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合同作成の意義と今後の展望 ; 第44回日本救急医学会総会・学術集会 (シンポジウム１ 日本版敗血症
診療ガイドライン2016)、東京、2016.11.17-19 （日本救急医学会雑誌、27(9)、 ｐ304、 2016)

小谷穣治、大塚裕之、加藤智崇、福井秀樹、飯塚利枝、皆本未由希 ： 熊本地震後の避難所と療養施設
における差し入れ内容と避難民の消化器症状：炭水化物過多への不満と食事の希望 ； 第44回日本救急
医学会総会・学術集会 （特別セッション「平成28年熊本地震」）、東京、2016.11.17-19 （日本救急医学
会雑誌、27(9)、 ｐ376、 2016)
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