

審査会　　新規 1,072 164 196 253 227 187 178 168 194 58 113 364 679 350 419 87 89 99 61 49 64 50 37 28 13 16 29 36 30 27 19 18

　　　　　更新 992 150 175 1,172 345 329 1,257 476 482 1,239 562 771 1,752 828 1,049 1,720 877 1,082 1,671 855 1,043 1,514 816 0 0 947 1,237 708 22

　　　　　合計 1,072 164 196 1,245 377 362 1,350 513 523 1,315 589 846 1,918 912 1,190 1,839 917 1,148 1,781 926 1,146 1,721 892 1,071 1,527 832 29 36 977 1,264 727 40
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リウマチ教育研修会　年次別参加状況
単位：人

登録医 一般医 医学生等 看護師 薬剤師 その他 合　　計 

平成元年度 459 969 1,428 

平成２年度 400 672 1,072 

平成３年度 540 401 941 

平成４年度 432 463 895 

平成５年度 474 524 998 

平成６年度 700 616 1,316 

平成７年度 547 522 1,069 

平成８年度 561 573 1,134 

平成９年度 682 459 1,141 

平成10年度 780 462 1,242 

平成11年度 880 451 1,331 

平成12年度 1,109 430 1,539 

平成13年度 883 396 1,279 

平成14年度 948 495 1,443 

平成15年度 769 255 1,024 

平成16年度 664 251 915 

平成17年度 532 235 767 

平成18年度 603 218 821 

平成19年度 360 181 541 

平成20年度 427 180 607 

平成21年度 305 146 451 

平成22年度 251 91 342 

平成23年度 249 175 424 

平成24年度 160 107 267 

平成25年度 208 114 322 

平成26年度 140 92 8 240 

平成27年度 116 59 9 110 35 87 416 

平成28年度 92 73 4 128 57 110 464 

平成29年度 94 108 6 69 37 80 394 

  合　　計 14,365 9,718 27 307 129 277 24,823 
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開催地区
開催場所 北海道・東北 関東・甲信越

開催年度 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 合計 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 合計

職
　
　
　
　
種

医　 師 19 33 20 18 9 6 20 5 7 13 150 20 36 44 16 14 36 18 26 5 14 229 

薬剤師 28 7 20 1 2 0 20 4 9 7 98 3 16 5 13 3 7 32 28 14 26 147 

看護師 26 29 37 25 79 26 57 29 19 48 375 32 58 102 50 34 136 97 92 20 47 668 

理学療法士 9 27 29 8 19 21 12 2 6 5 138 15 23 10 8 2 0 1 7 2 0 68 

作業療法士 9 35 43 32 4 8 6 8 1 2 148 13 23 8 7 1 1 2 3 1 1 60 

保健師 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

ソーシャルワーカー 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 5 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 

介護福祉士 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

ヘルパー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

栄養士 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

その他 18 1 6 5 10 1 2 9 2 2 56 32 12 11 2 11 3 1 5 2 0 79 

合　計 109 133 156 93 123 62 117 57 44 78 972 116 170 180 98 65 183 151 161 44 89 1,257

開催地区
開催場所 東海・北陸 近   畿

開催年度 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 合計 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 合計

職
　
　
　
　
種

医　 師 14 65 37 40 ＊ 6 18 22 12 18 232 19 52 87 30 31 15 20 9 21 25 309 

薬剤師 3 55 9 12 ＊ 1 14 10 20 5 129 3 7 11 9 9 2 26 18 36 14 135 

看護師 30 87 115 112 ＊ 44 49 40 63 15 555 13 46 193 66 109 76 87 64 100 51 805

理学療法士 58 57 12 23 ＊ 12 7 4 2 0 175 15 18 17 5 9 11 5 3 3 2 88 

作業療法士 39 25 17 2 ＊ 10 4 10 1 6 114 29 7 12 2 5 5 7 4 1 3 75 

保健師 2 2 1 1 ＊ 0 0 0 0 0  6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

ソーシャルワーカー 5 0 0 1 ＊ 0 0 0 0 0 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

介護福祉士 5 4 0 0 ＊ 0 0 0 0 0 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

ヘルパー 0 0 0 0 ＊ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

栄養士 0 0 0 0 ＊ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

その他 54 72 8 3 ＊ 10 8 4 4 0 163 6 7 28 10 9 6 3 4 10 3 86 

合　計 210 367 199 194 ＊ 83 100 90 102 44 1,389 93 138 348 122 172 115 148 102 171 98 1,507

（注）平成24年度は台風の影響で開催中止

リウマチのケア研修会　地区別・職種別受講者年次推移
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開催地区
開催場所 合   計

開催年度 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 合計

職
　
　
　
　
種

医　 師 104 288 265 144 105 103 102 113 100 93 1,417 

薬剤師 54 99 57 41 19 27 133 85 126 70 711

看護師 162 345 619 355 343 399 354 304 311 242 3,434

理学療法士 147 203 102 48 43 65 29 27 22 32 718

作業療法士 119 126 101 49 15 29 21 31 6 18 515 

保健師 7 4 2 1 1 0 0 1 0 2 18 

ソーシャルワーカー 10 4 3 8 0 0 0 0 0 0 25 

介護福祉士 11 4 2 0 0 0 0 0 0 0 17 

ヘルパー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

栄養士 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

その他 128 123 69 27 45 26 16 26 26 17 503 

合　計 742 1,196 1,220 673 571 649 655 587 591 474 7,358 

開催地区
開催場所 中国・四国 九   州

開催年度 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 合計 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 合計

職
　
　
　
　
種

医　 師 14 37 54 20 32 10 13 22 27 8 237 18 65 23 20 19 30 13 29 28 15 260 

薬剤師 0 13 9 1 0 4 21 9 21 10 88 17 1 3 5 5 13 20 16 26 8 114 

看護師 9 44 94 47 78 43 28 31 62 44 480 52 81 78 55 43 74 36 48 47 37 551 

理学療法士 9 27 12 0 8 7 1 5 7 4 80 41 51 22 4 5 14 3 6 2 21 169 

作業療法士 7 4 7 4 4 3 1 4 1 1 36 22 32 14 2 1 2 1 2 1 5 82 

保健師 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6 

ソーシャルワーカー 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 

介護福祉士 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

ヘルパー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

栄養士 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

その他 8 12 11 7 8 1 0 2 5 8 62 10 19 5 0 7 5 2 2 3 4 53 

合　計 48 137 190 79 131 68 64 73 123 75 988 166 251 147 87 80 138 75 104 107 90 1,245
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リウマチ・アレルギー科標榜病院・診療所数
　医師が標榜とする診療科は少なくとも医師が関心を持つ診療領域を指すものであり、患者が医療機関を受診する際の
せんたくの目安となる。平成８ねんに医療法の定める診療科として「リウマチ科」「アレルギー科」が新設されたが、
その数の推移については以下のとおり。

調査年
リウマチ科 アレルギー科

病院数 診療所数 病院数 診療所数

平成８年 254施設 1,089施設 99施設 880施設

平成９年 475施設 205施設

平成10年 558施設 240施設

平成11年 766施設 2,492施設 311施設 2,672施設

平成12年 802施設 326施設

平成13年 848施設 343施設

平成14年 924施設 3,192施設 396施設 4,084施設

平成15年 946施設 408施設

平成16年 970施設 411施設

平成17年 1,022施設 3,761施設 431施設 5,356施設

平成18年 1,043施設 437施設

平成19年 1,077施設 452施設

平成20年 1,056施設 4,044施設 450施設 6,300施設

平成21年 1,085施設 444施設

平成22年 1,115施設 434施設

平成23年 1,147施設 3,893施設 432施設 6,122施設

平成24年 1,176施設 433施設

平成25年 1,196施設 449施設

平成26年 1,226施設 4,403施設 444施設 7,241施設

平成27年 1,258施設 447施設

平成28年 1,282施設 450施設

上記は厚生労働省「医療施設（静態・動態）調査」による調査結果。
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昭和32年４月
　 前身である任意団体「日本リウマチ協会」（後にリウ

