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平成２２年（２０１０年） 

 

田中良哉： 

脊椎関節症. 

今日の治療指針 2010年版━私はこう治療している. 山口徹、北原光夫、福井次矢編 

医学書院 687-689頁 

 

田中良哉： 

脊椎関節症. 

今日の治療指針 2010年版━私はこう治療している. 山口徹、北原光夫、福井次矢編（ポケット版） 

医学書院 687-689頁  

 

田中良哉： 

MCP-1． 

広範囲 血液・尿化学検査、免疫学的検査（第七版）━その数値をどう読むか．矢冨裕編 

日本臨床社 151－153頁 

 

田中良哉： 

免疫疾患アプローチのための解剖生理． 

病気と薬のパーフェクトガイド 2010．横田千津子、池田宇一、大越教夫編 

南山堂： 752-755頁  

 

田中良哉： 

使用の際の注意点． 

NSAIDの選び方、使い方ハンドブック．佐野統編 

羊土社: 58-61頁 

 

田中良哉： 

「成人発症 Still病」 

今日の診断指針. 金澤一郎、永井良三編 

医学書院  1278-1280頁 

 

田中良哉 

「自己免疫異常」 

関節リウマチ（第二版）━寛解を目指す治療の新時代．宮坂信之編 

日本臨床社: 40－46頁 

 

齋藤和義、田中良哉 

「BeSt スタディ」 

関節リウマチ（第二版）━寛解を目指す治療の新時代．宮坂信之編 

日本臨床社: 330-334頁 

 

齋藤和義、田中良哉 



「リツキシマブ（抗 CD20抗体）」 

関リウマチ（第二版）━寛解を目指す治療の新時代．宮坂信之編 

日本臨床社: 413－416頁 

 

山岡邦宏、田中良哉 

「Jak阻害薬」 

関節リウマチ（第二版）━寛解を目指す治療の新時代．宮坂信之編 

日本臨床社: 426－429頁 

 

田中良哉 

「膠原病に伴う肺高血圧症」 

膠原病に於ける肺合併症に対する診療マニュアル．宮坂信之編 

免疫アレルギー疾患予防・治療研究事業: 74-77頁 

 

田中良哉 

「骨粗鬆症」 

医薬品副作用ハンドブック. 高橋隆一監修 

日本臨床社: 290－293頁 

 

田中良哉 

「薬物療法・選択基準」 

新しい診断と治療の ABC：全身性エリテマトーデス. 竹内勤編 

最新医学社 120－130頁 

 

田中良哉 

「生物学的製剤治療のタイミングと選択」 

整形外科 Knack & Pitfalls シリーズ リウマチ診療の要点と盲点．木村友厚編 

文光堂 127－131頁 

 

齋藤和義、田中良哉： 

「関節リウマチの新診断基準」 

整形外科 Knack & Pitfalls シリーズ リウマチ診療の要点と盲点．木村友厚編 

文光堂 21－23頁 

 

田中良哉 

「ステロイド」 

ニュースタンダード整形外科学．長野昭、松下隆、戸山芳昭、安田和則、石黒直樹編 

南江堂 877－880頁  

 

田中良哉 



「関節リウマチ」 

内科疾患の診断基準・病型分類・重症度. 内科編集室編 

南江堂 1263-1267頁  

 

田中良哉 

「B細胞表面免疫グロブリン」 

広範囲 血液・尿化学検査、免疫学的検査（第七版）━その数値をどう読むか．矢冨裕編 

日本臨床社  869－872頁  

 

齋藤和義、田中良哉 

「生物学的製剤と多剤との併用のこつ」 

生物学的製剤によるリウマチ治療マニュアル.安倍千之、近藤正一、松原司、山前邦臣編 

日本医学館 98－111頁 

 

田中良哉 

「全身性エリテマトーデス」 

各疾患領域の治療の現状とメディカルニーズ DATA BOOK. 技術情報協会編 

技術情報協会 238-248頁  

 

田中良哉 

「MIP-1α、MIP-1β」 

広範囲 血液・尿化学検査、免疫学的検査（第七版）━その数値をどう読むか．家入蒼生夫編 

日本臨床社 44－46頁 

 

田中良哉 

「免疫抑制薬」 

リウマチ・膠原病内科クリニカルスタンダード．三森経世編 

文光堂 230-235頁  

 

田中良哉 

「成人発症 Still病」 

GUIDELINE 膠原病・リウマチ. 小池隆夫、住田孝之編 

診断と治療社 97-120頁  

 

田中良哉 

「全身性エリテマトーデス[活動性の評価と治療] 

リウマチ病学テキスト．日本リウマチ学会・日本リウマチ財団編 

診断と治療社  189-200頁  

 

