
循環器新疾患モデル対応エクスポート

疾患名 ID 上位疾患名 患者プロフィール 疾患コメント

Becker型筋ジストロフィーによる心 481 筋疾患による心筋症 Becker型筋ジストロフィー

Braunwald分類 274 不安定狭心症 不安定狭心症の分類 (1989年)

Brugada症候群 590 心室細動

Ｂ型肝炎性心膜炎 339 ウイルス性心膜炎

CCS (Canadian Cardiovascular Soci 262 労作性狭心症 狭心症重症度分類

CCS分類 class I 263 CCS (Canadian Cardiovascular Soci

CCS分類 class II 264 CCS (Canadian Cardiovascular Soci

CCS分類 class III 265 CCS (Canadian Cardiovascular Soci

CCS分類 class IV 266 CCS (Canadian Cardiovascular Soci

class I (初発労作性狭心症および増 275 Braunwald分類 最近の２ヵ月以内に発症した重症の

class II （亜急性型安静狭心症） 1 Braunwald分類 最近の１ヵ月以内に発症した安静狭

class III （急性型安静狭心症） 2 Braunwald分類 48時間以内に発作を認めた安静狭

Cohn III型 261 Cohn分類 狭心症の患者で、症状のある発作と

Cohn II型 260 Cohn分類 心筋梗塞後の患者

Cohn I型 259 Cohn分類 冠動脈疾患を有する患者で、自覚症

Cohn分類 267 無症候性心筋虚血 無症候性心筋虚血の分類

Cushing症候群に伴う高血圧症 541 副腎性高血圧症 Cushing症候群

Duchenne型筋ジストロフィーによる 480 筋疾患による心筋症 Duchenne型筋ジストロフィー 致死的不整脈も来しうる。女性保因者

fast-slow型房室結節回帰性頻拍 569 房室結節回帰性頻拍
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疾患名 ID 上位疾患名 患者プロフィール 疾患コメント

Friedreich失調症による心筋症 483 神経筋疾患による心筋症 Friedreich失調症 肥大型心筋症様の所見

ＨＩＶ感染性心膜炎 340 ウイルス性心膜炎

III型完全大血管転位症 446 完全大血管転位症

II型完全大血管転位症 445 完全大血管転位症

ISFC/WHO分類 270 不安定狭心症 不安定狭心症の分類 (1979年)

I型完全大血管転位症 444 完全大血管転位症 予後不良

Leriche症候群 107 閉塞性動脈硬化症

LGL症候群 576 早期興奮症候群

l型大血管転位症（心房位正位） 448 修正大血管転位症

MVP症候群 20 特発性僧帽弁逸脱症 弁病変よりも、必要病態が主体であ DaCosta症候群や神経循環無力症な

QT延長症候群 585 頻脈性心室性不整脈

Q波心筋梗塞 256 心筋梗塞 貫壁性心筋梗塞とほぼ同義。

R on T型心室性期外収縮 580 心室性期外収縮 心室頻拍に移行しやすい

Roger病 595 心室中隔欠損症

slow-fast型房室結節回帰性頻拍 568 房室結節回帰性頻拍 房室結節回帰性頻拍の大部分

WPW症候群 573 早期興奮症候群

X症候群 8 狭心症 微小血管狭心症と同義。

アデノウイルス心膜炎 337 ウイルス性心膜炎

アミロイドーシス性心膜炎 515 その他の炎症性疾患による心膜炎 アミロイドーシス

アミロイド心筋症 34 代謝性心筋症

アメーバ心膜炎 355 感染性心膜炎

アルコール性起立性低血圧症 496 心臓及び血管異常に伴う起立性低
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疾患名 ID 上位疾患名 患者プロフィール 疾患コメント

アルコール性心筋症 487 続発性心筋症

アントラサイクリン系薬剤による心筋 485 抗癌剤による心筋症

インターフェロンによる心筋症 486 薬剤性心筋症

インフルエンザウイルス心筋炎 139 ウイルス性心筋炎

ウィリアムス症候群 442 弁上性狭窄 ウィリアムス症候群

ウイルス性心筋炎 98 感染性心筋炎 RNAウイルスが多い

ウイルス性心膜炎 332 感染性心膜炎 前駆症状として感冒様症状があること

ウェンケバッハ型房室ブロック 174 第II度房室ブロック 房室結節内の伝導障害が多い。高齢

エコーウイルス心筋炎 140 ウイルス性心筋炎

エコーウイルス心膜炎 336 ウイルス性心膜炎

エブスタイン奇形 437 先天性心疾患 WPW症候群を合併しやすい

カーニー症候群 381 心房粘液腫

カテコラミン心筋症 476 続発性心筋症 褐色細胞腫による心筋症など。

カンジダ性心内膜炎 371 真菌性心内膜炎

クラミジア心内膜炎 373 急性感染性心内膜炎

グラム陰性桿菌性心内膜炎 364 急性細菌性心内膜炎

コクサッキーウイルスＡ心膜炎 333 コクサッキーウイルス心膜炎

コクサッキーウイルスＢ心膜炎 334 コクサッキーウイルス心膜炎

コクサッキーウイルス心筋炎 138 ウイルス性心筋炎 コクサッキーウイルスBが多い

コクサッキーウイルス心内膜炎 372 急性感染性心内膜炎

コクサッキーウイルス心膜炎 335 ウイルス性心膜炎

サルコイドーシス性心膜炎 514 その他の炎症性疾患による心膜炎 サルコイドーシス
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疾患名 ID 上位疾患名 患者プロフィール 疾患コメント

