
第44回 日本先進医療医師会　認定再生医療等委員会

日時 2020年2月17日 16：00～17：00
場所 品川プリンスホテル　Nタワー　N1会議室（東京都港区高輪4-10-30）

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】

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 2020/1/15

技術専門員 二見　洋

議決不参加 なし

【議論の概要】高田委員長：はじめに1番。神戸アカデミアクリニックの省令改正と医師変更で
す。PRP皮膚です。木谷先生を追加する変更です。履歴書、技術専門員の評価書も確認下さい。と
くに問題がなければいかがですか。一同異議なし、全会一致で適切とした。

適切

議　事　録

【変更】   申請者 林原医院

再生医療等の名称
PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生を目的
とした再生医療

事務局受領日・事前審査日 2020/1/15

再生医療等の名称
PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生を目的
とした再生医療

技術専門員 二見　洋

備考性別出席委員
当会との利

害関係
構成要件 出欠

【変更】   申請者 西記念　神戸アカデミアクリニック

議決不参加 なし

【議論の概要】高田委員長：2番。わかばクリニックの省令改正変更審査です。とくに問題がなけ
ればいかがですか。一同異議なし、全会一致で適切とした。

適切

【変更】   申請者 わかばクリニック

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条に充足して
おり、本委員会は成立要件を満たしていることの確認と報告があった。



【結論】

【結論】

【結論】

【結論】

【結論】

自己多血小板血漿（ＰＲＰ）を用いた難治性潰瘍等外傷疾患の再
建・治癒促進を目的とする再生治療

事務局受領日・事前審査日 2020/1/16

技術専門員 白田智彦

【議論の概要】下北沢病院のPRPによる外傷疾患治癒治療です。事前に修正いくつか内容について
修正を求めたところ、それら修正され再提出されました。技術専門員の評価書を参考に審査した。
一同から特に異見はなく、全員一致で適切と決した。

適切

【新規】　　申請者 医療法人オーク会　オーク住吉産婦人科

再生医療等の名称
PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生を目的
とした再生医療

脂肪組織由来再生(幹)細胞を用いた乳房および軟部組織の再建術

事務局受領日・事前審査日 2020/1/16

技術専門員 二見洋

【議論の概要】赤井クリニックの脂肪組織由来再生(幹)細胞を用いた乳房および軟部組織の再建術
です。技術専門員の評価書を参考に審査した。一同から特に異見はなく、全員一致で適切と決し
た。

適切

PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生を目的
とした再生医療

事務局受領日・事前審査日
二見洋

【変更】　　申請者

【議論の概要】高田委員長：４番つくばフジクリニックの変更申請です。技術専門員の二見先生の
評価書も参考にして下さい。出席委員より特に異見はなく、一同異議なしと発し、適切と決した。

適切

医療法人社団プラス会　赤井クリニックスキンケア

再生医療等の名称
PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生を目的
とした再生医療

事務局受領日・事前審査日

【変更】　　申請者 下北沢病院

再生医療等の名称

【変更】　　申請者 医療法人社団プラス会　赤井クリニック

再生医療等の名称

2020/1/16

技術専門員

【議論の概要】【議論の概要】高田委員長：林原医院も省令改正に伴う変更申請です。委員の皆さ
んいかがでしょうか。技術専門員の二見先生の評価書も参考にして、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、全会一致で適切と決した。

適切

二見洋

議決不参加 なし
技術専門員

【変更】　　申請者 つくばフジクリニック

再生医療等の名称

2020/1/15

技術専門員 二見洋

【議論の概要】赤井クリニックスキンケアのPRP皮膚の省令変更です。技術専門員の評価書を参考
に審査した。一同から特に異見はなく、全員一致で適切と決した。

適切

事務局受領日・事前審査日 2020/1/15



【結論】

【結論】

【結論】

【結論】

【結論】

技術専門員 白田智彦

【議論の概要】トウキョウ　メディカル　エンド　サージカル　クリニックの多血小板血漿
（Platelet Rich Plasma)を使用した靭帯・腱および腱付着部の炎症治療、組織修復による疼痛改
善治療の変更申請です。白田先生からの評価書を参考に出席委員が申請書類を審査、確認した。一
同から特に異見はなく、当該計画変更内容は妥当と認め、全員一致で適切と決した。

適切

【議論の概要】医療法人オーク会　オーク住吉産婦人科 のPRPによる皮膚再生です。説明、同意の
内容についてなど修正を求めたところ、それら修正され再提出されました。技術専門員の評価書を
参考に審査した。一同から特に異見はなく、全員一致で適切と決した。

