
1 

第 31 回 日本肌再生医学会特定認定再生医療等委員会 議事録 

 

1 日時 2022 年 10 月 20 日（木） 10:30-13:15 

2 場所 FORECAST 新宿 SOUTH（東京都新宿区新宿）5F 会議室 

 

3 委員 
氏名 

性

別 
構成要件 

設置者と

の利害関

係 

出欠 

出席 議決 

井手口直子 女 ① 

分子生物学、細胞生物学、

遺伝学、臨床薬理学又は病

理学 
なし － － 

久次米秋人（遠隔参加） 男 ② 再生医療 なし ○ ○ 

伊沢博美 女 ② 再生医療 なし ○ △※ 

脇田加恵 女 ③ 臨床医 なし － － 

伊藤俊彦 男 ④ 細胞培養加工 なし ○ ○ 

宝賀寿男（委員長） 男 ⑤ 
法律（医学又は医療分野
における人権の尊重） なし ○ ○ 

松澤建司 男 ⑤ 
法律（医学又は医療分野
における人権の尊重） なし ○ ○ 

甲斐克則 男 ⑥ 生命倫理 なし － － 

大庭幸治 男 ⑦ 生物統計 なし － － 

高田あかね 女 ⑧ 一般 なし － － 

伊藤明子 女 ⑧ 一般 なし ○ ○ 

4 陪席 オブザーバ（1 名；細胞培養加工、1 名；法律・遠隔参加）、事務局（1 名） 

5 議事

次第 

⚫ 事務局より、委員会の成立要件を満たしていることの報告があった。 

⚫ 事務局より、議事に先立ち議事次第の説明があり、全会一致で承認した。 

※ ：自院の計画（⑨～⑮）を除く 

 

6 議題① 

 再生医療等提供計画定期報告審査 

 (1) 提供機関 芸西オルソクリニック 

 (2) 受付番号 221038 

 (3) 計画番号 PB6210006 

 (4) 管理者 上杉 幸二 

 
(5) 再生医療等の名称 

自家多血小板血漿（Platelet-rich plasma: PRP）を用いた慢性関

節炎の治療（関節内組織） 

 (6) 報告の内容 資料一式 【資料 N-1】 

 (7) 書類受領日 2022年 10月 4 日 

 (8) 審議 

 安全性および妥当性の評価に問題がないかの審議が行われた。 

 (9) 結論 

 出席委員の全会一致により、本件再生医療等提供状況報告が「適」である旨が承認された。 
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7 議題② 

 再生医療等提供計画定期報告審査 

 (1) 提供機関 医療法人 高尚会 川田整形外科 

 (2) 受付番号 221039 

 (3) 計画番号 PB6210007 

 (4) 管理者 川田 高士 

 
(5) 再生医療等の名称 

自家多血小板血漿（Platelet-rich plasma: PRP）を用いた慢性関

節炎の治療（関節内組織） 

 (6) 報告の内容 資料一式 【資料 O-1～2】 

 (7) 書類受領日 2022年 10月 7 日 

 (8) 審議 

 安全性および妥当性の評価に問題がないかの審議が行われた。 

 (9) 結論 

 出席委員の全会一致により、本件再生医療等提供状況報告が「適」である旨が承認された。 

 

8 議題③ 

 再生医療等提供計画定期報告審査 

 (1) 提供機関 櫛田学整形外科クリニック 

 (2) 受付番号 221040 

 (3) 計画番号 PB7210015 

 (4) 管理者 櫛田 学 

 
(5) 再生医療等の名称 

自家多血小板血漿（Platelet-rich plasma: PRP）を用いた慢性関

節炎の治療（関節内組織） 

 (6) 報告の内容 資料一式 【資料 P-1～2】 

 (7) 書類受領日 2022年 10月 4 日 

 (8) 審議 

 安全性および妥当性の評価に問題がないかの審議が行われた。 

 (9) 結論 

 出席委員の全会一致により、本件再生医療等提供状況報告が「適」である旨が承認された。 

 

9 議題④ 

 再生医療等提供計画定期報告審査 

 (1) 提供機関 医療法人社団曙会 流山中央病院 

 (2) 受付番号 221041 

 (3) 計画番号 PB3210071 

 (4) 管理者 國吉 一樹 

 
(5) 再生医療等の名称 

自家多血小板血漿（Platelet-rich plasma: PRP）を用いた慢性関

節炎の治療（関節内組織） 

 (6) 報告の内容 資料一式 【資料 Q-1～2】 
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 (7) 書類受領日 2022年 10月 7 日 

