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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 

吉田 丈児  組織培養条件決定装置の開発（A09-0670-1） 

准 教 授  小川真里子  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 

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 

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） 

杉山 重里  ヒト精子染色体テロメア領域の可視化（A07-0670-1） 

小川 誠司  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） 

山田 満年  組織培養条件決定装置の開発（A09-0670-1） 

橋本 志歩  更年期障害に対する漢方治療およびホルモン補充療法 

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） 

更年期障害に対する漢方治療およびホルモン補充療法 

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

蛭田 健夫  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) 活性酸素傷害による単一細胞染色体 DNA の断片化を、直接可視化する方法を開発した。一般に、アスコ

ルビン酸（ビタミンＣ）は活性酸素から細胞を保護すると考えられているが、特定の条件、すなわち遷移

金属存在下では強力なヒドロキシラジカル発生源となる。ヒト精子を 1-100・mole/L のビタミン C 溶液に

懸濁後、single-cell pulsed-field gel electrophoresis 法により単一細胞 DNA を電気泳動すると、用量

依存的に DNA 断片数が増加することを顕微鏡で直接観察できた。作用機序を検索した結果、核蛋白に付着

する EDTA 結合性遷移金属とビタミン C が染色体 DNA fiber の極近傍で反応し、DNA を切断していることが

示された。精漿には約400・・mole/L のビタミンCが含まれており、不妊治療においてヒト精子DNA保護
の重要性が示唆された。 

 

Direct Visualization of Ascorbic Acid Inducing Double-Stranded Breaks in Single Nuclear  

DNA Using Single-Cell Pulsed Field Gel Electrophoresis. Indian J App Res, 5(11), 248-252,  

2015 

 

2) ヒト精漿中の 37 種のアミノ酸および 3 種の類縁化合物を一斉分析した。測定にはアミノ酸分析装置を

用いた。ヒト血漿中における遊離 NH3は極めて低濃度に維持され、ほとんどが Asn, Gln とアミド体を形成

している。一方、ヒト精漿中の NH3濃度は血漿中の 400 倍であり、Asp, Glu が優位であり、反対に Asn, 

Gln濃度は極めて低く、精漿と血漿のNH3動態は極めて異なることを認めた。さらにAsp,  Asn,  Gln, NH3

濃度は精子濃度、運動率と強く相関することを認めた。これまで、Arg は男性生殖機能維持に重要と考え

られ、サプリメント等の摂取が勧められてきたが、精漿内濃度と精子パラメーター（精子濃度、運動率）

と相関を認めなかった。 

 

Thirty-seven amino acids and three related nitrogen compounds in human seminal plasma:  

multivariate analyses reveal strong correlations among asparagine, glutamine, and ammonia  

with sperm parameters. Indian J App Res, 5(9), 199-203, 2015 

 

 

 



 

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  

兼子智 
DNA 断片化陰性運動精子の選別と人工卵管用いる高

精度媒精 

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 
 

学会・研究会主催 

主催者名 開催年月日 学会・研究会名 会場 開催地 

高松 潔 2016. 2.28 
第 21 回日本女性医学学会ワー

クショップ 
KFC Hall & Rooms 

東京都 

墨田区 

 

シンポジウム 

シンポジスト 年月日 演題 学会名 開催地 

高松 潔 2015. 8. 8 

婦人科がんサバイバーに対す

る HRT はどこまで許される

か？ 

第 57 回日本婦人科腫瘍

学会学術講演会 シンポ

ジウム 5 がん治療～女

性の QOL 維持には 

盛岡市 

 

