
【現在の登録内容】

再生医療等の提供を
行う医療機関

名　称 東京ブランシェクリニック  

 住　所
東京都港区麻布十番1-5-18 
カートブラン麻布十番7F

 

管理者 氏　名 院長　ボズウェル 真代  

再生医療等提供計画(治療)

2021 年 08 月 27 日

関東信越厚生局長　殿

　下記のとおり、再生医療等を提供したいので、再生医療等の安全性の確保等に関する法律第４条第１項
の規定により再生医療等提供計画を提出します。

記

1　提供しようとする再生医療等及びその内容

提供しようとする再生医療等の名称 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

再生医療等の分類

□ 第一種 □ 第二種 ■ 第三種

【判断理由】
（特性）
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は、患者の真皮または皮下に注入後
、凝固反応をするときに各種組織成長因子を放出する。
また、自己物質であるため免疫反応を起こす危険性がない。
（判断理由）
・「平成26年8月8日政令第278号で除外した技術」ではない
。
・「人の胚性幹細胞／人工多能性幹細胞／人工多能性幹細胞
様細胞」を用いていない。
・「遺伝子を導入する操作行った細胞」を用いていない。
・「動物の細胞」を用いていない。
・「投与を受ける者以外の人の細胞」を用いていない。
・「幹細胞」を利用していない。
・「人の身体の構造又は機能の再建、修復又は形成を目的」
としている。
・培養を行っていない
・血流のある組織に戻すため「相同利用」である。
以上から当該PRP医療は、第三種再生医療等技術であると判
断した。

再生医療等の対象疾患等の名称 皮膚萎縮症、皮膚変形症

①再生医療の内容（平易表現）
　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とは、ご自身の血液中に存在する
「血小板」を抽出し、老化した皮膚に注入することによって
皮膚を再生させる治療法です。
この「血小板」からは、さまざまな成長因子が放出され、細
胞が活性化されると共に皮膚が再生します。
ご自身の血液を使用するので、安全な治療法です。
他人の血液を利用したりすることはございません。

下記のお悩みのある方には特に効果的な治療です。
目のまわりの細かいしわを改善したい方
目の下のクマやくぼみを改善したい方
ニキビ跡をきれいにしたい方
首のしわやたるみが気になる方
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再生医療等の内容（再生医療等の内容
をできる限り平易な表現を用いて記載
したものを含む）

肌のハリを取り戻したい方

②再生医療等の対象疾患　　
　皮膚萎縮症、皮膚変形症

③再生医療等を受ける者の基準
（選択基準）
16歳以上を対象とし、未成年の場合は、本人の同意および
親権者の同意がある者。
同意を得ることが困難な者は除外する。
当該PRP治療を受けることを希望している者で医師が治療適
当と判断した者である。
（除外基準）
当該PRP治療に対しての理解が不十分な者、当該PRP治療を
受けるに足る判断能力がない者、当該PRP治療を希望しない
者、親権者の同意のない未成年者、同意を得ることが困難な
者、悪性腫瘍・感染性疾患・炎症性疾患があるなど医師が治
療不適当と判断した者は対象としない。

④再生医療等に用いる細胞
（細胞加工物の構成細胞となる細胞）
血液細胞（血小板）

⑤原料となる細胞の採取の方法
（採取部位）
患者の上肢静脈（上肢から採取不能な方は下肢）
（採取方法）（用いる器具、採取する量等）
採血用Safety-Lock（翼状針）、ACD-A液入りのシリンジを
用いて患者の上肢静脈（上肢から採取不能な方は下肢）より
、静脈血を15ml採血する。

⑥細胞の加工の方法 
　クリーンベンチ下でガス滅菌済みの血液分離専用容器へ容
器に定められている目盛に従い、13.5mlまたは14.5mlを分
注し、すみやかに遠心分離器にかける。血液分離専用容器を
１回目の遠心分離にかける。
（1800G、４分）
赤血球の分離層を血液分離専用容器に定められた位置に移動
させる。
２回目の遠心分離を行う。（1800G、４分）
分離が不十分なときは、４回まで遠心分離を行う。
（それぞれ1800G、１分）
遠心分離後、クリーンベンチ下で18G針を装着した注射器で
PRP1.5ccを採取する。