サルコイド心筋炎 323 心筋炎 サルコイドーシス 中高年女性に多い

ジフテリア性心筋炎 317 感染性心筋炎 抗毒素治療が遅れた重症例にみられ

ジフテリア性心筋症 471 炎症性心筋症

シャーガス病心筋炎 321 感染性心筋炎 シャーガス病(Chagas病） アメリカトリパノソーマ症（Chagas病）

その他の炎症性疾患による心膜炎 513 急性心膜炎

タウシッヒ・ビング複合 451 両大血管右室起始症

たこつぼ心筋症 27 心筋症 精神的もしくは身体的ストレスが一誘

チフス性心筋炎 319 感染性心筋炎 腸チフス、パラチフス 腸チフス、パラチフスに合併

トキソプラズマ心筋炎 313 感染性心筋炎

トキソプラズマ心膜炎 353 感染性心膜炎

ドレスラー症候群 352 心筋梗塞後心外膜炎

ネイム症候群 382 心房粘液腫 若年発症。NAME症候群 (nevi, atrial 

バッド・キアリ症候群 556 抹消動脈・静脈およびリンパ管疾患 70%は原因不明

バルサルバ洞動脈瘤 462 先天性心疾患 破裂するまでは無症状が多い。右冠

ヒドララジン性心膜炎 519 薬剤性心膜炎

ファロー四徴症 436 先天性心疾患 先天性心疾患の約5～10%

フェニトイン性心膜炎 521 薬剤性心膜炎

フォーマル疾患　循環器病 42

ブドウ球菌性心膜炎 344 細菌性心膜炎

プロカインアミド性心膜炎 520 薬剤性心膜炎

ベーチェット病性心膜炎 517 その他の炎症性疾患による心膜炎 ベーチェット病

マイコプラズマ心膜炎 354 感染性心膜炎
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疾患名 ID 上位疾患名 患者プロフィール 疾患コメント

ムンプス心筋炎 312 ウイルス性心筋炎

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌性心 361 黄色ブドウ球菌性心内膜炎 治療困難

モービッツＩＩ型房室ブロック 173 第II度房室ブロック His束以下の伝導障害が多い。ペース

ラム症候群 383 心房粘液腫 若年発症。LAMB症候群 (lentigo, atri

リウマチ性三尖弁狭窄症 78 三尖弁狭窄症

リウマチ性三尖弁閉鎖不全症 81 器質的三尖弁閉鎖不全

リウマチ性心筋炎 324 感染性心筋炎 リウマチ熱 リウマチ熱に合併。

リウマチ性心内膜炎 551 感染性心内膜炎 心臓弁膜症を発症しやすい

リウマチ性僧帽弁狭窄症 68 僧帽弁狭窄症

リウマチ性僧帽弁狭窄症　交連型 12 リウマチ性僧帽弁狭窄症

リウマチ性僧帽弁狭窄症　混合型 15 リウマチ性僧帽弁狭窄症 リウマチ性僧帽弁狭窄症の交連型、

リウマチ性僧帽弁狭窄症　弁尖型 13 リウマチ性僧帽弁狭窄症

リウマチ性僧帽弁狭窄症　腱索型 14 リウマチ性僧帽弁狭窄症

リウマチ性僧帽弁閉鎖不全症 69 僧帽弁閉鎖不全症

リウマチ性大動脈弁狭窄症 72 大動脈弁狭窄症

リウマチ性大動脈弁閉鎖不全症 74 大動脈弁閉鎖不全症

リウマチ熱性心膜炎 512 膠原病性心膜炎 リウマチ熱

リケッチア性心内膜炎 547 急性感染性心内膜炎

リステリア性心内膜炎 548 急性感染性心内膜炎

リンパ管炎 123 抹消動脈・静脈およびリンパ管疾患 感染性（特に連鎖球菌感染）のものが

リンパ節炎 125 抹消動脈・静脈およびリンパ管疾患 頸部、腋窩、鼠径部に多い。

リンパ浮腫 119 抹消動脈・静脈およびリンパ管疾患 多くは片側性、二次性に起こる。蜂窩
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疾患名 ID 上位疾患名 患者プロフィール 疾患コメント

