
略語 日本語 元の語句 診療科

A) アセスメント（分析、解釈、評価） assessment 栄養科

A1 前大脳動脈：水平部 anterior cerebral artery: A 1 portion 脳神経外科

A2 前大脳動脈：脳梁下部 anterior cerebral artery: A 2 portion 脳神経外科

A3 前大脳動脈：脳梁前部 anterior cerebral artery:  A 3 portion 脳神経外科

AA アセト酢酸 acetoacetate 総合小児科

AA 再生不良性貧血 aplastic anemia 総合小児科

AAA 腹部大動脈瘤 abdominal arotic aneurysm 循環器小児科

AABB 米国血液銀行協会 American Association of Blood Banks 血液腫瘍科

AABR 自動聴性脳幹反応／自動式聴性脳幹反応 automated auditory brainstem response 耳鼻咽喉科／新生児

AAE 大動脈弁輪拡張症 annulo-aortic ectasia 循環器小児科

AAO 意識清明  見当識あり awake, alert and oriented 小児集中治療科

AAO 上行大動脈 ascending aorta 循環器小児科

AAP 米国小児科学会 american academy of pediatrics 小児集中治療科

AAU 急性前部ぶどう膜炎 acute anterior uveitis 眼科

Ab 抗体 antibody 総合小児科

ABC アバカビル abacavir 薬剤部

abd 外転 abduction 整形外科

Abd 腹部 abdomen 循環器小児科

abd in flex 開排 abduction in flexion 整形外科

ABG 動脈血液ガス分析 arterial blood gas 小児集中治療科

ABK アルベカシン arbekacin 総合小児科／薬剤部

ABP 動脈血圧 Arterial blood pressure 新生児

ABPC アミノペニシリン aminopenicilline 循環器小児科

ABPC アンピシリン、ビクシリン ampicillin アレルギー科／総合小児科／薬剤部

ABPC/SBT アンピシリン・スルバクタム、ユナシン ampicillin/sulbactam アレルギー科／総合小児科

ABR 聴性脳幹反応 auditory brainstem response 耳鼻咽喉科／総合小児科／脳神経外科
／神経小児科／新生児科

AC （胎児）躯幹周囲長 abdominal circumference 産科

AC アレルギー性結膜炎 allergic conjunctivitis 総合小児科／アレルギー科

AC 上腕周囲長 arm crcumference 栄養科

AC 前房 anterior chamber 眼科

AC, ACA 前大脳動脈 anterior cerebral artery 脳神経外科

ACEi アンジオテンシン変換酵素阻害剤 angiotensin converting enzyme inhibitor 循環器小児科

ACh アルチルコリン acetylcholine 総合小児科

ACH 軟骨無形成症 achondroplasia 総合小児科

AchA 前脈絡叢動脈 anterior choroidal artery 脳神経外科

ACHD 成人先天性心疾患 adult congenital heart disease 循環器小児科

ACNU ニムスチン nimustine 薬剤部

AcomA 前交通動脈 anterior comunicating artery 脳神経外科

ACR(ACM) アクラルビシン aclarubicin 薬剤部

ACT 喘息コントロールテスト asthma control test アレルギー科

ACT 交代カバーテスト alternate cover test 眼科

ACT-D(ACD) アクチノマイシンD actinomycin D 薬剤部

ACTH 副腎皮質刺激ホルモン adrenocorticotropic hormone 神経小児科／総合小児科／アレルギー科
血液腫瘍科

ACV アシクロビル、ゾビラックス aciclovir 総合小児科／アレルギー科／薬剤部

AD アトピー性皮膚炎 atopic dermatitis アレルギー科／総合小児科

Ad アドレナリン adrenaline アレルギー科／総合小児科

AD 常染色体優性遺伝形式 autosomal dominant inheritance 遺伝科

AD 大動脈解離 aortic disection 循環器小児科

ADASP (和訳なし) Association of Directors of Anatomic and Surgical Pathology 血液腫瘍科

add 内転 adduction 整形外科

ADEM 急性散在性脳脊髄炎 acute disseminated encephalomyelitis 神経小児科

ADH 抗利尿ホルモン antidiuretic hormone 総合小児科／アレルギー科

ADHD 注意欠陥多動障害／注意欠如・多動症 attenntion deficit hyperactivity disorder 総合小児科／神経小児科／リハビリテーション科

ADI 環軸椎歯突起間距離 atlanto-dental interval 脳神経外科

ADL 日常生活動作 activities of daily living 整形外科／形成外科／脳神経外科／神経小児科
／リハビリテーション科

ADV アデノウイルス adenovirus 総合小児科／アレルギー科

AED 抗てんかん薬 antiepileptic drugs 神経小児科／総合小児科／リハビリテーション科

AED 自動除細動器 automated external defibrillator 循環器小児科

AERRPS 難治頻回部分発作重積型急性脳炎 acute　encephalitis with refractory,repetitive partial seizures 神経小児科

AESD 痙攣重積型急性脳炎 acute　encephalopathy with  biphasic seizures and late reduced diffusion 神経小児科

Af 心房細動 atrial fibrillation 循環器小児科

AF 心房粗動 atrial flutter 循環器小児科

AF 大泉門 anterior fontanel 脳神経外科

AFBN 急性巣状細菌性腎炎 acute focal bacterial nephritis 総合小児科／泌尿器科

AFD 在胎週数相当 Appropriate for date 新生児

AFI 羊水量インデックス/羊水指数 amniotic fluid index 産科／新生児科

AFP アルファーフェトプロテイン α―fetoprotein 血液腫瘍科

AFP アルファフェトプロテイン alpha-fetoprotein 産科／新生児科／血液腫瘍科

AGE 急性胃腸炎 acute gastroenteritis 総合小児科

AGML 急性胃粘膜病変 acute gastric mucosal lesion 総合小児科

AGN 急性腎炎 acute glomerulonephritis 総合小児科

AH 抗ヒスタミン薬 antihistamines 総合小児科／アレルギー科

AHI 無呼吸低呼吸指数 apnea hypopnea index 耳鼻咽喉科
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AHO Albright骨異栄養症 Albright's hereditary osteodystrophy 総合小児科

AHT 虐待による頭部外傷 abusive head trauma 総合小児科

AI 死亡時画像診断 autopsy imaging 総合小児科

AI 人工知能 artificial intelligence 総合小児科

AI 無呼吸指数 apnea index 耳鼻咽喉科

AICA 前下小脳動脈 anterior inferior cerebellar artery 脳神経外科

AID 非配偶者間人工受精 artificial insemination with donor's semen 産科／新生児科

AIDS 後天性免疫不全症候群 Acquired immunodeficiency syndrome 新生児

AIEoP イタリア小児血液がん学会 Associazione Italiana Ematologia oncologia Pediatrica 血液腫瘍科

AIEOP イタリア小児血液がん学会 Associazione Italiana di Ematologia e Oncologia Pediatrica 血液腫瘍科

AIH 配偶者間人工受精 artificial insemination with husband's semen 産科／新生児科

AIHA 自己免疫性溶血性貧血 autoimmune hemolytic anemia 総合小児科

aIle アロイソロイシン alloisoleucine 総合小児科

AIS アンドロゲン不応症 androgen insensitivity syndrome 総合小児科

AIT アレルゲン免疫療法 allergen-specific immunotherapy アレルギー科

AIWS 不思議の国のアリス症候群 Alice in Wanderland syndrome 総合小児科

AJCC 米国がん合同委員会 American Joint Committee on Cancer 血液腫瘍科

AKI 急性腎障害 acute kidney injury 総合小児科

AKT 踵膝試験 ankle-knee test 総合小児科

AL 前尖 anterior leaflet 循環器小児科

Ala アラニン alanine 総合小児科

ALCL 未分化大細胞リンパ腫 anaplastic large cell lymphoma 血液腫瘍科

ALD 副腎白質ジストロフィー adrenoleukodystrophy 神経小児科／総合小児科

ALL 急性リンパ性白血病 Acute lynphoblastic leukemia 血液腫瘍科

Allo HSCT 同種造血幹細胞移植 allogeneic hematopoietic stem cell transplanation 血液腫瘍科

ALP アルカリホスファターゼ alkaline phosphatase 血液腫瘍科

ALPP 腹圧下漏出時圧 abdominal leak point pressure 泌尿器科

ALST アレルゲン特異的リンパ球刺激試験 allergen-specific lymphocyte stimulation test アレルギー科

ALT 抗菌薬ロック療法 antibiotic lock technique 血液腫瘍科

ALTE 致死的エピソード（呼吸停止など） an life threatening episode 小児集中治療科

ALTE 乳幼児突発性危急事態 apparent life threatening event 神経小児科

AmB アムホテリシンB amphotericin B 総合小児科

AMD 肩峰頤間距離 acromion mental distance 整形外科

AMH 抗ミュラー管ホルモン antii-müllerian hormone 総合小児科

AMI 急性心筋梗塞 acute myocardiaｌ infarction 循環器小児科

AMK アミカシン amikacin 総合小児科／薬剤部

AML 急性骨髄性白血病 Acute myeloid leukemia 血液腫瘍科

Amp 振幅 Ａｍplitude 新生児

AMPC アモキシシリン、ワイドシリン amoxicillin アレルギー科／総合小児科／薬剤部

AMPC/CVA アモキシシリン・クラブラン酸、クラバモックス amoxicillin/clavulanate 総合小児科／アレルギー科

AMPH-B アムホテリシン B amphotericin B 薬剤部

AMR アムリノン amrinone 小児集中治療科

AMR アムルビシン amrubicin 薬剤部

An アナフィラキシー anaphylaxis 総合小児科／アレルギー科

AN 神経性やせ症 anorexia nervose 総合小児科

An 動脈瘤 aneurysm 脳神経外科

ANC 末梢血好中球絶対数 absolute neutrophil count 血液腫瘍科

ANE 急性壊死性脳炎 acute necrotizing encephalitis 神経小児科

ANP 心房性ナトリウム利尿ペプチド atrial natriuretic peptide 循環器小児科

Ao 大動脈 aorta 循環器小児科

AP 狭心症 angina pectoris 循環器小児科

AP 前後 anteroposterior 脳神経外科

APC 心房性期外収縮 atrial premature contraction 循環器小児科

APCT 交代プリズムカバーテスト alternate prism cover test 眼科

APL 急性前骨髄球性白血病 acute promyelocytic leukemia 血液腫瘍科

APS アプガースコア Apgar score 総合小児科

APS 抗リン脂質抗体症候群 anti-phospholipid antibody syndrome 総合小児科

APTD （胎児）躯幹前後径 antero-postero trunk diameter 産科

APVC 肺静脈還流異常 anomalous pulmonary venous connection 循環器小児科

APW 大動脈肺動脈窓 aorto pulmonary window 循環器小児科

AQ 自閉症スペクトラム指数 autism spectrum quotient 神経小児科

AR アレルギー性鼻炎 Allergic rhinitis 耳鼻咽喉科／アレルギー科／総合小児科

AR 常染色体劣性遺伝形式 autosomal recessive inheritance 遺伝科

AR 大動脈弁閉鎖不全 aortic regurgitation 循環器小児科

Ara-A ビダラビン vidarabine 薬剤部

Ara-C シタラビン cytarabine 薬剤部

ARC 異常対応 abnormal retinal correspondence 眼科

ARDS 成人呼吸窮迫症候群 adult respiratory distress syndrome 総合小児科

ARF 急性呼吸不全 acute Respiratoryl failure 総合小児科

ARF 急性腎不全 acute renal failure 小児集中治療科／総合小児科

Arg アルギニン arginine 総合小児科

ARVD 不整脈源性右室異形成 arrythmogenic right ventricular dysplasia 循環器小児科

AS アプガースコア Apgar score 総合小児科

AS 大動脈狭窄 aortic stenosis 循環器小児科

AS attack アダムスーストークス発作 Adams-stokes attack 循環器小児科

ASAP 可及的速やかに as soon as possible 小児集中治療科
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ASBMT 米国骨髄移植学会 American Society for Blood and Marrow Transplantation 血液腫瘍科

ASCo 米国臨床腫瘍学会 American society of Clinical oncology 血液腫瘍科

ASCT 自家造血細胞移植 autologous stem cell transplantation 血液腫瘍科

ASD 自閉スペクトラム症 autism spectrum disorder 総合小児科／神経小児科／リハビリテーション科

ASD 心房中隔欠損 atrial septal defect 新生児／循環器小児科

ASDH 急性硬膜下血腫 acute subdural hematoma 脳神経外科

ASH 非対称性中隔肥厚 asymmetric septal hypertrophy 循環器小児科

Asn アスパラギン asparagine 総合小児科

Asp アスパラギン酸 aspartic acid 総合小児科

ASSR 聴性定常反応 auditory brainstem response 耳鼻咽喉科

ASSR 聴性定常反応検査 auditory steady state response 総合小児科

AT アンチトロンビン antithrombin 血液腫瘍科

atelec 無気肺 atelectasis 小児集中治療科

ATL 成人T型白血病 Adult T-cell leukemia 新生児

ATL(A) 成人T細胞白血病 adult T-cell leukemia   (antibody) 産科

ATNR 非対称性緊張性頸反射 asymmetrical tonic neck reflex 神経小児科

ATR, AJ アキレス腱反射 Achiles tebdon reflex, Achiles jerk 脳神経外科

ATRA トレチノイン tretinoin 薬剤部

ATV アタザナビル atazanavir 薬剤部

ATX アトモキセチン atomoxetine 神経小児科

Aus 子宮内容除去術 Ausraumung und Auskratzung 産科

Auto‐ HSCT 自家造血幹細胞移植 autologous hematipoietic stem cell transplantation 血液腫瘍科

AV 大動脈弁 aortic valve 循環器小児科

AV block 房室ブロック atrio-ventricular block 循環器小児科

AVCD 房室管孔欠損 atrio-ventricular canal defect 循環器小児科

AVM 脳動静脈奇形 arteriovenous malformation 脳神経外科

AVNRT 房室結節リエントリー性頻拍 atrioventricular node reentrant tachycardia 循環器小児科

AVP アルギニンバゾプレッシン arginine vasopressin 総合小児科

AVRT 房室リエントリー性頻拍 atrioventricular reentrant tachycardia 循環器小児科

AVV 房室弁 atrio-ventricular valve 循環器小児科

AVVR 房室弁逆流 atrio-ventricular valve regurgitation 循環器小児科

Ax （円柱レンズの）軸 axis 眼科

AYA 思春期、若年成人 adolescent and young adult 血液腫瘍科

AZA アセタゾラミド acetazolamide 神経小児科

AZM アジスロマイシン、ジスロマック azithromycin 総合小児科／薬剤部

AZP アザチオプリン azathioprine 総合小児科

AZT アズトレオナム aztreonam 薬剤部

AZT ジドブジン（アジドチミジン） zidovudine 薬剤部

AZT/3TC ジドブジン・ラミブジン配合 zidovudine/lamivudine 薬剤部

BA 胆道閉鎖症 biliary atresia 総合小児科

BA 気管支喘息 bronchial asthma 総合小児科／アレルギー科

BA 胆道閉鎖症 biliary atresia 小児外科

BA 脳底動脈 basilar artery 脳神経外科

Bab バビンスキー反射 Babinski reflex 脳神経外科

BAP バルーン血管形成術 balloon angioplasty 循環器小児科

BAPC バカンピシリン bacampicillin 薬剤部

BAS バルーン心房裂開術/バルーン心房中隔作成術 balloon atrioseptostomy 循環器小児科／新生児科

BAT 好塩基球活性化試験 basophil activation test アレルギー科

BAV バルーン大動脈弁形成術 循環器小児科

BBB 血液脳関門 blood brain barrier 脳神経外科

BBD 膀胱直腸障害 bladder [and] bowel dysfunction 泌尿器科

BBT 基礎体温 basal body temperature 産科／新生児科

BC バシトラシン bacitracin 薬剤部

BCA 腕頭動脈 bradhio-cepahric artery 循環器小児科

BCAA 分岐鎖アミノ酸 branched amino acid 総合小児科

BCC(BCE) 基底細胞上皮腫 basal cell carcinoma (epicelioma) 形成外科

BCL 両側性唇裂 bilateral cleft lip 形成外科

BCLP 両側性唇顎口蓋裂 bilateral cleft lip and palate 形成外科

BCNU カルムスチン carmustine 薬剤部

BCP‐ALL 前駆Ｂ細胞急性リンパ白血病 B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia 血液腫瘍科

BCSH (和訳なし) British Committee for Standards in Haematology 血液腫瘍科

BDG 両方向性グレン手術 bidirectional Glenn 循環器小児科

BDP ベクロメタゾン beclometasone dipropionate 総合小児科

BDP ベクロメタゾンプロピオン酸エステル beciomethasone dipropionate アレルギー科

BDQ ベダキリン bedaquiline 薬剤部

BE ベースエクセス；算塩基平衡指標 base excess 小児集中治療科

BE 細菌性心内膜炎 bacterial endocarditis 循環器小児科

BECCT 中心側頭部に棘波をもつ良性小児てんかん benign epilepsy of childhood with centrotemporal foci 神経小児科

BECT 中心・側頭部に棘波をもつ良性小児てんかん benign epilepsy of childhood with centrotemporal spikes 総合小児科

BEL 骨盤位 Beckenendlage 産科

BEP ブレオマイシイン＋エトポシド＋シスプラチン bleomycin,etoposide,cisplatin 血液腫瘍科

Best ACT-P 未就学児喘息コントロールテスト Best asthma control test preschooler アレルギー科

BET 交換輸血 Blood exchange transfusion 新生児

BF 気管支鏡検査 bronchofiberscopy 総合小児科

BF ベビーフード baby food 栄養科

BF 離乳食 baby food 総合小児科／アレルギー科
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BFM ベルリン・フランクフルト・ミュンスターグループ Berlin-Frankfurt-Mūnster 血液腫瘍科