 (8) 審議 

 安全性および妥当性の評価に問題がないかの審議が行われた。 

 (9) 結論 

 出席委員の全会一致により、本件再生医療等提供状況報告が「適」である旨が承認された。 

 

10 議題⑤ 

 再生医療等提供計画定期報告審査 

 (1) 提供機関 日本体育大学クリニック 

 (2) 受付番号 221042 

 (3) 計画番号 PB3200067 

 (4) 管理者 平沼 憲治 

 
(5) 再生医療等の名称 

自家多血小板血漿（Platelet-rich plasma: PRP）を用いた慢性関

節炎の治療（関節内組織） 

 (6) 報告の内容 資料一式 【資料 R-1～2】 

 (7) 書類受領日 2022年 10月 4 日 

 (8) 審議 

 安全性および妥当性の評価に問題がないかの審議が行われた。 

 (9) 結論 

 出席委員の全会一致により、本件再生医療等提供状況報告が「適」である旨が承認された。 

 

11 議題⑥ 

 再生医療等提供計画定期報告審査 

 (1) 提供機関 大田クリニック整形外科 

 (2) 受付番号 221043 

 (3) 計画番号 PB6210005 

 (4) 管理者 大田 修 

 
(5) 再生医療等の名称 

自家多血小板血漿（Platelet-rich plasma: PRP）を用いた慢性関

節炎の治療（関節内組織） 

 (6) 報告の内容 資料一式 【資料 S-1～2】 

 (7) 書類受領日 2022年 10月 4 日 

 (8) 審議 

 安全性および妥当性の評価に問題がないかの審議が行われた。 

 (9) 結論 

 出席委員の全会一致により、本件再生医療等提供状況報告が「適」である旨が承認された。 
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12 議題⑦ 

 再生医療等提供計画定期報告審査 

 
(1) 提供機関 

医療法人かたひざこしのクリニック 福山かた・ひざ・こしの

クリニック 

 (2) 受付番号 221044 

 (3) 計画番号 PB6210008 

 (4) 管理者 原 道治 

 
(5) 再生医療等の名称 

自家多血小板血漿（Platelet-rich plasma: PRP）を用いた関節炎

の治療（関節内組織） 

 (6) 報告の内容 資料一式 【資料 T-1～2】 

 (7) 書類受領日 2022年 10月 4 日 

 (8) 審議 

 安全性および妥当性の評価に問題がないかの審議が行われた。 

 (9) 結論 

 出席委員の全会一致により、本件再生医療等提供状況報告が「適」である旨が承認された。 

 

13 議題⑧ 

 再生医療等提供計画定期報告審査 

 (1) 提供機関 AR-Ex 尾山台整形外科 

 (2) 受付番号 221045 

 (3) 計画番号 PB3210065 

 (4) 管理者 綿貫 誠 

 
(5) 再生医療等の名称 

自家多血小板血漿（Platelet-rich plasma：PRP）を用いた慢性関

節炎ならびに関節内軟骨・靭帯損傷の治療（関節内組織） 

 (6) 報告の内容 資料一式 【資料 U-1～2】 

 (7) 書類受領日 2022年 9月 29 日 

 (8) 審議 

 安全性および妥当性の評価に問題がないかの審議が行われた。 

 (9) 結論 

 出席委員の全会一致により、本件再生医療等提供状況報告が「適」である旨が承認された。 

 

14 議題⑨ 

 再生医療等提供計画定期報告審査 

 (1) 提供機関 神宮外苑 Woman Life Clinic 

 (2) 受付番号 221046 

 (3) 計画番号 PB3200083 

 (4) 管理者 伊沢 博美 

 (5) 再生医療等の名称 放射線性皮膚炎に対する自家脂肪由来幹細胞の塗布治療 
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 (6) 報告の内容 資料一式 【資料 V-1】 

 (7) 書類受領日 2022年 9月 27 日 

 (8) 審議 

 安全性および妥当性の評価に問題がないかの審議が行われた。 

 (9) 結論 

 出席委員の全会一致により、本件再生医療等提供状況報告が「適」である旨が承認された。 

 