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 

高松 潔 2015. 4. 4 

使うべきか、使わざるべき

か・・・ それが問題なのか？ 

～ OC.LEP・HRT のベネフィッ

トとリスクを再考する ～ 

石川県産婦人科医会・学

術講演会 
金沢市 



高松 潔 2015. 4. 9 中高年女性のヘルスケア 

第 67 回日本産科婦人科

学会学術講演会 専攻医

教育プログラム 7 

横浜市 

高松 潔 2015. 4.10 
LEP 製剤のベネフィットとリス

クを再考する 

第 67 回日本産科婦人科

学会学術講演会 アフタ

ヌーンセミナー 

横浜市 

高松 潔 2015. 5. 7 

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

有用性～ 

茨城県産婦人科医会学術

集会 
水戸市 

高松 潔 2015. 5.26 

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

有用性～ 

川崎市産婦人科医会 学

術講演会 
川崎市 

高松 潔 2015. 5.31 
明日からできる女性ホルモン補

充療法 

第 15 回日本抗加齢医学

会総会専門医教育プログ

ラム「実践！！アンチエ

イジング医療におけるホ

ルモン療法」 

福岡市 

高松 潔 2015. 5.26 

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

有用性～ 

倉敷産婦人科専門医会学

術講演会 
倉敷市 

高松 潔 2015. 6.21 

安全・安心かつ有効に OC.LEP

を使うために ～新しいガイド

ラインからみたベネフィットと
リスク管理～ 

第 129 回関東連合産科婦

人科学会総会・学術講演

会ランチョンセミナー3 

東京都 

千代田区 

高松 潔 2015. 6.23 

安全・安心かつ有効に OC.LEP

を使うために ～新しいガイド

ラインからみたベネフィットと

リスク管理～ 

北多摩産婦人科医会学術

講演会 
立川市 

高松 潔 2015. 7. 9 

安全・安心かつ有効に OC.LEP

を使うために ～新しいガイド

ラインからみたベネフィットと

リスク管理～ 

町田市産婦人科医会学術

講演会 
町田市 

高松 潔 2015. 7.18 

安全・安心かつ有効に OC.LEP

を使うために ～新しいガイド

ラインからみたベネフィットと

リスク管理～ 

第 157 回群馬産科婦人科

学会・群馬県産婦人科医

会 集談会 

前橋市 

高松 潔 2015. 7.31 

安全・安心かつ有効に OC.LEP

を使うために ～新しいガイド

ラインからみたベネフィットと

リスク管理～ 

北信産婦人科医会・学術

講演会 
長野市 

高松 潔 2015. 8. 3 
華麗なる加齢のために ～女性

のためのホルモンケア～ 

世田谷区医師会学術講演

会 

東京都 

世田谷区 



 

高松 潔 2015. 9. 5 

安全・安心かつ有効に OC.LEP

を使うために ～新しいガイド

ラインからみたベネフィットと

リスク管理～ 

中信地区産婦人科医会・

学術講演会 
松本市 

高松 潔 2015.10. 2 

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

有用性～ 

道東地区産婦人科医会学

術講演会 
帯広市 

高松 潔 2015.10. 8 

安全・安心かつ有効に OC.LEP

を使うために ～新しいガイド

ラインからみたベネフィットと

リスク管理～ 

三重県産婦人科医会 特

別研修会 
津市 

高松 潔 2015.10.14 

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

有用性～ 

松戸流山産婦人科医会学

術講演会 
松戸市 

高松 潔 2015.10.15 

OC.LEP A to Z ～新しいガイ

ドラインからみるベネフィット

とリスク管理～ 

湘南産婦人科研修会 平塚市 

高松 潔 2015.10.22 

華麗なる加齢のために ～婦人

科の立場から考える乳癌治療後

患者の骨粗鬆症への対応～ 

第 4 回乳腺・婦人科合同

勉強会 

東京都 

品川区 

高松 潔 2015.10.18 

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 42 回日本産婦人科医

会学術集会 ランチョン

セミナー 

新潟市 

高松 潔 2015.10.26 

安全・安心かつ有効に OC.LEP

を使うために ～新しいガイド

ラインからみたベネフィットと

リスク管理～ 

宮崎市郡産婦人科医会学

術講演会 
宮崎市 

高松 潔 2015.11. 7 
Ideal HRT を目指して ～低用

量製剤の可能性～ 

第 30 回日本女性医学学

会学術集会 ランチョン

セミナー1 

名古屋市 

高松 潔 2015.11.15 

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

有用性～ 

平成 27 年度静岡産科婦

人科学会秋季学術集会 
浜松市 

高松 潔 2015.11.17 
明日からできる閉経後骨粗鬆症

の診断と治療 

第 7 回埼玉県産婦人科医

会 女性加齢医学研究会

学術講演会 

浦和市 

高松 潔 2015.11.19 

安全・安心かつ有効に OC・LEP

を使うために ～新しいガイド

ラインからみたベネフィットと

リスク管理～ 

東産医城南五医師会学術

講演会 

東京都 

大田区 

高松 潔 2015.11.26 

安全・安心かつ有効に OC・LEP

を使うために ～新しいガイド

ラインからみたベネフィットと

リスク管理～ 

茨城県産婦人科医会県北

支部会学術講演会 
日立市 



高松 潔 2015.11.28 

安全・安心かつ有効に OC・LEP

を使うために ～新しいガイド

ラインからみたベネフィットと

リスク管理～ 

山梨県産婦人科医会・伝

達講習会 
甲府市 

Kaneko S, 

Takamatsu K 
2015.11.28 

Single-nuclear DNA 

instability analyses by 

means of single-cell pulsed-
field gel electrophoresis - 

Technical problems of the 

comet assay and their 

solutions for quantitative 

measurements 

the 10th Biennial 

Meeting of Pacific 

Society for 

Reproductive Medicine 

(PSRM) 