適切

【変更】　　申請者 トウキョウ　メディカル　エンド　サージカル　クリニック

再生医療等の名称
多血小板血漿（Platelet Rich Plasma)を使用した靭帯・腱および腱
付着部の炎症治療、組織修復による疼痛改善治療

事務局受領日・事前審査日 2020/1/12

【変更】　　申請者 品川美容外科大宮院

再生医療等の名称

事務局受領日・事前審査日 2020/1/10

技術専門員 二見洋

【変更】　　申請者 医療法人社団 宇部興産中央病院

PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および
創傷治癒を目的とした再生医療

事務局受領日・事前審査日 2020/1/12

議決不参加

【議論の概要】宇部興産中央病院のPRPによるスポーツ障害再生医療です。これも説明及び同意の
内容について修正を求めたところ、それら修正され再提出されました。技術専門員の評価書を参考
に審査した。一同から特に異見はなく、全員一致で適切と決した。

適切

再生医療等の名称
難治性スポーツ障害等におけるPRP（多血小板血漿 Platelet Rich
Plasma）を用いた再生医療

事務局受領日・事前審査日 2020/1/15

技術専門員 白田智彦

議決不参加 なし

議決不参加 なし

【議論の概要】委員長：PRPによる皮膚再生治療です。審議願います。委員から特に異論はなく、
省令が求める報告がなされているとし、全会一致で当該提供報告を妥当と認め、適切と決した。

適切

【定期報告】　　申請者 医療法人社団緑生会　緑の森皮膚科クリニック

再生医療等の名称 多血小板血漿(PRP)の投与による皮膚の再生を目的とした再生医療

事務局受領日・事前審査日 2020/1/20

なし

【議論の概要】委員長：大貫医師追加です。履歴書含め審議願います。委員から特に異論はなく、
法令が求める申請とし、全会一致で当該変更を妥当と認め、適切と決した。

適切

【定期報告】　　申請者 日本橋形成外科

再生医療等の名称 多血小板血漿(PRP)の投与による皮膚再生を目的とした再生医療

事務局受領日・事前審査日 2020/1/20

【議論の概要】委員長：PRPによる皮膚再生治療の定期報告です。審議願います。委員から特に異
論はなく、新省令が求める報告がなされているとし、全会一致で当該提供報告を妥当と認め、適切
と決した。



【結論】

【結論】

【結論】

【結論】

【結論】

【結論】

【結論】

2020/1/20

【定期報告】　　申請者

多血小板血漿(PRP)の投与による育毛を目的とした再生医療
事務局受領日・事前審査日 2020/1/20

なし議決不参加

【定期報告】　　申請者 医療法人社団YYS会　義澤皮膚科内科クリニック

再生医療等の名称 多血小板血漿(PRP)の投与による皮膚の再生を目的とした再生医療
事務局受領日・事前審査日 2020/1/20

議決不参加 なし

【議論の概要】委員長：PRPによる皮膚再生治療の定期報告です。審議願います。委員から特に異
論はなく、新省令が求める報告がなされているとし、全会一致で当該提供報告を妥当と認め、適切
と決した。

適切

【議論の概要】委員長：PRPによる皮膚再生治療の定期報告です。審議願います。委員から特に異
論はなく、新省令が求める報告がなされているとし、全会一致で当該提供報告を妥当と認め、適切
と決した。

適切

【定期報告】　　申請者 西記念　神戸アカデミアクリニック
再生医療等の名称

医療法人清流会　とね皮膚科クリニック
再生医療等の名称 多血小板血漿(PRP)の投与による皮膚の再生を目的とした再生医療

議決不参加 なし

【議論の概要】委員長：赤井クリニックのPRPによる皮膚再生治療定期報告です。審議願います。
委員から特に異論はなく、新省令が求める報告がなされているとし、全会一致で当該提供報告を妥
当と認め、適切と決した。

適切

【定期報告】　　申請者 医療法人社団銀美会　銀座美容外科クリニック　銀座院
再生医療等の名称 多血小板血漿(PRP)の投与による皮膚の再生を目的とした再生医療

【議論の概要】委員長：PRPによる皮膚再生治療の定期報告です。審議願います。委員から特に異
論はなく、新省令が求める報告がなされているとし、全会一致で当該提供報告を妥当と認め、適切
と決した。

