
年度 年度

37 寺脇　　保 （九大小児科） 3 工藤　　洋 （国立相模原病院整形外科）

38 清水　　保 （東大物療内科） 竹内二士夫 （東京大学物療内科）

入交昭一郎 （慶大内科） 上床　  周 （東京大学保健ｾﾝﾀｰ内科）

39 相沢　洪志 （東邦大内科） 4 竹内　　勤 （埼玉医大総合医療ｾﾝﾀｰ第2内科）

宇高　奎三 （熊大病理） 塩澤　俊一 （神戸大第3内科）

40 西村　俊夫 （東大分院内科） 5 岡田　保典 （金沢大医療技術短期大学）

41 水島　　裕 （東大物療内科） 山本　一彦 （東京大物療内科）

42 該当者なし 大曽根康夫 （川崎市立川崎病院内科）

43 〃 6 廣畑　俊成 （帝京大学第2内科）

44 京極　方久 （京大病理） 廣瀬　幸子 （順天堂大第2病理）

（研究奨励賞） 7 玉井　和哉 （独協大学整形外科）

斎藤　輝信 （東北大温研内科） 8 住田　孝之 （聖ﾏﾘｱﾝﾅ医大難病治療研究ｾﾝﾀｰ

45 該当者なし 　臨床遺伝部門）

46 渡辺　正毅 （東京逓信病院整形外科） 金井　芳之 （東京大学医科学研究所

菅野　卓郎 （慶大整形外科） 　癌生物学研究部）

47 廣畑　和志 （神戸大整形外科） 江口　勝美 （長崎大学第1内科）

青木　重久 （大阪医大病理） 9 石川　　斉 （神戸大学保健学科）

48 井上　　一 （岡大整形外科） 小出　　純 （埼玉医大総合医療ｾﾝﾀｰ第2内科）

49 谷本　潔昭 （東大物療内科） 鈴木　　登 （聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学

御巫　清允 （自治医大整形外科） 　免疫学病害動物学教室）

50 該当者なし 10 熊谷　俊一 （神戸大学医学部

51 鈴田　達男 （東京医大血清） 　臨床検査医学講座）

宮田晃一郎 （鹿大小児科） 前田　朋子 （塩野義製薬株式会社中央研究所）

鈴之原　昌 （鹿大小児科） 11 上阪　　等 （東京医科歯科大学内科）

永田　良隆 （下関市立中央病院小児科） 松野　博明 （富山医科薬科大学整形外科）

52 岡崎　太郎 （東北大温研内科） 12 川上　　純 （長崎大学内科）

53 該当者なし 久保　俊一 （京都府立医科大学整形外科）

54 廣瀬　俊一 （東大物療内科） 松井　宣夫 （名古屋市立大学整形外科）

秋月　正史 （慶大内科） 13 尾崎　承一 （聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学内科）

55 坂根　　剛 （島根医大内科） 齋藤　知行 （横浜市立大学整形外科）

鳥巣　要道 （九州大内科） 14  梅原　久範 （京都大学大学院医学研究科

56 岩田　　久 （名古屋大学整形外科） 　臨床免疫学）

57 小坂　志朗 （渡辺病院・青森ﾘｳﾏﾁｾﾝﾀｰ） 川口　　浩 （東京大学整形外科）

赤岡　家雄 （帝京大内科） 中島　利博 （聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学

58 腰野　富久 （横浜市立大整形外科） 　難病治療研究ｾﾝﾀｰ）

西岡久寿樹 （東京女子医大ﾘｳﾏﾁ痛風ｾﾝﾀｰ） 15 川合　眞一 （聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学

