
令和4年9月現在
診療科 ガイドライン名 編集

GERDガイドライン 日本消化器病学会
食道癌診療ガイドライン 日本食道学会
消化性潰瘍診療ガイドライン 日本消化器病学会
H.Pylori感染の診断と治療ガイドライン 日本ヘリコバクター学会
機能性胃腸症ガイドライン 日本消化器病学会
胃癌治療ガイドライン 日本胃癌学会
GIST診療ガイドライン 日本癌治療学会
IBD（炎症性腸疾患）ガイドライン 日本消化器病学会
抗菌剤使用のガイドライン 日本感染症学会/日本化学療法学会
大腸憩室症ガイドライン 日本消化管学会
大腸ポリープ診療ガイドライン 日本消化器病学会
大腸癌治療ガイドライン 大腸癌研究会
慢性便秘症診療ガイドライン 日本消化器病学会
慢性肝炎・肝硬変の診療ガイド 日本肝臓学会
NAFLD/NASH診療ガイドライン 日本消化器病学会/日本肝臓学会
肝硬変診療ガイドライン 日本消化器病学会/日本肝臓学会
肝癌診療ガイドライン 日本消化器病学会/日本肝臓学会
原発性胆汁性胆管炎診療ガイドライン 厚労省難治性疾患製作研究事業
門脈圧亢進症診療ガイド 日本肝臓学会/日本門脈圧亢進学会
肝癌診療ガイドライン 日本肝臓学会
肝内胆管癌診療ガイドライン 日本肝癌研究会
急性胆管炎・胆嚢炎の診療ガイドライン 日本肝胆膵外科学会/日本腹部救急学会/日本胆道学会/日本外科感染症学会
胆石症診療ガイドライン 日本消化器病学会
胆道癌診療ガイドライン 日本肝胆膵外科学会
IgG4関連硬化性胆管炎の診療ガイドライン 厚労省班研究
膵胆管合流異常診療ガイドライン 日本膵胆管合流異常研究会
急性膵炎診療ガイドライン 日本肝胆膵外科学会/日本腹部救急学会/日本膵臓学会/日本外科感染症学会
自己免疫性膵炎診療ガイドライン 日本膵臓学会
慢性膵炎診療ガイドライン 日本消化器病学会
膵石症の内視鏡治療ガイドライン 日本膵臓学会
ERCP後膵炎ガイドライン 日本膵臓学会
膵仮性嚢胞の内視鏡治療ガイドライン 日本膵臓学会
膵癌診療ガイドライン 日本膵臓学会
IPMN/MCN国際診療ガイドライン 国際膵臓学会
膵・消化管神経内分泌腫瘍診療ガイドライン 日本神経内分泌腫瘍研究会
骨転移診療ガイドライン 日本臨床腫瘍学会
小児消化器内視鏡ガイドライン 日本小児栄養消化器肝臓学会
臓器横断的ゲノム診療のガイドライン 日本癌治療学会他
制吐薬適正使用ガイドライン 日本癌治療学会
分子腫瘍マーカー診療ガイドライン 日本分子腫瘍マーカー研究会
がん免疫療法ガイドライン 日本臨床腫瘍学会
画像診断ガイドライン 日本医学放射線学会
がん疼痛の薬物療法に関するガイドライン 日本緩和医療学会
がん患者の消化器症状の緩和に関するガイドライン 日本緩和医療学会
日本循環器学会循環器病ガイドラインシリーズ 日本循環器学会
日本動脈硬化学会ガイドライン 日本動脈硬化学会
がん・放射線療法2017
放射線治療計画ガイドライン2020年版 日本放射線腫瘍学会
乳癌診療ガイドライン治療編2022年 日本乳癌学会
食道癌診療ガイドライン2022年 日本食道学会
TNM悪性腫瘍の分類第8版 UICC日本委員会TM委員会
頭頸部癌診療ガイドライン2022
画像誘導放射線治療の臨床施行のためのガイドライン 2019 画像誘導放射線治療（IGRT）ガイドラインワーキンググループ
米国医学物理学会タスクグループ
142レポート

米国医学物理学会

体幹部定位放射線治療ガイドライン 日本放射線腫瘍学会QA委員会
植込み型心臓電気デバイス（CIEDs）
装着患者に対する放射線治療ガイドライン

日本放射線腫瘍学会・日本循環器学会 編

呼吸性移動対策を伴う放射線治療に関するガイドライン 2019 公益社団法人日本医学物理学会　他
(その他の癌の診療ガイドラインは検索して使用)

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

放射線治療科

消化器内科

循環器内科
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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

