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第 46回 日本肌再生医学会認定再生医療等委員会 議事録 

 

1 日時 2021年 1月 28日（木） 11:10～12:10 

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 

宝賀寿男（委員長） 男 b なし ○ ○ 

廣川勝昱 男 a-1 なし ○ ○ 

久次米秋人 男 a-1 なし ○ ○ 

鴨井久一 男 a-2 なし － － 

松澤建司 男 b なし ○ ○ 

高田あかね 女 c なし ○ ○ 

近森満雄 男 c あり － － 

小掠恭子 女 c なし － － 

4 陪席 オブザーバ（2名；日本肌再生医学会特定認定再生医療等委員会・委員） 

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。 

 

6 議題① 

 前回審査（書面による審査）決議の確認 

 (1) 提供機関 小林病院 

 (2) 受付番号 153055-02 

 (3) 計画番号 － 

 (4) 管理者 小林丈泰 

 
(5) 再生医療等の名称 

自家多血小板血漿（Platelet-rich plasma：PRP）を用いた筋肉、

腱、靭帯、筋膜の損傷及び慢性炎症の治療（関節外の軟部組織） 

 (6) 計画の内容 資料一式【資料 A-1～2】 

 (7) 前回審査日 2020年 12月 24日 

 (8) 審議 

前回審査の決議を確認し、本件再生医療等提供計画の安全性および妥当性に問題がないか

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計画が「適」である旨が承認された。 

 

7 議題② 

 前回審査（書面による審査）決議の確認 

 (1) 提供機関 社会福祉法人同愛記念病院財団 同愛記念病院 

 (2) 受付番号 153056-02 

 (3) 計画番号 － 

 (4) 管理者 平野美和 
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(5) 再生医療等の名称 

自家多血小板血漿（Platelet-rich plasma：PRP）を用いた筋肉、

腱、靭帯、筋膜の損傷及び慢性炎症の治療（関節外の軟部組織） 

 (6) 計画の内容 資料一式【資料 A-1, B-1】 

 (7) 前回審査日 2020年 12月 24日 

 (8) 審議 

前回審査の決議を確認し、本件再生医療等提供計画の安全性および妥当性に問題がないか

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計画が「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 美容クリニック シャレージュ 

 (2) 受付番号 175060 

 (3) 計画番号 PC7160061 

 (4) 管理者 斉藤庸博 

 (5) 再生医療等の名称 顔面皮膚の萎縮に対する PRP 

 (6) 計画の内容 資料一式【資料 C-1～2】 

 (7) 書類受領日 2021年 1月 15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 藤井クリニック 

 (2) 受付番号 175061 

 (3) 計画番号 PC5150305 

 (4) 管理者 藤井俊一郎 

 (5) 再生医療等の名称 皮膚組織再生を目的とする多血小板血漿療法 

 (6) 計画の内容 資料一式【資料 D-1～2】 

 (7) 書類受領日 2020年 12月 15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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10 議題⑤ 

 再生医療等提供計画定期報告審査 

 (1) 提供機関 医療法人再生未来 再生未来クリニック神戸 

 (2) 受付番号 175062 

 (3) 計画番号 PC5150208 

 (4) 管理者 山田宣夫 

 
(5) 再生医療等の名称 

活性化 T リンパ球を用いたがん治療及び予防を目的とする治療

（活性化 Tリンパ球療法） 

 (6) 計画の内容 資料一式【資料 E-1～2】 

 (7) 書類受領日 2021年 1月 13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 医療法人再生未来 京阪クリニック 

 (2) 受付番号 175063 

 (3) 計画番号 PC5150209 

 (4) 管理者 乾利夫 

 
(5) 再生医療等の名称 

活性化 T リンパ球を用いたがん治療及び予防を目的とする治療

（活性化 Tリンパ球療法） 

 (6) 計画の内容 資料一式【資料 F-1～2】 

 (7) 書類受領日 2021年 1月 13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。 

 