マチ学会）として発足
　設立当初より財団法人化を目指す
　 ｛（昭和35年５月伊東リウマチ友の会設立（36.2日本リ

ウマチ友の会と改称））
昭和62年11月
　 日本リウマチ財団設立認可（日本リウマチ協会よりリ

ウマチ登録医制度、教育研修制度、海外派遣研修医制
度、リウマチエキスパート発行、薬効検定委員会等の
諸事業を継承）

　理事長　塩川優一（順天堂大学名誉教授）就任
　事務所　港区赤坂７―９―１大同ビル５階
昭和62年12月
　第１回運営委員会開催
昭和63年１月
　財団設立披露パーティー
昭和63年３月
　特定公益増進法人　認定
　税制上の特定公益増進法人認定（以降２年ごと更新）
昭和63年３月
　 リウマチエキスパート第３号発行（１・２号は日本リ

ウマチ協会発行）
　 登録医審査委員会（日本リウマチ協会から継承）初審

査
昭和63年４月
　財団委員会規程制定、
　日本リウマチ財団ニュース第１号発行
　教育研修委員会設置
昭和63年５月
　 「リウマチ月間」制定、（63年度はポスター作成のみ、

元年度から毎年度講演会など月間行事を実施）
昭和63年８月
　 （財）日本リウマチ財団・米国及び欧州派遣研修医制

度制定、
昭和63年度
　リウマチ性疾患調査・研究助成事業実施
平成元年３月
　財団シンボルマーク制定
平成２年度
　 日本チバガイギー・リウマチ賞制定（平成９年ノバル

ティス・リウマチ医学賞となる）
平成２年度
　 北陸製薬・骨、関節疾患学術奨励賞制定（現在のア

ボットジャパン・リウマチ性疾患臨床医学賞）
　三浦記念リウマチ学術研究賞制定
　日本リウマチ財団リウマチ福祉賞制定
平成２年６月
　「リウマチ教育会テキスト」編集発行
平成３年９月
　都道府県リウマチ登録医と患者の会の指定制度制定
平成３年12月
　 「リウマチ診療レポート」（慢性関節リウマチ診療実態

調査結果）発行
平成４年３月
　第１回国際リウマチシンポジウム開催、
平成４年度
　 リウマチのリハビリテーション実地研修会（９年度ま

で全国34地区）
平成４年12月
　 事務所移転（東京都港区西麻布４―17―30西麻布三井

ビル３階）
平成４・５年度
　 リウマチのリハビリテーション事業実施（30施設、60

名）
平成５年３月
　 「平成４年度リウマチのリハビリテーション普及推進

事業報告書」発行
平成５年５月
　リウマチエキスパート編集委員会設置
平成５年６月
　「リウマチ教育会テキスト（第２版）」編集発行
平成５年度
　 ツムラ・リウマチ医学賞制定（現在のツムラ・骨関節

臨床医学賞）
平成５年度
　 リウマチのケアに関する研究会開催（８年度まで65県）
平成５年９月
　「薬効評価の新しい展開」発行
平成５年10月
　リウマチのケア研究委員会設置
平成６年３月
　 「平成５年度リウマチのリハビリテーション普及推進

事業報告書」発行
平成６年度
　在宅リウマチ患者リハビリテーションモデル事業実施
平成７年３月
　 「平成６年度リウマチのリハビリテーション普及推進

日本リウマチ財団　年表
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事業報告書」の発行
平成７年11月
　厚生省診療科名標榜専門委員会のヒアリングに出席
　 リウマチ科標榜に向け「診療科標榜の要望など理由

書」を提出
平成７年度
　在宅リウマチ患者ケアモデル事業実施（32地区）
平成８年２月
　標榜科対策委員会を設置
平成８年３月
　標榜科対策委員会第１回会議開催
平成８年３月
　 「平成７年度リウマチのリハビリテーション普及推進

事業報告書」発行
平成８年６月
　運営委員会を改組し企画運営委員会として発足
平成８年６月
　「リウマチ教育会テキスト（第３版）」編集発行
平成８年９月
　医療法第70条１項に「リウマチ科」追加
平成９年１月
　「慢性関節リウマチの診療・治療マニュアル」発刊
平成９年３月
　財団設立10周年記念式典挙行
　「日本リウマチ財団設立10年の事業実績」発行
平成９年３月
　 「平成８年度リウマチのトータルケアモデル事業報告

書」発行
平成９・10年度
　 リウマチのトータルモデル事業、リウマチのケア教室

事業実施
平成10年２月
　リウマチ情報センター運用開始
平成10年３月
　 「平成９年度リウマチのトータルケアモデル事業報告

書」発行
平成10年４月
　医療情報委員会　設置
平成10年11月
　 日欧リウマチ外科交換派遣医制度要綱制定（11年度よ

り派遣）
平成10年度
　日本リウマチ財団柏崎リウマチ医学賞制定
平成11年３月
　 「平成10年度リウマチの在宅ケア試行的事業報告書」

発行

平成11年３月
　 「リウマチハウジング（リウマチ患者さんのための住

宅改造事例集）」発行
平成11年７月
　「リウマチ教育会テキスト（第４版）」編集発行
平成11年９月
　メルボルン派遣医募集要綱制定（12年度より派遣）
平成13年７月
　「関節疾患の診断と治療―膝関節編―」ビデオ制作
平成13年度
　 日本リウマチ財団日本ワイスレダリー国際賞制定（現

在の日本リウマチ財団・ワイス国際賞）
平成14年２月
　リウマチ性疾患国内評価委員会設置
平成14年４月
　理事長　髙久史麿（自治医科大学学長）就任
平成14年４月
　財団ニュース編集委員会　設置
　骨・関節疾患対策10年国際会議開催
平成14年７月
　「リウマチ基本テキスト」発刊
平成15年６月
　線維筋痛症調査研究委員会設置
平成15年９月
　登録医ネットワーク化委員会設置
平成15年10月
　災害時リウマチ患者支援特別委員会設置
平成16年４月
　 「関節リウマチの診療マニュアル（改訂版）診断のマ

ニュアルとEBMに基づく治療ガイドライン」発刊
平成16年９月
　 「骨・関節疾患対策10年《2000―2010》国際会議」の

日本語版を作成発行
平成17年５月
　「リウマチ基本テキスト（第２版）」発刊
平成17年７月
　 ｅラーニング「関節リウマチ患者の治療アウトカム改

善を目指して―リウマチ治療の連携アプローチ―」作
成配布

平成17年８月
　 「新規治療のための市販後臨床試験プラクティス（慢

性関節リウマチ編）」DVDビデオ制作
平成17年10月
　災害時リウマチ患者支援検討会設置
平成18年３月
　 「患者さんのための関節リウマチ治療ガイドライン」
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発行
平成19年４月
　医療保険委員会設置
　災害時リウマチ患者支援事業実施要項制定
平成19年９月
　災害時リウマチ患者支援事業推進委員会設置
　災害時リウマチ患者支援事業実施を関係者へ通知
平成20年３月
　 ｅラーニングリウマチ登録医のための生涯教育「繊維