小児気管支喘息治療管理ガイドライン2020 日本小児アレルギー学会
食物アレルギー診療ガイドライン 日本小児アレルギー学会
熱性けいれん診断ガイドライン2015 日本小児神経学会
小児けいれん重積治療ガイドライン2017 日本小児神経学会
小児急性脳症診療ガイドライン2016 日本小児神経学会
小児の咳嗽診療ガイドライン2020 日本小児呼吸器学会
小児特発性ネフローゼ症候群診療ガイドライン2020 日本小児腎臓病学会
川崎病急性期治療のガイドライン2020 日本小児循環器学会
アナフィラキシーガイドライン2022 日本アレルギー学会
アトピー性皮膚炎診療ガイドライン2021 日本アレルギー学会
アレルギー総合ガイドライン2022 日本アレルギー学会
小児科医のための摂食障害診療ガイドライン 小児心身医学会
小児心身医学会ガイドライン集 日本小児心身医学会
鼻アレルギー診療ガイドライン2020 日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー感染症学会
小児免疫性血小板減少症診療ガイドライン 小児血液がん学会
先天性高インスリン血症診療ガイドライン 日本小児内分泌学会
小児期発症バセドウ病診療のガイドライン2016 日本小児内分泌学会
先天性甲状腺機能低下症マススクリーニングガイドライン2014 日本小児内分泌学会
学校心臓検診のガイドライン 日本循環器学会
川崎病心臓血管後遺症の診断と治療に関するガイドライン 日本循環器学会
脳卒中治療ガイドライン2021 日本脳卒中学会
2021年度版脳腫瘍治療ガイドライン 日本脳腫瘍学会
特発性正常圧水頭症ガイドライン第3班 日本正常圧水頭症学会
脳ドックのガイドライン2019 日本脳ドック学会
産婦人科診療ガイドライン　産科編2020 日本産科婦人科学会／日本産婦人科医会
産婦人科診療ガイドライン　婦人科編2020 日本産科婦人科学会／日本産婦人科医会
子宮体がん治療ガイドライン　2018年版 日本婦人科腫瘍学会
卵巣がん・卵管癌・腹膜癌治療ガイドライン　2020年版 日本婦人科腫瘍学会
子宮頸癌治療ガイドライン　2022年版 日本婦人科腫瘍学会
遺伝性乳癌卵巣癌(HBOC)診療ガイドライン　2021年版 日本遺伝性乳癌卵巣癌総合診療制度機構
外陰がん・膣がん治療ガイドライン　2015年版 日本婦人科腫瘍学会
産婦人科内視鏡手術ガイドライン　2019年版 日本産科婦人科内視鏡学会
抗リン脂質抗体症候群合併妊娠の診療ガイドライン 「抗リン脂質抗体症候群合併妊娠の治療および予後に関する研究」研究班
OC・LEPガイドライン　2020年版 日本産科婦人科学会／日本女性医学学会
ホルモン補充療法ガイドライン　2017年版 日本産科婦人科学会／日本女性医学学会
小児、思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイドライン
2017年版

日本癌治療学会

妊娠高血圧症候群の診療指針　2021 日本妊娠高血圧学会
女性医学ガイドブック　更年期医療編　2019年版 日本女性医学学会
女性医学ガイドブック　思春期・性成熟期編　2016年版 日本女性医学学会
絨毛性疾患取扱い規約 日本産科婦人科学会／日本病理学会
子宮内膜症取扱い規約　第2部　治療編・診療編　2021年8月{第3版} 日本産科婦人科学会
肺癌診療ガイドライン 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
乳癌診療ガイドライン　2022 日本乳癌学会
遺伝性乳癌卵巣癌(HBOC)診療ガイドライン　2021 日本遺伝性乳癌卵巣癌総合診療制度機構
乳癌患者の妊娠・出産と生殖医療に関する診療ガイドライン　2021 日本がん・生殖医療学会
がん治療におけるアピアランスケアガイドライン　2021 日本がんサポーティブケア学会
リンパ浮腫診療ガイドライン　2018 日本リンパ浮腫学会
腎癌診療ガイドライン 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
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
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
尿路結石症診療ガイドライン 日本泌尿器科学会　他
男性下部尿路症状・前立腺肥大症診療ガイドライン 日本泌尿器科学会
女性下部尿路症状診療ガイドライン 日本排尿機能学会／日本泌尿器科学会
過活動膀胱診療ガイドライン 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／日本泌尿器科学会

小児科

脳神経外科

泌尿器科

産婦人科

乳腺外科

呼吸器外科
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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

