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２０１５年６月２日 

一般社団法人日本再生医療学会 

総務委員長 梅澤 明弘 

広報委員長 高橋 政代 

厚生労働省と協力のもと、 

｢再生医療等安全性確保等対応セミナー｣を全国７か所･計９回開催します 
 

一般社団法人日本再生医療学会（理事長：澤 芳樹）は、厚生労働省と協力のもと、昨年１１月に施行

された「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」(以下、｢新法｣)の内容および当該新法をふまえ

対応すべきことについて、全国主要都市でセミナーを開催することとしました。 

６月２８日(日)東京、７月５日(日)大阪での開催を皮切りに、１１月まで全国７か所･計９回の開催を予定

しています。 

 

再生医療等に携わる医療機関・研究実施機関等においては、新法に沿って厚生労働大臣に対する再

生医療等提供計画の提出や認定再生医療等委員会の設置などの手続きを行われてきていますが、

新法における経過措置期間(注)が終了する１１月下旬に向けて、改めて広く情報提供および周知徹底

を行う必要があると考えております。 

 

厚生労働省（地方厚生局を含む)と日本再生医療学会が密接な連携のもと、セミナー参加者が新法の

内容を正確に理解するとともに対応すべきことを的確かつ確実に実行できるよう取り組んでまいります。 

(注) 新法における経過措置期間とは 

新法施行日時点で既に提供されている再生医療等については、施行日から１年間は（2015 年 11

月 24日までは）、「再生医療等提供計画を提出しなければならない」との規定が適用されない。 

 

 

「再生医療等安全性確保法対応セミナー」  
（再生医療等提供計画の提出、認定再生医療等委員会の設置、特定細胞加工物製造の許可など） 

 

１．主催、後援等 

主催：一般社団法人日本再生医療学会 

後援：厚生労働省（予定(手続き中)）、三井住友海上火災保険株式会社 

協力：株式会社インターリスク総研 

 

２．開催日、開催場所 

２０１５年６月から１１月までの約半年間に、厚生労働省地方厚生局の所在地域（全国７か所）で計９回

開催します。 

なお、開催日は、医療機関・研究機関等の医師等が参加しやすいよう、全て日曜日としました。 

 

<開催スケジュール> 

 開催日(※) 開催地 会 場 

１ ６月２８日（日） 東京 ＴＫＰガーデンシティ御茶ノ水 

２ ７月 ５日（日） 大阪 ＴＫＰ大阪本町カンファレンスセンター 

３ ７月２６日（日） 札幌 未 定 

４ ９月 ６日（日） 名古屋 未 定 

５ ９月１３日（日） 福岡 未 定 

６ １０月 ４日（日） 仙台 未 定 

７ １０月１８日（日） 広島 未 定 

８ １０月２５日（日） 大阪 未 定 

９ １１月 ８日（日） 東京 未 定 

(※) 開催時間は、いずれも「１４：００～１６：００ （開場：１３：３０）」の予定 



 

３．内容 

メインである新法の内容については、再生医療等提供計画を提出する先となる厚生労働省地方厚生

局の担当官により、手続きの実務も含め具体的な説明を行います。 

その他、日本再生医療学会の活動紹介やリスクマネジメントについて若干の時間を設け、全体で２時

間程度の予定です。 

 
<セミナープログラム>（予定） 

内 容 講 師 時間 

再生医療等安全性確保法と本法律に基づき対応すべきこと 
（再生医療等提供計画の提出、認定再生医療等委員会の設

置、特定細胞加工物製造の許可など） 

厚生労働省 

（地方厚生局） 
９０分 

日本再生医療学会の取組み 日本再生医療学会 １５分 

再生医療等医療全般に関わるリスクマネジメントの案内 三井住友海上火災保険 １５分 

 

４．参加対象 

再生医療等に携わる医療機関、研究機関、細胞培養加工事業者等が対象となります。 

なお、日本再生医療学会の会員以外も含め、広く参加対象としています。 

①再生医療等の臨床研究実施機関 

②再生医療等を自由診療として提供している医療機関 

③細胞培養加工事業者 

 

 

 

 <参考資料> 

セミナー開催案内チラシ（６月２８日（日）東京開催、７月５日（日）大阪開催の２種類） 

 

 

 

 

 