筋痛症」作成
平成20年６月
　 リウマチ月間リウマチ講演会の開催（千代田区　丸ビ

ルホール）
平成20年７月
　 第34回リウマチ中央教育研修会（品川インターシティ

ホール）
平成20年９月
　財団設立20周年記念式典挙行（パシフィコ横浜）
　設立20周年記念誌　発行
平成20年12月
　「リウマチ患者さんのQ&A　（第１版）」発刊
平成21年１月
　 第10回RAトータルマネージメントフォーラム開催
（六本木アカデミーヒルズ）

平成21年３月
　リウマチケア専門職制度の創設
平成21年６月
　 リウマチ月間リウマチ講演会の開催（千代田区　丸ビ

ルホール）
平成21年６月
　 厚生労働大臣宛「関節リウマチ治療薬アバタセプトの

早期承認について」の要望書を提出
平成21年７月
　 厚生労働省医薬食品局長宛「リウマチ診療について」

要望書を提出（メトトレキサートの投与量増量、リウ
マチに関する検査、生物学的製剤の化学療法加算等）

平成21年７月
　 第35回リウマチ中央教育研修会開催（新大阪イベント

ホール）
平成22年１月
　 厚生労働省医薬食品局長宛「リウマチ医療の診療報酬

に関する要望書を提出
平成22年２月
　 第11回RAトータルマネージメントフォーラム開催
（ザグランドホール品川）

平成21年度
　 災害時リウマチ患者支援事業として災害時リウマチ患

者支援協力医療機関による打合せ会開催（全国６地区）
平成22年４月
　 日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師制度の制定
平成22年６月
　 リウマチ月間リウマチ講演会の開催（千代田区　丸ビ

ルホール）
平成22年８月
　 厚生労働省医薬食品局長宛「リウマチに関する要望に

ついて」要望書を提出（アバタセプト製剤の外来化学
療法加算等）

平成22年11月
　 厚生労働省保険局長宛「アダリムマブ製剤の在宅自己

注射指導管理料の算定について」要望書を提出
平成22年12月
　 日本経済新聞　啓発対談「進歩したリウマチ治療を、

結核でストップさせない」を掲載
平成23年２月
　 第12回RAトータルマネージメントフォーラム開催
（ザグランドホール品川）

平成23年４月
　 公益財団法人　日本リウマチ財団として内閣総理大臣

から認定
　代表理事　髙久史麿（自治医科大学学長）就任
平成23年４月
　 厚生労働省保険局医療課長・健康局疾病対策課長・精

神・障害保健課長宛「東北地方太平洋沖地震等の被災
に伴う保険診療の取扱いについて」の要望書を提出

平成23年６月
　 リウマチ月間リウマチ講演会の開催（千代田区　丸ビ

ルホール）
平成23年７月
　 厚生労働省保険局医療課長・医薬食品局審査管理課

長・健康局疾病対策課長宛「ゴリムマブ製剤注射の在
宅自己注射指導管理料について」要望書を提出

平成23年８月
　 日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師研修会の開

催（ウィンク愛知）
平成24年２月
　 第13回RAトータルマネージメントフォーラム開催
（ザグランドホール品川）

平成24年６月
　 リウマチ月間リウマチ講演会の開催（千代田区　丸ビ

ルホール）



6．資　料

127

平成24年10月
　 厚生労働省保険局長・保険局医療課長・医薬食品局

長・医薬食品局審査管理課長宛「生物学的製剤セルト
リズマブペルゴの早期承認等について」の要望書を提
出

平成24年11月
　第64回保健文化賞受賞
平成25年２月
　 第14回RAトータルマネージメントフォーラム開催
（品川インターシティホール）

平成25年６月
　 リウマチ月間リウマチ講演会の開催（千代田区　丸ビ

ルホール）
平成25年７月
　 厚生労働大臣・保険局長・保険局医療課長・医薬食品

局長宛「アバタセプト製剤の在宅自己注射指導管理料
の算定について」の要望書を提出

平成25年９月
　 厚生労働省保険局長・保険局医療課長宛「リウマチ医

療の診療報酬制度について」の要望書を提出
平成26年２月
　 厚生労働大臣宛「在宅自己注射指導管理料の見直しに

対する要望書」を提出
平成26年２月
　 第15回RAトータルマネージメントフォーラム開催
（品川インターシティホール）

平成26年４月
　日本リウマチ財団リウマチ登録薬剤師制度の制定
平成26年６月
　 リウマチ月間リウマチ講演会の開催（千代田区　丸ビ

ルホール）
平成26年７月
　 リウマチケア専門職制度研修会の開催（全社共・灘尾

ホール）
平成27年２月
　 第16回RAトータルマネージメントフォーラム開催
（品川インターシティホール）

平成27年４月
　 第29回日本医学会総会2015関西において、疾患啓発イ

ベント分かち合う気持ち、支えあう笑顔「リウマチ・
ロコモ予防フォーラムを開催

平成27年５月
　 事務所移転（港区新橋５―８―11　新橋エンタービル

11階）
平成27年６月
　 リウマチ月間リウマチ講演会の開催（千代田区　丸ビ

ルホール）
平成26年８月
　 リウマチケア専門職制度研修会の開催（大崎ブライト

コアホール）
平成27年11月
　 厚生労働省保険局　医療課長宛「平成28年度診療報酬

改定に向けた要望書」を提出
平成28年２月
　 第17回RAトータルマネージメントフォーラム開催
（品川インターシティホール）

平成27年度
　 財団ホームページのリニューアル実施　入口を「患者

さん・一般向け情報」と「医療関係者向け情報」に区
分

平成28年６月
　 リウマチ月間リウマチ講演会の開催（千代田区　丸ビ

ルホール）
平成28年９月
　委員会の再編（11委員会から５委員会へ）
平成29年２月
　 第18回RAトータルマネージメントフォーラム開催
（品川インターシティホール）

平成29年６月
　 リウマチ財団創立30周年記念リウマチ月間リウマチ講

演会、記念レセプションの開催（千代田区　丸ビル
ホール）

平成29年８月
　 厚生労働省保険局　医療課長宛「平成30年度診療報酬

改定に向けた要望書」を日本リウマチ友の会と連名で
提出

平成29年12月
　 「リウマチ患者さんのQ&A（第２版）」30周年記念事

業として発刊
平成30年２月
　 第19回RAトータルマネージメントフォーラム開催
（品川インターシティホール）
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８．厚生労働大臣感謝状贈呈状況
贈　呈　年　度 氏　　　　名 住　　　　所

平成21年度 宮　本　勝　昌 静岡県御殿場市

　　24年度 桑　野　澄　子 香川県坂出市

　　27年度 塩　川　芳　昭 東京都荒川区

七　川　昭　子 兵庫県芦屋市

宮　本　勝　昌 静岡県御殿場市

間　瀬　俊　道 兵庫県明石市

　　29年度 間　瀬　俊　道 兵庫県明石市

井　原　保　正 神奈川県相模原市
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９．役員・評議員名簿

１．理事・監事・顧問名簿
平成20年度～平成22年度�

氏　　　名 所　　　　　　　　属

理事長 髙　久　史　麿 自治医科大学学長

副理事長 幸　田　正　孝 財団法人がん研究振興財団理事長

専務理事 森　　　眞　一 財団法人日本リウマチ財団

常務理事 越　智　隆　弘 大阪警察病院病院長

西　岡　久寿樹 聖マリアンナ医科大学難病治療研究センターセンター長

理　　事 狩　野　庄　吾 自治医科大学名誉教授

腰　野　富　久 横浜市立大学名誉教授（平成22年度から）

島　田　廣　子 社団法人日本リウマチ友の会創設者・名誉理事長

田　中　順一郎 三井不動産株式会社代表取締役会長（平成22年1月ご逝去）

津　島　雄　二 衆議院議員

仲　村　英　一 財団法人結核予防会理事長

中　村　耕　三 東京大学大学院医学系研究科教授

丹　羽　雄　哉 衆議院議員

松　井　宣　夫 名古屋市立大学名誉教授

山　本　一　彦 東京大学大学院医学系研究科教授

山　本　純　己 一番町リウマチクリニック顧問

監　　事 東　　　　　威 元聖マリアンナ医科大学教授

安　倍　　　達 埼玉医科大学名誉教授

顧　　問 長　屋　郁　郎 元財団法人愛知糖尿病リウマチ痛風財団理事長

七　川　歓　次 滋賀医科大学名誉教授
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平成27年度～平成28年度�

