
受託年度 受託番号 ガイドライン名 学会等

2016年度 GL1601 特発性大腿骨頭壊死症　診療ガイドライン 厚労科研（難治性疾患）

GL1602 口唇裂・口蓋裂診療ガイドライン2017 日本口蓋裂学会

GL1603 好酸球性消化管疾患診療ガイドライン 国立成育医療研究センター

GL1604 乳がん患者の妊娠出産と生殖医療に関する診療の手引き 日本がん・生殖医療学会

GL1605 発熱性好中球減少症（FN）診療ガイドライン 日本臨床腫瘍学会

GL1606 腎癌診療ガイドライン改訂 日本泌尿器科学会

GL1607 サルコペニア診療ガイドライン 日本サルコペニア・フレイル研究会

GL1608 在宅医療ガイドライン 日本老年医学会、日本在宅医学会、国立長寿医療研究センター

GL1609 がん薬物療法における曝露対策合同ガイドライン改訂版 日本がん看護学会、日本臨床腫瘍学会、日本臨床腫瘍薬学会

GL1610
急性胆管炎・胆嚢炎診療ガイドライン(Tokyo Guidelines:TG)改訂・
出版プロジェクト

日本肝胆膵外科学会

GL1611 子宮体がん治療ガイドライン　改訂版 日本婦人科腫瘍学会

GL1612 高齢者のがん薬物療法ガイドライン 日本臨床腫瘍学会

GL1613 乳癌診療ガイドライン 日本乳癌学会

GL1614 C型肝炎母児感染小児の診療ガイドライン 日本小児栄養消化器肝臓学会

GL1615
難治性稀少部位子宮内膜症（肺・胸膜子宮内膜症、尿管・膀胱子宮内
膜症、腸管子宮内膜症、臍子宮内膜症）の集学的治療のための分類・
診断・治療ガイドライン

「難治性稀少部位子宮内膜症（肺・胸膜子宮内膜症尿管・膀胱子宮内
膜症、腸管子宮内膜症、臍子宮内膜症）の集学的治療のための分類・
診断・治療ガイドライン作成」班

GL1616 脳卒中急性期患者への口腔機能管理法に関するガイドライン 日本老年歯科医学会

GL1617 早期胃癌診断のための内視鏡ガイドライン 日本消化器内視鏡学会

GL1618 痛風・高尿酸血症ガイドライン 日本痛風・核酸代謝学会

GL1619 腹膜透析ガイドライン（改訂） 日本透析医学会

GL1620 感染性心内膜炎の予防と治療に関するガイドライン（2018年改訂版） 日本循環器学会

GL1621 前立腺がん検診ガイドライン（改訂） 日本泌尿器科学会

GL1622 肺癌ガイドライン（改訂） 日本肺癌学会

GL1623 がんのリハビリテーション診療ガイドライン第2版 慶應義塾大学医学部リハビリテーション医学教室

2017年度 GL1701 バセドウ病治療ガイドライン 日本甲状腺学会

GL1702 大学における標準的な健診項目についてのガイドライン
学生健診を基盤とした共有型ライフロングPHRの構築と利活用促進の
ための標準化モデル創出に関する研究」班

GL1703 内分泌比活性副腎腫瘍診療ガイドライン 日本泌尿器科学会

GL1704 原発不明がん診療ガイドライン 日本臨床腫瘍学会

GL1705 産婦人科内視鏡手術ガイドライン2018年改訂版 日本産科婦人科内視鏡学会

GL1706 肺癌放射線治療のためのCTV作成手引き 日本放射線腫瘍学研究機構

GL1707
肛門疾患診療ガイドライン：痔核・痔瘻・裂肛改訂版

日本大腸肛門病学会

GL1708 泌尿器腹腔鏡手術ガイドライン 日本泌尿器内視鏡学会

GL1709 腹腔外発生デスモイド型線維腫症診療ガイドライン
腹腔外発生デスモイド型線維腫症患者の診断基準、重症度分類および
診療ガイドライン確立に向けた研究班

GL1710 多発性筋炎／皮膚筋炎ガイドライン
厚生労働科学研究費補助金（難治性疾患等政策研究事業）
研究分担者

GL1711 がん免疫療法ガイドライン　改訂版 日本臨床腫瘍学会

GL1712 居宅療養者への栄養介入法に関するレビュー 厚生労働科学研究費補助金
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GL1713 肺癌ガイドライン2018 日本肺癌学会