15 議題⑩ 

 再生医療等提供計画定期報告審査 

 (1) 提供機関 神宮外苑 Woman Life Clinic 

 (2) 受付番号 221047 

 (3) 計画番号 PB3200056 

 (4) 管理者 伊沢 博美 

 (5) 再生医療等の名称 加齢性皮膚変化に対する自家脂肪由来幹細胞の皮下注入 

 (6) 報告の内容 資料一式 【資料 W-1～2】 

 (7) 書類受領日 2022年 9月 27 日 

 (8) 審議 

 安全性および妥当性の評価に問題がないかの審議が行われた。 

 (9) 結論 

 出席委員の全会一致により、本件再生医療等提供状況報告が「適」である旨が承認された。 

 

16 議題⑪ 

 再生医療等提供計画定期報告審査 

 (1) 提供機関 神宮外苑 Woman Life Clinic 

 (2) 受付番号 221048 

 (3) 計画番号 PB3200087 

 (4) 管理者 伊沢 博美 

 
(5) 再生医療等の名称 

身体の加齢性変化（フレイルおよびプレフレイル）に対する自家脂

肪由来幹細胞の静脈投与 

 (6) 報告の内容 資料一式 【資料 X-1～2】 

 (7) 書類受領日 2022年 9月 27 日 

 (8) 審議 

 安全性および妥当性の評価に問題がないかの審議が行われた。 

 (9) 結論 

 出席委員の全会一致により、本件再生医療等提供状況報告が「適」である旨が承認された。 
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17 議題⑫ 

 再生医療等提供計画定期報告審査 

 (1) 提供機関 神宮外苑 Woman Life Clinic 

 (2) 受付番号 221049 

 (3) 計画番号 PB3200082 

 (4) 管理者 伊沢 博美 

 (5) 再生医療等の名称 卵巣機能低下に対する自家月経血由来幹細胞の静脈投与 

 (6) 報告の内容 資料一式 【資料 Y-1～2】 

 (7) 書類受領日 2022年 9月 27 日 

 (8) 審議 

 安全性および妥当性の評価に問題がないかの審議が行われた。 

 (9) 結論 

 出席委員の全会一致により、本件再生医療等提供状況報告が「適」である旨が承認された。 

 

18 議題⑬ 

 再生医療等提供計画事項変更審査 

 (1) 提供機関 神宮外苑 Woman Life Clinic 

 (2) 受付番号 205113 

 (3) 計画番号 PB3200056 

 (4) 管理者 伊沢 博美 

 (5) 再生医療等の名称 加齢性皮膚変化に対する自家脂肪由来幹細胞の皮下注入 

 (6) 計画の内容 資料一式 【資料 Z-1～8】 

 (7) 書類受領日 2022年 9月 28 日 

 
(8) 技術評価書 

対象疾患領域の技術専門員（2022年 10月 17 日） 【資料 Z-9】 

細胞培養加工の技術専門員（2022年 10月 17 日） 【資料 Z-10】 

 (9) 審議 

 安全性および妥当性に問題がないかの審議が行われた。 

 (10) 結論 

 出席委員の全会一致により、本件再生医療等提供計画が「適」である旨が承認された。 

 

19 議題⑭ 

 再生医療等提供計画事項変更審査 

 (1) 提供機関 神宮外苑 Woman Life Clinic 

 (2) 受付番号 205114 

 (3) 計画番号 PB3200087 

 (4) 管理者 伊沢 博美 

 
(5) 再生医療等の名称 

身体の加齢性変化（フレイルおよびプレフレイル）に対する自家脂

肪由来幹細胞の静脈投与 
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 (6) 計画の内容 資料一式 【資料 NA-1～10】 

 (7) 書類受領日 2022年 9月 28 日 

 
(8) 技術評価書 

対象疾患領域の技術専門員（2022年 10月 17日） 【資料NA-11】 

細胞培養加工の技術専門員（2022年10月17日） 【資料NA-12】 

 (9) 審議 

 安全性および妥当性に問題がないかの審議が行われた。 

 (10) 結論 

 出席委員の全会一致により、本件再生医療等提供計画が「適」である旨が承認された。 

 

20 議題⑮ 

 再生医療等提供計画事項変更審査 

 (1) 提供機関 神宮外苑 Woman Life Clinic 

 (2) 受付番号 205115 

 (3) 計画番号 PB3200082 

 (4) 管理者 伊沢 博美 

 (5) 再生医療等の名称 卵巣機能低下に対する自家月経血由来幹細胞の静脈投与 

 (6) 計画の内容 資料一式 【資料 NB-1～12】 

 (7) 書類受領日 2022年 9月 28 日 

 

