
内科学講座心血管・腎・内分泌内科分野

氏名 所属 職名 取得学位 専門分野 主な論文・著作・業績

中村　元行
内科学講座心血管・腎・
内分泌内科分野

教授 博士(医学) 循環器内科学

①Nakamura, M.，Tanaka, F.，Takahashi, T.，Makita, S.，Ishisone, T.，Onodera,
M.，Ishibashi, Y.，Itai, K.，Onoda, T.，Ohsawa, M，Tanno, K.，Sakata, K.，
Omama, S.，Ogasawara, K.，Ogawa, A.，Kuribayashi, T.，Okayama, A.:Sex-specific
threshold levels of plasma B-type natriuretic peptide for prediction of
cardiovascular event risk in a Japanese population initially free of
cardiovascular disease / Am J Cardiol.108(11):1564-1569(2011)
②文部科学省科学研究費補助金「日本人における心血管の発症リスクスコアの開発」
2011年～2013年
③科学技術振興機構研究シーズ探索プログラム「震災後の心臓病と血管病の実態調査」
2012年
④Nakamura M.TanakaF.Nakajima S.Honma M.Sakai T.Kawakami M.Endo H.Onodera
M.Niiyama M.Komatsu T.Sakamaki K.Onoda T.Sakata K.Morino Y.Takahashi T.Makita
S.Koyama T.Sakata K.Okayama A:Comparison of the incidence of acute
decompensated heart failure before and after the major tsunami in Northeast
Japan..Am J  Cardiol.110（12）:1856-1860(2012)

蒔田　真司
内科学講座心血管・腎・
内分泌内科分野

准教授 博士(医学) 循環器内科学

①Makita, S.,Abiko, A.,Nagai, M.,Nakamura, M:Influence of daily alcohol
consumption on serum adiponectin levels in men / European Atherosclerosis
Society Congress.2011Jun.SWEDEN.
②Makita, S.,Tanaka, F.,Tanno, K.,Onoda, T.,Ohsawa, M.,Segawa, T.,Takahashi,
T.,Sato, K.,Itai, K.,Sakata, K.,Omama, S.,Yoshida, Y.,Ishibashi, Y. , Koyama,
T., Kuribayashi, T., Ogasawara, K., Ogawa, A., Okayama, A., Nakamura, M.:Non-
high-density lipoprotein cholesterol (non-HDL-C) may be a useful predictor of
ischemic heart disease and sudden cardiac death in men from the general
population.Asian-Pacific Society of Atherosclerosis and Vascular Disease
.2012.Phuket.
③蒔田真司．田中文隆．瀬川利恵．高橋智弘．肥田賴彦．小野田敏行．大澤正樹．丹野
高三．大間々真一．吉田雄樹．石橋靖宏．板井一好．小笠原邦昭．坂田清美．栗林徹．
小山富子．岡山明．小川彰．中村元行：脳心血管疾患罹患リスクに関わる血圧２回測定
値の意義とその性差の検討．第35回日本高血圧学会．2012年9月．名古屋市
④文部科学省科学研究費補助「課題名：大動脈解離の発症および中長期予後に関する根
本的因子の解明」2013年



内科学講座心血管・腎・内分泌内科分野

氏名 所属 職名 取得学位 専門分野 主な論文・著作・業績

田中　文隆
内科学講座心血管・腎・
内分泌内科分野

講師 博士(医学)
循環器内科学・
腎臓内科学

①Tanaka, F.,Makita, S.,Onoda, T.,Segawa, T.,Takahashi, T.,Sato, K.,Ohsawa
M,Tanno, K.,Itai, K.,Sakata, K.,Kawamura, K.,Okayama, A.,Nakamura, M.:The Low-
density Lipoprotein Cholesterol to High-density Lipoprotein Cholesterol Ratio
Is a Useful Risk Marker for Acute Myocardial Infarction and Sudden Death in
Normocholesterolemic Male Population /
AmericanHeartAssociation.2011Nov.ORLANDO.
②田中文隆．小野田敏行．瀬川利恵．佐藤権裕．高橋智弘．大澤正樹．蒔田真司．丹野
高三．板井一好．坂田清美．岡山明．中村元行：Albuminuria is higher population -
attributable risk for cardiovascular events than impaired filtration function
in the general population．第76回日本循環器学会．2012年3月．福岡市
③田中文隆．小野田敏行．坂田清美．蒔田真司．中村元行：Effect of the 2011Tohoku
Earthquake on the incidence of acute myocardial infarction and sudden death in
iwate prefecture ．第16回日本心不全学会．2012年11月．仙台市