GL1714 皮膚悪性腫瘍診療ガイドライン第3版」メラノーマガイドライン 日本皮膚科学会

GL1715 「皮膚悪性腫瘍診療ガイドライン第3版」皮膚血管肉腫ガイドライン 日本皮膚科学会

GL1716 成長期の下顎前突症に対する診断・治療プロトコル 日本矯正歯科学会

GL1717
皮膚悪性腫瘍診療ガイドライン第3版」外陰部パジェット病ガイドラ
イン

日本皮膚科学会

GL1718 小児ネフローゼ診療ガイドライン改訂版 「小児腎領域の希少・難治性疾患群の診療・研究体制の確立」研究班

GL1719 顎変形症治療の手引き 日本顎変形症学会

GL1720 内視鏡外科診療ガイドライン（改訂） 日本内視鏡外科学会

GL1721 甲状腺ホルモン不応症ガイドライン 日本甲状腺学会

GL1722 GIST診療ガイドライン（改訂） 日本癌治療学会

GL1422（再多発性硬化症・視神経脊髄炎診療ガイドライン 日本神経学会

GL1723
皮膚悪性腫瘍診療ガイドライン第3版」皮膚リンパ腫診療ガイドライ
ン

日本皮膚科学会

GL1724
「皮膚悪性腫瘍診療ガイドライン第3版」有棘細胞癌診療ガイドライ
ン

日本皮膚科学会

GL1725 頭頸部（中咽頭）ガイドライン 日本形成外科学会

2018年度 GL1801 HTLV-1関連脊髄症（HAM）診療ガイドライン 厚生労働省難治性疾患等政策研究事業研究班、日本神経学会

GL1802 筋強直性ジストロフィー診療ガイドライン 日本神経学会

GL1803 膀胱癌診療ガイドライン改定 日本泌尿器科学会学会

GL1804 顎変形症治療の手引き　追加 日本顎変形症学会

GL1805
「皮膚悪性腫瘍診療ガイドライン第3版」基底細胞癌診療ガイドライ
ングループ

日本皮膚科学会

GL1806 転移性肝癌ガイドライン 日本肝胆膵外科学会

GL1807 関節リウマチ診療ガイドライン
難治性疾患等政策研究事業（免疫アレルギー疾患等政策研究事業）
「我が国の関節リウマチ診療の標準化に関する臨床疫学研究

GL1808 小児IgA腎症診療ガイドライン 日本小児腎臓病学会

GL1809 重症筋無力症／ランバート・イートン筋無力症候群診療ガイドライン 日本神経学会

GL1810 卵巣がん治療ガイドライン 日本婦人科腫瘍学会

GL1811 膵・消化管神経内分泌腫瘍診療ガイドライン(第二版) 日本神経内分泌腫瘍研究会

GL1812 弁膜疾患治療に関するガイドライン（2020年改訂版） 日本循環器学会

GL1813 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ン 日本神経学会

GL1814 顔面外傷診療ガイドライン（眼窩底骨折班） 日本頭蓋顎顔面外科学会

GL1815 顔面外傷診療ガイドライン（上顎骨骨折班） 日本頭蓋顎顔面外科学会

GL1816 顔面外傷診療ガイドライン（頬骨骨折班） 日本頭蓋顎顔面外科学会

GL1817 顔面外傷診療ガイドライン（鼻篩骨骨折班） 日本頭蓋顎顔面外科学会

GL1818 顔面外傷診療ガイドライン（下顎骨骨折班） 日本頭蓋顎顔面外科学会

GL1819 PSE(脾動脈塞栓術）ガイドライン 日本IVR学会

GL1820 高齢者がん医療Q&A 日本がんサポーティブケア学会

GL1821 IgA腎症診療ガイドライン改訂2020 厚労省難治性疾患政策研究事業「難治性腎障害に関する調査研究」班

GL1822 大腸ポリープガイドライン 日本消化器病学会

GL1823 NAFLD/NASHガイドライン 日本消化器病学会

GL1824 肝硬変ガイドライン 日本消化器病学会

GL1825 消化性潰瘍ガイドライン 日本消化器病学会

GL1826 リラインとリベースのガイドライン 日本補綴歯科学会



GL1827 乳癌診療ガイドライン 日本乳癌学会

GL1828 陰茎癌診療ガイドライン 日本泌尿器科学会

GL1829 肺癌ガイドライン2019 日本肺癌学会

GL1830 アフェレシス療法ガイドライン 日本アファレシス学会

GL1831 胎児心エコー検査ガイドライン 日本胎児心臓病学会

GL1832 プリオン病感染予防ガイドライン
厚生労働行政推進調査事業費補助金難治性疾患等政策研究事業（難治
性疾患政策研究事業）プリオン病のサーベイランスと感染予防に関す
る調査研究班

GL1833 食道癌に対するESD/EMR ガイドライン 日本消化器内視鏡学会

GL1834 内視鏡診療における鎮静に関するガイドライン 日本消化器内視鏡学会

GL1835 小児甲状腺癌診断治療ガイドライン 福島県立医科大学　甲状腺内分泌学講座

2019年度 GL1901 小児痙縮・ジストニア診療ガイドライン 日本小児神経学会

GL1902 嗅覚障害診療ガイドライン改訂第2版 日本鼻科学会

GL1903 子宮内膜症取扱い規約 日本産科婦人科学会

GL1904 成人・小児進行固形がんにおける臓器横断的診療のガイドライン 日本臨床腫瘍学会

GL1905 甲状腺微小乳頭癌ガイドライン 日本甲状腺学会

GL1906 鼠径部ヘルニア診療ガイドライン 日本ヘルニア学会

GL1907 チック診療ガイドライン 日本小児神経学会

GL1908 関節リウマチ診療ガイドライン　追加分
難治性疾患等政策研究事業 （免疫アレルギー疾患等政策研究事業）
「我が国の関節リウマチ診療の標準化に関する臨床疫学研究

GL1909 胃食道逆流症(GERD)ガイドライン 日本消化器病学会

GL1910 機能性ディスペプシア(FD)ガイドライン 日本消化器病学会

GL1911 過敏性腸症候群(IBS)ガイドライン 日本消化器病学会

GL1912 炎症性腸疾患(IBD)ガイドライン 日本消化器病学会

GL1913 胆石症ガイドライン 日本消化器病学会

GL1914 慢性膵炎ガイドライン 日本消化器病学会

GL1915 慢性便秘症ガイドライン 日本消化器病学会

GL1916 腸回転異常症診療ガイドライン 日本小児外科学会

GL1917 副甲状腺機能亢進症ガイドライン 日本内分泌外科学会
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