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宇谷厚志・教授 特定疾患対策協議会委員、指定難病審査会委員 長崎県 
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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 

鍬塚 大・助教 油症対策委員会委員 長崎県 
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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 難治性疾患等政策研究事業(難治性疾患政策研究事業) 

稀少難治性皮膚疾患に関する調査研究 
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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
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細胞外マトリックス分子バーシカンと細胞遊走 

宇谷厚志・教授 宇部興産（株）  合成部材を用いる細胞培養とその応用 

 
 

その他 
非常勤講師 

氏名・職 職（担当科目） 関 係 機 関 名 

宇谷厚志・教授 非常勤講師（運動器・皮膚） 大分大学医学部 

宇谷厚志・教授 非常勤講師（研究推進実践論） 大分大学大学院 

 
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 
宇谷厚志・教授 糖尿病性足潰瘍、褥瘡

テーマ 長崎 来月

15 日「ひふの日」講演

会 

長崎新聞 2014/10/20 「ひふの日」講演会で講演する糖尿病性

足潰瘍と褥瘡について、家庭でも役立つ

知識を紹介し、家族の観察による予防の

啓蒙を行った 

 
○特筆すべき事項 
Ⅰ．カネミ油症の診断，治療の改善を目的とした厚生労働省の食品の安全確保推進研究事業に参加し，下記の協力を行っ

てきた。 
①油症検診： 昭和 43 年以来，毎年 1 回長崎県下各地での検診を行っている。 
②研究事業： 油症患者の毛髪，皮下脂肪織，皮脂中の有機塩素化合物の定量，ポルフィリン代謝異常に対する影響

などを検討し，油症にみられる全身的悪影響を検討，発表している。 
Ⅱ．ひふの日に公開講座を開いて啓発活動を行っている。 
 
Ⅲ．竹中 基  第５８回日本医真菌学会総会・学術大会優秀ポスター賞 受賞 
 