韓国 

城南市 

高松 潔 2015.12. 2 

安全・安心かつ有効に OC・LEP

を使うために ～新しいガイド

ラインからみたベネフィットと

リスク管理～ 

相模原市産婦人科医会学

術講演会 
相模原市 

高松 潔 2015.12.21 
華麗なる加齢のために ～ホル

モン補充療法 虎の巻～ 

鳥栖三養基医師会学術講

演会 
鳥栖市 

高松 潔 2016. 1.15 

OC・LEP A to Z ～新しいガイ

ドラインからみるベネフィット

とリスク管理～ 

船橋薬剤師会・女性薬剤

師会合同講習会 
船橋市 

高松 潔 2016.2.20 

「ホルモン剤=がんリスク」は

都市伝説か？ ～HRT のがんリ

スクを再考する～ 

第 16 回更年期と加齢の

ヘルスケア学会九州セミ

ナー 

福岡市 

高松 潔 2016. 3. 2 

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

有用性～ 

茨城県南県西地区産婦人

科医会学術集会 
つくば市 

 

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 

高松 潔 2015. 4.16 

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～ 

第 3 回山陰内分泌セミナ

ー学術講演会 
米子市 

高松 潔 2015. 5. 9 

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 - 

福岡女性医療フォーラム 福岡市 

高松 潔 2015. 5.14 

女性の笑顔を取り戻すために 

～SSRI はフォーチューンクッ
キーか？～ 

女性のメンタルヘルスを

考える会 
弘前市 

高松 潔 2015. 5.23 
内分泌療法から HRT への移行に

関する諸問題 

第 6 回婦人科ホルモン依

存性疾患研究会 

東京都 

港区 



 