BGA 血液ガス分析 blood  gas analysis 総合小児科

BH 身長 body height 栄養科

BH4 テトラヒドロビオプテリン tetrahydrobiopterin 総合小児科

BHTT ビルショースキー頭部傾斜試験 Bielschowsky head tilt test 眼科

BI 熱傷指数 burn index 形成外科

BI バーセルインデックス barthel index リハビリテーション科

BID 一日2回 bis in die 小児集中治療科

BiPAP 二相性気道陽圧呼吸 biphasic positive airway pressure 総合小児科

BIPM ビアペネム biapenem 薬剤部

BIS ブデソニド吸入混濁液 budesonide inhalatioon suspension アレルギー科

BKT βケトチオラーゼ beta-ketothiolase 総合小児科

BL バーキットリンパ腫 Burkitt lymphoma 血液腫瘍科

BLM ブレオマイシン bleomycin 薬剤部

BLS １次救命処置 basic life support 総合小児科

BM 骨髄 bone marrow 血液腫瘍科

BMD ベッカー型筋ジストロフィー Becker type muscular dystrophy 神経小児科

BMD 骨密度 bone mineral density 総合小児科

BMI 体格指数 body mass index 総合小児科／栄養科

BMIPP β-メチルp-ヨードフェニル-ペンタデカン酸 betametyl-p-iodophenyl-pentadecanoic acid 循環器小児科

BMT 骨髄移植 bone marrow transplantation 血液腫瘍科

BN 過食症 bulimia nervosa 総合小児科

BNP 脳性ナトリウム利尿ペプチド brain natriuretic peptide 血液腫瘍科

BP 血圧 blood pressure 総合小児科／小児集中治療科／循環器小児科

BPD 気管支肺異形成 Bronchopulmonary dysplasia 新生児

BPD 児頭大横径 biparietal diameter 脳神経外科／産科／新生児科

bpm beats  per  minute beats per minute 産科

BPPV 良性発作性頭位眩暈症 benign paroxysmal positional vertigo 耳鼻咽喉科

BPS バイオフィジカルプロファイルスコアリング Biophysical profile scoring 新生児

BPS 肺分画症 bronchopulmonary sequestration 産科

BPV バルーン肺動脈弁形成術 循環器小児科

BR 上腕二頭筋反射 biceps reflex 脳神経外科

BRR 腕橈骨筋反射 brachioradial reflex 脳神経外科

BS 血糖／血糖値 blood sugar 総合小児科／新生児科

BS 蠕動音 bowel sound 循環器小児科

BSI 血流感染 blood stream infection 総合小児科

BT 体温 body temperature 総合小児科

BT 脳腫瘍 brain tumor 脳神経外科

BT 輸血 blood transfusion 小児集中治療科

BTB ブロムチモールブルー（ｐH指示薬） bromthymol blue 産科

BTS ブラロック-タウシック  シャント Blalock Taussing shunt 循環器小児科

BU ブルスファン busulfan 血液腫瘍科

BUD ブデソニド budesonide 総合小児科

BUS ブスルファン busulfan 薬剤部

BUT 涙液層破壊時間 tear film break up time 眼科

Bv 両眼視力 binocular vision 眼科

BW 体重 body weight 栄養科

BW 出生体重 Birth weight 新生児

BWG syndrome ブランド-ホワイト-ガーランド症候群 Bland-White-Garland症候群 循環器小児科

BZP ベンゾジアゼピン benzodiazepine 神経小児科

C 炭水化物 carbohydrate 栄養科

C 頚椎（用法例  C1：第１頸椎、C2：第２頸椎） cervical    spine 脳神経外科

C/D ratio 陥凹乳頭比 cup/disc ratio 眼科

CA 単心房 common atrium 循環器小児科

CA 暦年齢 chronological age 遺伝科

C-A 認知-適応 Cognitive - Adaptive リハビリテーション科

CACG 慢性閉塞隅角緑内障 chronic angle closureglaucoma 眼科

CACT カルニチン・アシルカルニチントランスロカーゼ carnitine acylcarnitine translocase 総合小児科

C-ACT 小児喘息コントロールテスト childhood asthma control test アレルギー科

CAE 小児期欠神てんかん childhood absence epilepsy 総合小児科

CAG 内頚動脈撮影 carotid angiorgam 脳神経外科

CAH 先天性副腎過形成 Congenital adrenal hyperplasia 新生児／総合小児科

CALGB (和訳なし) Cancer and Leukemia Group B 血液腫瘍科

CAM クラリスロマイシン、クラリス clarithromycin 総合小児科／アレルギー科／薬剤部

CAP 持続的少量抗菌薬予防投与 continuous antibiotic prophylaxis 泌尿器科

CAPS クライオパイリン関連周期性症候群 cryopyrin-associated periodic syndrome 総合小児科

CAVC 共通房室管孔 commonn atrio-ventricular canal 循環器小児科

CAVV 共通房室弁 commonn atrio-ventricular valve 循環器小児科

CAZ セフタジジム、モダシン、モベンゾシン ceftazidime 総合小児科／薬剤部

CBCL 子どもの行動評価尺度 child behavior checklist 神経小児科

CBD 先天性胆道拡張症 congenital biliary dilatation 総合小児科／小児外科

CBDCA カルボプラチン carboplatin 薬剤部

CBF 脳血流量／脳血流 cerebral blood flow 脳神経外科／新生児科

CBS シスタチオニンβ合成酵素 cystathionine beta-synthase 総合小児科

CBV 脳血液量 cerebral blood volume 脳神経外科

CBZ カルバマゼピン carbamazepine 神経小児科／薬剤部
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CC 下腿周囲長 calf circumference 栄養科

CC 主訴 chief complaint 総合小児科

CC 矯正の cum correction 眼科

CCA 総頸動脈 common cepharic artery 循環器小児科

CCAM 先天性嚢胞状腺腫様形成異常 congenital cystic adenomatoid malformation 小児外科

CCAM 先天性嚢胞性奇形腺腫 congenital cystic adenomatoid malformation 産科

CCG 米国小児がんグループ Children's Cancer Group 血液腫瘍科

CCI 補正血小板増加数 corrected count increments 血液腫瘍科

CCL セファクロール、ケフラール cefaclor 総合小児科

CCL セファクロル cefaclor 薬剤部

CCLSG 小児癌・白血病研究グループ Children's Cancer & Leukemia Study Group 血液腫瘍科

CCM うっ血性心筋症 congestive cardiomyopathy 循環器小児科

Ccr クレアチニンクリアランス creatinine clearance 循環器小児科／産科

CCSK 腎明細胞肉腫 clear cell sarcoma of the kidney 血液腫瘍科

CCyR 細胞遺伝学的完全寛解 complete cytogenetic response 血液腫瘍科

CD クローン病 Crohn's disease 総合小児科

CD クロストリジウム・ディフィシル Clustridium difficile 総合小児科

CDC 米国疾病管理予防センター Centers for Disease Control and Prevention 血液腫瘍科

CDDP シスプラチン cisplatin 薬剤部

CDH 先天性股関節脱臼 congenital dislocation of the hip 総合小児科

CDH 横隔膜ヘルニア congenital diaphragmatic hernia 小児外科

CDH 先天性横隔膜ヘルニア congenital diaphragmatic hernia 産科／新生児科

CDH 先天性股関節脱臼 congenital dislocation of the hip 整形外科

CDTR-PI セフジトレンピボキシル cefditoren pivoxil 薬剤部

CE カルボプラチン、エトポシド併用療法 carboplatin,etoposide 血液腫瘍科

CECTS 中心・側頭部に棘波を示す小児てんかん childhood epilepsy with centrotemporal spikes 総合小児科

CESS ユーイング肉腫共同研究 Cooperative Ewing's Sarcoma Study 血液腫瘍科

CET セファロチン cefalotin 薬剤部

CETB セフチブテン ceftibuten 薬剤部

CEX セファレキシン、ラリキシン cephalexin 総合小児科／薬剤部

CEZ セファメジン、セファゾリン cefazolin 総合小児科／アレルギー科／薬剤部

CF カンファレンス、会議 conference 療育支援部

CF 大腸内視鏡検査 colon fiberscopy アレルギー科／総合小児科

CFC 複雑型熱性けいれん complex febrile convulsion 総合小児科

CFDN セフジニル、セフゾン cefdinir 総合小児科／薬剤部

CFF 限界フリッカー値 critical flicker 眼科

CFIX セフィキシム cefixime 薬剤部

CFPM セフェピム、マキシピーム cefepime 総合小児科／薬剤部

CFPN-PI セフカペンピボキシル cefcapene pivoxil 薬剤部

CFR 絶対冠動脈血流予備量 coronary flow reserve 循環器小児科

CFTM-PI セフテラムピボキシル cefteram pivoxil 薬剤部

CGC 認定遺伝カウンセラー Certified Genetic Counselor 遺伝科

CGD 慢性肉芽腫症 chronic granulomatous disease 総合小児科

CH 先天性甲状腺機能低下症 congenital hypothyroidism 総合小児科

CHD 持続血液透析 continuous henodialysis 循環器小児科

CHD 先天性心疾患 congenital heart disease 総合小児科／産科／新生児科

CHDF 持続血液透析濾過 Continuous Hemo Dialysis Filtration 小児集中治療科／循環器小児科

ChE コリンエステラーゼ chorine esterase 循環器小児科

chemo 化学療法 chemotherapy 療育支援部

CHF 心不全 congestive heart failure 循環器小児科

CHR 血液学的完全寛解 complete hematologic response 血液腫瘍科

chyro 乳び胸 chyrothorax 小児集中治療科

CI 心係数 cardiac index 循環器小児科

CIC シクレソニド ciclesonide アレルギー科

CIC 清潔間欠導尿 clean intermittent catherterization 泌尿器科

CID 巨細胞封入体症 Cytomegalic inclusion disease 新生児

CIDP 慢性炎症性脱髄性多発神経炎 chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy 神経小児科

CIS （正式な日本語名なし） clinically isolated syndrome 神経小児科

CIS 上皮内癌 carcinoma in situ 産科

Cit シトルリン citrulline 総合小児科

CITA シスプラチン、ピラルビシン併用療法 cisplatin,pirarubicin 血液腫瘍科

CKD 慢性腎臓病 chronic kidney disease 総合小児科

CL コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム colistin sodium methanes 薬剤部

CL コンタクトレンズ contact lens 眼科

CL 口唇裂 cleft lip 形成外科

CLABSI カテーテル関連血流感染 central line-associated bloodstream infection 総合小児科

CLB クロバザム clobazam 神経小児科／薬剤部

CLBBB 完全左脚ブロック complete left bundle branch block 循環器小児科

CLD 慢性肺疾患 Chronic lung disease 総合小児科／新生児科

CLDM クリンダマイシン、ダラシン clindamycin 総合小児科／薬剤部

CLS チャイルド・ライフ・スペシャリスト child life specialist 総合小児科／血液腫瘍科／療育支援部

CM 連続性雑音 continunous murmur 循環器小児科

CMA マイクロアレイ染色体検査 chromosome microarray test 遺伝科

CML 慢性骨髄性白血病 chronic myelogenous leukemia 血液腫瘍科

CMML 慢性骨髄単球性白血病 chronic myelomonocytic leukemia 血液腫瘍科

CMNX セフミノクス cefminox 薬剤部
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CMV サイトメガロウイルス cytomegalovirus 総合小児科／血液腫瘍科／産科／アレルギー科

CMV 従来型人工換気 Conventional mechanical ventilation 新生児

CMV 調節呼吸（筋弛緩下） controlled mechanical ventilation 小児集中治療科

CMX セフメノキシム cefmenoxime 薬剤部

CMZ セフメタゾール、セフメタゾン cefmetazole 総合小児科／アレルギー科／薬剤部

CN 周期性好中球減少症 cyclic neutropenia 総合小児科

CNS 中枢神経系 central nervous system 血液腫瘍科

CNV コピー数バリアント copy number variant 遺伝科

CO 心拍出量 cardiac output 循環器小児科

Co 尾骨 coccygeal 脳神経外科

Co/A 大動脈縮窄症候群 Coarctation of aorta 新生児

CO2 動脈血炭酸ガス分圧 PaCO2 小児集中治療科

CoA 大動脈縮窄 coactation of the aorta 循環器小児科

CoG 米国小児がんグループ Chldren's oncology Group 血液腫瘍科

COG-STS 米国小児がんグループ軟部肉腫委員会 Children's Oncology Group Soft Tissue Sarcoma 血液腫瘍科

COSS 共同骨肉腫研究グループ Cooperative Osteosarcoma Study (Group) 血液腫瘍科

COT 大腿周径 circumference of the thigh 整形外科

COVID 新型コロナウイルス感染症 coronavirus disease アレルギー科

CP クロラムフェニコール chloramphenicol 総合小児科／薬剤部

CP 脳性麻痺 cerebral palsy 総合小児科

CP 口蓋裂 cleft palate 形成外科

CP 収縮性心外膜炎 constrictive pericarditis 循環器小児科

CP 脳性麻痺 cerebral palsy
循環器小児科／神経小児科／新生児科／産科
／リハビリテーション科

CP 臨床心理士 clinical psychologist リハビリテーション科

CP angle 小脳橋角部 cerebellopontine angle 脳神経外科

C-P shunt のう胞腹腔シャント cyst-peritoneal shunt 脳神経外科

CPA 心肺停止 cardiopulmonary arrest 総合小児科

CPA 咳優位喘息 cough predominant asthma 総合小児科

CPA 心肺停止 cardiopulmonary arrest 小児集中治療科／循環器小児科

CPA(CPM) シクロホスファミド cyclophosphamide 薬剤部

CPAM 先天性肺気道奇形 congenital pulmonary airway malformation 小児外科

CPAOA 到着時心肺停止状態 death on arrival 小児集中治療科

CPAP 持続陽圧呼吸／持続的気道陽圧法 continuous positive airway pressure 小児集中治療科／総合小児科／新生児科

CPD 児頭骨盤不均衡 cephalopelvic disproportion 産科／新生児科

CPDX-PR セフポドキシムプロキセチル cefpodoxime proxetil 薬剤部

CPFG カスポファンギン caspofungin 薬剤部

CPFX シプロフロキサシン ciprofloxacin 総合小児科／薬剤部

CPI 認知熟達度指標 cognitive proficiency index リハビリテーション科

CPP 脳灌流圧 cerebral perfusion pressure 小児集中治療科／脳神経外科

CPR セフピロム cefpirome 薬剤部

CPR 心肺蘇生 cardiopulmonary resucitation 小児集中治療科／循環器小児科

CPS 複雑部分発作 complex partial seizure 神経小児科

CPS1 カルバミルリン酸合成酵素-1 carbamoyl phosphate synthetaseⅠ 総合小児科

CPT1 カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ-Ⅰ carnitine palmitoyl transferaseⅠ 総合小児科

CPT-11 イリノテカン irinotecan 薬剤部

CPT2 カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ-Ⅱ carnitine palmitoyl transferaseⅡ 総合小児科

CPZ/SBT セフォペラゾン・スルバクタム、スルペラゾン sulbactam/cefoperazone 総合小児科

CR 完全寛解 complete remission 血液腫瘍科

CRBBB 完全右脚ブロック complete right bundle branch block 循環器小児科

CRBSI カテーテル関連血流感染症／カテーテル関連血流感染症 catheter-related blood stream infection 血液腫瘍科／総合小児科

CRF 慢性腎不全 chronic renal failure 総合小児科

CRH 副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン corticotropin-releasing hormone 総合小児科

CRL 頭殿長 crown rump length 産科／新生児科

CRMO 慢性再発性多発性骨髄炎 chronic recurrent multiple osteomyelitis 総合小児科

CRP C反応性蛋白 C-reactive protein 循環器小児科

CRS 先天性風疹症候群 Congenital rubella syndrome 新生児

CRT 頭蓋放射線照射 cranial radiotherapy 血液腫瘍科

Cryo 冷凍凝固 cryotherapy 眼科

CS サイクロセリン cycloserine 薬剤部

CS 冠状静脈洞 coronary sinus 循環器小児科

CS 帝王切開 cesarean section 産科／栄養科

CSDH 慢性硬膜下血腫 chronic subdural hematoma 脳神経外科

CSF 髄液 cerebrospinal fluid 血液腫瘍科

CSF 脳脊髄液 cerebrospinal fluid 脳神経外科

CSI 全脳全脊髄照射 craniospinal irradiation 血液腫瘍科

CSII インスリン持続皮下注入療法 continuous subcutaneous insulin infusion 総合小児科

CST コントラクションストレステスト Contraction stress test 新生児

CSWS 徐波睡眠期に持続性棘徐波を示すてんかん continuous spike-waves during slow wave sleep 総合小児科

CSWS 中枢性塩喪失症候群 cerebral salt wasting syndrome 総合小児科

CT コンピューター断層撮影(法) computed tomography 脳神経外科／総合小児科／新生児科

CTC CT脳槽造影 CT cisternography 脳神経外科

CTG 胎児心拍陣痛図 cardiotocography 産科

cTGA 修正大血管転換 corrected transposition of great arteries 循環器小児科

CTLN1 シトルリン血症Ⅰ型 citrullinemia 1 総合小児科

CTLN2 シトルリン血症Ⅱ型 citrullinemia 2 総合小児科

CTM セフォチアム cefotiam 薬剤部
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CTR 心胸郭比 cardiothoracic ratio 総合小児科／循環器小児科

CTRX セフトリアキソン、ロセフィン ceftriaxone 総合小児科／アレルギー科／薬剤部

CTV CT脳室造影 CT ventriculography 脳神経外科

CTX セフォタキシム、クラフォラン cefotaxime 総合小児科／アレルギー科／薬剤部

CTX/CY シクロホスファミド cyclophosphamide 血液腫瘍科

CUT カバアンカバーテスト cover- uncover test 眼科

CV 中心静脈 central vein 総合小児科／小児外科／栄養科

CV 中心静脈カテーテル central vein catheter 療育支援部／栄養科

CVA 肋骨脊柱角 costovertebral angel 総合小児科

CVA 咳喘息 cough variant asthma 総合小児科

CVA/AMPC クラブラン酸・アモキシシリン clavulanate/amoxicillin 薬剤部

CVAD シクロホスファミド、ビンクリスチン、ドキソルビシン、デキサメタゾン cyclophospyhamide,vincristine,doxorubicin,dexamethasone 血液腫瘍科

