
 

JROAD-DPCによる非動脈硬化性心筋梗塞の実態解明と二次調査研究 

 

１．研究の対象 

2005年 1月 1日から 2020年 12月 31日の期間に開催された日本内科学会・日本循環器学

会・日本心血管インターベンション学会それぞれの学術集会総会・地方会抄録調査を行い、非

動脈硬化性心筋梗塞症例を発表されている施設における非動脈硬化性心筋梗塞患者。 

 

２．研究目的・方法 

DPC データならびに過去の学会抄録調査を基に同定された非動脈硬化性急性心筋梗

塞症例経験を有する施設からの協力を得て行う長期予後解析により、非動脈硬化性

急性心筋梗塞症例の臨床像を明らかにすることを目的とする。 

 

３．研究に用いる試料・情報の種類 

資料１および２をご参照ください． 

４．外部への試料・情報の提供 

1. 登録した症例は各施設にて症例毎データシート入力を行い、入力後のデータシー

トは国立循環器病研究センターに郵送・メールあるいは本研究用の OneDriveへの

アップロードにより集積させる。郵送にて送られてきたデータシートは、国立循

環器病研究センター病院棟 1 階 CCU 病棟 秘書室内の施錠可能なキャビネットに

保管する (保管責任者 片岡 有)。 

2. 匿名化は各施設により行われ施設ごとに研究 IDを振り、対応表を作成する。対応

表は各施設にて保管し、施設外には提供しない。各共同研究機関における情報の

保管場所は、分担研究者等リストに記載する。 

3.  国立循環器病研究センターへ集約された情報を電子化したデータについては、

病院棟 1 階 CCU 病棟 秘書室のインターネット接続の制限されたコンピュータ上

に保管し、パスワードロックによるアクセス制限を行い、研究に関与する者以外

からアクセスできないようにするなど情報セキュリティ対策を十分に実施し、厳

重に管理する(管理責任者: 片岡 有)。コンピューターへのアクセスは、研究代

表者のみである。 

 

５．研究組織 

① 研究代表者（統括責任者）・研究事務局・データセンター 

     片岡 有 国立循環器病研究センター病院 心臓血管内科 冠疾患科 医長 

〒564-8565 大阪府吹田市岸部新町６番１号 

TEL：06-6170-1069 (ダイヤルイン) 60189  FAX:06-6170-1782 

Mail: yu.kataoka@ncvc.go.jp 



 

② 共同研究機関 

代表研究機関：国立循環器病研究センター病院 

1 JA北海道厚生連帯広厚生病院循環器内科 高橋 亨 

2 JA北海道厚生連遠軽厚生病院循環器科  塩越 隆広 

3 JA長野厚生連北信総合病院循環器内科 金城 恒道 

4 さいたま市民医療センター循環器科 中村 智弘 

5 ひたちなか総合病院循環器内科 川村 龍 

6 ツカザキ病院循環器内科 萩倉 新 

7 トヨタ記念病院循環器内科 小林 光一 

8 一宮市立市民病院循環器内科 石黒 久晶 

9 久留米大学病院心臓・血管内科 柴田 龍宏 

10 九州中央病院循環器内科 小田代 敬太 

11 京都中部総合医療センター循環器内科 野村 哲矢 

12 京都医療センター循環器内科 赤尾 昌治 

13 京都府立医科大学附属病院循環器内科 的場 聖明 

14 京都桂病院心臓血管センター 中村 茂 

15 京都第一赤十字病院心臓センター 兵庫 匡幸 

16 仙台市立病院循環器内科 三引 義明 

17 仙台循環器病センター循環器内科 藤井 真也 

18 伊勢赤十字病院循環器内科 世古 哲哉 

19 住友病院循環器内科 安賀 裕二 

20 佐賀県医療センター好生館循環器内科 吉田 敬規 

21 公立富岡総合病院循環器科 金子 克己 

22 公立松任石川中央病院循環器内科 大谷 啓輔 

23 公立藤岡総合病院循環器内科 髙松 寛人 

24 兵庫県立はりま姫路総合医療センター 谷口 泰代 

25 兵庫県立尼崎総合医療センター循環器内科 佐藤 幸人 

26 北九州市立医療センター循環器内科 沼口 宏太郎 

27 北播磨総合医療センター循環器内科 田頭 達 

28 北海道大学病院循環病態内科学 永井 利幸 

29 北里大学病院循環器内科 阿古 潤哉 

30 千葉県救急医療センター循環器治療科 酒井 芳昭 

31 友愛医療センター循環器内科 嘉数 敦 

32 名古屋市立大学医学部附属東部医療センター循環器内科 蜂矢 健太 

33 名古屋市立大学病院循環器内科 伊藤 剛 



 

34 名古屋徳洲会総合病院循環器内科 青山 英和 

35 国立病院機構九州医療センター循環器内科 村里 嘉信 

36 国立病院機構岩国医療センター循環器内科 片山 祐介 

37 国際医療福祉大学病院循環器内科 武田 守彦 

38 土浦協同病院循環器内科 角田 恒和 

39 埼玉医科大学総合医療センター心臓内科 井上 芳郎 

40 埼玉東部循環器病院循環器内科 原城 達夫 

41 埼玉県立循環器・呼吸器病センター循環器内科 武藤 誠 

42 多根総合病院循環器内科 塚本 拓也 

43 大分医療センター循環器内科 有川 雅也 

44 大分赤十字病院循環器内科 室園 祐吉 

45 大垣市民病院循環器内科 森島 逸郎 

46 大津赤十字病院循環器内科 陣内 俊和 

47 大阪医科薬科大学病院循環器内科 星賀 正明 

48 大阪南医療センター循環器科 長谷川 新治 

49 奈良県西和医療センター循環器内科 中井 健仁 

50 宇治徳州会病院心臓血管内科 松岡 俊三 

51 安城更生病院循環器内科 植村 祐介 

52 宮崎大学医学部内科学講座循環体液制御学分野(第一内科) 海北 幸一 

53 宮崎市郡医師会病院心臓病センター循環器内科 西平 賢作 

54 宮崎県立延岡病院循環器内科 山本 展誉 

55 富山大学附属病院循環器内科 絹川 弘一郎 

56 富山県立中央病院循環器内科 音羽 勘一 

57 小牧市民病院循環器内科 今井 元 

58 山口労災病院循環器内科 瀧田 覚 

59 山口大学医学部附属病院器官病態内科学第二内科 岡村 誉之 

60 山口県立総合医療センター循環器内科 中尾 文昭 

61 山形大学医学部附属病院第一内科 渡辺 昌文 

62 岩手県立中部病院第１循環器内科 齊藤 秀典 

63 岸和田徳州会病院循環器内科 松尾 好記 

64 島根県立中央病院循環器科 小田 強 

65 島田市立総合医療センター循環器内科 金森 範夫 

66 川崎医科大学総合医療センター循環器内科 大澤 和宏 

67 川崎市立多摩病院 樋熊 拓未 

68 市立四日市病院循環器内科 内田 恭寛 



 