レイノー症候群 552 抹消動脈・静脈およびリンパ管疾患

レイノー病 554 レイノー症候群

レフレル心内膜炎 550 感染性心内膜炎

亜急性感染性心内膜炎 357 感染性心内膜炎 溶連菌性が多い。免疫学的異常（腎

亜急性細菌性心内膜炎 374 亜急性感染性心内膜炎

悪性高血圧症 152 高血圧症 予後不良

悪性腫瘍転移による心タンポナーデ 532 慢性心タンポナーデ

安静狭心症 273 ISFC/WHO分類 自発性狭心症と同義

安定狭心症 268 労作性狭心症 安定労作狭心症と同義

遺伝性QT延長症候群 587 QT延長症候群 Romano-Ward症候群、Jervell and La

医原性心タンポナーデ 536 心タンポナーデ 抗凝固療法、観血的検査・治療

医原性動静脈瘻 400 後天性動静脈瘻 カテーテル操作時の形成、透析治療

一次孔型心房中隔欠損症 208 心房中隔欠損症 心房中隔欠損症の約20%

一次性リンパ浮腫 120 リンパ浮腫

一次性静脈瘤 110 下肢静脈瘤

右脚ブロック 177 脚ブロック 無症状のことが多い。病的意義は少

右胸心 461 先天性心疾患

右室損傷 283 穿通性心損傷 緩徐なタンポナーデを発症しやすい

右室内腔縮小型肺動脈閉鎖症 433 肺動脈閉鎖症 肺動脈閉鎖症の約85%

右室内腔正常型肺動脈閉鎖症 434 肺動脈閉鎖症

右上縦隔心膜嚢腫 421 心膜嚢腫 心膜嚢腫の約２割

右心横隔膜角部心膜嚢腫 420 心膜嚢腫 心膜嚢腫の約半数

2010年4月12日 6/28 ページ



疾患名 ID 上位疾患名 患者プロフィール 疾患コメント

右心室粘液腫 136 心室粘液腫

右心房粘液腫 133 心房粘液腫 右心不全症状が主体。

右房損傷 285 穿通性心損傷 緩徐なタンポナーデで発症しやすい。

栄養性心筋症 328 代謝性心筋症

円錐部心室中隔欠損症 212 心室中隔欠損症 心室中隔欠損症の約20～30%。アジ

炎症性心筋症 610 続発性心筋症 心筋炎とほぼ同義

炎症性腸疾患性心膜炎 516 その他の炎症性疾患による心膜炎 炎症性腸疾患

炎症性動静脈瘻 401 後天性動静脈瘻

黄色ブドウ球菌性心内膜炎 360 急性細菌性心内膜炎 組織破壊性が強く、重症化（心機能不

下行大動脈瘤 158 胸部大動脈瘤

下肢静脈炎 558 静脈炎

下肢静脈瘤 109 抹消動脈・静脈およびリンパ管疾患

下腿静脈炎 559 静脈炎

下部心臓型総肺静脈還流異常症 455 総肺静脈還流異常症

仮性動脈瘤 301 慢性末梢血管外傷

家族性心筋症 25 心筋症

解剖学的僧帽弁逸脱症 19 特発性僧帽弁逸脱症 僧帽弁の海綿層の粘液腫様変性や

外傷性心血管疾患 278 フォーマル疾患　循環器病

外傷性動静脈瘻 399 後天性動静脈瘻

外膜下血腫 307 急性末梢血管外傷

拡張型心筋症 53 特発性心筋症

拡張相肥大型心筋症 24 肥大型心筋症 肥大型心筋症からの移行。 左心室壁厚が減少することもある。

2010年4月12日 7/28 ページ



疾患名 ID 上位疾患名 患者プロフィール 疾患コメント

活動型動静脈瘻 393 先天性動静脈瘻 多田分類

活動性心筋炎 326 心筋炎

褐色細胞腫による心筋症 475 内分泌性心筋症 褐色細胞腫

褐色細胞腫に伴う高血圧症 542 内分泌性高血圧症 褐色細胞腫

冠血栓性狭心症 7 狭心症

冠動静脈瘻 467 冠動脈奇形 右冠動脈から右室、右房、冠静脈洞

冠動静脈瘻 388 先天性動静脈瘻

冠動脈奇形 465 先天性心疾患

冠動脈損傷 298 非穿通性心損傷 内膜損傷から閉塞を来すことがある。

冠動脈損傷 287 穿通性心損傷 急速なタンポナーデを来しやすい

冠攣縮性狭心症 49 狭心症 異型狭心症と同義。

完全右脚ブロック 178 右脚ブロック

完全左脚ブロック 181 左脚ブロック 病的意義が高い（基礎心疾患を伴う

完全大血管転位症 443 先天性心疾患 d型大血管転位症ともいわれる

幹性リンパ管炎 126 リンパ管炎 連鎖球菌やブドウ球菌性が多い

感染性心筋炎 97 心筋炎 感冒様の前駆症状があることが多い

感染性心内膜炎 84 フォーマル疾患　循環器病 先天性心疾患や弁膜症、体内異物を

感染性心膜炎 330 急性心膜炎

管後型大動脈縮窄症 561 大動脈縮窄症

管前型大動脈縮窄症 469 大動脈縮窄症 心不全を来しやすい

貫壁性心筋梗塞 253 心筋梗塞 Ｑ波心筋梗塞とほぼ同義。

間欠性房室ブロック 563 房室ブロック
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疾患名 ID 上位疾患名 患者プロフィール 疾患コメント

間質性心筋炎 380 心筋炎

関節リウマチ性心筋炎 325 リウマチ性心筋炎 関節リウマチを合併

癌性リンパ管炎 124 リンパ管炎

癌性心膜炎 504 急性心膜炎 乳癌、肺癌、気管支癌、白血病、悪性

器質性狭心症 48 狭心症

器質的三尖弁閉鎖不全 80 三尖弁閉鎖不全

器質的肺動脈閉鎖不全症 22 肺動脈弁閉鎖不全症

機能性肺動脈閉鎖不全症 23 肺動脈弁閉鎖不全症 肺高血圧症やマルファン症候群など。

機能的三尖弁閉鎖不全症 79 三尖弁閉鎖不全 左心不全や肺高血圧症を伴うことが

機能的僧帽弁閉鎖不全症 82 僧帽弁閉鎖不全症 左心不全を伴う疾患に合併すること

起立性低血圧 226 低血圧症

脚ブロック 176 徐脈性不整脈

脚気心 329 栄養性心筋症 アルコール多飲者に多い。多発神経

逆方向性房室回帰性頻拍 567 房室回帰性頻拍

弓部大動脈瘤 157 胸部大動脈瘤

急性右室心筋梗塞 10 急性心筋梗塞 急性下壁心筋梗塞に合併

急性下後壁心筋梗塞 238 急性心筋梗塞

急性下側壁心筋梗塞 240 急性心筋梗塞

急性下壁心筋梗塞 58 急性心筋梗塞

急性感染性心内膜炎 356 感染性心内膜炎 予後不良。黄色ブドウ球菌と連鎖球

急性基部側壁心筋梗塞 94 急性心筋梗塞

急性後基部心筋梗塞 246 急性心筋梗塞
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疾患名 ID 上位疾患名 患者プロフィール 疾患コメント

急性後側部心筋梗塞 247 急性心筋梗塞

急性後壁心筋梗塞 244 急性心筋梗塞

急性後壁中隔心筋梗塞 3 急性心筋梗塞

急性広範前壁中隔心筋梗塞 232 急性心筋梗塞

急性高位側壁心筋梗塞 242 急性心筋梗塞

急性細菌性心内膜炎 358 急性感染性心内膜炎

急性純粋後壁心筋梗塞 252 急性心筋梗塞

急性心タンポナーデ 530 心タンポナーデ 急性心筋梗塞の心破裂や急性大動

急性心筋炎 90 心筋炎

急性心筋梗塞 44 心筋梗塞 急性冠症候群にも含まれる

急性心筋梗塞早期心膜炎 351 心筋梗塞後心外膜炎

急性心尖側壁心筋梗塞 250 急性心筋梗塞

急性心膜炎 142 心膜疾患 心筋炎や心タンポナーデを合併する

急性前側壁心筋梗塞 230 急性心筋梗塞

急性前壁心筋梗塞 46 急性心筋梗塞

急性前壁心尖心筋梗塞 234 急性心筋梗塞

急性前壁中隔心筋梗塞 236 急性心筋梗塞

急性側壁心筋梗塞 59 急性心筋梗塞

急性中隔心筋梗塞 5 急性心筋梗塞

急性動脈閉塞症 402 抹消動脈・静脈およびリンパ管疾患 5P (pain, pulseless, pallor, paralysis, p

急性肺塞栓症 413 肺塞栓症

急性末梢血管外傷 299 末梢血管外傷 骨格筋の虚血症状・所見を伴うことが
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疾患名 ID 上位疾患名 患者プロフィール 疾患コメント

