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

井上  治  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） 

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） 

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 

臨床専修医  山口  緑  組織培養条件決定装置の開発（A09-0670-1） 

板井 侑里  組織培養条件決定装置の開発（A09-0670-1） 

小笠原 淳  静止膜電位を指標とした未受精卵、胚の機能評価 

片山 紗弥  更年期障害に対する漢方治療およびホルモン補充療法 

 
2. 成果の概要 

 
生化学の教科書には、生物のタンパク質を構成するアミノ酸は L 型であり、D 型は希と記述されてきた。

我々はオルトフタルアルデヒド(OPA)、N-isobutyryl-L-cysteine (IBLC)プレラベル、高速液体クロマトグ
ラフィー分析法を開発し、D-, L-アミノ酸の光学分割、同時定量を試みた。 

ヒト精漿を検体として、D-, L-アミノ酸含有量と成績所見の相関を観察した。L 型アミノ酸は Gly (4611 

μg/ml)最も多く、L-Thr and L-His がそれに続いた。一方、D 型アミノ酸は D-Met (18.7 μg/ml)が最も多

く、D-Leu、D-Val が続いた。正常精液、乏精子症群間で、精子濃度、運動率、正常精子形態率と精漿アミ

ノ酸組成を比較すると、L-Asn、D-Thr、D-Leu は 3 パラメーターとも正常群の方が高かった。また D 型アミ

ノ酸/総アミノ酸(D+L)比も正常群が高く、D-Ala、D-Tyr において特に顕著であった。本研究から、L のみな

らず D 型アミノ酸も何らかの生理的役割を有する可能性が推定された。 

 
Katayama M, Kaneko S, Tsukimura T, Takamatsu K, Togawa T, Multivariate Analysis of D- And L-

Amino Acid Composition in Human Seminal Plasma Reveals Correlations with Sperm Concentration, 

Motility and Morphology. PARIPEX ‒ Indian Journal of Research (2016) 5(11), 458-461 

 

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 



 

 

担当者 研究課題 

学外研究施設 

研究施設 所在地 責任者 

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 

東京女子医科大学 

看護学部 

東京都 

新宿区 
飯岡由紀子 

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 

髙松 潔 2017. 2.18 
千葉県産科婦人科医学会 

平成 28 年度冬期学術講演会 

千葉県医師会館 3F 

会議室 
千葉市 

髙松 潔 2017. 3. 5 
第 23 回日本産婦人科乳腺医学

会 

御茶ノ水ソラシティカン

ファレンスセンター 

東京都  

千代田区 

 

シンポジウム 

シンポジスト 年月日 演題 学会名 開催地 

髙松 潔 2016. 6. 2 
更年期のうつ ～婦人科医から

みた現状と各種治療効果 

第 112 回日本精神神経学

会学術総会 
千葉市 

小川真里子

髙松 潔 
2016. 6.12 女性のストレス（月経関連） 

第 16 回日本抗加齢医学

会総会 
横浜市 

兼子 智 

吉田 丈児

髙松 潔 

2016. 9.15 精子側から見た ICSI 
第 34 回日本受精着床学

会学術講演会 
軽井沢町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 2016. 4.28 

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～ 

平成 28 年度富山県産科

婦人科学会 第 1 回例

会・特別講演会 

富山市 

髙松 潔 2016. 5.28 
ホルモン補充療法は悪性腫瘍リ

スクを上昇させるのか？ 

第 57 回日本臨床細胞学

会総会 
横浜市 

髙松 潔 2016. 6.19 

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 114 回東北連合産科婦

人科学会 
盛岡市 

髙松 潔 2016. 7. 8 
「再発癌の主治療」「治療後の

経過観察」改訂のポイント 

第 58 回日本婦人科腫瘍

学会 
米子市 

髙松 潔 2016. 8.25 

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～ 

富山県産婦人科医会学術
研修会 

富山市 

髙松 潔 2016. 9.18 

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

有用性～ 

第 31 回日本母乳哺育学

会学術集会 
盛岡市 

髙松 潔 2016.10.14 

それでも「ピル」はお嫌いです

か？ ～自分らしい人生を送る

ためのツールとしての OC・LEP

の有用性～ 

第 57 回日本母性衛生学

会総会・学術集会 

東京都 

品川区 

髙松 潔 2016.10.23 
華麗なる加齢のために～女性医

学の現状と将来～ 

第 135 回近畿産科婦人科

学会学術集会 
京都市 

髙松 潔 2016.10.27 

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 28 年度東京産婦人

科医会城北ブロック第 2

回合同研修会 

東京都 

豊島区 

小川真里子 

髙松 潔 
2016.11. 6 

女性の視点からみたエストロゲ

ン製剤の付加価値について 

第 31 回日本女性医学学

会学術集会 
京都市 

髙松 潔 2016.11.19 
女性とスポーツ ～親も指導者

も知っておいてほしいこと～ 

第 26 回臨床内分泌代謝

Update 
大宮市 

 