69 市立旭川病院 石井 良直 

70 市立秋田総合病院内科 藤原 敏弥 

71 市立豊中病院循環器内科 熊田 全裕 

72 康生会武田病院循環器内科循環器センター 木下 法之 

73 徳島県立中央病院循環器内科 山本 浩史 

74 徳島赤十字病院循環器内科 岸 宏一 

75 愛仁会高槻病院循環器内科 中島 健爾 

76 愛媛労災病院循環器内科 佐藤 晃 

77 愛媛県立中央病院循環器内科 岡山 英樹 

78 手稲渓仁会病院循環器内科 湯田 聡 

79 新古賀病院循環器内科 川﨑 友裕 

80 新潟大学大学院医歯学総合研究科循環器内科 尾崎 和幸 

81 新潟市民病院循環器内科 土田 圭一 

82 日本医科大学多摩永山病院 小谷 英太郎 

83 日本生命病院循環器内科 中川 厚 

84 旭川厚生病院循環器科 鈴木 孝英 

85 星総合病院循環器内科 中村 裕一 

86 昭和大学藤が丘病院循環器内科 鈴木 洋 

87 札幌医科大学附属病院循環器・腎臓・代謝内分泌内科 國分 宣明 

88 杏林大学医学部付属病院循環器内科 舟橋 紗耶華 

89 東京大学医学部附属病院循環器内科 小室 一成 

90 東京女子医科大学病院循環器内科 山口 淳一 

91 東京山手メディカルセンター循環器内科 渡部 真吾 

92 東京警察病院循環器科 笠尾 昌史 

93 東北大学病院循環器内科 安田 聡 

94 東大和病院循環器科 加藤 隆一 

95 松戸市立総合医療センター循環器内科 福島 賢一 

96 柏厚生総合病院循環器内科 藤野 祐介 

97 栃木医療センター循環器内科 足立 太一 

98 榊原記念病院循環器内科 七里 守 

99 独立行政法人 労働者健康安全機構 横浜労災病院循環器内科 柚本 和彦 

100 横浜市立大学附属市民総合医療センター心臓血管センター 日比 潔 

101 横浜市立市民病院循環器内科 根岸 耕二 

102 水戸協同病院循環器内科 外山 昌弘 

103 江南厚生病院循環器内科第一循環器内科 片岡 浩樹 



 

104 沖縄県立中部病院循環器内科 屋宜 宣仁 

105 河内総合病院循環器内科 河村 晃弘 

106 済生会熊本病院心臓血管センター 坂本 知浩 

107 滋賀医科大学医学部附属病院循環器内科 酒井 宏 

108 滋賀病院循環器内科 松井 俊樹 

109 熊本大学病院循環器内科 辻田 賢一 

110 獨協医科大学病院心臓・血管内科/循環器内科 金谷 智明 

111 王子総合病院循環器内科 松本 倫明 

112 産業医科大学病院循環器内科 片岡 雅晴 

113 県立広島病院循環器内科 上田 浩徳 

114 石川県立中央病院循環器内科 安田 敏彦 

115 磐田市立総合病院循環器内科 松永 正紀 

116 社会医療法人近森会近森病院循環器内科 川井 和哉 

117 神奈川県立足柄上病院循環器内科 久慈 正太郎 

118 神戸大学医学部附属病院循環器内科 平田 健一 

119 福井赤十字病院循環器内科 榊原 圭一 

120 福山循環器病院循環器内科 佐藤 克政 

121 福島赤十字病院循環器内科 大和田 尊之 

122 筑波大学附属病院循環器内科 星 智也 

123 紀南病院循環器科 木村 桂三 

124 群馬県済生会前橋病院循環器内科 中野 明彦 

125 聖マリアンナ医科大学病院循環器内科 明石 嘉浩 

126 聖路加国際病院循環器内科 小宮山 伸之 

127 自治医科大学附属さいたま医療センター循環器科 坂倉 建一 

128 自治医科大学附属病院循環器センター内科部門 船山 大 

129 藤枝市立総合病院循環器内科 渡邊 明規 

130 藤田医科大学病院循環器内科 村松 崇 

131 諫早総合病院循環器内科 山口 研児 

132 赤穂市民病院循環器科 平沼 永敏 

133 近江八幡市立総合医療センター循環器内科 中上 拓男 

134 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科循環器内科学 吉牟田 剛 

135 関東中央病院循環器内科 伊藤 敦彦 

136 防衛医科大学校病院集中治療部 眞﨑 暢之 

137 静岡県立総合病院循環器内科 坂本 裕樹 

138 順天堂大学医学部附属静岡病院循環器内科 諏訪 哲 



 

139 順天堂大学医学部附属順天堂医院循環器内科 土肥 智貴 

140 飯塚病院循環器内科 川上 将司 

141 高知大学医学部附属病院老年病・循環器内科学講座 山崎 直仁 

142 高知赤十字病院循環器内科 川田 泰正 

143 北摂総合病院 森井 功 

144 新宮市立医療センター循環器内科 猪野 靖 

145 地方独立行政法人りんくう総合医療センター 習田 龍 

 

６．お問い合わせ先 

本研究に関するご質問等がありましたら下記の連絡先までお問い合わせ下さい。 

ご希望があれば、他の研究対象者の個人情報及び知的財産の保護に支障がない範囲内で、

研究計画書及び関連資料を閲覧することが出来ますのでお申出下さい。 

また、試料・情報が当該研究に用いられることについて患者さんもしくは患者さんの代理

人の方にご了承いただけない場合には研究対象としませんので、下記の連絡先までお申出

ください。その場合でも患者さんに不利益が生じることはありません。 

 

  照会先および研究への利用を拒否する場合の連絡先： 

  京都中部総合医療センター 患者相談係 

 平日 8：30～17：00 

研究責任者： 京都中部総合医療センター 循環器内科 野村哲矢 

 

研究代表者： 京都中部総合医療センター 循環器内科 野村哲矢 

-------------------------------------------------------------------以上 

 