⑦細胞加工物の投与の方法 
　投与は「東京ブランシェクリニック Operating room」に
て行う。
製造後直ぐに必要とされる部位の真皮または皮下に、30G針
等を用いて注入する。

2　人員及び構造設備その他の施設等

実
施
責
任
者
の
連
絡
先

医師・歯科医師の区分 ■ 医師 □ 歯科医師

氏名 ボズウェル　真代

所属機関 東京ブランシェクリニック

所属部署 東京ブランシェクリニック

所属機関の郵便番号 106-0045

所属機関の住所 東京都港区麻布十番1-5-18 
カートブラン麻布十番7F

電話番号 03-6721-1647

電子メールアドレス sakai@t-b-c.jp
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役職 院長

事
務
担
当
者
の
連
絡
先

氏名 酒井　雅彦

所属機関 東京ブランシェクリニック

所属部署 東京ブランシェクリニック

所属機関の郵便番号 106-0045

所属機関の住所 東京都港区麻布十番1-5-18
カートブラン麻布十番7F

電話番号 03-6721-1647

FAX番号 03-6721-1648

電子メールアドレス sakai@t-b-c.jp

再生医療等を行う
医師又は歯科医師

医師・歯科医師の
区分

■ 医師 □ 歯科医師

氏名 ボズウェル　真代

所属機関・部署 東京ブランシェクリニック

役職 院長

救急医療に必要な
施設又は設備（第
一種再生医療等又
は第二種再生医療
等の提供を行う場
合のみ必須）

自施設・他施設 ■ 自施設 □ 他の医療機関

救急医療に必要な
施設又は設備の内
容（他の医療機関
の場合はその医療
機関の名称及び施
設又は設備の内容
）

救急カート

3　再生医療等に用いる細胞の入手の方法並びに特定細胞加工物の製造及び品質管理の方法等

（１）再生医療等に用いる細胞の入手の方法等（特定細胞加工物を用いる場合のみ記載）

再生医療等に用いる細胞（特定細胞加
工物の構成細胞となる細胞）

血小板

細胞提供者から細胞の提供を受ける医
療機関等の名称（動物の細胞を用いる
場合にあっては当該細胞の採取を行う
機関等の名称）

再生医療等提供機関と同じ

細胞提供者の選定方法（動物の細胞を
用いる場合にあっては細胞を採取する
動物の選定方法）

①細胞提供者の健康状態
　健康状態が良好な者
②細胞提供者の年齢
　16歳以上を対象とし、未成年の場合は、本人の同意およ
び親権者の同意がある者。
同意を得ることが困難な者は除外する。
当該PRP治療を受けることを希望している者で医師が治療適
当と判断した者である。

細胞提供者の適格性の確認方法（動物
の細胞を用いる場合にあっては細胞を
採取する動物の適格性の確認方法）

医師は、問診、視診、触診によって当該治療に影響があると
考えられる既往歴・内服薬の有無・炎症・感染症の有無・細
胞を提供する者の健康状態を確認して細胞提供可能かどうか
を判断する。

細胞提供者及び代諾者に対して、細胞提供に関する以下の内
容の説明および同意の取得を行う。
①当院は当該再生医療等の提供について厚生労働大臣に再
生医療等提供計画を提出している。
②提供する再生医療等の名称
　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
③細胞の提供を受ける医療機関名及び細胞の採取を行う医
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細胞提供者及び代諾者に対する説明及
び同意の内容

