当院で診療指針としている学会やMindsで作成された各種疾患のガイドライン
診療科
内科

精神科
神経内科

平成30年2月現在
編集

ガイドライン名
科学的根拠に基づく糖尿病診療ガイドライン2013

日本糖尿病学会

糖尿病治療ガイド2016-2017

日本糖尿病学会

高齢者糖尿病診療ガイドライン2017

日本糖尿病学会・日本老年医学会

高血圧治療ガイドライン2014

日本高血圧学会

エビデンスに基づくCKD診療ガイド2013

日本腎臓学会

動脈硬化性疾患予防のための脂質異常症治療ガイド
2012

日本動脈硬化学会

高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン第2版 2010

日本痛風・核酸代謝学会

バセドウ病治療ガイドライン2011

日本甲状腺学会

がん疼痛の薬物療法に関するガイドライン2014

日本緩和医療学会

制吐薬適正使用ガイドライン2010

日本癌治療学会

JAID/JSC感染症治療ガイド2014

日本感染症学会/日本化学療法学会

ASH ITPガイドライン

米国血液学会

造血細胞移植ガイドライン

日本造血細胞移植学会

輸血後鉄過剰症の診療ガイド 平成20年度

厚生労働省

特発性造血障害疾患の診療の参照ガイド2011

厚生労働省

NCCNガイドライン（AML、ALL、CML）

NCCN

ELN（European Leukemia Net）ガイドライン

ELN

MRSA感染症の治療ガイドライン2017

日本化学療法学会・日本感染症学会

造血器腫瘍診療ガイドライン2013

日本血液学会

精神障害の診断と統計マニュアル第5版（DSM-5）

米国精神医学会

国際疾病分類第10版（ICD-10）

世界保健機関（WHO）

脳卒中治療ガイドライン2015

日本脳卒中学会

認知症疾患治療ガイドライン2017

日本神経学会

パーキンソン病治療ガイドライン2011

日本神経学会

てんかん治療ガイドライン2010

日本神経学会

慢性頭痛の診療ガイドライン2013

日本神経学会・日本頭痛学会

多発性硬化症・視神経脊髄炎診療ガイドライン2017

日本神経学会

筋萎縮性側索硬化症診療ガイドライン2013

日本神経学会

慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー多層性運動
ニューロパチー診療ガイドライン2013

日本神経学会

ギラン・バレー症候群・フィッシャー症候群診療ガイドライ
日本神経学会
ン2013
重症筋無力症診療ガイドライン2014

日本神経学会

細菌性髄膜炎診療ガイドライン2014

日本神経学会・日本神経治療学会・
日本神経感染症学会

ヘルペス脳炎診療ガイドライン

日本神経感染症学会

特発性正常圧水頭症診療ガイドライン

日本正常圧水頭症研究会

高齢者ケアの意思決定プロセスに関するガイドライン
人工的水分・栄養補給の導入を中心として 2012年版

日本老年医学会
1

診療科
ガイドライン名
呼吸器内科 肺癌診療ガイドライン
悪性胸膜中皮腫診療ガイドライン
結核診療ガイドライン 改訂第3版
COPD(慢性閉塞性肺疾患)診断と治療のためのガイドラ
イン 第4版
特発性間質性肺炎診断と治療の手引き 改訂第3版
喘息予防・管理ガイドライン2015
成人肺炎診療ガイドライン2017
ARDS診療ガイドライン2016
消化器内科 胃癌治療ガイドライン
大腸癌治療ガイドライン
食道癌診断･治療ガイドライン
膵癌診療ガイドライン
GIST診療ガイドライン
胆道癌診療ガイドライン
消化性潰瘍診療ガイドライン
胃食道逆流症診療ガイドライン
胆石症診療ガイドライン
クローン病診療ガイドライン
肝硬変診療ガイドライン
慢性膵炎診療ガイドライン
H.pylori感染の診断と治療ガイドライン
循環器内科 循環器病の診断と治療に関するガイドライン
小児科
川崎病急性期治療のガイドライン(平成24年改訂版)
熱性けいれん診療ガイドライン2015
小児特発性ネフローゼ症候群薬物加療ガイドライン
2013
小児IgA治療ガイドライン1.0版
細菌性髄膜炎診療ガイドライン2014
単純ヘルペス脳炎診療ガイドライン2017
小児気管支喘息治療・管理ガイドライン2017
食物アレルギー診療ガイドライン2016
小児特発性血小板減少性紫斑病診断・治療・管理ガイ
ドライン2004