齋藤和義、田中良哉 



「早期症例に対する治療戦略」 

ファーマナビゲーター：リウマチ～生物学的製剤編～. 竹内勤編 

メディカルレビュー社： 68－70頁 

 

齋藤和義、田中良哉 

「糖尿病のスクリーニングについて教えて下さい」 

ファーマナビゲーター：リウマチ～生物学的製剤編～. 竹内勤編 

メディカルレビュー社： 178-180頁 

 

田中良哉 

「血管内皮障害 ～アポトーシスの観点から～」 

特発性大腿骨頭壊死症の基本 up to date. 久保俊一、菅野伸彦編、 

金芳堂 136－140頁  

 

田中良哉 

「ステロイド骨粗鬆症」 

骨粗鬆症のマネジメント．松本俊夫編 

医薬ジャーナル社: 86-91頁  

 

田中良哉 

「関節リウマチ（悪性関節リウマチを含む）」 

家庭医学大百科. 高久文麿、猿田享男、北村惣一郎、福井次夫編 

法研 2668-2671頁 

 

 

平成２３年（２０１１年） 

 

田中良哉 

「関節リウマチ」 

今日の治療指針 2011年版━私はこう治療している. 山口徹、北原光夫、福井次矢編 

医学書院 727－729頁  

 

田中良哉 

「関節リウマチ」 

今日の治療指針 2011年版━私はこう治療している（ポケット版）. 山口徹、北原光夫、福井次矢編 

医学書院 727－729頁  

 

田中良哉 

「生物学的製剤」 

腎疾患・透析 最新の治療 2011－2013. 槙野博史、秋澤忠男編 

南江堂 414－418頁  



 

田中良哉 

「関節リウマチ概論」 

実践 リウマチ肺障害の診療、田中良哉編 

永井書店 3－11頁  

 

平田信太郎、田中良哉 

「症例編 実際の症例に基づく胸部 X線読影診断のポイント」 

実践 リウマチ肺障害の診療、田中良哉編 

永井書店 51－89頁  

 

田中良哉 

「免疫疾患アプローチのための解剖生理」 

病気と薬のパーフェクトガイド 2011．横田千津子、池田宇一、大越教夫編 

南山堂： 804-807頁  

 

齋藤和義、田中良哉 

「治療戦略の検証： BeSt スタディ、COMET スタディから得られたもの」 

“治癒”を目指す最新治療コンセンサス. 竹内勤編 

医歯薬出版 24－29頁 

 

田中良哉 

「RRR研究から検証する」 

“治癒”を目指す最新治療コンセンサス. 竹内勤編 

医歯薬出版 103-107頁 

 

徳永美貴子、齋藤和義、田中良哉 

「関節リウマチ患者の関節外症状に生物学的製剤は有効か」 

内科診療における論点. 内科編集室編 

南江堂 1417－1421頁  

 

田中良哉 

「関節リウマチ」 

『臨床検査』増刊号「ここまでわかった自己免疫疾患」、宮坂信之編 

医学書院 1142-1149頁  

 

田中良哉 

「インフリキシマブ（レミケード®）」 

インフォーム・ドコンセントのための図説シリーズ 関節リウマチ－生物学的製剤の正しい使い方とは？ 

宮坂信之編 



医薬ジャーナル社 35－41頁  

 

田中良哉 

「生物学的製剤からの離脱」 

リウマチ病セミナーⅩⅩⅡ、七川歓次編 

永井書店 162－166頁  

 

 

平成２４年（２０１２年） 

 

田中良哉 

「多発性筋炎/皮膚筋炎」 

今日の治療指針 2012年版━私はこう治療している. 山口徹、北原光夫、福井次矢編 

医学書院 717-719頁  

 

田中良哉 

「多発性筋炎/皮膚筋炎」 

今日の治療指針 2012年版（ポケット版）━私はこう治療している. 山口徹、北原光夫、福井次矢編 

医学書院 717-719頁  

 

田中良哉 

「膠原病に伴う肺高血圧症」 

膠原病に於ける肺合併症に対する診療マニュアル、宮坂信之編 

医薬ジャーナル 104-108頁  

 

田中良哉 

「全身性エリテマトーデス」 

ガイドライン外来診療 2012. 泉孝英編 

日経メディカル開発 450-454頁  

 

田中良哉 

「関節リウマチ」 

慢性疾患患者への最新薬物療法の鉄則. 河邊博史編 

診断と治療社. 324-332頁 

 

田中良哉 

「免疫疾患アプローチのための解剖生理」 

病気と薬のパーフェクトガイド 2012．横田千津子、池田宇一、大越教夫編 

南山堂 702-705頁  

 