  



 

資料 1  

・JROAD 用データセット作成定義 

列

番 

列名 日本語列名 

1 Inst_Code 施設コード 

2 data_ID データ識別番号 

3 hospitalization_date 入院年月日 

4 Times 回数管理番号 

5 Int_ID 統括診療情報番号 

6 gender 性別 

7 zip 患者住所地域の郵便番号 

8 mode_hopitalization 入院経路 

9 Referel 他院よりの紹介の有無 

10 hospitalization_Clinic 自院の外来からの入院 

11 emergency_admi 予定・救急医療入院 

12 Ambulance 救急車による搬送の有無 

13 pre_Homecare 入院前の在宅医療の有無 



 

14 selfinjury_suicide 自傷行為・自殺企図の有無 

15 discharge_date 退院年月日 

16 discharge_location 退院先 

17 Prognosis_discharge 退院時転帰 

18 death_24h 入院から 24 時間以内の死亡の有無 

19 post_Homecare 退院後の在宅医療の有無 

20 FF1_Initial_date 様式 1 開始日 

21 FF1_Final_date 様式 1 終了日 

22 Department_code 診療科コード 

23 transfer 転科の有無 

24 general_hosp 調査対象となる一般病棟への入院の有無 

25 psy_hosp 調査対象となる精神病棟への入院の有無 

26 other_hosp その他の病棟への入院の有無 

27 Aim_hospitalization 入院中の主な診療目的 

28 Trial 治験実施の有無 

29 prior_admi_date 前回退院年月日 

30 prior_admi_same_DX 前回同一疾病で自院入院の有無 

31 Rehospitalization 再入院種別 



 

32 Rehospitalization_code 理由の種別 

33 free_comment 自由記載欄 

34 Retransfer 再転棟種別 

35 Retransfer_code 理由の種別 2 

36 free_comment2 自由記載欄 2 

37 height 身長 

38 weight 体重 

39 Brinkman 喫煙指数 

40 Bedsore1_admi_date 褥瘡入棟日 1 

41 Bedsore1_discharge_date 褥瘡退棟日 1 

42 Bedsore1_admi 入棟時の褥瘡の有無 1 

43 Bedsore1_discharge 退院時の褥瘡の有無 1 

44 Bedsore2_admi_date 褥瘡入棟日 2 

45 Bedsore2_discharge_date 褥瘡退棟日 2 

46 Bedsore2_admi 入棟時の褥瘡の有無 2 

47 Bedsore2_discharge 退院時の褥瘡の有無 2 

48 Bedsore3_admi_date 褥瘡入棟日 3 

49 Bedsore3_discharge_date 褥瘡退棟日 3 



 

50 Bedsore3_admi 入棟時の褥瘡の有無 3 

51 Bedsore3_discharge 退院時の褥瘡の有無 3 

52 Pregnancy 現在の妊娠の有無 

53 Pregnancy_week_admi 入院時の妊娠週数 

54 BW_at_birth 出生時体重 

55 Pregnancy_week_birth 出生時妊娠週数 

56 degree_of_IL_Demented_elderly 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準 

57 nursing_care_level 要介護度 

58 medical_care_initial_date 療養病棟算定開始日 

59 medical_care_final_date 療養病棟算定終了日 

60 poor_nutirition_initial 療養病棟算定開始時_低栄養の有無 

61 eating_disorder_initial 療養病棟算定開始時_摂食・嚥下機能障害の有無 

62 poor_nutirition_final 療養病棟算定終了時_低栄養の有無 

63 eating_disorder_final 療養病棟算定終了時_摂食・嚥下機能障害の有無 

64 Main_ICD10 主傷病名 ICD10 

65 Main_Dx_code 主傷病名傷病名コード 

66 Main_Dx 主傷病名 



 

67 Initial_ICD10 入院契機 ICD10 

68 Initial_DX_code 入院契機傷病名コード 

69 Initial_DX 入院契機傷病名 

70 most_DX_ICD 医療資源最傷病 ICD10 

71 DX_add_code 病名付加コード 

72 most_DX_code 医療資源最傷病名コード 

73 most_DX 医療資源最傷病名 

74 second_DX_ICD 医療資源 2 番目傷病 ICD10 

75 second_DX_code 医療資源 2 番目傷病名コード 

76 second_DX 医療資源 2 番目傷病名 

77 comorbid1_ICD 入院時併存症 1 名 ICD10 

78 comorbid1_code 入院時併存症 1 名傷病名コード 

79 comorbid1 入院時併存症 1 名 

80 comorbid2_ICD 入院時併存症 2 名 ICD10 

81 comorbid2_code 入院時併存症 2 名傷病名コード 

82 comorbid2 入院時併存症 2 名 

83 comorbid3_ICD 入院時併存症 3 名 ICD10 

84 comorbid3_code 入院時併存症 3 名傷病名コード 



 

85 comorbid3 入院時併存症 3 名 

86 comorbid4_ICD 入院時併存症 4 名 ICD10 

87 comorbid4_code 入院時併存症 4 名傷病名コード 

88 comorbid4 入院時併存症 4 名 

89 comorbid5_ICD 入院時併存症 5 名 ICD10 

90 comorbid5_code 入院時併存症 5 名傷病名コード 

91 comorbid5 入院時併存症 5 名 

92 comorbid6_ICD 入院時併存症 6 名 ICD10 

93 comorbid6_code 入院時併存症 6 名傷病名コード 

94 comorbid6 入院時併存症 6 名 

95 comorbid7_ICD 入院時併存症 7 名 ICD10 

96 comorbid7_code 入院時併存症 7 名傷病名コード 

97 comorbid7 入院時併存症 7 名 

98 comorbid8_ICD 入院時併存症 8 名 ICD10 

99 comorbid8_code 入院時併存症 8 名傷病名コード 

100 comorbid8 入院時併存症 8 名 

101 comorbid9_ICD 入院時併存症 9 名 ICD10 

102 comorbid9_code 入院時併存症 9 名傷病名コード 



 

