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1. 教室員と主研究テーマ 

 

教  授   髙松  潔   DNA 損傷を指標とする新規胚評価法の開発と胚 DNA 保護（A05-0670-1） 

更年期障害に対する漢方治療およびホルモン補充療法 

教  授   吉田 丈児   組織培養条件決定装置の開発（A09-0670-1） 

講  師   兼子  智   DNA 損傷ヒト精子の排除法確立‒修正コメット電気泳動法を指標とした 

アポトーシス精子の検出とその排除（A03-0670-1） 

静止膜電位を指標とした未受精卵、胚の機能評価 

講  師   小川真理子   ヒト精子頭部空胞変性の検出法開発（A-08-0670-1） 

更年期障害に対する漢方治療およびホルモン補充療法 

助  教   内田 明花   DNA 損傷を指標とする新規胚評価法の開発と胚 DNA 保護（A05-0670-1） 

助  教   杉山 重里   ヒト精子染色体テロメア領域の可視化（A07-0670-1） 

助  教   吉丸 真澄   DNA 損傷ヒト精子の排除法確立‒修正コメット電気泳動法を指標とした 

アポトーシス精子の検出とその排除（A03-0670-1） 

助  教   宮田あかね   DNA 損傷を指標とする新規胚評価法の開発と胚 DNA 保護（A05-0670-1） 

後期研修医  金沢 純子   組織培養条件決定装置の開発（A09-0670-1） 

後期研修医  井関  隼   静止膜電位を指標とした未受精卵、胚の機能評価 

 

2. 成果の概要 

 

1)  我々は、テロメラーゼ特異的なアデノウィルス OBP-401 を用いて末梢血中の腫瘍細胞（CTC）をアッセ

イする方法を開発し、胃癌や肺小細胞癌における予後との関連を報告してきた。しかし、白血球の存在が

偽陽性を引き起こすことから、今回、7つの抗 CD 抗体で同時に染色することにより、偽陽性の原因は単球

であることが明らかとなった。細胞径の違いから、8.4μm を超える細胞について検討することにより、偽

陽性率を下げられることが可能であった。そこで、8 つの癌種（食道癌、胃癌、大腸癌、膵臓癌、肝癌、

子宮頸癌、子宮体癌、前立腺癌）の 86症例についての有用性を検討したところ、43％で CTC 陽性であり、

食道癌、膵臓癌、前立腺癌では本研究において初めて OBP-401 を用いた CTCアッセイでの陽性が示された。

しかし、症例数の問題からか CTC 陽性と各症例の臨床的背景との関連性には明らかな相関を認めなかった

ため、今後、多数例での検討が望まれる。 
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3. 学外共同研究 



担当者 研究課題 

学外研究施設 

研究施設 所在地 責任者 

兼子 智 HIV 陽性男性・HIV 陰性女性夫婦に対

する体外受精・胚移植の臨床応用に

関する研究 

新潟大学医学部 

産婦人科学 

新潟市 高桑 好一 

髙松 潔 ドライシンドロームの有訴率および

原因探索に関する研究 

新潟大学歯学部 

加齢歯科学 

新潟市 伊藤加代子 

兼子 智 静止膜電位を指標とした未受精卵、

胚の機能評価 

福島県立医科大学

医学部生理学 

福島市 狭間 章博 

兼子 智 静止膜電位を指標とした未受卵、胚

の機能評価 

家畜改良事業団 

バイテクセンター

東京都 

品川区 

濱野 晴三 

兼子 智 エピジェネティクスにおけるメチル

シトシン定量法の開発 

明治薬科大学生体

機能分析学 

清瀬市 片山 昌勅 

 

4. 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 

伊藤加代子 ドライシンドロームの有訴率および原

因探索に関する研究（高松 潔 分担

者） 

文部科学省科学研究費補助金・基盤研究(C)

中島美砂子 DNA 損傷の形態学的評価法を用いた歯髄

幹細胞の最適培養法の開発（兼子 智

分担者） 

文部科学省科学研究費補助金・基盤研究(C)

 