高松 潔 2015. 5.24 

働く女性が輝くために ～知っ

ていますか？ 女性ホルモンの

働きやエクオール～ 

WOMEN EXPO TOKYO 2015 

働く女性が輝き続けるた

めに知っておくべき体の

こと 

東京都 

港区 

高松 潔 2015. 6. 4 

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の

治療戦略～ 

第 2 回なでしこフォーラ

ム in 久留米 
久留米市 

高松 潔 2015. 6.20 

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

有用性～ 

東海エリアドクターのた

めのエクオールセミナー 
名古屋市 

高松 潔 2015. 5.13 

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 235 回八戸産婦人科医

会 
八戸市 

高松 潔 2015. 7. 4 
女性の愁訴には漢方を！ ～そ

のエビデンスと治療のコツ～ 

明日から使える漢方レッ

スン【産婦人科編】 
札幌市 

高松 潔 2015. 7.10 

安全・安心かつ有効に OC.LEP

を使うために ～新しいガイド

ラインからみたベネフィットと

リスク管理～ 

宇都宮産婦人科医会 

（二金会） 
宇都宮市 

高松 潔 2015. 7.15 

女性ホルモンと女性の体調 ～

注目成分 エクオールの有用性

～ 

メディアセミナー 
東京都 

渋谷区 

高松 潔 2015. 7.17 

それでもホルモン補充療法はお

嫌いですか？ ～HRT への誤解

と真実～ 

第 5 回千葉県病院薬剤師

会西部支部研修会 
船橋市 

高松 潔 2015. 8.22 
OC.LEP A to Z ～新しいガイド
ラインからみるベネフィットと

リスク管理～ 

大阪女性医療フォーラム 大阪市 

高松 潔 2015. 8.26 

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～ 

なでしこフォーラム in 

所沢 
所沢市 

高松 潔 2015. 8.29 

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 - 

北海道女性医療フォーラ

ム 
札幌市 

高松 潔 2015. 9. 1 

安全・安心かつ有効に OC.LEP

を使うために ～新しいガイド

ラインからみたベネフィットと

リスク管理～ 

船橋地区産婦人科医会 

市川市産婦人科医 合同

研修会 

市川市 

高松 潔 2015. 9.10 

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

有用性～ 

第 1 回 Women Doctor's 

Meeting in Kagawa 
高松市 



高松 潔 2015. 9.12 

OC.LEP A to Z ～新しいガイド

ラインからみるベネフィットと

リスク管理～ 

城東女性医療フォーラム 
東京都 

江東区 

高松 潔 2015. 9.18 

華麗なる加齢のために ～明日

からできる閉経後骨粗鬆症の診

断と治療～ 

葛飾区産婦人科集談会 
東京都 

葛飾区 

高松 潔 2015. 9.19 

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

有用性～ 

第 129 回山形県産婦人科

集談会 
酒田市 

高松 潔 2015. 9.24 

OC.LEP A to Z ～新しいガイド

ラインからみるベネフィットと

リスク管理～ 

関東 LEP Seminar 
東京都 

千代田区 

高松 潔 2015. 9.28 

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

有用性～ 

盛岡市産婦人科診療部会

桃花会学術講演会 
盛岡市 

高松 潔 2015. 9.30 

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

有用性～ 

一土会講演会 静岡市 

高松 潔 2015.10. 4 
華麗なる加齢のために ～更年

期なんか怖くない～ 

40 代からの女性の健康

フェスタ 

東京都 

台東区 

高松 潔 2015.10.29 

OC.LEP A to Z ～新しいガイド

ラインからみるベネフィットと

リスク管理～ 

関東 LEP Seminar 
東京都 

新宿区 

高松 潔 2015.11.11 

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

有用性～ 

八戸産婦人科医会 八戸市 

Kaneko S 2015.11.11 

Single-nuclear DNA 

fragmentation analyses by 

means of single-cell pulsed-

field gel electrophoresis 

Okinawa International 

Project for 

Construction of 

Intellectual Cluster 

and  Industry Based on 

Advanced Genomic 

Research 

那覇市 

高松 潔 2015.11.14 

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

有用性～ 

154 回和歌山市医師会産

婦人科部会研修会 
和歌山市 

高松 潔 2015.11.24 

女性の笑顔を取り戻すために 

～SSRI はフォーチューンクッ

キーか？～ 

座間・綾瀬・海老名産婦

人科医会 
海老名市 

高松 潔 2015.11.30 

安全・安心かつ有効に OC・LEP

を使うために ～新しいガイド

ラインからみたベネフィットと

リスク管理～ 

中区・南区・西区産婦人

科医会 
横浜市 



 

高松 潔 2015.12. 9 

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

有用性～ 

江戸川・江東・千葉西ブ

ロック産婦人科医会合同

卒後研修会 

東京都 

江戸川区 

高松 潔 2015.12.10 

女性医学はフォーチュンクッキ

ーか？ ～女性医学の現状と展

望～ 

葛飾産婦人科学術研修会

（第 77 回産婦人科集談

会） 

東京都 

葛飾区 

高松 潔 2016. 1.20 

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

有用性～ 

第 317 回筑後ブロック産

婦人科医会研修会 
久留米市 

高松 潔 2016. 1.23 
HRT と乳癌の疫学 ～大規模臨

床試験結果の変遷～ 
第 7 回 HRT 研究会 

東京都 

港区 

高松 潔 2016. 1.25 

アクティブエイジングから考え

る閉経後骨粗鬆症治療 ～エス

トロゲン.SERM 製剤の有用性～ 

ファイザーインターネッ

トシンポジウム 

東京 

千代田区 

高松 潔 2016. 1.28 

OC・LEP A to Z ～新しいガイ

ドラインからみるベネフィット

とリスク管理～ 

横浜市産婦人科医会 月

例研究会 
横浜市 

高松 潔 2016. 1.30 

「ホルモン剤=がんリスク」は

都市伝説か？ ～OC・LEP，HRT

のがんリスクを再考する～ 

女性医療フォーラム 
東京都 

新宿区 

高松 潔 2016. 2. 4 

OC・LEP A to Z ～新しいガイ

ドラインからみるベネフィット

とリスク管理～ 

第 5 回玉川・世田谷区産

婦人科医会合同学術講演

会 ～医師・コメディカ

ル向け～ 

東京都 

渋谷区 

高松 潔 2016. 3. 7 

女性の笑顔を取り戻すために～

SSRI はフォーチュンクッキー

か？ 

女性のメンタルヘルスセ

ミナー 
柏市 

高松 潔 2016. 3.10 

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

有用性～ 

かがやく女性のための講

演会 ～知って得する新

規成分エクオール～ 

金沢市 

高松 潔 2016. 3.16 

安全・安心かつ有効に OC・LEP

を使うために ～新しいガイド

ラインからみたベネフィットと

リスク管理～ 

熊本産婦人科二十日会 熊本市 

高松 潔 2016. 3.26 

OC・LEP A to Z ～新しいガイ

ドラインからみるベネフィット

とリスク管理～ 

東海女性医療フォーラム

2016 
名古屋市 

 