103 comorbid9 入院時併存症 9 名 

104 comorbid10_ICD 入院時併存症 10 名 ICD10 

105 comorbid10_code 入院時併存症 10 名傷病名コード 

106 comorbid10 入院時併存症 10 名 

107 complication1_ICD 続発症 1ICD10 

108 complication1_code 続発症 1 名傷病名コード 

109 complication1 続発症 1 名 

110 complication2_ICD 続発症 2ICD10 

111 complication2_code 続発症 2 名傷病名コード 

112 complication2 続発症 2 名 

113 complication3_ICD 続発症 3ICD10 

114 complication3_code 続発症 3 名傷病名コード 

115 complication3 続発症 3 名 

116 complication4_ICD 続発症 4ICD10 

117 complication4_code 続発症 4 名傷病名コード 

118 complication4 続発症 4 名 

119 complication5_ICD 続発症 5 名 ICD10 

120 complication5_code 続発症 5 名傷病名コード 



 

121 complication5 続発症 5 名 

122 complication6_ICD 続発症 6 名 ICD10 

123 complication6_code 続発症 6 名傷病名コード 

124 complication6 続発症 6 名 

125 complication7_ICD 続発症 7 名 ICD10 

126 complication7_code 続発症 7 名傷病名コード 

127 complication7 続発症 7 名 

128 complication8_ICD 続発症 8 名 ICD10 

129 complication8_code 続発症 8 名傷病名コード 

130 complication8 続発症 8 名 

131 complication9_ICD 続発症 9 名 ICD10 

132 complication9_code 続発症 9 名傷病名コード 

133 complication9 続発症 9 名 

134 complication10_ICD 続発症 10 名 ICD10 

135 complication10_code 続発症 10 名傷病名コード 

136 complication10 続発症 10 名 

137 intractable_disease_no1 難病の告示番号 1 

138 intractable_disease_subsidy_no1 医療費助成の有無 1 



 

139 intractable_disease_no2 難病の告示番号 2 

140 intractable_disease_subsidy_no2 医療費助成の有無 2 

141 ope1_date 手術 1 手術日 

142 ope1_code 手術 1 点数表コード 

143 ope1_STEM7 手術 1 基幹コード 

144 ope1_N 手術 1 手術回数 

145 ope1_N_side 手術 1 手術側数 

146 ope1_anesthesia 手術 1 麻酔 

147 ope1 手術 1 名 

148 ope2_date 手術 2 手術日 

149 ope2_code 手術 2 点数表コード 

150 ope2_STEM7 手術 2 基幹コード 

151 ope2_N 手術 2 手術回数 

152 ope2_N_side 手術 2 手術側数 

153 ope2_anesthesia 手術 2 麻酔 

154 ope2 手術 2 名 

155 ope3_date 手術 3 手術日 

156 ope3_code 手術 3 点数表コード 



 

157 ope3_STEM7 手術 3 基幹コード 

158 ope3_N 手術 3 手術回数 

159 ope3_N_side 手術 3 手術側数 

160 ope3_anesthesia 手術 3 麻酔 

161 ope3 手術 3 名 

162 ope4_date 手術 4 手術日 

163 ope4_code 手術 4 点数表コード 

164 ope4_STEM7 手術 4 基幹コード 

165 ope4_N 手術 4 手術回数 

166 ope4_N_side 手術 4 手術側数 

167 ope4_anesthesia 手術 4 麻酔 

168 ope4 手術 4 名 

169 ope5_date 手術 5 手術日 

170 ope5_code 手術 5 点数表コード 

171 ope5_STEM7 手術 5 基幹コード 

172 ope5_N 手術 5 手術回数 

173 ope5_N_side 手術 5 手術側数 

174 ope5_anesthesia 手術 5 麻酔 



 

175 ope5 手術 5 名 

176 Medicines_brought 持参薬使用状況 

177 ADL_admi 入院時ＡＤＬスコア 

178 ADL_discharge 退院時ＡＤＬスコア 

179 Cancer_recurrence がんの初発再発 

180 UICC_T UICC 病期分類 T 

181 UICC_N UICC 病期分類 N 

182 UICC_M UICC 病期分類 M 

183 UICC_stage UICC 病期分類(版) 

184 Cancer_Stage がんの Stage 分類 

185 chemotherapy 化学療法の有無 

186 FIM1_initial_date FIM 入棟日 1 

187 FIM1_final_date FIM 退棟日 1 

188 FIM1_score_initial 入棟時 FIM 得点 1 

189 FIM1_score_final 退棟時 FIM 得点 1 

190 FIM1_weight_initial 入棟時体重 1 

191 FIM1_weight_final 退棟時体重 1 

192 FIM2_initial_date FIM 入棟日 2 



 

193 FIM2_final_date FIM 退棟日 2 

194 FIM2_score_initial 入棟時 FIM 得点 2 

195 FIM2_score_final 退棟時 FIM 得点 2 

196 FIM2_weight_initial 入棟時体重 2 

197 FIM2_weight_final 退棟時体重 2 

198 FIM3_initial_date FIM 入棟日 3 

199 FIM3_final_date FIM 退棟日 3 

200 FIM3_score_initial 入棟時 FIM 得点 3 

201 FIM3_score_final 退棟時 FIM 得点 3 

202 FIM3_weight_initial 入棟時体重 3 

203 FIM3_weight_final 退棟時体重 3 

204 JCS_admi 発症時意識障害 JCS 

205 JCS_discharge 退院時意識障害 JCS 

206 mRS_admi 入院時 modified Rankin Scale 

207 stroke_onset 脳卒中の発症時期 

208 mRS_discharge 退院時 modified Rankin Scale 

209 temozolomide テモゾロミドの有無 

210 Hugh_Jones Hugh-Jones 分類 



 

211 Pneumonia_Class 肺炎の重症度分類 

212 Pneumonia_care_related 医療介護関連肺炎に該当の有無 

213 NYHA 心疾患ＮＹＨＡ心機能分類 

214 CCS 

狭心症、慢性虚血性心疾患における入院時の重症度

（CCS 分類） 

215 Killip 急性心筋梗塞における入院時の重症度(Killip 分類) 

216 HF_onset 心不全の発症時期 

217 HF_SBP 収縮期血圧 

218 HF_heart_rate 心拍数 

219 HF_cardiac_rhythm 心調律 

220 Child_Pugh 肝硬変の Child-pugh 分類 

221 Pancreatitis_Class 急性膵炎の重症度分類 

222 Molecular_target_Antirheumatic_1st 抗リウマチ分子標的薬の初回導入治療の有無 

223 in_Gestation 入院周辺の分娩の有無 

224 Bleed_V_gestation 分娩時出血量 

225 Burn_Index Burn Index 

226 GAF_admi 入院時 GAF 尺度 



 