氏　　　名 所　　　　　　　　属
理事長 髙　久　史　麿 日本医学会会長
副理事長 幸　田　正　孝 一般財団法人医療経済研究・社会保険福祉協会顧問
専務理事 濵　砂　英　一 公益財団法人日本リウマチ財団
常務理事 越　智　隆　弘 大阪警察病院院長

西　岡　久寿樹 東京医科大学医学総合研究所所長
理　　事 狩　野　庄　吾 自治医科大学名誉教授

川　合　眞　一 東邦大学医学部医学科内科学講座膠原病学分野教授

腰　野　富　久�� 横浜市立大学名誉教授（平成27年度まで）

齋　藤　輝　信
国立病院機構仙台西多賀病院
リウマチ疾患研究センターセンター長

松　井　宣　夫 名古屋市立大学名誉教授
松　原　　　司 松原メイフラワー病院院長
山　本　一　彦 東京大学大学院医学系研究科教授
山　本　純　己 一番町リウマチクリニック顧問

監　　事 東　　　　　威 元聖マリアンナ医科大学教授
安　倍　　　達 埼玉医科大学名誉教授

顧　　問 長　屋　郁　郎 元財団法人愛知糖尿病リウマチ痛風財団理事長
丹　羽　雄　哉 衆議院議員

平成23年度～平成26年度�

氏　　　名 所　　　　　　　　属
理事長 髙　久　史　麿 自治医科大学学長
副理事長 幸　田　正　孝 一般財団法人医療経済研究・社会保険福祉協会理事長
専務理事 森　　　眞　一 公益財団法人日本リウマチ財団（平成25年度まで）

濵　砂　英　一 公益財団法人日本リウマチ財団（平成26年度から）
常務理事 越　智　隆　弘 大阪警察病院院長

西　岡　久寿樹 東京医科大学医学総合研究所所長
理　　事 狩　野　庄　吾 自治医科大学名誉教授

川　合　眞　一 東邦大学医療センター大森病院膠原病科教授

腰　野　富　久�� 横浜市立大学名誉教授

齋　藤　輝　信
国立病院機構西多賀病院
リウマチ疾患研究センターセンター長

松　井　宣　夫 名古屋市立大学名誉教授
松　原　　　司 松原メイフラワー病院院長
山　本　一　彦 東京大学大学院医学系研究科教授
山　本　純　己 一番町リウマチクリニック顧問

監　　事 東　　　　　威 元�聖マリアンナ医科大学教授
安　倍　　　達 埼玉医科大学名誉教授

顧　　問 長　屋　郁　郎 元財団法人愛知糖尿病リウマチ痛風財団理事長
七　川　歓　次 滋賀医科大学名誉教授（平成25年度まで）
丹　羽　雄　哉 衆議院議員（平成25年度から）
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平成29年度�

氏　　　名 所　　　　　　　　属

理事長 髙　久　史　麿 公益社団法人地域医療振興協会会長

副理事長 幸　田　正　孝 一般財団法人医療経済研究・社会保険福祉協会　顧問

専務理事 勝　又　正　夫 公益財団法人日本リウマチ財団

常務理事 西　岡　久寿樹 一般財団法人難病治療研究振興財団理事長

中　村　耕　三 東京大学名誉教授

理　　事 岩　沙　弘　道 三井不動産株式会社代表取締役会長

狩　野　庄　吾 自治医科大学名誉教授

川　合　眞　一 東邦大学名誉教授

齋　藤　輝　信
元東京女子医科大学附属
膠原病リウマチ痛風センター教授

髙　階　恵美子 参議員議員

藤　井　基　之 参議員議員

松　井　宣　夫 名古屋市立大学名誉教授

松　原　　　司 松原メイフラワー病院院長

山　本　一　彦
国立研究開発法人理化学研究所
統合生命医科学研究センター副センター長

山　本　純　己 一番町リウマチクリニック顧問

監　　事 東　　　　　威 元聖マリアンナ医科大学教授

安　倍　　　達 埼玉医科大学名誉教授

顧　　問 長　屋　郁　郎 元財団法人愛知糖尿病リウマチ痛風財団理事長

丹　羽　雄　哉 前衆議院議員
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２．評議員名簿
平成20年度～平成22年度 

氏　　　名 所　　　　　　　　属

石　川　浩一郎 石川整形外科リウマチ科院長

井　上　　　一 香川労災病院院長

井　上　　　博 井上病院理事長

岩　崎　博　充 ファイザー株式会社代表取締役社長（平成21年度まで）

岩　田　　　久 名古屋大学名誉教授

岩　本　幸　英 九州大学大学院医学研究院教授

上　野　幹　夫 中外製薬株式会社代表取締役副社長執行役員

上　原　昭　二 大正製薬株式会社名誉会長

江　口　勝　美 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科教授

奥　村　　　康 順天堂大学名誉教授

粕　川　禮　司 福島県立医科大学名誉教授

川　合　眞　一 東邦大学医療センター大森病院教授

黒　川　　　明　 参天製薬株式会社代表取締役社長（平成22年度から）

小　池　隆　夫 北海道大学大学院医学研究科教授

腰　野　富　久 横浜市立大学名誉教授（平成21年度まで）

齋　藤　輝　信 国立病院機構西多賀病院リウマチ疾患研究センター長

塩　野　元　三 塩野義製薬株式会社代表取締役会長（平成21年度まで）

竹　中　登　一 アステラス製薬株式会社代表取締役会長

田　中　清　介 近畿大学名誉教授

鳥　巣　岳　彦 九州労災病院院長

橋　本　博　史 順天堂大学名誉教授

長谷川　閑　史 武田薬品工業株式会社代表取締役社長

三　谷　宏　幸 ノバルティス ファーマ株式会社代表取締役社長

簑　田　清　次 自治医科大学教授

宮　坂　信　之 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科教授

村　澤　　　章 新潟県立リウマチセンター院長

森　田　　　清 第一三共株式会社代表取締役会長

森　田　隆　和 参天製薬株式会社代表取締役会長（平成21年度まで）

龍　　　順之助 日本大学医学部教授
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平成23年度～平成26年度 

氏　　　名 所　　　　　　　　属

安　部　好　弘 社団法人日本薬剤師会常務理事（平成23年度まで）

井　上　　　博 井上病院理事長

岩　田　　　久 名古屋大学名誉教授

江　口　勝　美 佐世保市立総合病院院長

粕　川　禮　司 福島県立医科大学名誉教授

小　池　隆　夫 NTT東日本札幌病院院長

洪　　　愛　子 公益社団法人日本看護協会常任理事

後　藤　　　眞 桐蔭横浜大学医用工学部教授

佐　川　　　昭 佐川昭リウマチクリニック院長

庄　田　　　隆 第一三共株式会社代表取締役会長

辻　　　哲　夫 東京大学高齢社会総合研究機構教授

橋　本　博　史 順天堂大学名誉教授

長谷川　三枝子 社団法人日本リウマチ友の会会長

簑　田　清　次 自治医科大学教授

宮　坂　信　之 東京医科歯科大学医学部附属病院院長

宮　﨑　長一郎 公益社団法人日本薬剤師会常務理事（平成24年度から）

村　澤　　　章 新潟県立リウマチセンター院長

龍　　　順之助 龍東京国際リウマチクリニック院長
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平成27年度～平成29年度 

