
平成 28年度事業報告 
平成 28年 05月 20日～平成 29年 03月 31日 

 

一般社団法人日本骨髄間葉系幹細胞治療学会 

 

1. 事業の成果 

設立初年度は、設立趣旨、治療方法の普及、及び会員数確保のため、学術活動を中心に行った。 

 

2. 事業の実施に関する事項 

(1) 学術集会及び学術講演の開催 

① 第一回日本骨髄間葉系幹細胞治療学会学術集会 

 開催日時：平成 28年 10月 22日（土） 

開催場所：札幌プリンスホテル 国際館パミール 5階 「北斗」 

参加者：128名 

＜講演内容＞ 

基調講演 演題：「Stem Cells as Interventional Tools to Repair and Protect the Nervous System」 

座長：札幌医科大学神経再生医療学部門 名誉教授 端 和夫 

演者： Yale University School of Medicine, Professor of Neurology  

Jeffery D. Kocsis, Ph.D. 

シンポジウム１ 座長：福島県立医科大学 名誉教授 児玉 南海雄 先生 

福島県立医科大学医学部整形外科学講座 教授 紺野 愼一 先生 

演題：「脳梗塞に対する医師主導治験」 

演者：札幌医科大学神経再生医療学部門 教授 本望 修 

演題：「脊髄損傷に対する医師主導治験」 

演者：札幌医科大学附属病院 病院長／整形外科学講座 教授 山下 敏彦 

特別講演 演題：「再生医療の現況と未来」  

座長：杏林大学医学部脳卒中医学教室／脳卒中センター長 教授 平野 照之 先生 

演者：大阪大学大学院医学系研究科長／外科学講座心臓血管外科学 教授 澤 芳樹 先生 

シンポジウム２ 座長：和歌山県立医科大学リハビリテーション医学講座 教授 田島 文博 先生 

佐賀大学医学部脳神経外科 教授 阿部 竜也 先生 

演題：「脳卒中の疫学」 

演者：九州大学大学院医学研究院 附属総合コホートセンター医療経営・管理学講座  

教授 鴨打 正浩 先生 

演題：「脳卒中に対するリハビリテーションロボット」 

演者：秋田大学医学部附属病院リハビリテーション科 准教授 松永 俊樹 先生 

 



シンポジウム２ 演題：「脊髄損傷治療の沿革」    

演者：徳島大学病院リハビリテーション部 教授 加藤 真介 先生 

演題：「頚椎後縦靱帯骨化による脊髄損傷」 

演者：東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 整形外科学 准教授 吉井 俊貴 先生 

シンポジウム３ 座長：日本医科大学大学院医学研究科脳神経外科学 大学院教授 森田 明夫 先生 

宮崎大学医学部臨床神経科学講座脳神経外科学分野 教授 竹島 秀雄 先生 

演題：「ダイレクトリプログラミングによる神経再生治療の展望」 

演者：岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 脳神経内科学 講師 山下 徹 先生 

演題：「Muse細胞を用いた脳梗塞治療」 

演者：東北大学大学院医学系研究科神経・感覚器病態学講座神経外科学分野 

教授 冨永 悌二 先生 

演題：「BMIと再生医療」 

演者：大阪大学国際医工情報センター臨床神経医工学寄附研究部門 

特任教授 吉峰 俊樹 先生 

パネルディスカ

ッション 

座長：札幌医科大学神経再生医療学部門 名誉教授 端 和夫    

     日本医科大学大学院医学研究科神経内科分野 大学院教授 木村 和美 先生 

テーマ：「再生医療の展望と期待」 

パネラー：国立病院機構九州医療センター臨床研究センター長 岡田 靖 先生 

名古屋大学大学院医学系研究科脳神経外科学 教授 若林 俊彦 先生 

広島大学大学院医歯薬保健学研究院応用生命科学部門脳神経外科学  

教授 栗栖 薫 先生 

琉球大学大学院医学研究科脳神経外科学講座 教授 石内 勝吾 先生 

岩手医科大学医学部内科学講座 神経内科・老年科分野 教授 寺山 靖夫 先生 

浜松医科大学医学部附属病院 病院長／整形外科学講座 教授 松山 幸弘 先生 

京都府立医科大学大学院 運動器機能再生外科学（整形外科学教室） 

教授 久保 俊一 先生 

山梨大学大学院 医学工学総合研究部 整形外科学講座 教授 波呂 浩孝 先生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



② 設立記念「再生医療シンポジウム」 

 開催日時：平成 28年 12月 23日（金） 

開催場所：札幌医科大学 記念ホール 2階 大ホール 

参加者：75名 

＜講演内容＞ 

会長講演 演題：「脳梗塞・脊髄損傷に対する医師主導治験」 

座長：札幌医科大学医学部附属病院 病院長／整形外科学講座 教授 山下 敏彦 

演者：札幌医科大学神経再生医療学部門 教授 本望 修 

特別講演 演題：「厚労省からみた再生医療への期待」 

座長：札幌医科大学神経再生医療学部門 名誉教授 端 和夫  

演者：厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課長 磯部 総一郎 先生 

パネルディスカ

ッション 

テーマ：「世界に先駆ける日本の再生医療」 

座長：公益財団法人先端医療振興財団 臨床研究情報センター 

センター長 福島 雅典 先生 

パネラー：日本医師会 副会長 中川 俊男 先生 

厚生労働省大臣官房審議官（国際保健医療展開担当）山本 尚子 先生  

厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課長 磯部 総一郎 先生 

札幌医科大学 理事長・学長 塚本 泰司 先生 

日本医療大学 総長 島本 和明 先生 

札幌医科大学神経再生医療学部門 名誉教授 端 和夫  

札幌医科大学医学部附属病院 病院長／整形外科学講座 教授 山下 敏彦  

札幌医科大学神経再生医療学部門 教授 本望 修 

 

③ 「再生医療セミナー」 

 開催日時：平成 29年 02月 08日（水） 

開催場所：札幌医科大学 記念ホール 2階 大ホール 

参加者：80名 

＜講演内容＞ 

特別講演 演題：「厚労省における再生医療等製品への対応」 

座長：札幌医科大学 理事長・学長 塚本 泰司 先生 

演者：厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課長 磯部 総一郎 先生 

 

(2) 内外の関係学術団体との連携及び提携 

・学会ホームページの開設に当たり、一般社団法人日本脳卒中学会の許可を得て、リンク先を

掲載させて頂いた。なお、当該ホームページは平成 28年 05発 31日から開設している。 

 

 

 



3. 実施体制等に関する事項 

(1) 世話人会の開催状況 

① 第 1回 世話人会 

 平成 28年 10月 22日（土） 

 札幌プリンスホテル 国際館パミール 5階 「北斗」 

参加者：世話人 81名中 42名 

＜議事内容＞ 

 学会の設立趣意及び定款について 

 役員、世話人の紹介 

 第 2回学術集会・世話人会 実施予定について 

 

4. 役員及び社員等に関する事項 

(1) 理事（設立時社員）・監事の状況 

 平成 28年度 

理事 3人 

監事 2人 

 

(2) 会員の状況 

 平成 28年度 

正会員 86人 

名誉会員 0人 

賛助会員 8社 

一般会員 20人 

 

5. 事業報告の附属明細書 

平成 28年度事業報告には「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第 34条第 3

項に規定する附属明細書「事業報告を補足する重要な事項」が存在しないので作成しない。 


