
第53回 日本先進医療医師会　認定再生医療等委員会

日時 2020年12月21日 16：00～17：00
場所 日本先進医療医師会　会議室（東京都港区港南2-3-1大信秋山ビル４階）

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 出
 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
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【結論】

2

【結論】

3

議　事　録

備考

【新規】   申請者 医療法人社団紺整会　船橋整形外科　再生医療クリニック

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。

再生医療等の名称
自家多血小板血漿(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

事務局受領日・事前審査日 2020/11/15

技術専門員 白田智彦

【議論の概要】高田委員長：船橋整形再生医療クリニックのPRP新規です。事前チェックはして
いただいたと思いますが、いかがでしょうか。いずれの委員からも異見はなく、全会一致で適切
とし、提供を開始して差し支えないと決した。ただし、当該診療所が完成し、開設届の保健所届
出を確認した後に意見書を交付することとした。

適切

【新規】   申請者 医療法人補天会　光生病院
再生医療等の名称 自己由来多血小板血漿（PRP）を用いた筋、腱、靭帯への治療

事務局受領日・事前審査日 2020/11/20

【議論の概要】高田委員長：医療法人補天会　光生病院のPRP新規です。事前チェックはしてい
ただいたと思いますが、いかがでしょうか。いずれの委員からも異見はなく、全会一致で適切と
し、提供を開始して差し支えないと決した。

適切

【新規 】   申請者 品川美容外科　銀座院
再生医療等の名称 多血小板血漿(PRP)の投与による育毛治療

技術専門員 白田智彦

議決不参加 なし

佐藤明男技術専門員
事務局受領日・事前審査日 2020/11/15
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【結論】
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【結論】
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【結論】
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適切

【変更 】   申請者 医療法人社団SMILELAND　BIANCA CLINIC

2020/11/15

【議論の概要】高田委員長：医療法人社団SMILELAND　BIANCA CLINICの提供医師変更です。二人
の履歴書をご確認いただきます。いかがでしょうか。いずれの委員からも異見はなく、全会一致
で適切とし、変更して差し支えないと決した。

適切

【変更 】   申請者 医療法人社団友愛会　IK医科歯科クリニック

事務局受領日・事前審査日 2020/11/15

【新規 】   申請者 品川スキンクリニック　銀座院
再生医療等の名称 多血小板血漿(PRP)の投与による育毛治療

議決不参加 なし

【議論の概要】高田委員長：品川スキンクリニック銀座院のPRP育毛新規です。こちらも従前の
育毛申請と同じです。いかがでしょうか。席上いずれの委員からも異見はなく、全会一致で適切
とし、継続して差し支えないと決した。

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

事務局受領日・事前審査日

議決不参加 なし

議決不参加 なし

適切

【変更 】   申請者 医療法人社団SMILELAND　BIANCA CLINIC　表参道
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

事務局受領日・事前審査日 2020/11/15

【議論の概要】高田委員長：品川美容外科銀座院のPRP育毛新規です。こちらも従前の育毛申請
と同じです。いかがでしょうか。席上いずれの委員からも異見はなく、全会一致で適切とし、継
続して差し支えないと決した。

適切

議決不参加 なし

技術専門員 佐藤明男

【変更 】   申請者 医療法人社団SMILELAND　BIANCA CLINIC
再生医療等の名称 多血小板血漿(PRP)の投与による創傷治癒

事務局受領日・事前審査日 2020/11/15

議決不参加 なし

【議論の概要】高田委員長：医療法人社団SMILELAND　BIANCA CLINICの提供医師変更です。こち
らも同じ二人の医師です。履歴書をご確認いただきます。いかがでしょうか。いずれの委員から
も異見はなく、全会一致で適切とし、変更して差し支えないと決した。

【議論の概要】高田委員長：医療法人社団SMILELAND　BIANCA CLINICの提供医師変更です。二人
の履歴書をご確認いただきます。いかがでしょうか。いずれの委員からも異見はなく、全会一致
で適切とし、変更して差し支えないと決した。

適切

【変更 】   申請者 医療法人社団SMILELAND　BIANCA CLINIC　表参道

議決不参加 なし

【議論の概要】高田委員長：医療法人社団SMILELAND　BIANCA CLINICの提供医師変更です。こち
らも同じ二人の医師です。履歴書をご確認いただきます。いかがでしょうか。いずれの委員から
も異見はなく、全会一致で適切とし、変更して差し支えないと決した。

適切

再生医療等の名称 多血小板血漿(PRP)の投与による創傷治癒
事務局受領日・事前審査日 2020/11/15
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議決不参加 なし

