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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 

谷口  紫    眼表面疾患の治療、角膜移植、円錐角膜 

柿栖 康二    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）角膜移植の経験度と移植成績の関連を検討 

3）角膜移植後の白内障手術の予後と度数の正確度を検討 

4）前房水のサイトカインレベルと角膜移植の予後の関連を検討 

5）ドナー角膜の温度管理と角膜内皮移植後の成績の関連を検討 

 

3）円錐角膜 

1）クロスリンキングなど治療法を検討 

2）円錐角膜の角膜上皮の遺伝子発現の変化を検討 

 

4）ドライアイ 

1）日本のドライアイガイドライン取りまとめ 

2）２種類のドライアイ治療薬の効果を検討 

3）レバミピドの結膜バリアー改善を検討 

4）レバミピド点眼が角結膜上皮及び角膜神経に与える影響を検討 

 

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 
 

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 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 
Stevens-Johnson 症候群慢性期の診断基準・実態調査

と治療法の確立 

厚生労働省 難治性疾患実用化研

究事業 



 

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) 

佐竹 良之 
口腔粘膜由来間葉系幹細胞の顔表面疾患モデルにおけ

る効果 

文部科学省科学研究費補助金・

基盤研究（C) 

佐竹 良之 眼乾燥と涙液酸化ストレスマーカー ノバルティス眼科研究助成 

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 オミクス技術を駆使した角膜内皮治療の包括的戦略 ノバルティス眼科研究助成 

山口 剛史 
周辺視野遠視のカスタマイズ矯正による小児期の近視

進行抑制 

公益信託: 参天創業者記念眼科

研究基金 

冨田 大輔 前房水と涙液のサイトカインの相関 ノバルティス眼科研究助成 

 

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 2016. 5.20 マイボーム腺研究の第一歩 
第 10 回箱根ドライアイク

ラブ 
小田原市 

島﨑 潤 2016.11. 3 角膜手術エッセンス 第 70 回日本臨床眼科学会 京都市 

島﨑 潤 2016.11. 3 

ドライアイスペシャリストの

老舗こだわり講座～CL、オフ

ィスワーカーを中心に～ 

第 70 回日本臨床眼科学会 京都市 

島﨑 潤 2017. 1.27 角膜移植の手術教育 
第 40 回日本眼科手術学会

学術総会 

東京都 

千代田区 

島﨑 潤 2017. 2.16 
円錐角膜・ペルーシド角膜辺

縁変性 

第 41 回日本角膜学会総

会, 第 33 回日本角膜移植

学会 

福岡市 

佐竹 良之 2017. 1.27 上皮移植 
第 40 回日本眼科手術学会
学術総会 

東京都 
千代田区 

山口 剛史 2016.11. 4 

The application of higher-

order aberration 

measurements to the eyes 

with vision-threatening 

corneal diseases 

The 116th Annual 

Meeting of the Korean 

Ophthalmological 

Society 

ソウル、 

大韓民国 



 

山口 剛史 2016.11.25 

Assessment of Corneal 

Higher Order Aberration in 

Eyes with Corneal 

Opacities; A Novel Entity 

of Corneal Disease with 

Irregular Astigmatism in 

the Posterior Corneal 

Surface 

The 22nd Annual Meeting 

of the Kyoto Cornea 

Club 

京都市 

山口 剛史 2017. 1.27 

角膜内皮移植の視機能～患者

の視機能を最大限引き出すに

は～ 

第 40 回日本眼科手術学会

学術総会 

東京都 

千代田区 

山口 剛史 2017. 2.16 DMEK 

第 41 回日本角膜学会総

会, 第 33 回日本角膜移植

学会 

福岡市 

 

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 2016. 4. 2 角膜手術: 最近の進歩 
西日本オキュラーサーフ

