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正誤表
記載に誤りがありましたので，お詫び申し上げますとともに下記の通り訂正致します。
（2019. 8. 30）
訂正箇所
誤
正
オリジナル版 p5 略語一覧
右段 NT‑proBNP

N terminal‑pro
natriuretic peptide

N‑terminal pro‑brain
natriuretic peptide

オリジナル版 p8
左段 下から 3 行目
右段 上から 2 行目，5 行目
オリジナル版 p9 表 5 タイトル

Minds エビデンスレベル

Minds エビデンス分類

オリジナル版 p11
右段 下から 2 行目

されている 23).

されている 22a,

オリジナル版 p11 右段 最終行

目安も示されている（表
8）7)．
目安も示されている（表
8）7)．

目安を表 8 に示す 7)．

NYHA 心機能分類

NYHA 心機能分類 22a）

ダイジェスト版 p11 左段

8 行目

オリジナル版 p13 表 8 1 段目

23)

．

目安を表 8 に示す 7, 20a).

NYHA 心機能分類 20a）

ダイジェスト版 p12 表 8 1 段目
オリジナル版 p26 左段 9 行目

拡張能障害の検出

拡張能障害，肺高血圧の
検出

オリジナル版 p26 左段 15 行目

器質的弁膜症など

器質的弁膜症，感染性心
内膜炎など

ダイジェスト版 p23 左段 「6.3.2
I‑123 BMIPP と I‑123 MIBG」4 行目

washout rate（WR）が上
昇，

また，心不全患者では
I‑123‑ メ タヨ ー ド ベン
ジルグアニジン（MIBG）
の washout rate（WR） が
上昇，

オリジナル版 p29 表 18 5 段目

心内膜下心筋生検

心内膜心筋生検

オリジナル版 p45 表 28 「ICD の
使用」の 3 つ目
ダイジェスト版 p35 表 28 「ICD
の使用」の 3 つ目

以下のすべてを満たす
患者
①慢性疾患による…

以下のいずれかを満た
す患者
①慢性疾患による…

オリジナル版 p50
右段 下から 8 行目

TNF‑ α ， IL‑6 ， IL‑ β1
など

TNF‑α，IL‑6 など

オリジナル版 p72
左段 下から 2 行目

循環器領域の睡眠呼吸
障害の診断・治療に関す

循環器領域における睡
眠呼吸障害の診断・治療

ダイジェスト版 p24 表 18

5 段目

るガイドライン

に関するガイドライン

オリジナル版 p75 右段 4 行目

血圧および病態による
初期対応のために提唱
された分類である．

血圧を参考とした病態
による分類で，初期対応
のために提唱された．

オリジナル版 p82 左段 「3.3.3
低心拍出・低灌流」の 1 行目

症状は，倦怠感や…

症状は，四肢冷感，倦怠
感や…

バソプレシン V2 受容性
拮抗薬

バソプレシン V2 受容体
拮抗薬

ダイジェスト版 p57 右段 「3.3.3
低心拍出・低灌流」の 1 行目
オリジナル版 p87 表 58 4 段目
オリジナル版 p131 文献追加

ダイジェスト版 p92 文献追加

22a. Criteria
Committee of the New
York Heart
Association. Diseases
of the Heart and Blood
Vessels: Nomenclature
and Criteria for
diagnosis, 6th
edition. Little, Brown
and Co., 1964: 112–13.
20a. Criteria
Committee of the New
York Heart
Association. Diseases
of the Heart and Blood
Vessels: Nomenclature
and Criteria for
diagnosis, 6th
edition. Little, Brown
and Co., 1964: 112–13.

