お詫び

印刷過程で誤りが生じました。謹んでお詫び申し上げ、下記訂正いたします。
P. 45 SL3（正）加藤 友朗（Columbia University, College of Physicians and Surgeons）
P. 55（正）SY10-2

救急集中治療領域における心臓超音波検査の課題と教育コースによる改善の取り組み
舩越 拓 1，溝辺 倫子 1，片岡 惇 1，柴山 謙太郎 2（1. 東京ベイ・浦安市川医療センター救急集中治療
科，2. 東京ベイ・ 浦安市川医療センター循環器内科）

＜上記に伴う「索引」の修正＞
P. 179・180（正）片岡 惇 SY10-2，PD3-2，O2-4*，O10-2，O10-3，O37-5，O37-7，O74-6，O88-2，O92-7，P7-4
P. 186（追加）柴山 謙太郎 SY10-2
P. 196（追加）舩越 拓 SY10-2*
P. 198（追加）溝辺 倫子 SY10-2
P. 66 CP5-5（正）佐藤 直樹 1，貝沼 関志 2，小谷 透 3，新井 正康 4，野村 岳志 5，安宅 一晃 6，七戸 康夫 7，六車 崇 8，藤谷 茂樹９，
松田 兼一 10（1. 日本医科大学武蔵小杉病院循環器内科・集中治療室，2. 稲沢市民病院麻酔・救急・集中治療，3.
昭和大学病院麻酔科，4. 北里大学病院麻酔科，5. 東京女子医科大学集中治療科，6. 奈良県総合医療センター
集中治療部，7. 国立病院機構北海道医療センター救急科，8. 横浜市立大学附属市民総合医療センター高度救
命救急センター，9. 聖マリアンナ医科大学病院救急医学，10. 山梨大学医学部附属病院集中治療部）
P. 97 O21-2（正）RRS 構築にむけて−現状把握と要因解析から対応策を考える−
P. 202（誤）吉田

徹

O83-6 ※，P76-6，P87-4

➡（正）吉田

徹

O83-6 ※／吉田

徹

P76-6，P87-4

変更のお知らせ
P. 25 プレコングレスハンズオンセミナー「早期離床に必要な技術と知識」
（前）【開催日時】10：00 ～ 13：30 ➡（後）【開催日時】9：30 ～ 13：00（予定）
P. 47 海外招請講演 11（IL11）
（前）The gut as the motor of spesis ➡（後）The gut as the motor of sepsis
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海外招請講演 15（IL15）
（前）Acute heart failure: Where do we go from here? ➡（後）Hyperkalemia: Here come the binders.
52 シンポジウム 2（SY2） SY2-2 （演題取り下げ）
66 委員会企画５（CP5）
（前）アンケートアナライザー使用あり ➡（後）アンケートアナライザー使用なし
90 O4-6
（前）藤本 トオル，下里 アキヒカリ，梅崎 望，古賀 明洋（大手町病院リハビリテーション部）
➡（後）藤 本 ト オ ル 1， 下 里 ア キ ヒ カ リ 2， 梅 崎 望 3， 古 賀 明 洋 3（1. 大 手 町 病 院 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 部，
2. 大手町病院麻酔科，3. 公益財団法人健和会大手町病院看護部）
100 O29-1
（前）冨田 直美，爲廣 理沙子，中川 貴弘，山田 知子，泉野 浩生
➡（後）冨田 直美，爲廣 理沙子，中川 貴弘，山田 友子，泉野 浩生
101 Ｏ 31-4
（前）上原 光司 1，清水 和也 1，飯塚 崇仁 1，本郷 裕士 1，岡 隆紀 2，吉本 昭 2，木村 ルミ子 2，欅 篤 1
➡（後）上原 光司 1，吉本 昭 2，木村 ルミ子 2
104 O40-3
（前）重症肺胞出血に対して VVEVMO を使用した 1 例
➡（後）重症肺胞出血に対して VVECMO を使用した 1 例
116 O70-6
（前）加島 有紀 1，尾頭 希代子 1，木村 真也 1，小谷 透 1，庄野 敦子 2，玉崎 庸介 1，大嶽 浩司 1
➡（後）加島 有紀 1，尾頭 希代子 1，木村 真也 1，小谷 透 1，庄野 敦子 2，玉﨑 庸介 1，大嶽 浩司 1
121 O83-2
（前）橋本 賢一 1，高瀬 凡平 1，真崎 暢之 1，足立 健 2，孫 光鎬 3，松井 岳巳 4（1. 防衛医科大学校集中治療部，2. 防衛
医科大学校循環器内科，3. 電気通信大学大学院情報理工学研究科，4. 首都大学東京システムデザイン学部）
➡（後）橋本 賢一 1，高瀬 凡平 1，真崎 暢之 1，足立 健 2（1. 防衛医科大学校集中治療部，
2. 防衛医科大学校循環器内科）
130 O103-5
（前）笠井 亮佑，伊藤 奈々，上條 史記，加納 敬，荻野 稔，田仲 浩平，篠原 一彦
➡（後）笠井 亮佑，上條 史記，加納 敬，田仲 浩平
139 P22-1
（前）安田 雅美，坂本 一路，笹野 信子（名古屋市立西部医療センターリハビリテーション科）
➡（後）安田 雅美 1，坂本 一路 1，笹野 信子 2（1. 名古屋市立西部医療センターリハビリテーション科，2. 名古屋
市立西部医療センター麻酔科集中治療部）
140 P26-1 （演題取り下げ）
144 P35-3 （演題取り下げ）
152 P57-6
（前）石郷岡 彰，戸松 正樹，塙 健一，河崎 麻美，工藤 智子，板谷 広侑，山下 勇介
➡（後）石郷岡 彰
153 P60-3
（前）長島 秀明 1，三輪 点 1，堀口 崇 1，冨尾 亮介 2，中川 祐 3，吉田 一成 1（1. 慶應義塾大学医学部脳神経外科，
2. 美原記念病院脳神経外科，3. 日野市立病院）
➡（後）長島 秀明（慶應義塾大学医学部脳神経外科）