適切

【定期報告】　　申請者 医療法人社団プラス会　赤井クリニック

再生医療等の名称 多血小板血漿(PRP)の投与による皮膚の再生を目的とした再生医療

事務局受領日・事前審査日 2020/1/20

事務局受領日・事前審査日 2020/1/20

議決不参加 なし

【議論の概要】委員長：PRPによる皮膚再生治療の定期報告です。審議願います。委員から特に異
論はなく、新省令が求める報告がなされているとし、全会一致で当該提供報告を妥当と認め、適切
と決した。

適切

【定期報告】　　申請者 形成外科 白山クリニック

【議論の概要】委員長：PRPによる皮膚再生治療の定期報告です。審議願います。委員から特に異
論はなく、新省令が求める報告がなされているとし、全会一致で当該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
事務局受領日・事前審査日 2020/1/20

再生医療等の名称

多血小板血漿(PRP)の投与による皮膚の再生を目的とした再生医療

適切

【議論の概要】委員長：PRPによる育毛治療の定期報告です。審議願います。委員から特に異論は
なく、新省令が求める報告がなされているとし、全会一致で当該提供報告を妥当と認め、適切と決
した。

議決不参加 なし

事務局受領日・事前審査日



【結論】

【結論】

【結論】

【結論】

【結論】

【結論】

事務局受領日・事前審査日 2020/1/20

【議論の概要】委員長：PRPによる皮膚再生治療の定期報告です。審議願います。委員から特に異
論はなく、新省令が求める報告がなされているとし、全会一致で当該提供報告を妥当と認め、適切
と決した。

適切

【定期報告】　　申請者 二子玉川スキンクリニック

再生医療等の名称 多血小板血漿(PRP)の投与による皮膚の再生を目的とした再生医療

事務局受領日・事前審査日 2020/1/20

【定期報告】　　申請者 医療法人吉修会　SHINSAIBASHI Ai CLINIC
再生医療等の名称 多血小板血漿(PRP)の投与による皮膚の再生を目的とした再生医療

事務局受領日・事前審査日 2020/1/20

議決不参加 なし

議決不参加 なし

【議論の概要】委員長：PRPによる皮膚再生治療の定期報告です。審議願います。委員から特に異
論はなく、新省令が求める報告がなされているとし、全会一致で当該提供報告を妥当と認め、適切
と決した。

適切

【定期報告】　　申請者 医療法人社団ウィステリア会　サクラアズクリニック心斎橋
再生医療等の名称 多血小板血漿(PRP)の投与による皮膚の再生を目的とした再生医療

事務局受領日・事前審査日 2020/1/20

議決不参加 なし

【議論の概要】委員長：PRPによる皮膚再生治療です。審議願います。委員から特に異論はなく、
新省令が求める報告がなされているとし、全会一致で当該提供報告を妥当と認め、適切と決した。

適切

【定期報告】　　申請者 医療法人社団美純会　自由が丘ロジエクリニック

議決不参加 なし

【議論の概要】委員長：PRPによる皮膚再生治療です。審議願います。委員から特に異論はなく、
新省令が求める報告がなされているとし、全会一致で当該提供報告を妥当と認め、適切と決した。

適切

【定期報告】　　申請者 療法人社団健徳会　わかばクリニック
再生医療等の名称 多血小板血漿(PRP)の投与による皮膚の再生を目的とした再生医療

適切

【定期報告】　　申請者 医療法人社団　白鳳会　ピュア形成外科医院

再生医療等の名称 多血小板血漿(PRP)の投与による皮膚の再生を目的とした再生医療

事務局受領日・事前審査日 2020/1/20

議決不参加 なし

再生医療等の名称 多血小板血漿(PRP)の投与による皮膚の再生を目的とした再生医療

事務局受領日・事前審査日 2020/1/20

議決不参加 なし

【議論の概要】委員長：PRPによる皮膚再生治療です。審議願います。委員から特に異論はなく、
新省令が求める報告がなされているとし、全会一致で当該提供報告を妥当と認め、適切と決した。

【議論の概要】委員長：PRPによる皮膚再生治療です。委員から特に異論はなく、新省令が求める
報告がなされているとし、全会一致で当該提供報告を妥当と認め、適切と決した。