氏　　　名 所　　　　　　　　属

井　上　　　博 井上病院理事長

岩　田　　　久 名古屋大学名誉教授

江　口　勝　美 佐世保中央病院リウマチ・膠原病センター顧問

粕　川　禮　司 福島県立医科大学名誉教授

小　池　隆　夫 NTT東日本札幌病院院長

洪　　　愛　子 公益社団法人日本看護協会常任理事

後　藤　　　眞 練馬光が丘病院常勤顧問

佐　川　　　昭 佐川昭リウマチクリニック理事長・院長

庄　田　　　隆 第一三共株式会社相談役

辻　　　哲　夫 東京大学高齢社会総合研究機構特任教授

橋　本　博　史 順天堂大学名誉教授

長谷川　三枝子 公益社団法人日本リウマチ友の会会長

簑　田　清　次 自治医科大学副学長

宮　坂　信　之 東京医科歯科大学名誉教授

宮　﨑　長一郎 公益社団法人日本薬剤師会常務理事

村　澤　　　章 新潟県立リウマチセンター名誉院長

龍　　　順之助 日本大学名誉教授
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10．各種委員会名簿

各種委員会委員名簿
（１）　企画運営委員会 平成30年３月31日現在

委員名 所属機関 就任期間  備 考

西　岡　久寿樹 一般財団法人難病治療研究振興財団 昭和62年度～現在 委員長

越　智　隆　弘 大阪警察病院 平成８年度～27年度 副委員長

中　村　耕　三 東京大学名誉教授 平成11年度～現在 副委員長

井　上　　　博 井上病院 平成17年度～現在

狩　野　庄　吾 自治医科大学名誉教授 昭和62年度～現在

川　合　眞　一 東邦大学名誉教授 平成16年度～現在

山　本　一　彦 国立研究開発法人理化学研究所
統合生命医科学研究センター

平成10年度～現在

山　本　純　己 一番町リウマチクリニック 昭和62年度～平成24年度

松　原　　　司 松原メイフラワー病院 平成23年度～27年

岡　田　正　人 聖路加国際病院
Immuno-Rhenmatology Center

平成25年度～現在

村　澤　　　章 新潟県立リウマチセンター 平成25年度～現在

高　林　克日己 三和病院 平成28年度～現在

松　本　美富士 桑名市総合医療センター　
リウマチ・膠原病内科

平成28年度～現在

竹　内　　　勤 慶應義塾大学医学部リウマチ・膠原病内科 平成29年度～現在

山　本　純　己 一番町リウマチクリニック 平成28年度～現在 特別顧問
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（２）　医療情報委員会 

委員名 所属機関 就任期間  備 考

高　林　克日己 三和病院 平成16年度～現在 委員長

仲　村　一　郎 帝京平成大学
健康メディカル学部作業療法学科

平成28年度～現在 財団ニュース
部会長

天　野　宏　一 埼玉医科大学
総合医療センターリウマチ・膠原病内科

平成16年度～現在

岡　崎　仁　昭 自治医科大学内科アレルギー膠原病学部門 平成16年度～27年度

高　崎　芳　成 順天堂大学医学部付属
順天堂医院膠原病・リウマチ内科

平成16年度～21年

松　野　博　明 松野リウマチ整形外科　 平成16年度～現在

松　本　美富士 桑名市総合医療センター　
リウマチ・膠原病内科

平成21年度～現在

田　村　直　人 順天堂大学大学院医学研究科膠原病・リウ
マチ内科学医学部膠原病内科学講座

平成22年度～現在

澁　谷　美　雪 株式会社MEDION 平成22年度～現在

岡　田　正　人 聖路加国際病院
Immuno-Rhenmatology Center 

平成25年度～現在

神　林　　　司 筑波大学付属病院薬剤部 平成26年度～現在

後　藤　美賀子 国立成育医療研究センター 
妊娠と薬情報センター

平成28年度～現在

羽　生　忠　正 長岡赤十字病院リウマチ科 平成28年度～現在

森　本　幾　夫 順天堂大学大学院
医学研究科免疫病・がん先端治療学講座

平成28年度～現在

山　村　昌　弘 岡山済生会総合病院
リウマチ・膠原病センター

平成28年度～現在
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（３）　教育研修委員会 

委員名 所属機関 就任期間  備 考

狩　野　庄　吾 自治医科大学名誉教授 平成28年度～現在 委員長

山　本　一　彦 国立研究開発法人理化学研究所統合生命医
科学研究センター

平成11年～現在 委員長：平成17
年度～27年度
副委員長：平成
28年～現在

村　澤　　　章 新潟県立ウマチセンター 平成19年度～27年度 副委員長：平成
19～27年

岡　田　正　人 聖路加国際病院
Immuno-Rhenmatology Center 

平成28年度～現在 教育研修部会長

西　田　圭一郎 岡山大学大学院
医歯薬学総合研究科人体構成学

平成26年度～現在 ケア研修部会長

江　口　勝　美 佐世保中央病院リウマチ・膠原病センター 平成13年度～27年度

木　村　友　厚 富山大学大学院
医学薬学研究部　整形外科・運動器病学

平成13年度～現在

小　池　隆　夫 ＮＴＴ東日本札幌病院 平成13年度～27年度

佐々木　　　毅 ＮＴＴ東日本東北病院名誉院長 平成13年度～27年度

竹　内　　　勤 慶應義塾大学医学部リウマチ・膠原病内科 平成11年度～27年度

立　石　博　臣 神戸海星病院 平成13年度～27年度

鳥　巣　岳　彦 大分大学名誉教授 平成13年度～27年度

能　勢　眞　人 愛媛大学名誉教授 平成11年度～23年度

槇　野　博　史 岡山大学大学院医歯学総合研究科 平成19年度～25年度

三　森　経　世 京都大学大学院医学研究科内科学講座 平成13年度～27年度

吉　田　俊　治 藤田保健衛生大学リウマチ・感染症内科 平成13年度～27年度

龍　　　順之助 日本大学医名誉教授 平成11年度～27年度

長谷川　　　均 愛媛大学大学院血液・免疫・感染症内科学 平成24年度～現在

渥　美　達　也 北海道大学大学院
医学研究科免疫・代謝内科学分野

平成28年度～現在

大　類　　　広 山形県立こども医療療育センター整形外科 平成28年度～現在

金　物　壽　久 長野保健医療大学 平成28年度～現在

亀　田　秀　人 東邦大学医学部内科学講座膠原病学分野 平成28年度～現在

川　上　　　純 長崎大学大学院
医歯薬学総合研究科先進予防医学講座

平成28年度～現在

杉　山　英　二 広島大学病院リウマチ・膠原病科 平成28年度～現在

藤　井　隆　夫 和歌山県立医科大学医学部
リウマチ・膠原病科学講座

平成28年度～現在

宮　原　寿　明 国立病院機構九州医療センター 平成28年度～現在
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（４）　医療保険委員会 

