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平成 30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、診断・治療、予防、疫学等に関する調査研究 2件につ

いて、各 100万円の助成を行った。 

   ② 三浦記念リウマチ学術研究賞 

①� 調査・研究助成のうち、関節リウマチの領域で特に優れた 1件を選考し授

賞を行った。 

   ③ 平成 30年度「塩川美奈子・膠原病研究奨励賞」の授賞 

① 調査・研究助成のうち、膠原病の領域で特に優れた 1件を選考し、賞金 100

万円を授与した。 
  

受 賞 者 長井 良憲  

富山県立大学工学部医薬品工学科バイオ医薬品工学講座教授 
富山大学大学院医学薬学研究部（医学） 

免疫バイオ・創薬探索研究講座客員教授 

研究題目 自然免疫受容体 Toll-like receptor7を選択的に阻害する 

低分子化合物を活用した新たな SLE治療戦略の構築 
 
 (2)  平成 30年度医学賞の授与と平成 31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 31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、3件の応募申請があった。 
 

受 賞 者 南木 敏宏  

東邦大学医学部内科学講座膠原病学分野教授 

研究題目 炎症細胞遊走阻害による関節リウマチ新規治療開発 
 
 (3)  平成 30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 辻村 美保 

富士整形外科病院地域医療連携室/リウマチセンター 

日本大学薬学部客員研究員 
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(1)-②平成 29年度三浦記念リウマチ学術研究賞 及び (1)-③と(2) 、(3) の各賞につ

いては、平成 30 年 6 月 3 日開催の平成 30 年度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 28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。 

     名 称：「日本リウマチ財団ニュース」第 148～153 

     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、関係機関等 

  (2)  平成 30年度リウマチ月間啓発ポスターの印刷・配布 

    制作数  ：9,000部(1種類、A3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)  平成 30年度リウマチ月間リウマチ講演会（リウマチ専門職中央研修会）の開催 

本年度より、既存の開催形態に柔軟な運営方式を取り入れた「リウマチ月間リウマ

チ講演会」は、次なる 30周年に向けた第一歩として、装いも新たに規模を拡大

し、リウマチ性疾患の征圧に向けて、広く国民に啓発普及を図ることを目的に

実施した。 

日 時：平成 30年 6月 3日（日）10：00～16：35 

会 場：砂防会館別館（シェーンバッハ・サボー） 

東京都千代田区平河町 2-7-4 

後 援： 厚生労働省、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、日本リハビリテーション医学会、日本薬剤 

師会、日本病院薬剤師会、全国保健師長会、日本看護協会、日本理 

学療法士協会、全国病院理学療法協会、日本作業療法士協会、日本 

介護福祉士会、全国訪問看護事業協会、日本リウマチ友の会 

参加者：432人     

(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 30年度中訪問数：6,836,291件（前年度：4,005,509件） 

ページ閲覧数：3,701,187 件（前年度：2,210,689 件） 

(5)  医療保険部会（部会長 井上 博 井上病院理事長）において、令和 2年度診療 

報酬改定に向け議論を開始した他、厚生労働省に要望書を提出した。 
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(6) リウマチ等対策委員会報告書の取り纏めに向けて、チーム医療の根幹となるリ

ウマチ専門職制度を展開している立場として意見具申行うべく、厚生労働省に要

望書を提出した。 

 

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 8 会場でリウマチの治療とケ

ア教育研修会を実施した。参加者数は、延べ 840 人（登録医 113 名、一般医 89

名、臨床研修医/大学院生 14名、登録看護師 187名、登録薬剤師 86名、コメディ

カル 351名）であった。 

  (2)  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 19回実施した。参加者数は、述べ 844 人であった。 

(3)  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申請数及び認定数は、662件である。 

②  看護師を対象とした教育研修単位の認定申請数及び認定数は、790 件である。 

③  薬剤師を対象とした教育研修単位の認定申請数及び認定数は、743 件である。 

(4)  海外派遣医制度  

   学術助成委員会（委員長 竹内 勤 慶應義塾大学医学部リウマチ・膠原病内科教授） 

において、「海外派遣医募集要項」に基づき、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：3人（米国 2名、イギリス 1名） 

奨 学 金：各人 100万円 

申請件数：4件 

 (5)  日欧リウマチ外科交換派遣医制度 

   日欧リウマチ外科交換派遣医ワーキンググループ（代表 津村 弘 大分大学理事）

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、欧州から 2名の研

修医を受け入れた。受入費用は全額日本側負担である為、協賛企業を募り、費用

を確保することができた。 

 (6)  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 慶應義塾大学医学部リウマチ・膠原病内科教授） 