適切

【定期報告】　　申請者 医療法人 大美会 大西皮フ科形成外科医院

再生医療等の名称 多血小板血漿(PRP)の投与による皮膚の再生を目的とした再生医療

事務局受領日・事前審査日 2020/1/20

議決不参加 なし



【結論】

【結論】

【結論】

【結論】

【結論】

【結論】

アンベリエクリニック

【定期報告】　　申請者 林原医院
再生医療等の名称 多血小板血漿(PRP)の投与による育毛を目的とした再生医療

事務局受領日・事前審査日 2020/1/20

議決不参加 なし

適切

【定期報告】　　申請者

再生医療等の名称 多血小板血漿(PRP)の投与による皮膚の再生を目的とした再生医療

事務局受領日・事前審査日 2020/1/20

多血小板血漿(PRP)の投与による育毛を目的とした再生医療

事務局受領日・事前審査日 2020/1/20

【議論の概要】委員長：PRPによる皮膚再生治療の定期報告です。委員から特に異論はなく、新省
令が求める報告がなされているとし、全会一致で当該提供報告を妥当と認め、適切と決した。

適切

事務局受領日・事前審査日 2020/1/20
なし

【議論の概要】委員長：PRPによる皮膚再生治療です。委員から特に異論はなく、新省令が求める
報告がなされているとし、全会一致で当該提供報告を妥当と認め、適切と決した。

鈴木整形外科スポーツクリニック

再生医療等の名称
多血小板血漿（PRP）の投与によるスポーツ外傷を含む筋、腱、靱帯
損傷治療

議決不参加 なし

【議論の概要】委員長：PRPによる皮膚再生治療です。審議願います。委員から特に異論はなく、
新省令が求める報告がなされているとし、全会一致で当該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

【議論の概要】委員長：PRPによる皮膚再生治療です。審議願います。委員から特に異論はなく、
新省令が求める報告がなされているとし、全会一致で当該提供報告を妥当と認め、適切と決した。

【議論の概要】委員長：PRPによる育毛治療です。審議願います。委員から特に異論はなく、新省
令が求める報告がなされているとし、全会一致で当該提供報告を妥当と認め、適切と決した。

適切

【定期報告】　　申請者

事務局受領日・事前審査日 2020/1/20

【定期報告】　　申請者 林原医院

再生医療等の名称 多血小板血漿(PRP)の投与による皮膚の再生を目的とした再生医療

議決不参加

適切

【定期報告】　　申請者 つくばフジクリニック

再生医療等の名称 多血小板血漿(PRP)の投与による皮膚の再生を目的とした再生医療

事務局受領日・事前審査日 2020/1/20

議決不参加 なし

【議論の概要】委員長：PRPによる皮膚再生治療です。提供ゼロです。審議願います。委員から特
に異論はなく、新省令が求める報告がなされているとし、全会一致で当該提供報告を妥当と認め、
適切と決した。

適切

【定期報告】　　申請者 美容皮膚科川口クリニック

再生医療等の名称



【結論】

【結論】

【結論】

【結論】

【定期報告】　　申請者 医療法人錦秀会 インフュージョンクリニック

再生医療等の名称
多血小板血漿（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 2020/1/20

議決不参加 なし

【議論の概要】委員長：多血小板血漿（PRP）の投与によるスポーツ外傷を含む筋、腱、靱帯損傷
治療治療です。審議願います。委員から特に異論はなく、新省令が求める報告がなされていると
し、全会一致で当該提供報告を妥当と認め、適切と決した。

適切

なし

【議論の概要】委員長：多血小板血漿（PRP）の投与によるスポーツ外傷を含む筋、腱、靱帯損傷
治療治療です。審議願います。委員から特に異論はなく、新省令が求める報告がなされていると
し、全会一致で当該提供報告を妥当と認め、適切と決した。

多血小板血漿（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 2020/1/20

事務局受領日・事前審査日 2020/1/20

議決不参加 なし

【議論の概要】委員長：多血小板血漿（PRP）の投与によるスポーツ外傷を含む筋、腱、靱帯損傷
治療治療です。委員から特に異論はなく、新省令が求める報告がなされているとし、全会一致で当
該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

【議論の概要】委員長：多血小板血漿（PRP）の投与によるスポーツ外傷を含む筋、腱、靱帯損傷
治療治療です。審議願います。委員から特に異論はなく、新省令が求める報告がなされていると
し、全会一致で当該提供報告を妥当と認め、適切と決した。

