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エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン 2013

所属 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 専門分野（委員からの申請により作成）

委員長 木村健二郎 聖マリアンナ医科大学腎臓・高血圧内科 CKD・ 高血圧

副委員長 岡田　浩一 埼玉医科大学腎臓内科　 CKD, ネフローゼ症候群

今井　裕一 愛知医科大学腎臓・リウマチ膠原病内科 CKD，IgA 腎症，腎生理

委　員 田村　功一 横浜市立大学医学部循環器・腎臓内科学 CKD，高血圧，動脈硬化，老年医学

西　　慎一 神戸大学大学院医学研究科腎臓内科、腎・血液浄化センター
（厚生労働省研究班ネフローゼ症候群ガイドライン作成担当）

腎移植，腎性貧血，腎炎・ネフローゼ症候群，
透析

和田　隆志 金沢大学医薬保健研究域医学系血液情報統御学 CKD，糖尿病性腎症，RPGN の臨床

アドバイザー 福井　次矢 聖路加国際病院 院長 臨床疫学

厚生労働省研究班
　主任研究者 松尾　清一 名古屋大学大学院医学系研究科腎臓内科 CKD・ 腎炎

　ガイドライン作成分科会
IgA 腎症担当 湯澤由紀夫 藤田保健衛生大学腎臓内科　　 　 IgA 腎症の疫学・予後

RPGN担当 有村　義宏 杏林大学第一内科（腎臓・リウマチ膠原病内科） 膠原病・血管炎

多発性囊胞腎担当 堀江　重郎 順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科学 ADPKD の臨床

事務局 丸山　彰一 名古屋大学大学院医学系研究科腎臓内科 腎炎・ネフローゼ症候群・ADPKD

CKD診療ガイド 2012
委員長 今井　圓裕 中山寺いまいクリニック CKD・高血圧・ネフローゼ症候群・造影剤腎症

学術委員会幹事 守山　敏樹 大阪大学保健センター 生活習慣・健康増進

サブグループ 池住　洋平 新潟大学医歯学総合病院小児科     小児腎臓病学

石倉　健司 東京都立小児総合医療センター腎臓内科 小児腎臓病学

井関　邦敏 琉球大学医学部附属病院血液浄化療法部 腎不全の疫学，透析医学

上田　仁康 大阪大学大学院医学系研究科老年・腎臓内科学腎臓研究室 CKD，免疫学

小尾　佳嗣 大阪大学大学院医学系研究科老年・腎臓内科学腎臓研究室 臨床疫学，CKD-MBD，病態栄養

大野　岩男 東京慈恵会医科大学総合診療内科 CKD，薬物性腎障害

貝藤　裕史 神戸大学大学院医学研究科内科系講座小児科学分野 小児腎臓病学

香美　祥二 徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部発生発達医学講座小児
医学分野 小児腎臓病学

金崎　啓造 金沢医科大学 糖尿病・内分泌内科学 糖尿病

要　　伸也 杏林大学第一内科（腎臓・リウマチ膠原病内科） 膠原病・血管炎

川田　典孝 大阪大学保健センター 尿酸代謝・肥満腎症・高血圧

河原崎宏雄 聖マリアンナ医科大学腎臓・高血圧内科 腎移植

北川　清樹 金沢医療センター腎・高血圧・膠原病内科 急速進行性腎炎症候群

北田　宗弘 金沢医科大学糖尿病・内分泌内科学 糖尿病

小井手裕一 横浜市立大学医学部循環器・腎臓内科学 CKD，高血圧

古家　大祐 金沢医科大学糖尿病・内分泌内科学 糖尿病，糖尿病腎症，老化異常

後藤　俊介 神戸大学大学院医学研究科腎臓内科，腎・血液浄化センター 腎性貧血

後藤　　眞 新潟大学大学院医歯学総合研究科腎膠原病内科学分野 腎炎・ネフローゼ症候群

後藤　憲彦 名古屋第二赤十字病院腎臓病総合医療センター 移植内科
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作成委員会