59 吉野　槇一 （日本医大理学診療科） 　難病治療研究ｾﾝﾀｰ）

諸井　泰興 （東大物療内科） 田中　　栄 （東京大学整形外科）

60 高崎　芳成 （順天堂大学膠原病内科） 田中　廣壽 （東京大学医科学研究所

61 柏崎　禎夫 （北里大学内科） 　先端医療研究ｾﾝﾀｰ）

三森　経世 （慶応大学内科） 16 井田　弘明 （長崎大学医学部附属病院第1内科）

62 鎌谷　直之 （東京女子医大ﾘｳﾏﾁ痛風ｾﾝﾀｰ） 岡本　  尚 （名古屋市立大学分子医学研究科

63 石川浩一郎 （熊本大学整形外科） 　分子遺伝部門）

橋本　博史 （順天堂大学膠原病内科） 高柳　　広 （東京医科歯科大学大学院

1 後藤　　眞 （都立大塚病院ﾘｳﾏﾁ膠原病科） 　医歯学総合研究科分子細胞機能学）

松原　　司 （神戸大学整形外科）

2 宮坂　信之 （東京医科歯科大学大学院） 17 学会賞

能勢　眞人 （東北大病理学） 森本　幾夫 （東京大学医科学研究所

山本　純己 （松山赤十字病院ﾘｳﾏﾁｾﾝﾀｰ） 　先端医療研究ｾﾝﾀｰ免疫病態分野）
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奨励賞 23 学会賞

浅原　弘嗣 （国立成育医療ｾﾝﾀｰ研究所　 　　西本　憲弘 （和歌山県立医科大学免疫制御学講座）

　移植外科研究部）

南木　敏宏 （東京医科歯科大学　 奨励賞

　膠原病・ﾘｳﾏﾁ内科学） 　　勝又　康弘 （東京女子医科大学附属

西田圭一郎 （岡山大学大学院医歯学総合研究科 　　 　膠原病ﾘｳﾏﾁ痛風ｾﾝﾀｰ　ﾘｳﾏﾁ科）

　生体機能再生・再建科学講座）　 　　山本　元久 （札幌医科大学医学部　内科学第一講座）

18 学会賞

横田　俊平 （横浜市立大学大学院医学研究科 24 学会賞 　

　発生成育小児医療学） 　　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）

奨励賞 　

中谷　宏幸 （大阪大学大学院医学系研究科 奨励賞

　器官制御外科学） 　　一瀬　邦弘 （長崎大学病院第一内科）

保田　晋助 （北海道大学大学院医学研究科 　　五野　貴久 （東京女子医科大学附属

　病態内科学講座・第二内科） 　膠原病ﾘｳﾏﾁ痛風ｾﾝﾀｰ　ﾘｳﾏﾁ内科）

19 学会賞 　　中佐　智幸 （広島大学病院整形外科）

該当者なし

奨励賞 25 学会賞

 石井　　優 （独立行政法人国立病院機構 　 　　佐野　　統 （兵庫医科大学内科学講座ﾘｳﾏﾁ・膠原病科）

　大阪南医療ｾﾝﾀｰ・ﾘｳﾏﾁ科臨床研究部）

野々村美紀 （東京医科歯科大学大学院　 奨励賞

　膠原病・ﾘｳﾏﾁ内科学） 　　岩田　　慈 （産業医科大学第一内科）

山崎　聡士 （聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学難病治療研究ｾﾝﾀｰ） 　　沖山奈緒子 （アメリカ国立衛生研究所）

　 　　安井　哲郎 （東京大学附属病院整形外科）

20 学会賞

田中　良哉 （産業医科大学医学部　第一内科） 26 学会賞

奨励賞 　　石ヶ坪良明 （横浜市立大学大学院医学研究科

淺沼　ゆう （埼玉医科大学ﾘｳﾏﾁ膠原病科） 　　　　　病態免疫制御内科学）

奨励賞

21 学会賞 　　岡田　随象 （東京医科歯科大学大学院疾患多様性遺伝学分野)

岩倉洋一郎 （東京大学医科学研究所ﾋﾄ疾患ﾓﾃﾞﾙ研究ｾﾝﾀｰ 　　菊田　順一 （大阪大学大学院医学系研究科免疫細胞生物学）

　　　　 　 　　　　　　　　細胞機能研究分野） 　　三苫　弘喜 （九州大学病院免疫・膠原病・感染症内科）

奨励賞

岡崎　　賢 （九州大学大学院医学研究院　 27 学会賞

　整形外科学） 　　土屋　尚之 （筑波大学医学医療系生命医科学域

串田　剛俊 （関西医科大学　整形外科学講座） 　　　　　分子遺伝疫学研究室）

永谷　勝也 （自治医科大学内科学講座 奨励賞

　ｱﾚﾙｷﾞｰ膠原病学部門） 　　磯﨑　健男 （昭和大学江東豊洲病院内科ﾘｳﾏﾁ膠原病内科)