適切

【定期報告】　　申請者 医療法人社団青和会　井上整形外科

再生医療等の名称
多血小板血漿（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 2020/1/20

議決不参加

【議論の概要】委員長：多血小板血漿（PRP）の投与によるスポーツ外傷を含む筋、腱、靱帯損傷
治療です。審議願います。委員から特に異論はなく、新省令が求める報告がなされているとし、全
会一致で当該提供報告を妥当と認め、適切と決した。

適切

【定期報告】　　申請者 医療法人光学堂 あたご整形外科

再生医療等の名称

議決不参加 なし

【定期報告】　　申請者 医療法人桂名会 重工記念病院

再生医療等の名称
多血小板血漿（PRP）の投与によるスポーツ外傷を含む筋、腱、靱帯
損傷治療



【結論】

【結論】

【結論】

【結論】

【結論】

再生医療等の名称
多血小板血漿（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 2020/1/20

議決不参加 なし

【議論の概要】委員長：多血小板血漿（PRP）の投与によるスポーツ外傷を含む筋、腱、靱帯損傷
治療治療です。審議願います。委員から特に異論はなく、新省令が求める報告がなされていると
し、全会一致で当該提供報告を妥当と認め、適切と決した。

【定期報告】　　申請者 医療法人社団プラス会　赤井クリニック

再生医療等の名称 脂肪組織由来再生(幹)細胞を用いた乳房および軟部組織の再建術

事務局受領日・事前審査日 2020/1/20

議決不参加 なし

【議論の概要】委員長：多血小板血漿（PRP）の投与によるスポーツ外傷を含む筋、腱、靱帯損傷
治療治療です。審議願います。委員から特に異論はなく、新省令が求める報告がなされていると
し、全会一致で当該提供報告を妥当と認め、適切と決した。

適切

【定期報告】　　申請者 祐天寺整形外科クリニック

【議論の概要】委員長：多血小板血漿（PRP）の投与によるスポーツ外傷を含む筋、腱、靱帯損傷
治療治療です。審議願います。委員から特に異論はなく、新省令が求める報告がなされていると
し、全会一致で当該提供報告を妥当と認め、適切と決した。

適切

【定期報告】　　申請者 医療法人社団　永井整形外科医院

再生医療等の名称
多血小板血漿（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 2020/1/20

適切

【定期報告】　　申請者 医療法人大淵整形外科眼科医院

再生医療等の名称
多血小板血漿（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 2020/1/20

議決不参加 なし

議決不参加 なし

【議論の概要】委員長：多血小板血漿（PRP）の投与によるスポーツ外傷を含む筋、腱、靱帯損傷
治療治療です。審議願います。委員から特に異論はなく、新省令が求める報告がなされていると
し、全会一致で当該提供報告を妥当と認め、適切と決した。

適切

【議論の概要】委員長：脂肪組織由来再生(幹)細胞を用いた乳房および軟部組織の再建術です。審
議願います。委員から特に異論はなく、新省令が求める報告がなされているとし、全会一致で当該
提供報告を妥当と認め、適切と決した。

適切



【結論】

【結論】

【結論】

【結論】

【結論】

議決不参加 なし

【議論の概要】委員長：PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および創傷
治癒を目的とした再生医療です。審議願います。委員から特に異論はなく、新省令が求める報告が
なされているとし、全会一致で当該提供報告を妥当と認め、適切と決した。

適切

【定期報告】　　申請者 品川スキンクリニック宇都宮院
再生医療等の名称 PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および

事務局受領日・事前審査日 2020/1/20

議決不参加 なし

【議論の概要】委員長：PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および創傷
治癒を目的とした再生医療です。審議願います。委員から特に異論はなく、新省令が求める報告が

適切

事務局受領日・事前審査日 2020/1/20

議決不参加 なし

【議論の概要】委員長：PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および創傷
治癒を目的とした再生医療です。審議願います。委員から特に異論はなく、新省令が求める報告が
なされているとし、全会一致で当該提供報告を妥当と認め、適切と決した。

適切

【定期報告】　　申請者 品川美容外科 品川本院

再生医療等の名称
PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および
創傷治癒を目的とした再生医療

【定期報告】　　申請者 肩こり・腰の痛みクリニック 品川院

再生医療等の名称
PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および
創傷治癒を目的とした再生医療

事務局受領日・事前審査日 2020/1/20

なし

【議論の概要】委員長：PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および創傷
治癒を目的とした再生医療です。審議願います。委員から特に異論はなく、新省令が求める報告が
なされているとし、全会一致で当該提供報告を妥当と認め、適切と決した。