委員名 所属機関 就任期間  備 考

井　上　　　博 井上病院 平成19年度～27年度 委員長

佐　川　　　昭 佐川昭リウマチクリニック 平成19年度～27年度

生　野　英　祐 生野リウマチ整形外科クリニック 平成19年度～27年度

松　野　博　明 松野リウマチ科整形外科 平成19年度～27年度

松　原　　　司 松原メイフラワー病院 平成19年度～27年度

松　本　美富士 桑名市総合医療センター　
リウマチ・膠原病内科

平成19年度～27年度

山　名　征　三 東広島記念病院リウマチ・膠原病センター 平成19年度～27年度

田　村　直　人 順天堂大学大学膠原病内科 平成22年度～27年度

山　前　邦　臣 新横浜山前クリニック 平成22年度～25年度

三　宅　信　正 三宅整形外科医院 平成22年度～27年度

石名田　洋　一
（アドバザイー）

社会保険診療報酬支払基金 平成19年度～27年度

宝　住　与　一
（アドバイザー）

日本医師会 平成19年度～21年度

中　川　俊　男
（アドバイザー）

日本医師会 平成22年度～27年度

麦　谷　眞　里
（アドバイザー）

東京医科大学医学総合研究所 平成26年度～27年度

幸　田　正　孝
（オブザーバー）

日本リウマチ財団 平成19年度～27年度

西　岡　久寿樹
（オブザーバー）

日本リウマチ財団 平成19年度～27年度

（５）　医療保険部会 

委員名 所属機関 就任期間  備 考

井　上　　　博 井上病院 平成28年度～現在 部会長

泉　田　良　一 江戸川病院　慶友人工関節センター 平成28年度～現在

佐　川　　　昭 佐川昭リウマチクリニック 平成28年度～現在

生　野　英　祐 生野リウマチ整形外科クリニック 平成28年度～現在

田　村　直　人 順天堂大学　大学院医学研究科膠原病・リ
ウマチ内科学　医学部膠原病内科学講座

平成28年度～現在

松　野　博　明 松野リウマチ科整形外科 平成28年度～現在
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（６）　評議員選定委員会 

委員名 所属機関 就任期間  備 考

齋　藤　輝　信 現行寄付行為上の評議員 平成22年度

東　　　　　威 現行寄付行為上の監事 平成22年度～現在

松　本　美富士 外部（当財団役員・評議員以外） 平成22年度～現在

石名田　洋　一 外部（当財団役員・評議員以外） 平成22年度～現在

橋　本　博　史 現行寄付行為上の評議員 平成23年度～現在

森　　　眞　一 事務局 平成22年度～25年度

濱　砂　英　一 事務局 平成26年度～28年度

勝　又　正　夫 事務局 平成29年度

（７）　財団ニュース編集委員会委員 

委員名 所属機関 就任期間  備 考

後　藤　　　眞 練馬光が丘病院 平成14年度～27年度 委員長

岡　田　正　人 聖路加国際病院
Immuno-Rhenmatology Center 

平成14年度～27年度

仲　村　一　郎 地域医療機能推進機構
湯河原病院リウマチ科

平成14年度～27年度

羽　生　忠　正 長岡赤十字病院リウマチセンター 平成14年度～27年度

森　本　幾　夫 順天堂大学大学院医学研究科　
免疫病・がん先端治療学講座

平成14年度～27年度

山　村　昌　弘 岡山済生会総合病院　
リウマチ・膠原病センター

平成14年度～27年度
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（８）　災害時リウマチ患者支援事業推進委員会 

委員名 所属機関 就任期間  備 考

山　本　純　己 一番町リウマチクリニック 平成15年度～27年度 委員長

笹　井　敬　子 東京都福祉保健局保健政策部疾病対策課 平成18年度～20年度

島　田　廣　子 社団法人日本リウマチ友の会
創設者・名誉理事長

平成17年度～22年度

藤　井　敦　信 エーザイ株式会社医薬事業部免疫･炎症室 平成19年度～20年度

宝　住　与　一 社団法人日本医師会 平成18年度～21年度

高　橋　敬　樹 エーザイ株式会社医薬事業部免疫･炎症室 平成21年度～22年度

広　松　恭　子 東京都福祉保健局保健政策部疾病対策課 平成21年度～22年度

横　倉　義　武 社団法人日本医師会 平成22年度～23年度

飯　野　一　臣 エーザイ株式会社医薬事業部免疫･炎症室 平成23年度～24年度

大　地　まさ子 東京都福祉保健局保健政策部疾病対策課 平成23年度～23年度

忽　那　龍　雄 比企病院 平成15年度～27年度

立　石　博　臣 神戸海星病院 平成15年度～27年度

長谷川　三枝子 社団法人日本リウマチ友の会 平成17年度～27年度

村　澤　　　章 新潟県立リウマチセンター 平成15年度～27年度

川　合　眞　一 東邦大学医学部医学科内科学 平成22年度～27年度

阿　部　敦　子 東京都福祉保健局保健政策部疾病対策課 平成24年度～27年度

今　村　　　聡 公益社団法人日本医師会 平成24年度～27年度

近　藤　正　一 近藤リウマチ・整形外科クリニック 平成24年度～27年度

佐　川　　　昭 佐川昭リウマチクリニック 平成24年度～27年度

千　葉　純　可 東京女子医科大学東医療センター
整形外科・リウマチ科

平成24年度～27年度

坪　井　声　示 JA静岡厚生連静岡厚生病院 平成24年度～27年度

板　橋　康　一 エーザイ株式会社統合マーケティング本部
製品政策部　免疫グループ

平成25年度～27年度
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（９）　登録医ネットワーク化委員会 

委員名 所属機関 就任期間  備 考

狩　野　庄　吾 自治医科大学名誉教授 平成15年度～23年度 委員長

西　岡　久寿樹 東京医科大学医学総合研究所 平成15年度～23年度 副委員長

川　合　眞　一 東邦大学医療センター大森病院膠原病科 平成15年度～23年度

腰　野　富　久 横浜市立大学名誉教授 平成15年度～23年度

後　藤　　　眞 桐蔭横浜大学医用工学部 平成15年度～23年度

高　林　克日己 千葉大学医学部附属病院企画情報部 平成15年度～23年度

山　本　一　彦 東京大学大学院医学系研究科 平成15年度～23年度

（10）　登録医審査委員会 

委員名 所属機関 就任期間  備 考

腰　野　富　久 横浜市立大学名誉教授 昭和63年度～平成23年度 委員長

根　岸　雅　夫 根岸病院 昭和63年度～平成23年度 副委員長

岡　本　連　三 大口東総合病院 昭和63年度～平成23年度

髙　崎　芳　成 順天堂大学医学部 昭和63年度～平成23年度

髙　野　　　愼 東京電力病院内科 昭和63年度～平成23年度

西　岡　淳　一 西岡リウマチ･整形外科医院 昭和63年度～平成23年度

龍　　　順之助 龍東京国際クリニック 昭和63年度～平成23年度

（11）　登録医制度運営委員会 

委員名 所属機関 就任期間  備 考

松　原　　　司 松原メイフラワー病院 平成24年度～27年度 委員長

泉　原　智　磨 泉原リウマチ・内科クリニック 平成24年度～27年度

岡　田　正　人 聖路加国際病院
Immuno-Rhenmatology Center 

平成24年度～27年度

片　山　　　耕 片山整形外科リウマチ科クリニック 平成24年度～27年度

川　人　　　豊 京都府立医科大学附属病院　膠原病・リウ
マチ・アレルギー科

平成24年度～27年度

神　戸　克　明 東京女子医科大学東医療センター　
整形外科

平成24年度～27年度

西　本　憲　弘 大阪リウマチ・膠原病クリニック 平成24年度～27年度

松　野　博　明 松野リウマチ整形外科 平成24年度～27年度

西　岡　久寿樹 東京医科大学医学総合研究所 平成24年度～27年度 顧　問
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（12）　リウマチのケア研究委員会 

