
第39回 日本先進医療医師会　認定再生医療等委員会

日時 2019年9月30日 16：00～16：55
場所 品川プリンスホテルNタワー会議室（東京都港区高輪）

委員長 高田　章好 男 ② 有 出
副委員長 佐藤　明男 男 ① 無 出
委員 林　俊孝 男 ③ 無 出
委員 大友　香里 女 ② 無 出
委員 玉置　泰裕 男 ② 無 欠
委員 斎藤　全一郎 男 ④ 無 出
委員 渡部　みゆき 女 ④ 無 出
委員 西條　明日香 女 ④ 無 欠
 構成要件：

①再生医療等について十分な科学的知見及び医療上の識見を有する者

②臨床医（現に診療に従事している医師）

③法律に関する専門家・人権・医療に係る業務経験者

④①～③以外の一般の立場の者

1. 審議事項

【結論】

【結論】

2019/6/14

【新規】　　申請者 HAIR＆SKIN CLINIC SHINJUKU
再生医療等の名称 PRPの投与による毛髪の再生を目的とした治療

事務局受領日・事前審査日

議決不参加 なし

【議論の概要】高田委員長：はじめに27番の城本クリニック新宿院ですが、ここは2015年
に一度、PRPで3種、やっていたのですが、途中でいったんやめまして、今度また再開する
ということで、新規申請になっています。内容は同じくPRPの皮膚再生です。いかがで
しょう。一度、提出して承認していますので内容については問題ないと思いますが、委員
の皆さんいかがでしょうか。　A委員　今までと特に変わったところはないようですし、
技術専門員の二見先生の評価書も参考にして、問題ないと思われます。委員がそれぞれ項
目別に内容を確認したところ、出席委員より特に異見はなく、全会一致で承認した。

【議論の概要】3番のHAIR＆SKIN CLINIC SHINJUKUのPRPの皮膚再生です。委員の皆さんい
かがでしょうか。　項目別に変更内容を確認したところ、出席委員より特に異見はなく、
全会一致で承認した。

適切

二見洋

議決不参加 なし

適切

技術専門員

備考性別出席委員
当会との利

害関係
構成要件 出欠

はじめに高田委員長より、厚生労働省令第110号、140号および当会審査業務規程第17条に

【新規】   申請者 城本クリニック　新宿院

議　事　録

【新規】   申請者 HAIR＆SKIN CLINIC SHINJUKU

再生医療等の名称 PRPの投与による皮膚の再生を目的とした治療

事務局受領日・事前審査日 2019/7/17

事務局受領日・事前審査日 2019/7/15

再生医療等の名称 PRPの投与による皮膚の再生を目的とした治療

技術専門員 二見　洋



【結論】

【結論】

【結論】

【結論】

【結論】

【議論の概要】省令改正に伴う提供計画変更申請です。二見先生から評価書をいただきま
した。
出席委員が新旧対照表順に変更申請書類を確認した。一同から特に異見はなく、当該再生
医療を提供するに十分な計画変更内容と認め、全員一致で承認した。

適切

再生医療等の名称 PRPの投与による皮膚の再生を目的とした治療
事務局受領日・事前審査日 2019/9/17

なし議決不参加

【変更】　　申請者 フォーシーズンズ美容皮膚科　2号院

【議論の概要】委員長：医師の追加で、みんな非常勤なのですが、非常にたくさんおるん
ですよ。A委員：ちょっと勤務実態がよく分からなくて、たとえば乜也（にえいえ）とい
う先生などは、神戸市立医療センターの中央市民の形成に勤務していて、たぶんここに顔
を出しているみたいな感じなんでしょうかね。B委員：「現在に至る」が2か所あるという
のは、そこですね。委員長：そうです。だから、その次も関連病院の形成再建にいて、こ
こにも来ているということかなと思いますが全員載せておかないといけないんですかね。
逆に言うと、勤務実態、実績作りというか、登録だけしてるのかみたいなふうにも見える
じゃないですか。S委員：非常勤であっても医療行為をする以上、保健所に勤務届出し、
ここにも届け出ないといけないので了承です。
委員長：全員よろしければ適切と決します。