適切

議決不参加

【定期報告】　　申請者 品川スキンクリニック 品川本院

適切

【定期報告】　　申請者 品川美容外科仙台院

再生医療等の名称
PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および
創傷治癒を目的とした再生医療

事務局受領日・事前審査日 2020/1/20

再生医療等の名称
PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および
創傷治癒を目的とした再生医療

事務局受領日・事前審査日 2020/1/20

議決不参加 なし

【議論の概要】委員長：PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および創傷
治癒を目的とした再生医療です。審議願います。委員から特に異論はなく、新省令が求める報告が
なされているとし、全会一致で当該提供報告を妥当と認め、適切と決した。



【結論】

【結論】

【結論】

【結論】

【結論】

【結論】

【結論】

事務局受領日・事前審査日 2020/1/20

議決不参加 なし

【議論の概要】委員長：PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および創傷
治癒を目的とした再生医療です。審議願います。委員から特に異論はなく、新省令が求める報告が

適切

【定期報告】　　申請者 品川美容外科新宿院
再生医療等の名称 PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および

【定期報告】　　申請者 品川美容外科新宿院
再生医療等の名称 PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および

事務局受領日・事前審査日 2020/1/20

議決不参加 なし

【議論の概要】委員長：PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および創傷
治癒を目的とした再生医療です。審議願います。委員から特に異論はなく、新省令が求める報告が

適切

議決不参加 なし

議決不参加 なし

【議論の概要】委員長：PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および創傷
治癒を目的とした再生医療です。審議願います。委員から特に異論はなく、新省令が求める報告が

適切

【議論の概要】委員長：PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および創傷
治癒を目的とした再生医療です。審議願います。委員から特に異論はなく、新省令が求める報告が

適切

【定期報告】　　申請者 品川美容外科　池袋院
再生医療等の名称 PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および

事務局受領日・事前審査日 2020/1/20

2020/1/20

議決不参加 なし

【議論の概要】委員長：PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および創傷
治癒を目的とした再生医療です。審議願います。委員から特に異論はなく、新省令が求める報告が

適切

【定期報告】　　申請者 品川スキンクリニック立川院
再生医療等の名称 PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および

【定期報告】　　申請者 品川スキンクリニック池袋院
再生医療等の名称 PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および

事務局受領日・事前審査日 2020/1/20

【議論の概要】委員長：PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および創傷
治癒を目的とした再生医療です。審議願います。委員から特に異論はなく、新省令が求める報告が
なされているとし、全会一致で当該提供報告を妥当と認め、適切と決した。

適切

品川美容外科 大宮院

再生医療等の名称
PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および
創傷治癒を目的とした再生医療

事務局受領日・事前審査日 2020/1/20

議決不参加 なし

【定期報告】　　申請者

議決不参加 なし

【議論の概要】委員長：PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および創傷
治癒を目的とした再生医療です。審議願います。委員から特に異論はなく、新省令が求める報告が

適切

【定期報告】　　申請者 品川スキンクリニック大宮院
再生医療等の名称 PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および

事務局受領日・事前審査日 2020/1/20

事務局受領日・事前審査日



【結論】

【結論】

【結論】

【結論】

【結論】

【結論】

【結論】

【議論の概要】委員長：PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および創傷
治癒を目的とした再生医療です。審議願います。委員から特に異論はなく、新省令が求める報告が

適切

【定期報告】　　申請者 品川スキンクリニック千葉院

【議論の概要】委員長：PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および創傷
治癒を目的とした再生医療です。審議願います。委員から特に異論はなく、新省令が求める報告が

適切

再生医療等の名称 PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および
事務局受領日・事前審査日 2020/1/20

議決不参加 なし

【議論の概要】委員長：PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および創傷
治癒を目的とした再生医療です。審議願います。委員から特に異論はなく、新省令が求める報告が

適切

【定期報告】　　申請者 品川スキンクリニック銀座院
再生医療等の名称 PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および

【定期報告】　　申請者 品川美容外科　銀座院
再生医療等の名称 PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および

事務局受領日・事前審査日 2020/1/20

議決不参加 なし

議決不参加 なし

【議論の概要】委員長：PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および創傷
治癒を目的とした再生医療です。審議願います。委員から特に異論はなく、新省令が求める報告が

適切

【議論の概要】委員長：PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および創傷
治癒を目的とした再生医療です。審議願います。委員から特に異論はなく、新省令が求める報告が

適切

【定期報告】　　申請者 品川スキンクリニック表参道院
再生医療等の名称 PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および

