
氏名 髙松 潔（たかまつ きよし） 
所属 産婦人科 
職名 教授 
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、日本産科婦人科学会専門医、日本婦人科腫瘍学会専門医、日本臨床細胞

学会細胞診専門医、日本臨床腫瘍学会暫定指導医、日本周産期・新生児医学会

暫定指導医、NPO更年期と加齢のヘルスケア認定メノポーズカウンセラー、日

本がん治療認定医機構がん治療認定医、日本医師会認定産業医、日本更年期医

学会認定医師 
職歴 昭和 62 年 6月 大田原赤十字病院産婦人科医員 

昭和 63 年 6月 静岡赤十字病院産婦人科医員 

平成元年 6月 慶應義塾大学医学部産婦人科学教室助手 

平成 3年 10 月 日野市立病院産婦人科医員 

平成 4年 7月 ドイツ国ベーリングベルケ社リサーチラボラトリー 

       Postdoctoral fellowとして研究留学 

平成 5年 10 月 済生会神奈川県病院産婦人科医員 

平成 7年 4月 慶應義塾大学医学部産婦人科学教室診療医長 

平成 12 年 4月 東京女子医科大学産婦人科学教室助手 

平成 12 年 5月 東京女子医科大学産婦人科学教室講師 

平成 14 年 4月 国立成育医療センター第二専門診療部婦人科医長 

平成 16 年 4月 東京歯科大学市川総合病院産婦人科講師 

平成 17 年 8月 東京歯科大学市川総合病院産婦人科助教授 

平成 19 年 4月 東京歯科大学市川総合病院産婦人科教授 

教育業績 

（平成 28年度） 

 

研究業績 

（平成 28年度） 

 

 

学会活動 日本産科婦人科学会代議員 

日本産科婦人科学会教育委員会委員 

日本産科婦人科学会学術委員会委員 

日本産科婦人科学会女性ヘルスケア委員会委員長 

産科婦人科用語集・用語解説集編集委員会委員 

関東連合産科婦人科学会財務委員会委員 

千葉県産科婦人科医学会理事 

日本女性心身医学会理事 

日本女性医学学会理事 

日本産婦人科乳腺医学会理事 

ドライシンドローム学会理事 

日本臨床細胞学会評議員 

日本臨床細胞学会細胞検査士資格認定試験運営委員会委員 

日本臨床細胞学会編集委員会査読委員 

日本臨床細胞学会制度審議委員会委員 

日本臨床細胞学会利益相反委員会委員 

日本臨床細胞学会千葉県支部理事 

日本婦人科腫瘍学会評議員 

日本婦人科腫瘍学会利益相反委員会委員 

日本婦人科腫瘍学会査読委員 

日本生殖医学会代議員 



日本生殖医学会社会保険委員会委員 

日本生殖内分泌学会評議員 

日本受精着床学会評議員 

日本骨粗鬆症学会評議員 

日本婦人科がん検診学会評議員 

日本心身医学会関東・甲信越支部代議員 

日本心身医学会編集委員会委員（編集同人・内部査読者・英文投稿推進ワーキ

ンググループ委員 

日本癌治療学会広報・渉外委員会委員 

日本癌治療学会学会ホームページワーキンググループ委員 

日本乳癌学会診療ガイドライン（疫学・予防）委員 

月経関連医学研究会世話人 

HRT研究会世話人 

日本抗加齢医学会評議員 

日本抗加齢医学会プログラム委員会女性医療小委員長 

日本抗加齢医学会専門医・指導士認定委員会委員 

日本抗加齢ウィメンズヘルス研究会世話人 

生殖医学研究会世話人・幹事 

プロゲストーゲン研究会世話人 

日本ナースヘルス研究（JNHS）JNHS疾病評価委員会婦人科がん担当 
国際学会 International Society of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology（国際

女性心身医学会：ISPOG）Executive committee member 

 



氏名 小川 真里子（おがわ まりこ） 
所属 産婦人科 
職名 准教授 
最終学歴 福島県立医科大学医学部 
学位（修士・博士） 博士（医学） 
資格 医師、日本産科婦人科学会専門医、日本心身医学会産婦人科専門医、日本臨床