【議論の概要】品川美容外科心斎橋院の提供医師変更です。提供医師変更です。履歴書をご確認
いただきます。いかがでしょうか。いずれの委員からも異見はなく、全会一致で適切とし、変更
して差し支えないと決した。

適切

【議論の概要】品川スキンクリニック　鹿児島院の提供医師変更です。こちらも管理医師の変更
に伴う医師変更です。履歴書をご確認いただきます。いかがでしょうか。いずれの委員からも異
見はなく、全会一致で適切とし、変更して差し支えないと決した。

適切

【変更 】   申請者 品川美容外科　心斎橋院
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及び創傷治癒

事務局受領日・事前審査日 2020/11/20

適切

【変更 】   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 多血小板血漿(PRP)の投与による皮膚再生及び創傷治癒

事務局受領日・事前審査日 2020/11/20

議決不参加 なし

再生医療等の名称 多血小板血漿(PRP)の投与による皮膚再生及び創傷治癒
事務局受領日・事前審査日 2020/11/20

議決不参加 なし

【議論の概要】品川スキンクリニック　熊本院の提供医師変更です。こちらは管理医師の変更に
伴う変更です。履歴書をご確認いただきます。いかがでしょうか。いずれの委員からも異見はな
く、全会一致で適切とし、変更して差し支えないと決した。

事務局受領日・事前審査日 2020/11/15

議決不参加 なし

【議論の概要】医療法人社団友愛会　IK医科歯科クリニックの提供医師変更です。こちらも同じ
医師変更です。いかがでしょうか。いずれの委員からも異見はなく、全会一致で適切とし、変更
して差し支えないと決した。

適切

【変更 】   申請者 品川スキンクリニック　熊本院

議決不参加 なし

【議論の概要】医療法人社団友愛会　IK医科歯科クリニックの提供医師変更です。こちらも同じ
医師変更です。いかがでしょうか。いずれの委員からも異見はなく、全会一致で適切とし、変更
して差し支えないと決した。

適切

【変更 】   申請者 医療法人社団友愛会　IK医科歯科クリニック
再生医療等の名称 多血小板血漿(PRP)の投与による創傷治癒

なし

【議論の概要】医療法人社団友愛会　IK医科歯科クリニックの提供医師変更です。こちらは1人
の医師変更です。履歴書をご確認いただきます。いかがでしょうか。いずれの委員からも異見は
なく、全会一致で適切とし、変更して差し支えないと決した。

適切

【変更 】   申請者 医療法人社団友愛会　IK医科歯科クリニック

再生医療等の名称 多血小板血漿(PRP)の投与による育毛

事務局受領日・事前審査日 2020/11/15

【定期報告 】   申請者 医療法人社団真善会 梅田クリニック
再生医療等の名称 PRPによる皮膚再生

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

事務局受領日・事前審査日 2020/11/15

議決不参加
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【議論の概要】コムネクリニックの定期報告です。提供3例5件です。いかがでしょうか。席上い
ずれの委員からも異見はなく、全会一致で適切とし、継続して差し支えないと決した。

適切

【議論の概要】医療法人社団真善会 梅田クリニックの定期報告です。事前チェックはしていた
だいたと思いますが、症例は２例です。いかがでしょうか。いずれの委員からも異見はなく、全
会一致で適切とし、継続して差し支えないと決した。

適切

事務局受領日・事前審査日
議決不参加 なし

再生医療等の名称 多血小板血漿(PRP)の投与による皮膚再生
事務局受領日・事前審査日 2020/11/18

【定期報告 】   申請者 医療法人社団禅　銀座禅クリニック

2020/11/20

議決不参加 なし

【議論の概要】医療法人社団禅　銀座禅クリニックの皮膚の定期報告です。こちらは提供8件で
す。いかがでしょうか。いずれの委員からも異見はなく、全会一致で適切とし、継続して差し支
えないと決した。

適切

事務局受領日・事前審査日 2020/11/18

議決不参加 なし

【議論の概要】医療法人社団禅　銀座禅クリニックの育毛の定期報告です。こちらは提供ゼロで
す。いかがでしょうか。いずれの委員からも異見はなく、全会一致で適切とし、継続して差し支
えないと決した。

適切

【定期報告 】   申請者 医療法人社団禅　銀座禅クリニック
再生医療等の名称 多血小板血漿(PRP)の投与による育毛治療

【定期報告 】   申請者 医療法人健真会　城本クリニック　新宿院
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