編集
日本肺癌学会
日本肺癌学会
日本結核病学会
日本呼吸器学会
日本呼吸器学会
日本アレルギー学会
日本呼吸器学会
3学会合同委員会
日本胃癌学会
大腸癌研究会
日本食道学会
日本膵臓学会膵癌診療ガイドライン
改訂委員会
日本癌治療学会/日本胃癌学会
/GIST研究会
日本肝胆膵外科学会/日本癌治療学
会
日本消化器病学会
日本消化器病学会
日本消化器病学会
日本消化器病学会
日本消化器病学会
日本消化器病学会
日本ヘリコバクター学会
日本循環器学会
日本小児循環器学会
日本小児神経学会／熱性けいれん
診療ガイドライン策定委員会
日本小児腎臓病学会
日本小児腎臓病学会
細菌性髄膜炎診療ガイドライン作成
委員会
日本神経感染症学会／日本神経学
会／日本神経治療学会
日本小児アレルギー学会
日本小児アレルギー学会
日本小児血液学会

小児急性脳症診療ガイドライン2016
小児けいれん重積治療ガイドライン2017

小児呼吸器感染症診療ガイドライン
作成委員会
日本小児内分泌学会薬事委員会／
日本甲状腺学界小児甲状腺疾患治
療委員会
厚生労働省インフルエンザ脳症研究
班
日本小児神経学会
日本小児神経学会

小児不整脈の診断・治療ガイドライン2010

日本小児循環器学会

小児呼吸器感染症診療ガイドライン2017
小児期発生バセドウ病薬物治療のガイドライン2016
インフルエンザ脳症ガイドライン【改訂版】
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診療科
外科

整形外科

ガイドライン名

編集

大腸癌治療ガイドライン

大腸癌研究会

科学的根拠に基づく膵癌診療ガイドライン

日本膵臓学会

胃癌治療ガイドライン

日本胃癌学会

乳癌診療ガイドライン

日本乳癌学会

食道癌診断・治療ガイドライン

日本食道学会

GIST診療ガイドライン

社団法人日本癌治療学会

制吐薬適正使用ガイドライン

社団法人日本癌治療学会

肝癌診療ガイドライン

日本肝癌研究会

IPMN/MCN国際診療ガイドライン

国際膵臓学会ワーキンググループ

急性胆管炎・胆嚢炎の診療ガイドライン

急性胆道炎の診療ガイドライン作成
出版委員会編

Guidelines on the management and treatment of
glucocorticoid-induced steoporosis of the Japanese
Society for Bone and Mineral Research(2004)

Journal of Bone and Mineral
Metabolism 23(2):105-109,2005

原発性骨粗鬆症の診断基準(2000年度改訂版)

日本骨代謝学会 18(3):76-82，2001

骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン（2015年改訂版）

骨粗鬆症ガイドライン作成委員会（日
本骨粗鬆症学会、日本代謝学会、骨
粗鬆症財団）

関節リウマチの診療マニュアル(改訂版):診断のマニュア 財団法人日本リウマチ財団
ルとEBMに基づく治療ガイドライン(2004)
2004(M3.5/0)
関節リウマチ(RA)に対するTNF阻害療法施行ガイドライ
日本リウマチ学会
ン(改訂版)(2010)
関節リウマチ(RA)に対するトシリズマブ使用ガイドライン
日本リウマチ学会
(2010)
関節リウマチ(RA)に対するアバタセプト使用ガイドライン
日本リウマチ学会
(2010)
若年性特発性関節炎に対する生物学的製剤治療の手 日本小児科学会雑誌112(5):911引き
923，2008
関節リウマチ診療ガイドライン（2014）