227 Law_psy_mode 精神保健福祉法における入院形態 

228 Law_psy_days 精神保健福祉法に基づく隔離日数 

229 Law_psy_restrain 精神保健福祉法に基づく身体拘束日数 

230 SOFA_ICU_date_day1 SOFA スコア/特定集中治療室 入室日当日測定日 

231 SOFA_ICU_date_day2 SOFA スコア/特定集中治療室 入室日翌日測定日 

232 SOFA_ICU_date_lastday SOFA スコア/特定集中治療室 退室日測定日 

233 SOFA_ICU_score_day1 SOFA スコア/特定集中治療室 入室日当日測定値 

234 SOFA_ICU_score_day2 SOFA スコア/特定集中治療室 入室日翌日測定値 

235 SOFA_ICU_score_lastday SOFA スコア/特定集中治療室 退室日測定値 

236 SOFA_Sepsis_date_day1 SOFA スコア/敗血症 治療開始日当日測定日 

237 SOFA_Sepsis_date_day2 SOFA スコア/敗血症 治療開始日翌日測定日 

238 SOFA_Sepsis_score_day1 SOFA スコア/敗血症 治療開始日当日測定値 

239 SOFA_Sepsis_score_day2 SOFA スコア/敗血症 治療開始日翌日測定値 

240 pSOFA_ICU_date_day1 pSOFA スコア/特定集中治療室 入室日当日測定日 

241 pSOFA_ICU_date_day2 pSOFA スコア/特定集中治療室 入室日翌日測定日 

242 pSOFA_ICU_date_lastday pSOFA スコア/特定集中治療室 退室日測定日 

243 pSOFA_ICU_score_day1 pSOFA スコア/特定集中治療室 入室日当日測定値 

244 pSOFA_ICU_score_day2 pSOFA スコア/特定集中治療室 入室日翌日測定値 



 

245 pSOFA_ICU_score_lastday pSOFA スコア/特定集中治療室 退室日測定値 

246 pSOFA_Sepsis_date_day1 pSOFA スコア/敗血症 治療開始日当日測定日 

247 pSOFA_Sepsis_date_day2 pSOFA スコア/敗血症 治療開始日翌日測定日 

248 pSOFA_Sepsis_score_day1 pSOFA スコア/敗血症 治療開始日当日測定値 

249 pSOFA_Sepsis_score_day2 pSOFA スコア/敗血症 治療開始日翌日測定値 

250 Other_index その他の重症度分類・名称 

251 Other_index_N その他の重症度分類・分類番号（または記号） 

252 Month 該当月 

253 version 版 

254 total_death 入院時死亡 

255 death_7day 入院時死亡_7 日以内 

256 death_30day 入院時死亡_30 日以内 

257 complication_ICH_SAH 入院後_脳出血 

258 complication_Stroke 入院後_脳梗塞 

259 complication_MI 入院後_心筋梗塞 

260 POBA K546 

261 Rotablator K5481 



 

262 ELCA K5482 

263 Stent K549 

264 hospitalization_days 在院日数 

265 Direct_Cost 医療費 

266 Fee_for_service 医療費_出来高 

267 Bundled_payment 医療費_包括 

268 Food_fee 食事療養費・標準負担額 

269 age 年齢 

270 Emergency 予定_緊急 

271 Myocardial_infarction_C Charlson_Myocardial_infarction 

272 Congestive_heart_failure_C Charlson_Congestive_heart_failure 

273 PVD_C Charlson_Peripheral_vascular_disease 

274 CVD_C Charlson_Cerebrovascular_disease 

275 Dementia_C Charlson_Dementia 

276 Chronic_pulmonary_disease_C Charlson_Chronic_pulmonary_disease 

277 Rheumatic_C Charlson_Rheumatic_disease 

278 Peptic_ulcer_C Charlson_Peptic_ulcer_disease 



 

279 Mild_liver_disease_C Charlson_Mild_liver_disease 

280 DM_C Charlson_Diabetes_without_chronic_complication 

281 DM_chronic_C Charlson_Diabetes_with_chronic_complication 

282 Hemiplegia_C Charlson_Hemiplegia_or_paraplegia 

283 Renal_disease_C Charlson_Renal_disease 

284 Cancer_C Charlson_Cancer 

285 liver_disease_C Charlson_Moderate_or_severe_liver_disease 

286 Metastatic_cancer_C Charlson_Metastatic_cancer 

287 AIDS_HIV_C Charlson_AIDS/HIV 

288 Charlson_Score_without_age_adjustment チャールソン併存症スコア_年齢補正なし 

289 pre_inhouse_pres 院内処方_入院前 

290 post_inhouse_pres 院内処方_退院後 

291 pre_anti_HT 入院前_降圧薬 

292 pre_RA 入院前_RA 系 

293 pre_RA_ACE 入院前_RA 系_ACE 阻害薬 

294 pre_RA_ARB 入院前_RA 系_ARB 

295 pre_RA_Renin 入院前_RA 系_レニン阻害薬 

296 pre_CA 入院前_Ca 拮抗薬 



 

297 pre_Diuretics 入院前_利尿薬 

298 pre_Diuretics_loop 入院前_利尿薬_ループ利尿薬 

299 pre_Diuretics_Thiazide 入院前_利尿薬_サイアザイド系 

300 pre_Diuretics_Spironolactone 入院前_利尿薬_K 保持性 

301 pre_Blocker 入院前_交感神経遮断薬 

302 pre_Blocker_alpha 入院前_交感神経遮断薬_α遮断薬 

303 pre_Blocker_beta 入院前_交感神経遮断薬_β遮断薬 

304 pre_Blocker_alpha_beta 入院前_交感神経遮断薬_αβ遮断薬 

305 pre_anti_DM 入院前_糖尿病治療薬 

306 pre_Insulin 入院前_インスリン 

307 pre_oral_DM 入院前_経口糖尿病治療薬 

308 pre_oral_DM_SU 入院前_経口糖尿病治療薬_SU 剤 

309 pre_oral_DM_Thiazoline 入院前_経口糖尿病治療薬_チアゾリン系 

310 pre_oral_DM_Biguanide 入院前_経口糖尿病治療薬_ビグアナイド系 

311 pre_oral_DM_glinide 入院前_経口糖尿病治療薬_グリニド系 

312 pre_oral_DM_alpha_GI 入院前_経口糖尿病治療薬_αGI 

313 pre_oral_DM_DPP4 入院前_経口糖尿病治療薬_DPP4 

314 pre_GLP1 入院前_GLP-1 受容体作動薬 



 