近藤　秀治 徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部発生発達医学講座小児
医学分野 小児腎臓病学

佐古まゆみ 国立成育医療研究センター臨床研究センター治験推進室 小児腎臓病学

柴垣　有吾 聖マリアンナ医科大学腎臓・高血圧内科 腎移植

嶋　　英昭 社会医療法人寿楽会大野記念病院内科・腎臓病センター 腎炎，腎不全，透析療法

庄司　哲雄 大阪市立大学大学院医学研究科老年血管病態学 脂質・代謝・内分泌

新沢　真紀 大阪大学大学院医学系研究科老年・腎臓内科学腎臓研究室 CKD 臨床疫学

鈴木　芳樹 新潟大学保健管理センター 糖尿病性腎症・病態栄養

諏訪部達也 虎の門病院分院腎センター ADPKD の臨床

坪井　伸夫 東京慈恵会医科大学腎臓・高血圧内科 腎炎・ネフローゼ症候群

鶴岡　秀一 日本医科大学腎臓内科 末期腎不全治療

徳山　博文 慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科 肥満関連腎症，高血圧

富田　　亮 藤田保健衛生大学腎臓内科 IgA 腎症の予後

長澤　康行 兵庫医科大学内科学腎・透析科 IgA 腎症・動脈硬化

西尾　妙織 北海道大学大学院医学研究科免疫代謝内科学分野 ADPKD

長谷部直幸 旭川医科大学内科学講座循環・呼吸・神経病態内科学分野 循環器・高血圧

花房　規男 東京大学医学部附属病院腎疾患総合医療学講座 末期腎不全治療

濱　ひとみ 新潟医療生活協同組合木戸病院内科 病態栄養

早川　　洋 東京慈恵会医科大学腎臓・高血圧内科 腎不全治療

原　　章規 金沢大学附属病院腎臓内科 血管炎

深川　雅史 東海大学医学部内科学系腎内分泌代謝内科 ミネラル代謝，尿毒症

藤井　直彦 兵庫県立西宮病院腎臓内科 CKD-MBD

藤井　秀毅 神戸大学大学院医学研究科腎臓内科，腎・血液浄化センター 心血管疾患，CKD-MBD

藤野　貴行 旭川医科大学内科学講座循環・呼吸・神経病態内科学分野 高血圧・腎臓

古市　賢吾 金沢大学附属病院血液浄化療法部 糖尿病性腎症，血液浄化法

丸山　達也 慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科 CKD，高血圧，透析療法

丸山　之雄 東京慈恵会医科大学腎臓・高血圧内科 CKD

三浦健一郎 東京大学医学部小児科 小児腎臓病学

三浦　直人 愛知医科大学腎臓・リウマチ膠原病内科 IgA 腎症の臨床

三ツ木加代 大阪市立大学大学院医学研究科代謝内分泌病態内科学 代謝・腎不全

武藤　　智 帝京大学医学部泌尿器科 ADPKD の臨床

望月　俊雄 東京女子医科大学第四内科 遺伝性腎疾患

森　　一越 聖隷佐倉市民病院小児科　 小児腎臓病学

谷澤　雅彦 川崎市立多摩病院腎臓・高血圧内科 透析・腎移植

安田　宜成 名古屋大学大学院医学系研究科 CKD 地域連携システム寄附講座 IgA 腎症・CKD

山本　裕康 厚木市立病院 CKD・腎性貧血

山本　陵平 大阪大学大学院医学系研究科老年・腎臓内科学 原発性糸球体腎炎

脇野　　修 慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科 CKD，高血圧，透析医学

鷲田　直輝 慶應義塾大学医学部包括的腎代替療法展開医学講座 腎不全，透析医療，老年医学

渡辺　裕輔 埼玉医科大学国際医療センター血液浄化部・腎臓内科 CKD，ネフローゼ症候群

　外部委員 原田　　浩 市立札幌病院腎臓移植外科 腎移植
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　査読委員 荒木　信一 滋賀医科大学内科学講座（糖尿病・腎臓・神経内科） 糖尿病性腎症