師名
【医療機関名】東京ブランシェクリニック
【医師名】ボズウェル 真代
④当該細胞の使途
　自身の血液から抽出されたPRPを再び自身の皮膚に注入す
ることで、自らの持つ創傷治癒機能を活用した皮膚の再生を
目的とした再生医療に用いる。
⑤細胞提供者として選定された理由
　健康状態が良好であり、医師確認事項の内容と診察により
細胞提供者としての基準を満たしていると判断された場合の
み細胞提供者として選定できる。
⑥当該細胞の提供により予期される利益及び不利益
　自己の血小板血漿を加工して治療する為、感染およびアレ
ルギー反応の出現も極めて少ない治療である。
採血に伴うリスク・副作用等が起こる場合がある。
⑦細胞提供者となることは任意である。
⑧同意の撤回に関する事項
　同意した内容を拒否または撤回することによって不利な扱
いを受けることや、治療（細胞の提供）を受けない場合に受
けるべき利益を失うことはない。
⑨個人情報の保護に関する事項
　細胞提供および治療に関わる個人情報は、クリニック管理
者によって当院の個人情報取扱実施規程に基づき適切に管理
する。
⑩試料等の保管および廃棄の方法
　採取された細胞（血液）および加工した細胞（ＰＲＰ）は
保管せず治療後、速やかに廃棄する。
⑪苦情及び問合せへの対応に関する体制
　心配、不安なことがあればいつでも対応できる体制を取っ
ている。
【問合せ窓口】
担当部署：医療事務
電話番号：03-6721-1647 
メールアドレス：reception@t-b-c.jp 
⑫当該細胞の提供に係る費用に関する事項
　この再生医療治療は、医療保険適用外（自由診療）施術の
ため全額自費となる。
　施術費は、1mL　110,000円（税込）とする。
⑬当該細胞の提供による健康被害に対する補償に関する事
項
　健康被害が発生した場合は、適切な医療を提供するほか、
協議に応じる。
⑭細胞提供者から取得された試料等について
　採取された細胞（血液）については、治療後直ちに廃棄す
るため同意を受ける時点では特定されない、将来の再生医療
等への利用の可能性はない。
⑮再生医療等の審査等業務を行う認定再生医療等委員会に
おける審査事項その他当該再生医療等に係る認定再生医療等
委員会に関する事項
【提供計画審査機関】
　特定非営利活動法人
　皮膚の健康研究機構認定再生医療等委員会
（NB3200002）
【認定委員会問合せ窓口】
03-3256-2575
（詳細は添付のとおり）

細胞の採取の方法

（採取部位）
　患者の上肢静脈（上肢から採取不能な方は下肢）
（採取方法）（用いる器具、採取する量等）
　採血用Safety-Lock（翼状針）、ACD-A液入りのシリンジ
を用いて患者の上肢静脈（上肢から採取不能な方は下肢）よ
り、静脈血を15ml採血する。麻酔の必要はない。

（２）特定細胞加工物の製造及び品質管理の方法（特定細胞加工物を用いる場合のみ記載）

特定細胞加工物の名称 （自家）多血小板血漿　PRP(Platelet-Rich Plasma)

4/12



製造及び品質管理の方法の概要

製造及び品質管理（検査含む）は、医師及び当該PRP治療に
ついて教育訓練を受けた者のみが行い、定期的に自己点検す
るとともに施設管理者に文書で報告し、記録する。
（製造及び加工の方法）
①検査
　使用する器具等の目視検査を行う。
②採血
　患者の上肢静脈（上肢から採取不能な方は下肢）より、静
脈血を採血する。
すぐに遠心分離を行い保管保存はしない。
③遠心分離
　遠心分離を定められた回転数、時間で行う。
④PRPの採取

（品質管理の方法の概要）
①検査
　製造工程及びPRPの品質において当該PRP治療の製造に関
して教育訓練を受けた者が目視検査を行う。
②確認
　製造工程に問題がなかったか、品質に問題がないかを医師
が確認する。
③選定
　原料等の供給業者の選定基準を設け、それにそった選定を
行う。