日本リウマチ学会

大腿骨頚部/転子部骨折診療ガイドライン（2012改訂第 日本整形外科学会/日本骨折治療学
2版）
会

形成外科

頚椎後縦靱帯骨化症診療ガイドライン(2011)

日本整形外科学会/日本脊椎脊髄病
学会

頚椎症性脊髄症診療ガイドライン(2015改訂第2版)

日本整形外科学会

腰椎椎間板ヘルニア診療ガイドライン(2012改訂第2版)

日本整形外科学会/日本脊椎脊髄病
学会

整形外科移植に関するガイドライン

日本整形外科学会雑誌77(5):216234，2003

日本整形外科学会静脈血栓塞栓症予防ガイドライン

日本整形外科学会

メトトレキサート(MTX)診療ガイドライン(2011)

日本リウマチ学会

腰部脊柱管狭窄症診療ガイドライン(2011)

日本整形外科学会/日本脊椎脊髄病
学会

形成外科診療ガイドライン 急性創傷／瘢痕ケロイド

日本形成外科学会/日本創傷外科学
会/日本頭蓋顎顔面外科学会
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診療科
ガイドライン名
脳神経外科 脳卒中治療ガイドライン2015

腎臓・
泌尿器科

日本脳卒中学会

重症頭部外傷治療管理のガイドライン3版

日本脳神経外科学会/日本脳神経外
傷学会

脳腫瘍診療ガイドライン2016年版

日本脳腫瘍学会/日本脳神経外科学
会

脳ドックのガイドライン2014

日本脳ドック学会

呼吸器外科 肺癌診療ガイドライン

皮膚科

編集

日本肺癌学会編

気胸・嚢胞性肺疾患 規約・用語・ガイドライン

日本気胸・嚢胞性肺疾患学会

縦隔腫瘍取扱規約

日本胸腺研究会

制吐薬 適正使用ガイドライン

日本癌治療学会編

皮膚悪性腫瘍診療ガイドライン

日本皮膚科学会

乾癬における生物学的製剤の使用指針および安全対
策マニュアル（2011年版）

日本皮膚科学会

日本皮膚科学会円形脱毛症診療ガイドライン2010

日本皮膚科学会

過活動膀胱診療ガイドライン

日本排尿機能学会

前立腺肥大症ガイドライン

日本泌尿器科学会

膀胱癌診療ガイドライン

日本泌尿器科学会

腎癌診療ガイドライン

日本泌尿器科学会

前立腺癌診療ガイドライン

日本泌尿器科学会

精巣腫瘍診療ガイドライン

日本泌尿器科学会

尿路結石診療ガイドライン

日本泌尿器科学会 他

泌尿器科領域における周術期感染予防ガイドライン

日本泌尿器科学会

性感染症診断・治療ガイドライン

日本性感染症学会

間質性膀胱炎診療ガイドライン

日本間質性膀胱炎研究会

ED診療ガイドライン

日本性機能学会

男性下部尿路症状診療ガイドライン

日本排尿機能学会

夜間頻尿診療ガイドライン

日本排尿機能学会

CKD診療ガイド2012

日本腎臓学会

腎障害患者におけるヨード造影剤使用に関するガイドラ
日本腎臓学会
イン
腎障害患者の蹴るガドリニウム造影剤使用に関するガ
日本腎臓学会
イドライン
IgG4関連腎臓病診療指針

日本腎臓学会

ネフローゼ症候群診療指針

日本腎臓学会

IgA腎症診療指針−第３版

日本腎臓学会

急速進行性腎炎症候群の診療指針第２版

日本腎臓学会

多発性嚢胞腎診療指針

日本腎臓学会

血尿診断ガイドライン

日本腎臓学会

慢性腎臓病に伴う骨・ミネラル代謝異常の診療ガイドラ
日本透析医学会
イン
2011年版 慢性血液透析用バスキュラーアクセスの作
製および修復に関するガイドライン

日本透析医学会

透析患者のC 型ウイルス肝炎治療ガイドライン

日本透析医学会

血液透析患者における心血管合併症の評価と治療に関
日本透析医学会
するガイドライン
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診療科

