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AAA, abdominal aortic aneurysm, 腹部大動脈瘤 

ABL, ablation, カテーテルアブレーション 

ACS, acute coronary syndrome, 急性冠症候群 

Af, atrial fibrillation, 心房細動（フィブとかエイフィブとかいう） 

AFL, atrial flutter, 心房粗動（フラッターという） 

AK, above knee, 膝上の動脈（ASOの患者で使う表現） 

ANP, A-type natriuretic peptide, 心房利尿ペプチド（薬にしたのがハンプ○R） 

AMI, acute myocardial infarction, 急性心筋梗塞 

AP, angina pectoris, 狭心症 

AR, aortic regurgitation, 大動脈閉鎖不全症 

AS, aortic stenosis, 大動脈狭窄症 

ASD, atrial septal defect, 心房中隔欠損症 

ASO, arteriosclerosis obliterans, 閉塞性動脈硬化症 

Asys, asystole, 心静止（エイシス） 

ASV, adaptive servo-ventilation, 心不全の治療で使う陽圧マスク換気 

AT, atrial tachycardia, 心房頻拍 

AVNRT, atrioventricular nodal reentrant tachycardia, 房室結節リエントリー性頻拍 

AVR, aortic valve replacement, 大動脈弁置換術 

AVRT, atrioventricular reciprocating reentrant tachycardia, 房室リエントリー性頻拍 

BAV, balloon aortic valvuloplasty, バルーン大動脈弁形成術 

BK, below knee, 膝下の細い動脈（ASOの患者で使う表現） 

BMS, bare metal stent, 通常ステント（薬剤コーティングなし） 

BNP, brain natriuretic peptide (or B-type natriuretic peptide), 心不全の重症度マーカー 

BP, blood pressure, 血圧 

BPA, balloon pulmonary angioplasty, バルーン肺動脈形成術 

Brady, bradycardia, 徐脈 

CABG, coronary artery bypass graft, 冠動脈バイパス術 

CAG, coronary angiography, 冠動脈造影 

CFAE, complex fractionated atrial electrogram, カフェ, 心房細動の原因になる不整脈基質を疑う電位異常 

CHF, congestive heart failure, うっ血性心不全 

CKD, chronic kidney disease, 慢性腎臓病（腎機能低下状態。CKDは心血管疾患が多い） 

CLBBB, complete left bundle branch block, 完全左脚ブロック 

CLI, critical limb ischemia, 重症虚血肢 

CPA, cardiopulmonary arrest, 心肺停止 

CPX, cardiopulmonary exercise testing，心肺運動負荷試験 

CRBBB, complete right bundle branch block, 完全右脚ブロック 

CRF, chronic renal failure, 慢性腎不全 

CRT, cardiac resynchronization therapy, 心室再同期療法 CRTpはペーシング機能のみ。除細動できるのは CRT-D = CRTp+ICD 

CTEPH, chronic thromboembolic pulmonary hypertension, 慢性血栓閉塞性肺高血圧 

CTI, cavo-tricuspid isthmus, 三尖弁輪峡部（三尖弁輪-下大静脈の間。AFLでアブレーションする場所） 

CTO, chronic total occlusion, 慢性完全閉塞 

CRYO, cryoablation, クライオ 冷凍凝固アブレーション  



DAPT, dual antiplatelet therapy, 抗血小板薬 2剤併用療法（ダプトと読む） 

DCB, drug coated balloon, 薬剤溶出バルーン 

DES, drug eluting stent, 薬剤溶出ステント 

DCM, dilated cardiomyopathy, 拡張型心筋症 

DOAC, direct oral anticoagulants, 経口の抗凝固薬。プラザキサ/エリキュース/イグザレルト/リクシアナのこと 

DVT, deep vein thrombosis, 深部静脈血栓症 

EAP, effort angina pectoris, 労作性狭心症 

EF, ejection fraction, 駆出分画、駆出率 

EPS, electrophysiological study, 電気生理学的検査 

EVT, endovascular therapy, 血管内治療（ASOなどに対するカテーテル治療） 

EVAR, endovascular aortic repair, 大動脈ステントグラフト治療 

GEA, gastroepiploic artery, 胃大網動脈 

HANP, human atrial natriuretic peptide, ヒト心房利尿ペプチド（ハンプの成分） 

HCM, hypertrophic cardiomyopathy, 肥大型心筋症 

HF, heart failure, 心不全 

H-FABP, heart type-fatty acid binding protein, 心筋傷害の血液マーカー 

HFmrEF, heart failure with mid-range ejection fraction, EF 40-49%の心不全（ミッドレンジ） 

HFpEF, heart failure with preserved ejection fraction, 収縮機能が保持された(EF>50%)心不全（ヘフペフ） 