特定細胞加工物の投与の方法

投与は「東京ブランシェクリニック Operating room」にて
行う。製造後直ぐに必要とされる部位の真皮または皮下に、
30G針等を用いて注入する。

特定細胞加工物の製造の委託の有無 □ 有 ■ 無

特定細胞加工物製造事業者の名称 東京ブランシェクリニック　院長　ボズウェル 真代

細胞培養加工施設

細胞培養加工施設
の施設番号

FC3210063

細胞培養加工施設
の名称

東京ブランシェクリニック Operating room

委託する場合は委
託の内容

委託なし

（３）再生医療等製品に関する事項（再生医療等製品を用いる場合のみ記載）

再生医療等製品の名称 （販売名）： 
（一般的名称）：

再生医療等製品の製造販売業者の名称

再生医療等製品の承認の内容（用法、
用量若しくは使用方法又は効能、効果
若しくは性能に関する事項）

再生医療等製品の投与の方法

（４）再生医療等に用いる未承認又は適応外の医薬品又は医療機器に関する事項（未承認又は適応外の医
薬品又は医療機器を用いる場合のみ記載）

医薬品又は医療機器の別 □ 医薬品 □ 医療機器

医薬品、医療機器等の品質、有効性及
び安全性の確保等に関する法律（昭和3
5年法律第145号）における未承認又は
適応外の別

□ 未承認 □ 適応外

一
医
薬

一般的名称（国内外で未承認の
場合は開発コードを記載するこ
と）

販売名（海外製品の場合は国名
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般
的
名
称
等

品 も記載すること）

承認番号

医
療
機
器

類別

一般的名称

承認・認証・届出番号

医薬品又は医療機
器の提供者

名称

所在地

4　再生医療等技術の安全性の確保等に関する措置

再生医療
等を行う
際の責務

提供する再生医療等の安全性
についての検討内容

多血小板血漿(PRP)を用いた治療は、口腔に応用され、Robe
rt E. MarxとArun K. Gragらのマイアミ大学医学部からの
報告をはじめ、既に多数の論文や著書がみられる。日本にお
いても、PRPの口腔インプラントの実践臨床の教書であるプ
ラクティカルインプラントロジーとして、2002年奥寺らに
よって出版紹介された。また、2006年に奥寺はPRPの臨床応
用研究として軟組織及び硬組織への有益な臨床効果を報告し
ている(1)。

美容領域においては、同2006年に松田らが、自己血液を使
った美容・再生医療への応用について報告しており(2)、そ
の中でPRPに含まれる高濃度の血小板は放出される増殖因子
の量を増加させること、患者の血漿は最適な治療過程を進行
させるために全ての補助的因子（ビタミン、必須元素など）
を含んでいること等の特徴をまとめており、安全性について
は、PRPに含まれる全ての抗生物質は自己物質であるため、
局所的な免疫反応を起こす危険性はないとまとめている。

皮膚科形成外科領域では潰瘍・褥瘡など、整形外科領域では
関節炎などへの応用がされているが重大な留意すべき安全性
の問題は報告されていない。

(1) 奥寺元
PRPの臨床応用研究 [軟組織及び硬組織への臨床効果]
日本美容外科学会誌43(4):148-156, 2006.

(2)松田秀則,久保田潤一郎,蛭田友康,久保田潤一郎クリニッ
ク(東京),ジェイ・ヒューイット株式会社
自己血液を使った再生医療, 注入への応用－Regen PRP(多
血小板血漿)－
日本美容外科学会誌 43(1): 29-29, 2006.

血小板には多くの組織成長因子が含まれる。採血した血液を
密閉式容器を用いて、遠心分離機にかけ、血液中の血小板を
数倍に濃縮した多血小板血漿、PRP（Platelet－RichPlasma
）を作成する。注入したPRPが凝固反応する時に、様々な組
織成長因子を放出するので、従来これを利用して骨の再生や
増生、または軟組織の治療を促進させる治療が行われてきた
。

1998年マイアミ大学医学部のMarxは再建手術にPRPを利用し
て下顎骨の骨の再生スピードと骨密度の増大に優位な効果が
あったと発表した。(1)