田中良哉 



「全身性自己免疫疾患における生物学的製剤治療の現状と展」 

バイオ・ゲノム関連医薬品の研究・開発・製造ノウハウ全集. 技術情報協会編 

技術情報協会 12−32頁  

 

田中良哉 

「リウマチ・炎症に伴う骨粗鬆症」 

骨粗鬆症診療ハンドブック 改定 5版、中村利孝、松本俊夫編 

医薬ジャーナル 68−76頁  

 

田中良哉 

「好酸球性肉芽腫性多発血管炎」 

アレルギー・リウマチ膠原病診療ガイドライン. 足立満、笠間毅編 

総合医学社 203-206頁  

 

田中良哉 

「生物学的製剤はどのようなときに使うのか？ ～適応～」 

正しい生物学的製剤の使い方～関節リウマチ～（改訂版）. 宮坂信之編 

医薬ジャーナル社 24-27頁  

 

名和田雅夫、齋藤和義、田中良哉 

「レミケード® （インフリキシマブ）」 

正しい生物学的製剤の使い方～関節リウマチ～（改訂版）. 宮坂信之編 

医薬ジャーナル社 102-110頁  

 

田中良哉 

「自己免疫疾患」 

サイトカインのすべて、矢田純一、宮坂信之編 

科学評論社 823−830頁  

 

田中良哉 

「関節リウマチの臨床試験デザイン設定」 

ドロップアウトを防ぐ臨床試験デザイン. 技術情報協会編 

技術情報協会 255-276頁  

 

田中良哉 

「関節リウマチと炎症性疾患」 

ファーマナビゲーター活性型ビタミン D3製剤編. 太田博明、松本俊夫編 

メディカルレビュー社 148-153 頁  

 

田中良哉 



「関節リウマチに対する B細胞標的治療」 

抗体医薬 Update – 開発コンセプトから最新治療実績まで. 中山俊憲、中島裕史編 

医歯薬出版： 57-62頁 

 

田中良哉 

「生物学的製剤使用時のステロイド使用の注意点とは」 

正しいステロイド剤の使い方. 改訂 3版. 宮坂信之編 

医薬ジャーナル社  64-69頁  

 

田中良哉 

「全身性エリテマトーデス」 

最新内科学、門脇孝、永井良三編 

西村書店 1248-1254頁  

 

田中良哉 

「骨粗鬆症」 

日本臨床 2012年増刊『医薬品副作用学～薬剤の安全使用アップデート』. 日本臨床社編 

日本臨床 740-744頁  

 

田中良哉 

「全身性エリテマトーデス（SLE）」 

新機能抗体開発ハンドブック ～次世代抗体創製から産業への展開まで～. 浜窪隆雄、津本浩平編 

オフィス MA 252-260頁  

 

田中良哉 

「免疫学的検査法」 

免疫学コア講義改定第 3版．熊ノ郷淳、坂口薫雄、竹田潔、吉田裕樹編 

南山堂 178-199頁 

 

田中良哉 

「全身性エリテマトーデス」 

稀少疾患・難病の診断/治療技術と製品開発. 技術情報協会編 

技術情報協会 805−816頁  

 

田中良哉、山岡邦宏 

「トファシチニブによる RA治療戦略」 

リウマチ病セミナーⅩⅩⅢ、七川歓次編 

永井書店  209-216頁  

 

 

平成２５年（２０１３年） 



 

田中良哉 

「ステロイドの副作用と対策」 

今日の治療指針 2013年版━私はこう治療している. 山口徹、北原光夫、福井次矢編 

医学書院 770-771頁  

 

田中良哉 

「ステロイドの副作用と対策」 

今日の治療指針 2013年版（ポケット版）━私はこう治療している. 山口徹、北原光夫、福井次矢編 

医学書院 770-771頁  

 

田中良哉 

「多発性筋炎 / 皮膚筋炎」 

EXPERT 膠原病・リウマチ 改訂第 3版 住田孝之編 

診断と治療社 245-253頁  

 

田中良哉 

「副腎皮質ステロイド薬」 

今日の神経疾患治療指針 第 2版. 水澤英洋、鈴木則宏、梶龍兒、吉良潤一、神田隆、斉藤延人編 

医学書院 178-180頁  

 

田中良哉 

「B細胞阻害薬 CD20, CD22抗体」 

慢性炎症と疾患. 宮坂信之編 

北隆館 114−120頁 

 

山岡邦宏、田中良哉 

「JAK阻害薬」 

慢性炎症と疾患. 宮坂信之編 

北隆館 26−31頁 

 

田中良哉 

「BAFF/APRIL」 

免疫・アレルギー疾患の分子標的と治療薬事典．田中良哉編 

羊土社 46-47  

 