巨核球性心筋炎 93 心筋炎

虚血性心筋症 32 続発性心筋症 冠動脈多枝病変を有する場合が多い

虚血性心疾患 63 フォーマル疾患　循環器病

共通房室口遺残型心室中隔欠損症 214 心室中隔欠損症 希有。

強皮症性心膜炎 511 膠原病性心膜炎 強皮症

狭心症 47 虚血性心疾患

胸腔内良性脂肪腫 599 心臓良性腫瘍

胸部大動脈損傷 311 鈍的外傷 動脈管索付着部や腕頭動脈起始部

胸部大動脈瘤 155 大動脈瘤 外傷性も多い

筋強直性ジストロフィーによる心筋 479 筋疾患による心筋症 筋強直性ジストロフィー 拡張型心筋症様病態と房室ブロック

筋疾患による心筋症 478 続発性心筋症

筋性部心室中隔欠損症 213 心室中隔欠損症 アジアに少ない。

劇症型心筋炎 91 急性心筋炎 予後不良

結核性収縮性心膜炎 528 収縮性心膜炎

結核性心筋炎 322 感染性心筋炎 結核症

結核性心筋症 470 炎症性心筋症 心筋結核、結核性心筋症とほぼ同義

結核性心膜炎 341 感染性心膜炎 かつては収縮性心膜炎への移行例が

血管欠損 303 急性末梢血管外傷

血管腫型動静脈瘻 398 先天性動静脈瘻 Malan分類

血管穿孔 304 急性末梢血管外傷

血管離断 305 急性末梢血管外傷

血管攣縮 308 急性末梢血管外傷
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疾患名 ID 上位疾患名 患者プロフィール 疾患コメント

血栓性静脈炎 115 静脈血栓症 症状・所見は深部静脈血栓症と類似

血栓性静脈炎 557 静脈炎

顕性WPW症候群 574 WPW症候群 房室回帰性頻拍の原因となる

原発性アルドステロン症に伴う高血 540 副腎性高血圧症 原発性アルドステロン症 アルドステロン産生腺腫（大部分）や

原発性心臓腫瘍 128 フォーマル疾患　循環器病 ほとんどが良性腫瘍。粘液腫が多い

原発性肺高血圧症 406 肺動脈性肺高血圧 20～40歳までの若年女性に多い

呼吸性不整脈 565 洞性不整脈

孤立性心臓粘液腫 607 心臓粘液腫

後期人工弁心内膜炎 87 人工弁性心内膜炎 起因菌として、溶連菌が多い。

後天性心膜嚢腫 419 心膜嚢腫 心膜炎などが一原因。

後天性動静脈瘻 386 動静脈瘻 先天性と比較して短絡量が多く、うっ

好酸球性心筋炎 92 心筋炎 アレルギー性疾患、薬剤過敏症、寄

抗癌剤による心筋症 484 薬剤性心筋症 アントラサイクリン系薬剤が代表的

拘束型心筋症 54 特発性心筋症 熱帯の風土病で、我が国では稀。

梗塞後狭心症 9 狭心症 不安定狭心症の一型としても扱われ

甲状腺機能低下症による心筋症 473 内分泌性心筋症 甲状腺機能低下症 拡張型心筋症様に心収縮能が低下

甲状腺機能低下症に伴う心膜炎 524 急性心膜炎 甲状腺機能低下症

甲状腺機能亢進症による心筋症 472 内分泌性心筋症 甲状腺機能亢進症 心房細動、冠攣縮性狭心症、心不全

紅斑性狼瘡性心膜炎 508 膠原病性心膜炎 全身性エリテマトーゼス

高血圧症 146 フォーマル疾患　循環器病 原因不明（本態性高血圧）が90%以上

高血圧性心筋症 33 続発性心筋症

混合型総肺静脈還流異常症 457 総肺静脈還流異常症
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疾患名 ID 上位疾患名 患者プロフィール 疾患コメント

左冠動脈肺動脈起始症 466 冠動脈奇形

左脚ブロック 180 脚ブロック

左脚後枝ブロック 184 左脚ブロック 右室肥大を除外する

左脚前枝ブロック 183 左脚ブロック

左室損傷 284 穿通性心損傷

左心横隔膜角部心膜嚢腫 422 心膜嚢腫 心膜嚢腫の約２割

左心室粘液腫 135 心室粘液腫

左心低形成症候群 460 先天性心疾患 予後不良。

左心房粘液腫 132 心房粘液腫 僧帽弁狭窄症類似の病態。体位によ

左深部静脈血栓症 114 深部静脈血栓症 左腸骨静脈は、右腸骨静脈よりも下

左房損傷 286 穿通性心損傷 緩徐なタンポナーデで発症しやすい

細菌性心膜炎 342 感染性心膜炎 肺炎などの隣接臓器からの炎症の波

三尖弁狭窄症 77 心臓弁膜症

三尖弁心内膜炎 276 自己弁性心内膜炎 三尖弁機能不全（三尖弁閉鎖不全症

三尖弁閉鎖症 435 先天性心疾患 d型大血管転位症の合併が多い（非

三尖弁閉鎖不全 76 心臓弁膜症

三日月刀症候群 459 部分肺静脈還流異常症

散発性心臓粘液腫 606 心臓粘液腫

産褥性心筋症 30 続発性心筋症 30歳以上の高齢、経産婦、双胎で多

四肢末梢動静脈瘻 387 先天性動静脈瘻

持続性心室頻拍 202 心室頻拍 血行動態が破綻しやすい。心不全症

持続性心房細動 194 心房細動
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疾患名 ID 上位疾患名 患者プロフィール 疾患コメント

