
■ 「糖尿病診療ガイドライン2019」策定に関する委員会

【統括委員会】（五十音順，＊委員長）
荒木　栄一＊ 熊本大学大学院生命科学研究部代謝内科学講座
稲垣　暢也 京都大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌・栄養内科学
植木浩二郎 国立国際医療研究センター研究所糖尿病研究センター
大澤　春彦 愛媛大学大学院医学系研究科分子機能領域糖尿病内科学講座
折笠　秀樹 富山大学大学院医学薬学研究部バイオ統計学・臨床疫学
近藤　龍也 熊本大学大学院生命科学研究部代謝内科学講座
新保　卓郎 太田綜合病院附属太田西ノ内病院
谷澤　幸生 山口大学大学院医学系研究科病態制御内科学講座
野田　光彦 国際医療福祉大学市川病院糖尿病・代謝・内分泌内科
能登　　洋 聖路加国際病院内分泌代謝科
吉岡　成人 NTT 東日本札幌病院糖尿病内分泌内科
綿田　裕孝 順天堂大学大学院医学研究科代謝内分泌内科学講座

【策定委員会】（五十音順，＊委員長，†委員長補佐）
荒木　　厚 東京都健康長寿医療センター糖尿病・代謝・内分泌内科
荒木　栄一＊ 熊本大学大学院生命科学研究部代謝内科学講座
池上　博司 近畿大学医学部内分泌・代謝・糖尿病内科
和泉　雄一 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科歯周病学分野
植木浩二郎 国立国際医療研究センター研究所糖尿病研究センター
宇都宮一典 東京慈恵会医科大学総合健診・予防医学センター
浦上　達彦 日本大学医学部小児科学系小児科学分野
折笠　秀樹 富山大学大学院医学薬学研究部バイオ統計学・臨床疫学
葛谷　英嗣 康生会武田病院内分泌・糖尿病内科
剣持　　敬 藤田医科大学医学部移植・再生医学
後藤　　温 国立がん研究センター社会と健康研究センター
古家　大祐 金沢医科大学糖尿病・内分泌内科学
近藤　龍也† 熊本大学大学院生命科学研究部代謝内科学講座
齋藤　重幸 札幌医科大学保健医療学部看護学科看護学第三講座
佐々木秀行 和歌山県立医科大学みらい医療推進センターサテライト診療所本町
竹内　靖博 虎の門病院内分泌代謝科
田村　好史 順天堂大学大学院医学研究科代謝内分泌内科学講座
寺内　康夫 横浜市立大学大学院医学研究科分子内分泌・糖尿病内科学
土井　康文 麻生飯塚病院医務室
中村　二郎 愛知医科大学医学部内科学講座糖尿病内科
難波　光義 宝塚市立病院
藤倉　純二 京都大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌・栄養内科学
藤本　新平 高知大学医学部内分泌代謝・腎臓内科
前川　　聡 滋賀医科大学糖尿病内分泌・腎臓内科
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
横手幸太郎 千葉大学大学院医学研究院内分泌代謝・血液・老年内科学
吉岡　成人 NTT 東日本札幌病院糖尿病内分泌内科
綿田　裕孝 順天堂大学大学院医学研究科代謝内分泌内科学講座
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【評価委員会】（五十音順，＊委員長，†委員長補佐）
雨宮　　伸 埼玉医科大学小児科
石田　　均 市立長浜病院ヘルスケア研究センター
石橋　　俊 自治医科大学内科学講座内分泌代謝学部門
石原　寿光 日本大学医学部内科学系糖尿病代謝内科学分野
市岡　　滋 埼玉医科大学形成外科
稲垣　暢也 京都大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌・栄養内科学
今川　彰久 大阪医科大学内科学 Ⅰ