事務局受領日・事前審査日 2020/11/15

PRPの筋、腱、靱帯損傷治療
事務局受領日・事前審査日 2020/11/20

議決不参加 なし

【議論の概要】医療法人健真会　城本クリニック　新宿院の定期報告です。こちらも提供ゼロで
す。いかがでしょうか。いずれの委員からも異見はなく、全会一致で適切とし、継続して差し支
えないと決した。

適切

【定期報告 】   申請者 コムネクリニック
再生医療等の名称

事務局受領日・事前審査日 2020/11/15
多血小板血漿(PRP)の投与による皮膚再生

議決不参加 なし

【定期報告 】   申請者 医療法人恵愛会 中村病院
再生医療等の名称 PRPのスポーツ、筋、腱、靱帯損傷治療

事務局受領日・事前審査日 2020/11/20

議決不参加 なし

【議論の概要】医療法人恵愛会 中村病院の定期報告です。症例はゼロです。いかがでしょう
か。いずれの委員からも異見はなく、全会一致で適切とし、継続して差し支えないと決した。

議決不参加 なし

【議論の概要】やす整形外科クリニックの定期報告です。事前チェックはしていただいたと思い
ますが、症例は1例です。いかがでしょうか。いずれの委員からも異見はなく、全会一致で適切
とし、継続して差し支えないと決した。

適切

【定期報告 】   申請者 やす整形外科クリニック
再生医療等の名称
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28 【定期報告 】   申請者 医療法人一之会 男たちの美容外科 福岡院
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

議決不参加 なし

【議論の概要】医療法人一之会 男たちの美容外科 広島院の定期報告です。こちらも提供ゼロで
す。いかがでしょうか。いずれの委員からも異見はなく、全会一致で適切とし、継続して差し支
えないと決した。

適切

【議論の概要】医療法人一之会 ドーズ美容外科 広島院の定期報告です。こちらは提供30件で
す。席上いずれの委員からも異見はなく、全会一致で適切とし、継続して差し支えないと決し
た。

適切

【定期報告 】   申請者 医療法人一之会 男たちの美容外科 広島院
再生医療等の名称 多血小板血漿(PRP)の投与による育毛

事務局受領日・事前審査日 2020/11/15

適切

【定期報告 】   申請者 医療法人一之会 ドーズ美容外科 広島院
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

事務局受領日・事前審査日 2020/11/15

議決不参加 なし

再生医療等の名称 多血小板血漿(PRP)の投与による育毛
事務局受領日・事前審査日 2020/11/15

議決不参加 なし

【議論の概要】医療法人一之会 ドーズ美容外科 佐賀院の定期報告です。こちらも提供ゼロで
す。いかがでしょうか。いずれの委員からも異見はなく、全会一致で適切とし、継続して差し支
えないと決した。

事務局受領日・事前審査日 2020/11/15

議決不参加 なし

【議論の概要】医療法人一之会 ドーズ美容外科 長崎院の定期報告です。提供5件です。いかが
でしょうか。いずれの委員からも異見はなく、全会一致で適切とし、継続して差し支えないと決
した。

適切

【定期報告 】   申請者 医療法人一之会 ドーズ美容外科 佐賀院

議決不参加 なし

【議論の概要】医療法人一之会 ドーズ美容外科 長崎院の定期報告です。こちらは提供ゼロで
す。いかがでしょうか。いずれの委員からも異見はなく、全会一致で適切とし、継続して差し支
えないと決した。

適切

【定期報告 】   申請者 医療法人一之会 ドーズ美容外科 佐賀院
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

【議論の概要】医療法人一之会 ドーズ美容外科 長崎院の定期報告です。こちらは提供4件で
す。いかがでしょうか。いずれの委員からも異見はなく、全会一致で適切とし、継続して差し支
えないと決した。

適切

【定期報告 】   申請者 医療法人一之会 ドーズ美容外科 長崎院
再生医療等の名称 多血小板血漿(PRP)の投与による育毛

事務局受領日・事前審査日 2020/11/15

【定期報告 】   申請者 医療法人一之会 ドーズ美容外科 長崎院
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

事務局受領日・事前審査日 2020/11/15

議決不参加 なし

適切

【議論の概要】医療法人恵愛会 中村病院の定期報告です。症例はゼロです。いかがでしょう
か。いずれの委員からも異見はなく、全会一致で適切とし、継続して差し支えないと決した。
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適切