自己弁性心内膜炎 376 感染性心内膜炎

自己免疫性心膜炎 506 急性心膜炎 自己免疫性疾患

室上稜下部心室中隔欠損 594 心室中隔欠損症

室上稜上部心室中隔欠損 593 心室中隔欠損症

実質性心筋炎 379 心筋炎

腫瘤型動静脈瘻 391 先天性動静脈瘻 多田分類

収縮性心膜炎 145 心膜疾患 結核性が多かったが、最近では特発

修正大血管転位症 447 先天性心疾患 合併奇形が多い(80%以上)：心室中隔

修正大血管転位症（心房位逆位） 449 修正大血管転位症

出血性起立性低血圧症 494 循環血液量減少性起立性低血圧症

循環血液量減少性起立性低血圧症 493 心臓及び血管異常に伴う起立性低 脱水、出血など

順方向性房室回帰性頻拍 566 房室回帰性頻拍 房室回帰性頻拍の大部分

徐脈性不整脈 164 不整脈 脳虚血および心不全に伴う症状

徐脈頻脈症候群 169 洞不全症候群 Rubenstein III型：RubensteinI,II型と頻

小瘻孔性動静脈瘻 396 先天性動静脈瘻 Szilagyi分類

上行大動脈瘤 156 胸部大動脈瘤

上室性期外収縮 187 頻脈性上室性不整脈 リエントリーや自動能亢進が想定され

上大静脈症候群 555 抹消動脈・静脈およびリンパ管疾患 肺癌や縦隔腫瘍、大動脈瘤に伴う浸

上部心臓型総肺静脈還流異常症 454 総肺静脈還流異常症

食後性低血圧 499 低血圧症

心Fabry病 36 代謝性心筋症

心タンポナーデ 144 心膜疾患 悪性腫瘍転移による場合が多い
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疾患名 ID 上位疾患名 患者プロフィール 疾患コメント

心筋炎 88 フォーマル疾患　循環器病 心膜炎を合併することがある

心筋梗塞 43 虚血性心疾患

心筋梗塞後心外膜炎 350 急性心膜炎 急性心筋梗塞に合併する

心筋挫傷 294 非穿通性心損傷

心筋症 51 フォーマル疾患　循環器病

心筋緻密化障害 28 心筋症 新生児期に心不全で死亡することが

心室細動 204 頻脈性心室性不整脈 致死性不整脈

心室心房壁損傷 289 穿通性心損傷

心室性期外収縮 200 頻脈性心室性不整脈

心室性三段脈 582 心室性期外収縮

心室性二段脈 581 心室性期外収縮

心室中隔欠損症 210 先天性心疾患 先天性心疾患の約25～30%。

心室中隔損傷 290 穿通性心損傷

心室粘液腫 134 心臓粘液腫

心室頻拍 201 頻脈性心室性不整脈 心室細動に移行しやすい。

心尖部肥大型心筋症 66 肥大型心筋症

心臓サルコイドーシス 35 全身疾患による心筋症 中高年女性に多い。

心臓悪性リンパ腫 605 原発性心臓腫瘍

心臓横紋筋種 137 心臓良性腫瘍 75%は1歳以下。心室内多発性が多い

心臓横紋筋肉腫 601 心臓肉腫

心臓外傷 279 外傷性心血管疾患

心臓及び血管異常に伴う起立性低 490 起立性低血圧 非神経原性（自立神経障害に依らな
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疾患名 ID 上位疾患名 患者プロフィール 疾患コメント

心臓型総肺静脈還流異常症 456 総肺静脈還流異常症

心臓血管肉腫 604 心臓肉腫

心臓原生起立性低血圧症 492 心臓及び血管異常に伴う起立性低 大動脈弁狭窄症、収縮性心内膜炎、

心臓細網肉腫 602 心臓肉腫

心臓線維腫 225 心臓良性腫瘍 10歳以下の小児に多い。心室に多い

心臓線維肉腫 603 心臓肉腫

心臓肉腫 600 原発性心臓腫瘍 予後不良（浸潤、転移のため）。右心

心臓粘液腫 130 心臓良性腫瘍 中高年、女性に多い。有茎性、可動

心臓破裂 295 非穿通性心損傷

心臓弁膜症 55 フォーマル疾患　循環器病

心臓良性腫瘍 129 原発性心臓腫瘍

心内膜下心筋梗塞 255 心筋梗塞 非貫壁性心筋梗塞、非Ｑ心筋梗塞と

心内膜結核 549 急性感染性心内膜炎

心破裂による心タンポナーデ 535 急性心タンポナーデ

心房、心室中隔破裂 296 非穿通性心損傷

心房細動 191 頻脈性上室性不整脈 心不全症状や血栓塞栓症（とくに脳梗

心房粗動 195 頻脈性上室性不整脈 心房中隔欠損症や心房手術後に多

心房中隔欠損症 206 先天性心疾患 先天性心疾患の約5％。上室性不整

心房粘液腫 131 心臓粘液腫

心膜炎による心タンポナーデ 533 慢性心タンポナーデ

心膜疾患 141 フォーマル疾患　循環器病

心膜心筋炎 143 急性心膜炎
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疾患名 ID 上位疾患名 患者プロフィール 疾患コメント

心膜切開後心膜炎 522 急性心膜炎

心膜損傷 288 穿通性心損傷

心膜嚢腫 417 心膜疾患 縦隔腫瘍の数％。多くは先天性。無

心膜破裂 293 非穿通性心損傷

新規労作狭心症 271 ISFC/WHO分類

深部静脈血栓症 113 静脈血栓症 Virchowの三主徴（血管凝固能の亢

真菌性心内膜炎 370 急性感染性心内膜炎

真菌性心膜炎 349 感染性心膜炎

神経筋疾患による心筋症 482 続発性心筋症 Friedreich失調症、Noonan症候群など

神経原性起立性低血圧症 491 起立性低血圧 節前性、節後型、交感神経緊張型の3

神経調節性失神 502 低血圧症

人工弁性心内膜炎 85 感染性心内膜炎

腎血管性高血圧症 150 二次性高血圧症 片側性が多い。動脈硬化性では中年

腎性高血圧症 149 二次性高血圧症 糖尿病性腎症や慢性糸球体腎炎が

腎動脈瘤 161 大動脈瘤

髄膜炎菌性心筋炎 314 感染性心筋炎

髄膜炎菌性心内膜炎 366 急性細菌性心内膜炎

髄膜炎菌性心膜炎 346 細菌性心膜炎

静脈炎 116 抹消動脈・静脈およびリンパ管疾患 表在性血栓性静脈炎とほぼ同義

静脈血栓症 112 抹消動脈・静脈およびリンパ管疾患

静脈洞型心房中隔欠損症 209 心房中隔欠損症 心房中隔欠損症の約10%。部分肺静

静脈内血液貯留に伴う起立性低血 498 心臓及び血管異常に伴う起立性低
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疾患名 ID 上位疾患名 患者プロフィール 疾患コメント