事務局受領日・事前審査日 2020/1/20

事務局受領日・事前審査日 2020/1/20

議決不参加 なし

議決不参加 なし

【定期報告】　　申請者 品川美容外科　渋谷院
再生医療等の名称 PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および

事務局受領日・事前審査日 2020/1/20

議決不参加 なし

議決不参加 なし

【議論の概要】委員長：PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および創傷
治癒を目的とした再生医療です。審議願います。委員から特に異論はなく、新省令が求める報告が

適切

【定期報告】　　申請者 アクネスタジオ渋谷院
再生医療等の名称 PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および

事務局受領日・事前審査日 2020/1/20

【定期報告】　　申請者 アクネスタジオ横浜院
再生医療等の名称 PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および

事務局受領日・事前審査日 2020/1/20

【議論の概要】委員長：PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および創傷
治癒を目的とした再生医療です。審議願います。委員から特に異論はなく、新省令が求める報告が

適切

【定期報告】　　申請者 品川スキンクリニック新潟院
再生医療等の名称 PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および



【結論】

【結論】

【結論】

【結論】

【結論】

【結論】

【結論】

議決不参加 なし

2020/1/20

議決不参加 なし

【議論の概要】委員長：PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および創傷
治癒を目的とした再生医療です。審議願います。委員から特に異論はなく、新省令が求める報告が

適切

【定期報告】　　申請者 品川スキンクリニック　京都院

事務局受領日・事前審査日 2020/1/20

【議論の概要】委員長：PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および創傷
治癒を目的とした再生医療です。審議願います。委員から特に異論はなく、新省令が求める報告が

適切

【定期報告】　　申請者 品川美容外科　静岡院
再生医療等の名称 PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および

事務局受領日・事前審査日

適切

【定期報告】　　申請者 品川スキンクリニック梅田院
再生医療等の名称 PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および

事務局受領日・事前審査日 2020/1/20

議決不参加 なし

再生医療等の名称 PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および
事務局受領日・事前審査日 2020/1/20

議決不参加 なし

【議論の概要】委員長：PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および創傷
治癒を目的とした再生医療です。審議願います。委員から特に異論はなく、新省令が求める報告が

議決不参加 なし

【議論の概要】委員長：PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および創傷
治癒を目的とした再生医療です。審議願います。委員から特に異論はなく、新省令が求める報告が

適切

【定期報告】　　申請者 アクネスタジオ大阪梅田院
再生医療等の名称 PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および

【議論の概要】委員長：PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および創傷
治癒を目的とした再生医療です。審議願います。委員から特に異論はなく、新省令が求める報告が

適切

【定期報告】　　申請者 品川美容外科　梅田院
再生医療等の名称 PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および

事務局受領日・事前審査日 2020/1/20

再生医療等の名称 PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および
事務局受領日・事前審査日 2020/1/20

議決不参加 なし

【議論の概要】委員長：PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および創傷
治癒を目的とした再生医療です。審議願います。委員から特に異論はなく、新省令が求める報告が

事務局受領日・事前審査日 2020/1/20

議決不参加 なし

【議論の概要】委員長：PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および創傷
治癒を目的とした再生医療です。審議願います。委員から特に異論はなく、新省令が求める報告が

適切

【定期報告】　　申請者 品川スキンクリニック心斎橋院

【議論の概要】委員長：PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および創傷
治癒を目的とした再生医療です。審議願います。委員から特に異論はなく、新省令が求める報告が

適切

【定期報告】　　申請者 品川美容外科　心斎橋院
再生医療等の名称 PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および

事務局受領日・事前審査日 2020/1/20

議決不参加 なし



【結論】

【結論】

【結論】

【結論】

【結論】

【結論】

【結論】

【結論】

【議論の概要】委員長：PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および創傷
治癒を目的とした再生医療です。審議願います。委員から特に異論はなく、新省令が求める報告が

適切

【定期報告】　　申請者 品川スキンクリニック神戸院
再生医療等の名称 PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および

事務局受領日・事前審査日 2020/1/20

事務局受領日・事前審査日 2020/1/20

議決不参加 なし

【議論の概要】委員長：PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および創傷
治癒を目的とした再生医療です。審議願います。委員から特に異論はなく、新省令が求める報告が

適切

【定期報告】　　申請者 品川美容外科　岡山院

議決不参加 なし

【議論の概要】委員長：PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および創傷
治癒を目的とした再生医療です。審議願います。委員から特に異論はなく、新省令が求める報告が

