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平成 29年度事業報告 

１ 調査・研究事業 

  調査研究事業については、前年度に引き続き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・研究の助成等を行った。

(1) リウマチに関する調査・研究の助成

① 調査研究助成

リウマチ性疾患の病因、治療、予防、疫学等に関する調査研究 4 件について、

各 100万円の助成を行った。（申請件数 25件） 

② 三浦記念リウマチ学術研究賞

①� 調査・研究助成のうちから特に 1件選考して授賞

③ 平成 29年度「塩川美奈子・膠原病研究奨励賞」の授賞

膠原病の病因、診断・治療、予防・疫学等に関する独創的な学術調査研究を顕 

彰し助成することを目的に授賞者 1名を選考し、賞金 100 万円を授与した（申

請件数 3件）。 

受 賞 者 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 

研究題目 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 

(2) 平成 29年度医学賞の授与と平成 30年度の募集

リウマチ学の発展・進歩に大きく寄与する独創的な研究を顕彰し、助成すること

を目的とする「ノバルティス・リウマチ医学賞」授賞者 1名を選考し、賞金 300万

円を授与した（申請件数 2件）。平成 30年度についてはノバルティス・リウマチ医

学賞の公募を行い、2件の応募申請があった。 

受 賞 者 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 

研究題目 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 

(3) 平成 29年度（第 20回）「日本リウマチ財団柏崎リウマチ教育賞」の授賞

リウマチ性疾患に関する医学教育を通じ、リウマチ学の進歩・発展に著しく貢献

のあった者を顕彰･助成することを目的とする「柏崎リウマチ教育賞」（賞金 100万 

円）は、本年度の授賞を最後に 20年間の歴史に幕を閉じた。 

受 賞 者 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 
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(4) 平成 29年度「日本リウマチ財団リウマチ福祉賞」の授賞

リウマチ性疾患に悩む患者に対して、永年にわたる医学的又は社会的救済活動を

通じて、著しく貢献のあった個人又は団体を表彰することを目的とする「リウマチ 

福祉賞」（記念盾、賞金 20万円）の授賞を行った。 

受 賞 者 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 

(1)-②平成 28 年度三浦記念リウマチ学術研究賞 及び (1)-③と(2) から(4) の各賞に

ついては、平成 29 年 6月 11日開催の日本リウマチ財団創立 30周年記念リウマチ月間

リウマチ講演会の場において、授賞式を行った。授賞式に先立ち 5月 24日に厚生労働

記者会及び厚生日比谷クラブ、本町記者会に、各賞の趣旨や授賞理由また功績等の資

料を提供することにより広報した。 

２ 普及啓発事業 

(1) 機関紙「日本リウマチ財団ニュース」の発行

リウマチ性疾患に関する診療技術や専門的知識向上の支援及び適切かつ迅速な

情報の提供を目的として発行し、リウマチ財団登録医を主にリウマチケア看護師、 

リウマチ財団登録薬剤師等へ行う普及啓発の一翼を担うものである。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。

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 

(2) 平成 29年度リウマチ月間啓発ポスターの印刷・配布

 制作数  ：6,200部(1種類、A4サイズ) 

配布先 ： 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 

師の所属する医療機関、保健所、市町村保健センター、患者団体等 

(3) 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の開催

創立 30 周年の節目にあたり、リウマチ月間にあわせて創立 30 周年記念「リ

ウマチ月間リウマチ講演会」を更なるリウマチ性の疾患の達成に向けて、広く

国民に啓発普及を図るため実施した。 

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 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 

参加者：350 人  

講演会後に開催した「記念レセプション」では、皇后陛下の御臨席や塩崎厚生 
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労働大臣をはじめとした各界から多数の方々のご列席を賜った。 

(4) リウマチ情報センターの運営

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。 

(5) 医療保険部会（部会長 井上 博 井上病院理事長）において、平成 30年度診療

報酬改定に向けた要望書を作成し、厚生労働省に提出した。 

３ 教育研修事業 

(1) 教育研修委員会（委員長 狩野 庄吾 自治医科大学名誉教授）において、リウマ

チ財団登録医やリウマチ診療に従事する医師、リウマチケア看護師、リウマチ財

団登録薬剤師、コメディカル等を対象に全国 6 地区でリウマチ教育研修会を実施

した。参加者数は、延べ 394人（登録医 94名、一般医 108 名、臨床研修医/大学

院生 6名、登録看護師 69名、登録薬剤師 37名、コメディカル 80名）であった。 

(2) リウマチのトータルマネジメント推進のため、リウマチの治療とケア研修会及び

RA トータルマネジメントフォーラムを開催した。

① 教育研修委員会（委員長 狩野 庄吾 自治医科大学名誉教授）において、保健、

医療、福祉等に従事する医師、看護師、薬剤師等を対象に全国 6 地区でリウマ

チの治療とケア研修会を実施した。参加者数は、延べ 474人（医師 93名、看護

師 242名、薬剤師 70名、その他 69名）であった。 

② RAトータルマネジメント研究会（委員長 山本 純己 一番町リウマチクリニッ

ク 顧問）が、各地区で行ったリウマチのケア研究活動の成果に関し、当財団と

RAトータルマネジメント研究会等が共催で 第 19回 RAトータルマネジメントフ

ォーラムを東京で実施した。参加者数は、277 人（医師 34 名、看護師 159 名、

薬剤師 56名、その他 28名）であった。  

(3) リウマチ医（リウマチ財団登録医）の会の開催

「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、リウマチ財団登録医等リウマチ診療に従事する医師を対象に 11都道府県で