松田らは歯科インプラント治療や皮膚潰瘍の治療に使われて
いたPRPを美容外科領域に応用した方法を2006年に発表した
(2)。

PRPを用いて骨の再生や増生、歯科領域でのインプラントへ
の応用、または熱傷や潰瘍の治療を促進させることは行われ
ていたが、しわの改善への臨床応用は松田らが最初であった
。
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提供する再生医療等の妥当性
についての検討内容

2008年に松田がPRP治療直後に注入部位に腫れ・発赤、軽度
の内出血を認めているが、発赤は１時間程度で改善、腫れは
２〜３日で改善、内出血は５〜７日で改善しており、全症例
で皮ふの柔らかさが増し、顔面全体に皮膚の張りがでたとい
う印象があり、PRP治療によるしわ、たるみの改善が可能だ
と発表している。(3)

末武らが広範囲の皮膚壊死の治療において、PRP療法は植皮
術と遜色ない短期間で創が上皮した症例を2009年に報告し
た(4)。 末武らは、PRPには末梢血に比べて白血球や各種成
長因子も約2〜6倍に濃縮されるため、傷の治癒が促進され
ると推測をすると共にPRPには、血小板成長因子の生理活性
のみならず、血小板による止血作用、フィブリン・血小板糊
による組織接着作用、抗炎症効果による皮膚癩痕抑制の効果
が期待されており美容外科領域においても応用できる可能性
が高いと考察している。

(1) Robert Marx，Chief OralMaxillofacial Surgery，Pl
atelet-rich plasma
University of Miami ORL SURG ORAL MED ORAL PAT H　8
5:638－46, 1998.

(2)松田秀則,久保田潤一郎
自己血液を使った再生医療, 注入への応用－Regen PRP(多
血小板血漿)－
日本美容外科学会誌 43(1): 29-29, 2006.

(3)松田秀則
自己多血小板血漿注入による顔面老化皮膚再生の可能性
第94回日本美容外科学会発表 2008

(4)末武信宏, 森田有紀子, 加治佐知子
美容外科における創傷治療法 日本美容外科学会誌 45(6):3
59-364, 2009.

特定細胞加工物の投与の可否
の決定の方法（特定細胞加工
物を用いる場合のみ記載）

①決定を行う時期及び②決定を行う者
　医師は患者にPRPを投与する前にPRPの投与の可否を決定
する。
③その他
　医師は、患者の健康状態が良好であり、かつPRPが特定細
胞加工物概要書に従って製造されたものかを確認してPRPの
投与の可否を決定する。

再生医療等を受ける者及び代諾者に対して、再生医療提供に
関する以下の内容の説明および同意の取得を行う。
①当院は当該再生医療等の提供について厚生労働大臣に再
生医療等提供計画を提出している。
②提供する再生医療等の名称
　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
③再生医療等の提供を行う医療機関名及び再生医療等の提
供を行う医師名
【医療機関名】東京ブランシェクリニック
【医師名】ボズウェル 真代
④当該治療の目的
　皮膚萎縮症、皮膚変形症
　小じわ(鼻唇溝、額、眉間)、目の下や頬部のくぼみ、た
るみ、ほうれい線、ニキビ跡、老化した肌、肌のテクスチャ
ーの改善
⑤当該再生医療の提供により予期される利益及び不利益
　自己の血小板血漿を加工して治療する為、感染およびアレ
ルギー反応の出現も極めて少ない治療である。
効果発現は個人差があるため、他治療のメリット・デメリッ
トと比較検討することを勧める。
⑥当該再生医療を受けることは任意である。
⑦同意の撤回に関する事項
　同意した内容を拒否または撤回することによって不利な扱
いを受けることや、治療（細胞の提供）を受けない場合に受
けるべき利益を失うことはない。
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再生医療等を受ける者及び代諾者に対
する説明及び同意の内容

