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1回拍出量の推定   56

Ⅰ型呼吸不全   66

Ⅱ型呼吸不全   66

Ⅲ音   58

24時間心電図記録   100

欧　文
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“ABCアプローチ”＋α   69

ACE阻害薬   181, 195

ACP   205

ACS   21

acute coronary syndrome   21

acute PTE   87, 127

acute pulmonary thromboembolism 
   87, 127

Advance Care Planning   205

ARB   181, 195

ARNI   199

ASV   123
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β遮断薬   183, 195
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BEST試験   143
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BMS   152

BNP   67

BNP試験   60

cardiac type   113, 115
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COPD   120

COURAGE試験   135

CPAP   123

D～O
D-ダイマー   83

DAPT   151

DAPT試験   153

DAPTスコア   154

DCB   155

deep vein thrombosis   87

DES   151

DOAC   129, 208

“Does this”シリーズ   22

drug-coated balloon   155

DVT   87
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evidence based medicine   213
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FFR   135

FIO2   121

Framingham基準   59
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FREEDOM試験   143

Glasgow Coma Scale   35
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HAS-BLED   211

HFrEF   180

HMG-CoA還元酵素阻害薬（スタチン） 
   220

home inotrope therapy   108

IMH   81

intraluminal hematoma   81

IVUS   222

Japan Coma Scale   35

LDL受容体   220

LVOT-VTI   114

MitraClip®    225, 230

nasal high flow   120
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Non-ST elevation acute coronary 
syndrome   92

NPPV   120

NSTEACS   92

ORBITA試験   137

P～W
P2Y12 受容体阻害薬   151

PAU   81

PCI   134

PCSK9   218

PEEP   120, 122

penetrating atherosclerotic ulcer  
  81

PIONEER AF-PCI試験   157

PRECISE-DAPTスコア   156

PRECOMBAT試験   143

primary PCI   92

QOL   201, 203

quality of life   201

RE-DUAL PCI試験   157

shared decision making   215

SREBP2   220

ST elevation acute coronary  
syndrome   92

ST上昇型急性冠症候群   92

STEACS   92

substrate   166

substrate modification 
   166, 167, 168

syncopal seizure   39

SYNTAX Score Ⅱ   146

SYNTAX試験   143

TAVI   225, 227

TIA   34

TIMIリスクスコア   95

trigger   166

vascular type   113, 115

ventricular interdependence   71

Virchowの3徴   88

voltage-based ablation   168

VVI機能   233

Wells スコア   88

WOEST試験   157

和　文
あ行

アスピリン   151

アゾセミド   177

アピキサバン   209

アブレーション   104

アンジオテンシン受容体-ネプリライシ
ン阻害薬   184

安定狭心症   138

意思決定支援   201

一過性脳虚血発作   34

イバブラジン   185

植込み型除細動器   232

植込み型心電図記録計   236

植込み型ペースメーカー   232

右心不全   69

右心不全での循環管理   70

永続性心房細動   100

エドキサバン   209

か行
回旋枝の梗塞   43

ガイドライン   154

家族性高コレステロール血症   218

下大静脈径   118

カテーテルアブレーション   99, 104

下壁梗塞   42

カルベジロール   183, 197

カルペリチド   107, 176

冠動脈バイパス術   141

緩和ケア   201, 203, 204, 205

緩和的鎮静   205

機械的合併症   51

気管支肺炎・肺炎   64

気管挿管   125

偽腔閉塞型大動脈解離   53

基質修飾   166

帰宅可能性   20

急性下壁梗塞   46

239レジデントノート　Vol. 20　No. 5（増刊）2018 (859)

