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氏名 所属 職名 取得学位 専門分野 主な論文・著作・業績

諏訪部　章 臨床検査医学講座 教授 博士（医学）
病態検査医学、呼
吸器内科学

①諏訪部章：特集『「私立医科大学病院」発！─臨床検査の付加価値を見出す』　臨
床検査技師とチーム医療　～最近の動向と将来展望～　Kamerden　58:17-18, 2014
②諏訪部章：診療ガイドラインに活用される臨床検査：呼吸器領域（肺炎除く）　臨
床検査　58(1):29-33, 2014
③T Nishijima, S Ishitoya, T Mikasa, Tetsuya Kizawa, Keisuke Hosokawa, S
Takahashi, H. Kagami, A Suwabe, S. Sakurai: Significant association of
nightly nasal continuous positive airway pressure using time with weight
change in Japanese patients with obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome.
Health 6:2295-2302, 2014
④諏諏訪部章、小笠原理恵：ラット分離肺胞II型細胞の長時間にわたる動的形態学的
観察　～接着・サーファクタント分泌・ドーム形成までの経時変化～　日本肺サー
ファクタント･界面医学会雑誌　45：43-44, 2014
⑤諏訪部章(監修)：“検査で迷う！”ナースが知りたい　ベッドサイド検査手技の根
拠（Part1)．エキスパートナース　30(9):50-64, 2014

鈴木　啓二朗 臨床検査医学講座 准教授 博士（医学）
病態検査学、血液
内科学

①どうしますか?検査血液の異常値に遭遇した時　PLT異常低値に遭遇したとき
千葉 拓也, 柳本 実, 鈴木 啓二朗, 諏訪部 章
日本検査血液学会雑誌　15(3): 412-421, 2014.
②Suzuki K, Sugawara T, Ishida Y, Suwabe A.
Compound heterozygous mutations (p.Leu13Pro and p.Tyr294*) associated with
factor VII deficiency cause impaired secretion through ineffective
translocation and extensive intracellular degradation of factor VII.
Thromb Res. 131:166-72 (2013).
③Suzuki K, Murai K, Suwabe A, Ishida Y.
:Factor XII Ofunato: Lys346Asn mutation associated with blood coagulation
factor XII deficiency causes impaired secretion through a proteasome-
mediated degradation.
Thromb Res. 125:438-43 (2010).
日本血栓止血学会誌. :32-41 (2010).
④先天性血液凝固第VII因子欠乏症で認められたヘテロ接合型変異．
鈴木啓二朗、小原丈裕、吉岡智子、諏訪部章
第61回日本検査医学会学術集会、福岡市、2014年11月．
⑤鈴木啓二朗、小原丈裕、吉岡智子、諏訪部章
:p.Arg337Cysが認められた先天性血液凝固第VII因子欠損症の1例
第15回日本検査血液学会学術集会、仙台市、2014年7月
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小笠原　理恵 臨床検査医学講座 助教 博士(医学)
病態検査学、細胞
生物学

①R. Ogasawara, Y. Yoshida, K. Tohyama, Y-i. Satoh, A. Suwabe. Isolated rat
alveolar type II cells protrude intracellular lamellar bodies by forming
bubble-like structures during surfactant secretion. Cell Tissue Res Vol.335:
397-405. 2009
②小笠原理恵, 菱川大介, 進藤英雄, 清水孝雄, 林秀一郎, 吉田康夫, 遠山稿二郎,
諏訪部章. ラット肺胞II型上皮細胞の表現型保持のための培養条件の検討. 日本肺
サーファクタント・界面医学会雑誌 Vol. 40: 157-9, 2009
③T. Harayama, H. Shindou, R. Ogasawara, A. Suwabe, T. Shimizu.
Identification of a novel noninflammatory biosynthetic pathway of platelet-
activating factor. J. Biol. Chem. Vol.287 (17): 11097-11106. 2008
④本田孝行，村上純子，下正宗，正木充，上原由紀，小笠原理恵，第60回R-CPC ; 臨
床で利用しやすい検査結果を提供しよう ／ 臨床病理，62:811−20(2014)
⑤小笠原理恵，小笠原勝利，松浦絵里，石田欣二，菱川大介，進藤英雄，清水孝雄，
遠山稿二郎，諏訪部章．ラット肺胞II型細胞の分化維持培養法と走査電顕による形態
学的特徴の検討／日本肺サーファクタント・界面医学会雑誌，45, in press (2014)

七崎　之利 臨床検査医学講座 助教 博士（医学）
プライマリケア、
内科学一般

①「白内障による両視力低下患者に行ったBasal and bolusによるインスリン導入」
七崎之利（八戸赤十字病院 糖尿病代謝内科）Diabetes Experts Meeting; 2011：仙
台市
② 第121回八戸糖尿病談話会　｢当科における自己注射導入外来｣
七崎之利（八戸赤十字病院 糖尿病代謝内科）; 2012：八戸市
③「持効型インスリンアナログの大量注射により血糖降下作用が遷延した1型糖尿病
の一例」　七崎之利（八戸赤十字病院 糖尿病代謝内科）第8回青森臨床糖尿病研究会
学術集会; 2012：弘前市
④「BOT療法中の2型糖尿病患者の2週間のパリ旅行における外来療養指導の一例」七
崎之利（八戸赤十字病院 糖尿病代謝内科）第18回八戸糖尿病スタッフ研修会ワーク
ショップ; 2013：八戸市
⑤「帝王切開直前に総量140単位の大量インスリンを要した2型糖尿病合併妊娠の一
例」七崎之利（八戸赤十字病院 糖尿病代謝内科）第9回青森臨床糖尿病研究会学術集
会; 2013：弘前市