⑧個人情報の保護に関する事項
　細胞提供および治療に関わる個人情報は、クリニック管理
者によって当院の個人情報取扱実施規程に基づき適切に管理
する。
⑨試料等の保管および廃棄の方法
　採取された細胞（血液）および加工した細胞（ＰＲＰ）は
保管せず治療後、速やかに廃棄する。
⑩苦情及び問合せへの対応に関する体制
　心配、不安なことがあればいつでも対応できる体制を取っ
ている。
【問合せ窓口】
担当部署：医療事務
電話番号：03-6721-1647 
メールアドレス：reception@t-b-c.jp
⑪当該細胞の提供に係る費用に関する事項
　この再生医療治療は、医療保険適用外（自由診療）施術と
なるため全額自費となる。
　施術費は、1mL　110,000円（税込）とする。
⑫当該細胞の提供による健康被害に対する補償に関する事
項
　健康被害が発生した場合は、適切な医療を提供するほか、
協議に応じる。
⑬再生医療等の審査等業務を行う認定再生医療等委員会に
おける審査事項その他当該再生医療等に係る認定再生医療等
委員会に関する事項
【提供計画審査機関】
　特定非営利活動法人
　皮膚の健康研究機構認定再生医療等委員会
（NB3200002）
【認定委員会問合せ窓口】
　03-3256-2575
（詳細は添付のとおり）　　　

細胞の安全性に関する疑義が生じた場
合の措置の内容

①安全性に疑義が生じた場合の報告体制
　細胞提供者の遅発性感染症の発症の疑いその他の当該細胞
の安全性に関する疑義が生じたことを知った場合には実施者
は製造部門責任者および品質管理責任者に報告し、その後、
施設管理者へ報告する。特定細胞加工物標準書および手順書
に基づき、品質基準を満たしているかの判断を施設管理者が
行う。
施設管理者は提供機関管理者へ速やかにその旨を報告する。
②再生医療等の提供の可否決定の手段
　報告を受けた提供機関管理者は提供医師と協議し当該再生
医療の提供の可否を決定する。
③既に当該再生医療等が提供された患者の状態把握の手段
や必要な経過観察等の対応
　細胞加工物に問題が生じた場合に再生医療等を受けた者の
健康状態等が把握できるように連絡先を把握しておく。患者
ごとのデータおよびカルテで状態把握を行う。
再生医療を受けた患者の健康状態の把握のため連絡をとり、
必要であれば診察、検査を行う。
経過観察期間については提供医師が判断する。

試
料
の
保
管

試料及び細胞加工物の一部の保管期
間（保管しない場合にあってはその
理由）

①試料（血液）
　自己の血液のため、感染症発症のリスクはないことと、採
血後、すぐにPRP製造を行うため、細胞加工物（PRP）を患
者へ投与後廃棄し保管しない。
②細胞加工物（PRP）
　自己の血液のため、感染症発症のリスクはないことと、細
胞加工物（PRP）が微量のため、検査等に必要な量を保管す
ることが困難なため、患者へ投与後廃棄し保管しない。

試料及び細胞加工物の一部を保管す
る場合にあっては、保管期間終了後
の取扱い

保管しないので該当しない

（医師の提供機関管理者への報告）
医師は、再生医療等の提供によるものと疑われる疾病、障害
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疾病等の発生における報告体制の内容

、若しくは死亡又は感染症の発生（以下「疾病等の発生」と
いう。）を知ったときは、提供機関管理者に速やかにその旨
を報告する。

（提供機関管理者の医師への指示）
提供機関管理者は、当該PRP治療を行う医師に対し、当該PR
P治療の中止その他必要な措置を講ずるよう指示をする。

（提供機関管理者の特定細胞加工物製造業者への報告）
提供機関管理者は、特定細胞製造加工物製造事業者に、発生
した事態及び講じた措置について速やかに通知する。

（認定再生医療等委員会への疾病等の報告）
提供機関管理者は、次に掲げる事項を知ったときは、期間内
に定められた書式にて再生医療等提供計画に記載された認定
再生医療等委員会に報告をする。

①次に掲げる疾病等の発生のうち、当該治療の提供による
ものと疑われるもの又は当該治療の提供によるものと疑われ
る感染症によるもの（七日以内に報告）
イ　死亡
ロ　死亡につながるおそれのある症例