HFrEF, heart failure with reduced ejection fraction, 収縮機能が低下(EF<40%)した心不全（ヘフレフ） 

HOCM, hypertrophic obstructive cardiomyopathy, 閉塞性肥大型心筋症 

HR, heart rate, 心拍数 

IABP, intra aortic balloon pumping, 大動脈バルーンパンピング 

ICD, implantable cardioverter defibrillator, 植え込み型除細動器 

ICM, implantable cardiac monitor 植込み型心臓モニター 

ICM, ischemic cardiomyopathy 虚血性心筋症 

IE, infective endocarditis, 感染性心内膜炎 

IHD, ischemic heart disease, 虚血性心疾患 

ILR, implantable loop recorder, 植え込み型心電計の古い言い方（ICMの方が新しい言い方） 

IVC, inferior vena cava, 下大静脈 

IVUS, intravascular ultrasound, 血管内エコー法（冠動脈治療や末梢血管治療でよく使う） 

LA, left atrium, 左心房 

LAD, left anterior descending coronary artery, 左前下行枝 

LCX, left circumflex coronary artery, 左回旋枝 

LITA, left internal thoracic artery, 左内胸動脈 

LMT, left main coronary trunk, 左主幹部 

LV, left ventricle, 左心室 

LVG, left ventriculography, 左心室造影 

MR, mitral regurgitation, 僧帽弁閉鎖不全症 

MS, mitral stenosis, 僧帽弁狭窄症 

MVP, mitral valve prolapse, 僧帽弁逸脱症 

MVP, mitral valve plasty, 僧房弁形成術 

MVR, mitral valve replacement, 僧帽弁置換術 

NOAC, novel oral anticoagulants, 新規経口抗凝固薬。（DOACの方が新しい言い方） 



NMS, neurally mediated syncope, 神経調節性失神 

NSTEMI, non-ST elevation myocardial infarction, ノンステミと読む。ST上昇しない心筋梗塞 反対語 STEMIステミ 

NSVT, non-sustained VT, 非持続性心室頻拍（ノンサス=持続しない ということ） 

OMI, old myocardial infarction, 陳旧性心筋梗塞 

PA, pulmonary artery, 肺動脈 

PAC, premature atrial contraction, 心房期外収縮（APCも同じ意味） 

PAD, peripheral arterial disease, 末梢動脈疾患 

Paf, paroxysmal atrial fibrillation, 発作性心房細動（パフと読む） 

PCWP, pulumonary capillary wedge pressure, 肺毛細血管楔入圧 

PCI, percutaneous coronary intervention, 経皮的冠動脈形成術（古い言い方は PTCA） 

PCPS, percutaneous cardio-pulmonary support, 経皮的心肺補助 

PH, pulmonary hypertension, 肺高血圧 

POBA, percutaneous old balloon angioplasty, 経皮的バルーン動脈形成術 

バルーン治療だけで、ステント留置しなかった時の表現 

PSVT, paroxysmal supraventricular tachycardia, 発作性上室性頻拍（SVTも同じ意味） 

PTCA, percutaneous transluminal coronary angioplasty, 経皮的冠動脈形成術（古い表現） 

PTE, pulmonary thromboembolism, 肺血栓塞栓症 

PTAV, percutaneous transluminal aortic valvluloplasty, 経皮的大動脈形成術 

PTSMA, percutaneous transluminal septal myocardial ablation, 経皮的中隔心筋焼灼術  

PTMC, percutaneous transluminal mitral commissurotomy, 経皮的経静脈的僧房弁交連切開術 

PVC, premature ventricular contraction, 心室期外収縮（VPCも同じ意味） 

PVI, pulmonary vein isolation, 肺静脈隔離術 

RA, radial artery, 橈骨動脈（バイパスで使う） 

RA, right atrium, 右心房 

RCA, right coronary artery, 右冠動脈 

RFCA, radiofrequency catheter ablation, 高周波カテーテルアブレーション（ABLと同じ） 

RITA, right internal thoracic artery, 右内胸動脈 

ROSC, return of spontaneous circulation, 自己心拍再開（CPAからロスクしたなど） 

RV, right ventricle, 右心室 

SAPT, single antiplatelet therapy, 抗血小板薬 1剤の状態（サプトと読む） 

SAS, sleep apnea syndrome, 睡眠時無呼吸症候群（SDBの方が新しい表現） 

SAT, subacute thrombosis, 亜急性血栓閉塞（サットが起きた とかいう） 

SCAD, spontaneous coronary artery dissection, 特発性冠動脈解離（女性に多い。線維筋性異形成を合併しやすい） 

SDB, sleep disorder breathing, 睡眠呼吸障害（SASと同じような意味） 

STEMI, ST elevation myocardial infarction，ステミと読む。ST 上昇した心筋梗塞 反対語 NSTEMIノンステミ 

SFA, superficial femoral artery, 浅大腿動脈 

S-ICD, subcutaneous ICD, 皮下植込み型 ICD 

SVG, saphenous vein graft, 大伏在静脈 

SVT, supraventricular tachycardia, 上室性頻拍（PSVTも同じ意味） 

Tachy, tachycardia, 頻脈（タキってる＝脈が速い） 

tPA, tissue plasminogen activator, 組織プラスミノーゲンアクチベーター （クリアクター） 

TAA, thoracic aortic aneurysm, 胸部大動脈瘤 

TAVI, transcatheter aortic valve implantation, 経カテーテル的大動脈弁植え込み術（タビ） 



TEE, transesophageal echocardiography, 経食道心エコー 

TEVAR, thoracic endovascular aortic repair, 胸部大動脈ステントグラフト治療 

TR, tricuspid regurgitation, 三尖弁逆流 

TTE, transthoracic echocardiography, 経胸壁心エコー 

UAP, unstable angina pectoris, 不安定狭心症（最近はあまり使わない表現） 

Vf, VF, ventricular fibrillation, 心室細動 

VSA, vasospastic angina pectoris, 冠攣縮性狭心症（異型狭心症とほぼ同じ意味） 

VT, ventricular tachycardia, 心室頻拍 