CVC 蹄泣時肺活量 crying vital capacity 小児集中治療科

CVI 両側脳室-脳実質幅比 cerebroventricular index 脳神経外科

CVP 中心静脈圧 central venous pressure
総合小児科／小児集中治療科／循環器小児科
／新生児科

CVPI 先天性鼻咽腔閉鎖不全 congenital velopharyngeal insufficiency 形成外科

CwG 胃腸炎関連けいれん convulsion with mild gastroenteritis 神経小児科

CWS (和訳なし) Cooperative Weichteilsarkom Study Group 血液腫瘍科

Cx 子宮頚部 cervix 産科

Cx 培養 culture 小児集中治療科

CXD セフロキサジン cefroxadine 薬剤部

CXM-AX セフロキシアムアキセチル cefuroxime axetil 薬剤部

cyl（C) 円柱レンズ cylinder lens 眼科

CyR 細胞遺伝学的効果 cytogenetic response 血液腫瘍科

Cys システイン cysteine 総合小児科

CZOP セフォゾプラン cefozopran 薬剤部

CZP クロナゼパム clonazepam 神経小児科／薬剤部

CZX セフチゾキシム ceftizoxime 薬剤部

D 欠損症 deficiency 総合小児科

D ジオプター diopter 眼科

D  &  C 子宮内容除去術 dilatation and curettage 産科

D/C 中止する discontinue 小児集中治療科

DA デジタル血管造影 digital angiography 脳神経外科

DA 薬剤アレルギー drug allergy アレルギー科

DA 動脈管 ductus arteriosus 循環器小児科

DAo 下行大動脈 descending aorta 循環器小児科

DAP ダプトマイシン daptomycin 薬剤部

DB Ⅲ度熱傷 deep burn 形成外科

DBECPCG ベンジルペニシリンベンザチン benzylpenicillin benzathin 薬剤部

DBS 深部脳刺激術 deep brain stimulation 神経小児科

DC 電気的除細動 countershock 小児集中治療科／循環器小児科

DC 包交 dressing change 形成外科

DCCM 集中治療科 department of critical care medisine 小児集中治療科

DCD 発達性協調運動症 developmental coordination disorder 神経小児科／リハビリテーション科

DCM 拡張型心筋症 dilated cardiomyopathy 循環器小児科

DCRV 右室二腔症 double chambered right ventricle 循環器小児科

DD 鑑別診断 differential diagnosis 総合小児科

DD 二絨毛膜二羊膜 dichorionic diamniotic 産科

DD 乳頭径 disc diameter 眼科

DD/ID 発達遅滞/知的障害 developmental delay/intellectual disability 遺伝科

DDB 深達性Ⅱ度熱傷 deep dermal burn 形成外科

DEX デキサメサゾン dexamethazon 小児集中治療科

DF 食物繊維 dietary fiber 栄養科

Df デスメ膜皺壁 Descemet's fold 眼科

DFCI ダナ・ファーバー癌研究所 Dana-Farber Cancer Institute 血液腫瘍科

DFS 無病生存率 disease free survival 血液腫瘍科

DHT ジヒドロテストステロン dihydrotestosterone 総合小児科

DI 尿崩症 diabetes insipidus 総合小児科

DIC 播種性血管内凝固症候群 disseminated intravascular coagulation 血液腫瘍科／産科／新生児科

DILV 両房室弁左室流入 double inlet left ventricle 循環器小児科

DIRV 両房室弁右室流入 double inlet right ventricle 循環器小児科

DIT (和訳なし) double intrathecal therapy 血液腫瘍科

DIV 静脈内点滴投与 drip infusion via vein 小児集中治療科

DKA 糖尿病性ケトアシドーシス diabetic ketosis 総合小児科

DKB ジベカシン dibekacin 薬剤部

DLBCL びまん性大細胞B細胞リンパ腫 diffuse large B-cell lymphoma 血液腫瘍科

DLD ジヒドロリポアミド脱水素酵素 dihydrolipoamide dehydrogenase 総合小児科

DLM デラマニド delamanid 薬剤部

DLPP 排尿筋漏出時圧 detrusor leak point pressure 泌尿器科

DM 糖尿病 diabetes mellitus 総合小児科／眼科／産科／栄養科

DM/PM 皮膚筋炎/多発筋炎 dermatomyositis/polymyositis 総合小児科

DMCTC デメチルクロルテトラサイクリン demethylchlortetracyclin 薬剤部

DMD デュシャン型筋ジストロフィー Duchenne muscular dystrophy 神経小児科／リハビリテーション科

DNR ダウノルビシン daunorubicin 薬剤部

DNR 蘇生は行わない do not resuscitation 小児集中治療科

DO 排尿筋過活動 detrusor overactivity 泌尿器科
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DOA ドパミン dopamine 循環器小児科

DOB ドブタミン dobtamine 循環器小児科

DOB, Dobu ドビュタミン dobutamine 小児集中治療科

DOHaD 成人病胎児起源説 developmental origin of health and disease 総合小児科

DOLV 両大血管左室起始 double outlet left ventricle 循環器小児科

DOPA ドーパミン dopamine 小児集中治療科

DORV 両大血管右室起始 double outlet right ventricle 循環器小児科

DOXY ドキシサイクリン doxycycline 薬剤部

DPAP 持続陽圧呼吸 Directional Positive Airway Pressure 新生児

DPI ドライパウダー定量吸入器 dry powder inhaler アレルギー科

DPT 3種混合ワクチン diphtheria-pertussis-tetanus vaccine 総合小児科

DQ 発達指数 development(al) quotient 神経小児科／新生児科／リハビリテーション科

DR 糖尿病網膜症 diabetic retinopathy 眼科

DRPM ドリペネム doripenem 薬剤部

DSA デジタルサブトラクションアンギオグラフィー digital subtraction angiography 循環器小児科／脳神経外科／新生児科

DSCG クロモグリク酸ナトリウム disodium cromoglicate アレルギー科

DSD 排尿筋・括約筋協調不全 detrusor sphincter dyssynergia 泌尿器科

DSD 性分化異常症 disorders of sex development 総合小児科

DT ２種混合（ワクチン） diphtheria tetanus combined vaccine 総合小児科

DTIC ダカルバジン dacarbazine 薬剤部

DTR 深部腱反射 deep tendon reflex 総合小児科

DTR 深部腱反射 deep tendon reflex 脳神経外科

DTX(DOC,TXT) ドセタキセル docetaxel 薬剤部

DU 十二指腸潰瘍 duodenal ulcer 総合小児科

DVD 交代性上斜位 dissociated vertical deviation 眼科

DWI 拡散強調画像 diffusion weighted image 脳神経外科

DXA 二重 エネルギーX線吸収測定法 dual energy X-ray absorptiometry 総合小児科

DXR(ADM) ドキソルビシン doxorubicin (adriamycin) 薬剤部

DZP ジアゼパム diazepam 神経小児科／小児集中治療科／薬剤部
／リハビリテーション科

E、E0、①、②、③鶏卵、鶏卵負荷試験STEP０、①、②、③ Egg アレルギー科

E2 エストラジオール estradiol 総合小児科

EAE 好酸球性血管浮腫 eosinophilic angioedema 総合小児科

EAT 異所性心房性頻拍 ectopic atrial tachycardia 循環器小児科

EB エタンブトール ethambutol 薬剤部

EBMT 欧州骨髄移植グループ European Group for Blood and Marrow Transplant 血液腫瘍科

EBMTR 欧州骨髄移植登録 European Bone Marrow Transplantation Registry 血液腫瘍科

EBV エプスタイン-バールウイルス Epstein-Barr virus 総合小児科

EC 好酸球性大腸炎 eosinophilic colitis 総合小児科

ECA 外頚動脈 external carotid artery 脳神経外科

ECAG 外頚動脈撮影 external carotid angiorgam 脳神経外科

ECCE 水晶体嚢外摘出術 extracapsular cataract extraction 眼科

ECD 心内膜床欠損症 endocardial cushion defect 循環器小児科

ECD 脳血流量測定のためのトレーサーの一種 ethyl-cysteinate dimer 脳神経外科

ECG 心電図 electrocardiogram 総合小児科／循環器小児科

ECMO 体外式膜型人工肺 Extracorporeal membrane oxygenation 新生児

ECUM 限外濾過 extracoporeal ultrafiltration method 循環器小児科

ED 十二指腸チューブ elementary diet　tube 総合小児科

ED 成分栄養 elemental diet 総合小児科

ED 成分栄養剤 elemental diet 小児外科／栄養科

ED 専門の小腸留置チューブ 栄養科

EDAMS 硬膜-動脈-筋肉を用いた間接脳血行再建 encephalo-duro-arterio-myo-synangiosis 脳神経外科

EDAS 硬膜-動脈を用いた間接脳血行再建 encephalo-duro-arterio-synangiosis 脳神経外科

EDC 分娩予定日 expected date of confinement 産科／新生児科

EDD 分娩予定日 Expected date of delivery 新生児

EDP 拡張末期圧 end diastolic pressure 循環器小児科

EDRF 内膜由来拡張因子 endothelium-derived reluxing factor 循環器小児科

EDV 拡張末期容積 end-diastolic volume 循環器小児科

EEG 脳波、脳波記録 Electroencephalogram, Electroencephalography 神経小児科／循環器小児科／新生児科／総合小児科
／リハビリテーション科

EEM 多型滲出性紅斑 erythema exsudativum multiforme 総合小児科

EF 駆出率 ejection fraction 循環器小児科

EFCZ エフィナコナゾール efinaconazole 薬剤部

EFE 心内膜線維弾性症 endocardial fibroelastosis 循環器小児科

eff 展退 effacement 産科

EFS 無イベント生存率 event free survival 血液腫瘍科

EFV エファビレンツ efavirenz 薬剤部

EFW 胎児推定体重 expected fetal weight 産科

EG 好酸球性胃炎 eosinophilic gastritis 総合小児科

EGD 上部消化管内視鏡検査 esophagogastroduodenoscopy 総合小児科

EGD 食道胃十二指腸内視鏡 esophagogastroduodenoscopy 小児外科

EGE 好酸球性胃腸炎 eosinophilic gastroenteritis 総合小児科／アレルギー科

eGFR 推算糸球体濾過量 estimated glomerular filtration rate 泌尿器科

EGID 好酸球性胃腸障害 eosinophilic gastrointestinal disorder 総合小児科

EGS 帽状腱膜を用いた脳血行再建 encephalo-galeo-synangiosis 脳神経外科

EIA 運動誘発喘息 execise induced asthma アレルギー科

EIB 運動誘発気管支攣縮 execise induced bronchocontriction アレルギー科

EICESS 欧州ユーイング肉腫共同研究 European Intergroup Cooperative Ewing's Sarcoma Study 血液腫瘍科
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EIEE サプレッションバーストを伴う早期乳児てんかん性脳症 early infantile epileptic encephalopathy with suppression burst 神経小児科

EIS 内視鏡的静脈瘤硬化療法 endoscopic injection sclerotherapy 小児外科

EKC 流行性角結膜炎 epidemic keratoconjunctivitis 総合小児科／眼科

ELBW 超低出生体重児 Extremely low birth weight infant 総合小児科／新生児

ELISA 固相酸素免疫測定法 Enzyme linked immunosorbent assay 新生児

ELT エタノールロック療法 ethanol lock technique 血液腫瘍科

EM エリスロマイシン、エリスロシン erythromycin 総合小児科／薬剤部

EME 早期ミオクロニー脳症 early myoclonic encephalopathy 神経小児科

EMG 筋電図 electromyography 神経小児科

EMP エストラムスチン estramustine 薬剤部

EMS 筋肉を用いた間接脳血行再建 encephalo-myo-synangiosis 脳神経外科

En エネルギー energy 栄養科

EN 経腸栄養法（経口） enteral nutrition 栄養科

ENoG 電気神経検査 electroneurography 耳鼻咽喉科

EoE 好酸球性食道炎 eosinophilic esophagitis 総合小児科／アレルギー科

EOG 眼球電図 electro-oculogram 眼科

EoL エンドオブライフ end of　life 血液腫瘍科

EOM 外眼筋運動 extraocular movement 脳神経外科

EOM 眼球運動 eye oculer movement 眼科

EoRTC 欧州癌研究治療機関 European organization for Research and Treatment of Cancer 血液腫瘍科

EP 内斜位 esophoria 眼科

Epi エピネフリン epinephrine 小児集中治療科

EPI エピルビシン epirubicin 薬剤部

Epi てんかん epilepsy 神経小児科／リハビリテーション科

EPO エリスロポエチン erythropoietin 総合小児科／新生児科

EPS 電気生理検査 electrophysiologic study 循環器小児科

ER 外旋 external rotation 整形外科

ER 救急診察室 emergency room 総合小児科／アレルギー科

ERCP 内視鏡的逆行性胆道造影 endoscopic retrograde cholangiopancreatography 総合小児科

ERG 網膜電図 electroretinogram 眼科

ESBL 基質拡張型βラクタマーゼ extended spectrum beta lactamase 総合小児科

ESES 徐波睡眠期電気的てんかん重積 electrical status epilepticus during slow wave sleep 神経小児科

ESFT ユーイング肉腫ファミリー腫瘍 Ewing's sarcoma family of tumors 血液腫瘍科

ESM エトサクシミド ethosuximide 神経小児科／薬剤部

ESMo 欧州臨床腫瘍学会 European Society for Medical oncology 血液腫瘍科

ESP 収縮末期圧 end-systolic pressure 循環器小児科

ESS 内視鏡下鼻内副鼻腔手術 endoscopic endonasal sinus surgery 耳鼻咽喉科

ESV 収縮末期容積 end-systolic volume 循環器小児科

ESWL 体外衝撃波破石術 extracorporeal shock-wave lithotripsy 総合小児科

ET 内斜視 esotropia 眼科

EtCO2 呼気終末二酸化炭素分圧 end tidal carbon dioxide 総合小児科

ETCO2 呼気終末炭酸ガス濃度 endotidal CO2 小児集中治療科

ETH エチオナミド ethionamide 薬剤部

ETT 気管チューブ endtracheal tube 小児集中治療科

EURAMOS (和訳なし) European and American Osteosarcoma Study Group 血液腫瘍科

EVL 内視鏡的静脈瘤結紮術 endoscopic variceal ligation 小児外科

EVM エンビオマイシン enviomycin 薬剤部

EW 卵白 egg-white アレルギー科

EXE エキセメスタン exemestane 薬剤部

EXIT 分娩時子宮外胎児治療 ex utero intrapartum treatment 産科

ext 伸展 extension 整形外科

ExVxMx グラスゴーコーマスケール  スコア表記 小児集中治療科

EY 卵黄 egg-yolk アレルギー科

F 脂質 fat 栄養科

FA 食物アレルギー food allergy アレルギー科／総合小児科

FA 大腿動脈 femoral artery 循環器小児科

FA(FAG ) フルオレセイン蛍光眼底造営 fluorescein (fundus) angiography 眼科

FAB FAB分類 French-American-British 血液腫瘍科

FAC 断面積変化率 fractional area change 循環器小児科

FBP フルクトース-1,6-二リン酸 fructose-1,6-bisphosphate 総合小児科

FBPase フルクトース-1,6-ビスホスファターゼ fructose-1,6-bisphosphatase 総合小児科

FBS 空腹時血糖 fasting blood sugar 総合小児科

FC 熱性けいれん febrile convulsion 総合小児科／アレルギー科

FCM フローサイトメトリー flow cytometry 血液腫瘍科

FCV ファムシクロビル famciclovir 薬剤部

FD 機能性ディスペプシア functional dyspepsia 総合小児科

FD 胎児仮死 fetal distress 産科

FDG-PET 18F-フルオロデオキシグルコースポジトロン断層撮影 １８F Fluorodeoxyglucose Positron Emission Tomography 血液腫瘍科

FDG-PET 18F-フルオロデオキシグルコース-ポジトロン断層撮影 18F fluorodeoxyglucose-positron emission tomography 血液腫瘍科

FDIEA 食物依存性運動誘発アナフィラキシー food-dependent exccise-induced anaphylaxis アレルギー科

FDX フィダキソマイシン fidaxomicin 薬剤部

FEN 水分、電解質、栄養 fluid, electrolytes, nutrition 小児集中治療科

FeNO 呼気呼気一酸化窒素濃度 fractional exhaleted nitric oxide アレルギー科

FEｎ比 脂質エネルギー比 栄養科

FEV1 1秒量 forced expiratiory volume in 1second アレルギー科

FEVR 家族性滲出性硝子体網膜症 familial exudative vitreoretinopathy 眼科
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FF フルチカゾンフランカルボン酸エステル fluticason furan carboxylate アレルギー科

FFA 遊離脂肪酸 free fatty acid 総合小児科

FFC ホルモテロールフマル酸塩水和物・フルチカゾンプロピオン酸エステル配合剤formoterol fumarate hydrate/fluticasone propionate アレルギー科