安孫子　明彦
内科学講座心血管・腎・
内分泌内科分野

講師 博士(医学) 循環器内科学

①Abiko, A.，Makita, S.，Naganuma, Y.，Nagai, M.，Nakamura, M.，Association
between metabolic syndrome and carotid atherosclerosis:relevance of combined
criteria including the serum adiponectin level for the general population /
Intern Med.50:381-387.(2011).
②安孫子明彦．蒔田真司．長井瑞祥．中村元行：Stanford B型大動脈解離の慢性期予後
への影響因子の検討．第52回日本脈管学会総会．2011年10月．岐阜市

瀬川　利恵
内科学講座心血管・腎・
内分泌内科分野

特任講師 博士(医学)
循環器内科学・
内分泌学

①Segawa, T.,Tanaka, F.,Makita, S.,Onoda, T.,Ohsawa M,Tanno, K.,Itai,
K.,Sakata, K.,Okayama, A.,Nakamura, M.:Utility of plasma B-type Natriuretic
Peptide levels for cardiovascular risk assessment in subjects with alubuminuria
/ American Heart Association.2011Nov.ORLANDO.
②瀬川利恵．中村元行：うっ血性心不全を合併したバセドウ病の4例．第85回日本内分泌
学会．2012年4月．名古屋市．
③瀬川利恵．大浦一雅．中村元行：低Na血症を契機に診断された筋萎縮性側索硬化症の1
例．第195回日本内科学会東北地方会．2012年2月．仙台市

佐藤　権裕
内科学講座心血管・腎・
内分泌内科分野

助教 博士(医学) 循環器内科学

①Sato, K., Tanaka, F., Makita, S., Onoda, T., *Kawamura, K., Sakata, K.,
Ogawa, A., *Okayama A, Nakamura, M.: Usefulness of plasma B-type natriuretic
peptide in risk stratification for cardiovascular events in hypertensive
subjects. Congress of European Society of Cardiology.2011Aug. PARIS.
②佐藤権裕．田中文隆．高橋智弘．瀬川利恵．中村元行．小野田敏行．板井一好．大澤
正樹．坂田清美．岡山明：Plasma B-type Natriuretic Peptide is useful for
cardiovascular risk stratification in hypertensive patients with left
ventricular hypertrophy．第76回日本循環器学会.2012年3月.福岡市．



内科学講座心血管・腎・内分泌内科分野

氏名 所属 職名 取得学位 専門分野 主な論文・著作・業績

菅原　正磨
内科学講座心血管・腎・
内分泌内科分野

助教 博士(医学) 循環器内科学
①菅原正磨,伊藤智範,房崎哲也,松井宏樹,荻野義信,折居誠,中村元行.左主幹部のISRへ
のPCI時に冠動脈穿孔を生じ、Graft Master を留置した一例 / 第26回日本心血管イン
ターベンション治療学会東北地方会.7月.山形市

肥田　親彦
内科学講座心血管・腎・
内分泌内科分野

助教 博士(医学) 循環器内科学

①肥田親彦．伊藤智範．瀬川利恵．後藤巖．小室堅太郎．石川有．菅原正磨．松井宏樹．長沼
雄二郎．房崎哲也．中村元行：　重症急性循環不全を合併した甲状腺クリーゼ1救命例
/HeartVessels:2013

②Koeba,C.,Tashiro,A.,Itoh,T.,Okabayashi,H.,Nakamura,M.:Mild renal dysfunction on

admission is an important prognostic predictor in patients with infective endocarditis: a

retrospective single-center study/Intern Med.52(10)1013-1018

渡邊　收司
内科学講座心血管・腎・
内分泌内科分野

助教(任期付) 学士 腎臓内科学

大坂　英通
内科学講座心血管・腎・
内分泌内科分野

助教 博士(医学) 循環器内科学

①大坂英通,鈴木知己,佐藤文敏,八子多賀志,向井田春海,佐藤円,西山　理,新沼廣幸,平
盛勝彦,泉本浩,石原和明,川副浩平.心室中隔穿孔部修復術と上行大動脈置換術および冠
動脈バイパス術の同時手術を施行した高齢者急性心筋梗塞症の一例 / 第132回日本循環
器学会東北地方会.2001年6月.盛岡市