赤血球増多症に伴う高血圧症 546 二次性高血圧症 赤血球増多症

先天性右冠洞突出 463 バルサルバ洞動脈瘤

先天性三尖弁閉鎖症 608 三尖弁閉鎖症

先天性心疾患 205 フォーマル疾患　循環器病

先天性心膜欠損症 423 心膜疾患 剖検例の0.3%。男性に多く(3:1)。約70

先天性心膜欠損症（完全右側欠損） 428 先天性心膜欠損症（完全欠損）

先天性心膜欠損症（完全欠損） 424 先天性心膜欠損症

先天性心膜欠損症（完全左側欠損） 427 先天性心膜欠損症（完全欠損）

先天性心膜欠損症（完全両側欠損） 426 先天性心膜欠損症（完全欠損） 約9%

先天性心膜欠損症（不完全右側欠 430 先天性心膜欠損症（不完全欠損）

先天性心膜欠損症（不完全横隔膜 431 先天性心膜欠損症（不完全欠損） 約17%

先天性心膜欠損症（不完全欠損） 425 先天性心膜欠損症

先天性心膜欠損症（不完全左側欠 429 先天性心膜欠損症（不完全欠損）

先天性心膜嚢腫 418 心膜嚢腫

先天性動静脈瘻 327 動静脈瘻

先天性無冠洞突出 464 バルサルバ洞動脈瘤

穿通外傷 309 大動脈外傷

穿通性心損傷 282 心臓外傷 刺創、銃創など。

線維性心膜炎 526 急性心膜炎

全身疾患による心筋症 40 続発性心筋症

僧帽弁逸脱症候群 70 心臓弁膜症 女性に多い。僧帽弁閉鎖不全症を合

僧帽弁狭窄症 56 心臓弁膜症
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疾患名 ID 上位疾患名 患者プロフィール 疾患コメント

僧帽弁心内膜炎 377 自己弁性心内膜炎 僧帽弁機能不全（僧帽弁閉鎖不全症

僧帽弁閉鎖不全症 57 心臓弁膜症

早期興奮症候群 572 不整脈 回帰頻拍の原因となったり、心房細動

早期人工弁性心内膜炎 86 人工弁性心内膜炎 起因菌として、表皮ブドウ球菌、黄色

総動脈幹症 452 先天性心疾患 肺動脈狭窄の有無と程度によって病

総肺静脈還流異常症 453 先天性心疾患 心房間短絡の大きさと肺血管抵抗に

増悪型労作狭心症 272 ISFC/WHO分類

足血栓性静脈炎 560 血栓性静脈炎

続発性心筋症 29 心筋症 二次性心筋症ともいう。

多源性心室性期外収縮 578 心室性期外収縮

多源性心房頻拍 571 頻脈性上室性不整脈 心房細動に移行しやすい

多発性期外収縮 579 心室性期外収縮

代謝異常による心筋症 38 続発性心筋症

代謝性心筋症 39 代謝異常による心筋症

大動脈炎症候群 100 大動脈疾患 高安病。女性に多い（約10培）。罹患

大動脈解離による心タンポナーデ 534 急性心タンポナーデ

大動脈解離に伴う心膜炎 523 急性心膜炎 大動脈解離症

大動脈解離症 220 大動脈疾患 急性大動脈解離では死亡率が高い。

大動脈解離症 DeBakey III型 224 大動脈解離症 Stanford B型と同じ。腹部臓器虚血症

大動脈解離症 DeBakey II型 223 大動脈解離症 Stanford A型に含まれる。心タンポナ

大動脈解離症 DeBakey I型 99 大動脈解離症 Stanford A型に含まれる。心タンポナ

大動脈解離症 Stanford A型 221 大動脈解離症 心タンポナーデの原因と成りうる。心
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大動脈解離症 Stanford B型 222 大動脈解離症 腹部臓器虚血症状・所見を伴うことが

大動脈外傷 280 外傷性心血管疾患

大動脈狭窄症 438 先天性心疾患 弁性狭窄（とくに二尖弁）が多い

大動脈疾患 153 フォーマル疾患　循環器病

大動脈縮窄症 468 先天性心疾患 心室中隔欠損などの心病変を合併す

大動脈縮窄症に伴う高血圧症 544 二次性高血圧症 大動脈縮窄症

大動脈弁狭窄症 71 心臓弁膜症 若年性では大動脈弁二尖弁に伴うも

大動脈弁心内膜炎 277 自己弁性心内膜炎 大動脈弁機能不全（大動脈弁閉鎖不

大動脈弁閉鎖不全症 73 心臓弁膜症

大動脈弁輪拡張症 162 大動脈疾患 男性に多い。マルファン症候群や大

大動脈瘤 154 大動脈疾患 高血圧症、脂質異常症、糖尿病、腎

大瘻孔性動静脈瘻 395 先天性動静脈瘻 Szilagyi分類

第III度房室ブロック 175 房室ブロック ペースメーカ治療を要する。

第II度房室ブロック 172 房室ブロック

第I度房室ブロック 171 房室ブロック 若年者に多い。病的意義を伴わない

単源性心室性期外収縮 577 心室性期外収縮

単純裂傷 302 急性末梢血管外傷

腸チフス性心筋炎 320 チフス性心筋炎 腸チフス 腸チフスに合併

腸チフス性心内膜炎 367 グラム陰性桿菌性心内膜炎 腸チフス 腸チフスに合併する

腸球菌性心内膜炎 362 急性細菌性心内膜炎

腸骨動脈瘤 160 大動脈瘤

陳旧性右室心筋梗塞 11 陳旧性心筋梗塞 陳旧性下壁心筋梗塞に合併。
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陳旧性下後壁心筋梗塞 239 陳旧性心筋梗塞