ガイドライン名

編集

HIV感染患者透析医療ガイドライン

日本透析医学会

2009年版 腹膜透析ガイドライン

日本透析医学会

透析液水質基準と血液浄化器性能評価基準 2008

日本透析医学会

2008年版 慢性腎臓病患者における腎性貧血治療のガ
イドライン透析患者における二次性副甲状腺機能亢進 日本透析医学会
症治療ガイドライン
産婦人科

眼科

子宮体癌治療ガイドライン2013年版

日本婦人科腫瘍学会

子宮頸癌治療ガイドライン2017年版

日本婦人科腫瘍学会

卵巣癌治療ガイドライン2015年版

日本婦人科腫瘍学会

産婦人科診療ガイドライン-産科編2017

日本産婦人科学会

産婦人科診療ガイドライン-婦人科外来編2017

日本産婦人科学会

オルソケラトロジーガイドライン（第2版）

日本眼科学会

日本のドライアイの定義と診断基準の改訂（2016年版） 日本眼科学会
家族性滲出性硝子体網膜症の診療の手引き：厚生労働
省科学研究費補助金
難治性疾患政策研究事業網膜脈絡膜・視神経萎縮症
に関する調査研究

日本眼科学会

非感染性ぶどう膜炎に対するTNF阻害薬使用指針およ
日本眼科学会
び安全対策 マニュアル（2016年版）
重症多形滲出性紅斑 スティーヴンス・ジョンソン症候
群・中毒性表皮壊死症 診療ガイドライン

日本眼科学会

網膜色素変性診療ガイドライン

日本眼科学会

白内障手術併用眼内ドレーン使用要件等基準

日本眼科学会

ヒドロキシクロロキン適正使用のための手引き

日本眼科学会

IgG4関連眼疾患の診断基準

日本眼科学会

黄斑疾患に対する硝子体内注射ガイドライン

日本眼科学会

萎縮型加齢黄斑変性の診断基準

日本眼科学会

網膜芽細胞腫の診断基準と治療基準

日本眼科学会

抗菌点眼薬の臨床評価方法に関するガイドライン

日本眼科学会

眼皮膚白皮症診療ガイドライン

日本眼科学会

コンタクトレンズ診療ガイドライン（第2版）

日本眼科学会

抗アクアポリン4抗体陽性視神経炎診療ガイドライン

日本眼科学会

水晶体嚢拡張リング使用ガイドライン

日本眼科学会

角膜内皮障害の重症度分類

日本眼科学会

先天性風疹症候群（CRS）診療マニュアル

日本眼科学会

感染性角膜炎診療ガイドライン（第2版）

日本眼科学会

加齢黄斑変性の治療指針

日本眼科学会

弾性線維性仮性黄色腫診断基準2012

日本眼科学会

緑内障診療ガイドライン（第3版）

日本眼科学会

Behçet病（ベーチェット病）眼病変診療ガイドライン

日本眼科学会

障害福祉統計の整備について―根拠に基づく障害者福
日本眼科学会
祉にむけて―
眼瞼けいれん診療ガイドライン

日本眼科学会
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診療科

ガイドライン名

編集

眼底血管造影実施基準（改訂版）

日本眼科学会

アレルギー性結膜疾患診療ガイドライン（第2版）

日本眼科学会

屈折矯正手術のガイドライン

日本眼科学会

眼内長期滞留ガス(SF6、C3F8）使用ガイドライン

日本眼科学会

ラニビズマブ（遺伝子組換え）の維持期における再投与
日本眼科学会
ガイドライン
エキシマレーザー屈折矯正手術のガイドライン

日本眼科学会

アデノウイルス結膜炎院内感染対策ガイドライン

日本眼科学会

感覚器医学ロードマップ（改訂第二版）：感覚器障害の
克服と支援を 目指す10年間

日本眼科学会

身体障害者との共生社会の構築を目指して：視覚・聴
覚・運動器障害 認定に関する諸問題

日本眼科学会

眼科ライブ手術ガイドライン

日本眼科学会

サルコイドーシスの診断基準と診断の手引き―2006

日本眼科学会

感覚器医学ロードマップ―感覚器障害の克服と支援を
目指す10年間―

日本眼科学会

眼科用電子カルテシステムのあり方について

日本眼科学会

大学付属病院および国立病院眼科における完全（ペー
日本眼科学会
パーレス）電子 カルテ化導入について
加齢黄斑変性症に対する光線力学的療法のガイドライ
日本眼科学会
ン
ウイルス性結膜炎ガイドライン