315 pre_LLD 入院前_脂質異常症治療薬 

316 pre_Statin 入院前_スタチン系 

317 pre_Fibrate 入院前_フィブラート系 

318 pre_EPA 入院前_EPA 系 

319 pre_Ezetimibe 入院前_エゼチミブ 

320 pre_Probucol 入院前_プロブコール 

321 pre_PCSK9 入院前_PCSK9 

322 pre_MTP 入院前_MTP 阻害薬 

323 pre_otherLLD 入院前_その他の脂質異常症治療薬 

324 pre_anticoagulant 入院前_抗凝固薬 

325 pre_Argatroban 入院前_アルガトロバン 

326 pre_Warfarin 入院前_ワルファリン 

327 pre_Heparin 入院前_ヘパリン類 

328 pre_Dabigatran 入院前_ダビガトラン 

329 pre_10aInh 入院前_第 Xa 因子阻害薬 

330 pre_anti_plate 入院前_抗血小板薬 



 

331 pre_Aspirin 入院前_アスピリン 

332 pre_Clopidogrel 入院前_クロピドグレル 

333 pre_Cilostazol 入院前_シロスタゾール 

334 pre_Ticlopidine 入院前_チクロピジン 

335 pre_Sarpogrelate 入院前_サルポグレラート塩酸塩 

336 pre_Prasugrel 入院前_プラスグレル 

337 pre_Ozagrel 入院前_オザグレル 

338 pre_Ticagrelor 入院前_チカグレロル 

339 pre_Smoking_Cessation 入院前_ニコチン依存症治療 

340 in_anti_HT 入院中_降圧薬 

341 in_RA 入院中_RA 系 

342 in_RA_ACE 入院中_RA 系_ACE 阻害薬 

343 in_RA_ARB 入院中_RA 系_ARB 

344 in_RA_Renin 入院中_RA 系_レニン阻害薬 

345 in_CA 入院中_Ca 拮抗薬 

346 in_Diuretics 入院中_利尿薬 

347 in_Diuretics_loop 入院中_利尿薬_ループ利尿薬 

348 in_Diuretics_Thiazide 入院中_利尿薬_サイアザイド系 



 

349 in_Diuretics_Spironolactone 入院中_利尿薬_K 保持性 

350 in_Blocker 入院中_交感神経遮断薬 

351 in_Blocker_alpha 入院中_交感神経遮断薬_α遮断薬 

352 in_Blocker_beta 入院中_交感神経遮断薬_β遮断薬 

353 in_Blocker_alpha_beta 入院中_交感神経遮断薬_αβ遮断薬 

354 in_anti_DM 入院中_糖尿病治療薬 

355 in_Insulin 入院中_インスリン 

356 in_oral_DM 入院中_経口糖尿病治療薬 

357 in_oral_DM_SU 入院中_経口糖尿病治療薬_SU 剤 

358 in_oral_DM_Thiazoline 入院中_経口糖尿病治療薬_チアゾリン系 

359 in_oral_DM_Biguanide 入院中_経口糖尿病治療薬_ビグアナイド系 

360 in_oral_DM_glinide 入院中_経口糖尿病治療薬_グリニド系 

361 in_oral_DM_alpha_GI 入院中_経口糖尿病治療薬_αGI 

362 in_oral_DM_DPP4 入院中_経口糖尿病治療薬_DPP4 

363 in_GLP1 入院中_GLP-1 受容体作動薬 

364 in_LLD 入院中_脂質異常症治療薬 

365 in_Statin 入院中_スタチン系 

366 in_Fibrate 入院中_フィブラート系 



 

367 in_EPA 入院中_EPA 系 

368 in_Ezetimibe 入院中_エゼチミブ 

369 in_Probucol 入院中_プロブコール 

370 in_PCSK9 入院中_PCSK9 

371 in_MTP 入院中_MTP 阻害薬 

372 in_otherLLD 入院中_その他の脂質異常症治療薬 

373 in_anticoagulant 入院中_抗凝固薬 

374 in_Argatroban 入院中_アルガトロバン 

375 in_Warfarin 入院中_ワルファリン 

376 in_Heparin 入院中_ヘパリン類 

377 in_Dabigatran 入院中_ダビガトラン 

378 in_10aInh 入院中_第 Xa 因子阻害薬 

379 in_anti_plate 入院中_抗血小板薬 

380 in_Aspirin 入院中_アスピリン 

381 in_Clopidogrel 入院中_クロピドグレル 

382 in_Cilostazol 入院中_シロスタゾール 

383 in_Ticlopidine 入院中_チクロピジン 

384 in_Sarpogrelate 入院中_サルポグレラート塩酸塩 



 

385 in_Prasugrel 入院中_プラスグレル 

386 in_Ozagrel 入院中_オザグレル 

387 in_Ticagrelor 入院前_チカグレロル 

388 dis_anti_HT 退院時処方_降圧薬 

389 dis_RA 退院時処方_RA 系 

390 dis_RA_ACE 退院時処方_RA 系_ACE 阻害薬 

391 dis_RA_ARB 退院時処方_RA 系_ARB 

392 dis_RA_Renin 退院時処方_RA 系_レニン阻害薬 

393 dis_CA 退院時処方_Ca 拮抗薬 

394 dis_Diuretics 退院時処方_利尿薬 

395 dis_Diuretics_loop 退院時処方_利尿薬_ループ利尿薬 

396 dis_Diuretics_Thiazide 退院時処方_利尿薬_サイアザイド系 

397 dis_Diuretics_Spironolactone 退院時処方_利尿薬_K 保持性 

398 dis_Blocker 退院時処方_交感神経遮断薬 

399 dis_Blocker_alpha 退院時処方_交感神経遮断薬_α遮断薬 

400 dis_Blocker_beta 退院時処方_交感神経遮断薬_β遮断薬 

401 dis_Blocker_alpha_beta 退院時処方_交感神経遮断薬_αβ遮断薬 

402 dis_anti_DM 退院時処方_糖尿病治療薬 



 

