
平成２２年度 日本リウマチ学会 学会賞・奨励賞受賞候補者推薦依頼 
 
平素から本会活動に格別のご尽力をいただき厚く御礼申し上げます。 
さて、平成 22 年度日本リウマチ学会 学会賞・奨励賞の選考を行いたいと思
います。つきましては、ご多忙のところ恐縮ですが、リウマチ学の分野で、顕

著な功績があった方のご推薦をお願いいたします。 
 
１．対象者 
１）学会賞（受賞者 1名・副賞 300万円） 

職責、年齢を問わず過去に日本リウマチ学会の学会賞を受賞していない

日本リウマチ学会員（以下学会員という） 
２）奨励賞（受賞者 3名以内・副賞 20万円） 
年齢40歳未満の有為な研究者で過去に日本リウマチ学会の奨励賞を受賞
していない学会員 

２．推薦方法 
所定の推薦票に必要事項を記入し、日本リウマチ学会あてに送付して下さい。 

３．締切期日 
平成 2１年 12月末日 

４．選考方法 
当会選考委員会において受賞候補者を内定し、平成 2２年 4月の理事会に諮
って決定し、評議員会の承認を得て学会総会で公表する。 
選考委員：学会内委員－木村友厚・中村孝志・山中 寿・山本一彦の各先生 

第 54回ＪＣＲ総会・学術集会会長 塩澤俊一先生 
学会外委員－徳久剛史先生(千葉大学) 松島綱治先生(東京大学) 

５．褒賞の授与 
平成 2２年 4 月 23 日（金）第 5４回日本リウマチ学会総会・学術集会時の
社員総会の席上で行う。なお、学会賞の受賞者は受賞講演を行う。 

 
平成２１年１０月 

 
一般社団法人日本リウマチ学会 
評 議 員 各 位 

一般社団法人日本リウマチ学会  
理事長 宮 坂 信 之 

〒1０５-000１ 東京都港区虎ノ門１－１－２４  Tel. 03-5251-5353   

Fax. 03-5251-5354   E-mail gakkaim@ryumachi-jp.com 



        

平成 年度 推薦票 
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（ふりがな）                  （生年月日） 

氏   名                   昭   年   月   日 

所属・職名  

所 在 地  

業績の題目  

略歴など 

参考書類の添付： 
   学会賞：主要論文 10 編のサマリー（インパクトファクターを付記する）及び全業績リストを各 6部 

奨励賞：過去のベスト論文 3編のサマリー及び全業績リストを各 6部 

推 薦 者 

（ふりがな）              所属・職名など             

氏  名 
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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）

45 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） 斉藤　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）

能勢　眞人 （東北大病理学）

山本　純己 （松山赤十字病院ﾘｳﾏﾁｾﾝﾀｰ）

      日本リウマチ学会賞受賞者一覧(1)

受　　賞　　者 受　　賞　　者



年度 年度

17 学会賞

森本　幾夫 （東京大学医科学研究所

　先端医療研究ｾﾝﾀｰ免疫病態分野）

奨励賞

浅原　弘嗣 （国立成育医療ｾﾝﾀｰ研究所　

　移植外科研究部）

南木　敏宏 （東京医科歯科大学　

　膠原病・ﾘｳﾏﾁ内科学）

西田圭一郎 （岡山大学大学院医歯学総合研究科

　生体機能再生・再建科学講座）　

18 学会賞

横田　俊平 （横浜市立大学大学院医学研究科

　発生成育小児医療学）

奨励賞

中谷　宏幸 （大阪大学大学院医学系研究科

　器官制御外科学）

保田　晋助 （北海道大学大学院医学研究科

　病態内科学講座・第二内科）

19 学会賞

該当者なし

奨励賞

 石井　　優 （独立行政法人国立病院機構

　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　

　膠原病・ﾘｳﾏﾁ内科学）

山崎　聡士 （聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学

　難病治療研究ｾﾝﾀｰ）

20 学会賞

田中　良哉 （産業医科大学医学部　第一内科）

奨励賞

浅沼　ゆう （埼玉医科大学　ﾘｳﾏﾁ膠原病科）

21 学会賞

岩倉洋一郎 （東京大学医科学研究所

　　　　 　ヒト疾患モデル研究センター

　　　　 　細胞機能研究分野　）

奨励賞

岡崎　　賢 （九州大学大学院医学研究院　　

　整形外科学）

串田　剛俊 （関西医科大学滝井病院

　整形外科学）

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）

受　　賞　　者 受　　賞　　者
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