田中良哉 

「S1P受容体」 

免疫・アレルギー疾患の分子標的と治療薬事典．田中良哉編 

羊土社 48-49  

 



田中良哉 

「LFA-1」 

免疫・アレルギー疾患の分子標的と治療薬事典．田中良哉編 

羊土社 50-51  

 

田中良哉 

「VLA-4」 

免疫・アレルギー疾患の分子標的と治療薬事典．田中良哉編 

羊土社 52-53  

 

田中良哉 

「α4β7」 

免疫・アレルギー疾患の分子標的と治療薬事典．田中良哉編 

羊土社 54-55  

 

田中良哉 

「ICAM-1」 

免疫・アレルギー疾患の分子標的と治療薬事典．田中良哉編 

羊土社 56-57  

 

田中良哉 

「VCAM-1」 

免疫・アレルギー疾患の分子標的と治療薬事典．田中良哉編 

羊土社 58-59  

 

田中良哉 

「LFA-3」 

免疫・アレルギー疾患の分子標的と治療薬事典．田中良哉編 

羊土社 60-61  

 

中山田真吾、田中良哉 

「JAK/STAT経路」 

免疫・アレルギー疾患の分子標的と治療薬事典．田中良哉編 

羊土社 156-157  

 

中山田真吾、田中良哉 

「SOCS」 

免疫・アレルギー疾患の分子標的と治療薬事典．田中良哉編 

羊土社 158-159  

 



中山田真吾、田中良哉 

「Syk」 

免疫・アレルギー疾患の分子標的と治療薬事典．田中良哉編 

羊土社 160-161  

 

中山田真吾、田中良哉 

「Btk」 

免疫・アレルギー疾患の分子標的と治療薬事典．田中良哉編 

羊土社 162-163  

 

中山田真吾、田中良哉 

「カルシニューリン」 

免疫・アレルギー疾患の分子標的と治療薬事典．田中良哉編 

羊土社 164-165  

 

中山田真吾、田中良哉 

「NF-κB/IκBζ」 

免疫・アレルギー疾患の分子標的と治療薬事典．田中良哉編 

羊土社 166-167  

 

中山田真吾、田中良哉 

「AP-1」 

免疫・アレルギー疾患の分子標的と治療薬事典．田中良哉編 

羊土社 168-169  

 

中山田真吾、田中良哉 

「p38 MAPK」 

免疫・アレルギー疾患の分子標的と治療薬事典．田中良哉編 

羊土社 170-171  

 

中山田真吾、田中良哉 

「c-Src」 

免疫・アレルギー疾患の分子標的と治療薬事典．田中良哉編 

羊土社 172-173  

 

中山田真吾、田中良哉 

「Bcr-Abl」 

免疫・アレルギー疾患の分子標的と治療薬事典．田中良哉編 

羊土社 174-175  

 



中山田真吾、田中良哉 

「TLR4」 

免疫・アレルギー疾患の分子標的と治療薬事典．田中良哉編 

羊土社 176-177  

 

中山田真吾、田中良哉 

「ユビキチン−プロテアソーム経路」 

免疫・アレルギー疾患の分子標的と治療薬事典．田中良哉編 

羊土社 178-179  

 

中山田真吾、田中良哉 

「RORγt」 

免疫・アレルギー疾患の分子標的と治療薬事典．田中良哉編 

羊土社 180-181  

 

山岡邦宏、田中良哉 

「Bariticinib（バリシチニブ）」 

免疫・アレルギー疾患の分子標的と治療薬事典．田中良哉編 

羊土社 266-267  

 

山岡邦宏、田中良哉 

「Bortezomib（ボルテゾミブ）」 

免疫・アレルギー疾患の分子標的と治療薬事典．田中良哉編 

羊土社 275  

 

山岡邦宏、田中良哉 

「Cyclosporin A（シクロスポリン A）」 

免疫・アレルギー疾患の分子標的と治療薬事典．田中良哉編 

羊土社 286-287  

 

山岡邦宏、田中良哉 

「Eritoran（エリトラン）」 

免疫・アレルギー疾患の分子標的と治療薬事典．田中良哉編 

羊土社 298  

 

山岡邦宏、田中良哉 

「fostamatinib disodium（フォスタマチニブ）」 

免疫・アレルギー疾患の分子標的と治療薬事典．田中良哉編 

羊土社 304-305  

 



山岡邦宏、田中良哉 

「imatinib（イマチニブ）」 

免疫・アレルギー疾患の分子標的と治療薬事典．田中良哉編 

羊土社 311  

 

山岡邦宏、田中良哉 

「NF-κBデコイオリゴ」 

免疫・アレルギー疾患の分子標的と治療薬事典．田中良哉編 

羊土社 325-326  

 