小松　隆
内科学講座心血管・腎・
内分泌内科分野

准教授 博士(医学) 循環器内科学

①Komatsu, T.:Current strategies of antiarrhythmic drug therapy for paroxysmal
atrial fibrillation. / J Arrhythmia.28(3):162-169(2012)
②Komatsu T.Tachibana H.Sato Y.Ozawa M.Kunugida F.Ueda H.Nakamura
M.Relationship between CHADS2 score and efficacy of antiarrhythmic drug therapy
in patients with paroxysmal atrial fibrillation.J Caridiology 59:321-328(2012)
③小松隆．小澤真人．佐藤嘉洋．椚田房紀．中村元行：本邦の非弁膜症心房細動例にお
ける虚血性脳卒中のリスク層別化　-ＣＨＡＤＳ2スコアとＣＨＡ2ＤＳ-ＶＡＳｃスコア
との比較-．第29回日本心電学会．2012年10月．千葉市
④小松隆,中村元行:合併症を有する患者の術前・術後管理循環器系　不整脈.消化器外
科.35（5):779-781(2012)



内科学講座心血管・腎・内分泌内科分野

氏名 所属 職名 取得学位 専門分野 主な論文・著作・業績

佐藤　衛
内科学講座心血管・腎・
内分泌内科分野

特任准教授 博士(医学) 循環器内科学

①Satoh, M.，Tabuchi, T.，Minami, Y.，Takahashi, Y.，Itoh, T.，Nakamura,
M.:Expression of let-7i is associated with Toll-like receptor 4 signal in
coronary artery disease: Effect of statins on let-7i and Toll-like receptor 4
signal / Immunobiology.217(5):533-539(2012)
②Sato, M.Invitation session:Advances in Personalized Medicine---Biomarkers for
Heart Failure Management .America  Heart Association.2012Nov.Los Angeles.
③佐藤衛．田淵剛．伊藤智範．中村元行：NLRP3 in inflammasome activation in
coronary artery disease : Results from prospective and randomized study of
treatment with Atorvastatin or Rosuvastatin．第76回日本循環器学会．2012年3月．
福岡市
④文部科学省科学研究費補助金「課題名：震災ｽﾄﾚｽによる動脈硬化性疾患感受性遺伝子
の制御異常に関する網羅的解析」2013年

田代　敦
内科学講座心血管・腎・
内分泌内科分野

講師 博士(医学) 循環器内科学

①田代　敦,折居　誠,新沼廣幸,山崎琢也,安孫子明彦,橘　英明,小林　昇,蒔田真司,佐
藤　衛,小松　隆,那須雅孝,中村元行:New Marker of Left Ventricular Dyssynchrony:
Usefulness of Analysis for dV/dt Curve Abnormalities on 2D Speckle Tracking
Echocardiography.第74回日本循環器学会.2010年3月.京都市
②田代　敦,熊谷亜希子,田淵　剛,佐藤　衛,中村元行:2Dスペックルトラッキング心エ
コー法を用いた高血圧性左室肥大での時間-容積的左房負荷検討．第33回日本高血圧学
会.2010年10月.福岡市
③田代敦．肥田親彦．中村元行．新山正展．石曾根武徳．阪本亮平．房崎哲也．伊藤智
範．森野禎浩．中島悟史．下田佑大．三船俊英．田中良一．吉岡邦弘．金　一．岡林
均：急性と亜急性IEで開心術が施行できた２例の頭蓋内病変．第156回日本循環器学会東
北地方会2013年6月．盛岡市

小澤　真人
内科学講座心血管・腎・
内分泌内科分野

助教 学士 循環器内科学

①Ozawa, M.,Komatsu, T.,Sato, Y,Kunugita, F.,Tachibana, H.,Nakamura,
M.:Relationship between CHADS2 score and prophylactic efficacy during
antiarrhythmic drugs therapy in patients with paroxysmal atrial fibrillation /
The European Society of Cardiology Congress 2012Aug.Munich.
②小澤真人,小松隆,橘英明,佐藤嘉洋,椚田房紀,中村元行:心房細動に対するワルファリ
ンの抗凝固管理と各抗不整脈薬併用による Time in Therapeutic Range の影響.
Progress in Medicine.32(Supple1):487-491(2012)
③小澤真人．椚田房紀．小松隆．橘英明．佐藤嘉洋．中村元行：A prospective
comparative study between bepridil and aprindine in preventing recurrence of
paroxysmal atrial fibrillation after cardiovascular surgery．第76回日本循環器学
会．2012年3月．福岡市