F-FLCZ ホスフルコナゾール fosfluconazole 薬剤部

FFP 新鮮凍結血漿 Frozen fresh plasma 血液腫瘍科／循環器小児科／新生児科

FFP 新鮮凍結血漿 fresh frozen plasma 血液腫瘍科

FFRmyo 心筋部分血流予備量 myocardial fractional flow reserve 循環器小児科

FFS 治療奏効維持生存率 failure free survival 血液腫瘍科

FGF 線維芽細胞増殖因子 fibroblast growth factor 総合小児科

FGFR 線維芽細胞増殖因子受容体 fibroblast growth factor receptor 総合小児科

FGS 巣状糸球体硬化症 focal glomerulosclerosis 総合小児科

FH 家族歴 family history 総合小児科／アレルギー科

FH 予後良好組織型 favorable histology 血液腫瘍科

FHR 胎児心拍数 fetal heart rate 新生児／産科

FHS 胎児性ヒダントイン症候群 Fetal hydantoin syndrome 新生児

FIGO 国際産科婦人科連合 International Federation of Gynecology and Obstetrics 血液腫瘍科

FIM 機能的自立度評価表 functional independence measure リハビリテーション科

FiO2 吸入酸素濃度 Fraction of inspired oxygen concentration 小児集中治療科／新生児科

FISH 蛍光 in situ ハイブリダイゼーション法 Fluorescence in situ hybridization 血液腫瘍科／遺伝科／新生児科

FL 大腿骨長 femur length 産科／新生児科

FL 濾胞性リンパ腫 follicular lymphoma 血液腫瘍科

FLCZ フルコナゾール、ジフルカン fluconazole 総合小児科／薬剤部

FLE 前頭葉てんかん frontal lobe epilepsy 総合小児科

flex 屈曲 flexion 整形外科

FLP 胎児鏡下胎盤吻合血管レーザー凝固術 fetoscopic laser photocoagulation 産科

Flu インフルエンザ influenza アレルギー科

FLU フルダラビン fludarabine 血液腫瘍科

FM フェイスマスク face mask 小児集中治療科

FM 機能性心雑音 functional murmur 循環器小児科

FM 胎動 fetal movement 産科

FMF 家族性地中海熱 familial Mediterranean fever 総合小児科

FMOX フロモキセフ flomoxef 薬剤部

FN 発熱性好中球減少症 febrile neutropenia 血液腫瘍科

FNT 指鼻試験 finger-nose test 総合小児科

FO 卵円孔 foramen ovale 循環器小児科

FOM ホスホマイシン、ホスミシン fosfomycin 総合小児科／薬剤部

FP フルチカゾン fluticasone propionate 総合小児科／アレルギー科

ｆPHT フォスフェニトイン fosphenytoin 神経小児科

FPIES 食物蛋白誘発胃腸炎 Food Protein Induced Enterocolitis Syndrome アレルギー科

FPV ホスアンプレナビル fosamprenavir 薬剤部

FRM フラジオマイシン fradiomycin 薬剤部

FRPM ファロペネム faropenem 薬剤部

FS 内径短縮率 fractional shortening 循環器小児科

Fs 熱性けいれん febrile seizure 神経小児科／リハビリテーション科

FSGS 巣状分節状糸球体硬化症 focal segmental glomerulosclerosis 総合小児科

FSH 卵胞刺激ホルモン follicle stimulating hormone 血液腫瘍科／総合小児科

FSIQ 全検査IQ full scale IQ 神経小児科／リハビリテーション科

FT フェイステント face tent 小児集中治療科

fT3 遊離トリヨードサイロニン free triiodothyronine 総合小児科

fT4 遊離サイロキシン free thyroxine 総合小児科

FTC エムトリシタビン emtricitabine 薬剤部

FTSG 全層植皮術 full-thickness skin graft 形成外科

Fu 融像 fusion 眼科

fUTI 有熱性尿路感染症 febrile urinary tract infection 泌尿器科

FV 大腿静脈 femoral vein 循環器小児科

FVC 努力肺活量 forced vital capacity アレルギー科

FVC 頻度・尿量記録 frequency volume chart 泌尿器科

G 妊娠回数 gravida 産科

G1-3 グレード1-3 Grade1-3 アレルギー科

G6Pase グルコース-6-ホスファターゼ glucose-6-phosphatase 総合小児科

GA グルタル酸 oxoglutarate 総合小児科

GA 在胎週数 Gestational age 新生児

GAI 一般知的能力指標 general ability index リハビリテーション科

GAS A群連鎖球菌 group A Streptosossus アレルギー科

GAS A群連鎖球菌 group A Streptococcus 総合小児科

GBP ガバペンチン gabapentin 薬剤部

GBS B群溶連菌 Group B streptococcus 総合小児科／新生児科／アレルギー科

GBS ギラン・バレー症候群 Guillain-Barré syndrome 神経小児科

GCS グラスゴーコーマスケール Glasgow Coma Scale 小児集中治療科

G-CSF 顆粒球コロニー刺激因子 granulocyte-colony stimulating factor 血液腫瘍科

GCU 回復期治療室 Growing care unit 新生児

GCV ガンシクロビル、デノシン ganciclovir 総合小児科／薬剤部

GDM 妊娠糖尿病 gestational diabetes mellitus 産科／新生児科／総合小児科／栄養科

GE 胃腸炎 gastroenteritis 総合小児科

GE グリセリン浣腸 Glycerin enema 総合小児科／新生児

GELA (和訳なし) Groupe d'Etude des Lymphomes de l'Adulte 血液腫瘍科



略語 日本語 元の語句 診療科

GEM ゲムシタビン gemcitabine 薬剤部

GER 胃食道逆流現象 gastroesophageal reflux 小児外科

GER 胃食道逆流症 gastroesophageal reflux 神経小児科／新生児科／栄養科

GERD 胃食道逆流症 gastroesophageal reflux disease 小児外科／アレルギー科

GFLX ガチフロキサシン gatifloxacin 薬剤部

GH 成長ホルモン growth hormone 総合小児科／アレルギー科

GHD 成長ホルモン分泌不全症 growth hormone deficiency 総合小児科

GI グルコースインスリン Glucose-insuline 新生児

GI 消化器系 gastrointestinal 小児集中治療科

GIF 上部消化管内視鏡 gastrointestinal fiberscope 小児外科

GIFT 配偶子卵管内移植 Gamete intrafallopian transfer 新生児

GINA 国際的な喘息診断・管理指針 grobal initiative for asthma アレルギー科

GIST 消化管間質腫瘍 gastrointestinal stromal tumor 総合小児科

Gln グルタミン glutamine 総合小児科

Glu グルタミン酸 glutamic acid 総合小児科

Gly グリシン glycine 総合小児科

GM グットマンマルチウスX線骨盤計測 Guthman-Martius X-ray pelvimetry 産科

GM ゲンタマイシン、ゲンタシン gentamicin 総合小児科／アレルギー科／薬剤部

GM-CSF 顆粒球単球コロニー刺激因子 granulocyte macrophage colony-stimulating factor 血液腫瘍科

GMFCS 粗大運動能力分類システム gross motor function classification system 神経小児科／リハビリテーション科

GMs (新生児の)自動運動 general movements リハビリテーション科

GnRH ゴナドトロピン（性腺刺激ホルモン）放出ホルモン gonadotropin releasing hormone 総合小児科

GP ゴールドマン視野計 Goldmann perimeter 眼科

GPC 巨大乳頭結膜炎 giant papillary conjunctivitis 眼科

GPOH (和訳なし) German Society of Pediatric Oncology and Hematology 血液腫瘍科

GP法 Greulich-Pyle法 Greulich-Pyle 総合小児科

GRNX ガレノキサシン garenoxacin 薬剤部

GS 胎嚢 gestational sac 産科／新生児科

GSL 隅角癒着解離術 goniosynechiolysis 眼科

GTC 強直性間代けいれん generalized tonic-colonic seizure 総合小児科

GTCS 全身強直間代発作 generalized tonic-clonic seizure 神経小児科

GU 胃潰瘍 gastric ulcer 総合小児科

GUCH 成人になった先天性心疾患 grown-up congenital heart 循環器小児科

GVHD 移植片対宿主拒絶反応 graft versus host disease 循環器小児科／新生児科

GVHD 移植片対宿主病 graft-versus-host disease 血液腫瘍科

H/A 年齢・身長比 height for age 栄養科

HA 補聴器 hearing aid 耳鼻咽喉科

HAL ハル（ロボットスーツ） hybrid assistive limb 神経小児科／リハビリテーション科

hANP ヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド Human atrial natriuretic peptide 新生児

HAV A型肝炎ウイルス Hepatitis A virus 総合小児科

HB ヘッドボックス head box 小児集中治療科

Hb ヘモグロビン hemoglobin 循環器小児科

HBIG 抗Ｂ型肝炎ヒト免疫グロブリン Hepatitis B immunoglobulin 新生児

HBV Ｂ型肝炎ウイルス Hepatitis B virus 総合小児科／新生児科

HC 頭囲 head circumferance 脳神経外科／新生児科

HCG ヒト絨毛ゴナドトロピン human chorionic gonadotropin 血液腫瘍科

hCG ヒト絨毛性ゴナドトロピン human chorionic gonadotropin 血液腫瘍科／新生児科／産科

HCH 軟骨低形成症 hypochondroplasia 総合小児科

HCL ハードコンタクトレンズ hard contact lens 眼科

HCM 肥大型心筋症 hypertrophic cardiomyopathy 循環器小児科

HCS ホロカルボキシラーゼ合成酵素 holocarboxylase synthetase 総合小児科

Hct ヘマトクリット hematocrit 循環器小児科

HCV C型肝炎ウイルス Hepatitis C virus 総合小児科／新生児科

HCY ホモシスチン尿症 homocystinuria 総合小児科

Hcy ホモシステイン homocysteine 総合小児科

HD ハウスダスト house dust 総合小児科

HDA 高吸収域 high density area 脳神経外科

HDC 高用量化学療法 high dose chemotherapy 血液腫瘍科

HDN 新生児出血性疾患 Hemorrhagic disease of the newborn 新生児

HDN 新生児溶血性疾患 Hemolytic disease of the newborn 新生児

HELLP syndromeＨＥＬＬＰ症候群 Hemolysis Elevated Liver enzyme Low Platelet syndrome 新生児

Heme 血液系 hematological 小児集中治療科

HF 花粉症 hay fever アレルギー科

HFD 不当重量 Heavy for dates 新生児

HFNC ハイフローネーザルカニューラ high flow nasal cannula 総合小児科

HFO 高頻度振動換気法/高振度人工呼吸法 High frequency oscillation 小児集中治療科／新生児科

HF-PDD 高機能自閉症 high functioning pervasive developmental disorder 総合小児科

HGPRT ヒポキサンチン-グアニンホスホリボシルトランスフェラーゼ hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase 総合小児科

HH 低ゴナドトロピン性性腺機能低下症 hypogonadotropic hypogonadism 総合小児科

HHV ヒトヘルペスウイルス human herpesvirus 総合小児科／アレルギー科

HHV-6 ヒトヘルペスウイルス6型 human herpesvirus type 6 総合小児科

HHV-7 ヒトヘルペスウイルス7型 human herpesvirus type 7 総合小児科

Hia a型インフルエンザ桿菌 Hemophilus influenza type a 総合小児科

HIA 高信号域 high intensity area 脳神経外科

HiB インフルエンザB Hemophyllis Influenzae 小児集中治療科

Hib ヒブ、b型インフルエンザ桿菌 Hemophilus influenzae type B 総合小児科／アレルギー科
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HIE 低酸素性虚血性脳炎 hypoxic-ischemic encephalopathy 総合小児科

HIE 低酸素性虚血性脳症 hypoxic-ischemic encephalopathy 神経小児科／リハビリテーション科

Hif f型インフルエンザ桿菌 Hemophilus influenza type f 総合小児科

HIJ 日本心臓血圧研究所 Heart institute of Japan 循環器小児科

His ヒスチジン histidine 総合小児科

HIV ヒト免疫不全ウイルス Human immunodeficiency virus 新生児／総合小児科／循環器小児科

HL ホジキンリンパ腫 Hodgkin lymphoma 血液腫瘍科

HLA ヒト白血球抗原 human leukocyte antigen 血液腫瘍科

HLHS 左心低形成症候群 hypoplastic left heart sindrome 循環器小児科／新生児科

HM 手動弁 hand motion 眼科

HMG 3-ヒドロキシ-3-メチルグルタル酸 3-hydroxy-3-methyl-glutaricac acid 総合小児科

hMG ヒト閉経期ゴナドトロピン human menopausal gonadotropin 産科

HMG-CoA 3-ヒドロキシ-3-メチルグルタリル-CoA 3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-CoA 総合小児科

HMGL 3-ヒドロキシ-3-メチルグルタリル-CoAリアーゼ 3-hydroxｙ-3-methylglutaryl-CoA lyase 総合小児科

HMGS 3-ヒドロキシ-3-メチルグルタリル-CoA合成酵素 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA synthase 総合小児科

hMPV ヒトメタニューモウイルス human metapneumovirus 総合小児科

HOCM 肥大型閉塞性心筋症 hypertrophic obstructive cardiomyopathy 循環器小児科

HOT 在宅酸素療法 home oxygen therapy 総合小児科

HPeV ヒトパレコウイルス Human parechovirus 総合小児科

HPRT ヒポキサンチン-グアニンホスホリボシルトランスフェラーゼ hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase 総合小児科

HPS 血球貪食症候群 hemophagocytic syndrome 血液腫瘍科／総合小児科

HPV ヒトパルボウイルス Human parvovirus 総合小児科

HR 心拍数 heart rate
総合小児科／小児集中治療科／循環器小児科
／新生児科

HR 血液学的効果 hematologic response 血液腫瘍科

HRD 高リスク疾患 high risk disease 血液腫瘍科

HSES 出血性ショック脳性症候群 hemorrhagic shock and encephalopathy syndrome 神経小児科

HSP ヘノッホ・シェーンライン紫斑病 Henoch-schönlein purpura 総合小児科

HSPN 紫斑病性腎炎 Henoch-schönlein purpura nephritis 総合小児科

HSV 単純ヘルペスウイルス herpes simplex virus 総合小児科／血液腫瘍科／新生児科

HT 高血圧 hypertension 総合小児科／眼科

HTLV ヒトＴリンパ球好性ウイルス Human T-cell lymphotropic virus 新生児

HTLV-1 ヒトT細胞白血病ウイルス human T-cell leukemia virus type   1 産科

HU ヒドロキシカルバミド hydroxycarbamide 薬剤部

HUS 溶血性尿毒症症候群 hemolytic uremic syndrome 総合小児科／アレルギー科

HV 肝静脈 hepatic vein 循環器小児科

HW 大脳半球幅 Hemispheric width 新生児

i/o 水分出納 ins and outs 小児集中治療科

IA インフォームド・アセント／説明と賛意 informed assent 療育支援部

IAA 大動脈離断 interruption of the aortic arch 循環器小児科

IAS 心房中隔 inter-atrial septum 循環器小児科

IBD 炎症性腸疾患 inflammatory bowel disease 総合小児科／アレルギー科

IBMTR 国際骨髄移植登録 International Bone Marrow Transplantation Registry 血液腫瘍科

IBS 過敏性腸症候群 irritable bowel syndrome 総合小児科／アレルギー科

IBW 基準体重 ideal body weight 栄養科

IC インフォームド・コンセント／説明と同意 informed consent 療育支援部／総合小児科／アレルギー科

IC, ICA 内頚動脈 internal cerebral artery 脳神経外科

ICCE 水晶体嚢内摘出術 intracapsular cataract extraction 眼科

ICD 感染対策医 infection control doctor 総合小児科

ICD 国際疾病分類 The International Statistical Classification of Diseases 新生児

ICE イホスファミド、カルボプライン、エトポシド ifosfamide,carboplayine,etoposide 血液腫瘍科

ICE 頭蓋内進展 intracranial extension 血液腫瘍科

ICG イタリア共同研究グループ Italian Cooperative Group 血液腫瘍科

ICH 頭蓋内出血 Intracranial hemorrhage 新生児

ICP 頭蓋内圧 intracranial pressure 小児集中治療科／脳神経外科

ICR 心内修復術 循環器小児科

ICRB 眼球内網膜芽細胞腫の国際分類 International Classinfication for Intraocular Retinoblastoma. 血液腫瘍科

ICS 吸入ステロイド inhaled corticosteroid 総合小児科／アレルギー科

ICSI 顕微受精 intracytoplasmic sperm injection 産科

ICT 感染対策チーム infection control team 総合小児科／血液腫瘍科／アレルギー科

ICU 集中治療室 intensive care unit 新生児／循環器小児科

ID 知的障害 intellectual disability 総合小児科

ID 知的発達症 intellectual developmental disorder 神経小児科

ID 感染症 infectious disease 小児集中治療科

ID 知的発達症 intellectual developmental disorder リハビリテーション科

IDA 鉄欠乏性貧血 iron deficiency anemia 総合小児科

IDDM インスリン依存性糖尿病 Insulin-dependent diabetes mellitus 新生児

IDM 母体糖尿病児 infant of diabetic mother 新生児／循環器小児科

IDR イダルビシン idarubicin 薬剤部

IDRF (和訳なし) image-defined risk factors 血液腫瘍科

IDSA 米国感染症学会 Infectious Diseases Society of America 血液腫瘍科

IE イホスファミド、エトポシド ifosfamide,etoposide 血液腫瘍科

IE 感染性心内膜炎 infective endocarditis 総合小児科／循環器小児科

IEM 先天性代謝異常症 Inborn errors of metabolism 新生児

IF 腫瘍残存領域 involved field 血液腫瘍科

IFM イホスファミド ifosfamide 薬剤部

IFN インターフェロン interferon 総合小児科
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IFO イホスファミド ifosfamid 血液腫瘍科

IgE 免疫グロブリンE immunoglobulin E アレルギー科

IGF-1 インスリン様成長因子-1 insulin-like growth factor-1 総合小児科

IGT 耐糖能異常 impaired glucose tolerance 総合小児科

IHD 虚血性心疾患 ischemic heart disease 循環器小児科

IHF 免疫性胎児水腫 Immune hydrops fetalis 新生児

IHMS イソニアジドメタンスルホン酸ナトリウム isoniazid sodium methane 薬剤部

IHSS 特発性肥厚性大動脈弁下狭窄 idiopathc hypertrophic subaortic stenosis 循環器小児科

IL インターロイキン interleukin 総合小児科

IL-8 インターロイキン８ interleukin 8 産科

Ile イソロイシン isoleucine 総合小児科

im 筋肉注射 intramuscular アレルギー科

im 筋注 intramuscular injection 総合小児科

IMRT 強度変調放射線治療 intensity modulated radiation therapy 血液腫瘍科

IMV 間欠的強制陽圧換気 Intermittent mandatory ventilation 新生児

INH イソニアジド、イスコチン isoniazid 総合小児科／薬剤部

INOH 起立直後性低血圧 instantaneous orthostatic hypotension 総合小児科

INPC 国際神経芽腫病理分類 International Neuroblastoma Pathology Classification 血液腫瘍科

INRGR 国際神経芽腫リスクグループ分類 International Neuroblastoma Risk Group Risk 血液腫瘍科

INRGSS 国際神経芽腫リスクグループ病期分類 International Neuroblastoma Risk Group Staging System 血液腫瘍科

INSS 国際神経芽腫病期分類 International Neuroblastoma Staging System 血液腫瘍科

IO 下斜筋 inferior oblique muscle 眼科

IO 骨髄針/骨髄針内投与 intraosseous/intraosseous infusion 小児集中治療科

IO over 下斜筋過動 inferior oblique muscle overaction 眼科

IOL 眼内レンズ intraocular lens 眼科

IOP 眼圧 intraocular pressure 眼科

IOR イタリアIOR Instituto Ortopedico Rizzoli 血液腫瘍科

IP 経静脈的腎盂造影 Intravenous pyelography 新生児

IPM/CS イミペネム、チエナム／シラスタチン imipenem/cilastatin 総合小児科／薬剤部

IPPV 間欠的陽圧換気 Intermittent positive pressure ventilation 新生児

IPV 不活化ポリオワクチン inactivated poliovirus vaccine 総合小児科

IPV 肺内パーカッションベンチレーター intrapulmonary percussive ventilator リハビリテーション科

IQ 知能指数 intelligence quotient 神経小児科／リハビリテーション科

IR 下直筋 inferior rectus muscle 眼科

IR 内旋 internal rotation 整形外科

IRD 中等度リスク疾患 intermediate risk disease 血液腫瘍科

IRS 横紋筋肉腫共同研究 Intergroup Rhabdomyosarcoma Study 血液腫瘍科

IRSG 米国横紋筋肉腫治療研究グループ Intergroup Rhabdomyosarcoma Study Group 血液腫瘍科

IRUD-P 小児稀少・未診断疾患イニシアチブ initiative on rare and undiagnosed disease in pediatrics 遺伝科