山岡邦宏、田中良哉 

「SR1001」 

免疫・アレルギー疾患の分子標的と治療薬事典．田中良哉編 

羊土社 353-354  

 

山岡邦宏、田中良哉 

「T-5224」 

免疫・アレルギー疾患の分子標的と治療薬事典．田中良哉編 

羊土社 355  

 

山岡邦宏、田中良哉 

「Tacrolimus（タクロリムス）」 

免疫・アレルギー疾患の分子標的と治療薬事典．田中良哉編 

羊土社 356  

 

山岡邦宏、田中良哉 

「Tofacitinib（トファシチニブ）」 

免疫・アレルギー疾患の分子標的と治療薬事典．田中良哉編 

羊土社 359-360  

 

山岡邦宏、田中良哉 

「VX-509」 

免疫・アレルギー疾患の分子標的と治療薬事典．田中良哉編 

羊土社 365-366  

 

齋藤和義、田中良哉 

「関節リウマチと骨粗鬆症」 

最新の骨粗鬆症学━骨粗鬆症の最新知見．中村利孝編 

日本臨床社 559-564  

 



田中良哉 

「免疫関連因子」 

最新の骨粗鬆症学━骨粗鬆症の最新知見．中村利孝編 

日本臨床社 88-93  

 

中山田真吾、田中良哉 

「T細胞」 

免疫・アレルギー疾患イラストレッド. 田中良哉編 

羊土社 50-58 

 

平田信太郎、田中良哉 

「X線」 

関節リウマチ治療実践バイブル. 竹内勤編 

南江堂  57-60頁  

 

山岡邦宏、田中良哉 

「今後導入が見込まれる治療薬」 

関節リウマチ治療実践バイブル. 竹内勤編 

南江堂  120-124頁  

 

田中良哉 

「治療薬総論」 

関節リウマチ治療実践バイブル. 竹内勤編 

南江堂  89-94頁  

 

平田信太郎、田中良哉 

「adalimumabが効果的であったケース」 

関節リウマチ治療実践バイブル. 竹内勤編 

南江堂  225-227頁  

 

田中良哉 

「RRR試験のポイント」 

関節リウマチ治療実践バイブル. 竹内勤編 

南江堂  123頁  

 

田中良哉 

「リウマトイド因子 (RF) / 抗 CCP抗体 / MMP-3」 

透析患者の検査値の読み方 秋澤忠男編 

日本メディカルセンター 295-297頁  

 



田中良哉 

「血清反応陰性脊椎関節症」 

内科学第 10版. 矢崎義雄総編集 

朝倉書店 1262-1264頁  

 

田中良哉 

「関節リウマチに対する低分子化合物」 

臨床医のための最新整形外科．平澤泰介、戸山芳昭、三浪明男編 

先端医療技術研究所 184-187頁  

 

田中良哉 

「関節リウマチ治療薬の開発」 

骨研究最前線. NTS編 

NTS 107-118頁  

 

田中良哉 

「ステロイド性骨粗鬆症に対する効果」 

ファーマナビゲーター SERM編．太田博明、杉本利嗣、田中栄編 

メディカルレビュ−社 250-257頁  

 

田中良哉 

「関節リウマチに伴う骨粗鬆症」 

ビスホスホネートエビデンスブック. 宗圓聰、杉本利嗣編 

医薬ジャーナル社 123-128頁  

 

 

平成２６年（２０１４年） 

 

田中良哉 

「膠原病に伴う血球減少」 

今日の治療指針 2014年版━私はこう治療している. 山口徹、北原光夫編 

医学書院 813-814頁  

 

田中良哉 

「リウマチ治療薬」 

Pocket Drugs 2013. 福井次矢監修、小松康宏、渡邉裕司編集 

医学書院 718-735頁  

 

田中良哉 

「抗リウマチ薬」 

新薬展望 2014．医薬ジャーナル編 



医薬ジャーナル社 182-188頁  

 

宮川一平、山岡邦宏、田中良哉 

「肥厚性脊髄硬膜炎」 

神経症候群（第 2版）. 日本臨床編 

日本臨床社 693-695頁  

 

田中良哉 

「膠原病・リウマチ性疾患の薬物治療」 

免疫抑制薬、抗リウマチ薬、生物学的製剤.内科学書 新訂第 8版 小川聰編 

中山書店 164-167頁  

 

田中良哉 

「骨粗鬆症」 

医師・薬剤師のための医薬品副作用ハンドブック 寺本民生編 

日本臨床社 597-601頁  

 

田中良哉 

「臨床応用を目指した基礎研究：概論」 

日本臨床 2014年増刊『最新関節リウマチ学━寛解・治癒を目指した研究と最新治療』. 日本臨床社編 

日本臨床 123-130頁  

 