伊藤　貞嘉 東北大学大学院医学系研究科内科病態学講座腎・高血圧・内分泌学分
野 腎血行動態・RA 系・高血圧

上村　　治 あいち小児保健医療総合センター腎臓科 小児腎臓病学

臼井　丈一 筑波大学医学医療系臨床医学域腎臓内科学 糸球体疾患

内田　俊也 帝京大学医学部内科 尿酸代謝・生活習慣

宇津　　貴 滋賀医科大学内科学講座（内分泌代謝・腎臓・神経内科） 高血圧

宇都宮保典 保谷病院内科 高齢者腎障害

風間順一郎 新潟大学医歯学総合病院血液浄化療法部 ミネラル代謝

柏原　直樹 川崎医科大学腎臓・高血圧内科 加齢と腎臓

川村　哲也 東京慈恵会医科大学臨床研修センター腎臓・高血圧内科 IgA 腎症

栗山　　哲 東京慈恵会医科大学腎臓・高血圧内科 腎性貧血

小松　康宏 聖路加国際病院腎臓内科 CKD・医療の質改善

斉藤　喬雄 福岡大学医学部総合医学研究センター 腎と脂質

斎藤　知栄 筑波大学医学医療系臨床医学域腎臓内科学 CKD の医療連携

酒井　　謙 東邦大学医療センター大森病院腎センター 腎移植

佐田　憲映 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科腎・免疫・内分泌代謝内科学 膠原病の腎障害

四方　賢一 岡山大学病院新医療研究開発センター 糖尿病性腎症

杉山　　斉 岡山大学大学院慢性腎臓病対策腎不全治療学　　 腎炎・ネフローゼ症候群

竹村　　司 近畿大学医学部小児科学教室 小児腎臓病学

土谷　　健 東京女子医科大学第四内科 尿細管疾患

椿原　美治 大阪大学大学院医学系研究科腎疾患統合医療学寄附講座 腎性貧血

成田　一衛 新潟大学大学院医歯学総合研究科腎・膠原病内科 IgA 腎症

服部　元史 東京女子医科大学腎臓小児科 小児腎臓病学

花岡　一成 東京慈恵会医科大学附属第三病院腎臓・高血圧内科 ADPKD

馬場園哲也 東京女子医科大学糖尿病センター内科 糖尿病性腎症

樋口　　誠 信州大学医学部附属病院血液浄化療法部・腎臓内科 腎移植

平野　　勉 昭和大学医学部内科学講座糖尿病 ･ 代謝 ･ 内分泌内科学部門 糖尿病・脂質代謝

星野　純一 虎の門病院腎センター 腎臓病の診断と治療

堀尾　　勝 大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻機能診断科学講座 腎機能検査

山縣　邦弘 筑波大学医学医療系臨床医学域腎臓内科学 生活習慣病・腎代替療法

横山啓太郎 東京慈恵会医科大学腎臓・高血圧内科 CKD-MBD

横山　　仁 金沢医科大学医学部腎臓内科学 腎炎・ネフローゼ症候群

吉川　徳茂 和歌山県立医科大学医学部小児科 小児腎臓病学

渡邊　有三 春日井市民病院内科 腎臓病・糖尿病・透析医療

　外部査読委員 船橋　　徹 大阪大学大学院医学系研究科代謝血管学寄付講座 メタボリックシンドローム

益崎　裕章 琉球大学大学院医学研究科内分泌代謝・血液・膠原病内科学講座（第
二内科） メタボリックシンドローム

　査読に協力いただいた学会
日本高血圧学会
日本泌尿器科学会
日本リウマチ学会
日本薬剤師会

日本糖尿病学会
日本臨床腎移植学会
日本動脈硬化学会
日本栄養士会

日本透析医学会
日本老年医学会
日本肥満学会
日本看護協会

日本小児腎臓病学会
日本脳神経外科学会
日本腎臓病薬物療法学会