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
性感染症診断・治療ガイドライン 日本性感染症学会
改訂第6版 外傷初期診療ガイドラインJATEC 監修：一般社団法人 日本外傷学会
改訂第2版 外傷専門診療ガイドライン JETEC 監修：一般社団法人 日本外傷学会

ARDS診療ガイドライン2021
一般社団法人日本集中治療医学会 一般社団法人日本呼吸器学会 一般社団法人日本
呼吸療法医学会 ARDS診療ガイドライン作成委員会 

日本版敗血症診療ガイドライン2020（J-SSCG2020）
日本集中治療医学会・日本救急医学会合同日本版敗血症診療ガイドライン2020特
別委員会

ACLSプロバイダーマニュアル AHAガイドライン2020 American Heart Association(AHA:アメリカ心臓協会)
安定冠動脈疾患の血行再建ガイドライン(2018年改訂版) 日本循環器学会/日本心臓血管外科学会合同ガイドライン
急性冠症候群ガイドライン（2018年改訂版） 日本循環器学会
慢性冠動脈疾患診断ガイドライン（2018年改訂版） 日本循環器学会

2020年改訂版 弁膜症治療のガイドライン
日本循環器学会/日本胸部外科学会/日本血管外科学会/日本心臓血管外科学会合同
ガイドライン

感染性心内膜炎の予防と治療に関するガイドライン(2017年改訂版) 日本循環器学会
不整脈非薬物治療ガイドライン(2018年改訂版) 日本循環器学会/日本不整脈心電学会合同ガイドライン

2020年改訂版 大動脈瘤･大動脈解離診療ガイドライン
日本循環器学会/日本心臓血管外科学会/日本胸部外科学会/日本血管外科学会合同
ガイドライン

2022年改訂版 末梢動脈疾患ガイドライン 日本循環器学会/日本血管外科学会合同ガイドライン
血管炎症候群の診療ガイドライン(2017年改訂版) 日本循環器学会
肺血栓塞栓症および深部静脈血栓症の診断、治療、予防に関するガイ
ドライン（2017年改訂版）

日本循環器学会

2021年改訂版 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
ライン

日本循環器学会/日本心臓リハビリテーション学会合同ガイドライン

急性・慢性心不全診療ガイドライン（2017年改訂版） 日本循環器学会/日本心不全学会合同ガイドライン
2021年改訂版 循環器疾患における緩和ケアについての提言 日本循環器学会/日本心不全学会合同ガイドライン
黄斑部毛細血管拡張症2型診療ガイドライン（第1版） 厚生労働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」研究班
緑内障診療ガイドライン（第5版） 日本緑内障学会
アレルギー性結膜疾患診療ガイドライン（第3版） 日本眼科アレルギー学会
前眼部形成異常の診療ガイドライン 厚生労働科学研究費補助金難治性疾患政策研究事業「角膜難病の標準的診断法お

よび治療法の確立を目指した調査研究」研究班
無虹彩症の診療ガイドライン 厚生労働科学研究費補助金難治性疾患政策研究事業「角膜難病の標準的診断法お

よび治療法の確立を目指した調査研究」研究班
糖尿病網膜症診療ガイドライン（第1版） 日本糖尿病眼学会
未熟児網膜症に対する抗VEGF療法の手引き 日本眼科学会
斜視に対するボツリヌス療法に関するガイドライン 日本弱視斜視学会・日本神経眼科学会
白内障手術併用眼内ドレーン使用要件等基準（第2版） 日本緑内障学会
無虹彩症の診断基準および重症度分類 日本眼科学会
前眼部形成異常の診断基準および重症度分類 日本眼科学会
眼局所用抗菌薬の臨床評価方法に関するガイドライン 日本眼感染症学会
ぶどう膜炎診療ガイドライン 日本眼炎症学会
非感染性ぶどう膜炎に対するTNF阻害薬使用指針および安全対策マ
ニュアル（改訂第2版、2019年版）

日本眼炎症学会

ドライアイ診療ガイドライン ドライアイ研究会
黄斑ジストロフィの診断ガイドライン 日本眼科学会
急性帯状潜在性網膜外層症（AZOOR）の診断ガイドライン 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 日本眼科学会
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

日本皮膚科学会

網膜色素変性診療ガイドライン 日本網膜硝子体学会
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
コンタクトレンズ診療ガイドライン（第2版） 日本コンタクトレンズ学会
抗アクアポリン4抗体陽性視神経炎診療ガイドライン 日本神経眼科学会
水晶体嚢拡張リング使用ガイドライン 日本眼科学会