山岡邦宏、田中良哉 

「JAK阻害薬」 

日本臨床 2014年増刊『最新関節リウマチ学━寛解・治癒を目指した研究と最新治療』. 日本臨床社編 

日本臨床 456-460頁  

 

齋藤和義、田中良哉 

「関節リウマチに於ける関節予後規定因子」 

日本臨床 2014年増刊『最新関節リウマチ学━寛解・治癒を目指した研究と最新治療』. 日本臨床社編 

日本臨床 677-683頁  

 

田中良哉 

「関節リウマチ」 

診療ガイドライン Up-To-Date 2014-2015．門脇孝、宮地良樹、小室一成編 

メディカルレビュー社 560-566頁  

 

田中良哉 

「ステロイド性骨粗鬆症とは」 

ステロイド性骨粗鬆症ガイドライン管理と治療ガイドライン 2014年改訂版. 日本骨代謝学会編 



大阪大学出版会 1-4頁  

 

田中良哉 

「全身性エリテマトーデス」 

内科疾患 最新の治療〜明日への指針〜. 山口徹、北原光夫編 

南江堂 1324-1326頁  

 

田中良哉 

「生物学的製剤による寛解達成率と関節破壊の抑制効果について教えて下さい」 

関節リウマチクリニカルクエスチョン 100. 住田孝之編集 

診断と治療社 136-137頁  

 

田中良哉 

「関節リウマチに対して、開発が期待される治療標的にはどういったものがありますか」 

関節リウマチクリニカルクエスチョン 100. 住田孝之編集 

診断と治療社 174-176頁  

 

 

平成２７年（２０１５年） 

 

田中良哉 

「リウマチ治療薬」 

Pocket Drugs 2015. 福井次矢監修、小松康宏、渡邉裕司編集 

医学書院 646-658頁  

 

田中良哉 

「全身性エリテマトーデス」 

今日の治療指針 2015年版━私はこう治療している. 山口徹、北原光夫編 

医学書院 802-805頁  

 

田中良哉 

「生物学的製剤の分類と特徴」 

治療薬 NAVIシリーズ 『関節リウマチ治療における生物学的製剤の選択と適正使用』. 田中良哉編 

日本医学出版 1-6頁   

 

齋藤和義、田中良哉 

「生物学的製剤の休薬の可能性」 

治療薬 NAVIシリーズ 『関節リウマチ治療における生物学的製剤の選択と適正使用』. 田中良哉編 

日本医学出版 101-107頁  

 

平田信太郎、齋藤和義、田中良哉 



「アダリムマブ」 

治療薬 NAVIシリーズ 『関節リウマチ治療における生物学的製剤の選択と適正使用』. 田中良哉編 

日本医学出版 127-130頁  

 

田中良哉 

「バイオフリーの可能性について：レミケード〜RRR Studyから〜」 

リウマチクリニック Q&A修成. 安倍千之編 

メディカルレビュー社 46頁  

 

田中良哉 

「抗 TNF療法」 

骨ベディア：骨疾患・骨代謝キーワード事典. 日本骨代謝学会編 

羊土社 296-297頁  

 

田中良哉 

「関節リウマチ」 

内科疾患の診断基準・病型分類・重症度. 内科編集室編 

南江堂： 1156-1160頁  

 

田中良哉 

「全身性エリテマトーデス」 

今日の診断指針（第 7版）. 金澤一郎、永井良三編 

医学書院  p1285-1289頁 

 

中山田真吾、田中良哉 

「キナーゼ阻害薬」 

関節リウマチと骨粗鬆症：内科医が実践すべき診断と治療. 田中良哉編 

医薬ジャーナル社 96-102頁 

 

平田信太郎、田中良哉 

「関節リウマチにおける関節破壊の評価」 

関節リウマチと骨粗鬆症：内科医が実践すべき診断と治療. 田中良哉編 

医薬ジャーナル社 44-53頁 

 

 

平成２８年（２０１６年） 

 

田中良哉 

「リウマチ治療薬」 

Pocket Drugs 2016. 福井次矢監修、小松康宏、渡邉裕司編集 

医学書院 559-570頁  



 

田中良哉 

「ステロイド性骨粗鬆症の管理と治療ガイドライン 2014年版」 

診断と治療の ABC：骨粗鬆症. 竹内靖博編 

最新医学社 206-211頁  

 

岡田洋右、橋本修、田中良哉 

「CKD-MBDにおけるビスホスホネートの使い方」 

腎と骨： CKD-MBDの概念から新たな展開へ. 花房規男編 

医薬ジャーナル社 223-228頁  

 