(8) 技術評価書 
対象疾患領域の技術専門員（2022年10月17日） 【資料NB-13】 

細胞培養加工の技術専門員（2022年10月17日） 【資料NB-14】 

 (9) 審議 

 安全性および妥当性に問題がないかの審議が行われた。 

 (10) 結論 

 出席委員の全会一致により、本件再生医療等提供計画が「適」である旨が承認された。 

 

21 議題⑯ 

 再生医療等提供計画新規審査 

 (1) 提供機関 医療法人社団平成会 たいら整形外科クリニック 

 (2) 受付番号 205117 

 (3) 計画番号 － 

 (4) 管理者 平良 勝成 

 
(5) 再生医療等の名称 

自家多血小板血漿（Platelet-rich plasma: PRP）を用いた慢性関

節炎の治療（関節内組織） 

 (6) 計画の内容 資料一式 【資料 NC-1～15】 

 (7) 書類受領日 2022年 9月 26 日 

 (8) 技術評価書 対象疾患領域の技術専門員（2022年10月17日） 【資料NC-16】 

 (9) 審議 

 安全性および妥当性に問題がないかの審議が行われた。 
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 (10) 結論 

 出席委員の全会一致により、本件再生医療等提供計画が「適」である旨が承認された。 

 

22 議題⑰ 

 再生医療等提供計画新規審査 

 (1) 提供機関 医療法人弘仁会 かもいクリニック 

 (2) 受付番号 205118 

 (3) 計画番号 － 

 (4) 管理者 鴨居 史樹 

 
(5) 再生医療等の名称 

自家多血小板血漿（Platelet-rich plasma: PRP）を用いた慢性関

節炎の治療（関節内組織） 

 (6) 計画の内容 資料一式 【資料 ND-1～15】 

 (7) 書類受領日 2022年 9月 28 日 

 (8) 技術評価書 対象疾患領域の技術専門員（2022年10月17日） 【資料ND-16】 

 (9) 審議 

 安全性および妥当性に問題がないかの審議が行われた。 

 (10) 結論 

 出席委員の全会一致により、本件再生医療等提供計画が「適」である旨が承認された。 

 

23 議題⑱ 

 再生医療等提供計画新規審査 

 (1) 提供機関 SENSHIN CLINIC 

 (2) 受付番号 205116 

 (3) 計画番号 － 

 (4) 管理者 桜 宗佐 

 (5) 再生医療等の名称 慢性疼痛に対する自家脂肪由来幹細胞による治療 

 (6) 計画の内容 資料一式 【資料 NE-1～42】 

 (7) 書類受領日 2022年 9月 22 日 

 
(8) 技術評価書 

対象疾患領域の技術専門員（2022年10月17日） 【資料NE-43】 

細胞培養加工の技術専門員（2022年10月17日） 【資料NE-44】 

 (9) 審議 

 安全性および妥当性に問題がないかの審議が行われた。 

 (10) 結論 

 出席委員の全会一致により、本件再生医療等提供計画が「適」である旨が承認された。 

 

24 議題⑲ 

 再生医療等提供計画新規審査 

 (1) 提供機関 医療法人社団 順清会 Total Cell Clinic TOKYO 

 (2) 受付番号 205112 
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 (3) 計画番号 － 

 (4) 管理者 木村 宏輝 

 
(5) 再生医療等の名称 

自己脂肪由来間葉系幹細胞による糖尿病又は境界型糖尿病の治

療 

 (6) 計画の内容 資料一式 【資料 NF-1～57】 

 (7) 書類受領日 2022年 10月 6 日 

 
(8) 技術評価書 

対象疾患領域の技術専門員（2022年10月17日） 【資料NF-58】 

細胞培養加工の技術専門員（2022年10月17日） 【資料NF-59】 

 (9) 審議 

 安全性および妥当性に問題がないかの審議が行われた。 

 (10) 結論 

 出席委員の全会一致により、本件再生医療等提供計画が「適」である旨が承認された。 

 

25 次回 事務局より、次回は 2022 年 11 月 24 日（木）10:30 に開催する旨の説明が

あった。 

 