細胞学会細胞診専門医、日本がん治療認定医機構がん治療認定医、日本更年期

医学会認定医師 
職歴 平成 9年 6月 浦和市立病院産婦人科医員 

平成 10 年 5月 慶應義塾大学医学部産婦人科学教室助手 

平成 14 年 7月 稲城市立病院産婦人科医員 

平成 15 年 7月 稲城市立病院産婦人科医長 

平成 19 年 4月 東京歯科大学市川総合病院産婦人科助教 

平成 23 年 4月 東京歯科大学市川総合病院産婦人科講師 

平成 27 年 8月 東京歯科大学市川総合病院産婦人科准教授 

教育業績 

（平成 28年度） 

歯学部講義 

・第 4学年前期、産婦人科学（1コマ：正常妊娠）各 1.5時間、講義 

研究業績 

（平成 28年度） 

論文総数 3編 

・原著論文 1編（うち筆頭 1編） 

・症例報告 2編 

総説および解説論文 11編（うち筆頭 6編） 

その他 1編（うち筆頭 1編） 

学会発表 19 編（うち英文 4編、うち筆頭 5編（うち英文 2編）） 

学会活動 日本女性心身医学会評議員 

日本女性心身医学会幹事 

日本女性医学学会評議員 

日本女性医学学会幹事 

日本心身医学会関東・甲信越支部代議員 
国際学会  

 



氏名 兼子 智（かねこ さとる） 
所属 産婦人科 
職名 講師 
最終学歴 慶應義塾大学大学院医学研究科 
学位（修士・博士） 薬学博士、医学博士 
資格 薬剤師 
職歴 昭和 63 年 10月 東京歯科大学市川総合病院産婦人科講師 

教育業績 

（平成 28年度） 

歯学部講義 

・第 4学年後期、産婦人科学、1コマ、講義 

研究業績 

（平成 28年度） 

論文総数 2編（うち英文 2編） 

・原著論文 2編（うち英文 2編） 

著書 1編（うち英文 1編） 

学会発表 4編（うち筆頭 2編） 

学会活動 日本生殖医学会 評議員 

日本受精着床学会評議員 

日本アンドロロジ−学会評議員 

日本産科婦人科学会 

日本環境ホルモン学会 

日本薬学会 
国際学会  

 



氏名 吉丸 真澄（よしまる ますみ） 
所属 産婦人科 
職名 助教 
最終学歴 金沢大学医学部 
学位（修士・博士）  
資格 医師、日本産科婦人科学会専門医 
職歴 平成 21 年 10月 東京歯科大学市川総合病院産婦人科臨床専修医 

平成 24 年 4月 東京歯科大学市川総合病院産婦人科助教 

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 杉山 重里（すぎやま じゅり） 
所属 産婦人科 
職名 助教 
最終学歴 慶應義塾大学大学院医学研究科 
学位（修士・博士）  
資格 医師、日本産科婦人科学会専門医 
職歴 平成 26年 4月 東京歯科大学市川総合病院産婦人科助教 

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 橋本 志歩（はしもと しほ） 
所属 産婦人科 
職名 助教 
最終学歴 秋田大学医学部 
学位（修士・博士）  
資格 医師、日本産科婦人科学会専門医、日本臨床細胞学会細胞診専門医、日本がん

治療認定医機構がん治療認定医 
職歴 平成 22 年 4月 東京歯科大学市川総合病院産婦人科臨床専修医 

平成 25 年 4月 慶應義塾大学医学部産婦人科教室助教 

平成 27 年 4月 東京歯科大学市川総合病院産婦人科助教 

教育業績 

（平成 28年度） 

 

研究業績 

（平成 28年度） 

論文総数 2編 

・原著論文 2編 

学会発表 7編（うち英文 2編、うち筆頭 2編（うち英文 2編）） 

学会活動  
国際学会  

 



氏名 井上 治（いのうえ おさむ） 
所属 産婦人科 
職名 助教 
最終学歴 福岡大学医学部 
学位（修士・博士）  
資格 医師、日本産科婦人科学会専門医、日本生殖医療専門医 
職歴 平成 20 年 4月 済生会横浜市東部病院産婦人科医員 

平成 21 年 4月 国家公務員共済組合連合会立川病院産婦人科医員 

平成 22 年 4月 慶應義塾大学医学部産婦人科学教室助教 

平成 25 年 4月 医療法人財団荻窪病院産婦人科医員 

平成 26 年 4月 東京歯科大学市川総合病院産婦人科助教 

平成 27 年 4月 慶應義塾大学医学部産婦人科学教室助教 

平成 28年 4月 東京歯科大学市川総合病院産婦人科助教 

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 飯野 孝太郎（いいの こうたろう） 
所属 産婦人科 
職名 助教 
最終学歴 東邦大学医学部 
学位（修士・博士）  
資格 医師、日本産科婦人科学会専門医 
職歴 平成 23 年 10月 国立病院機構国立栃木病院産婦人科医員 

平成 25 年 7月 国立病院機構長良医療センター産婦人科医員 

平成 26 年 4月 慶應義塾大学医学部産婦人科学教室助教 

平成 27 年 7月 那須赤十字病院産婦人科医員 

平成 29 年 4月 東京歯科大学市川総合病院産婦人科助教 

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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