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プロフィール 

 

1. 教室員と主研究テーマ 
 

教  授  島﨑  潤  眼表面疾患の治療、角膜移植、ドライアイ、再生角膜、円錐角膜 

講  師  佐竹 良之  眼表面疾患の治療、角膜移植、角膜再生、アレルギー性結膜疾患 

山口 剛史  眼表面疾患の治療、角膜移植、移植免疫、イメージング光学解析 

助  教  冨田 大輔  眼表面疾患の治療、角膜移植 

新澤  恵  眼表面疾患の治療、角膜移植、円錐角膜 

佐々木博司  眼表面疾患の治療、角膜移植 

谷口  紫  眼表面疾患の治療、角膜移植 

レジデント 林  李恵  眼表面疾患の治療、角膜移植 

 

2. 成果の概要 
 

1） 角膜再生 
1）口腔粘膜上皮下組織から多能性幹細胞の単離と培養法を確立 

2) 羊膜由来間葉系幹細胞の特性を検討 

 

2） 角膜移植 

1） 移植前後のQOLの変化を検討 
2） 内皮移植術後の予後に、虹彩萎縮が関連していることを証明 
3） 深層層状移植術の長期予後を検討 
4） 前房水のサイトカインと原疾患、術後内皮減少の関連を検討 
5） ヘルペスに対する角膜移植の予後を検討 
 

3）円錐角膜 

1） クロスリンキングなど治療法を検討 
2） 角膜浮腫に対するクロスリンキングの効果について検討 
3） ペルーシドの全国調査の結果をまとめた 

 

4）ドライアイ 
1） アジアドライアイ研究会で定義と診断基準改定に関与 
2） ガイドライン作成取りまとめ 
3） 新しい治療薬の効果を検討 
4） レバミピドの結膜バリアー改善を検討 
 

5）アレルギー 

 1）眼鏡装用による環境因子の飛入抑制効果を検討 

 

6） 近視進行 

1） 近視進行抑制を目的としたコンタクトレンズの臨床研究開始 
 

論文：別紙 

 

3. 科学研究費補助金・各種補助金 

 

研究代表者 研究課題 研究費 

島﨑 潤 羊膜と間葉系幹細胞の関連性とその効果と保存 
文部科学省科学研究費補助金・

基盤研究（C） 



 

 

研究代表者 研究課題 研究費 

島﨑 潤 希少難治性角膜疾患の疫学調査 
厚生労働省 

難治性疾患政策研究事業 

島﨑 潤 
SOD-1 ノックアウトマウスのマイボーム腺機能不全

に対するジクアホソルナトリウム点眼液 3%の影響 
参天製薬 委託研究 

山口 剛史 
角膜移植後の角膜内皮細胞減少と前房因子の関連

解析 

文部科学省科学研究費補助金・

基盤研究（C） 

山口 剛史 

小児の近視進行の抑制にむけて~周辺部遠視のカス

タマイズ矯正と診断技術の有効性検証のパイロッ

トスタディ 

参天製薬 研究奨励金 

 