<ご照会先> 

一般社団法人日本再生医療学会 

シニア アドミニストレイティブ サービシズ オフィサー 古川 和親 

Ｅｍａｉｌ：furukawa.jsrm@gmail.com 

一般社団法人日本再生医療学会事務局 （一般社団法人学会支援機構内） 

Email：jsrm@asas.or.jp  電話：０３-５９８１-６０１１ 

 

 

 

以 上 
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参 加 費

お一人様につき

2,000円

2014年11月25日に、再生医療等の迅速かつ安全な提供等を図るため、「再生医療等安全性
確保法」が施行されました。
本セミナーでは、本法律が正しく遵守・実践されるよう、法律の内容および再生医療等提供

機関等が法律に基づき対応すべきこと（再生医療等提供計画の提出、認定再生医療等委員会の
設置、特定細胞加工物製造の許可等）について、厚生労働省様よりご説明いただきます。また、
我が国の再生医療等の発展に貢献するため日本再生医療学会が取り組んでいることについても
ご案内いたします。

2015年6月28日[日]
14:00～16:00 13:30受付開始

定員100名 お申込み締切日：6月21日[日]
＊定員になり次第締め切らせていただきます

再生医療等安全性確保法
対応セミナー

（再生医療等提供計画の提出、認定再生医療等委員会の設置、
特定細胞加工物製造の許可等）

対 象

主 催 一般社団法人日本再生医療学会

・再生医療等を提供する医療機関
・認定再生医療等委員会を設置する医療機関
・特定細胞加工物製造事業者 等

後 援 厚生労働省、三井住友海上火災保険株式会社

協 力 株式会社インターリスク総研

最 寄 駅

JR 御茶ノ水駅聖橋口徒歩5分

東京メトロ千代田線新御茶ノ水駅 B3出口徒歩2分

東京メトロ丸の内線淡路町駅 B3出口徒歩2分

都営地下鉄新宿線小川町駅 B3出口徒歩2分

ＴＫＰガーデンシティ御茶ノ水 3階
ジョイント3B＋3C会議室

東京都千代田区神田駿河台3-11-1 
（三井住友海上駿河台新館 内）

■セミナー会場のご案内

再生医療に関わる皆さまへ
法律への対応は万全ですか？



Program

※このプログラムは予告なしに変更される場合がございますのでご了承ください。

■セミナー参加申込方法（お申込み締切日：6月21日）

WEB申込み ⇒「https://ms-seminar.smktg.jp/public/seminar/view/404」よりお申込み下さい。

※WEB申込みでは、本セミナーの後援者・協力者である三井住友海上社・インターリスク総研社の属する

『MS＆ADインシュアランスグループ』のセミナー案内・申込み専用サイトに繋がります。
①セミナー開催概要が表示されますので、内容確認後、「申込」をクリック。
②「申込者情報/アンケート回答入力」へ必要事項を入力後、「次へ」をクリック。
③「申込者情報/アンケート回答入力」内容確認後、「登録する」をクリック。
④登録手続完了後受講票案内のメールが届きますので、受講票ご持参のうえ当日受付にご提示願います。

※お申込みは１法人あたり２名様までとさせていただきます。

※セミナー会場前の受付にて、参加費（お一人様につき 2,000円）を頂戴いたします。参加費受領時に

領収書を発行させていただきます。

※個人情報のお取扱いについて：お申込みの際にご登録いただきましたお客さまの情報は、主催者・後援
者・協力者が、今後開催するセミナーや商品・サービス等に関するご案内のために利用させていただく
ことがあります。

14:00 開 会

厚生労働省 関東信越厚生局 健康福祉部 医事課 再生医療等推進専門官 美留町 潤一 氏

14:05～15:30 再生医療等安全性確保法と本法律に基づき対応すべきことについて
（再生医療等提供計画の提出、認定再生医療等委員会の設置、特定細胞加工物製造の許可等）

一般社団法人日本再生医療学会
シニアアドミニストレイティブサービシズオフィサー 古川 和親

15:30～15:45 日本再生医療学会での取組みについて

三井住友海上火災保険株式会社 公務開発部 開発室 課長 島 良一 氏

15:45～16:00 再生医療等医療全般に関わるリスクマネジメントについて

16:00 閉会

■お問い合わせ

・一般社団法人日本再生医療学会 シニアアドミニストレイティブサービシズオフィサー 古川

E-Mail：furukawa.jsrm@gmail.com

・三井住友海上火災保険株式会社 公務開発部 開発室 島・松下

E-Mail：r-shima@ms-ins.com    natsuna-matsushita@ms-ins.com

Tel：03-3259-4384 Fax：03-3293-8609

一般社団法人日本再生医療学会 副理事長

東京大学大学院医学系研究科 感覚・運動機能医学講座 口腔外科学分野 教授 高戸 毅



参 加 費

お一人様につき

2,000円

2014年11月25日に、再生医療等の迅速かつ安全な提供等を図るため、「再生医療等安全性
確保法」が施行されました。
本セミナーでは、本法律が正しく遵守・実践されるよう、法律の内容および再生医療等提供