陳旧性下側壁心筋梗塞 241 陳旧性心筋梗塞

陳旧性下壁心筋梗塞 62 陳旧性心筋梗塞

陳旧性基部側壁心筋梗塞 95 陳旧性心筋梗塞

陳旧性基部側壁心筋梗塞 249 陳旧性心筋梗塞

陳旧性後基部心筋梗塞 248 陳旧性心筋梗塞

陳旧性後壁心筋梗塞 245 陳旧性心筋梗塞

陳旧性後壁中隔心筋梗塞 4 陳旧性心筋梗塞

陳旧性広範前壁中隔心筋梗塞 233 陳旧性心筋梗塞

陳旧性高位側壁心筋梗塞 243 陳旧性心筋梗塞

陳旧性心筋梗塞 45 心筋梗塞

陳旧性心尖側壁心筋梗塞 251 陳旧性心筋梗塞

陳旧性前側壁心筋梗塞 231 陳旧性心筋梗塞

陳旧性前壁心筋梗塞 60 陳旧性心筋梗塞

陳旧性前壁心尖心筋梗塞 235 陳旧性心筋梗塞

陳旧性前壁中隔心筋梗塞 237 陳旧性心筋梗塞

陳旧性側壁心筋梗塞 61 陳旧性心筋梗塞

陳旧性中隔心筋梗塞 6 陳旧性心筋梗塞

通常型心房粗動 197 心房粗動

低血圧症 228 フォーマル疾患　循環器病

糖尿病性心筋症 477 代謝性心筋症 糖尿病 冠動脈狭窄の有無を問わないが、冠

透析低血圧症 227 二次性低血圧症
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動静脈瘻 384 抹消動脈・静脈およびリンパ管疾患

動静脈瘻（外傷） 385 慢性末梢血管外傷

動脈管開存症 215 先天性心疾患 先天性心疾患の約5～10%。

洞結節リエントリー性頻拍 570 発作性上室性頻拍

洞性徐脈 166 洞不全症候群 Rubenstein I型

洞性頻脈 186 頻脈性上室性不整脈 発熱、心不全、ショック、出血、貧血、

洞性不整脈 564 不整脈 呼吸性変動が多い。無症状。

洞停止 168 洞不全症候群

洞不全症候群 165 徐脈性不整脈 高齢者に多い。血栓塞栓症を合併し

洞房ブロック 167 洞不全症候群 Rubenstein II型

特発性QT延長症候群 586 QT延長症候群

特発性収縮性心膜炎 527 収縮性心膜炎

特発性心筋炎 378 心筋炎

特発性心筋症 26 心筋症 現在は原因が解明されつつある。うっ

特発性心室細動 584 心室細動

特発性心膜炎 331 急性心膜炎

特発性僧帽弁逸脱症 17 僧帽弁逸脱症候群 僧帽弁逸脱症候群の約５％程度。

鈍的外傷 310 大動脈外傷

内分泌性高血圧症 151 二次性高血圧症

内分泌性心筋症 37 代謝異常による心筋症

内膜損傷 306 急性末梢血管外傷

二次孔型心房中隔欠損症 207 心房中隔欠損症 心房中隔欠損症の約70%
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二次性QT延長症候群 588 QT延長症候群 薬剤性および電解質異常（低K血症、

二次性リンパ浮腫 121 リンパ浮腫 癌、フィラリア、悪性リンパ腫、外科的

二次性レイノー病 553 レイノー症候群 膠原病などの基礎疾患

二次性高血圧症 148 高血圧症 腎性高血圧症が多い

二次性静脈瘤 111 下肢静脈瘤 深部静脈血栓症などの合併が多い。

二次性僧帽弁逸脱症 18 僧帽弁逸脱症候群 心房中隔欠損症、心筋症に合併する

二次性低血圧症 489 低血圧症

二次性肺高血圧 407 肺高血圧症

乳び性心膜炎 509 急性心膜炎

乳頭状線維弾性腫 598 心臓良性腫瘍 剖検や心エコー検査で偶然発見され

乳房切除後リンパ浮腫症候群 122 二次性リンパ浮腫

尿毒症性心膜炎 503 急性心膜炎 慢性腎不全 血液透析導入前と透析中に出現する

妊娠高血圧症 545 二次性高血圧症

熱傷に伴う起立性低血圧症 495 循環血液量減少性起立性低血圧症

嚢状大動脈瘤 538 大動脈瘤

敗血症、エンドキシンショックに伴う 497 心臓及び血管異常に伴う起立性低 敗血症、エンドキシンショック

肺炎球菌性心膜炎 343 細菌性心膜炎

肺血栓塞栓症 409 肺塞栓症 血栓起源の90%は骨盤腔内を含めた

肺梗塞 411 肺塞栓症 肺塞栓の約10%に合併

肺高血圧症 404 肺動脈疾患 右心不全（頸動脈怒張、肝腫大、下腿

肺塞栓症 408 肺動脈疾患 塞栓子：血栓（最多）、腫瘍、脂肪・骨

肺静脈血栓塞栓症 410 肺血栓塞栓症
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肺動静脈瘻 389 先天性動静脈瘻

肺動静脈瘻 562 先天性心疾患 遺伝性毛細血管拡張症に伴うことが

肺動脈狭窄症 216 先天性心疾患 先天性心疾患の約6～10%。

肺動脈疾患 403 フォーマル疾患　循環器病

肺動脈性肺高血圧 405 肺高血圧症

肺動脈閉鎖症 432 先天性心疾患 予後不良

肺動脈弁下心室中隔欠損症 591 円錐部心室中隔欠損症

肺動脈弁上狭窄症 219 肺動脈狭窄症 稀

肺動脈弁閉鎖不全症 83 心臓弁膜症

培養陰性心内膜炎 96 感染性心内膜炎

梅毒性心筋炎 316 感染性心筋炎

梅毒性心内膜炎 369 急性感染性心内膜炎

梅毒性心膜炎 347 細菌性心膜炎

梅毒性大動脈弁閉鎖不全症 75 大動脈弁閉鎖不全症

発作性上室性頻拍 188 頻脈性上室性不整脈 若年者に多い。

発作性心房細動 192 心房細動

発作性心房粗動 196 心房粗動

反復性肺塞栓症 416 肺塞栓症

肥大型心筋症 52 特発性心筋症

非Q心筋梗塞 257 心筋梗塞 心内膜下心筋梗塞、非貫壁性心筋

非リウマチ性三尖弁閉鎖不全症 21 器質的三尖弁閉鎖不全

非リウマチ性僧帽弁閉鎖不全症 16 僧帽弁閉鎖不全症
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非活動型動静脈瘻 394 先天性動静脈瘻 多田分類