②次に掲げる疾病等の発生のうち、当該治療の提供による
ものと疑われるもの又は当該治療の提供によるものと疑われ
る感染症によるもの（十五日以内に報告）
イ　治療のために医療機関への入院又は入院期間の延長が必
要とされる症例
ロ　障害
ハ　障害につながるおそれのある症例
ニ　重篤である症例
ホ　後世代における先天性の疾病又は異常

③再生医療等の提供によるものと疑われる又は当該治療の
提供によるものと疑われる感染症による疾病等の発生（前二
号に掲げるものを除く。）
（再生医療等提供計画を厚生労働大臣に提出した日から起算
して六十日ごとに当該期間満了後十日以内）

（厚生労働大臣への疾病等の報告）
認定再生医療等委員会への疾病等の報告①②と同様に厚生
労働大臣に報告する。
①②③に関する報告は、定められた書式にて行う。

再生医療等の提供終了後の措置の内容
（疾病等の発生についての適当な期間
の追跡調査、効果についての検証の内
容）

追跡調査を可能とするために当該PRP治療を受けた者の連絡
先を管理保管する。
当該治療を受けた患者は、術後の疾病等の発生、効果につい
ての検証の追跡調査を医師は必要に応じて適切に行う。
いつでも当該施設に電話や来院によって、術後の経過につい
て医師に相談できるフォローアップ体制を設ける。
フォローアップの方法は相談窓口の開示により行う。
フォローアップの期間は1年間とする。
（効果についての検証）（措置）（報告）
医師は安全性・妥当性・有効性について評価・検証の必要性
から経過観察を行う。直接診察をして評価・検証を行い、必
要な治療を提供する。
再来時にはVASスケールを用いた患者アンケート、画像撮影
等を行い、医師の観察所見とともに評価・検討する。
医師は、その結果を提供機関管理者に報告する。

（定期報告）
再生医療提供機関管理者は、1年間に提供した再生医療の実
施状況を毎年認定再生医療等委員会に報告する。
さらに当該委員会の意見を聞き、厚生労働大臣に報告する。

（変更報告）
認定再生医療等委員会からの意見を受けて変更した措置につ
いては、当該委員会に報告する。
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再生医療等を受ける者に関する情報の
把握のための措置の内容

再生医療等の提供に起因するものと疑われる疾病等の発生の
場合に当該疾病等の情報を把握できるよう、及び細胞加工物
に問題が生じた場合に再生医療等を受けた者の健康状態等が
把握できるように連絡先を把握しておく。
経過観察を行う期間は治療ケース毎に医師が判断し設定する
ものとする。
再生医療等に関する以下の記録は、再生医療等を受けた者ご
とに記録し保管する。
患者ごとに以下のデータ及びカルテを記録・管理して１０年
間保管をする。
①当該PRP治療を受けた者の住所・氏名・性別・生年月日
②病名及び主要症状（施術の内容）
③使用した特定細胞加工物、投与方法、その他再生医療等
の内容及び評価
④再生医療に用いる細胞に関する情報
⑤特定細胞加工物の製造を委託した場合は委託先及び委託
業務の内容
⑥再生医療を行った年月日
⑦再生医療を行った医師の氏名
⑧その他、再生医療を行うにあたり必要な事項