内科学講座心血管・腎・内分泌内科分野

氏名 所属 職名 取得学位 専門分野 主な論文・著作・業績

椚田　房紀
内科学講座心血管・腎・
内分泌内科分野

助教 学士 循環器内科学

①椚田房紀．小松隆．小澤真人．佐藤嘉洋．橘英明．中居賢司．中村元行：高分解能心
電図（DREAM ECG、HRES-1000）を用いた虚血性心疾患の特徴の解析 / 第27回日本不整脈
学会.2012年7月.横浜市．
②椚田房紀,小松隆,小澤真人,佐藤嘉洋,中村元行:完全右脚ブロックならびに冠攣縮狭心
症を合併したBrugada症候群の1例.心臓.44（Supple3）:43-48(2012)
③椚田房紀．小松隆．佐藤嘉洋．小澤真人．橘英明．中村元行：The sexual
differences of clinical profile, long-term prophylactic efficacy and
cardiovascular prognosis in patients with paroxysmal atrial fibrillation ．第76
回日本循環器学会．2012年3月．福岡市

熊谷　亜希子
内科学講座心血管・腎・
内分泌内科分野

助教 博士(医学) 循環器内科学

①熊谷亜希子，田代　敦，那須雅孝，中村元行，森野禎浩，佐々木幸子，伊藤紀彦，嘉
村幸恵，岡林　均．憎帽弁逸脱のタイプと臨床指標との関連の検討：Fibroelastic
deficiency v.s. Barlow's disease / 第23回日本心エコー図学会.2012年4月.大阪市．
②熊谷亜希子,田代敦,森野禎浩,岡林均,中村元行：Age and relative wall thickness
are useful predictors to discriminate barlow disease among patients with
degenerative mitral regurgitation．第77回日本循環器学会．2013年3月．横浜市
③熊谷亜希子．田代敦．岡林均．鎌田武．森野禎浩．中村元行．佐々木幸子．伊藤紀
彦．嘉村幸恵：経食道心エコー図検査が人工血管置換術後の機械的溶血性貧血の診断に
寄与できた１例．第24回日本心エコー図学会．2013年4月．東京
④熊谷亜希子．田代敦．伊藤記彦．嘉村幸恵．房崎哲也．森野禎浩．中村元行：当院に
おけるバルーン大動脈弁　形成術（BAV)の成績～心エコー指標の変化を中心に～．第46
回日本超音波医学会東北地方会．2013年9月盛岡市

佐藤　嘉洋
内科学講座心血管・腎・
内分泌内科分野

助教 学士 循環器内科学

①佐藤嘉洋．小松隆．橘英明．小澤真人．椚田房紀．中村元行．森野禎浩．西島嗣生．
田代敦．中島悟史：睡眠呼吸障害を伴わない慢性心不全症例にASVが有効であった2症例
/ 第60回日本心臓病学会.2012年9月.金沢市．
②佐藤嘉洋．小松隆．橘英明．小澤真人．椚田房紀．中村元行：CHA2DS2-VASc score is
useful scheme for efficacy of antriarthymic drug and risk stratification of
thromboembolism in patiets with atrial fibrillation．第76回日本循環器学会．2012
年3月．福岡市
③佐藤嘉洋．美藤文貴．木澤哲也．高橋進．梅津美貴．大坂英通．西島嗣生．中村元
行．櫻井滋：簡易型検査装置を用いた心不全患者のＡＳＶ導入は適正か？．第38回日本
睡眠学会．2013年6月．秋田市

玉田　真希子
内科学講座心血管・腎・
内分泌内科分野

助教 博士(医学) 循環器内科学

①玉田真希子,安孫子明彦,佐藤権裕,菅原正磨,長沼雄二郎,蒔田真司,中村元行,鎌田
武,湊谷謙司:大動脈解離発症前後に大動脈病変の劇的変化がみられた食道穿破の1例.第
151回日本循環器学会東北地方会.12月.仙台市
②玉田真希子．安孫子明彦．佐藤権裕．蒔田真司．中村元行．片岡剛．満永義乃．鎌田
武．田中良一：短期間に急激な形態変化をきたした炎症性腹部大動脈瘤の切迫破裂の一
例 / 第153回日本循環器学会東北地方会.2011年12月.仙台市


