
臨床検査医学講座

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、人間
ドック

①諏訪部章：肺胞 II 型上皮細胞の形態（静的・動的）と機能　日本肺サーファクタ
ント･界面医学会雑誌　46:16-24，2015
②諏訪部章：これだけは知っておきたい検査のポイント　pH、HCO3、base excess、
PaCO2、PaO2、SaO2　medicina　47(11):257-260, 2010
③高橋美季子、村上舞、菊池正幸、諏訪部章：シーメンスDimension Xpandによる低
濃度域CRPの基礎的検討　岩手医学検査　2(1):11-20, 2015
④姉帯麻里絵、山田友紀、遠藤謙太郎、古川希代子、成田和也、畠山裕司、石藤克
典、黒田牧子、諏訪部章：当院における抗酸菌の検出状況　2(1):27-35, 2015
⑤F Mito, T Nishijima, A Suwabe, S Sakurai: Significance of plasma apoptosis
inhibitor of macrophage concentrations in patients with  obstructive sleep
apnea syndrome: a new biological indicator of severity and treatment
responses. J Sleep Disord Ther 4(6):1000219, 2015

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、輸血学

①鈴木啓二朗, 吉岡智子, 小原丈裕, 諏訪部章. 先天性血液凝固第 VII 因子欠乏症
患者に認められたヘテロ接合体変異 (p.Arg337Cys) と遺伝子多型性 (p.Arg413Gln)
のハプロタイプ解析． 臨床病理, 64(4):380-386, 2016.
②Fujino Y, Inoue Y, Onodera M, Kikuchi S, Sato M, Kojika M, Sato H, Suzuki
K, Matsumoto M. Acute pancreatitis-induced thrombotic thrombocytopenic
purpura with recurrent acute pancreatitis.Clin J Gastroenterol. 9(2):104-8,
2016..
③Suzuki 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).
④鈴木啓二朗，小田原聖，高舘潤子，佐々木さき子，後藤健治，諏訪部章．当院にお
ける自己血採血後に起こる遅発性副作用の発生頻度と危険因子．第64回 日本輸血・
細胞治療学会総会，京都市，2016年4月．
⑤鈴木　啓二朗，小田原　聖，諏訪部章．2. Clostridium perfringens敗血症の診断
におけるレクチン赤血球凝集反応の有用性．第62回日本検査医学会学術集会，岐阜
市，2015年11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

①七崎之利（八戸赤十字病院　糖尿病代謝内科）「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」Diabetes Experts Meeting; 2011：
仙台市
②七崎之利（八戸赤十字病院　糖尿病代謝内科）「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」第8回青森臨床糖尿病研究会学
術集会; 2012：弘前市
③七崎之利（八戸赤十字病院　糖尿病代謝内科）「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」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
④七崎之利（八戸赤十字病院　糖尿病代謝内科）「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」第9回青森臨床糖尿病研究会学術集
会; 2013：弘前市
⑤七崎之利・他分担執筆　諏訪部章編集“ナースが行う検査手技：どうする？なぜす
る？Q＆A”照林社, 2016
⑥七崎之利「パニック値とは～現代版パニック値の考察～」第19回日本臨床救急医学
会総会・学術集会　パネルディスカッション6「救急検査の標準化PART2～救急診療に
おけるパニック値対応」；2016：郡山市
⑦七崎之利“Topics パニック値とは～現代版パニック値の考察”「月刊薬事」
（2016年10月号）, じほう（校正中）
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小野寺　直人 臨床検査医学講座 助教 博士（医学）
病院医療管理学,
環境・衛生系薬学,
疫学・予防医学

①小野寺直人, 鈴木啓二朗, 高橋雅輝, 櫻井滋, 諏訪部章: 岩手県盛岡二次医療圏内
の病院とその関連介護保険施設における基質特異性拡張型β-ラクタマーゼ（ESBL）
産生菌の実態調査と要因分析. 感染症学会誌. Vol.90(2):p105-112.2016
②小野寺直人：耐性菌をつくらない抗菌薬の適正使用「抗菌薬の薬物動態と適正使
用」.看護技術.VOL.61(3):2015.p26-33
③小野寺直人：感染対策のためのサーベイランスサポートブック. 病原体サーベイラ
ンス-薬剤耐性菌-. INFECTION CONTROL. 2015年春季増刊.p134-141
④ 「薬剤師が積極的にかかわるべき感染制御活動～感染症治療への関与から災害対
策活動まで～」第4回北東北感染制御セミナー　青森　2016.6.11
⑤ 「医療機器/器材における滅菌・消毒の適正管理～平時の感染管理から災害対策ま
で～」第20回北海道器材・感染対策研究会　札幌　2016.7.23