4. 研究活動の特記すべき事項 
 

シンポジウム 

シンポジスト 年月日 演題 学会名 開催地 

島﨑 潤 2015. 4.19 角膜の先天異常 
第 119 回日本眼科学会総

会 
札幌市 

島﨑 潤 2015. 4.17 角膜浮腫の治療 
第 119 回日本眼科学会総

会 
札幌市 

島﨑 潤 2015. 6. 5 
Break Up pattern of The 

Tear Film 2 

第 9 回箱根ドライアイク

ラブ 
北佐久郡 

島﨑 潤 2015.10.25 

ドライアイ治療のパラダイム

シフト！～ジクアス点眼液

3％の可能性に迫る～ 

第 69 回日本臨床眼科学

会 
名古屋市 

島﨑 潤 2016. 1.29 DSAEK の予後についての考察 
第 39 回日本眼科手術学

会学術総会 
福岡市 

島﨑 潤 2016. 2.18 

角膜王決定戦！涙の 6 番勝負 

症例から学ぶ Ocular Surface

診療 

第 40 回日本角膜学会総

会, 第 32 回日本角膜移

植学会 

北佐久郡 

軽井沢町 

佐竹 良之 2015. 7.11 
やさしい免疫とアレルギーの

話 (臨床編) 
フォーサム 2015 大阪 大阪市 

佐竹 良之 2015.10.22 

スギ花粉症の初期療法―発症

抑制と症状の軽減を目指して

― 

第 69 回日本臨床眼科学

会 
名古屋市 

佐竹 良之 2016. 1.29 翼状片手術 
第 39 回日本眼科手術学

会学術総会 
福岡市 

佐竹 良之 2016. 2.19 
先手必勝！花粉症: 角結膜治

療最新治療アップデート 

第 40 回日本角膜学会総

会, 第 32 回日本角膜移

植学会 

北佐久郡 

軽井沢町 

佐竹 良之 2016. 2.19 

進化する角膜手術 術中 OCT

と FSレーザーで何が変わる
のか？ 

第 40回日本角膜学会総

会, 第 32回日本角膜移
植学会 

北佐久郡 

軽井沢町 



 

 

山口 剛史 2015. 9.26 

Correlation Between Human 

Tear Cytokine Levels and 
Cellular Corneal Changes 

in Eyes with Infection and 

After Corneal 
Transplantation 

The 21th Annual 
Meeting of the Kyoto 

Cornea Club 

京都市 

山口 剛史 2015. 9.26 角膜手術と眼光学 
51 回日本眼光学学会総

会 
岡山市 

山口 剛史 2016. 1.29 PKP と白内障手術 
第 39回日本眼科手術学

会学術総会 
福岡市 

山口 剛史 2016. 2.18 
角膜移植後の視機能 次の角
膜収差研究の可能性 

第 40回日本角膜学会総
会, 第 32回日本角膜移

植学会 

北佐久郡 
軽井沢町 

山口 剛史 2016. 2.18 
イメージングと視機能・生体

反応を繋ぐ 

第 40回日本角膜学会総

会, 第 32回日本角膜移
植学会 

北佐久郡 

軽井沢町 

冨田 大輔 

山口 剛史 

佐竹 良之 
島﨑 潤 

2015. 7.10 
角膜内皮移植術後の移植片真

菌感染を認めた3例 
フォーサム2015大阪 大阪市 

 

 

5. 教育講演等教育に関する業績、活動 

 
教育に関する講演（医学・歯学における教育をテーマとするものに限る） 

講演者 年月日 演題 学会・研究会・会議名 開催地 

島﨑 潤 2015. 4. 4 座長 第 2 回涙液を考える会 京都市 

佐竹 良之 2015. 4. 4 
結膜上皮に対するレバミピドの

効果 
第 2 回涙液を考える会 京都市 

冨田 大輔 2015. 4. 4 
角膜移植後の角膜上皮欠損に対

するムコスタ点眼液の治療効果 
第 2 回涙液を考える会 京都市 

島﨑 潤 2015. 5.21 角膜手術アップデート 
第 88 回東京医大眼科臨

床懇話会 

東京都 

新宿区 

島﨑 潤 2015. 5.22 
角膜手術: 現状と近未来への展
望 

第 8 回角膜 Eye の会 
東京都 
千代田区 

島﨑 潤 2015. 6. 6 

Pathogenesis and 

Classification of Dry Eye 

focus on Tear Film Oriented 

Therapy 

The 1st Dry Eye Expert 

Board Meeting 
北佐久郡 

島﨑 潤 2015. 6.20 海外学会報告 
第 8 回円錐角膜研究会学

術ミーティング 

東京都 

千代田区 



 

 