再生医療等の名称 多血小板血漿を用いた皮膚再生治療
事務局受領日・事前審査日 2019/9/14

技術専門員 二見洋

技術専門員 横田直正

【議論の概要】省令改正に伴う提供計画変更申請です。横田先生から評価書をいただきま
した。
出席委員が新旧対照表順に変更申請書類を確認した。一同から特に異見はなく、当該再生
医療を提供するに十分な計画と認め、全員一致で承認した。

適切

【変更】　　申請者 医療法人　伸愛会　高野クリニック

技術専門員

佐藤明男

医療法人伸愛会　高野クリニック
再生医療等の名称 多血小板血漿を用いた皮膚再生治療

事務局受領日・事前審査日 2019/9/16

【定期報告】　　申請者

【変更】　　申請者

【議論の概要】HAIR＆SKIN CLINIC SHINJUKUのPRP毛髪です。佐藤先生に評価書をお願い
しました。
出席委員が様式1より順に申請書類を確認した。一同から特に異見はなく、当該再生医療
を提供するに十分な計画と認め、全員一致で承認した。

適切

医療法人社団　永井整形外科医院
再生医療等の名称 PRPの投与によるスポーツ外傷を含む筋、腱、靱帯損傷治療

事務局受領日・事前審査日 2019/9/14

技術専門員
議決不参加 なし

【議論の概要】省令改正に伴う提供計画変更申請です。二見先生から評価書をいただきま
した。
出席委員が新旧対照表順に変更申請書類を確認した。一同から特に異見はなく、当該再生
医療を提供するに十分な計画変更内容と認め、全員一致で承認した。

適切

議決不参加 なし
技術専門員 二見洋

PRPの投与による皮膚の再生を目的とした治療

技術専門員

【議論の概要】提供計画定期報告です。12例13件で、有害事象等発生はなく、うち11名の
患者は効果を実感した。医師の診察でも皮膚のハリや小じわの改善が見られたとの報告を
了承した。その上で、出席委員が申請書類を確認した。一同から特に異見はなく、当該再
生医療を継続して提供するに十分と認め、全員一致で承認した。

適切

【変更】　　申請者 ちば美容・形成外科クリニック
再生医療等の名称

事務局受領日・事前審査日 2019/9/7



【結論】

【結論】

【結論】

【結論】

【結論】

議決不参加 なし

【議論の概要】PRPによる整形領域で、横田先生に評価書をお願いしましたので、併せて
審議願います。変更内容は改正省令に合致したものです。その上で、新省令が求める変更
がなされているとし、全会一致で当該提供計画変更を妥当と認め、適切と決した。

議決不参加 なし

【議論の概要】PRPによる皮膚再生で、二見先生に評価書をお願いしましたので、併せて
審議願います。変更様式、内容は改正省令に合致したものです。その上で、新省令が求め
る変更がなされているとし、全会一致で当該提供計画変更を妥当と認め、適切と決した。

適切

2019/9/11

技術専門員

【変更】省令改正　申請者 健康スポーツクリニック
再生医療等の名称 PRPによる関節軟部治療

事務局受領日・事前審査日
横田直正

再生医療等の名称 PRPの投与による皮膚の再生を目的とした治療
事務局受領日・事前審査日 2019/8/31

技術専門員 二見洋

議決不参加 なし

【議論の概要】PRPによる整形領域で、横田先生から評価書をいただきましたので、併せ
て審議願います。変更内容は今までいくつか出てる改正省令に合致したものです。その上
で、新省令が求める変更がなされているとし、全会一致で当該提供計画変更を妥当と認
め、適切と決した。