403 dis_Insulin 退院時処方_インスリン 

404 dis_oral_DM 退院時処方_経口糖尿病治療薬 

405 dis_oral_DM_SU 退院時処方_経口糖尿病治療薬_SU 剤 

406 dis_oral_DM_Thiazoline 退院時処方_経口糖尿病治療薬_チアゾリン系 

407 dis_oral_DM_Biguanide 退院時処方_経口糖尿病治療薬_ビグアナイド系 

408 dis_oral_DM_glinide 退院時処方_経口糖尿病治療薬_グリニド系 

409 dis_oral_DM_alpha_GI 退院時処方_経口糖尿病治療薬_αGI 

410 dis_oral_DM_DPP4 退院時処方_経口糖尿病治療薬_DPP4 

411 dis_GLP1 退院時処方_GLP-1 受容体作動薬 

412 dis_LLD 退院時処方_脂質異常症治療薬 

413 dis_Statin 退院時処方_スタチン系 

414 dis_Fibrate 退院時処方_フィブラート系 

415 dis_EPA 退院時処方_EPA 系 

416 dis_Ezetimibe 退院時処方_エゼチミブ 

417 dis_Probucol 退院時処方_プロブコール 

418 dis_PCSK9 退院時処方_PCSK9 

419 dis_MTP 退院時処方_MTP 阻害薬 

420 dis_otherLLD 退院時処方_その他の脂質異常症治療薬 



 

421 dis_anticoagulant 退院時処方_抗凝固薬 

422 dis_Argatroban 退院時処方_アルガトロバン 

423 dis_Warfarin 退院時処方_ワルファリン 

424 dis_Heparin 退院時処方_ヘパリン類 

425 dis_Dabigatran 退院時処方_ダビガトラン 

426 dis_10aInh 退院時処方_第 Xa 因子阻害薬 

427 dis_anti_plate 退院時処方_抗血小板薬 

428 dis_Aspirin 退院時処方_アスピリン 

429 dis_Clopidogrel 退院時処方_クロピドグレル 

430 dis_Cilostazol 退院時処方_シロスタゾール 

431 dis_Ticlopidine 退院時処方_チクロピジン 

432 dis_Sarpogrelate 退院時処方_サルポグレラート塩酸塩 

433 dis_Prasugrel 退院時処方_プラスグレル 

434 dis_Ozagrel 退院時処方_オザグレル 

435 dis_Ticagrelor 退院時処方_チカグレロル 

436 post_anti_HT 退院後_降圧薬 

437 post_RA 退院後_RA 系 

438 post_RA_ACE 退院後_RA 系_ACE 阻害薬 



 

439 post_RA_ARB 退院後_RA 系_ARB 

440 post_RA_Renin 退院後_RA 系_レニン阻害薬 

441 post_CA 退院後_Ca 拮抗薬 

442 post_Diuretics 退院後_利尿薬 

443 post_Diuretics_loop 退院後_利尿薬_ループ利尿薬 

444 post_Diuretics_Thiazide 退院後_利尿薬_サイアザイド系 

445 post_Diuretics_Spironolactone 退院後_利尿薬_K 保持性 

446 post_Blocker 退院後_交感神経遮断薬 

447 post_Blocker_alpha 退院後_交感神経遮断薬_α遮断薬 

448 post_Blocker_beta 退院後_交感神経遮断薬_β遮断薬 

449 post_Blocker_alpha_beta 退院後_交感神経遮断薬_αβ遮断薬 

450 post_anti_DM 退院後_糖尿病治療薬 

451 post_Insulin 退院後_インスリン 

452 post_oral_DM 退院後_経口糖尿病治療薬 

453 post_oral_DM_SU 退院後_経口糖尿病治療薬_SU 剤 

454 post_oral_DM_Thiazoline 退院後_経口糖尿病治療薬_チアゾリン系 

455 post_oral_DM_Biguanide 退院後_経口糖尿病治療薬_ビグアナイド系 

456 post_oral_DM_glinide 退院後_経口糖尿病治療薬_グリニド系 



 

457 post_oral_DM_alpha_GI 退院後_経口糖尿病治療薬_αGI 

458 post_oral_DM_DPP4 退院後_経口糖尿病治療薬_DPP4 

459 post_GLP1 退院後_GLP-1 受容体作動薬 

460 post_LLD 退院後_脂質異常症治療薬 

461 post_Statin 退院後_スタチン系 

462 post_Fibrate 退院後_フィブラート系 

463 post_EPA 退院後_EPA 系 

464 post_Ezetimibe 退院後_エゼチミブ 

465 post_Probucol 退院後_プロブコール 

466 post_PCSK9 退院後_PCSK9 

467 post_MTP 退院後_MTP 阻害薬 

468 post_otherLLD 退院後_その他の脂質異常症治療薬 

469 post_anticoagulant 退院後_抗凝固薬 

470 post_Argatroban 退院後_アルガトロバン 

471 post_Warfarin 退院後_ワルファリン 

472 post_Heparin 退院後_ヘパリン類 

473 post_Dabigatran 退院後_ダビガトラン 

474 post_10aInh 退院後_第 Xa 因子阻害薬 



 

475 post_anti_plate 退院後_抗血小板薬 

476 post_Aspirin 退院後_アスピリン 

477 post_Clopidogrel 退院後_クロピドグレル 

478 post_Cilostazol 退院後_シロスタゾール 

479 post_Ticlopidine 退院後_チクロピジン 

480 post_Sarpogrelate 退院後_サルポグレラート塩酸塩 

481 post_Prasugrel 退院後_プラスグレル 

482 post_Ozagrel 退院後_オザグレル 

483 post_Ticagrelor 退院後_チカグレロル 

484 post_Smoking_Cessation 退院後_ニコチン依存症治療 

485 como_hypertension 入院時併存_高血圧 

486 como_diabetes 入院時併存_糖尿病 

487 como_hyperlipidemia 入院時併存__脂質異常症 

488 como_hyperuricemia 入院時併存_高尿酸血症 

489 como_unruptured_CA 入院時併存_未破裂脳動脈瘤 

490 como_SAH 入院時併存_くも膜下出血 

491 como_Stroke 入院時併存_脳梗塞_併存症 

492 como_ICH 入院時併存_脳内出血 



 

493 in_CPR 院内心肺蘇生法 

494 age_category 年齢区分 

495 inst_category 施設分類 

496 bed_count 病床総数（届出） 

497 bed_count_category 病床区分 

498 major3_AP 主傷病等_狭心症 

499 major3_AMI 主傷病等_急性心筋梗塞 

500 major3_AF 主傷病等_心房細動および粗動 

501 major3_AF_flutter 主傷病等_心房粗動 

502 major3_AF_fibrillation 主傷病等_心房細動 

503 major3_HF 主傷病等_心不全 

504 major3_cardiac_arrest 主傷病等_心停止 

505 resources_AP 医療資源_狭心症 

506 resources_UAP 医療資源_不安定狭心症 

507 resources_ACS 医療資源_ACS 

508 resources_AMI 医療資源_AMI 

509 resources_HF 医療資源_HF 

510 K552 K552 



 