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、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（1名）及びアメリカリウマチ学会（1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） 
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申請件数：ヨーロッパリウマチ学会 1件、アメリカリウマチ学会 1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 30 年度新規リウマチ財団登録医 27 名の審査及び

登録とリウマチ財団登録医資格更新者 28 名の審査及び登録を行った他、平成 31 年

度新規リウマチ財団登録医の申請を受付けた。 
 

５ リウマチ専門職制度事業 

 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 30年度新規リウマチケア看護師 150名の審査及び

登録とリウマチケア看護師資格更新者 421名の審査及び登録、ならびに平成 30年度

新規リウマチ財団登録薬剤師 52 名の審査及び登録を行った他、平成 31 年度新規リ

ウマチ財団登録理学・作業療法士の申請を受付けた。 

 

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を検討した。 

 

７ 法人賛助会員セミナーの開催 

 平成 30年 11月 13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、東 

京大学大学院医学系研究科整形外科学教授の田中栄先生が「変形性関節症の病態解明 

と治療の進歩について」を、続いて東京大学大学院医学系研究科骨免疫学寄付講座特 

任准教授の岡本一男先生が「骨粗鬆症の治療の進歩について」をそれぞれ講演したあ 

と、参加者と活発な質疑応答が行われた。 

 

８  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。 
 
９ 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) 第 3回リウマチスキルアップセミナー 

(2) 第 3回淀川リウマチセミナー 

(3) プライマリ・ケア医、専門医のための関節リウマチ公開セミナー 

(4) 岐阜 JAKカンファレンス 

(5) RA Hands on seminar 

(6) 第 6回 KARAT SEMINAR 

(7) 群馬臨床関節リウマチミーティング 
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(8) 第 6回群馬リウマチネットワーク市民公開講座 学ぼう関節リウマチ 

(9) リウマチ WEBセミナー 

(10) 桑名 JAK Meeting 

(11) 第 10回市民公開講座「リウマチ治療の最前線」 

(12) Nurse Café in Tokyo 

(13) 神奈川 JAKメディカルスタッフミーティング 

(14) リウマチワークショップ in 新川 

(15) 第 3回 OKAYAMA山陽エリア RA研究会 

(16) 佐賀県リウマチアーベント 

(17) リウマチ市民公開講座 

(18) 長崎 RA Expert Seminar 

(19) RA Expert Seminar in OKAYAMA 

(20) 5th Bio-Symposium 

(21) 関節リウマチ治療を考える会 

(22) 新潟リウマチサミット 

(23) Orthopedists RA Clinical Lecture in KYOTO 

(24) RAメディカルスタッフセミナー 

(25) リウマチ T細胞セミナー 

(26) 第 3回知立 RAセミナー 

(27) 第 9回岐阜県関節リウマチ治療セミナー 

(28) 東予地区コメディカルと共にリウマチを考える会 

(29) リウマチ Nurse Comedical セミナー 

(30) 三原リウマチセミナー 

(31) リウマチエリア WEBセミナー九州地区 

(32) メディカルスタッフセミナー 

(33) 市民公開講座「あなたの骨は大丈夫？！～骨粗しょう症の原因と関節リウマチ～ 

(34) 関節リウマチ治療セミナーIn IWAKI 

(35) Biologics Users Forum in OKAYAMA 

(36) 看護師・薬剤師対象 インターネットシンポジウム 

(37) リウマチワークショップ in 新川 

(38) JAK Conference Nagano 

(39) おさふねリウマチセミナー 

(40) 第 30回 KIZUNA－看護師・薬剤師なくしてリウマチ治療の明日はない－ 

(41) 広島 RAトータルケアセミナー 

(42) リウマチカンファレンス in 橿原 

(43) Niigata Meet the Expert 

(44) プライマリ・ケア医、専門医のためのリウマチゼミ 

(45) RA Expert Seminar in 東播磨 

(46) 第 3回埼玉 RAメディカルスタッフセミナー 
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(47) 広島リウマチナースセミナー 