島﨑 潤 2015. 7. 4 
角結膜疾患の進歩： 治療選択と

紹介のタイミング 

第 6 回聖マリアンナ眼科

臨床フォーラム 
川崎市 

島﨑 潤 2015. 7. 5 
角結膜疾患の手術治療: 最近の

話題 
第 19 回甲信セミナー 中巨摩郡 

島﨑 潤 2015. 8. 2 角膜内皮障害の対処法 
Cataract Academic 

Seminar 

東京都 

千代田区 

島﨑 潤 2015. 8. 9 
解決！ドライアイ！～BUT 短縮
型ドライアイ～ 

ジクアス発売 5 周年記念
講演会 

東京都 
千代田区 

島﨑 潤 2015. 8.23 角結膜疾患、診療のポイント 

第 38 回東北ブロック眼

科講習会及び東北眼科医

会連合会総会 

青森市 

島﨑 潤 2015. 8.28 角膜移植の現状 

首都圏角膜研究会～第 10

回めざせ！コルネアの鉄

人～ 

東京都 

千代田区 

島﨑 潤 2015. 8.29 
ドライアイの現状と治療につい

て 

第 92 回岡山大学眼科研

究会 
岡山市 

島﨑 潤 2015. 9.26 角膜手術の進歩 
第 1 回埼玉眼科クリニカ

ルサイエンス 

東京都 

渋谷区 

島﨑 潤 2015. 9.27 
オキュラーサーフェス疾患

Update 

Dry Eye Symposium 2015 

In 松江 
松江市 

島﨑 潤 2015.10.31 ドライアイ診断・治療の新展開 
オプティエイド DE 発売

記念講演会 in Tokyo  

東京都 

中央区 

島﨑 潤 2015.11. 9 新しい角結膜手術 
第 17 回 AOS 愛宕眼科手
術フォーラム 

東京都 
港区 

島﨑 潤 2016. 3.12 
ドライアイ: 診断と治療の新展

開 
第 5 回福岡 Cornea Forum 福岡市 

佐竹 良之 2015. 5.15 角結膜外傷に対する対処法 
第 6 回角結膜疾患診療ナ

ビ学術講演会 

東京都 

千代田区 

佐竹 良之 2015. 6.13 春季カタルの治療について 
第 2 回埼玉県群大眼科の

会 
上尾市 

佐竹 良之 2015. 9.26 新しい角膜内皮移植 DMEK 
2015 年度眼科ベーシック

セミナー 
盛岡市 

佐竹 良之 2015.10. 1 
アレルギー性結膜疾患 効果的

な治療を目指して 

第 8 回水道橋眼科フォー

ラム 

東京都 

港区 

佐竹 良之 2015.10. 3 花粉防止メガネ 
第 4 回日本眼科アレルギ

ー講習会 

東京都 

港区 

佐竹 良之 2015.10.14 
アレルギー性結膜疾患 効果的

な治療を目指して 

第 6 回湘西眼科アカデミ

ー 
相模原市 

佐竹 良之 2016. 2.13 
～これで完璧 花粉症～ 効果的

に使う抗アレルギー点眼薬 

参天アップデートセミナ

ーin 渋谷 

東京都 

渋谷区 



 

 

山口 剛史 2015. 4.15 
免疫と神経のクロストーク 角膜

移植の免疫 
第 4 回 HMS Japan 札幌市 

山口 剛史 2015. 9. 5 

Neurogenic Immune 

Homeostasis: Peripheral 

Innervation Maintains Immune 

Privilege 

Academy for NOVel & 

ARTIStic Research in 

Ophthalmology 

仙台市 

山口 剛史 2015.11. 3 
眼光学が切り拓く未来の眼科診

療 

 

千葉県医師会医学会第 16

回学術大会分科会“眼科

医会” 

千葉市 

山口 剛史 2015.11. 9 円錐角膜疾患患者の白内障手術 
第 17 回 AOS 愛宕眼科手

術フォーラム 

東京都 

港区 

  

他の大学・研究機関等における学生・大学院生を対象とする講義 

担当者名 年月日 テーマ・演題 大学・機関 所在地 

島﨑 潤 2015. 6. 1 眼科学 慶應義塾大学看護学部 
東京都 

新宿区 

島﨑 潤 2015. 6. 8 眼科学 慶應義塾大学看護学部 
東京都 

新宿区 

 

6. 社会的貢献・社会に対する活動 
 

その他メディア等への掲載・出演 

氏名 年月日 タイトル 掲載誌・放送局番組名・URL 

島﨑 潤 2015.12 
角膜移植で光を ドナー登録へ

の呼びかけ 
いちかわ新聞 

島﨑 潤 2015. 8 ブルーライトと目のかかわり 保健教材ニュース 

山口 剛史 2015.10 
留学体験記 マサチューセッツ

州ボストン 
Eye Bank Journal 

 

 