田中良哉 

「炎症と骨代謝」 

骨・臓器ネットワークとオステオサイト 

臨床骨ネットワーク研究会編 

メディカルレビュー社 77-82頁  

 

田中良哉 

「全身性エリテマトーデス」 

ガイドライン外来診療 2016.泉利英編 

日経メディカル開発 452-456頁  

 

田中良哉 

「関節リウマチに対するデノスマブの効果」 

ファーマナビゲーター抗 RANKL編 松本俊夫、田中栄編 

メディカルレビュー社 320-327頁  

 

田中良哉 

「関節リウマチの薬物治療」 

最新のガイドラインを生かした日常内科診療 矢崎義雄、小池和彦、小室一成、須永眞司、山内敏正編 

文光堂 268-274頁  

 

田中良哉 

「リウマチ・膠原病の治療方針」 

膠原病・リウマチ・アレルギー 研修ノート 永井良三編 

診断と治療社 290-292頁  

 

久保智史、田中良哉 

「チーム医療」 

膠原病・リウマチ・アレルギー 研修ノート 永井良三編 



診断と治療社 35-36頁  

 

田中良哉 

「全身性エリテマトーデス」 

内科学 門脇孝、永井良三編 

西村書店 1248-1254頁  

 

田中良哉 

「リウマチ・炎症に伴う骨粗鬆症」 

骨粗鬆症診療ハンドブック 改定 6版、中村利孝、松本俊夫編 

医薬ジャーナル 69-79頁  

 

田中良哉 

「ステロイド性骨粗鬆症とは」 

ステロイド性骨粗鬆症のマネジメント、田中良哉編 

医薬ジャーナル社 9-14頁  

 

田中良哉 

「関節リウマチ」 

女性医療のすべて、太田博明編 

メディカルレビュー社 124-126頁  

 

田中良哉 

「関節リウマチの病態・治療とマクロファージ」 

マクロファージのすべて、松島綱治編 

医歯薬出版 534-538頁  

 

 

平成２９年（２０１７年） 

 

田中良哉 

「リウマチ治療薬」 

Pocket Drugs 2017 福井次矢監修、小松康宏、渡邉裕司編集 

医学書院 570-581頁  

 

中山田真吾 

「関節リウマチ-関節外症状の治療」 

今日の治療指針 2017 年版 福井次矢、高木誠、小室一成編集 

医学書院 822-823頁 

 

中山田真吾 



「赤血球沈降速度 (赤沈)と CRP」 

内科外来診断 Navi 富野康日己監修 

中外医学社 333-334頁 

 

田中良哉 

「眼で見る全身性エリテマトーデス」 

全身性エリテマトーデス 田中良哉編集 

最新医学社 7-11 頁 

 

中山田真吾、田中良哉 

「生物学的製剤」 

全身性エリテマトーデス. 田中良哉編集 

最新医学社 167-175 頁 

 

齋藤和義、田中良哉 

「ループス腎炎」 

全身性エリテマトーデス. 田中良哉編集 

最新医学社 225-234 頁 

 

田中良哉 

「全身性エリテマトーデス」 

ガイドライン外来診療 2016. 泉利英編 

日経メディカル開発 453-457 頁 

 

田中良哉 

「関節リウマチ」 

内科学第 11版. 矢崎義雄総編集 

朝倉書店 1231-1236 頁 

 

田中良哉 

「全身性エリテマトーデス」 

私の治療 2017−18年度版. 猿田亭男、北村総一郎編集、 

日本医事新報社 812-813 頁 

 

田中良哉 

「TNF阻害薬」 

診断と治療の ABC：関節リウマチ. 山本一彦編 

最新医学社 154-161頁  

 

田中良哉 



「免疫学的検査法」 

免疫学コア講義改定第 4版．熊ノ郷淳、坂口薫雄、竹田潔、吉田裕樹編 

南山堂： 179-200頁 

 

山形薫、中山田真吾、張 香梅、田中良哉 

「関節リウマチにおける動物モデルの作製手法」 

動物/疾患モデルの作成技術・病態解析・評価手法 

技術情報協会： 185－189頁  

 

山形薫、中山田真吾、田中良哉 

「関節リウマチにおける最新メカニズム,創薬応用と動物試験評価指標」 

動物/疾患モデルの作成技術・病態解析・評価手法 

技術情報協会： 241－246頁  

 

 

平成３０年（２０１８年） 

 

田中良哉 

「リウマチ治療薬」 

Pocket Drugs 2018 福井次矢監修、小松康宏、渡邉裕司編集 

医学書院 577-589頁  

 

田中良哉 

「関節リウマチ」 

今日の治療指針 2018年版━私はこう治療している. 福井次矢、高木誠、小室一成編 

医学書院 834-837頁  

 