(48) 帯広十勝地区リウマチ講演会 

(49) 東京・モスクワ国際医学フォーラム 2018 

(50) 第 2回 RAコミュニケーションサポートセミナー 

(51) 城東リウマチフォーラム 

(52) 第 3回京阪リウマチ連携の会 

(53) Rheumatology Forum in 熊本 

(54) リウマチ WEBセミナー 

(55) 東葛北部 RA講演会 

(56) RA治療を考える会 

(57) 静岡県 RA治療実践セミナー 

(58) さいたま市医療連携セミナー～骨と関節を語る会～ 

(59) 東毛地区 RAコメディカル研究会 

(60) 看護師・薬剤師・医師対象講演会 第 3回岡山リウマチ・コラボセミナー 

(61) 第 3回リウマチ診療の為の地域連携セミナー 

(62) 関節リウマチを考える会 

(63) 広島リウマチセミナー 

(64) 第 2回地域包括ケアセミナー 

(65) 患者にあったリウマチ治療を考える会 

(66) 第 5回実臨床のためのリウマチカンファレンス 

(67) Psoriasis Collaborative Forum in Mito 

(68) Hitachi Rheumatoid Arthritis Seminar 

(69) 第 17回日本リウマチ実地医会 

(70) エタネルセプトインターネットシンポジウム 

(71) 平成 30年度第 3回生涯教育研修会 

(72) 第 3回プライマリ・ケア医、専門医のためのリウマチゼミ 

(73) 尾張 JAK Meeting 

(74) 横浜バリシチニブ 1周年記念講演会 

(75) RA Nurse Seminar リウマチ患者さんのさらなる QOL 向上をめざして 

(76) 太田膠原病 RAセミナー 

(77) 会津医学会学術講演会 

(78) Better to Best SEMINAR in Mie 

(79) 第 3回新宮リウマチセミナー 

(80) ABATACEPT AUTUMN SUMMIT in Fukuoka 

(81) リウマチケアセミナー in 筑後 

(82) RA Young Expert Seminar in Nagano 

(83) 第 7回県北リウマチ治療懇話会 

(84) JAK Meeting in Saitama 

(85) リウマチ PROフォーラム 
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(86) 高齢 RA診療セミナー 

(87) 第 6回高齢者リウマチ治療カンファレンス 

(88) プライマリ・ケア医、専門医のための関節リウマチ公開ゼミ 

(89) RA EXPERT MEETING in 両毛 

(90) 埼玉東部 RAリウマチカンファレンス 

(91) 美濃加茂 JAK Conference 

(92) 東濃 JAK Conference 

(93) 中濃 JAK Conference 

(94) 関節リウマチ治療とケアセミナー 

(95) 徳島リウマチチーム医療講演会 

(96) Immunogenicity Meeting TOYAMA 

(97) 泉州リウマチコメディカルセミナー 

(98) リウマチ WEBセミナー 

(99) 北見リウマチセミナー 

(100) JAKセミナー in KUSHIRO 

(101) 神奈川県西部 JAK阻害薬セミナー 

(102) Women's Conference in Yokohama 

(103) 関節リウマチ治療 UP TO DATE 

(104) 函館市民健康講座 あなたの痛み・・・もしかしてリウマチ？ 

(105) 東毛リウマチ研究会 

(106) 第 5回北九州リウマチケアセミナー 

(107) ～関節リウマチ～チーム医療を考える会 

(108) 第 4回北長瀬整形外科カンファレンス 

(109) 呼吸器疾患合併 RA患者の治療を考える会 

(110) 名古屋東部リウマチリウマチフォーラム 

(111) 川越ナースセミナー 

(112) リウマ WEBセミナー～中国四国エリア～ 

(113) 第 1回広島リウマチスタッフミーティング 

(114) Better to Best SEMINAR in KINAN 

(115) 第 2回リウマチを考える会 in 小矢部 

(116) リウマチ治療セミナー in NAGASAKI 

(117) Niigata Meet the Expert 

(118) RA Clinical Symposium in OSAKA 

(119) 看護師・薬剤師対象 インターネットシンポジウム 

(120) 関節痛について考える会 

(121) MIRAI in 広島 

(122) 第 5回プライマリ・ケア医、専門医のためのリウマチゼミ 

(123) T cell seminar in 水戸 

(124) RA Life-Conscious Conference 
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(125) Optimized Treatment for RA patients in Saitama 