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 2016. 4.27 

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～ 

閉経後女性の骨折予防を

考える会 
武蔵野市 

髙松 潔 2016. 5. 7 

やっぱりホルモン剤はお嫌いで

すか？ ～新しいガイドライン

からみた思春期における OC・

LEP の有用性とリスク管理～ 

第 16 回思春期診療研究

会 
大阪市 



 

 

髙松 潔 2016. 5.25 

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に

対する治療戦略～ 

千葉市 骨を守る会 浦安市 

髙松 潔 2016. 5.26 

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～ 

第 2 回女性のミカタ in 

上越 
上越市 

髙松 潔 2016. 6. 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～ 

第 1 回福井県女性医療研

究会 
福井市 

髙松 潔 2016. 6.16 
女性のうつ ～SSRI/SNRI をど

う使うか？～ 

茨城県産婦人科医会県西

集談会 
筑西市 

髙松 潔 2016. 6.24 

女性医学 A to Z ～月経困難

症から更年期障害まで月経にま

つわる愁訴にどう対応するか？ 

第 10 回江東豊洲産婦人

科懇話会 

東京都 

江東区 

髙松 潔 2016. 6.30 

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に

対する治療戦略～ 

第 12 回兵庫骨粗鬆症懇

話会 
神戸市 

髙松 潔 2016. 7. 5 

華麗なる加齢のために ～がん

や更年期障害への漢方療法の有

用性～ 

第 16 回順天堂 Kampo 先

端治療研究会 

東京都 

文京区 

髙松 潔 2016. 7.12 

「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～ 

市川市産婦人科医会研修

会 
市川市 

髙松 潔 2016. 7.28 

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に

対する治療戦略～ 

コツコツ学ぶ骨粗鬆症セ

ミナー 
柏市 

髙松 潔 2016. 8.20 

使うべきか、使わざるべき

か・・・ それが問題なのか？ 

―  OC/LEP のベネフィットと

リスクを再考する ― 

第 128 回播州産婦人科セ

ミナー 
姫路市 

髙松 潔 2016.11. 2 

漢方は本当に効くのか？ ～女

性の愁訴への漢方療法のエビデ

ンス～ 

第 152 回東部ブロック産

婦人科講演会 
春日部市 

髙松 潔 2016.10.27 

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～ 

鎌ケ谷市医師会講演会 鎌ケ谷市 

髙松 潔 2016.11.24 
女性のうつ ～SSRI/SNRI をど

う使うか？～ 

第 6 回土浦地区産婦人科

臨床検討会 
土浦市 

髙松 潔 2017. 1.15 悪性腫瘍に対する最近の考え方 第 8 回 HRT 研究会 
東京都 
千代田区 



 

 

髙松 潔 2017. 1.25 

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～ 

東京都予防医学協会 勉

強会 

東京都 

新宿区 

髙松 潔 2017. 1.28 

使うべきか、使わざるべき

か・・・ それが問題なのか？ 

―  OC/LEP のベネフィットと

リスクを再考する ― 

川崎市産科婦人科医会 

新年学術講演会 
川崎市 

髙松 潔 2017. 2. 5 女性医療とアンチエイジング 
日本抗加齢医学会 基

礎・受験編 東京講習会 

東京都 

千代田区 

髙松 潔 2017. 2.23 

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 2 回とちぎ婦人科疾患

セミナー 
下野市 

髙松 潔 2017. 2.24 
女性の愁訴には漢方を！ ～そ

のエビデンスと治療のコツ～ 

第 5 回東京歯科大学市川

総合病院 基礎から学べ

る漢方勉強会 

市川市 

髙松 潔 2017. 2.25 

「ピル」って何？ ～ OC・LEP

の基礎と臨床から次世代製剤の

展望まで ～ 

第 8 回神奈川県産科婦人

科医会初期臨床研修医ス

プリングセミナー 

横浜市 

髙松 潔 2017. 3. 2 
更年期障害に対する漢方療法 

up-to-date 

漢方研究会 in 京都 -

明日から使える漢方レッ

スン- 

京都市 

髙松 潔 2017. 3. 9 

OC・LEP 虎の巻 ～ OC・LEP

の基礎と臨床から次世代製剤の

展望まで ～ 

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 2017. 3.16 

OC・LEP 虎の巻 ～ OC・LEP

の基礎と臨床から次世代製剤の

展望まで ～ 

両毛地区産婦人科講演会 足利市 

 

 

6. 教育講演等教育に関する業績、活動 
 

教育ワークショップ・FD 研修 

講演者 年月日 ワークショップ名 役割 開催地 

髙松 潔 2016. 6. 5 更年期障害治療と薬剤師の役割 
第 254 回東京薬科大学卒

後教育講座 

東京都 

新宿区 

 


