
氏名 島﨑 潤（しまざき じゅん） 
所属 眼科 
職名 教授 
最終学歴 慶應義塾大学医学部 
学位（修士・博士） 医学博士 
資格 医師、眼科専門医 
職歴 昭和 59 年 1月 国立小児病院眼科勤務 

昭和 59 年 7月 慶應義塾大学医学部眼科学教室助手 

昭和 60 年 6月 済生会神奈川県病院眼科医長 

昭和 62 年 7月 米国・ボストン大学および Eye Research Institute of Retina 

               Foundation眼科留学 

平成元年 7月 慶應義塾大学医学部眼科学教室助手 

平成 4年 1月 慶應義塾大学伊勢慶應病院眼科部長 

平成 4年 10 月 東京歯科大学市川総合病院眼科講師 

平成 11 年 4月 東京歯科大学市川総合病院眼科助教授 

平成 18 年 1月 東京歯科大学市川総合病院眼科教授 

教育業績 

（平成 28年度） 

歯学部講義 

・眼科、第 4学年、1.5時間、講義 

研究業績 

（平成 28年度） 

論文総数 7編（うち英文 6編） 

・原著論文 7編（うち英文 6編） 

総説および解説論文 6編（うち英文 2編、うち筆頭 3編） 

著書 12 編（うち筆頭 12編） 

学会発表 36 編（うち英文 13編、うち筆頭 9編（うち英文 3編）） 

学会活動 日本眼科医会会員 

日本眼科学会会員 

日本角膜学会会員 

日本眼科手術学会会員 

日本眼内レンズ屈折手術学会会員 

日本移植学会会員 

日本再生医療学会会員 

日本組織移植学会会員 

東京歯科大学学会評議員 

日本眼科学会評議員 

日本組織移植学会評議員 

日本移植学会評議員 

日本再生医療学会評議員 

日本角膜学会理事 

角膜センター・アイバンク医学基準委員長 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構専門委員 
国際学会 Association for Research in Vision and Ophthalmology会員 

American Society of Cataract and Refractive Surgery会員 

American Association of Ophthalmology会員 

The Transplantation Society会員 

International Ocular Surface Society会員 

The Cornea Society会員 

Tear Film & Ocular Surface Society会員 

 



氏名 佐竹 良之（さたけ よしゆき） 
所属 眼科 
職名 講師 
最終学歴 順天堂大学大学院医学研究科 
学位（修士・博士） 博士（医学） 
資格 医師、眼科専門医 
職歴 平成 12 年 4月 Division of Rheumatology, Immunology & Allergy Brigham 

               and Women's Hospital Harvard Medical School 留学 

平成 15 年 10月 東京歯科大学市川総合病院眼科病院助手 

平成 16 年 5月 東京歯科大学市川総合病院眼科助手 

平成 19 年 2月 東京歯科大学市川総合病院眼科講師 

教育業績 

（平成 28年度） 

 

研究業績 

（平成 28年度） 

 

 

学会活動  
国際学会  

 



氏名 山口 剛史（やまぐち たけふみ） 
所属 眼科 
職名 講師 
最終学歴 慶應義塾大学医学部 
学位（修士・博士） 博士（医学） 
資格 医師、眼科専門医 
職歴 平成 15 年 7月 大田原赤十字病院眼科医員 

平成 16年 4月 慶應義塾大学医学部眼科学教室助手 

平成 18 年 1月 独立行政法人国立病院機構霞ヶ浦医療センター眼科医長 

平成 19 年 1月 慶應義塾大学医学部眼科学教室助手 

平成 19 年 4月 慶應義塾大学医学部眼科学教室 助教（職名変更） 

平成 21 年 4月 東京歯科大学市川総合病院眼科助教 

平成 23 年 9月 Harvard Medical School, Massachusetts Eye & Ear 

Infirmary, Department of Ophthalmology Research fellow 

平成 25 年 4月 東京歯科大学市川総合病院眼科 助教 

平成 26 年 10月 東京歯科大学市川総合病院眼科講師 

教育業績 

（平成 28年度） 

歯学部講義 

・眼科、第 4学年、角膜疾患にかんする講義 

研究業績 

（平成 28年度） 

論文総数 8編（うち英文 8編） 

・原著論文 8編（うち英文 8編、うち筆頭 1編（うち英文 1編）） 

総説および解説論文 5編（うち英文 3編、うち筆頭 3編（うち英文 2編）） 

学会活動  
国際学会  

 



氏名 冨田 大輔（とみだ だいすけ） 
所属 眼科 
職名 助教 
最終学歴 名古屋大学大学院医学研究科 
学位（修士・博士） 博士（医学） 
資格 医師、日本眼科学会専門医 
職歴 平成 24年 10月 東京歯科大学市川総合病院眼科助教 

教育業績 

（平成 28年度） 

 

研究業績 

（平成 28年度） 

 

 

学会活動  
国際学会  

 



氏名 八木 紫（やぎ ゆかり） 
所属 眼科 
職名 助教 
最終学歴 昭和大学医学部 
学位（修士・博士）  
資格 医師、日本眼科学会専門医 
職歴 平成 22 年 4月 慶應義塾大学病院眼科専修医 

平成 24 年 4月 国家公務員共済組合連合会立川病院眼科医員 

平成 25 年 4月 川崎市立川崎病院眼科医員 

平成 26 年 10月 慶應義塾大学病院眼科助教 

平成 27 年 7月 東京歯科大学市川総合病院眼科助教 

教育業績 

（平成 28年度） 

 

研究業績 

（平成 28年度） 

 

 

学会活動  
国際学会  

 



氏名 柿栖 康二（かきす こうじ） 
所属 眼科 
職名 助教 
最終学歴 東邦大学大学院医学研究科 
学位（修士・博士） 博士（医学） 
資格 医師、日本眼科学会専門医 
職歴 平成 25 年 7月 西横浜総合病院眼科医員 

平成 27 年 10月 東邦大学医学部眼科学講座シニアレジデント 

平成 28年 4月 東京歯科大学市川総合病院眼科助教 

教育業績 

（平成 28年度） 

 

研究業績 

（平成 28年度） 

 

 

学会活動  
国際学会  
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