非貫壁性心筋梗塞 254 心筋梗塞 心内膜下心筋梗塞、非Ｑ心筋梗塞と

非持続性心室頻拍 203 心室頻拍

非持続性多形性心室頻拍 583 非持続性心室頻拍 torsade de pointesもこの１種

非腫瘤型動静脈瘻 392 先天性動静脈瘻 多田分類

非穿通性心損傷 292 心臓外傷 拡張末期や収縮早期に衝撃が加わる

非通常型心房粗動 198 心房粗動

非閉塞型肥大型心筋症 65 肥大型心筋症

表在性血栓性静脈炎 117 静脈炎

表皮ブドウ球菌性心内膜炎 363 急性細菌性心内膜炎

頻脈性上室性不整脈 185 不整脈 洞結節由来を正所性、それ以外の起

頻脈性心室性不整脈 199 不整脈

不安定狭心症 269 虚血性心疾患 急性冠症候群にも含まれる

不完全右脚ブロック 179 右脚ブロック

不完全左脚ブロック 182 左脚ブロック

不顕性WPW症候群 575 WPW症候群 Kent束は不整脈（房室回帰性頻拍が

不整脈 163 フォーマル疾患　循環器病 洞調律でも心拍数50/分以下または1

不整脈原性右室心筋症 67 特発性心筋症

部分肺静脈還流異常症 458 先天性心疾患 還流異常の肺静脈本数と、合併する

副腎性高血圧症 539 内分泌性高血圧症

腹部大動脈瘤 159 大動脈瘤 腎動脈分岐部より下部大動脈に多い

腹部動静脈瘻 390 先天性動静脈瘻
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分娩後心筋症 31 産褥性心筋症

閉塞型肥大型心筋症 64 肥大型心筋症

閉塞性血栓血管炎 108 抹消動脈・静脈およびリンパ管疾患 Buerger病とも呼ぶ。若年～中年男性

閉塞性動脈硬化症 102 抹消動脈・静脈およびリンパ管疾患 抹消動脈疾患(peripheral arterial dise

閉塞性動脈硬化症(Fontaine分類 III 105 閉塞性動脈硬化症

閉塞性動脈硬化症(Fontaine分類 II 104 閉塞性動脈硬化症

閉塞性動脈硬化症(Fontaine分類 IV 106 閉塞性動脈硬化症 糖尿病合併例が多い。

閉塞性動脈硬化症(Fontaine分類 I 103 閉塞性動脈硬化症

弁、腱索、乳頭筋損傷 291 穿通性心損傷

弁下性狭窄 441 大動脈狭窄症

弁上性狭窄 440 大動脈狭窄症 ウィリアムス症候群(Williams症候群）

弁性狭窄 439 大動脈狭窄症 二尖弁が多い（>一尖弁）

弁性肺動脈弁狭窄症 217 肺動脈狭窄症 多い。

弁損傷 297 非穿通性心損傷

弁膜症合併症としての心筋症 609 続発性心筋症

放射線による心膜炎 505 急性心膜炎

房室ブロック 170 徐脈性不整脈

房室回帰性頻拍 189 発作性上室性頻拍 WPW症候群に合併する

房室結節回帰性頻拍 190 発作性上室性頻拍

紡錘状大動脈瘤 537 大動脈瘤

本管型動静脈瘻 397 先天性動静脈瘻 Malan分類

本態性高血圧症 147 高血圧症
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本態性低血圧 488 低血圧症 若年女性に多い。

膜様部心室中隔欠損症 211 心室中隔欠損症 心室中隔欠損症の約60～80%。心室

抹消動脈・静脈およびリンパ管疾患 101 フォーマル疾患　循環器病

末梢血管外傷 281 外傷性心血管疾患

末端肥大症に伴う高血圧症 543 内分泌性高血圧症 末端肥大症 末端肥大症の約30%に合併

末端肥大症性心筋症 474 内分泌性心筋症 末端肥大症 高血圧や糖尿病なども合併しやすい

慢性関節リウマチ性心膜炎 510 膠原病性心膜炎 慢性関節リウマチ

慢性心タンポナーデ 531 心タンポナーデ 心膜炎や悪性腫瘍に伴う心タンポナ

慢性心筋炎 89 心筋炎 急性心筋炎から持続・遷延するものと

慢性心房細動 193 心房細動

慢性肺血栓塞栓症 415 慢性肺塞栓症

慢性肺血栓塞栓性肺高血圧症 412 二次性肺高血圧 肺血栓塞栓症

慢性肺塞栓症 414 肺塞栓症

慢性末梢血管外傷 300 末梢血管外傷

無症候性心筋虚血 258 虚血性心疾患 糖尿病患者に多い。

網状リンパ管炎 127 リンパ管炎 連鎖球菌やブドウ球菌性が多い

薬剤性QT延長症候群 589 二次性QT延長症候群 抗不整脈薬や向精神薬などが多い

薬剤性心筋症 41 続発性心筋症

薬剤性心膜炎 518 急性心膜炎

薬剤性低血圧症 229 二次性低血圧症

癒着性心膜炎 529 急性心膜炎

遊走性血栓性静脈炎 118 表在性血栓性静脈炎 Buerger病やベーチェット病などに合
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溶連菌性心内膜炎 375 亜急性細菌性心内膜炎

流行性耳下腺炎性心膜炎 338 ウイルス性心膜炎 流行性耳下腺炎に合併。

両大血管右室起始症 450 先天性心疾患 肺動脈狭窄の有無と心室中隔欠損の

良性縦隔奇形腫 596 心臓良性腫瘍

良性心膜中皮腫 597 心臓良性腫瘍

緑膿菌性心内膜炎 365 グラム陰性桿菌性心内膜炎

淋菌性心筋炎 315 感染性心筋炎

淋菌性心内膜炎 368 急性細菌性心内膜炎

淋菌性心膜炎 348 細菌性心膜炎

連鎖球菌性心内膜炎 359 急性細菌性心内膜炎 緑色連鎖球菌性では予後良好。

連鎖球菌性心膜炎 345 細菌性心膜炎

労作性狭心症 50 器質性狭心症

漏斗部型心室中隔欠損症 592 円錐部心室中隔欠損症

漏斗部肺動脈弁狭窄症 218 肺動脈狭窄症

漿液性心膜炎 525 急性心膜炎

猩紅熱性心筋炎 318 感染性心筋炎 猩紅熱 猩紅熱に合併。

膠原病性心膜炎 507 自己免疫性心膜炎 膠原病 全身性エリテトーゼスが多い。強皮症

頸動脈洞過敏症 501 頸動脈洞症候群 高齢者の約10%

頸動脈洞症候群 500 低血圧症
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