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皮膚病態学分野 
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8. 服部友保, 宇谷厚志: 弾性線維性仮性黄色腫の病態把握ならびに診断基準作成：皮膚科領域２. 弾性線維性仮性黄

色腫の病態把握ならびに診断基準作成 (厚生労働科学研究費補助金：難治性疾患克服研究事業) 平成 23～24 年度

総合研究報告書、平成 24 年度総括・分担研究報告書, pp.41-45, 2013 
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持する芽球性形質細胞用樹状細胞腫(BPDCN)の 1 例. 西日本皮膚科 75(2): 182, 2013 
2. 岩永 聰, 与崎マリ子, 八木洋輔, 前村浩二, 北岡 隆, 谷岡未樹, 田村 寛, 山本洋介, 服部友保, 荻 朋男, 宇
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10. 浅井 幸, 岩永 聰, 小池雄太, 冨田 元, 鍬塚 大, 小川文秀, 宇谷厚志: 臀部慢性膿皮症の 2 例. 西日本皮膚

科 75(4): 371, 2013 
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13. 鍬塚さやか, 鍬塚 大, 池原 進, 冨田 元, 峯 嘉子, 田﨑典子, 宇谷厚志, 濱口 陽, 森内浩幸, 中道聖子, 齋

藤信夫, 永田克己, 古賀 崇, 古賀庸之: 長与町の日本紅斑熱の 3 例. 西日本皮膚科 75(4): 374, 2013 
14. 八木洋輔, 鍬塚 大, 竹中 基, 宇谷厚志: 好酸球性膿疱性毛包炎の１例. 西日本皮膚科 75(4): 374, 2013 
15. 峯 嘉子: 市中感染型 MRSA 感染症の最近の動向. 日本皮膚科学会雑誌 123(5): 808, 2013 
16. 小川文秀, 浅野善英, 石井貴之, 川上民裕, 小寺雅也, 藤本 学: 創傷・熱傷ガイドライン 第 1 版の課題と改訂に

向けた取り組み 膠原病・血管炎に伴う皮膚潰瘍診療ガイドラインについて. 日本皮膚科学会雑誌 123(5): 831, 
2013 

17. 浅井 幸, 冨田 元, 宇谷厚志: 稗粒腫様特発性皮膚石灰沈着症をきたした Down 症候群の 1 例. 日本皮膚科学会

雑誌 123(5): 969, 2013 
18. 池原 進, 鍬塚 大, 宇谷厚志, 松井昂介, 齋藤信夫: 結核性リンパ節炎に合併した結節性血管炎の一例. 日本皮

膚科学会雑誌 123(5): 990, 2013 
 
 

学会発表数 

A－a 
A－b 

B－a 
B－b 

シンポジウム 学会 シンポジウム 学会 

0 0 0 0 3 38 

 

 
社会活動 

氏名・職 委 員 会 等 名 関 係 機 関 名 

宇谷厚志・教授 油症対委員会委員 長崎県 

宇谷厚志・教授 油症研究班班長 長崎県 

宇谷厚志・教授 特定疾患対策協議会委員 長崎県 

宇谷厚志・教授 運営委員、代議員 日本皮膚科学会西部支部 

宇谷厚志・教授 理事 日本結合組織学会 

宇谷厚志・教授 評議員 日本研究皮膚科学会 

宇谷厚志・教授 評議員 日本皮膚悪性腫瘍学会 

宇谷厚志・教授 評議員 日本乾癬学会 

宇谷厚志・教授 世話人 日本褥瘡学会九州地方会 

清水和宏・准教授 油症対策委員会委員 長崎県 

清水和宏・准教授 代議員 日本皮膚科学会西部支部 

竹中 基・講師 代議員 日本皮膚科学会西部支部 

小川文秀・講師 評議員 日本褥瘡学会 

小川文秀・講師 世話人 日本褥瘡学会九州地方会 

鍬塚 大・助教 油症対策委員会委員 長崎県 

  

 
競争的研究資金獲得状況 

氏名・職 資 金 提 供 元 代表・分担 研 究 題 目 
宇谷厚志・教授 厚生労働省 分担 難治性疾患克服研究事業 

皮膚の遺伝関連性希少難治性疾患群の網羅的研究 

宇谷厚志・教授 厚生労働省 分担 食品の安全確保推進研究事業 
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食品を介したダイオキシン類等の人体への影響の把握と

その治療法の開発等に関する研究 

宇谷厚志・教授 農林水産省 分担 農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業（実用技術開

発ステージ) 

ツバキ油等の安定供給と新需要開拓のための品質特性強

化技術の開発 

宇谷厚志・教授 日本学術振興会  代表 基盤研究（Ｃ） 

細胞外マトリックスに着目した創傷治癒研究 

清水和宏･准教授 日本学術振興会  代表 基盤研究（Ｃ） 

音ストレス増悪接触皮膚炎実験モデルを用いたガス状伝

達分子 NO, CO, H2Sの解析 

小川文秀・講師 日本学術振興会 代表 基盤研究（C） 

全身性強皮症モデルマウスの皮膚硬化・肺線維症に対する

vorinostatの効果 

富村沙織・助教 日本学術振興会  代表 若手研究（Ｂ） 

色素性乾皮症の迅速診断法の確立 

鍬塚 大・助教 日本学術振興会  代表 若手研究（Ｂ） 

ケロイド発生病態におけるエピジェネティクス制御の検

討 

冨田 元・助教 日本学術振興会  代表 若手研究（Ｂ） 

細胞外マトリックス分子バーシカンと細胞遊走 

冨田 元・助教 コスメトロジー研究

振興財団 

代表 研究助成 

創傷治癒における細胞外マトリックスの一つであるバー

シカンの関与、RNAiによる検討 

峯 嘉子・助教 長崎大学 代表 平成25年度大学高度化推進経費（公募プロジェクト経費）

によるチャレンジ支援事業 

皮膚アミロイドーシス：アミロイド繊維の由来と形成機序 

宇谷厚志・教授 宇部興産株式会社  合成部材を用いる細胞培養とその応用 

 

 
その他 
新聞等に掲載された活動 

氏名・職 活動題目 掲載紙誌等 掲載年月日 活動内容の概要と社会との関連 

鍬塚 大・助教 ひふの日に寄せて 

ニキビについて－医

療機関で適切な治療

を－. 

長崎新聞 2013 年 
10 月 21 日 

「ひふの日」の市民公開講座の講演につ

いて紹介された。 
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