IS 乳児スパズム infantile spasms 神経小児科

ISG イタリア肉腫研究グループ Italian Sarcoma Group 血液腫瘍科

ISP イセパマイシン isepamicin 薬剤部

ＩＴ 吸気時間 inspiratory time 小児集中治療科

IT 髄腔内注射 intrathecal injection 血液腫瘍科

ITB バクロフェン髄腔内投与 intrathecal bacrofen 神経小児科／リハビリテーション科

ITCZ イトラコナゾール itraconazole 薬剤部

ITP 血小板減少性紫斑病 idiopathic (immunologic) thrombocytopenic purpura 総合小児科

IUFD 子宮内胎児死亡 intrauterine fetal death 産科／新生児科

IUGR 子宮内胎児発育遅延 intrauterine growth restriction 産科／新生児科

iv 静注 intravenous injection 総合小児科

IV 静脈内投与 intravenous infusion 小児集中治療科／療育支援部

IVC 下大静脈 inferior vena cava 総合小児科／循環器小児科

IVF-ET 試験管内受精－胚移植 In vitro fertilization and embryo transfer 新生児

IVH 経静脈高カロリー輸液 intravascular hyperalimentation 循環器小児科

IVH 脳室内出血 Intraventricular hemorrhage 新生児

IVIG 免疫グロブリン静注療法 intravenous immunoglobulin アレルギー科

IVP 経静脈的腎盂造影 Intravenous pyelography 新生児

IVRT 左室等容弛緩時間 isovolumic relaxation time 循環器小児科

IVS 心室中隔欠損 inter-ventrcular septum 循環器小児科

IVT-ET 体外受精胚移植 in vitro fertilization - embryo transfer 産科

IVUS 血管内超音波法 intravascular ultrasound 循環器小児科

JACLS 小児白血病研究会 」apan Association of Childhood Leukemia Study Group 血液腫瘍科

JAE 若年欠神てんかん juvenile absense epilepsy 神経小児科

JALSG 日本成人白血病治療共同研究グループ 」apan Adult Leukemia Study Group 血液腫瘍科

JB 現在の眼鏡 Jetzing Brille 眼科

JCOG 日本臨床腫瘍研究グループ Japan Clinical Oncology Group 血液腫瘍科

JCS ジャパンコーマスケール Japan Coma Scale 小児集中治療科

JEV 日本脳炎ワクチン Japanese encephalitis vaccine 総合小児科

JIA 若年性関節炎 juvenile idiopathic arthritis 総合小児科／アレルギー科

JM ジョサマイシン josamycin 薬剤部

JME 若年ミオクロニーてんかん juvenile myoclonic epilepsy 総合小児科／神経小児科

JMML 若年性骨髄単球性白血病 juvenile myelomonocytic leukemia 血液腫瘍科

JNBSG 日本神経芽腫研究グループ Japan Neuroblastoma Study Group 血液腫瘍科

JPLSG 日本小児白血病リンパ腫研究グループ Japanese Pediatric Leukemia/Lymphoma Study Group 血液腫瘍科

JPLT 日本小児肝癌スタデイグループ Japanese Study Group for Pediatric Liver 血液腫瘍科

JR 接合部調律 junctional rhythm 循環器小児科
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JRA 若年性関節リウマチ juvenile rheumatoid arthritis 整形外科

JRSG 日本横紋筋肉腫研究グループ Japan Rhabdomyosarcoma Study Group 血液腫瘍科

JSMO 日本臨床腫瘍学会 Japanese Society of Medical Oncology 血液腫瘍科

JWiTS 日本ウイルムス腫瘍スタデイ Japanese Wilms Tumor Study(Group) 血液腫瘍科

KA 人工流産 Kunstlicher Abort 産科

K-ABCⅡ K-ABCⅡ個別式心理教育アセスメントバッテリー Kauｆman assesment battery for children 神経小児科／リハビリテーション科

KCZ ケトコナゾール ketoconazole 薬剤部

KD 川崎病 Kawasaki's disease 総合小児科／循環器小児科／アレルギー科

KJ 膝蓋腱反射 knee jerk 脳神経外科

KL 頭位 Kopflage 産科

KM カナマイシン kanamycin 薬剤部

KP 角膜移植 keratoplasty 眼科

KP 角膜後面沈着物 keratic precipitate(S) 眼科

KT クリムスキーテスト Krimsky test 眼科

KUB 腎尿管膀胱部単純撮影 kidney ureter bladder 泌尿器科

KYCCSG 九州・山口小児がん研究グループ Kyushu Yamaguchi Children's Cancer Study Group 血液腫瘍科

L 腰椎 （用法例  L1：第１腰椎、L2：第２腰椎） lumbar spine 脳神経外科

L 腰椎の lumbar 脳神経外科

LA 左房 left atrium 循環器小児科

La 持効型インスリンアナログ long-acting insulin analogue 総合小児科

LAA 左心耳 left atrial appendage 循環器小児科

LAA 左側大動脈弓 left aortic arch 循環器小児科

LABA 長時間作用型β2刺激薬 long-acting beta 2 agonist 総合小児科／アレルギー科

LAD 左冠状動脈前下行枝 left anterior descending branch 循環器小児科

L-AMB アムホテリシンBリポソーム liposomal amphotericin-B 薬剤部

LAMP ランプ法 loop-mediated isothermal amplification 総合小児科

LAP 左房圧 left atrium pressure 小児集中治療科／循環器小児科

L-ASP L-アスパラギナーゼ L-asparaginase 薬剤部

LBL リンパ芽球性リンパ腫 lymphoblastic lymphoma 血液腫瘍科

LBWI 低出生体重児 low birth weight infant 総合小児科

LCC 左冠尖 left coronary cusp 循環器小児科

LCH ランゲルハンス細胞組織球症 Langerhans cell histiocytosis 血液腫瘍科

LCM ラコサミド lacosamide 神経小児科／薬剤部

LCM リンコマイシン lincomycin 薬剤部

ＬＣＴ 長鎖脂肪酸 long chain triglyceride 栄養科

LCX 左冠状動脈回旋枝 left circumflex branch 循環器小児科

LD 学習障害 / 限局性学習症 learning disorder /specifc learning disorder 神経小児科／総合小児科／リハビリテーション科

LDA 低吸収域 low density area 脳神経外科

LDH 乳酸脱水素酵素 lactic acid dehydrogenase 血液腫瘍科

LDI-R LD判断のための調査票 lLearning dDisabilities inventory-revised 神経小児科／リハビリテーション科

Leu ロイシン leucine 総合小児科

LEV レベチラセタム levetiracetam 神経小児科／薬剤部

LFD 不当重量 Large for date 新生児

LFLX ロメフロキサシン lomefloxacin 薬剤部

LGL syndrome ローン-ギャノン-レバイン症候群 Lpwn-Ganong-Levine syndrome 循環器小児科

LGS レノックスガストー症候群 Lennox-Gastaut syndrome 神経小児科

LH 黄体形成ホルモン luteinizing hormone 総合小児科／血液腫瘍科

LHRH 黄体形成ホルモン放出ホルモン luteinizing hormone-releasing hormone 総合小児科

LI レーザー虹彩切開術 laser iridotomy 眼科

LLB 長下肢装具 long leg brace 整形外科

l-LV レボホリナート levofolinate 薬剤部

LMB フランスの小児グループ Lymphome Malins de Burkitt 血液腫瘍科

LMOX ラタモキセフ latamoxef 薬剤部

LMP 最終月経 last menstrual period 産科

LNS レッシュ・ナイハン症候群 Lesch-Nyhan syndrome 総合小児科

LOC 意識消失 loss of consciousness 脳神経外科

LOH ヘテロ接合性の消失 loss of heterozygosity 血液腫瘍科

L-OHP オキサリプラチン oxaliplatin 薬剤部

LOS 低心拍出量症候群 low output syndrome 循環器小児科

L-PAM(MEL) メルファラン melphalan 薬剤部

LPEC 腹腔鏡下鼠径ヘルニア根治術 laparoscopic percutaneous extraperitioneal closure 小児外科

LR 対光反射 light reflex 脳神経外科

LRD 低リスク疾患 low risk disease 血液腫瘍科

LRI 下気道炎 lower respiratory infection 総合小児科

LRM 外直筋 lateral rectus muscle 眼科

L-S 言語-社会 Language - Social リハビリテーション科

LSFX ラスクフロキサシン lascufloxacin 薬剤部

Lt 左 left 脳神経外科

LT 左眼圧 left tension 眼科

LT4 l-サイロキシン l-thyroxine 総合小児科

LTG ラモトリギン lamotrigine 神経小児科／薬剤部

LTP 脂質輸送タンパク質 lipid transfer protein アレルギー科

LTRA ロイコトリエン拮抗薬／抗ロイコトリエン受容体拮抗薬 leukotriene receptor antagonist 総合小児科／アレルギー科

LUTS 下部尿路症状 lower urinary tract symptoms 泌尿器科

LV ホリナート folinate 薬剤部

LV 左眼視力 left visus 眼科



略語 日本語 元の語句 診療科

LV 左心室 left ventricule 循環器小児科

LVFX レボフロキサシン levofloxacin 総合小児科／薬剤部

LVOT 左室流出路 left ventricular outflow tract 循環器小児科

LVW 側脳室幅 Lateral ventricle width 新生児

Lys リシン lysine 総合小児科

LZD リネゾリド、ザイボックス linezolid 総合小児科／薬剤部

M 維持水分量 maintenance 小児集中治療科

M、M00、0～３乳、乳負荷試験STEP００、０～３ milk アレルギー科

m.m. 手動弁 motus manus 眼科

M1,M2,M3 中大脳動脈：水平部、島部、弁蓋部 middle cerebral artery:
M 1 portion, M  2 portion,  M 3 portion 脳神経外科

MA 僧帽弁閉鎖 mitral atresia 循環器小児科

MAC 機械的な咳介助(を行う排痰補助装置：カフアシスト) mechanically assisted coughing リハビリテーション科

MAP 平均気道内圧（人工呼吸器の） mean airway pressure 小児集中治療科

MAPCA 主要大動脈肺動脈側副血管 major aortico-pulmonary collateral stenosis 循環器小児科

MAS マクロファージ活性化症候群 macrophage activating syndrome 総合小児科

MAS マッキューン・オルブライト症候群 McCune-Albright syndrome 総合小児科

MAS 胎便吸引症候群 Meconium aspiration syndrome 新生児

MAT メチオニンアデノシルトランスフェラーゼ methionine adenosyltransferase 総合小児科

MC, MCA 中大脳動脈 middle cerebral artery 脳神経外科

MCA 多発形態異常（多発奇形） multiple congenital anomalies 遺伝科

MCA 多発先天性奇形 multiple congenital anomaly 総合小児科

MCA/DD 多発形態異常／発達遅滞 multiple congenital anomalies / developmental delay 遺伝科

MCA/ID 多発形態異常／知的障害 multiple congenital anomalies / intellectual disability 遺伝科

MCA/MR 多発形態異常／精神遅滞 multiple congenital anomalies / mental retardation 遺伝科

MCARI 中大脳動脈血管抵抗インデックス middle cerebral artery resistance index 産科

MCC 3-メチルクロトニル-CoAカルボキシラーゼ 3-methylcrotonyl-CoA carboxylase 総合小児科

MCFG ミカファンギン、ファンガード micafungin 総合小児科／薬剤部

M-CHAT 乳幼児期自閉症チェックリスト修正版 modified checklist for autism in toddlers 神経小児科

MCLS 川崎病 acute febrile mucocutaneous lymph node syndrome 総合小児科／アレルギー科

MCLS 皮膚粘膜リンパ節症候群/川崎病 mucocutaneous lymphcode syndroem 循環器小児科

MCN 微小変化型ネフローゼ minimal change nephrosis 総合小児科

MCNU ラニムスチン ranimustine 薬剤部

MCT 中鎖脂肪酸/中鎖トリグリセリド Medium-chain triglyceride 新生児／総合小児科／栄養科

MCTD 混合性結合組織病 mixed connective tissue disease 総合小児科

MCV 運動神経伝導速度 motor nerve conduction velocity 神経小児科

MCZ ミコナゾール miconazole 薬剤部

MD 一絨毛膜二羊膜 monochorionic diamniotic 産科

MDI 頻回注射法 multiple daily injection 総合小児科

MDR 多剤耐性 multi-drug resistance 血液腫瘍科

MDRP 多剤耐性緑膿菌 multidrug resistant Pseudomonas aeruginosa 総合小児科

MDS 骨髄異形成症候群 myelodysplastic syndromes 血液腫瘍科

MDS 骨髄異形成症候群 myelodysplastic syndrome 血液腫瘍科

MDZ ミダゾラム midazoram 小児集中治療科

MELAS 乳酸アシドーシス，脳卒中様発作を伴うミトコンドリア脳筋症 mitochondrial myopathy,
encephalopathy, lactic acidosis and stroke-like episode神経小児科

MEN 多発性内分泌腫瘍症 multiple endocrine neoplasia 総合小児科

MEP 運動性誘発電位 motor evoked potential 脳神経外科

MEPM メロペネム、メロペン meropenem 総合小児科／アレルギー科／薬剤部

MERS 可逆性脳梁膨大部病変を有する軽症脳炎・脳症 clinically mild encephalitis/encephalopathy with a reversible splenial lesion 神経小児科

MERS 可逆性脳梁膨大部病変を有する軽症脳炎 mild encephalitis/encephalopathy with a reversible splenial lesion 総合小児科／アレルギー科

Met メチオニン methionine 総合小児科

met 代謝性 metabolic 小児集中治療科

METs メッツ，代謝率 metaboric equivalents 循環器小児科

MFH 悪性線維性組織球症 malignant fibrous histiocytoma 形成外科

MFICU 母体胎児集中治療室 maternal fetal intensive care unit 産科

MFLX モキシフロキサシン moxifloxacin 薬剤部

MG 重症筋無力症 myasthenia gravis 神経小児科

MGN 膜性腎症 membranous glomerulonephritis 総合小児科

MI 心筋梗塞 myocardial infarction 循環器小児科

MIBG メタヨードベンジルグアニジン metaiodobenzylguanidine 血液腫瘍科／循環器小児科

MIF 最大吸気力 maximal inspiratory force 小児集中治療科

MINO ミノマイシン、ミノサイクリン minocycline 総合小児科／アレルギー科／薬剤部

MInT (和訳なし) MadThera International Trial 血液腫瘍科

MIP 最大吸気圧 maximal inspiratory pressure 小児集中治療科

MIR ミルリノン mirlinone 小児集中治療科

MIT ミトキサントロン mitoxantrone 薬剤部

ML-DS (和訳なし) myeloid leukemia associated with Down syndrome 血液腫瘍科

MLPA MLPA法 multiple ligation probe amplification 遺伝科

MM 一絨毛膜一羊膜 monochorionic monoamniotic 産科

MMA メチルマロン酸 methylmalonate 総合小児科

MMA 中硬膜動脈 middle meningeal artery 脳神経外科

MMC マイトマイシンC mitomycin C 眼科／薬剤部

MMI メルカゾール、チアマゾール methimazole 総合小児科

MMR 分子遺伝学的大完解 major molecular response 血液腫瘍科

MMT 悪性間葉腫瘍 malignant mesenchymal tumors 血液腫瘍科

MMT 徒手筋力検査 manual muscle testing 神経小児科／リハビリテーション科

MNZ メトロニダゾール metronidazole 薬剤部
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MODY 若年発症型成人型糖尿病 maturity-onset diabetes of the young 総合小児科

MOHCｌ 塩酸モルヒネ morphine HCl 小児集中治療科

MPA メドロキシプロゲステロン medroxyprogesterone 薬剤部

MPA 主肺動脈 main punmonary artery 循環器小児科

MPD 骨髄増殖性疾患 myeloproliferative disease 血液腫瘍科

MPGN 慢性増殖性糸球体腎炎 membranous proliferative glomerulonephritis 総合小児科

MPH メチルフェニデート methylphenidate 神経小児科

MPS1型 ムコ多糖症1型 Mucopolysaccharidosis typeⅠ 総合小児科

MPS2型 ムコ多糖症2型 Mucopolysaccharidosis typeⅡ 総合小児科

MPSL メチルプレドニゾロン methylprednisolone 小児集中治療科／総合小児科／アレルギー科

MR 精神運動発達遅延/精神遅滞/精神発達遅延 mental retardation 総合小児科／新生児科

MR 僧帽弁閉鎖不全 mitral reguritation 循環器小児科

MR 分子遺伝学的効果 molecular response 血液腫瘍科

MR 麻疹風疹ワクチン measles- rubella vaccine 総合小児科／アレルギー科

MRA 磁気共鳴血管造影法 magnetic resonance angiography 神経小児科

MRC (和訳なし) Medical Research Council 血液腫瘍科

MRCP 核磁気共鳴胆道膵管造影 magnetic resonance cholangiopancreatography 総合小児科

MRD 微小残存病変 minimal residual disease 血液腫瘍科

MRI 磁気共鳴画像診断装置/核磁気共鳴画像法 magnetic resonance imaging
総合小児科／脳神経外科／神経小児科
／新生児科

MRM 内直筋 medial rectus muscle 眼科

MRS 磁気共鳴スペクトロスコピー magnetic resonance spectroscopy 神経小児科

MRSA メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 methicillin-resistant Staphylococcus aureus 総合小児科／新生児科／アレルギー科

MRSE メチシリン耐性表皮ブドウ球菌 Methicillin resistant Staphylococcus epidermidus 新生児

MRワクチン 麻疹風疹ワクチン measles and rubella / measles and rubella vaccine 総合小児科／アレルギー科

MS メタボリックシンドローム metabolic syndrome 総合小児科

MS 僧帽弁狭窄 mitral stenosis 循環器小児科

MS 多発性硬化症 multiple sclerosis 神経小児科

MSA 膜性部中隔瘤 membranous septal aneurysm 循環器小児科

MSKCC スローンケタリング記念がんセンター Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 血液腫瘍科

MSUD メープルシロップ尿症 maple syrup urine disease 総合小児科

MSW 医療ソーシャルワーカー medical social worker 総合小児科

mTLE 内側側頭葉てんかん mesial temporal lobe epilepsy 神経小児科

MTX メトトレキサート methotrexate 薬剤部

MUP ムピロシンカルシウム水和物 mupirocin calcium hydrate 薬剤部

MV 僧帽弁 mitral valve 循環器小児科

MVP 僧帽弁逸脱 mitral valve prolapse 循環器小児科

MW 分子量 molecular weight 総合小児科

MWS モワット・ウイルソン症候群 Mowat-Wilson syndrome 総合小児科

n.c. 矯正不能 non corrigunt 眼科

n.d. 指数弁 numerus digitorum 眼科

N2 窒素 Nitrogen 新生児

N２ 窒素ガス 循環器小児科

nab-PTX パクリタキセルアルブミン懸濁型 nanoparticle albumin-bound paclitaxel 薬剤部

NAD ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド nicotinamide adenine dinucleotide 総合小児科

NADH 還元型ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド reduced nicotinamide adenine dinucleotide 総合小児科

