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赤坂 俊英 皮膚科学講座

教授

博士（医学）

皮膚科学

高橋 和宏 皮膚科学講座
遠藤 幸紀 皮膚科学講座

准教授
講師

博士（医学）
博士（医学）

皮膚科学
皮膚科学

馬場 俊右 皮膚科学講座

講師

博士（医学）

皮膚科学

前田 文彦 皮膚科学講座
森 志朋
皮膚科学講座

講師
講師

博士（医学）

皮膚科学
皮膚科学

渡部 大輔 皮膚科学講座

特任講師

大西 正純 皮膚科学講座
佐藤 隆亮 皮膚科学講座
菊池 剛彰 皮膚科学講座

助教
助教

博士（医学）

博士（医学）

助教（任期付）

皮膚科学

主な論文・著作・業績
赤坂俊英：メラノサイトは動く。日本香粧品学会誌 33：165-9
（2009）1.
Akasaka K, Maesawa C, Shibazaki M, Maeda F,
Takahashi K, Akasaka T, Masuda T.: Loss of class III betatubulin induced by histone deacetylation is associated with
chemosensitivity to paclitaxel in malignant melanoma cells. J
Invest Dermatol. 129; 1516-1526, 2009

馬場俊右、森康記、赤坂俊英：有茎性基底細胞癌の1例.臨床皮膚（査読
あり）60：933-5 (2006)

Watabe D. Takahashi K. Tagami H. Akasaka T.: Epidural abscess as
a side effect of an immunosuppressive therapy treatment for
bullous pemphigoid. J Dermatol.( 査読あり) 33:1535,(2006)6.Watabe D, Kanno H, Inoue-Narita T, Onodera H, Izumida
W, Kowata S Sawai T, Akasaka T.: A case of primary cutaneous
natural killer/T-cell lymphoma, nasal type, with indolent
clinical course: monoclonal expansion of Epstein-Barr virus
genome correlating with the terminal aggressive behaviour. Br J
Dermatol. 160; 205-207, 2009

皮膚科学
皮膚科学
皮膚科学

櫻井 英一 皮膚科学講座

助教（任期付） 博士（医学）

皮膚科学

瀬川 春奈 皮膚科学講座

助教（任期付）

皮膚科学

Sakurai E, Satoh T, Takamiya-Tsunoda K, Endoh M, Akasaka T,
Masuda TS Subcutaneous panniculitis-like T-cell lymphoma (SPTCL)
with hemophagocytosis (HPS) successful treatment with high-dose
chemotherapy (BFM-NHL-90) and autologous peripheral blood stem
cell transplantation. Am J Hematol, In press. 2008
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角田 加奈子 皮膚科学講座

助教（任期付） 博士（医学）

皮膚科学

中川 倫代 皮膚科学講座

助教（任期付） 博士（医学）

皮膚科学

宮本 章弘 皮膚科学講座

助教（任期付） 博士（医学）

皮膚科学

村岡 聡介 皮膚科学講座

助教（任期付） 博士（医学）

皮膚科学

博士（医学）

皮膚科学

助教（任期付） 博士（医学）

皮膚科学

吉田 亜希 皮膚科学講座

石川 雄一 皮膚科学講座

助教

主な論文・著作・業績
Tsunoda K, Akasaka T.: A case of malignant melanoma associated
with a sarcoid reaction. J Dermatol. In press, 2011
Tsunoda K, Oikawa H, Tada H, Tatemachi Y, Muraoka S, Miura S,
Shibazaki M, Maeda F, Takahashi K, Akasaka T.: Nucleus
accumbens-associated 1 contributes to cortactin deacetylation
and augments the migration of melanoma cells. J Invest Dermatol.
131; 1710-1719, 2011

Miyamoto A, Akasaka K, Oikawa H, Akasaka T, Masuda T, Maesawa
C：Immunohistochemical study of HER2 and TUBB3 proteins in
extramammary Paget disease. Am J Dermatopathol 32:578-585.
(2010)

Yoshida A, Takahashi K, Tagami H, Akasaka T.: Lichen amyloidosis
induced on the upper back by long-term friction with a nylon
towel. J Dermatol. 36; 56-59, 2009