委員名 所属機関 就任期間  備 考

山　本　純　己 一番町リウマチクリニック 平成12年度～27年度 委員長

石　原　義　恕 JA静岡厚生連
リハビリテーション中伊豆温泉病院

平成12年度～25年度

三　浦　孝　雄 弘前記念病院 平成12年度～25年度

小　川　亮　惠 関西医科大学名誉教授 平成12年度～25年度

忽　那　龍　雄 比企病院 平成12年度～27年度

佐　川　　　昭 佐川昭リウマチクリニック 平成12年度～27年度

立　石　博　臣 神戸海星病院 平成12年度～27年度

豊　島　良　太 鳥取大学学長 平成12年度～27年度

富　田　勝　郎 金沢先進医学センター 平成12年度～27年度

鳥　巣　岳　彦 大分大学名誉教授 平成12年度～27年度

村　上　恒　二 国家公務員共済組合連合会呉共済病院 平成12年度～27年度

村　澤　　　章 新潟県立ウマチセンター 平成12年度～27年度

（13）　リウマチケア専門職　看護師制度検討部会 

委員名 所属機関 就任期間  備 考

村　澤　　　章 新潟県立リウマチセンター 平成25年度～27年度 部会長

飯　田　正　子 聖路加国際病院　看護管理室 平成25年度～27年度

岡　本　連　三 大口東総合病院　 平成25年度～27年度

近　藤　正　一 近藤リウマチ・整形外科クリニック 平成25年度～27年度

澁　谷　美　雪 株式会社MEDION 平成25年度～27年度

松　原　　　司 松原メイフラワー病院 平成25年度～27年度

松　本　美富士 桑名市総合医療センター
リウマチ・膠原病内科

平成25年度～27年度

元　木　絵　美 神戸女子大学看護学部看護学科 平成25年度～27年度
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（14）　リウマチケア専門職　薬剤師制度検討部会 

委員名 所属機関 就任期間  備 考

川　合　眞　一 東邦大学医学部医学科内科学講座　
膠原病学分野

平成25年度～27年度 委員長

飯　田　正　子 聖路加国際病院　看護管理室 平成25年度～27年度

岡　　　　　寛 東京医科大学八王子医療センター　
リウマチ性疾患治療センター

平成25年度～27年度

神　林　　　司 筑波大学附属病院　薬剤部 平成25年度～27年度

松　原　　　司 松原メイフラワー病院 平成25年度～27年度

松　本　美富士 桑名市総合医療センター
リウマチ・膠原病内科

平成25年度～27年度

宮　﨑　長一郎 公益社団法人　日本薬剤師会 平成25年度～27年度

（15）　リウマチケア専門職審査委員会 

委員名 所属機関 就任期間  備 考

松　本　美富士 桑名市総合医療センター
リウマチ・膠原病内科

平成22年度～27年度 委員長

村　澤　　　章 新潟県立リウマチセンター 平成22年度～27年度 看護師審査部会
部会長

川　合　眞　一 東邦大学医学部医学科内科学講座　膠原病
学分野

平成25年度～27年度 薬剤師審査部会
部会長

岡　　　　　寛 東京医科大学八王子医療センター　
リウマチ性疾患治療センター

平成22年度～27年度

岡　本　連　三 大口東病院 平成22年度～27年度

近　藤　正　一 近藤リウマチ・整形外科クリニック 平成22年度～27年度

澁　谷　美　雪 株式会社MEDION 平成22年度～27年度

松　原　　　司 松原メイフラワー病院 平成22年度～27年度

元　木　江　美 神戸女子大学看護学部看護学科 平成22年度～27年度

飯　田　正　子 聖路加国際病院　看護管理室 平成25年度～27年度

神　林　泰　行 筑波大学付属病院　薬剤部 平成25年度～27年度

宮　﨑　長一郎 公益社団法人　日本薬剤師会 平成25年度～27年度



144

（16）　リウマチケア専門審査委員会　看護師審査部会 

委員名 所属機関 就任期間  備 考

村　澤　　　章 新潟県立リウマチセンター 平成25年度～27年度 部会長

飯　田　正　子 聖路加国際病院　看護管理室 平成25年度～27年度

岡　本　連　三 大口東総合病院 平成25年度～27年度

近　藤　正　一 近藤リウマチ・整形外科クリニック 平成25年度～27年度

澁　谷　美　雪 株式会社MEDION 平成25年度～27年度

松　原　　　司 松原メイフラワー病院 平成25年度～27年度

松　本　美富士 桑名市総合医療センター
リウマチ・膠原病内科

平成25年度～27年度

元　木　江　美 神戸女子大学看護学部看護学科 平成25年度～27年度

（17）　リウマチケア専門職審査委員会　薬剤師審査部会 

委員名 所属機関 就任期間  備 考

川　合　眞　一 東邦大学医療センター大森病院 平成26年度～27年度 部会長

飯　田　正　子 聖路加国際病院　看護管理室 平成26年度～27年度

岡　　　　　寛 聖マリアンナ医科大学　
難病治療研究センター

平成26年度～27年度

神　林　　　司 筑波大学附属病院　薬剤部 平成26年度～27年度

松　原　　　司 松原メイフラワー病院 平成26年度～27年度

松　本　美富士 藤田保健衛生大学七栗サナトリウム内科 平成26年度～27年度

宮　﨑　長一郎　 公益社団法人　日本薬剤師会 平成26年度～27年度

（18）　リウマチ登録医制度のあり方検討委員会 

委員名 所属機関 就任期間  備 考

西　岡　久寿樹 東京医科大学医学総合研究所 平成22年度～23年度 委員長

腰　野　富　久 横浜市立大学名誉教授 平成22年度～23年度 副委員長

井　上　　　博 井上病院 平成22年度～23年度

狩　野　庄　吾 自治医科大学名誉教授 平成22年度～23年度

川　合　眞　一 東邦大学医療センター大森病院 平成22年度～23年度

中　村　耕　三 国立障害者リハビリテーションセンター
自立支援局

平成22年度～23年度

山　本　一　彦 東京大学大学院医学系研究科 平成22年度～23年度
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（19）　リウマチ専門職委員会 

委員名 所属機関 就任期間  備 考

松　本　美富士 桑名市総合医療センター
リウマチ・膠原病内科

平成28年度～現在 委員長

川　合　眞　一 東邦大学名誉教授 平成28年度～現在 副委員長

松　原　　　司 松原メイフラワー病院 平成28年度～現在 副委員長

村　澤　　　章 新潟県立リウマチセンター名誉院長 平成28年度～現在 副委員長

中　村　耕　三 東京大学名誉教授 平成29年度～現在 副委員長

川　人　　　豊 京都府立医科大学大学院医学研究科　
免疫内科学

平成28年度～現在

神　林　泰　行 筑波大学附属病院薬剤部 平成28年度～現在

神　戸　克　明 自治医科大学医学部地域臨床教育センター 平成28年度～現在

近　藤　正　一 近藤リウマチ・整形外科クリニック 平成28年度～現在

澁　谷　美　雪 株式会社MEDION 平成28年度～現在

宮　﨑　長一郎 公益社団法人日本薬剤師会 平成28年度～現在

元　木　江　美 神戸女子大学看護学部 平成28年度～現在

（20）　ステロイド治療研究委員会 

委員名 所属機関 就任期間  備 考

市　川　陽　一 聖ヨゼフ病院内科 平成12年度～20年度 委員長

大　島　久　二 藤田保健衛生大学臨床検査部 平成12年度～20年度

近　藤　啓　文 北里大学北里研究所
メディカルセンター病院

平成12年度～20年度

齋　藤　輝　信 国立病院機構西多賀病院
リウマチ疾患研究センター

平成12年度～20年度

橋　本　博　史 順天堂大学名誉教授 平成12年度～20年度

山　本　一　彦 東京大学大学院医学系研究科
アレルギー・リウマチ内科

平成12年度～20年度

（21）　治験委員会 

委員名 所属機関 就任期間  備 考

越　智　隆弘　 大阪警察病院 平成17年度～23年度 委員長

松　原　　司 松原メイフラワー病院 平成17年度～23年度
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（22）　リウマチ性疾患国内評価委員会 