RNZ20-5_責了.indb   239 2018/05/16   11:34



急性冠症候群   21, 41, 51, 76

急性心筋梗塞   78

急性心不全   74

急性僧帽弁逆流   78

急性大動脈解離   53

急性大動脈症候群   51, 53, 81

急性大動脈弁逆流   78

急性肺血栓塞栓症   51, 87, 127

急性肺塞栓症   53

急性非代償性心不全   106

急性弁膜症   77

吸入酸素濃度   121

鏡像変化   42

胸痛   20

胸部CT   67

胸部X線   67

虚血範囲の定量化   137

緊急経皮的冠動脈インターベンション 
   134

頸静脈怒張   58

経静脈リード   232

携帯心電計   100

経皮的冠動脈インターベンション 
   141

血管収縮薬投与の指標   31

血管内エコー   222

血行動態評価   31

顕性WPW症候群   104

検脈指導   100

抗アルドステロン薬   182

抗凝固治療   100

抗凝固薬   160

抗凝固療法   99, 103, 151, 208

抗血小板薬   160

抗血栓療法   151, 160

恒常性   220

抗頻拍ペーシング   233

抗利尿ホルモン（バソプレシン）   178

呼気終末陽圧   120

さ行
サイアザイド   116, 177

再灌流療法   92

在宅強心薬療法   108

在宅自己注射   223

左室局所壁運動異常   51

左室自由壁破裂   78

サムスカ®    178

三尖弁逆流圧較差   118

持続性心房細動   100

失神   33, 236

失神のアプローチ   35

失神の定義   34

失神の分類   34

至適薬物療法   180

若年性冠動脈疾患   219

周術期の抗血栓療法   164

終末期医療   202

循環器救急   50

症状緩和   204

上大静脈隔離術   167

ショック   27

ショックの患者に対する初期対応   28

徐脈性不整脈   77

徐脈頻脈症候群   169

腎うっ血   176

心エコー   67, 101

心血管性失神   36

心原性肺水腫   124

心室間相互依存   71

心室中隔穿孔   78

身体診察   57

心タンポナーデ   77

心電図   41, 67

心電図変化   43

深部静脈血栓症   87

心不全   99, 103, 104

心不全合併例   103

心不全診断   57, 61

心不全歴   104

心房細動   99, 100, 101, 102, 104

心房細動基質   166
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スタチンの6％ルール   221

スピロノラクトン   117

生体吸収性ポリマーDES   152

潜因性脳梗塞   236

全身性塞栓症   99

全人的苦痛   201, 204

穿通性粥状硬化性潰瘍   53

早期再発   171

総死亡   99

僧帽弁乳頭筋不全   79

僧帽弁閉鎖不全症   228

組織低灌流   176

た行
ダイアート®    177

第一世代DES   152

体うっ血の評価   54

大規模無作為化比較試験   143

耐久性ポリマーDES   152

大動脈駆出血流速度面積   114

大動脈性疼痛   82

大動脈弁狭窄症   225

第二世代DES   152

代理意思決定者   205

ダビガトラン   209

単純酸素マスク   120

遅発性ステント血栓症   151

着用型自動除細動器   234

直接作用型経口抗凝固薬   129, 208

鎮静   171

低酸素血症   120

低電位領域   168

低拍出の指標   31

適切な輸液量   31

洞不全症候群   104

洞不全症候群（徐脈頻脈症候群）   101

ドパミン   177

ドブタミン   108, 177

トラセミド   175

トリクロルメチアジド   177

トルバプタン   112, 117, 178, 183

トルバプタン開始   116

な行
ニコランジル   107

ニトログリセリン   107

脳梗塞   99

は行
ハートチーム   147

肺うっ血の評価   56

肺炎   65

肺気腫/COPD急性増悪   64, 65

肺静脈隔離術   167

肺塞栓症   48

肺動脈喫入圧   107

バソプレシンV2 受容体拮抗薬   198

鼻カニューレ   120

反射性失神   35

非ST上昇型急性冠症候群   92

皮下植込み型除細動器   233

非侵襲的人工呼吸器NIV/NPPV   66

非侵襲的陽圧換気療法   120

ビソプロロール   183, 197

非弁膜症性心房細動   208

ピモベンダン   198

病歴   57

頻脈性不整脈   77

服薬アドヒアランス   184

不整脈   77

プラーク破綻   41

フルイトラン®    177

フロセミド   115, 116, 117, 118

ヘパリン置換   160

弁膜症性心房細動   211

発作性心房細動   100

ポリマーフリーDES   152

ま行
慢性心不全急性増悪   64, 65

慢性閉塞性肺疾患   120

ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬 
   195
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ミルリノン   108

無作為化比較試験   144

無症候性AF   170

メンタルヘルス   202

モノクローナル抗体   222

や行
薬剤コーティッドバルーン   155

病みの軌跡   203, 204

ら行
リードレスペースメーカー   232

リザーバー付き酸素マスク   120

リスクスコア   22

リズム／レートコントロール   99

リズムコントロール 
   99, 100, 101, 102

利尿薬   198

リバーロキサバン   209

ルプラック®    175

ループ利尿薬抵抗性   173

レートコントロール   99, 100, 102

わ行
ワルファリン   208
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