田中良哉 

「混合性結合組織病」 

新しい診断と治療の ABC：リウマチ・膠原病. 田中良哉編 

最新医学社 153－157頁  

 

田中良哉 

「関節リウマチ」 

骨粗鬆症診療 Total Careの重要性 稲葉雅章編 

医薬ジャーナル社 146-148頁  

 

田中良哉 

「骨粗鬆症」 

内分泌症候群（第 3版）柳瀬敏彦編 

日本臨床社 341-347頁  

 

中山田真吾 



「シクロスポリン」 

リウマチ・膠原病治療薬ハンドブック 川畑仁人編集 

文光堂 166-169頁 

 

岡田洋右、田中良哉 

「悪性腫瘍に伴う高カルシウム血症」 

内分泌症候群（第 3版）. 柳瀬敏彦編 

日本臨床社 425-429頁  

 

 

平成３１・令和１年（２０１９年） 

 

Tanaka Y. 

「Small molecules」 

Mosaic of Autoimmunity, 1st Edition, ed. by Perricone C and Shoenfeld Y  

Academic Press (London) ｐｐ.629-637 

 

田中良哉 

「リウマチ治療薬」 

Pocket Drugs 2019 福井次矢監修、小松康宏、渡邉裕司編集 

医学書院 pp584-596  

 

田中良哉 

「混合性結合組織病」 

今日の治療指針 2019年版━私はこう治療している 福井次矢、高木誠、小室一成編 

医学書院 865-866頁  

 

田中良哉 

「インフリキシマブ / レミケード®」 

インフォーム・ドコンセントのための図説シリーズ 関節リウマチ－生物学的製剤の正しい使い方とは？－ 

宮坂信之編 

医薬ジャーナル社 41-47頁  

 

田中良哉 

「成人全身性エリテマトーデス」 

日本臨床 『膠原病診療 update━診断・治療の最新知見』. 日本臨床社編 

日本臨床 420-427頁  

 

田中良哉 

「関節リウマチ治療における抗リウマチ薬の位置付け」 

抗リウマチ薬ガイドブック. 佐野統編 



フジメディカル出版 15-20頁  

 

田中良哉 

「リウマチ：関節が壊れる前に早期の投薬治療がお勧め」 

産業医が見る働き方改革. 産業医科大学編 

西日本新聞社 pp122-125  

 

田中良哉 

「多発性筋炎 / 皮膚筋炎」 

EXPERT 膠原病・リウマチ 改訂第 4版 住田孝之編 

診断と治療社 239-246頁  

 

田中良哉 

「関節リウマチ：リウマチ専門医の視点から」 

全身性疾患と腎 update 腎と透析編 

東京医学社 31-35頁  

 

田中良哉 

「悪性関節リウマチ」 

指定難病ペディア 永澤英洋、五十嵐隆、北川泰久、高橋和久、弓倉整編 

日本医師会 161-163頁  

 

田中良哉 

「副腎皮質ステロイド」 

日本臨床 『医薬品副作用学（第 3版）』. 日本臨床社編 

日本臨床 133-139頁  

 

田中良哉 

「膠原病・リウマチ性疾患の薬物治療」 

免疫抑制薬、抗リウマチ薬、生物学的製剤.内科学書 改訂第 9版 南学正臣編 

中山書店 205-208頁  

 

田中良哉 

「分子標的合成抗リウマチ薬（JAK阻害薬）」 

関節リウマチ 看護ガイドブック 中原英子、金子祐子編 

羊土社 89-94頁  

 

有沼良幸、大久保直紀、上野匡庸、岩田慈、田中良哉、廣畑俊成 

「適切な寛解導入の治療は何か？」 

全身性エリテマトーデス. 厚生労働科学研究費補助金難治性疾患等政策研究事業自己免疫疾患に関する 



調査研究（自己免疫班）編 

羊土社 74-78頁  

 

吉田雄介、平田信太郎、田中良哉 

「適切な寛解導入の治療は何か？」 

全身性エリテマトーデス. 厚生労働科学研究費補助金難治性疾患等政策研究事業自己免疫疾患に関する 

調査研究（自己免疫班）編 

羊土社 79-81頁  

 

 

令和２年（２０２０年） 

 

田中良哉 

「リウマチ治療薬」 

Pocket Drugs 2020. 福井次矢監修、小松康宏、渡邉裕司編集 

医学書院 ｐｐ.596-609  

 

田中良哉 

「ステロイドの副作用と対策」 

今日の治療指針 2020年版━私はこう治療している. 福井次矢、高木誠、小室一成編 

医学書院 ｐｐ.910-912  

 


