
数　字
2：1房室伝導   248

3枝ブロック   258

12誘導心電図   13

欧　文
A～C

A型WPW症候群   144

AAIモード   55

acute myocardial infarction   21

AF   48

AFL   45

AMI   21

AT   44

atrial flutter   45

atrial tachycardia   44

atrioventricular nodal reentrant 
tachycardia   42

atrioventricular reciprocating  
tachycardia   42

AVNRT   42

AVRT   42

β遮断薬   193

Bezold-Jarisch反射   26

Brugada症候群   39, 96, 205, 219

C型WPW症候群   146

cardiac resynchronization therapy  
  106

cavity lead   121

CHADS2 スコア   149, 152

coarse AF   160

coved型   219

CRT   106

CRT-D   106

D～Q
DDDモード   55

EAD   72

early afterdepolarization   72

fast pathway   43

fast-slow型房室結節リエントリー性頻拍 
  254

fine AF   160

hyperacute T波   184

irregularly irregular   160

J波症候群   30, 41

long RP’頻拍   255

mirror image   21

N-STEMI   28

narrow QRS tachycardia  
  236, 244, 251

OMI   91, 109

ORT   254

P波   16, 35

paroxysmal atrial fibrillation   48

paroxysmal supraventricular  
tachycardia   42

PCI   21

percutaneous coronary intervention  
  21

PJRT   254

poor r wave progression   91

PR間隔   16

preexcited AF   208

premature ventricular complex   34

PSVT   42, 244

PVC   34

QRS波   16, 35

QRS波形   64

QT延長症候群   37

QT間隔   19

QU間隔   19

R～W
R/S比   14

reciprocal change   21, 116

Rubenstein分類   50

saddleback型   219

sick sinus syndrome   50

slow Kent束   254

slow pathway   43

spike on T   261

SSS   50

ST-T波   18

ST上昇   171

ST部分   18

索 引

Index
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T波   18

T波が陰転化   139

TdP   37, 72, 231

torsade（s） de pointes   37, 72, 231

U波   19

VDDモード   55

ventricular fibrillation   34

ventricular tachycardia   34

VF   34

VT   34

VVIモード   55

wide QRS tachycardia  
  34, 35, 215, 236

Wolf-Parkinson-White   44, 144

WPW症候群   129, 144

和　文
あ行

アーチファクト   204

脚ブロックあるいは機能的脚ブロック 
（変行伝導）を伴った心房細動   209

アミオダロン   38, 216

移行帯   14, 66

遺伝子検査   233

陰性T波   128

陰性U波   67

陰性鋸歯状波   149, 247

右冠動脈円錐枝   122

右脚ブロック   220

右軸偏位   128

右室肥大   96, 129

内向き整流性K電流   71

運動負荷試験   67

永続的接合部回帰性頻拍   254

オーバーセンシング   56

か行
拡張型心筋症   62

褐色細胞腫   175

カテーテルアブレーション   242

カルベジロール   216

冠血行再建   21

完全右脚ブロック   59, 94

完全左脚ブロック   59, 100

完全房室ブロック   53, 124, 157, 200

冠動脈   23

貫壁性梗塞   64

冠攣縮性狭心症   117

偽性心室頻拍   208

急性心筋炎   140, 172

急性心筋梗塞  
  21, 117, 192, 196, 221, 228

急性心筋梗塞超急性期   228

急性心膜炎   30, 140, 196

急性前壁心筋梗塞   139, 175

急性前壁中隔梗塞   167

急性大動脈解離による左主幹部梗塞  
  172

急性肺血栓塞栓（症）   62, 179

鏡像変化   116, 140, 167, 175

胸部誘導   14

胸部誘導でのST低下   188

鏡面像   21

鏡面像としてのST低下   184

虚血性心疾患   88, 136

筋電図   79

経皮的冠動脈インターベンション   21

減衰伝導を有する副伝導路   254

顕性WPW症候群   44, 208

高カリウム血症   71, 228

高カルシウム血症   73

広範前壁心筋梗塞   140

興奮方向   12

後壁梗塞   96

後壁心筋梗塞   30

コンコーダントパターン   34, 35

さ行
細動波   152, 157

左脚ブロック   112

左室起源心室頻拍   240

左室高電位   60, 86

左室肥大   60

左室瘤   30

左前下行枝   23

サルコイドーシス   125

ジギタリス中毒   164

持続性   34

持続性の単形性心室頻拍   215

肢誘導   14

収縮性心膜炎   198
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修正QT時間   224, 231

硝酸薬   192

徐脈性不整脈   26, 50

心筋炎   175

心筋症   62, 110, 132

心筋の活動電位   71

心室期外収縮   34

心室細動   34, 204

心室性不整脈   27

心室内血栓   141

心室頻拍   34, 101, 112, 141, 208

心室不整脈   34

心室ペーシング   54

心室補充調律   157

心臓再同期療法   106

心臓ペースメーカ   54

心電図自動診断   78

心内膜下梗塞   28, 64

心嚢液貯留   197

心不全   141

心房細動   149, 152, 160, 208

心房粗動   45, 152, 160, 241, 255

心房頻拍   44, 149, 152, 237, 238, 
248, 254

心房ペーシング   54

心膜炎   168, 196

水平位心   110

ストレインパターン   87

正方向性房室回帰性頻拍   254

絶対性不整脈   112

絶対的不整脈   157

センシング不全   56

早期後脱分極   72

早期再分極   30, 167, 185

早期再分極症候群   41

速伝導路   43

続発性   34

た行
対側性変化   21

多形性心室頻拍   72, 204, 208, 231

多源性心房頻拍   160

たこつぼ型心筋症   30, 136, 140, 168

多枝狭窄病変   120

単形性心室頻拍   217, 236

遅伝導路   43

中隔性q波   17

超急性期T波   228

調節性失神   231

陳旧性下壁心筋梗塞   214, 217

陳旧性前壁心筋梗塞   91

通常型心房粗動   150, 247

低カリウム血症   71

低カルシウム血症   74

電解質異常   185

てんかん   231

洞頻脈   251

洞不全症候群   50, 157, 164, 188

特発性   34

特発性心室頻拍   241, 242

トレッドミル運動負荷試験   115

な行
二重伝導路   43

脳血管疾患   136, 175

は行
肺静脈頻拍   237, 238

肺塞栓   193

非ST上昇型心筋梗塞   28

非持続性   34

ビソプロロール   242

肥大型心筋症   62

左回旋枝   23

左主幹部   24

左主幹部閉塞   172

頻脈性上室不整脈   42

頻脈性心房細動   252

頻脈性心房粗動   252

不安定狭心症   117

副伝導路部位予測   144

不整脈ストーム   212

プルキンエ線維   212

ペーシングスパイク   54, 261

ペーシング不全   56

ペースメーカ   101

ペースメーカー調律   112

ヘミブロック   59

ベラパミル   242

ベラパミル感受性特発性心室頻拍   240
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房室回帰性頻拍   42, 43

房室結節リエントリー性頻拍（症）  
  42, 43, 244, 251

房室接合部期外収縮   16

房室ブロック   50, 52

補充調律   164, 200

発作性上室頻拍（症）  
  42, 216, 237, 241, 244, 247, 251

発作性心房細動   48

発作性心房頻拍   216, 241

ま行
メインテート®    242

ら行
両室ペーシング   106

両室ペーシング機能付き植込み型 
　除細動器   106

わ行
ワソラン®    242
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