適切

【変更】省令改正　申請者 スキンソリューションクリニック

再生医療等の名称 PRPの投与による筋、腱、靭帯損傷を目的とした治療
事務局受領日・事前審査日 2019/9/7

技術専門員 横田直正

議決不参加 なし

【議論の概要】委員がそれぞれ技術専門員の評価書を参考に新旧対照表を見ながら審査し
た。
その上で、改正省令が求める変更がなされているとし、全会一致で当該提供計画の変更を
妥当と認め、適切と決した。適切

【変更】省令改正　申請者 済生会横浜市東部病院

再生医療等の名称 PRPの投与によるスポーツ外傷含む筋腱靭帯損傷治療
事務局受領日・事前審査日 2019/9/17

技術専門員 横田直正

議決不参加 なし

【議論の概要】委員がそれぞれ新旧対照表を見ながら新規に加わる提供医師の履歴書を確
認した。その上で、10人の勤務実態はどうなのかを近々報告を求めることにし、全会一致
で当該提供計画の変更を妥当と認め、適切と決した。

適切

【変更】省令改正　申請者 吉田クリニック

事務局受領日・事前審査日 2019/9/17

技術専門員

【変更】医師追加　申請者 フォーシーズンズ美容皮膚科　2号院
再生医療等の名称 PRPの投与による育毛を目的とした治療

適切

【議論の概要】委員長：医師の追加で、みんな非常勤なのですが、非常にたくさんおるん
ですよ。A委員：ちょっと勤務実態がよく分からなくて、たとえば乜也（にえいえ）とい
う先生などは、神戸市立医療センターの中央市民の形成に勤務していて、たぶんここに顔
を出しているみたいな感じなんでしょうかね。B委員：「現在に至る」が2か所あるという
のは、そこですね。委員長：そうです。だから、その次も関連病院の形成再建にいて、こ
こにも来ているということかなと思いますが全員載せておかないといけないんですかね。
逆に言うと、勤務実態、実績作りというか、登録だけしてるのかみたいなふうにも見える
じゃないですか。S委員：非常勤であっても医療行為をする以上、保健所に勤務届出し、
ここにも届け出ないといけないので了承です。
委員長：全員よろしければ適切と決します。



【結論】

【結論】

【結論】

【結論】

【結論】

【結論】 適切

技術専門員

【議論の概要】PRPによる整形領域で、横田先生に評価書をお願いしましたので、併せて
審議願います。変更内容は改正省令に合致したものです。その上で、新省令が求める変更
がなされているとし、全会一致で当該提供計画変更を妥当と認め、適切と決した。

【定期報告】　　申請者 北村皮膚科
再生医療等の名称 PRP皮膚再生を目的とした治療

事務局受領日・事前審査日 2019/9/3

【定期報告】　申請者 健康スポーツクリニック

2019/9/11

【議論の概要】PRPによる整形領域で、画像、診断共に2例2件ともいずれも痛みの改善が
見られたという報告を了承した。その上で全会一致で当該提供計画提供報告を妥当と認
め、適切と決した。

適切

議決不参加 なし

議決不参加 なし

【議論の概要】申請者からの10件の前期分の報告書を確認したが、評価についてのコメン
トを届出には転記するように意見し、了承した上で、全会一致で当該定期報告を妥当と認
め、適切と決した。

再生医療等の名称 PRPの皮膚の再生を目的とした治療
事務局受領日・事前審査日 2019/8/22

議決不参加 なし

【議論の概要】申請者からの提供実績０件であった報告書を了承した上で、引き続き経過
観察して行くこととし、全会一致で当該定期報告を妥当と認め、適切と決した。

適切

【定期報告】　　申請者 クリニックF

議決不参加 なし

【議論の概要】ADRCｓによる乳房再建です。3件中3件とも陥凹変形改善効果に満足してい
る、画像、医師の診察でも科学的妥当性があるとの報告を了承した。その上で全会一致で
当該定期報告を妥当と認め、適切と決した。