5　細胞提供者及び再生医療等を受ける者に対する健康被害の補償の方法

細胞提供者について

 補償の有無 ■ 有 □ 無

 補償の内容（保険への加入等の具体
的内容）

健康被害が発生した場合は、適切な医療を提供するほか、協
議に応じます。また再生医療等をカバーする日本医師会医賠
責保険に加入している。

再生医療等を受ける者について

 補償の有無 ■ 有 □ 無

 補償の内容（保険への加入等の具
体的内容）

健康被害が発生した場合は、適切な医療を提供するほか、協
議に応じます。また再生医療等をカバーする日本医師会医賠
責保険に加入している。

6　審査等業務を行う認定再生医療等委員会に関する事項

認定再生医療等委員会の名称 特定非営利活動法人　皮膚の健康研究機構認定再生医療等委
員会

認定再生医療等委員会の認定番号 NB3200002

認定再生医療等委員会の委員の構成

□ 第一種再生医療等
　 又は第二種再生医
　 療等を審査するこ
　 とができる構成

■ 第三種再生医療等
　 のみを審査するこ
　 とができる構成

認定再生医療等委員会による審査結果 ■ 適 □ 不適

認定再生医療等委員会による意見書の
発行日

2021 年 08 月 27 日

認定再生医療等委員会が当該再生医療
等に発行した審査受付番号

NB202107-6
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7　その他

個人情報の取扱いの方法

患者の個人情報については、「個人情報の保護に関する規程
」を制定し職員全員にその遵守を義務づけ、職員研修等を徹
底する。

製造工程においては、個人情報の匿名化は行わない。

個人情報の取扱方法の概要
・教育研修
・個人情報保有の制限
・利用目的の明示
・適正な取得
・正確性の確保
・安全確保の措置
・安全確保上の問題への対応

教育又は研修の方法

（教育訓練）
提供機関管理者が医師及び職員に対して以下について、教育
及び研修を年1回行い記録し、保管する。（外部団体の研修
含む）
①医師及び製造管理・品質管理業務に従事する職員に対し
て製造及び品質管理に関する必要な教育訓練
②医師及び製造又は検査に従事する職員に対して、特定細
胞加工物の製造のために必要な衛生管理、微生物学、医学そ
の他必要な教育訓練
③清浄度管理区域及び無菌操作等区域等での作業に従事す
る職員並びに特定細胞加工物の加工等に係る作業に従事する
職員に対して、微生物等による汚染を防止するために必要な
措置に関する教育訓練
④必要に応じて、実施責任者からの指示に基づき教育訓練
製造及び品質管理に関する必要な教育訓練を行う。

（情報の収集）
医師は、専門誌などからの情報収集はじめ日本再生医療学会
、日本美容外科学会等に出席をして、常に最新の情報の収集
につとめている。

苦情及び問い合わせへの対応に関する
体制の整備状況

ご来院時や電話・メールにて苦情及び問い合わせに対応する
。
メールによる相談の場合は受信後翌日までには医師の指示を
含めてメール担当者が回答できる体制を整えている。
【問合せ窓口】
担当部署：医療事務
電話番号：03-6721-1647 
メールアドレス：reception@t-b-c.jp

遺伝子組換え生物等の使用等の規制に
よる生物の多様性の確保に関する法律
（平成15年法律第97号）の対象となる
再生医療等

□ 該当 ■ 非該当

医薬品、医療機器等の品質、有効性及
び安全性の確保等に関する法律に規定
する生物由来製品に指定が見込まれる
医薬品、医療機器

□ 該当 ■ 非該当

（留意事項）

1. 用紙の大きさは、Ａ４とすること。

2. 提出は、正本１通とすること。

3. 各項目の記載欄にその記載事項の全てを記載する事ができないときには、同欄に「別紙のとおり。」と
記載し、別紙を添付すること。

4. １の「再生医療等の内容」の欄には、対象となる者の基準その他具体的な内容を記載すること。
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5. ３（１）の「細胞提供者から細胞の提供を受ける医療機関等の名称」の欄には、細胞の提供を受ける医
療機関等が、再生医療等の提供を行う医療機関と同一である場合には「再生医療等の提供を行う医療機
関と同じ。」と記載すること。

6. ３（４）の「一般的名称等」については、医薬品又は医療機器のうち該当する項目のみ記載すること。

7. ４の「提供する再生医療等の安全性についての検討内容」及び「提供する再生医療等の妥当性について
の検討内容」の欄には、検討の過程で用いた科学的文献その他の関連する情報又は実験結果も含め、検
討の詳細をそれぞれ記載すること。

8. ６の「認定再生医療等委員会が当該再生医療等に発行した審査受付番号」については任意記載とする。
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