延べ 16回実施した。参加者数は、述べ 893 人であった。 

(4) 財団主催以外の教育研修会への教育研修単位付与

① 医師を対象とした教育研修単位の認定を行った。認定申請数及び認定数は、

703件である。 

② 看護師を対象とした教育研修単位の認定を行った。認定申請数及び認定数は、 
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738件である。 

③ 薬剤師を対象とした教育研修単位の認定を行った。認定申請数及び認定数は、 

680件である。

(5) 海外派遣研修医制度

学術助成委員会（委員長 竹内 勤 慶應大学医学部リウマチ内科教授）において、

若い優れたリウマチ専攻医を海外に研修のため派遣した。

派遣人員：2人（米国 1名、オーストリア 1名） 

奨 学 金：各人 100万円 

申請件数：4件 

(6) 日欧リウマチ外科交換派遣医制度

学術助成委員会（委員長 竹内 勤 慶應大学医学部リウマチ内科教授）において、

「日欧リウマチ外科交換派遣医制度要綱」に基づき、研修医を派遣した。 

 派遣人数：2人 

 研 修 先 :オランダ、ドイツ、フランス、スイス 

(7) 国際学会におけるリウマチ性疾患調査・研究発表の助成

学術助成委員会（委員長 竹内 勤 慶應大学医学部リウマチ内科教授）において、

「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鋼」に基づき、

意欲のある若手の医師、看護師、薬剤師である研究者等に対して、ヨーロッパリウ

マチ学会（3 名）及びアメリカリウマチ学会（3名）の助成を行った。

助 成 額：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）

申請件数：ヨーロッパリウマチ学会 3件、アメリカリウマチ学会 5件 

４ リウマチ財団登録医等養成事業 

リウマチ専門職委員会（委員長 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）において、平成 29 年度新規リウマチ財団登録医 18 名の審査及び

登録とリウマチ財団登録医資格更新者 22 名の審査及び登録を行った他、平成 30 年

度新規リウマチ財団登録医の申請を受付けた。

５ リウマチ専門職委員会 

リウマチ専門職委員会（委員長 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）において、平成 29年度新規リウマチケア看護師 113名の審査及び

登録とリウマチケア看護師資格更新者 238 名の審査及び 237 名の登録、ならびに平

成 29 年度新規リウマチ財団登録薬剤師 14名の審査及び登録を行った。 

６ 災害時リウマチ患者支援事業 

  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

を踏まえた検証を引続き行い、今後の支援事業推進方策として平常時訓練実施要項の
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作成等を協議検討した。 

７ 法人賛助会員セミナーの開催 

 平成29年12月12日、当財団会議室において法人賛助会員セミナーを開催し、慶應

義塾大学医学部リウマチ内科教授の竹内勤先生が「新しい抗リウマチ剤の開発と現状

について」を、また桑名市総合医療センターリウマチ・膠原病内科顧問の松本美富士

先生が「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」をそれぞれ講演した。 

８ 厚生労働大臣感謝状の贈呈 

  感謝状贈呈要綱に基づき、次の者に感謝状を贈呈し、感謝表明を行った。 

・間瀬 俊道 ・井原 保正

９  関連団体等への助成 

  公益社団法人日本リウマチ友の会へ助成を行った。

１０ 後援名義の使用承認 

  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
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(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

(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
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(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？～
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(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回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

１１ 理事会等の開催状況 

（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 

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  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
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・平成29年度リウマチ月間行事等年間行事の件

・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 

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 18回理事会（書面表決） 

開催年月日：平成 29年 7月 1日 

議   題： 第１号議案  事務局長の選任に関する件 

第２号議案  常勤役員の報酬に関する件 

第 19回理事会（書面表決） 

開催年月日 ：平成 29年 7月 11日 

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（書面表決） 

開催年月日 ：平成 30年 2月 22日 

議   題 ： 第１号議案   日本リウマチ財団登録医規則等の改定に関する 

 件 

第２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３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 21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 320 号室  

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 育児・介護休業等に関する規則（案）の制定に

関する件

第５号議案 事務局長の人事に関する件 

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
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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 日本リウマチ財団リウマチ登録薬剤師規則等の 

 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

・その他

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 5時～5時 30分 

開 催 場 所 ：学士会館 320号室  

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 

（3） 評議員選定委員会

第4回評議員選定委員会

開催年月日 ：平成 29年 7月 11日（火）午後 5時～5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．評議員の退任・選任について 

 ２．その他 
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