ェスクラブ 2016 
福岡市 

島﨑 潤 2016. 5.21 角膜手術: 最近の進歩 
第 10 回四国 Eye ランドセ

ミナー 
高松市 

島﨑 潤 2016. 5.28 
角膜移植について. 第 1 回 市病

から始めよう 

東京歯科大学市川総合病

院 第 1 回昼ドキッ☆健康

講座 

市川市 

島﨑 潤 2016. 6. 8 ドライアイ、最近の話題 
第 1 回 OS-G カンファレン

ス 
相模原市 

島﨑 潤 2016. 6.18 角膜手術: 最近の進歩 
第 76 回東京女子医科大学

眼科臨床談話会 

東京都 

新宿区 

島﨑 潤 2016. 7. 9 治りにくい角結膜疾患の対処法 
第 48 回京都眼科フォーラ

ムのご案内 
京都市 

島﨑 潤 2016. 8.28 角膜移植にフェムトを導入 
第 4 回 JSCRS サマーセミ

ナー 

東京都 

千代田区 

島﨑 潤 2016. 9. 3 
身近なオキュラーサーフェス疾

患の新しい考え方 

第 84 回香川大学眼科研究

会 
高松市 

島﨑 潤 2016.10. 6 
フェムトセカンドレーザーを使

った白内障手術の最新情報 

第 10 回水道橋眼科フォー

ラム 

東京都 

港区 

島﨑 潤 2016.11.16 
角結膜の外科的治療アップデー

ト 

第 18 回西東京眼科フォー

ラム 
武蔵野市 



 

島﨑 潤 2017. 3.25 
オキュラーサーフェスに関する

最近の話題 

JCCG～joint conference 

cornea ＆ glaucoma～ミ

ケルナ配合点眼液発売記

念講演会 

大阪市 

佐竹 良之 2016. 7. 9 あら大変! 目が赤い?! 

東京歯科大学市川総合病

院 第 2 回昼ドキッ☆健康

講座 

市川市 

佐竹 良之 2016. 7.10 角膜内皮移植の進歩 
平成 28 年度第 1 回千葉県

眼科医会学術講演会 
千葉市 

佐竹 良之 2016. 8. 5 
抗ヒスタミン受容体拮抗薬と

CAC 試験 

ABC の会 2016 夏の特別企

画 

東京都 

港区 

佐竹 良之 2016. 8.20 春季カタルとタリムス点眼液 北信眼科研究会 2016 長野市 

佐竹 良之 2016.10. 1 円錐角膜の治療 
第 5 回日本眼科アレルギ

ー講習会 

東京都 

港区 

佐竹 良之 2016.10. 2 
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― 

瀬戸内眼科コロシアム

2016 
岡山市 

佐竹 良之 2016.10.21 重症眼表面疾患 
第 9 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 2016.12.17 
涙液総 IgE 検査と細隙灯顕微鏡

写真撮影(実習) 

日本アレルギー学会 第 3

回総合アレルギー講習会

～Total Allergist をめざ

して 

横浜市 

佐竹 良之 2016.12.18 アレルギー性結膜炎 Q&A 

日本アレルギー学会 第 3

回総合アレルギー講習会

～Total Allergist をめざ

して 

横浜市 

佐竹 良之 2017. 3. 1 
タリムス点眼液を使いこなすた

めに 

川越市眼科医会学術講演

会 
川越市 

佐竹 良之 2017. 3. 4 アレルギー 

第 4 回 Chiba Ocular 

Surface Tear film 

Association 

千葉市 

山口 剛史 2016. 5.20 
角膜感染症と視機能～角膜移植

手術のアップデート 
東京ベイエリア講演会 千葉市 

山口 剛史 2016. 6. 4 角膜感染症のプライマリーケア 
慈恵医大柏病院眼科症例

検討会 
千葉市 

山口 剛史 2016. 9. 3 
子供の近視を止めるプロジェク

ト 

 

東京歯科大学市川総合病

院 第 3 回昼ドキッ☆健康

講座 

市川市 

山口 剛史 2016.10. 6 角膜イメージングと視機能 
第 10 回水道橋眼科フォー
ラム 

東京都 
港区 

山口 剛史 2016.11. 5 眼光学が拓く未来の角膜診療 Crossover 48 京都市 



 

山口 剛史 2016.11.12 
未来のよりよい角膜診療を目指

して 
北海道角膜セミナー 札幌市 

 

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 2016. 6.20 眼科学 慶應義塾大学看護学部 
東京都 

新宿区 

島﨑 潤 2016. 6.27 眼科学 慶應義塾大学看護学部 
東京都 

新宿区 

 