日本眼科学会

日本眼科学会指定のエキシマレーザー屈折矯正手術講
日本眼科学会
習会要項
耳鼻咽喉科

小児急性中耳炎診療ガイドライン

日本耳鼻咽喉科学会・日本耳科学会

慢性副鼻腔炎治療ガイドライン

日本耳鼻咽喉科学会/日本鼻科学会

頭頸部癌診療ガイドライン

日本頭頸部がん学会

リハビリ
リハビリテーション学会ガイドライン
テーション科
理学療法ガイドライン

日本リハビリテーション学会
日本理学療法士協会

作業療法ガイドライン

日本作業療法士協会

日本整形外科学会 各診療科ガイドライン

日本整形外科学会

脳卒中治療ガイドライン

日本脳卒中学会

標準的神経治療

日本神経治療学会

呼吸リハビリテーションガイドライン

日本呼吸器学会

心血管疾患におけるリハビリテーションに関するガイドラ
日本心臓リハビリテーション学会
イン
癌のリハビリテーション 実践セミナー（教育）

厚生労働省委託事業（財団法人ライ
フプランニング開催）
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診療科

ガイドライン名

編集

糖尿病ガイドライン

日本糖尿病学会

放射線治療計画ガイドライン

日本医学放射線科専門医会／日本
放射線腫瘍学会／日本医学放射線
学会

FDG-PET/CT検査施行のガイドライン

日本医学放射線学会

放射線科

乳房温存療法ガイドライン 医療者向け

患者さんのための乳房温存療法ガイドライン

厚生労働科学研究費補助金 『がん
臨床研究事業』 標準的な乳房温存
療法の実施要項の研究班
厚生労働科学研究費補助金 『がん
臨床研究事業』 標準的な乳房温存
療法の実施要項の研究班

肺癌診療ガイドライン

日本肺癌学会

乳癌診療ガイドライン

日本乳癌学会

食道癌診断・治療ガイドライン

日本食道学会

前立腺癌診療ガイドライン

日本泌尿器科学会

前立腺がん検診ガイドライン

日本泌尿器科学会

シード線源による前立腺永久挿入密封小線源治療の安 日本放射線腫瘍学会／日本泌尿器
全管理に関するガイドライン
科学会／日本医学放射線学会
腎癌診療ガイドライン

日本泌尿器科学会

子宮頸癌治療ガイドライン

日本婦人科腫瘍学会

子宮体がん治療ガイドライン

日本婦人科腫瘍学会

卵巣がん治療ガイドライン

日本婦人科腫瘍学会

頭頸部癌診療ガイドライン

胃癌治療ガイドライン

日本頭頸部癌学会
日本口腔腫瘍学会／日本口腔外科
学会
日本肝臓学会
日本膵臓学会膵癌診療ガイドライン
改訂委員会
日本胃癌学会

大腸癌治療ガイドライン

大腸癌研究会

救急･集中治療ガイドライン(2012-13)

総合医学社

敗血症診療ガイドライン

ライフサイエンス

ALI/ARDS診療のためのガイドライン

学研メディカル秀潤社

抗菌薬使用のガイドライン

日本感染症学会

低体温療法Up To Date

iut

急性心不全治療ガイドライン

日本循環器学会

Surviving Sepsis Campaign: International guidelines for
management of severe sepsis and septic shock

int Care Med 34

カンジダ感染症のACTIONs Bundle

真菌症フォーラム

口腔癌診療ガイドライン

日本口腔外科学会

顎変形症診療ガイドライン

日本口腔外科学会

口唇口蓋裂診療ガイドライン

日本口腔外科学会

外傷診療ガイドライン

日本口腔外科学会

口腔癌診療ガイドライン
肝癌診療ガイドライン
膵癌診療ガイドライン

麻酔科・
集中治療

歯科・歯科
口腔外科
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