適切

【定期報告】　　申請者 クリニックF

再生医療等の名称 ADRCｓを用いた乳がん術後の乳房再建術
事務局受領日・事前審査日 2019/8/10

技術専門員

再生医療等の名称 PRPによる皮膚の再生を目的とした治療
事務局受領日・事前審査日 2019/8/22

技術専門員

議決不参加 なし

【議論の概要】PRPによる皮膚再生で、二見先生に評価書をお願いしましたので、併せて
審議願います。変更様式、内容は改正省令に合致したものです。その上で、新省令が求め
る変更がなされているとし、全会一致で当該提供計画変更を妥当と認め、適切と決した。

適切

【定期報告】　　申請者 亀田総合病院

再生医療等の名称 PRPを用いた皮膚再生を目的とした治療
事務局受領日・事前審査日 2019/8/22

技術専門員 二見洋

【変更】省令改正　申請者 高野クリニック

適切

再生医療等の名称 PRPによる関節軟部治療
事務局受領日・事前審査日

技術専門員



【結論】

【結論】

【結論】

【結論】

【結論】

【結論】

再生医療等の名称 PRPの皮膚の再生を目的とした治療

議決不参加 なし

【議論の概要】申請者からの期間中実績はなかったとの報告書を了承した上で、全会一致
で当該定期報告を妥当と認め、適切と決した。

適切

【定期報告】　　申請者 くはら皮膚科

再生医療等の名称 PRPを用いた毛髪の再生を目的とした治療
事務局受領日・事前審査日 2019/6/27

技術専門員

議決不参加 なし

【議論の概要】申請者からの期間中実績はなかったとの報告書を了承した上で、全会一致
で当該定期報告を妥当と認め、適切と決した。

適切

【定期報告】　　申請者 くらた医院

再生医療等の名称 PRPを用いた皮膚の再生を目的とした治療
事務局受領日・事前審査日 2019/8/9

技術専門員

議決不参加 なし

【議論の概要】申請者からの報告書で、92例125件のうち、61件（28名）再診に来て、VAS
アンケートでは28名が効果を実感したと回答した。また、医師も同様の診断したという報
告を了承した上で、全会一致で当該定期報告を妥当と認め、適切と決した。

適切

【定期報告】　　申請者 くらた医院

再生医療等の名称 PRPを用いた皮膚再生を目的とした治療
事務局受領日・事前審査日 2019/9/9

技術専門員

議決不参加 なし

【議論の概要】申請者からの5例8件、有害事象発生なし、医師の診察でも効果が見られた
という報告書を了承した上で、全会一致で当該定期報告を妥当と認め、適切と決した。

適切

【定期報告】　　申請者 Aクリニック銀座

再生医療等の名称 PRPの皮膚再生を目的とした治療
事務局受領日・事前審査日 2019/9/9

技術専門員

議決不参加 なし

【議論の概要】申請者からの2例6件、有害事象等はなかったが、効果はみとめられなかっ
たという報告書を了承した上で、全会一致で当該定期報告を妥当と認め、適切と決した。

適切

【定期報告】　　申請者 Aクリニック横浜

事務局受領日・事前審査日 2019/9/2

技術専門員

【議論の概要】申請者からの1例2件、有害事象発生なし、VASアンケートでも効果実感し
たとの報告書を了承した上で、全会一致で当該定期報告を妥当と認め、適切と決した。

適切

【定期報告】　　申請者 八重洲形成外科
再生医療等の名称 PRPの皮膚再生を目的とした治療

技術専門員
議決不参加 なし



【結論】

議決不参加 なし

【議論の概要】申請者からの期間中実績はなかったとの報告書を了承した上で、全会一致
で当該定期報告を妥当と認め、適切と決した。

適切

事務局受領日・事前審査日 2019/6/27

技術専門員