適切

【定期報告】　　申請者 品川スキンクリニック岡山院
再生医療等の名称 PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および

適切

【定期報告】　　申請者 品川スキンクリニック広島院
再生医療等の名称 PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および

事務局受領日・事前審査日 2020/1/20

議決不参加 なし

再生医療等の名称 PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および
事務局受領日・事前審査日 2020/1/20

議決不参加 なし

【議論の概要】委員長：PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および創傷
治癒を目的とした再生医療です。審議願います。委員から特に異論はなく、新省令が求める報告が

議決不参加 なし

【議論の概要】委員長：PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および創傷
治癒を目的とした再生医療です。審議願います。委員から特に異論はなく、新省令が求める報告が

適切

【定期報告】　　申請者 品川美容外科福岡院
再生医療等の名称 PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および

【議論の概要】委員長：PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および創傷
治癒を目的とした再生医療です。審議願います。委員から特に異論はなく、新省令が求める報告が

適切

【定期報告】　　申請者 品川スキンクリニック福岡院
再生医療等の名称 PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および

事務局受領日・事前審査日 2020/1/20

再生医療等の名称 PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および
事務局受領日・事前審査日 2020/1/20

議決不参加 なし

【議論の概要】委員長：PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および創傷
治癒を目的とした再生医療です。審議願います。委員から特に異論はなく、新省令が求める報告が

事務局受領日・事前審査日 2020/1/20

議決不参加 なし

【議論の概要】委員長：PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および創傷
治癒を目的とした再生医療です。審議願います。委員から特に異論はなく、新省令が求める報告が

適切

【定期報告】　　申請者 品川スキンクリニック熊本院

適切



【結論】

【結論】

【結論】

【結論】

【結論】

【結論】

【結論】

【議論の概要】委員長：PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および創傷
治癒を目的とした再生医療です。審議願います。委員から特に異論はなく、新省令が求める報告が

適切

【定期報告】　　申請者 品川スキンクリニック沖縄院
再生医療等の名称 PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および

事務局受領日・事前審査日 2020/1/20

【定期報告】　　申請者 品川スキンクリニック鹿児島院
再生医療等の名称 PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および

事務局受領日・事前審査日 2020/1/20

議決不参加 なし

事務局受領日・事前審査日 2020/1/20

議決不参加 なし

【議論の概要】委員長：PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および創傷
治癒を目的とした再生医療です。審議願います。委員から特に異論はなく、新省令が求める報告が

適切

【定期報告】　　申請者 品川美容外科横浜院

議決不参加 なし

【議論の概要】委員長：PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および創傷
治癒を目的とした再生医療です。審議願います。委員から特に異論はなく、新省令が求める報告が

適切

【定期報告】　　申請者 品川美容外科横浜院
再生医療等の名称 PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および

適切

【定期報告】　　申請者 品川美容外科札幌院
再生医療等の名称 PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および

事務局受領日・事前審査日 2020/1/20

議決不参加 なし

再生医療等の名称 PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および
事務局受領日・事前審査日 2020/1/20

議決不参加 なし

【議論の概要】委員長：PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および創傷
治癒を目的とした再生医療です。審議願います。委員から特に異論はなく、新省令が求める報告が

議決不参加 なし

【議論の概要】委員長：PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および創傷
治癒を目的とした再生医療です。審議願います。委員から特に異論はなく、新省令が求める報告が

適切

【定期報告】　　申請者 品川美容外科上野院
再生医療等の名称 PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および

【議論の概要】委員長：PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および創傷
治癒を目的とした再生医療です。審議願います。委員から特に異論はなく、新省令が求める報告が

適切

【定期報告】　　申請者 品川スキンクリニック札幌院
再生医療等の名称 PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および

事務局受領日・事前審査日 2020/1/20

再生医療等の名称 PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および
事務局受領日・事前審査日 2020/1/20

事務局受領日・事前審査日 2020/1/20

議決不参加 なし

【議論の概要】委員長：PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および創傷
治癒を目的とした再生医療です。審議願います。委員から特に異論はなく、新省令が求める報告が

適切

【定期報告】　　申請者 品川スキンクリニック上野院



【結論】 適切

議決不参加 なし

【議論の概要】委員長：PRP(多血小板血漿Platelet Rich Plasma)を用いた皮膚の再生および創傷
治癒を目的とした再生医療です。審議願います。委員から特に異論はなく、新省令が求める報告が


