
令和4年度

区　　　　分 氏　　名 所　　　　　属　　　　　等 職　　　名

研 究 代 表 者 西田 幸二 大阪大学大学院医学系研究科眼科学 教　授

研 究 分 担 者 村上 晶 順天堂大学医学部大学院医学研究科眼科学 教　授

東　範行 東京医科歯科大学難治疾患研究所 非常勤講師

島﨑　潤 東京歯科大学市川総合病院眼科 教　授

宮田 和典 医療法人明和会　宮田眼科病院 院　長

山田 昌和 杏林大学医学部眼科学 教　授

外園 千恵 京都府立医科大学大学院医学研究科眼科学 教　授

白石　敦 愛媛大学大学院医学系研究科眼科学 教　授

平山 雅敏 慶應義塾大学医学部眼科学 助　教

小林　顕 金沢大学医薬保健研究域医学系眼科学教室 病院臨床准教授

堀　裕一 東邦大学医学部眼科学講座 教　授

臼井 智彦 国際医療福祉大学大学院医学研究科眼科学 教　授

宮井 尊史 東京大学医学部眼科学教室 講　師

山田 知美 大阪大学医学部附属病院未来医療開発部 特任教授

大家 義則 大阪大学大学院医学系研究科眼科学 助　教

研 究 協 力 者 青山 裕美 川崎医科大学皮膚科学教室 教　授

松田 彰 順天堂大学医学部大学院医学研究科眼科学 准教授

中谷 智 順天堂大学医学部大学院医学研究科眼科学 准教授

根岸 貴志 順天堂大学医学部大学院医学研究科眼科学 准教授

山口 昌大 順天堂大学医学部大学院医学研究科眼科学 准教授

岩本 怜 順天堂大学医学部大学院医学研究科眼科学 助　教

春日 俊光 順天堂大学医学部大学院医学研究科眼科学 助　教

山口 剛史 東京歯科大学市川総合病院眼科 准教授

比嘉 一成 東京歯科大学市川総合病院角膜センター・アイバンク 講　師

冨田 大輔 東京歯科大学市川総合病院眼科 講　師

福井 正樹 東京歯科大学市川総合病院眼科 助　教

片岡 康志 医療法人明和会　宮田眼科病院 副院長

子島 良平 医療法人明和会　宮田眼科病院 副院長

森 洋斉 医療法人明和会　宮田眼科病院 診療部長

岩崎 琢也 医療法人明和会　宮田眼科病院 医局長

貝田 智子 医療法人明和会　宮田眼科病院 医　師

李 真熙 医療法人明和会　宮田眼科病院 医　師

前眼部難病の標準的診断基準およびガイドライン作成のための調査研究班



研 究 協 力 者 重安 千花 杏林大学医学部眼科学 非常勤講師

久須見 有美 杏林大学医学部眼科学 助　教

稲富 勉 京都府立医科大学大学院医学研究科眼科学 客員教授

池田 陽子 京都府立医科大学大学院医学研究科眼科学 客員講師

稗田 牧 京都府立医科大学大学院医学研究科眼科学 学内講師

福岡 秀記 京都府立医科大学大学院医学研究科眼科学 助　教

駒井 清太郎 京都府立医科大学大学院医学研究科眼科学 大学院生

出口 英人 京都府立医科大学大学院医学研究科眼科学 大学院生

原 祐子 愛媛大学大学院医学系研究科眼科学 准教授

鎌尾　知行 愛媛大学大学院医学系研究科眼科学 准教授

坂根 由梨 愛媛大学大学院医学系研究科眼科学 非常勤病院医師

竹澤 由起 愛媛大学大学院医学系研究科眼科学 助　教

飯森　宏仁 愛媛大学大学院医学系研究科眼科学 助　教

井上　英紀 愛媛大学大学院医学系研究科眼科学 助　教

池川　和加子 愛媛大学大学院医学系研究科眼科学 医　員

林　康人 愛媛大学大学院医学系研究科眼科学 研究員

羽藤 晋 慶應義塾大学医学部眼科学 特任講師

横川 英明 金沢大学医薬保健研究域医学系眼科学教室 医局長

森 奈津子 金沢大学医薬保健研究域医学系眼科学教室 協力研究員

西野 翼 金沢大学医薬保健研究域医学系眼科学教室 協力研究員

鈴木 崇 東邦大学医学部眼科学講座 寄附講座准教授

岡島 行伸 東邦大学医学部眼科学講座 助　教

柿栖 康二 東邦大学医学部眼科学講座 助　教

豊野 哲也 東京大学医学部眼科学教室 助　教

北本 昂大 東京大学医学部眼科学教室 助　教

石井 一葉 東京大学医学部眼科学教室 大学院生

橋本 友美 東京大学医学部眼科学教室 大学院生

小野 喬 東京大学医学部眼科学教室 大学院生

陳 莉偉 東京大学医学部眼科学教室 大学院生

桑原　泰子 東京大学医学部眼科学教室 大学院生

斉之平 真弓 鹿児島大学医学部眼科学教室 非常勤講師

倉上 弘幸 大阪大学医学部附属病院未来医療開発部 特任助教

川崎 良 大阪大学大学院医学系研究科視覚情報制御学寄附講座 寄附講座教授

川﨑 諭 大阪大学大学院医学系研究科眼免疫再生医学共同研究講座 特任准教授

高 静花 大阪大学大学院医学系研究科視覚先端医学寄附講座 寄附講座准教授



研 究 協 力 者 松下 賢治 大阪大学大学院医学系研究科眼科学 准教授

相馬 剛至 大阪大学大学院医学系研究科眼科学 講　師

渡辺 真矢 大阪大学大学院医学系研究科眼科学 大学院生

前野　紗代 大阪大学大学院医学系研究科眼科学 大学院生

阿曽沼 早苗 大阪大学医学部附属病院眼科 視能訓練士