5. 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 

髙松 潔 2014. 6. 7 ドライシンドローム - ド

ライマウスと腟乾燥感の関

連性 - 

第 14 回日本抗加齢医学

会総会 

大阪市 



小川真里子 2014. 9.22 月経前症候群患者における

大量服薬への対応 

第 1 回日本医療安全学会

学術総会 臨床医学安全

パネル討論会「症例より

学ぶ産婦人科危機管理の

問題」 

東京都 

文京区 

髙松 潔 2015. 2. 8 更年期障害に対する桂枝茯

苓丸の有用性 

桂枝茯苓丸（加薏苡仁）

国際シンポジウム 

東京都 

新宿区 

 

学会招待講演・特別講演・教育講演 

講演者 年月日 演題 学会名 開催地 

髙松 潔 2014. 4.18 婦人科がん治療後のヘルスケア 第66回日本産科婦人科学

会学術講演会生涯研修プ

ログラム クリニカルカ

ン フ ァ レ ン ス 1  ― 

Subspecialty を越えて

（腫瘍・女性ヘルスケア）

― 

東京都 

千代田区 

髙松 潔 2014. 4.19 女性ヘルスケアにおけるイソフ

ラボン代謝物の新たな可能性～

エクオールをめぐって～ 

第66回日本産科婦人科学

会学術講演会ランチョン

セミナー 21 

東京都 

千代田区 

髙松 潔 2014. 6. 1 安全・安心かつ有効なホルモン補

充療法のために - HRT ガイドラ

イン 2012 年度版の要点と最近の

話題 - 

第42回北陸産科婦人科学

会学術講演会 

 

福井市 

髙松 潔 2014. 9.14 早発卵巣不全や不妊治療終了後

のヘルスケア - ホルモン補充療

法の重要性 - 

第17回日本IVF学会学術

集会 

大阪市 

髙松 潔 2014.10. 5 若年期から更年期以降の幅広い

世代へのホルモン療法の意義 

第13回更年期と加齢のヘ

ルスケア学会ランチョン

セミナー 

東京都 

中野区 

髙松 潔 2014.11. 1 女性のライフステージからみた

骨粗鬆症治療 

第29回日本女性医学学会

学術集会ランチョンセミ

ナー4 

東京都 

港区 



髙松 潔 2014.11. 2 更年期世代の女性に対するホル

モン療法 ～OC.LEP から HRT へ

～ 

第29回日本女性医学学会

学術集会スポンサードセ

ミナー3「女性医学最前線

～ライフステージからみ

たホルモン製剤の正しい

使い方～」 

東京都 

港区 

髙松 潔 2014.11. 2 子宮体がん治療後の HRT ～エビ

デンスと日本における婦人科医

の意識～ 

第29回日本女性医学学会

学術集会教育講演 7 

東京都 

港区 

髙松 潔 2014.11.30 女性のうつ ～産婦人科の視点

から考える～ 

第19回日本心療内科学会

学術大会教育セミナー5 

東京都 

千代田区 

髙松 潔 2014.12. 4 ホルモン剤の多彩な効果 ～生

殖医療から華麗なる加齢へ～ 

第59回日本生殖医学会学

術講演会ランチョンセミ

ナー5 

東京都 

新宿区 

髙松 潔 2015. 1.31 現代女性のヘルスケアのために

- 大豆イソフラボン代謝物 エク

オールの有用性 - 

第 8 回日本性差医学・医

療学会学術集会イブニン

グセミナー 

徳島市 

 