委員名 所属機関 就任期間  備 考

七　川　歓　次 滋賀医科大学名誉教授 平成13年度～23年度 委員長

井　上　康　二 大阪リハビリテーション病院 平成13年度～23年度

上　野　征　夫 ナショナルメディカルクリニック 平成13年度～23年度

内　田　淳　正 三重大学学長 平成15年度～23年度

豊　島　良　太 鳥取大学医学部整形外科 平成15年度～23年度

山　中　　　寿 東京女子医科大学附属
膠原病リウマチ痛風センター

平成13年度～23年度

山　本　一　彦 東京大学大学院医学系研究科 平成13年度～23年度

山　本　純　己 一番町リウマチクリニック 平成13年度～23年度

吉　田　勝　美 聖マリアンナ医科大学 平成13年度～23年度

（23）　日本リウマチ財団30周年記念実行委員会 

委員名 所属機関 就任期間  備 考

髙　久　史　麿 日本リウマチ財団代表理事 平成28年度～現在 大会長

幸　田　正　孝 日本リウマチ財団副理事長 平成28年度～現在 副大会長

越　智　隆　弘 日本リウマチ財団常務理事 平成28年度

西　岡　久寿樹 日本リウマチ財団常務理事 平成28年度～現在 委員長

川　合　眞　一 東邦大学医学部内科学講座膠原病学分野 平成28年度～現在 副委員長

中　村　耕　三 東京大学名誉教授 平成28年度～現在 副委員長

狩　野　庄　吾 自治医科大学名誉教授 平成28年度～現在 式典委員

仲　村　一　郎 帝京平成大学
健康メディカル学部作業療法学科

平成28年度～現在 広報委員

山　本　一　彦 東京大学大学院医学系研究科 平成28年度～現在

井　上　　　博 井上病院 平成28年度～現在

岡　田　正　人 聖路加国際病院
Immuno-Rheumatology Cennter

平成28年度～現在

亀　田　秀　人 東邦大学医学部内科学講座膠原病学分野 平成28年度～現在

川　人　　　豊 京都府立医科大学大学院医学研究科　
免疫内科学

平成28年度～現在

近　藤　正　一 近藤リウマチ・整形外科クリニック 平成28年度～現在

高　林　克日己 三和病院 平成28年度～現在

竹　内　　　勤 慶応義塾大学医学部リウマチ内科 平成28年度～現在
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11．財団賛助会員一覧表
法人の部 平成30年３月31日現在

会　　社　　名 所　　在　　地

旭化成ファーマ（株） 東京都千代田区
アステラス製薬（株） 東京都中央区
アッヴィ合同会社 東京都港区
あゆみ製薬（株） 東京都中央区
エーザイ（株） 東京都文京区
MSD（株） 東京都千代田区
オックスフォード・イムノテック（株） 神奈川県横浜市
小野薬品工業（株） 大阪府大阪市
科研製薬（株） 東京都文京区
キッセイ薬品工業（株） 長野県松本市
興和（株） 愛知県名古屋市
サノフィ（株） 東京都新宿区
株式会社三和化学研究所 愛知県名古屋市
塩野義製薬（株） 大阪府大阪市

（株）社会保険研究所 東京都千代田区
第一三共（株） 東京都中央区
大正製薬（株） 東京都豊島区
武田薬品工業（株） 大阪府大阪市
田辺三菱製薬（株） 大阪府大阪市
中外製薬（株） 東京都中央区
帝人ファーマ（株） 東京都千代田区
富山化学工業（株） 東京都新宿区
日本イーライリリー（株） 東京都港区
日本化薬（株） 東京都千代田区
日本ケミファ（株） 東京都千代田区
日本臓器製薬（株） 大阪府大阪市
ノバルティスファーマ（株） 東京都港区
久光製薬（株） 東京都千代田区
ファイザー（株） 東京都渋谷区

（株）ファーマインターナショナル 東京都中央区
ブリストル・マイヤーズスクイブ（株） 東京都新宿区
三笠製薬（株） 東京都練馬区
ヤンセンファーマ（株） 東京都千代田区
ユーシービージャパン（株） 東京都新宿区
祐徳薬品工業（株） 佐賀県鹿島市

以上　35社

個人の部

氏　　　　　名 住　　　　　　所

　福　地　正　行 静岡県菊川市
　中　﨑　　　聡 石川県金沢市
　山　内　信　子 大阪府堺市
　内　村　暢二郎 鹿児島県鹿児島市
　亀　田　貞　彦 茨城県水戸市
　山　名　征　三 広島県東広島市

以上６名
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12．事務局の変遷
１．職　員 平成30年３月31日現在

役　　職 氏　　名 在　職　期　間

事務局長
（16.1.19厚生省の指導により
事務局長を配置）
　
　
　
　
　
　

田　中　治　彦 平成11. 4. 1～12. 3.31

吉　里　　　實 平成15.7.1～16.3.31

田　中　治　彦 平成16.4.1～17.3.31

今　村　　　寛 平成17.4.1～19.3.31

森　　　眞　一 平成19.4.1～28.6.10

濵　砂　英　一 平成26.6.11～29.6.30

勝　又　正　夫 平成29.7.1～30.3.31

事務局次長 岩　崎　和　子 平成1.9.1～13.8.31係長
平成13.9.1～23.3.31事務局次長

係員
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

川　口　康　子 昭和62.11.1～平成1.8.31

日　向　紀　子 昭和63.6.1～平成14.12.31

野　中　久美子（旧姓：広木） 昭和64.1.6～平成2.1.31（事務補助員）
平成2.2.1～6.12.31

渡　邊　知　香 平成6.12.12～10.31

佐　藤　久　美 平成9.9.5～10.2.10

川　島　陽　子 平成9.10.1～12.3.31

飯　田　将　子 平成10.3.16～10.7.3

溝　上　ふじ代 平成10.7.13～17.3.31（事務補助員）
平成17.4.1～21.6.30

右　近　さ　と 平成10.7.27～19.3.31

柳　下　加代子 平成14.11.5～23.6.30

中　村　あゆみ 平成15.9.1～16.12.31

高　見　則　子 平成19.4.1～

宗　前　勝　彦 平成21.4.1～23.1.31

形　山　智　子 平成22.4.20～

堀　　　里　佳（旧姓：千々岩） 平成23.6.21～

嘱託職員 鈴　木　久　之 平成29.6.12～

事務補助員
　
　

森　由　美　子 昭和62.11.1～63.3.31

野　口　公　代 昭和62.11.1～63.3.31

石　川　愛　子 昭和63.4.1～4.3.31

事務補佐員
　

岡　　　裕　子 平成1.1.9～1.6.30

瀬　々　道　子 平成9.1.22～9.2.21
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２．事務所
　　○　昭和62年11月１日（設立当時）
　　　　東京都港区赤坂７丁目９番１号　大同ビル５階

　　○　昭和63年４月26日～平成４年12月18日
　　　　東京都港区西麻布４丁目17番30号　西麻布三井ビル３階

　　○　平成４年12月19日～平成27年５月23日
　　　　東京都豊島区南大塚２丁目39番７号　ヤマモト大塚ビル５階

　　○　平成27年５月24～現在に至る
　　　　東京都港区新橋５丁目８番11号　新橋エンタービル11階
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