内潟　安子 東京女子医科大学東医療センター
大澤　春彦 愛媛大学大学院医学系研究科分子機能領域糖尿病内科学講座
小川　　渉 神戸大学大学院医学研究科内科学講座糖尿病・内分泌内科学部門
押田　芳治 名古屋大学総合保健体育科学センター
片桐　秀樹 東北大学大学院医学系研究科糖尿病代謝内科学分野
片山　茂裕 埼玉医科大学かわごえクリニック
加藤　　聡 東京大学大学院医学系研究科眼科
金藤　秀明 川崎医科大学医学部糖尿病・代謝・内分泌内科学分野
河野　茂夫 国立病院機構京都医療センター WHO 糖尿病協力センター
小林　哲郎 冲中記念成人病研究所
佐久間貞典 ひろさか内科クリニック運動習慣支援室
四方　賢一 岡山大学病院新医療研究開発センター
島田　　朗 埼玉医科大学内分泌・糖尿病内科
島野　　仁 筑波大学医学医療系内分泌代謝・糖尿病内科
下澤　達雄 国際医療福祉大学大学院医学系研究科臨床検査医学
下村伊一郎 大阪大学大学院医学系研究科内分泌・代謝内科学
曽根　博仁 新潟大学大学院医歯学総合研究科血液・内分泌・代謝内科学分野
大門　　眞 弘前大学大学院医学研究科内分泌代謝内科学講座
武田　　純 康生会武田病院
田中　　逸 聖マリアンナ医科大学代謝・内分泌内科
谷澤　幸生 山口大学大学院医学系研究科病態制御内科学講座
塚本　和久 帝京大学医学部内科学講座
戸邉　一之 富山大学医学部第一内科
西村　英紀 九州大学大学院歯学研究院口腔機能修復学講座歯周病学分野
西村　理明 東京慈恵会医科大学内科学講座糖尿病・代謝・内分泌内科
野田　光彦＊ 国際医療福祉大学市川病院糖尿病・代謝・内分泌内科
野出　孝一 佐賀大学医学部循環器内科
能登　　洋† 聖路加国際病院内分泌代謝科
花房　俊昭 堺市立総合医療センター
馬場　正之 青森県立中央病院脳神経センター
平松　祐司 岡山市立総合医療センター
福井　道明 京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科学
守屋　達美 北里大学健康管理センター
安田　　斎 滋賀保健研究センター
山田祐一郎 秋田大学大学院医学系研究科内分泌・代謝・老年内科学
横野　浩一 北播磨総合医療センター
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【策定委員会　協力者】（五十音順，★SR 協力者）
青木　政子★ 日本大学医学部小児科学系小児科学分野
荒木　信一★ 滋賀医科大学糖尿病内分泌・腎臓内科
石井　規夫★ 熊本大学大学院生命科学研究部代謝内科学講座
大隈　俊明★ 九州大学大学院医学研究院病態機能内科学／ニューサウスウェールズ大学ジョージ国際保健研究所
大杉　　満 国立国際医療研究センター研究所糖尿病情報センター
大西　浩文★ 札幌医科大学公衆衛生学講座
大村　有加 東京慈恵会医科大学内科学講座糖尿病・代謝・内分泌内科
加賀　英義 順天堂大学大学院医学研究科代謝内分泌内科学講座
片桐さやか★ 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科歯周病学分野
神谷　英紀 愛知医科大学医学部内科学講座糖尿病内科
川浪　大治★ 福岡大学医学部内分泌・糖尿病内科学講座
北田　宗弘 金沢医科大学糖尿病・内分泌内科学
楠　　宜樹 兵庫医科大学内科学糖尿病・内分泌・代謝科
久米　真司★ 滋賀医科大学糖尿病内分泌・腎臓内科
近藤　龍也 熊本大学大学院生命科学研究部代謝内科学講座
近藤　義宣★ 横浜市立大学附属市民総合医療センター内分泌・糖尿病内科
佐藤　淳子★ 順天堂大学大学院医学研究科代謝内分泌内科学講座
島袋　充生★ 福島県立医科大学糖尿病内分泌代謝内科学講座
杉山　雄大★ 国立国際医療研究センター研究所糖尿病情報センター
鈴木　潤一 日本大学医学部小児科学系小児科学分野
鈴木瑠璃子★ 順天堂大学大学院医学研究科代謝内分泌内科学講座
辰島　啓太 虎の門病院内分泌代謝科
田村　嘉章 東京都健康長寿医療センター糖尿病・代謝・内分泌内科
千葉　優子★ 東京都健康長寿医療センター糖尿病・代謝・内分泌内科
中　　啓吾 和歌山ろうさい病院内科
永井　　聡 NTT 東日本札幌病院糖尿病内分泌内科
中村　昭伸★ 北海道大学大学院医学研究院免疫・代謝内科学教室
中村　宇大 九州大学大学院医学研究院病態機能内科学
能宗　伸輔★ 近畿大学医学部内分泌・代謝・糖尿病内科
馬場　雄介★ 千葉大学大学院医学研究院内分泌代謝・血液・老年内科学
姫野　龍仁★ 愛知医科大学医学部内科学講座糖尿病内科
船越　生吾 高知大学医学部内分泌代謝・腎臓内科
堀内　映里★ 高知大学医学部内分泌代謝・腎臓内科
前澤　善朗 千葉大学大学院医学研究院内分泌代謝・血液・老年内科学
松尾　俊宏★ 兵庫医科大学内科学糖尿病・内分泌・代謝科
松野　正平★ 和歌山県立医科大学内科学第一講座
三木　隆幸 札幌医科大学循環器・腎臓・代謝内分泌内科学講座
水谷　幸嗣 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科歯周病学分野
三田　智也 順天堂大学大学院医学研究科代謝内分泌内科学講座
森野勝太郎 滋賀医科大学糖尿病内分泌・腎臓内科