学術学会に相当しない団体が開催するセミナー・研究会・カンファレンス等における発表・講演 

講演者 年月日 演題 会合の名称 開催地 

髙松 潔 2014. 5.18 エクオールの有効性データの紹

介 

エクエル発売記念報告会 東京都 

千代田区 

髙松 潔 2014. 5.21 更年期におけるうつの現状とそ

の対策 ～HRT か？SSRI か？～

メンタルシンポジウム

IN 浦安 

浦安市 

髙松 潔 2014. 5.29 リスク.ベネフィット・バランス

から考える OC.LEP・HRT の評価

茨城 Scientific Seminar 水戸市 

髙松 潔 2014. 6.13 華麗なる加齢のために - 女性

の各ライフステージにおける口

腔の健康の意義 - 

東京歯科大学 同窓会 

下谷支部 勉強会 

東京都 

台東区 



髙松 潔 2014. 7. 2 華麗なる加齢のために ～婦人

科医の考える閉経後骨粗鬆症に

対する治療戦略～ 

茨城県南なでしこフォー

ラム 

取手市 

髙松 潔 2014. 7.15 女性の味方 エクオール ～新

しい大豆イソフラボン代謝物の

可能性～ 

市川市産婦人科医会学術

講演会 

市川市 

髙松 潔 2014. 7.22 女性のライフステージを考慮し

た閉経後骨粗鬆症の治療ストラ

テジー 

第 2 回診療科を越えた骨

粗鬆症治療を考える会 

松戸市 

髙松 潔 2014. 7.24 リスク.ベネフィット・バランス

から考える OC.LEP・HRT の評価

- ホルモン製剤への誤解と真実 

- 

町田市産婦人科医会学術

講演会 

町田市 

髙松 潔 2014. 7.26 女性医学ってなに？ 第 56 回慶應義塾大学医

学部産婦人科学教室連合

検討会 

東京都 

新宿区 

髙松 潔 2014. 8. 3 ホルモン製剤を安全に使用する

ために ① OC.HRT の適切な使

用法 ～投与前・中・後の管理

法～ 

平成 26 年度女性医療セ

ミナー 

大阪市 

髙松 潔 2014. 8. 9 女性の笑顔を取り戻すために

～SSRI ができること～ 

女性とメンタルヘルス研

究会 

京都市 

髙松 潔 2014. 8.28 女性の味方 エクオール ～新

しい大豆イソフラボン代謝物の

可能性～ 

第 26 回徳島女性医学研

究会 

徳島市 

髙松 潔 2014. 8.30 使うべきか、使わざるべき

か・・・それが問題なのか？ - 

OC.LEPのベネフィットを再考す

る - 

東海女性医療フォーラム 名古屋市 



髙松 潔 2014. 9.13 女性の味方 エクオールでヘル

スケアしよう！ - 新しい大豆

イソフラボン代謝物の可能性 -

第 55 回日本母性衛生学

会ランチョンセミナー4 

千葉市 

髙松 潔 2014. 9.13 女性の味方 エクオール ～新

しい大豆イソフラボン代謝物の

可能性～ 

東京産婦人科医会多摩ブ

ロック学術講演会 

三鷹市 

髙松 潔 2014. 9.21 ホルモン剤が拓くフェミニンな

女性の一生 ～OC.LEP から HRT

まで～ 

慶應義塾大学薬学部公開

講座 

東京都 

港区 

髙松 潔 2014. 9.27 女性のライフステージと健康管

理～ホルモン剤が拓くフェミニ

ンな一生～ 

第 11 回ファーマシーセ

ミナーアドバンス 

東京都 

墨田区 

髙松 潔 2014. 9.17 美と健康のカギを握る、“女性

ホルモン”バランスを整える最

新トピック ～“大豆”の新注

目成分が不調の救世主に!?～ 

MMB 勉強会 第 4 回セミ

ナー 

東京都 

港区 

髙松 潔 2014.10. 6 華麗なる加齢のために - 歯

科・口腔外科と産婦人科の連携

による女性の QOL の向上 - 

市川歯科医師会教育講演 市川市 

髙松 潔 2014.10. 9 リスク.ベネフィット・バランス

から考える OC.LEP・HRT の評価

～ホルモン製剤への誤解と真実

～ 

第 2 回宮城県ウイメンズ

ヘルスケア学術講演会 

仙台市 

髙松 潔 2014.10.15 華麗なる加齢のために ～更年

期障害の現状とホルモン補充療

法の有用性～ 

目黒区医師会 第 6 回学

術講演会（10 月期） 

東京都 

目黒区 