(126) アネモネ会 

(127) 第 20回 RAトータルマネジメントフォーラム 

(128) 市民公開講座 指の変形・痛み！？～原因と治療法は？ 

(129) 第 4回関節リウマチ地域連携セミナー 

(130) 大阪 RA看護研究会 

(131) 四国リウマチ最新治療セミナー 

(132) Treat to Thrive in 愛知 

(133) RA Expert Seminar in Nagoya 

(134) Yokohama RA Seminar 

(135) RA Forum 2009 in KYOTO 

(136) リウマチ診療セミナー 

(137) 第 4回淀川リウマチセミナー 

(138) プライマリ・ケア医、専門医のための関節リウマチ公開ゼミ 

(139) 平成 30年度第 8回生涯教育研修会 

(140) リウマチ WEBセミナー 

(141) 第 4回薬剤師・看護師のためのリウマチセミナー in 岩手 

(142) リウマチ治療セミナー in SASEBO 

(143) リウマチ診療を考える会 in 大阪 

(144) 第 3回関節リウマチ連携セミナー 

(145) 桑園地区リウマチセミナー 

(146) 第 2回 C-NARAフォーラム 

(147) 和歌山リウマチケア研究会 

(148) 新宮リウマチケアセミナー 

(149) 第 3回和歌山リウマチケアスキルアップ研修 

(150) 第 4回埼玉 RAメディカルスタッフセミナー 

(151) Yokosuka JAK Forum 

(152) 横浜リウマチサミット 

(153) RA skill-up seminar 

(154) sarilumab conference 2019 in KANAZAWA 

(155) 第 3回 RAチーム医療 seminar 

(156) 関節リウマチフォーラム in Hiroshima 

(157) 第 2回岐阜リウマチ・膠原病カンファレンス 

(158) RA Clinical symposium 2019 

(159) RA Seminar in Kanagawa 

(160) メディカルスタッフセミナー 

(161) 奈良 JAKセミナー 

(162) 第 3回地域包括ケアセミナー～変形性関節症の新しい治療～ 

(163) 山科関節リウマチセミナー 
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(164) 関節リウマチ治療を考える in 福山 

(165) 日本リウマチ友の会第 59回全国大会 

(166) 紀南地区調剤薬局の会 

(167) 全国膠原病フォーラム in 広島 

(168) 市民健康講座 その痛み･･･もしかしてリウマチ？ 

(169) RAと合併症を考える会 in 東毛 

(170) プライマリ・ケア医、専門医のための関節リウマチ公開ゼミ 

(171) 第 1回リウマチ アカデミア 

(172) 第 5回桜ノ宮 RAカンファレンス 

(173) 第 31回 KIZUNA－看護師・薬剤師なくしてリウマチ治療の明日はない－ 

(174) 徳島西部リウマチチーム医療講演会 

(175) 佐賀県リウマチアーベント 

(176) RHEUMATOID ARTHRITIS～Treatment Overview & Team Ｍedical Care～ 

(177) 第 2回 Women's Conference in Yokohama 

(178) 岐阜 JAKミーティング 

 

１０ 理事会等の開催状況 

（1） 理事会 

第 22回理事会 

 開催年月日 ： 平成 30年 6月 5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 9名 監事 2名 

議   題 ： 第１号議案  平成29年度事業報告に関する件 

               第２号議案  平成29年度決算に関する件 

第３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 

      ・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件 

      ・平成30年度リウマチ月間行事等年間行事の件 

      ・その他 

第 23回理事会（書面表決） 

 年 月 日：平成 31年 1月 25日 

議   題：  第１号議案       公益財団法人日本リウマチ財団登録理学療法 

士・作業療法士規則の制定に関する件 
 

第 24回理事会 

開催年月日 ：平成 31年 3月 12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 
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議   題 ： 第１号議案  平成31年度事業計画に関する件 

               第２号議案  平成31年度収支予算に関する件 

        第３号議案 基本財産の一部処分に関する件 

                第４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 

           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 8回定時評議員会（書面表決） 

年 月 日：  平成 30年 6月 27日 

議   題：  第１号議案 平成 29年度事業報告に関する件 

         第２号議案 平成 29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 8回臨時評議員会（書面表決） 

年 月 日：  平成 31年 1月 30日 

議   題：  第１号議案     公益財団法人日本リウマチ財団登録理学療法 

士・作業療法士規則の制定に関する件 

第 9回臨時評議員会 

開催年月日 ：  平成 31年 3月 12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 10名 監事 2名 

議   題： 第１号議案 平成 31年度事業計画に関する件 

         第２号議案  平成31年度収支予算に関する件 

        第３号議案 基本財産の一部処分に関する件 

                第４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 

       その他   ・その他 

（3） 評議員選定委員会 

第5回評議員選定委員会 

開催年月日 ：平成 30年 7月 10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 