【定期報告 】   申請者 ゼロクリニック
再生医療等の名称 多血小板血漿(PRP)の投与による皮膚再生

事務局受領日・事前審査日 2020/11/15

議決不参加 なし

【議論の概要】ゼロクリニックの定期報告です。こちらは提供10例10件です。いかがでしょう
か。いずれの委員からも異見はなく、全会一致で適切とし、継続して差し支えないと決した。

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
事務局受領日・事前審査日 2020/11/15

議決不参加 なし

【議論の概要】日本橋形成外科の定期報告です。こちらは提供ゼロです。いかがでしょうか。い
ずれの委員からも異見はなく、全会一致で適切とし、継続して差し支えないと決した。

事務局受領日・事前審査日 2020/11/15

議決不参加 なし

【議論の概要】医療法人社団　愛心高会ウォブクリニック中目黒の定期報告です。こちらは提供
3例3件です。いかがでしょうか。いずれの委員からも異見はなく、全会一致で適切とし、継続し
て差し支えないと決した。

適切

【定期報告 】   申請者 日本橋形成外科

議決不参加 なし

【議論の概要】医療法人社団愛葵会　東京形成美容外科の定期報告です。こちらは提供1例2件で
す。いかがでしょうか。いずれの委員からも異見はなく、全会一致で適切とし、継続して差し支
えないと決した。

適切

【定期報告 】   申請者 医療法人社団　愛心高会ウォブクリニック中目黒
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

【議論の概要】えさき整形外科の定期報告です。症例はゼロです。いかがでしょうか。いずれの
委員からも異見はなく、全会一致で適切とし、継続して差し支えないと決した。

適切

【定期報告 】   申請者 医療法人社団愛葵会　東京形成美容外科
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

事務局受領日・事前審査日 2020/11/15

議決不参加 なし

【議論の概要】医療法人一之会 男たちの美容外科 福岡院の定期報告です。こちらも提供ゼロで
す。いかがでしょうか。いずれの委員からも異見はなく、全会一致で適切とし、継続して差し支
えないと決した。

適切

【定期報告 】   申請者 えさき整形外科リウマチ科
再生医療等の名称 PRPのスポーツ、筋、腱、靱帯損傷治療

【議論の概要】医療法人一之会男たちの美容外科 福岡院の定期報告です。こちらは提供3例4件
です。席上いずれの委員からも異見はなく、全会一致で適切とし、継続して差し支えないと決し
た。

適切

【定期報告 】   申請者 医療法人一之会 男たちの美容外科 福岡院
再生医療等の名称 多血小板血漿(PRP)の投与による育毛

事務局受領日・事前審査日 2020/11/15

事務局受領日・事前審査日 2020/11/15

議決不参加 なし

事務局受領日・事前審査日 2020/11/20

議決不参加 なし
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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

事務局受領日・事前審査日 2020/11/15

事務局受領日・事前審査日 2020/11/15

議決不参加 なし

【議論の概要】まりもクリニックの定期報告です。こちらは提供10例10件です。いずれの委員か
ら異見はなく、全会一致で適切とし、継続して差し支えないと決した。

適切

【定期報告 】   申請者 クリニックビザリア

議決不参加 なし

【議論の概要】マグノリア皮膚科クリニックの定期報告です。こちらは提供33例37件です。いか
がでしょうか。いずれの委員からも異見はなく、全会一致で適切とし、継続して差し支えないと
決した。

適切

【定期報告 】   申請者 まりもクリニック
再生医療等の名称 多血小板血漿(PRP)の投与による皮膚再生

【議論の概要】ツツイ美容外科の定期報告です。こちらは提供43例66件です。いずれの委員から
も異見はなく、全会一致で適切とし、継続して差し支えないと決した。

適切

【定期報告 】   申請者 マグノリア皮膚科クリニック
再生医療等の名称 多血小板血漿(PRP)の投与による皮膚再生

事務局受領日・事前審査日 2020/11/15

【定期報告 】   申請者 ツツイ美容外科
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

事務局受領日・事前審査日 2020/11/15

議決不参加 なし

事務局受領日・事前審査日 2020/11/15

議決不参加 なし

【議論の概要】アイ・ローズクリニックの定期報告です。こちらは提供1例1件です。いかがで
しょうか。いずれの委員からも異見はなく、全会一致で適切とし、継続して差し支えないと決し
た。

適切

議決不参加 なし

【議論の概要】渋谷駅前おおしま皮膚科形成外科 小児皮膚科 アレルギー科の定期報告です。こ
ちらは提供5例9件です。いかがでしょうか。いずれの委員からも異見はなく、全会一致で適切と
し、継続して差し支えないと決した。