機関等が法律に基づき対応すべきこと（再生医療等提供計画の提出、認定再生医療等委員会の
設置、特定細胞加工物製造の許可等）について、厚生労働省様よりご説明いただきます。また、
我が国の再生医療等の発展に貢献するため日本再生医療学会が取り組んでいることについても
ご案内いたします。

2015年7月5日[日]
14:00～16:00 13:30受付開始

定員100名 お申込み締切日：6月28日[日]
＊定員になり次第締め切らせていただきます

再生医療等安全性確保法
対応セミナー＜大阪開催＞
（再生医療等提供計画の提出、認定再生医療等委員会の設置、

特定細胞加工物製造の許可等）

対 象

主 催 一般社団法人日本再生医療学会

・再生医療等を提供する医療機関
・認定再生医療等委員会を設置する医療機関
・特定細胞加工物製造事業者 等

後 援 厚生労働省、三井住友海上火災保険株式会社

協 力 株式会社インターリスク総研

■セミナー会場のご案内

再生医療に関わる皆さまへ
法律への対応は万全ですか？

ＴＫＰ大阪本町カンファレンスセンター
ホール３Ｂ

大阪市中央区久太郎町3-5-19 
大阪ＤＩＣビル３階（地下鉄 本町駅12番出口直結）



Program

※このプログラムは予告なしに変更される場合がございますのでご了承ください。

■セミナー参加申込方法（お申込み締切日：6月28日）

WEB申込み ⇒「https://ms-seminar.smktg.jp/public/seminar/view/417」よりお申込み下さい。

※WEB申込みでは、本セミナーの後援者・協力者である三井住友海上社・インターリスク総研社の属する
『MS＆ADインシュアランスグループ』のセミナー案内・申込み専用サイトに繋がります。
①セミナー開催概要が表示されますので、内容確認後、「申込」をクリック。
②「申込者情報/アンケート回答入力」へ必要事項を入力後、「次へ」をクリック。
③「申込者情報/アンケート回答入力」内容確認後、「登録する」をクリック。
④登録手続完了後受講票案内のメールが届きますので、受講票ご持参のうえ当日受付にご提示願います。

※お申込みは１法人あたり２名様までとさせていただきます。

※セミナー会場前の受付にて、参加費（お一人様につき 2,000円）を頂戴いたします。参加費受領時に
領収書を発行させていただきます。

※個人情報のお取扱いについて：お申込みの際にご登録いただきましたお客さまの情報は、主催者・後援
者・協力者が、今後開催するセミナーや商品・サービス等に関するご案内のために利用させていただく
ことがあります。

14:00 開 会

厚生労働省 近畿厚生局 健康福祉部 医事課 再生医療等推進専門官 笹井 雅夫 氏

14:05～15:30 再生医療等安全性確保法と本法律に基づき対応すべきことについて
（再生医療等提供計画の提出、認定再生医療等委員会の設置、特定細胞加工物製造の許可等）

一般社団法人日本再生医療学会
シニア アドミニストレイティブサービシズ オフィサー 古川 和親

15:30～15:45 日本再生医療学会での取組みについて

三井住友海上火災保険株式会社 公務開発部 開発室 課長 島 良一 氏

15:45～16:00 再生医療等医療全般に関わるリスクマネジメントについて

16:00 閉会

■お問い合わせ

・一般社団法人日本再生医療学会 シニアアドミニストレイティブサービシズオフィサー 古川

E-Mail：furukawa.jsrm@gmail.com

・三井住友海上火災保険株式会社 公務開発部 開発室 島・松下

E-Mail：r-shima@ms-ins.com    natsuna-matsushita@ms-ins.com

Tel：03-3259-4384 Fax：03-3293-8609

一般社団法人日本再生医療学会 理事 （補償委員会 委員長）

学校法人 武庫川学院 武庫川女子大学 健康・スポーツ科学部 教授 脇谷 滋之