12 議題⑦ 

 再生医療等提供計画定期報告審査 

 (1) 提供機関 ももち浜クリニック TNC放送会館在宅診療所 

 (2) 受付番号 175064 

 (3) 計画番号 PC7150120 

 (4) 管理者 吉田利香 

 
(5) 再生医療等の名称 

活性化 T リンパ球を用いたがん治療及び予防を目的とする治療

（活性化 Tリンパ球療法） 

 (6) 計画の内容 資料一式【資料G-1～2】 

 (7) 書類受領日 2021年 1月 13日 

 (8) 審議 



4 

 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新規審査 

 (1) 提供機関 Lagform Tokyo 表参道 FMクリニック 

 (2) 受付番号 153057 

 (3) 計画番号 － 

 (4) 管理者 内藤洋介 

 (5) 再生医療等の名称 PRP（自家多血小板血漿）を用いた歯周組織再生治療 

 (6) 計画の内容 資料一式【資料 H-1～19】 

 (7) 書類受領日 2021年 1月 5日 

 (8) 技術評価書 対象疾患領域の技術専門員（2021年 1月 20日）【資料 H-20】 

 (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。 

 

14 議題⑨ 

 再生医療等提供計画新規審査 

 (1) 提供機関 戸谷整形外科医院 

 (2) 受付番号 153061 

 (3) 計画番号 － 

 (4) 管理者 戸谷和夫 

 
(5) 再生医療等の名称 

自家多血小板血漿（Platelet-rich plasma: PRP）を用いた筋肉、

腱、靭帯、筋膜の損傷及び慢性炎症の治療（関節外の軟部組織） 

 (6) 計画の内容 資料一式【資料 I-1～15】 

 (7) 書類受領日 2021年 1月 14日 

 (8) 技術評価書 対象疾患領域の技術専門員（2021年 1月 25日）【資料 I-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。 

 

15 議題⑩ 

 再生医療等提供計画新規審査 

 (1) 提供機関 医療法人社団奏の杜整形外科 

 (2) 受付番号 153058 

 (3) 計画番号 － 
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 (4) 管理者 大沢亜紀 

 
(5) 再生医療等の名称 

自家多血小板血漿（Platelet-rich plasma: PRP）を用いた筋肉、

腱、靭帯、筋膜の損傷及び慢性炎症の治療（関節外の軟部組織） 

 (6) 計画の内容 資料一式【資料 J-1～15】 

 (7) 書類受領日 2021年 1月 14日 

 (8) 技術評価書 対象疾患領域の技術専門員（2021年 1月 25日）【資料 J-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。 

 

16 議題⑪ 

 再生医療等提供計画新規審査 

 (1) 提供機関 医療法人社団南越谷病院 

 (2) 受付番号 153059 

 (3) 計画番号 － 

 (4) 管理者 清村幸雄 

 
(5) 再生医療等の名称 

自家多血小板血漿（Platelet-rich plasma: PRP）を用いた筋肉、

腱、靭帯、筋膜の損傷及び慢性炎症の治療（関節外の軟部組織） 

 (6) 計画の内容 資料一式【資料 K-1～16】 

 (7) 書類受領日 2021年 1月 14日 

 (8) 技術評価書 対象疾患領域の技術専門員（2021年 1月 25日）【資料 K-17】 

 (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。 

 

17 議題⑫ 

 再生医療等提供計画新規審査 

 (1) 提供機関 医療法人社団南越谷病院 

 (2) 受付番号 153060 

 (3) 計画番号 － 

 (4) 管理者 清村幸雄 

 
(5) 再生医療等の名称 

自家多血小板血漿（Platelet-rich plasma: PRP）を用いた強度・

弾力性を失った皮膚の改善を目的とする治療 

 (6) 計画の内容 資料一式【資料 L-1～15】 

 (7) 書類受領日 2021年 1月 14日 

 (8) 技術評価書 対象疾患領域の技術専門員（2021年 1月 25日）【資料 L-16】 

 (9) 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。 

 (10) 結論 
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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。 

 

18 次回 事務局より、次回は 2021年 2月 18日（木）11:30 に開催する旨の説明があっ

た。 

 

 