適切

【定期報告 】   申請者 アイ・ローズクリニック
再生医療等の名称 多血小板血漿(PRP)の投与による皮膚再生

【議論の概要】メディカルスキンケアYOUクリニックの定期報告です。こちらは提供22例23件で
す。いかがでしょうか。いずれの委員からも異見はなく、全会一致で適切とし、継続して差し支
えないと決した。

適切

【定期報告 】   申請者 渋谷駅前おおしま皮膚科形成外科 小児皮膚科 アレルギー科
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

事務局受領日・事前審査日 2020/11/15

【定期報告 】   申請者 メディカルスキンケアYOUクリニック
再生医療等の名称 多血小板血漿(PRP)の投与による皮膚再生

事務局受領日・事前審査日 2020/11/15

議決不参加 なし

適切
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議決不参加 なし

【議論の概要】品川スキンクリニック　沖縄院の定期報告です。こちらは提供ゼロです。席上い
ずれの委員からも異見はなく、全会一致で適切とし、継続して差し支えないと決した。

適切

【議論の概要】品川スキンクリニック　京都院の定期報告です。こちらは提供17例17件です。席
上いずれの委員からも異見はなく、全会一致で適切とし、継続して差し支えないと決した。

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 多血小板血漿(PRP)の投与による皮膚再生及び創傷治癒

事務局受領日・事前審査日 2020/11/15

適切

【定期報告 】   申請者 品川スキンクリニック　京都院
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及び創傷治癒

事務局受領日・事前審査日 2020/11/15

議決不参加 なし

再生医療等の名称 多血小板血漿(PRP)の投与による皮膚再生及び創傷治癒
事務局受領日・事前審査日 2020/11/15

議決不参加 なし

【議論の概要】品川ニキビクリニック 東京渋谷院の定期報告です。こちらは提供ゼロです。席
上いずれの委員からも異見はなく、全会一致で適切とし、継続して差し支えないと決した。

事務局受領日・事前審査日 2020/11/15

議決不参加 なし

【議論の概要】みやた形成外科・皮ふクリニックの定期報告です。こちらは提供44例53件です。
席上いずれの委員からも異見はなく、全会一致で適切とし、継続して差し支えないと決した。

適切

【定期報告 】   申請者 品川ニキビクリニック 東京渋谷院

議決不参加 なし

【議論の概要】ザ　ニシキタクリニックCHRISの定期報告です。こちらは提供56例122件です。席
上いずれの委員からも異見はなく、全会一致で適切とし、継続して差し支えないと決した。

適切

【定期報告 】   申請者 みやた形成外科・皮ふクリニック
再生医療等の名称 多血小板血漿(PRP)の投与による皮膚再生

【議論の概要】大西皮フ科形成外科医院の定期報告です。こちらは提供3例3件です。いかがで
しょうか。いずれの委員からも異見はなく、全会一致で適切とし、継続して差し支えないと決し
た。

適切

【定期報告 】   申請者 ザ　ニシキタクリニックCHRIS
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

事務局受領日・事前審査日 2020/11/15

適切

【定期報告 】   申請者 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)の投与による皮膚再生

事務局受領日・事前審査日 2020/11/15

議決不参加 なし

議決不参加 なし

【議論の概要】クリニックビザリアの定期報告です。こちらは提供ゼロです。いかがでしょう
か。いずれの委員からも異見はなく、全会一致で適切とし、継続して差し支えないと決した。
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【議論の概要】品川スキンクリニック　熊本院の定期報告です。こちらは提供61例61件です。席
上いずれの委員からも異見はなく、全会一致で適切とし、継続して差し支えないと決した。

適切

適切

【定期報告 】   申請者 品川スキンクリニック　熊本院
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及び創傷治癒

事務局受領日・事前審査日 2020/11/15

議決不参加 なし

再生医療等の名称 多血小板血漿(PRP)の投与による皮膚再生及び創傷治癒
事務局受領日・事前審査日 2020/11/15

議決不参加 なし

【議論の概要】品川スキンクリニック　心斎橋院の定期報告です。こちらは提供53例58件です。
席上いずれの委員からも異見はなく、全会一致で適切とし、継続して差し支えないと決した。

事務局受領日・事前審査日 2020/11/15

議決不参加 なし

【議論の概要】品川美容外科　静岡院の定期報告です。こちらは提供64例64件です。席上いずれ
の委員からも異見はなく、全会一致で適切とし、継続して差し支えないと決した。

適切

【定期報告 】   申請者 品川スキンクリニック　心斎橋院

【定期報告 】   申請者 品川美容外科　静岡院
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及び創傷治癒