眼科

心臓血管外科

総合診療科
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診療科 ガイドライン名 編集

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

角膜内皮障害の重症度分類 日本眼科学会
感染性角膜炎診療ガイドライン（第2版） 日本眼感染症学会
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 日本皮膚科学会
Behçet病（ベーチェット病）眼病変診療ガイドライン 厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業「ベーチェット病に関する調

査研究」研究班
眼瞼けいれん診療ガイドライン 日本神経眼科学会
眼底血管造影実施基準（改訂版） 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
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 日本眼炎症学会・日本サルコイドーシス／肉芽腫性疾患学会
加齢黄斑変性症に対する光線力学的療法のガイドライン 日本眼科学会
ウイルス性結膜炎ガイドライン 日本眼科学会
頭頸部癌診療ガイドライン2022年版 日本頭頸部癌学会
頭頸部がん薬物療法ガイダンス第2版 日本臨床腫瘍学会
口腔癌診療ガイドライン2019年版 日本口腔腫瘍学会・日本口腔外科学会
甲状腺腫瘍診療ガイドライン2018 日本内分泌外科学会・日本甲状腺外科学会
前庭神経炎診療ガイドライン2021年版 日本めまい平衡医学会
メニエール病・遅発性内リンパ水腫診療ガイドライン2020年版 日本めまい平衡医学会
耳鳴診療ガイドライン2019 日本聴覚医学会
小児急性中耳炎ガイドライン2018年版 日本耳科学会・日本小児耳鼻咽喉科学会・日本耳鼻咽喉科感染症エアロゾル学会
小児滲出性中耳炎診療ガイドライン 日本耳科学会・日本小児耳鼻咽喉科学会
嗅覚障害診療ガイドライン 日本鼻科学会
鼻アレルギー診療ガイドライン2020年版-通年性鼻炎と花粉症- 日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー感染症学会
急性鼻副鼻腔炎診療ガイドライン2010年版-追補版- 日本鼻科学会
好酸球性副鼻腔炎診断ガイドライン JESREC study
音声障害診療ガイドライン2018年版 日本音声言語医学会・日本喉頭科学会
嚥下障害診療ガイドライン2018年版 日本耳鼻咽喉科学会
騒音性難聴に関わるすべての人のためのQ&A 日本耳鼻咽喉科学会
顔面神経麻痺診療の手引き2011年版-Bell麻痺とHunt症候群- 日本顔面神経研究会
急性感音難聴の診療の手引き2018年版 日本聴覚医学会
ANCA関連血管炎性中耳炎(OMAAV)診療の手引き 日本耳科学会
遺伝性難聴診療の手引き2016年版 日本聴覚医学会
人工中耳VSB(Vibrant Soundbridge)の使用マニュアル 日本耳科学会
アレルギー性鼻炎に対する舌下免疫療法の指針 日本鼻科学会
アレルギー性鼻炎に対する免疫療法の指針2011年版 日本鼻科学会
甲状軟骨形成術２型におけるチタンブリッジの使用マニュアル 日本喉頭科学
新型コロナウイルス感染症への対応ガイド 日本耳鼻咽喉科学会
新型コロナウイルス感染症流行下におけるネブライザー療法の指針第2
版

日本耳鼻咽喉科学会・免疫アレルギー感染症学会

耳鼻咽喉科内視鏡の感染制御に関する手引き 日本耳鼻咽喉科学会
耳鼻咽喉科健康診断マニュアル 日本耳鼻咽喉科学会
アトピー性皮膚炎診療ガイドライン2021年版 公益社団法人日本皮膚科学会
壊疽性膿皮症におけるアダリムマブの使用手引き 公益社団法人日本皮膚科学会
円形脱毛症診療ガイドライン2017 公益社団法人日本皮膚科学会
化膿性汗腺炎におけるアダリムマブの使用上の注意/化膿性汗腺炎の診
療の手引き

公益社団法人日本皮膚科学会

疥癬診療ガイドライン（第3版） 公益社団法人日本皮膚科学会
乾癬の光線療法ガイドライン 公益社団法人日本皮膚科学会
乾癬性関節炎診療ガイドライン2019 公益社団法人日本皮膚科学会
眼皮膚白皮症診療ガイドライン 公益社団法人日本皮膚科学会
基底細胞癌診療ガイドライン2021 公益社団法人日本皮膚科学会
血管炎・血管障害診療ガイドライン2016 年改訂版 公益社団法人日本皮膚科学会
結節性硬化症の診断基準及び治療ガイドライン-改訂版- 公益社団法人日本皮膚科学会
限局性強皮症　診断基準・重症度分類・診療ガイドライン 公益社団法人日本皮膚科学会
原発性局所多汗症診療ガイドライン2015改訂版 公益社団法人日本皮膚科学会
硬化性萎縮性苔癬 診断基準・重症度分類・診療ガイドライン 公益社団法人日本皮膚科学会