NAFLD 非アルコール性脂肪性肝疾患 nonalcoholic fatty liver disease 総合小児科

NASH 非アルコール性脂肪性肝炎 nonalcoholic steatohepatitis 総合小児科

NB 神経因性膀胱 neurogenic bladder 泌尿器科

NBAS 神経芽細胞腫増幅シークエンス neuroblastoma-amplified sequence 総合小児科

Nbv 近見両眼視力 near binocular vision 眼科

NC 鼻カニュラ nasal canula 小児集中治療科

NCC 無冠尖 none coronary cusp 循環器小児科

NCCP 無冠尖逸脱 none coronary cusp prolaps 循環器小児科

NCI 米国国立がん研究所 National Cancer lnstitute 血液腫瘍科

NCI 米国国立がん研究所 National Cancer Institute 血液腫瘍科

NCI PDQ® 米国国立がん研究所-公開データベースの名称 National Cancer Institute : Physician Data Query® 血液腫瘍科

NCT 非接触型眼圧計 noncontact tonometer 眼科

NCV 神経伝導速度 nerve conduction velocity 神経小児科

NDFX ナジフロキサシン nadifloxacin 薬剤部

nDPAP 経鼻的持続陽圧呼吸 nasal Directional Positive Airway Pressure 総合小児科／アレルギー科

NEC 壊死性腸炎 Necrotizing enterocolitis 新生児

NEL ネララビン nelarabine 血液腫瘍科

Neuro 神経系 neurological 小児集中治療科

NF 神経線維腫症 neurofibromatosis 総合小児科

NF1 神経線維腫症1型 neurofibromatosis 1 神経小児科

NFLX ノルフロキサシン norfloxacin 薬剤部

NG 正常分娩 normal Geburt 産科

NG 鼻-胃チューブ naso-gastoric tube 小児集中治療科

NGS 次世代シーケンサー Next Generation Sequencing 遺伝科

NGSP グリコヘモグロビンの国際標準値 national glycohemoglobin standardization program 総合小児科

NHF ネーザルハイフロー nasal high flow 総合小児科

NHL 非ホジキンリンパ腫 Non-Hodgkin lymphoma 血液腫瘍科

NHS 新生児聴覚スクリーニング newborn hearing screening 耳鼻咽喉科

NICCD 新生児肝内胆汁うっ滞症 neonatal intrahepatic cholestasis caused by citrin deficiency 総合小児科

NICU 新生児集中治療室 Neonatal intensive care unit 新生児／産科

NIHF 非免疫性胎児水腫 Nonimmune hydrops fetalis 新生児



略語 日本語 元の語句 診療科

NJ 鼻-十二指腸チューブ naso-jejunal tube 小児集中治療科

NKDA 薬剤アレルギーなし no known drug allergy 小児集中治療科

NKH 非ケトーシス型高グリシン血症 nonketotic hyperglycinemia 総合小児科

NMO（NMOsd） 視神経脊髄炎（視神経脊髄炎関連疾患） neuromyelitis optica (neuromyelitis optica spectrum disorder) 神経小児科

NMS 血管迷走神経性失神 neurally-mediated syncope 総合小児科

NO 一酸化窒素 nitric oxide 小児集中治療科／循環器小児科／新生児科

Norad ノルアドレナリン noradrenarine 小児集中治療科

NPC/N 非タンパクカロリー/窒素比 non-protein calorie/nitrogen 栄養科

NPH 中間型インスリン neutral protamine hagedorn 総合小児科

NPO 禁飲食 non per os 栄養科

NPO 絶飲食 nothing per os 小児外科

NPO 絶飲食 小児集中治療科

NPWT 陰圧閉鎖療法 negative pressure wound therapy 形成外科

NR 造腎組織遺残 nephrogenic rest 血液腫瘍科

NRC 正常対応 normal retinal correspondence 眼科

NRFS non-reassuring  fetal  status non-reassuring fetal status 産科

NS ネフローゼ症候群 nephrotic syndrome 総合小児科

NSAIDs 非ステロイド性抗炎症薬 non-steroidal anti-inflammatory drugs 総合小児科／アレルギー科

NSE ニューロン特異的エノラーゼ neuron specific enolase 血液腫瘍科

NST ノンストレステスト nonstress test 産科／新生児科

NST 栄養サポートチーム nutrition support team 栄養科／リハビリテーション科

NT 経鼻挿管 endtracheal tube inserted via nose 小児集中治療科

NTG 正常眼圧緑内障 nomal tention glaucoma 眼科

NV ノロウイルス norovirus 総合小児科

NV 血管新生 neovascularization 眼科

Nvd 近見右眼視力 near visus dexter 眼科

NVD 正常経膣分娩 normal vaginal delivery 産科

NVG 血管新生緑内障 neovascular glaucoma 眼科

NVP ネビラピン nevirapine 薬剤部

Nvs 近見左眼視力 near visus sinister 眼科

NWTS 米国ウィルムス腫瘍スタデイ National Wilms Tumor Study 血液腫瘍科

NZP ニトラゼパム nitrazepam 神経小児科

O) 客観的データ Objective Deta 栄養科

O2 動脈血酸素分圧 PaO2 小児集中治療科

OA 後頭動脈 occipital artery 脳神経外科

OAA オキザロ酢酸 oxaloacetate 総合小児科

OAB 過活動膀胱 overactive bladder 泌尿器科

OAE 耳音響放射 otoacoustic emission 耳鼻咽喉科

OAS 口腔アレルギー症候群 oral allergy syndrome 総合小児科／アレルギー科

OCT オキシトシンチャレンジテスト Oxytocin challenge test 新生児

OCT 光干渉断層計 optical coherence tomograph 眼科

OCV 硝子体混濁 optical corporis vitrei 眼科

od 右眼 oculus dexter 眼科

OD 起立性調節障害 orthostatic dysregulation
総合小児科／神経小児科／アレルギー科
／リハビリテーション科

ODA 客観的包括的評価 objective date assessment 栄養科

ODT 閉鎖療法 occlusive dressing technique 形成外科

OFC 経口食物負荷試験 oral food challenge アレルギー科

OFLX オフロキサシン ofloxacin 薬剤部

OGTT 経口糖負荷試験 oral glucose tolerance test 総合小児科

OH 高眼圧症 ocular hypertention 眼科

OI 骨形成不全症 osteogenesis imperfecta 総合小児科

OI 酸素化指標 oxygenation index 小児集中治療科／循環器小児科／新生児科

OI 肥満度 obesity index 総合小児科

OIT 経口免疫療法 oral immunotherapy アレルギー科

OK432 溶連菌製剤 picibanil 薬剤部

OLE 後頭葉てんかん occipital lobe epilepsy 総合小児科

OM/OVM オボムコイド ovomucoid アレルギー科

OMA 急性中耳炎 otitis media acuta 総合小児科

OMIM OMIM online mendelian inheritance in men 遺伝科

OMS 限球クローヌス/ミオクローヌス症候群 opsoclonus-myoclonus syndrome 血液腫瘍科

OP 律動様小波 oscillatory potential 眼科

Orn オルニチン ornithine 総合小児科

os 左眼 oculus sinister 眼科

Os 子宮口 Ostium 産科

OS 全生存率 overall survival 血液腫瘍科

OSAS 閉塞性睡眠時無呼吸症候群 obstructive sleep apnea syndrome 耳鼻咽喉科

OT 経口挿管 endtracheal tube inserted orally 小児集中治療科

OT 作業療法士 occupational therapist リハビリテーション科

OTC オキシテトラサイクリン oxytetracycline 薬剤部

OTC オルニチントランスカルバミラーゼ ornithine transcarbamylase 総合小児科

P たんぱく質 protein 栄養科

P 分娩回数 para 産科

P) プラン（計画の追加、修正） plan 栄養科

P、P00、P0～２ピーナッツ、ピーナッツ負荷試験STEP00、0～２ アレルギー科

p.p.m ピーピーエム parts per million 新生児

PA 肺動脈 pulmonary artery 循環器小児科
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PA 肺動脈閉鎖 pulmonary atresia 循環器小児科

PAC 心房性期外収縮 premature atrial contraction 循環器小児科

PAH フェニルアラニン水酸化酵素 phenylalanine hydroxylase 総合小児科

PAI 肺動脈係数 pulmonary artery index 循環器小児科

PAIVS 純型肺動脈閉鎖 Pulmonary atresia with intact ventricular septum 循環器小児科

PAP 肺動脈圧 pulumonary artery pressure 循環器小児科

PAPM/BP パニペネム・ベタミプロン panipenem/betamipron 薬剤部

PAPVC 部分肺静脈還流異常 partial anomalous pulmonary venous connection 循環器小児科

PAPVR 部分肺静脈還流異常 partial anomalous pulmonary venous return 循環器小児科

PAPVR(PAPVD) 部分肺静脈還流異常症 Partial anomalous pulmonary venous return(drainage) 新生児

PARS 日本自閉症協会版広汎性発達障害評定尺度 pervasive developmental disorders autism society Japan rating scale 神経小児科

PAS パラアミノサリチル酸 para-aminosalicylate 薬剤部

PAS 周辺虹彩前癒着 peripheral anterior synechia 眼科

PAT プリズムアダプテーションテスト prism adaptation test 眼科

PAT 発作性心房性頻拍 paroxysmal atrial tachycardia 循環器小児科

PAV 比例式補助換気 Proportional assist ventilation 新生児

PAWP 肺動脈楔入圧 pulmonary artery wedge pressure 循環器小児科

PB フェノバルビタール phenobarbital 神経小児科／薬剤部

PB 末梢血 peripheral blood 血液腫瘍科

PB, Pbarb フェノバルビタール phenobarbital 小児集中治療科

PBI 熱傷予後指数 prognostic burn index 形成外科

PBr, Pbro 臭化パンクロニウム pancuronium broride 小児集中治療科

PBSC 末梢血幹細胞 peripheral blood stem cell 血液腫瘍科

PBSCH 末梢血幹細胞採取 peripheral blood stem cell harvest 血液腫瘍科

PBSCT 末梢血幹細胞移植 peripheral blood stem cell transplantation 血液腫瘍科

PC ピルビン酸カルボキシラーゼ pyruvate carboxylase 総合小児科

PC 位相コントラスト phase contrast 脳神経外科

PC 光凝固 photocoagulation 眼科

PC 収縮性心外膜炎 pericarditis constrictiva 循環器小児科

PC 濃厚血小板 platelet concentrate 血液腫瘍科

PC, PCA 後大脳動脈 posterior cerebral artery 脳神経外科

PCA patient control analgesia patient control analgesia 小児集中治療科

PCA 患者自己調節鎮痛法 patient control analgesia 総合小児科

PCC プロピオニル-CoAカルボキシラーゼ propionyl-CoA carboxylase 総合小児科

PCDAI 小児クローン病活動性指標 pediatric Crohn's disease activity index 総合小児科

PCG ベンジルペニシリン benzylpenicillin 薬剤部

PchA 後脈絡叢動脈 posterior choroidal artery 脳神経外科

PcomA 後交通動脈 posterior comunicating  artery 脳神経外科

PCPS 経皮的心肺補助 percutaneous cardio-pulumonary support 循環器小児科

PCR ピーシーアール法/ポリメラーゼ連鎖反応 polymerase chain reaction 総合小児科

PCR ポリメラーゼ連鎖反応 polymerase chain reaction 血液腫瘍科／新生児科

PCV 肺炎球菌結合型ワクチン、プレベナー pneumococcal conjugate vaccine 総合小児科

PCV13 13価肺炎球菌結合型ワクチン pneumococcal conjugate vaccine 総合小児科

PCyR 細胞遺伝学的部分寛解 partial cytogenetic response 血液腫瘍科

PCZ プロカルバジン procarbazine 薬剤部

PD 腹膜透析 peritoneal dialysis 総合小児科

PD 増悪 progressive disease 血液腫瘍科

PD 瞳孔間距離 pupillary distance 眼科

PD 腹膜灌流 peritoneal dialysis 小児集中治療科

PDA 動脈管開存症 Patent ductus arteriosus 循環器小児科／新生児科

PDD 広汎性発達障害 pervasive developmental disorder 神経小児科／リハビリテーション科

PDH ピルビン酸脱水素酵素 pyruvate dehydrogenase 総合小児科

PDHC ピルビン酸脱水素酵素複合体 pyruvate dehydrogenase complex 総合小児科

PE 血漿交換 plasma exchange 小児集中治療科／総合小児科

PE 心嚢液貯溜 pericardial effusion 循環器小児科

PEA 水晶体乳化吸引術 phacoemulsification and aspiration 眼科

PEEP 呼気終末陽圧値（人工呼吸器） positive end expiratory pressure 小児集中治療科／循環器小児科／新生児科

PEF ピークフロー peak expiratory flow アレルギー科

PEG 経皮内視鏡的胃瘻造設術 percutaneous endoscopic gastrostomy 小児外科

PEn比 たんぱく質エネルギー比 栄養科

PER ペランパネル perampanel hydrate 神経小児科／薬剤部

PET ポジトロン放射形断層撮影 positron emission tomography 循環器小児科

PFAPA アフタ性口内炎、咽頭炎、リンパ節炎を伴う周期熱症候群 periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis and adenitis 総合小児科

PFAS 花粉ー食物アレルギー症候群 pollen-food allergy syndrome アレルギー科

PFC 胎児循環持続症/胎児循環遺残 oersistent fetal circulation 循環器小児科／新生児科

PFO 卵円孔開存 patent foramen ovale 循環器小児科／新生児科

PFS 無増悪生存率 progression free survival 血液腫瘍科

PFT 呼吸機能検査 pulmonary function test 小児集中治療科

PG プロスタグランジン prostaglandin 産科

PG 圧較差 pressure gradient 循環器小児科

PGE1 プロスタグランディンE1 prostaglandin E1α-cyclodextrin clathrate 小児集中治療科／循環器小児科

PH 既往歴 past history 総合小児科

PH 肺高血圧 pulmonary hypertension 循環器小児科

PhALL フィラデルフィア染色体陽性の急性リンパ芽球性白血病 Philadelphia chromosome-positive acute lymphoblastic leukemia 血液腫瘍科

Phe フェニルアラニン phenylalanine 総合小児科

PHP 偽性副甲状腺機能低下症 pseudo hypoparathyroidism 総合小児科
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PHPV 第一次硝子体過形成遺残 persistent hyperplastic primary vitreous 眼科

PHT フェニトイン phenytoin 小児集中治療科／神経小児科／薬剤部

PI 血管内留置用カテーテルの一種 pic 小児集中治療科

PI 周辺虹彩切除術 peripheral iridectomy 眼科

PI 肺動脈弁閉鎖不全 pulmonary insufficiency 循環器小児科

PICA 後下小脳動脈 posterior inferior cerebellar artery 脳神経外科

PICC 末梢挿入型中心静脈カテーテル Peripherally Inserted Central venous Catheter 血液腫瘍科

PICC 末梢挿入中心静脈カテーテル peripherally inserted central catheter 栄養科

PID 受傷後病日 postinjury days 形成外科

PIE 間質性肺気腫 Pulmonary interstitial emphysema 新生児

PIFR 吸気最大速度 peak inspiratory flow rate 小児集中治療科

PIP 最大級気圧（人工呼吸器） peak inspiratory pressure 小児集中治療科／新生児科

PIPC ピペラシリン、ペントシリン piperacillin 総合小児科／アレルギー科／薬剤部

PIPC/TAZ ピペラシリン・タゾバクタム、ゾシン piperacillin/tazobactam 総合小児科／アレルギー科

PIQ 動作性知能指数 performance intelligence quotient 脳神経外科／神経小児科／リハビリテーション科

PISA 近位部等流速表面 proximal isovelocity surface area 循環器小児科

PIVKA ビタミンＫ欠乏時に出現するタンパク Protein induced by vitamin K absence 新生児

PKP 全層角膜移植 penetrating keratoplasty 眼科

PKU フェニルケトン尿症 phenylketonuria 総合小児科

PL-B ポリミキシンB polymyxin B 薬剤部

PLE 蛋白漏出性胃腸症 protein-loosing enteropathy 総合小児科

PLSVC 左上大静脈遺残 persistent left superior vena cava 循環器小児科

PM ペースメーカー pace maker 循環器小児科

PM 乳頭筋 papillary muscle 循環器小児科

P-M 姿勢-運動 Postural - Motor リハビリテーション科

PMD ペリツェウス・メルツバッハ病 Pelizaeus-Merzbacher disease 神経小児科

PMD 進行性筋ジストロフィー progressive muscular dystrophy 神経小児科

PMD 特発性心筋症 primary myocardial disease 循環器小児科

pMDI 加圧噴霧式定量吸入器 pressurized metered-dose inhaler アレルギー科

PMI ペースメーカー挿入 循環器小児科

PMLBL 縦隔原発大細胞型B細胞リンパ腫 primary mediastinal large B-cell lymphoma 血液腫瘍科

PMR ピマリシン pimaricin 薬剤部

Pn ピーナッツ peanut アレルギー科

PN 静脈栄養 parenteraｌ nutrition 栄養科

PNES 心因性非てんかん発作 psychogenic non- epileptic seizure 神経小児科

PNET 原始神経外胚葉性腫瘍 primitive beuro-ectodermal tumor 血液腫瘍科

POAG 原発開放隅角緑内障 primary open angle glaucoma 眼科

POD 手術後日 postoperative day 脳神経外科

POD 術後病日 postoperative days 形成外科

POG 米国小児がんグループ Pediatric Oncology Group 血液腫瘍科

POMS profile  of  mood  status profile of mood status 産科

POR チトクロームP450オキシドレダクターゼ P450 oxidoreductase 総合小児科

POTS 体位性頻脈症候群 postural tachycardia syndrome 総合小児科

PP 偽ポリポーシス pseudo-polyposis 総合小児科

PPA ピペミド酸 pipemidic acid 薬剤部

PPA 純型肺動脈閉鎖 pure pulmonary atresia 循環器小児科

PPA 傍乳頭網脈絡膜萎縮 parapapillary chorioretinal atrophy 眼科

PPD ツベルクリン反応 purified protein derivative 総合小児科

PPF 血漿蛋白成分 plasma protein fraction 循環器小児科

PPH 原発性肺高血圧 primary pulmonary hypertension 循環器小児科

PPHN 新生児遷延性肺高血圧症 persistent pulminary hypertension of the new born 循環器小児科／新生児科

PPHP 偽性偽性副甲状腺機能低下症 pseudopseudohypoparathyroidism 総合小児科

PPI プロトンポンプ阻害薬 proton-pump inhibitor アレルギー科

PPN 末梢静脈栄養 parenteraｌ nutritionl nutrition 栄養科

PPR プレドニゾロン反応不良例 PSL poor responder 血液腫瘍科

PPS 重症肺動脈狭窄 pure pulmonary stenosis 循環器小児科

PPS 末梢性肺動脈狭窄 peripheral pulmonary stenosis 循環器小児科

PPTP (和訳なし) Pediatric Preclinical Testing Program 血液腫瘍科

PR 肺動脈弁逆流 pulmonary regurgitation 循環器小児科

PR 部分寛解 partial response 血液腫瘍科

PRE 化学療法前腫瘍再切除 pretreatment re-excision 血液腫瘍科

PRES (後頭部)可逆性白質脳症 / 可逆性後頭葉白質脳症 posterior reversible encephalopathy syndrome 総合小児科／神経小児科