511 K552_2 K552-2 

512 K553 K553 

513 K553_2 K553_2 

514 K5951 K5951 

515 K5952 K5952 

516 K598 K598 

517 K599_3 K599-3 

518 K599_4 K599-4 

519 K546_death_30day K546_死亡_30 日以内 

520 K549_death_30day K549_死亡_30 日以内 

521 K552_death_30day K552_死亡_30 日以内 

522 K552_2_death_30day K552-2_死亡_30 日以内 

523 K553_death_30day K553_死亡_30 日以内 



 

524 K553_2_death_30day K553_2_死亡_30 日以内 

525 K5951_death_30day K5951_死亡_30 日以内 

526 K5952_death_30day K5952_死亡_30 日以内 

527 K598_death_30day K598_死亡_30 日以内 

528 K599_3_death_30day K599-3_死亡_30 日以内 

529 K599_4_death_30day K599-4_死亡_30 日以内 

530 dis_Blocker_beta2 退院時処方_交感神経遮断薬_β遮断薬_2 

531 in_Blocker_beta2 入院中_交感神経遮断薬_β遮断薬 2 

532 death_1day 入院後_死亡_入院日同日 

533 major3_PE 主傷病等_肺塞栓症 

534 major3_PPH 主傷病等_原発性肺高血圧(症) 

535 major3_TOF 主傷病等_ファロー四微症 

536 major3_UAP 主傷病等_不安定狭心症 

537 K570_3 経皮的バルーン肺動脈形成術 

538 K5862 Fontan 手術 



 

539 cric_device 補助循環 

540 dialysis 人工透析 

541 respirator 人工呼吸器 

542 PCI 経皮的冠動脈インターベーション 

543 death_24h_dichotomous 24 時間以内の死亡有無 



 

 

  

544 exists_EF_in 入院 EF 有無 

545 exists_EF_out_patient 外来 EF 有り患者 

546 exists_EF_pre_out_patient 外来 EF 有り患者_入院前 

547 exists_EF_post_out_patient 外来 EF 有り患者_退院後 

548 exists_EF_out_inst_12months 外来 EF12 か月分提出施設 

549 exists_FF3 様式３有無 

550 exists_D D ファイル有無 

551 same_day_multiple_admissions 様式１同日入院有無 

552 times_hospitalization_serial 年度内入院回数_連番 

553 times_hospitalization_total 年度内入院回数_合計 

554 Acute_HF 急性心不全 

555 COVID19 新型コロナウィルス 



 

資料 2 

 

研究用匿名化 ID                                   

 

発 症

日 
 

発 症

時 年

齢 

 

性別  

身長・

体重 
 

冠 危

険 因

子 

高血圧・糖尿病・脂質異常症・喫煙・家族歴 

心 筋

梗 塞 

Killi

p 分

類 

 

心 筋

梗 塞

サ イ

ズ

(CPK) 

 

ST 上

昇型/

非 ST

上 昇

型 心

筋 梗

塞 

 

発 症

時 の

症状 

胸 痛 ・ 圧 迫 感 ・ 肩 の 痛 み ・ 顎 / 奥 歯 の 痛 み ・ 呼 吸 困 難 ・ そ の 他

(                                                                                       

      ) 

心 筋

梗 塞

の 原

因 

冠動脈解離 

冠動脈塞栓 

冠動脈拡張症 

冠動脈瘤 

責 任 左前下行枝・回旋枝・右冠動脈・対角枝 



 

血管・

セグメ

ント 

セグメント:  

他 の

冠 動

脈 へ

の 波

及 

冠動脈解離        有 (部位           )・無 

冠動脈塞栓        有 (部位           )・無 

冠動脈拡張症    有 (部位           )・無 

冠動脈瘤            有 (部位           )・無 

PCI

施 行

有無 

有・無 

PCI

施 行

時 の

使 用

デ バ

イス 

バ ル ー ン ・ 血 栓 吸 引 ・ ス テ ン ト ・ ロ ー タ ー ブ レ ー タ ー ・ DCA ・ そ の 他 

(                                                                 ) 

PCI

成 功

有無 

有・無 

膠 原

病 合

併 有

無 

有  (詳細                    )・無 

血 管

内イメ

ー ジ

ン グ

使 用

有無 

有  (詳細                    )・無 

冠動脈解離症例において 

他 血

管 解

離・動

脈 瘤

の 合

併 有

無 

有  (詳細                    )・無 

  

  



 

血 管

解 離

の 家

族 歴

有無 

有  (詳細                    )・無 

冠 動

脈 解

離 再

発 の

有無 

有  (詳細                    )・無 

妊 娠

既往 
有  (詳細                    )・無 

発 症

時 の

月経・

閉経 

有  (詳細                    )・無 

冠動脈塞栓において 

他 臓

器 の

塞 栓

有無 

有  (詳細                    )・無 

冠 動

脈・他

臓 器

の 塞

栓 イ

ベント

再 発

有無 

有  (詳細                    )・無 

感 染

性 心

内 膜

炎 

有  (詳細                    )・無 

人 工

弁 

有  (詳細                    )・無 

卵 円

孔 開

存 

有  (詳細                    )・無 

悪 性

腫瘍 

有  (詳細                    )・無 



 

心 房

細動 

有  (詳細                    )・無 

拡 張

型 心

筋症 

有  (詳細                    )・無 

肥 大

型 心

筋症 

有  (詳細                    )・無 

そ の

他 の

心 筋

症 

有  (詳細                    )・無 

弁 膜

症 

有  (詳細                    )・無 

冠動脈拡張症・冠動脈瘤において 

他 血

管 の

動 脈

瘤 有

無 

有  (詳細                    )・無 

川 崎

病 
有  (詳細                    )・無 

FMD 有  (詳細                    )・無 

家 族

性 高

コレス

テ ロ

ー ル

血症 

有  (詳細                    )・無 

冠 動

脈 拡

張 部

位 に

お け

る 心

筋 梗

塞 再

発 有

無 

有  (詳細                    )・無 

  



 

  

  

慢性期イベントについて 

主 要

心 血

管 イ

ベント

の 発

生 有

無 

( 死

亡 、

非 致

死 性

心 筋

梗

塞 、

血 行

再 建

術 の

施行) 

有  (詳細                    )・無 

心 臓

死 
 

非 心

臓死 
 

非 致

死 性

心 筋

梗塞 

 

再 血

行 再

建 術

施行 

 

心 不

全 
 

 