耳鼻咽喉科
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好酸球性筋膜炎 診断基準・重症度分類・診療ガイドライン 公益社団法人日本皮膚科学会
色素性乾皮症診療ガイドライン 公益社団法人日本皮膚科学会
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

公益社団法人日本皮膚科学会

掌蹠角化症診療の手引き 公益社団法人日本皮膚科学会
神経線維腫症1 型（レックリングハウゼン病）診療ガイドライン2018 公益社団法人日本皮膚科学会

尋常性ざ瘡治療ガイドライン2017 公益社団法人日本皮膚科学会
尋常性白斑診療ガイドライン 公益社団法人日本皮膚科学会
尋常性疣贅診療ガイドライン2019 公益社団法人日本皮膚科学会
蕁麻疹診療ガイドライン2018年版 公益社団法人日本皮膚科学会
接触皮膚炎診療ガイドライン2020 公益社団法人日本皮膚科学会
全身性強皮症　診断基準・重症度分類・診療ガイドライン 公益社団法人日本皮膚科学会
創傷・褥瘡・熱傷ガイドライン1：創傷一般 公益社団法人日本皮膚科学会
創傷・褥瘡・熱傷ガイドライン2：褥瘡診療ガイドライン 公益社団法人日本皮膚科学会
創傷・褥瘡・熱傷ガイドライン3：糖尿病性潰瘍・壊疽ガイドライン 公益社団法人日本皮膚科学会
創傷・褥瘡・熱傷ガイドライン4：膠原病・血管炎にともなう皮膚潰瘍
診療ガイドライン

公益社団法人日本皮膚科学会

創傷・褥瘡・熱傷ガイドライン５：下腿潰瘍・下肢静脈瘤診療ガイド
ライン

公益社団法人日本皮膚科学会

創傷・褥瘡・熱傷ガイドライン6：熱傷診療ガイドライン穿孔性皮膚症
の診療の手引き

公益社団法人日本皮膚科学会

男性型および女性型脱毛症診療ガイドライン2017年度版 公益社団法人日本皮膚科学会
手湿疹診療ガイドライン 公益社団法人日本皮膚科学会
デルゴシチニブ軟膏（コレクチム® 軟膏0.5％）安全使用マニュアル 公益社団法人日本皮膚科学会
天疱瘡診療ガイドライン 公益社団法人日本皮膚科学会
頭部血管肉腫診療ガイドライン 公益社団法人日本皮膚科学会
膿疱性乾癬（汎発型）診療ガイドライン2014年度版 公益社団法人日本皮膚科学会
乳房外パジェット病診療ガイドライン2021 公益社団法人日本皮膚科学会
汎発性皮膚そう痒症診療ガイドライン 公益社団法人日本皮膚科学会
皮脂欠乏症診療の手引き 公益社団法人日本皮膚科学会
ヒドロキシクロロキン適正使用の手引き 公益社団法人日本皮膚科学会
皮膚悪性腫瘍診療ガイドライン第2版 公益社団法人日本皮膚科学会
皮膚疾患遺伝子診断ガイドライン（第1版） 公益社団法人日本皮膚科学会
皮膚真菌症診療ガイドライン2019 公益社団法人日本皮膚科学会
皮膚瘙痒症診療ガイドライン2020 公益社団法人日本皮膚科学会
皮膚血管肉腫診療ガイドライン2021 公益社団法人日本皮膚科学会
皮膚リンパ腫診療ガイドライン 2020 公益社団法人日本皮膚科学会
ベーチェット病の皮膚粘膜病変診療ガイドライン 公益社団法人日本皮膚科学会
慢性痒疹診療ガイドライン 公益社団法人日本皮膚科学会
無汗（低汗）性外胚葉形成不全症の診療手引き 公益社団法人日本皮膚科学会
メラノーマ診療ガイドライン2019（皮膚悪性腫瘍診療ガイドライン第
3版）

公益社団法人日本皮膚科学会

痒疹診療ガイドライン2020 公益社団法人日本皮膚科学会
有棘細胞癌診療ガイドライン2020 公益社団法人日本皮膚科学会
類天疱瘡（後天性表皮水疱症を含む）診療ガイドライン 公益社団法人日本皮膚科学会
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