髙松 潔 2014.10.23 リスク.ベネフィット・バランス

から考える OC.LEP・HRT の評価

～ホルモン製剤への誤解と真実

～ 

茨城県産婦人科医会県

南・県西学術講演会 

つくば市 



髙松 潔 2014.10.24 大豆のパワーでヘルスケア ～

新しい大豆由来の成分 エクオ

ール～ 

メノポーズ週間特別セミ

ナー 更年期のココロと

カラダの健康を考える 

東京都 

千代田区 

髙松 潔 2014.11. 6 華麗なる加齢のために 神奈川県歯科医師会 平

成 26 年度男女共同参画

講習会 

横浜市 

髙松 潔 2014.11.13 女性の味方 エクオール ～新

しい大豆イソフラボン代謝物の

可能性～ 

福島県県北産婦人科医会

研修会 

福島市 

髙松 潔 2014.11.20 華麗なる加齢のために ～ 更

年期障害治療における誤解と真

実 ～ 

平成 26 年度 渋谷区産

婦人科医会 東京産科婦

人科学会渋谷区支部 合

同学術講演会 

東京都 

渋谷区 

髙松 潔 2014.11.27 華麗なる加齢のために ～一生

における女性の QOL 向上を志向

したホルモン療法とは～ 

しんゆり地区産婦人科ネ

ットワークの会 

町田市 

髙松 潔 2014.12. 1 華麗なる加齢のために - 歯

科・口腔外科と産婦人科の連携

による女性の QOL の向上 - 

第 236 回柳水会 東京都 

新宿区 

髙松 潔 2014.12.11 華麗なる加齢のために ～ 歯

科・口腔外科と産婦人科の連携

による女性の QOL の向上 ～ 

第 561 回歯科理工学懇話

会 

名古屋市 

髙松 潔 2014. 1.17 華麗なる加齢のために ～女性

医学におけるホルモン製剤の重

要性とその効果～ 

第 15 回神戸 MARE 研究会 神戸市 

髙松 潔 2015. 1.28 華麗なる加齢のために ～女性

医学におけるホルモン療法 虎

の巻～ 

女性のトータルヘルスケ

ア研究会 

横浜市 

髙松 潔 2015. 2. 6 女性の味方 エクオール ～大

豆イソフラボン代謝物の有用性

～ 

道北産婦人科医会学術講

演会 

旭川市 



髙松 潔 2015. 2. 7 女性の味方 エクオール ～大

豆イソフラボン代謝物の有用性

～ 

札幌市産婦人科医会学術

講演会 

札幌市 

髙松 潔 2015. 2.18 女性の味方 エクオール ～新

しい大豆イソフラボン代謝物の

女性医学における有用性～ 

千葉市医師会学術講演会 千葉市 

髙松 潔 2015. 2.28 OC.LEPのベネフィットとリスク

を再考する ～ホルモン製剤へ

の誤解と真実～ 

平成26年度第3回新潟県

産婦人科医会研修会 

新潟市 

髙松 潔 2015. 3. 4 エストロゲンと潤い -産婦人科

から見たドライシンドローム- 

第 5 回江戸川ライン SS

研究会 

市川市 

髙松 潔 2015. 3. 5 元気でキレイな女性になるため

に ～大豆パワーの源 エクオー

ル～ 

丸の内キャリア塾 東京都 

千代田区 

髙松 潔 2015. 3.10 リスク.ベネフィット・バランス

から考える OC.LEP・HRT の評価

～ホルモン製剤への誤解と真実

～ 

新宿区・中野区・杉並区

三区合同学術講演会 

東京都 

新宿区 

髙松 潔 2015. 3.11 華麗なる加齢のために ～婦人

科医が考える閉経後骨粗鬆症の

治療戦略～ 

第 5 回長崎骨粗鬆症フォ

ーラム 

長崎県 

長崎市 

髙松 潔 2015. 3.13 華麗なる加齢のために ～ホル

モン補充療法 虎の巻～ 

第 3 回江東豊洲産婦人科

懇話会 

東京都 

江東区 

髙松 潔 2015. 3.26 女性の愁訴には漢方を！ ～そ

のエビデンスと治療のコツ～ 

平成 26 年度岐阜産科婦

人科研究会 

岐阜市 

6. 社会的貢献・社会に対する活動 

 

医学の啓蒙を目的とする講演会（市民を対象とするもの） 

講演者 年月日 演題 講演会名 開催地 



髙松 潔 2014.10. 5 輝いた季節へ旅立とう ～パー

トナーとともに知る更年期のこ

ころと身体～ 

13 回更年期と加齢のヘ

ルスケア学会区民公開講

座 

東京都 

中野区 

 