【システマティックレビュー（SR）サポートチーム】（五十音順，＊チームリーダー）
折笠　秀樹 富山大学大学院医学薬学研究部バイオ統計学・臨床疫学
壁谷　悠介 相和病院在宅医療部
後藤　　温 国立がん研究センター社会と健康研究センター
新保　卓郎＊ 太田綜合病院附属太田西ノ内病院
辻本　哲郎 国立国際医療研究センター病院糖尿病内分泌代謝科
林野　泰明 天理よろづ相談所病院内分泌内科
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【顧　問】（五十音順）
赤沼　安夫 朝日生命成人病研究所
岩本　安彦 新百合ヶ丘総合病院糖尿病研究所/糖尿病センター
加来　浩平 川崎医科大学/川崎医療福祉大学
春日　雅人 朝日生命成人病研究所
門脇　　孝 東京大学大学院医学系研究科糖尿病・生活習慣病予防講座/

帝京大学医学部附属溝口病院病態栄養学講座
河盛　隆造 順天堂大学大学院医学研究科文部科学省事業スポートロジーセンター
清野　　裕 関西電力病院/関西電力医学研究所
田嶼　尚子 東京慈恵会医科大学
羽田　勝計 旭川医科大学/（医）共創会

【リエゾン委員】
日本眼科学会
村田　敏規 信州大学眼科学教室

日本高血圧学会
曽根　正勝 京都大学大学院医学研究科糖尿病・内分泌・栄養内科学

日本歯周病学会
稲垣　幸司 愛知学院大学短期大学部歯科衛生学科

日本腎臓学会
岡田　浩一 埼玉医科大学腎臓内科/総合診療内科

日本透析医学会
阿部　雅紀 日本大学医学部内科学系腎臓高血圧内分泌内科学分野

日本糖尿病眼学会
瓶井　資弘 愛知医科大学眼科

日本糖尿病教育・看護学会
柴山　大賀 筑波大学医学医療系

日本糖尿病・妊娠学会
杉山　　隆 愛媛大学医学部産科婦人科学

日本動脈硬化学会
石垣　　泰 岩手医科大学医学部内科学講座糖尿病・代謝・内分泌内科分野
島袋　充生 福島県立医科大学糖尿病内分泌代謝内科学講座
西尾　善彦 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科糖尿病・内分泌内科学分野

日本肥満学会
戸邉　一之 富山大学医学部第一内科

【外部評価委員】
日本糖尿病協会
齊藤美保子 秋田大学医学部附属病院栄養管理部
中西　　弘 中西内科
平井　洋生 愛媛県立中央病院小児科
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