PRETEXT (和訳なし) Pretreatment Extent of Disease System 血液腫瘍科

PRI 知覚推理指標 perceptual reasoning index 神経小児科／リハビリテーション科

PRL プロラクチン prolactin 総合小児科

PRM(PMD) プリミドン primidone 神経小児科／薬剤部

PRN 適宜 pro re nata 小児集中治療科

Pro プロリン proline 総合小児科

PROM 前期破水 Premature rupture of membrane 産科／新生児科

PS パネイトポーロス症候群 panayiotopoulos syndrome 総合小児科

PS パフォーマンスステータス(全身状態指標) performans status 血液腫瘍科

PS プレッシャーサポート（人工呼吸器の機能） pressure support 小児集中治療科

PS 肺動脈弁狭窄 pulmonary stenosis 循環器小児科

PSAGN 溶連菌後糸球体腎炎 post-streptococcal acute glomerulonephritis 総合小児科

PSG 終夜睡眠ポリグラフ検査 polysomnography 耳鼻咽喉科

PSG 睡眠ポリグラフ検査 polysomnography 神経小児科
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PSI 処理速度指標 processing speed index 神経小児科／リハビリテーション科

PSIVS 肺動脈狭窄 pulmonary stenosis with intact ventricular septum 循環器小児科

PSL プレドニゾロン prednisolone
小児集中治療科／総合小児科／血液腫瘍科
／アレルギー科

PSM 汎収縮期雑音 pansystoric murmur 循環器小児科

PSV 圧支持式換気 Pressure support ventilation 新生児

PSVT 発作性上室性頻拍 paroxysmal supraventricular tachycardia 循環器小児科

PT 理学療法士 physical therapist リハビリテーション科

PT ペアレントトレーニング parent training リハビリテーション科

PTA 経皮的血管形成術 percutaneous transluminal angioplasty 循環器小児科

PTA 総動脈幹遺残 persitent truncus arteriosus 循環器小児科

PTCA 経皮的冠動脈形成術 percutaneous transluminal coronary angioplasty 循環器小児科

PTCL 末梢性T細胞リンパ腫 peripheral T-cell lymphoma 血液腫瘍科

PTCRA ローターブレーダー療法 percutaneous transluminal rotational atherectomy 循環器小児科

PTMC 経皮経管摘僧帽弁裂開術 percutaneous transluminal mitral commissurotomy 循環器小児科

PTSD 外傷後ストレス障害 post-traumatic stress disorder 総合小児科

PTU プロピルチオウラシル propylthiouracil 総合小児科

PTX (PAC) パクリタキセル paclitaxel 薬剤部

PUCAI 小児潰瘍性大腸炎活動性指標 pediatric ulcerative colitis activity index 総合小児科

PUFX プルリフロキサシン prulifloxacin 薬剤部

punc 穿刺 puncture 小児集中治療科

PV 肺静脈 pulmonary vein 循環器小児科

PVC 心室性期外収縮 premature ventricular obstructive disease 循環器小児科

PVD 後部硝子体剥離 posterior vitreous detachment 眼科

PVD 肺血管病変 pulmonary vascular disease 循環器小児科

PVE 人工弁感染性心内膜炎 prosthetic valve endocarditis 循環器小児科

PVE 脳室周囲高エコー域 Periventicular echo densities 新生児

PVH 脳室周囲高信号域 periventricular hyperintensity 脳神経外科

PVL 脳室周囲白質軟化症 periventricular leukomalacia
総合小児科／神経小児科／新生児科
／リハビリテーション科

PVL 脳室周囲低吸収 periventricular lucency 脳神経外科

PVO 肺静脈閉塞j pulmonary vein obstruction 循環器小児科

PVOD 肺血管閉塞性病変 pulmonary vascular obstructive disease 循環器小児科

PVR 増殖硝子体網膜症 proliferative vitreoretinopathy 眼科

PWB 部分荷重 partial weight bearing 整形外科

PWS プラダーウィリー症候群 Prader-Willi syndrome 総合小児科

PZA ピラジナミド pyrazinamide 薬剤部

PZFX パズフロキサシン pazufloxacin 薬剤部

Q 流量（血液流量、体外循環流量など） flow 小児集中治療科

Qave 平均尿流量 average flow rate 泌尿器科

QB 体外循環時の血液流量 Blood flow 小児集中治療科

QD 透析流量 flow of dialysis 小児集中治療科

QF ろ過流量 flow of filtration 小児集中治療科

QID 一日四回 quarter in die 小児集中治療科

Qmax 最大尿流量 maximum urinary flow rate 泌尿器科

QOL 生活の質 quality of life
総合小児科／血液腫瘍科／アレルギー科
／リハビリテーション科

Qp/Qs 肺体血流比 pulmonary blood flow/systemic blood flow 循環器小児科

QSRL Qスイッチルビーレーザー Q-switch ruby laser 形成外科

R 速効型インスリン regular insulin 総合小児科

RA 右心房 right atrium 循環器小児科

Ra 超速効型インスリンアナログ rapid-acting insulin analogue 総合小児科

RA 慢性関節リウマチ rheumatoid arthritis 整形外科

RAA 右心耳 right atrial appendage 循環器小児科

RAA 右側大動脈弓 right aortic arch 循環器小児科

RAD 反応性気道疾患 reactive airway disease アレルギー科

RAEB 芽球増加を伴う不応性貧血 refractory anemia with excess of blasts 血液腫瘍科

RAEBT 移行期のRAEB RAEB in transformartion 血液腫瘍科

RAPD 相対性瞳孔求心路障害 relative afferent pupillary defect 眼科

Rb リーメンビューゲル Riemenbugel (Pavlik harness) 整形外科

RBT リファブチン rifabutin 薬剤部

RCA 右冠動脈 right coronary artery 循環器小児科

RCC 右冠尖 right coronary cusp 循環器小児科

RCC 小児不応性血球減少症 refractory cytopenia of childhood 血液腫瘍科

RCC 赤血球 red blood cell 血液腫瘍科

RCCP 右冠尖逸脱 right coronary cusp prolaps 循環器小児科

RCM 拘束型心筋症 restrictive cardiomyopathy 循環器小児科

RCT 二重盲検法 randamize controlled stury 小児集中治療科

RD 網膜剥離 retinal detachment 眼科

RDI 呼吸障害指数 respiratory Disturbance Index 耳鼻咽喉科

RDS 呼吸窮迫症候群 Respiratory distress syndrome 新生児

RECIST (和訳なし) Response Evaluation Criteria in Solid Tumors 血液腫瘍科

Renal 腎泌尿器系 renal system 小児集中治療科

Resp 呼吸器系 respiratory 小児集中治療科

RF リウマチ因子 rheumatoid factor 総合小児科

RF 逆流成分 regurgitant fraction 循環器小児科

RFM ルフィナミド rufinamide 薬剤部

RFP リファンピシン、リファジン rifampicin 総合小児科／薬剤部
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RFR 相対冠動脈血流予備量 relative coronary flow reserve 循環器小児科

RFS 無再発生存率 relapse free survival 血液腫瘍科

RI 放射線同位元素 radioisotope 総合小児科

RIST 骨髄非破壊的移植 reduced-intensity stem cell transplantation 血液腫瘍科

RLS むずむず脚症候群/レストレスレッグ症候群 restless legs syndrome 総合小児科

RMS 横紋筋肉腫 rhabdomyosarcoma 血液腫瘍科

ROM 可動域 range of motion 整形外科

ROM 関節可動域 range of motion リハビリテーション科

ROM-ex 関節可動域訓練 range of motion exercise リハビリテーション科

ROP 未熟児網膜症 Retinopathy of the prematurity 眼科／新生児科

RP 逆行性腎盂造影法 retrograde pyelography 泌尿器科

Rp 肺血管抵抗 pulumonary resistance 循環器小児科

RP 網膜色素変性症 retinitis pigmentosa 眼科

RPE 網膜色素上皮 retinal pigment epithelium 眼科

RPGN 急速進行性糸球体腎炎 rapidly progressive glomerulonephritis 総合小児科

rpn 滴下速度 to run at 小児集中治療科

RR 呼吸回数／呼吸数 respiratory rate 小児集中治療科／総合小児科

Rs 体血管抵抗 systemic resistance 循環器小児科

RSTL 最小皮膚緊張線 relaxed skin tension line 形成外科

RSV RSウイルス Respiratory Syncytial virus 総合小児科／アレルギー科

Rt 右 right 脳神経外科

RT 右眼圧 right tension 眼科

RT 局所放射線照射 radiation therapy 血液腫瘍科

RTA 腎尿細管性アシドーシス renal tubular acidosis 総合小児科

RTK 腎ラブドイド腫瘍 rhabdoid tumor of the kidney 血液腫瘍科

RT-PCR (和訳なし) reverse transcriptase-polymerase chain reaction 血液腫瘍科

RU 残尿 residual urine 泌尿器科

RV ロタウイルス rotavirus 総合小児科

RV 右視力 right visus 眼科

RV 右心室 right ventricle 循環器小児科

RVOT 右室流出路 right ventricle outflow tract 循環器小児科

RVOTR 右室流出路再建 right ventricler outflow tract reconstruction 循環器小児科

RVOTS 右室流出路狭窄 right ventricular outflow tract stenosis 循環器小児科

RXM ロキシスロマイシン roxithromycin 薬剤部

RyR リアノジンリセプター ryanodine receptor 総合小児科

S 大豆 Soy アレルギー科

S 仙椎（用法例  S1：第１仙椎、S2：第２仙椎） sacral spine 脳神経外科

S) 主観的データ subjective deta 栄養科

s.l. 光覚弁 sensus luminis 眼科

S-1 (TS-1) テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合 tegafur/gimeracil/oteracil potassium 薬剤部

SA 自然流産 spontaneous abortion 産科

SA 単心房 single atrium 循環器小児科

SABA 短時間作用性吸入ベータ２刺激薬 short acting β2 agonist アレルギー科

SAH くも膜下出血 subarachnoid hemorrhage 脳神経外科

SAM 僧帽弁の収縮期前方運動 systolic anterior motion of mitral valve leaflet 循環器小児科

SAMe S-アデノシルメチオニン S-adenosylmethionine 総合小児科

SaO2 動脈血酸素飽和度 arterial saturation of arterial oxygen 小児集中治療科／循環器小児科

Sar サルコシン sarcosine 総合小児科

SBBYSS セイ・バーバー・ビーゼッカー・ヤング・シンプソン症候群 Say-Barber-Biesecker-Young-Simpson syndrome 総合小児科

SBO 潜在性二分脊椎 spina bifida occulta 整形外科

SBS 揺さぶられっ子症候群 shaken-baby syndrome 総合小児科

SBT スルバクタム sulbactam 薬剤部

SBTPC スルタミシリン sultamicillin 薬剤部

sc 皮下注射 subcutaneous injection 総合小児科

SCA 上小脳動脈 superior cerebellar artery 脳神経外科

SCAD 短鎖アシル-CoA脱水素酵素 short-chain acyl-CoA dehydrogenase 総合小児科

SCC 扁平上皮癌 squamous cell carcinoma 形成外科

SCD 脊髄小脳変性症 spinocerebellar degeneration 総合小児科

SCHAD 短鎖3-ヒドロキシアシル-CoA脱水素酵素 short-chain-3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase 総合小児科

SCID 重症複合免疫不全症 severe combined immunodeficiency 総合小児科

SCIT 皮下免疫療法 subctaneous immunotherapy アレルギー科

SCL ソフトコンタクトレンズ soft contact lens 眼科

SCM 胸鎖乳突筋 sternocleidomastoideus 整形外科

SCN 重症先天性好中球減少症 severe congenital neutropenia 総合小児科

SCOT サクシニル-CoA：3-ケト酸-CoAトランスフェラーゼ succinyl-CoA:3-ketoacid-CoA transferase 総合小児科

SCT 幹細胞移植 stem cell transplantation 血液腫瘍科

SCT 造血細胞移植 stem cell transplantation 血液腫瘍科

SCV 感覚神経伝導速度 sensory nerve conduction velocity 神経小児科

SCV 鎖骨下静脈 subclavian vein 循環器小児科

SD 不変 stable disease 血液腫瘍科

SDB 浅達性Ⅱ度熱傷 superficial dermal burn 形成外科

SDNS ステロイド依存性ネフローゼ症候群 steroid dependent nephrotic syndrome 総合小児科

Se ゴマ Sesami アレルギー科

Se ゴマ Sesame 総合小児科

Sec セレノシステイン selenocysteine 総合小児科

SEER (和訳なし) Surveillance Epidemiology and End Results 血液腫瘍科
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SEM 収縮期駆出性雑音 systoric ejectional murmur 循環器小児科

SEP 体性感覚誘発電位 somatosensory evoked potential 脳神経外科／神経小児科

Ser セリン serine 総合小児科

SFC 単純型熱性けいれん simple febrile convulsion 総合小児科

SFD （在胎週数に相当する体重に満たない未熟児） Small-for-date 新生児

SFOP フランス小児がん学会 French Society of Pediatric Oncology 血液腫瘍科

SGA 在胎不当過小児 small for gestational age infant 神経小児科

SGA 主観的包括的評価 subjective global  assessment 栄養科

SGA 不当軽量児 small-for-gestational age 総合小児科

SIADH ＡＤＨ不適合分泌症候群/バゾプレシン分泌過剰症 syndrome of inappropriate secretion of ADH (antidiuretic hormone) 総合小児科／新生児科

SIDS 乳児突然死症候群 Sudden infant death syndrome 新生児

SIMV 同期式間欠的強制陽圧換気 Synchronized intermittent mandatory ventilation 小児集中治療科／新生児科

SIOP 国際小児がん学会 International Society of Paediatric Oncology 血液腫瘍科

SIOPEL 国際小児がん学会―上皮性肝がん研究グループ International Society of Paediatric Oncology-Epithelial Liver(Tumor Study Group)血液腫瘍科

SIOPEN 欧州神経芽腫研究グループ Society of Pediatric Oncology European Neuroblastoma Group 血液腫瘍科

SIR 標準化発生比 standardized incidence ratios 血液腫瘍科

SIRPLND 病期決定用同側後腹膜リンパ節郭清 staging ipsilateral retroperitoneal lymph node dissection 血液腫瘍科

SIRS 全身性炎症反応症候群 systemic inflammatory response syndrome 総合小児科

SJS スティーブンス・ジョンソン症候群 Stevens-Johnson syndrome 総合小児科

SLB 短下肢装具 short leg brace 整形外科

SLE 全身性エリテマトーデス systemic lupus erythematosus 総合小児科／新生児科

SLIT 舌下免疫療法 sublingual immunotherapy 耳鼻咽喉科／アレルギー科

SLK 上輪部角結膜炎 superior limbic keratoconjunctivitis 眼科

SLR 下肢伸展位挙上 straight leg raising 整形外科

SLV 左室性単心室 single left ventricle 循環器小児科

SM サルメテロールキシナホ酸塩 salmeterol xinafoate アレルギー科

SM 収縮期雑音 systolic murmur 総合小児科

SM ストレプトマイシン streptomycin 薬剤部

SMA 上腸間膜動脈 superior mesenteric artery 総合小児科

SMA 脊髄性筋萎縮症 spinal muscular atrophy 神経小児科

SMBG 自己血糖測定 self monitoring of blood glucose 総合小児科

Sm-C ソマトメジンC somatomedin C 総合小児科

SMCP 粘膜下口蓋裂 submucous cleft palate 形成外科

SMD 棘果間距離(下肢長) spina malleolar distance 整形外科

SNRI セロトニンノルアドレナリン再取り込み阻害薬 erotonin and norepinephrine reuptake inhibitors 血液腫瘍科

SO 上斜筋 superior oblique muscle 眼科

SOS 類洞閉塞症侯群 sinusoidal obstruction syndrome 血液腫瘍科

sp 不登校 school phobia 総合小児科

SP 同時視 simultaneous perception 眼科

S-P shunt 硬膜下腹腔シャント sudural-peritoneal shunt 脳神経外科

SPCM スペクチノマイシン spectinomycin 薬剤部

SPCT 同時プリズム遮蔽試験 simultaneous prism and cover test 眼科

SPECT 単一フォトン断層撮影法/単光子放射型コンピュータ断層撮 single photon emission computed tomography 脳神経外科／神経小児科

sph (S) 球面レンズ spherical lens 眼科

SPK 点状表層角膜炎 superficial punctate keratophahy 眼科

SPM スピラマイシン spiramycin 薬剤部

SpO2 経皮的酸素飽和度 saturation of percutaneous oxygen 総合小児科

SpO2 経皮的動脈血酸素飽和度 arterial saturation of arterial oxygen (per cutaneous) 小児集中治療科／循環器小児科／新生児科

SPS 単純部分発作 simple partial seizure 神経小児科

SPT 皮膚テスト skin prick test アレルギー科

SR 上直筋 superior rectus muscle 眼科

SR 標準リスク standard risk 血液腫瘍科

SRF 網膜下液 subretinal fluid 眼科

SRFs 外科的リスク因子 surgical risk factors 血液腫瘍科

SRM 収縮期逆流性雑音 systoric regurgitant murmur 循環器小児科

SRNS ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群 steroid resistant nephrotic syndrome 総合小児科

SRV 右室性単心室 single right ventricle 循環器小児科

SS シェーグレン症候群 Sjogren syndrome 眼科

SSEP 短潜時体性感覚誘発電位 short latency somatosensory evoked potential 神経小児科

SSG スカンジナビア肉腫研究グループ Scandinavian Sarcoma Group 血液腫瘍科

SSI 手術部位感染 surgical site infection 総合小児科

SSPE 亜急性硬化性全脳炎 subacute sclerosing panencephalitis 神経小児科

SSS 上矢状洞 superior sagittal sinus 脳神経外科

SSS 洞機能不全症候群 sick sinus syndrome 循環器小児科

SSSS ブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群 staphylococcal scalded skin syndrome 総合小児科