　　伊藤　能永 （京都大学再生医科学研究所生体機能調節学）

22 学会賞 　　桐野　洋平 （横浜市立大学大学院医学研究科

小池　隆夫 （北海道大学大学院 　　　　　病態免疫制御内科学）

　医学研究科内科学講座・第二内科）

奨励賞 28 学会賞

猪狩　勝則 （東京女子医科大学附属 　　小竹　　茂 （東京女子医科大学附属膠原病ﾘｳﾏﾁ痛風ｾﾝﾀｰ）

　膠原病ﾘｳﾏﾁ痛風ｾﾝﾀｰ　整形外科）

佐藤浩二郎 （埼玉医科大学　ﾘｳﾏﾁ膠原病科） 奨励賞

谷口　　昇 （鹿児島大学大学院運動機能修復学講座 　　岩本　直樹 （長崎大学大学院医歯薬学総合研究科

　 　整形外科学教室） 　　展開医療科学講座ﾘｳﾏﾁ・膠原病内科学分野)

　 　　久保　智史 （産業医科大学医学部第一内科学講座）

　 　　横田　和浩 （埼玉医科大学ﾘｳﾏﾁ膠原病科）

受　　賞　　者 受　　賞　　者
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29 学会賞 4 学会賞

桑名　正隆 （日本医科大学大学院医学研究科 　　浅原　弘嗣 （東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科）

　　　　アレルギー膠原病内科学分野） 　　藤尾　圭志 （東京大学大学院医学研究科内科学専攻

松本　　功 （筑波大学医学医療系内科 　　　　　　　　　アレルギー・リウマチ学）

　　　膠原病・リウマチ・アレルギー）

奨励賞 奨励賞

古賀　智裕 （長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 　　太田　峰人 （東京大学大学院医学研究科

　　　　　分子標的医学研究センター） 　　　　　　　　免疫疾患機能ゲノム学講座）

坪井　洋人 （筑波大学医学医療系内科 　　坂上沙央里 （ハーバード大学医学部）

　　　膠原病・リウマチ・アレルギー） 　　中村　彰宏 （トロント大学医学部リウマチ科/

寺尾知可史 （ハーバード大学ブリガムアンドウィミンス病院） 　　　　　　　　九州医療センター膠原病内科)

　 　　　

30 学会賞

針谷　正祥 （東京女子医科大学附属膠原病ﾘｳﾏﾁ痛風ｾﾝﾀｰ

　　　　　　　　　ﾘｳﾏﾁ性疾患薬剤疫学研究部門）

宮本　健史 （慶應義塾大学医学部整形外科）

奨励賞

秋山　光浩 （慶應義塾大学医学部リウマチ・膠原病内科）

石垣　和慶 （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）

松本　佳則 （岡山大学大学院医歯薬学総合研究科

　 　　　　　　　腎・免疫・内分泌代謝内科学）

　

31 学会賞

川口　鎮司 （東京女子医科大学膠原病リウマチ内科学講座）

森　　雅亮 （東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科

　　　　　　　　　　　　生涯免疫難病学講座）

奨励賞

河野　通仁 （北海道大学大学院医学研究院

　　　　　　　免疫・代謝内科学教室）

小松　紀子 （東京大学大学院医学系研究科免疫学）

渡部　　龍 （東北大学血液免疫病学分野）

令和

2 学会賞

渥美　達也 （北海道大学大学院医学研究院

　　　　　　　免疫・代謝内科学教室）

石井　　優 （大阪大学大学院医学系研究科免疫細胞生物学教室）

奨励賞

竹下　　勝 （慶応義塾大学医学部リウマチ・膠原病内科）

西出　真之 （大阪大学大学院医学系研究科呼吸器・免疫内科学）

3 学会賞

南木 敏宏 （東邦大学医学部内科学講座膠原病学分野）

三宅 幸子 （順天堂大学大学院免疫学講座）

奨励賞

辻　　英輝  (京都大学医学部附属病院免疫・膠原病内科)

長谷川哲雄  (慶應義塾大学医学部リウマチ膠原病内科)

茂久田　翔  (広島大学病院リウマチ・膠原病科)

受　　賞　　者 受　　賞　　者
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