SST ソーシャルスキルトレーニング social slills training 神経小児科／リハビリテーション科

ST 胃管 stomach tube 総合小児科

ST 言語聴覚士 speech language hearing therapisut 栄養科

ST スルファメトキサゾール・トリメトプリム sulfamethoxazole/
trimethoprim 薬剤部

St 児頭下降度 station 産科

ST 専門の胃留置チューブ stomach tube 栄養科

ST 言語聴覚士 speech therapist リハビリテーション科

STA 浅側頭動脈 superficial temporal artery 脳神経外科

S-TA 人工肺サーファクタント Surfactant Tokyo-Akita 新生児

StAR ステロイド産生急性調節タンパク質 steroidogenic acute regulatory protein 総合小児科

STD 性行為感染症 sexually transmitted disease 総合小児科
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STFX シタフロキサシン sitafloxacine 薬剤部

STP スチリペントール stiripentol 薬剤部

STS 軟部肉腫委員会 Soft Tissue Sarcoma Committee 血液腫瘍科

STSG 分層植皮 split thickness skin graft 形成外科

ST合剤 スルファメトキサゾールトリメトプリム/バクトラミン、バクタ sulfamethoxazole+trimethoprim 総合小児科

SUI 腹圧性尿失禁 stress urinary incontinence 泌尿器科

SU剤 スルホニル尿素剤 sulfonylurea 総合小児科

SV 駆動換気量 Stroke volume 新生児

SV 単心室 single ventricle 循環器小児科

SVASS 大動脈弁状狭窄症候群 supravalvular aortic stenosis syndrome 循環器小児科

SVC 上大静脈 superior vena cava 総合小児科／循環器小児科

SVT 上室性頻拍症 supraventricular tachycardia 循環器小児科

SWI 磁化率強調画像 susceptibility weighted imaging 脳神経外科

Sz 痙攣 seizure activity 小児集中治療科

T1WI T1強調像 T1 weighted image 脳神経外科

T2 ミトコンドリア・アセトアセチル-CoAチオラーゼ mitochondrial acetoacetyl-CoA thiolase 総合小児科

T2WI T2強調像 T2 weighted image 脳神経外科

TA 経腹超音波 transabdominal ultrasound 産科

TA 三尖弁閉鎖 tricuspid atresia 循環器小児科

TAC 総動脈幹遺残 truncus arteriosus communis 循環器小児科

TACO 輸血関連循環過剰負荷 transfusion-associated circulatory overload 血液腫瘍科

TAM タモキシフェン tamoxifen 薬剤部

TAM 一過性骨髄増殖性疾患 transient abnormal myelopoiesis 血液腫瘍科

TAP 三尖弁形成術 循環器小児科

TAPVC 総肺静脈還流異常 total anomalous pulmonary venous connection 循環器小児科

TAPVR 総肺静脈還流異常 total anomalous pulmonary venous return 循環器小児科

TAPVR(TAPVD) 総肺静脈還流異常症 Total anomalous pulmonary venous return (drainage) 新生児

TAZ/CTLZ タゾバクタム・セフトロザン tazobactam/ceftolozane 薬剤部

TAZ/PIPC タゾバクタム・ピペラシリン tazobactam/piperacillin 薬剤部

TB タウシックービング奇形 Taussig-Bing 奇形 循環器小児科

TB 結核 tubercle bacillus 総合小児科

Tbc 結核 tubercle bacillus 総合小児科

TBI 全身放射線照射 total body irradiation 血液腫瘍科

TBPM-PI テビペネムピボキシル tebipenem pivoxil 薬剤部

TC テトラサイクリン tetracycline 薬剤部

TCCSG 東京小児がん研究グループ Tokyo Children's Cancer Study Group 血液腫瘍科

TCCSG 東京小児白血病がん研究グループ Tokyo Children's Cancer Study Group 血液腫瘍科

TCD 経頭蓋ドプラー transcranial doppler 脳神経外科

tcPo2 経皮酸素分圧 Transcutaneous Po2 新生児

TDD 涙痕骨頭間距離 tear drop distance 整形外科

TDF テノホビル tenofovir 薬剤部

TDM 薬物血中濃度予測 theraputic drug monitoring 小児集中治療科

T-DM1 トラスツズマブエムタンシン trastuzumab emtansine 薬剤部

TEE 経食道心エコー図 transesophageal echocardiography 循環器小児科

TEF 気管食道瘻 tracheo-esophageal fistula 小児外科

TEIC テイコプラニン、タゴシッド teicoplanin 総合小児科／薬剤部

temp 体温 temperature 小児集中治療科

TEN 中毒性表皮壊死症 toxic epidermal necrosis 総合小児科

TEPA チオテパ thiotepa 血液腫瘍科

TFL 大腿筋膜張筋（腱） tensor fascia lata 形成外科

TFLX トスフロキサシン tosufloxacin 薬剤部

TFP ミトコンドリア三頭酵素 mitochondrial trifunctional protein 総合小児科

Tg サイログロブリン thyroglobulin 総合小児科

TGA 大血管転換 transposition of the great arteries 循環器小児科／新生児科

TGC チゲサイクリン tigecycline 薬剤部

TGF テガフール tegafur 薬剤部

Th 療法士 therapist リハビリテーション科

Th,T 胸椎（用法例  Th１：第１胸椎、Th2：第２胸椎） thoratic spine 脳神経外科

THP ピラルビシン pirarubicin 薬剤部

Thr トレオニン threonine 総合小児科

TI 三尖弁閉鎖不全 tricuspid insufficiency 循環器小児科

T-I level 大転子坐骨結節位置 trochanter ischial level 整形外科

TIA 一過性脳虚血発作 transient ischemic attack 脳神経外科

TID 一日三回 tie in die 小児集中治療科

ＴＩＦ 気管腕頭動脈瘻 tracheoinomminate artery fistula 小児集中治療科

tIgE 総IgE total Immunogloblin E アレルギー科

TIT 三者髄注 triple intrathecal therapy 血液腫瘍科

TKI チロシンキナーゼ阻害薬 tyrosine kinase inhibitor 血液腫瘍科

TLE 側頭葉てんかん temporal lobe epilepsy 総合小児科

TLS 腫瘍崩壊症候群 tumor lysis syndrome 血液腫瘍科

TMA 血栓性微小血管障害 thrombotic microangiopathy 総合小児科

TMT トレッドミルテスト treadmil test 循環器小児科

TMZ テモゾロミド temozolomide 薬剤部

TNF 腫瘍壊死因子 tumor necrosis factor 総合小児科

TOB トブラマイシン、トブラシン tobramycin 総合小児科／薬剤部

Tod 右眼圧 tensio oculi detri 眼科
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TOF タイム・オブ・フライト time-of-flight 脳神経外科

TOF ファロー四徴症 Tetralogy of Fallot 循環器小児科／新生児科

TOPO トポテカン topotecan 血液腫瘍科

TORCH トーチ症候群 toxoplasma，others，rubella，cytomegalo，herpes 神経小児科

TORCH トキソプラズマ、梅毒、風疹、サイトメガロ、ヘルペス toxoplasma, others (syphilis), rubella, cytomegalo, and herpes 産科

Tos 左眼圧 tensio oculi sinistri 眼科

Tox 妊娠中毒症 toxemia 産科

TPM トピラマート topiramate 神経小児科／薬剤部

TPN 完全静脈栄養法 total parenteral nutrition 総合小児科

TPN 中心静脈栄養法、高カロリー輸液療法 total parenteral nutrition 小児外科／栄養科

TPN 経静脈栄養 total parenteral nutrition 小児集中治療科／新生児科

TPO トロンボポエチン thrombopoietin 総合小児科

TPO 甲状腺ペルオキシダーゼ thyroid peroxidase 総合小児科

TR 甲状腺ホルモン受容体 thyroid hormone receptor 総合小児科

TR 三尖弁閉鎖不全 tricuspid regurgitation 循環器小児科

TR 上腕三頭筋反射 triceps reflex 脳神経外科

TRAPS TNF受容体関連周期性症候群 TNF receptor-associated periodic syndrome 総合小児科

TRH 甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン thyrotropin-releasing hormone 総合小児科

Trp トリプトファン tryptophan 総合小児科

TS ターナー症候群 Turner syndrome 総合小児科

TS 横静脈洞 transverse sinus 脳神経外科

TS 三尖弁狭窄 tricuspid stenosis 循環器小児科

TSC 結節性硬化症 tuberous sclerosis complex 神経小児科

TSF 上腕三頭筋部皮下脂肪厚 triceps skinfold thickness 栄養科

TSH 甲状腺刺激ホルモン thyroid-stimulating hormone 総合小児科／アレルギー科

TST 立体視検査 titmus stereo test 眼科

TTD 躯幹横径 transverse trunk diameter 産科

TTN 新生児－過性多呼吸 Transient tachypnea of the newborn 新生児

TTTS 双胎間輸血症候群 twin-to-twin transfusion syndrome 産科／新生児科／循環器小児科

TV 一回換気量 tidal volume 小児集中治療科

TV 経膣超音波 transvaginal ultrasound 産科

TV 三尖弁 tricuspid valve 循環器小児科

TVI （平均流速の）時間積分 time-volume integral 循環器小児科

TW2法 Tanner-White2法 Tanner-White2 総合小児科

Tyr チロシン tyrosine 総合小児科

TZD テジゾリド tedizolid 薬剤部

UARI 臍帯動脈血管抵抗インデックス umbilical artery resistance index 産科

UBM 超音波生体顕微鏡 ultrasound biomicroscope 眼科

UC 潰瘍性大腸炎 ulcerative colitis 総合小児科／アレルギー科

UCG 超音波心エコー法 ultrasonic cardiography 総合小児科

UCG 尿道膀胱撮影 urethrocystography 総合小児科

UCG 心エコー図 Ultrasonic cardiography 新生児

UCL 片側性唇裂 unilateral cleft lip 形成外科

UCLP 片側性唇顎口蓋裂 unilateral cleft lip and palate 形成外科

UDS 尿流動体検査 urodynamic study 泌尿器科

UDT 停留精巣 undescended testis 小児外科

UFM 尿流検査 uroflowmetry 泌尿器科

UFT テガフール・ウラシル配合 tegafur/uracil 薬剤部

UGI 上部消化管造影 upper gastrointestinal series 小児外科

UKCCSG 英国小児がん研究グループ United Kingdom Children's Cancer Study Group 血液腫瘍科

UOP 尿量 urine output 小児集中治療科

UPD 片親性ダイソミー uniparental disomy 遺伝科

UPJ-O 腎盂尿管移行部通過障害 ureteropelvic  junction obstruction 泌尿器科

UPPP 口蓋垂-軟口蓋-咽頭形成術 uvulo-palate-pharyngoplasty 耳鼻咽喉科

URI 上気道炎 upper respiratory infection 総合小児科／アレルギー科

US 超音波検査 ultrasonography 総合小児科／新生児科／泌尿器科

US 尿糖 urine sugar 総合小児科

UTI 尿路感染症 urinary tract infection 総合小児科／新生児科／泌尿器科／アレルギー科

UUI 切迫性尿失禁 urgency incontinence 泌尿器科

UVJ-O 尿管膀胱移行部通過障害 ureterovesical junction obstruction 泌尿器科

V 流速 velocity 循環器小児科

VA 視力 visual acuity 眼科

VA 椎骨動脈 vertebral artery 脳神経外科

VACV バラシクロビル valaciclovir 薬剤部

VAG 椎骨動脈撮影 vertebral angiogram 脳神経外科

Val バリン valine 総合小児科

VAP 人工呼吸器関連肺炎 ventilator-associated pneumonia 総合小児科

VBAC 既往帝王切開の経膣分娩 vaginal birth after cesarean 産科

VC ビンクリスチン、シクロホスファミド vincristine,cyclophosphamide 血液腫瘍科

VCD 声帯機能不全 vocal cord dysfunction アレルギー科

VCI 言語理解指標 verbal comprehension index 神経小児科／リハビリテーション科

VCM バンコマイシン vancomycin 総合小児科／アレルギー科／薬剤部

VCR ビンクリスチン vincristine 薬剤部

VCUG 排尿時膀胱尿道造影検査 voiding cystourethrography 泌尿器科

vd 右視力 visus dexter 眼科

VDC ビンクリスチン、ドキソルビシン、シクロホスファミド vincristine,doxorubicin,cyclophosphamide 血液腫瘍科
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VDS ビンデシン vindesine 薬剤部

VE 嚥下内視鏡検査 videoendoscopic awallowing test 耳鼻咽喉科

VE 嚥下内視鏡検査法 video endoscopy 栄養科

VE 嚥下内視鏡検査 videoendoscopic evaluation of swallowing リハビリテーション科

VEC ビンクリスチン、エトポシド、カルボプラチン vincristine,etoposide,carboplatin 血液腫瘍科

VEMP 前庭誘発筋電位 vestibular evoked myogenic potential 耳鼻咽喉科

VEP 視覚誘発電位 visually evoked cortical potential 眼科／神経小児科／リハビリテーション科

vesitable 植物状態 vesitable state 小児集中治療科

VF 嚥下造影検査 videofluoroscopic examination of swallowing 耳鼻咽喉科

VF 嚥下造影検査法 video fluorography 栄養科

VF 視野 visual field 眼科

Vf 心室細動 ventricular fibrillation 循環器小児科

VF 心室粗動 ventricular flutter 循環器小児科

VF 嚥下造影検査 videofluoroscopic examination of swallowing 神経小児科／リハビリテーション科

VGB ビガバトリン vigabatrin 薬剤部

VGCV バルガンシクロビル valganciclovir 薬剤部

VH 硝子体出血 vitreous hemorrhage 眼科

VIP エトポシド、イホスファミド、シスプラチン etoposide,ifosfamide,cisplatin 血液腫瘍科

VIQ 言語性知能指数 verbal intelligence quotient 脳神経外科／神経小児科／リハビリテーション科

Vit ビタミン vitamins 栄養科

VKC 春季カタル vernal keratoconjunctivitis 眼科

VKH フォークト・小柳・原田病 Vogt-Koyanagi-Harada disease 眼科

VL ビンクリスチン、Ｌ－アスパラギナーゼ vincristine、L-asparaginase 血液腫瘍科

VLB ビンブラスチン vinblastine 薬剤部

VLBW 極低出生体重児 Very low birth weight infant 新生児

VLBWI 極低出生体重児 very low birth weight infant 総合小児科

VLCAD 極長鎖アシル-CoA脱水素酵素 very long-chain acyl-CoA dehydrogenase 総合小児科

VNR (NVB) ビノレルビン vinorelbine 薬剤部

VNS 迷走神経刺激療法 vagus nerve stimulation 神経小児科

VP-16 エトポシド etoposide 薬剤部

VPA バルプロ酸ナトリウム sodium valproate 薬剤部

VPA バルプロ酸 valproic acid 神経小児科

VPB 心室性期外収縮 ventricular premature beat 循環器小児科

VPC 心室性期外収縮 ventricular premature contraction 循環器小児科

VPDP 形態による鼻咽腔閉鎖不全 velopharyngeal dysproportion 形成外科

VRCZ ボリコナゾール voriconazole 薬剤部

VRE バンコマイシン耐性腸球菌 vancomycin resistant enterococci 総合小児科

VS バイタルサイン vital signs 小児集中治療科

vs 左視力 visus sinister 眼科

VSD 心室中隔欠損 ventricular septal defect 循環器小児科／新生児科

VSR 心室中隔穿孔 ventricular septal rupture 循環器小児科

VT 心室頻拍 ventricular tachycardia 循環器小児科

VTI （平均流速の）時間積分 velocity time integral 循環器小児科

VUR 膀胱尿管逆流現象／膀胱尿管逆流 Vesicoureteral reflux 新生児／泌尿器科

VUS 病的意義不明のバリアント variant of unknown significance 遺伝科

VV 排尿量 voided volume 泌尿器科

VZIG 水痘・帯状疱疹免疫グロブリン varicella-zoster immune globulin 血液腫瘍科

VZV 水痘・帯状疱疹ウイルス／水痘帯状ヘルペスウィルス varicella-zoster virus 血液腫瘍科／総合小児科／眼科

W 小麦 Wheat 総合小児科

W、W00、W0～３小麦、小麦負荷試験Step00、0～3 Wheat アレルギー科

W/C 車椅子 wheel chair リハビリテーション科

W/H 身長・体重比 weight for height 栄養科

WAIS ウェクスラー成人知能検査 Wechsler Adult Intelligence Scale リハビリテーション科

WBP 創面環境調整 wound bed preparation 形成外科

WHO 世界保健機関 World Health Organization 血液腫瘍科

WISC 児童版ウェクスラー式知能検査 Wechsler intelligence scale for children 神経小児科／リハビリテーション科

WMI ワーキングメモリー指標 working memory index 神経小児科／リハビリテーション科

WPW ウォルフ-パーキンソン-ホワイト症候群 Wolff-Parkinson-White syndrome 循環器小児科

WQ 水分摂取量 water quantitiy 小児集中治療科

WT1 ウィルムス腫瘍抑制遺伝子 Wilms' tumor 1 血液腫瘍科

x1Gx2P x1妊x2産 x1 gravida x2 para 新生児

x1Gx2P x1妊x2産 x1 gravida x2 para 新生児

XL X連鎖性遺伝形式 X-linked inheritance 遺伝科

XLH X染色体優性低リン血症性くる病 X-linked hypophosphatemic rickets 総合小児科

XP 外斜位 exophoria 眼科

X-p X線撮影 X-ray photograph 総合小児科／アレルギー科

ZEEP 呼気終末大気圧 zero end expiratory pressure 小児集中治療科

ZNS ゾニサミド zonisamide 神経小児科／薬剤部

ω5 ω5グリアジン ω5 gliadin アレルギー科

/min 毎分 per minute 新生児

1,25OH2D 1,25-ジヒドロキシビタミンD 1,25-(OH)2-VitaminD 総合小児科

106Ru ルテニウム106 ruthenium-106 血液腫瘍科

123I ヨウ素123 iodine-123 血液腫瘍科

125Ｉ ヨウ素125 iodine-125 血液腫瘍科

131Ｉ ヨウ素131 iodine-131 血液腫瘍科

17OHP 17－ヒドロキシプロゲステロン 17-Hydroxyprogesterone 総合小児科
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21OHD 21水酸化酵素欠損症 21-hydroxylase deficiency 総合小児科

25OHD 25-ヒドロキシビタミンD 25(OH)-Vitamin D 総合小児科

3OHB 3-ヒドロキシ酪酸 3-hydroxybutyrate 総合小児科

3TC ラミブジン lamivudine 薬剤部

5-FC フルシトシン flucytosine 薬剤部

5-FU フルオロウラシル fluorouracil 薬剤部

6-MP メルカプトプリン mercaptopurine 薬剤部

99mTc テクネチウム99m technetium-99m 血液腫瘍科

99mTc-ECD Ｎ'-エチレンジ-L-システイネート-オキソテクネシウム Tecnetium 99m-ethyl-cysteinate dimer 脳神経外科


