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（追加）「海外メガファーマとの共同研究契約締結に関するお知らせ」に関して 
 
 平成 17 年 12 月 22 日に開示いたしました件に関して、当社は AstraZeneca PLC（アス

トラゼネカ社）と契約調印しましたことをお知らせいたします。 
 

この共同研究契約締結に際して、両社は以下のようにコメントしております。 

 

① アストラゼネカ社の先端科学技術研究所のディレクターである Elaine 

Sullivan 博士は、「この共同研究は非常に大きな可能性を秘めたエキサイティ

ングな提携です。エフェクター細胞研究所と、この重要な領域で密接な関係を

築けることを楽しみにしています。」と述べています。 

 

② エフェクター細胞研究所の代表取締役社長である金ヶ崎士朗は、「呼吸器系疾患

及び炎症疾患の治療領域で世界的なリーダーであるアストラゼネカ社との提携

に入ることができたことを非常に嬉しく思っています。アストラゼネカ社と共

に、オーダーメイド医療へと意義深い第一歩を踏み出せることを期待していま

す。」と述べています。 

 

アストラゼネカ社について 
  【会社概要】 

会社名 AstraZeneca PLC 

主な事業内容 医療用医薬品の開発、製造及び販売  

設立 1999 年 4 月 6 日 

本 社 ロンドン（イギリス）  

従業員 約 60,000 名（グループ全体） 

売上高 214 億 2,600 万ドル（2004 年実績） 

研究開発費 38 億 300 万ドル（2004 年実績） 

 



 アストラゼネカ社は、世界最大級の医薬品企業として 6 万人以上の社員を有し、強力な

研究・技術基盤を確立して医薬品の開発とマーケッティングを世界的に展開している製

薬企業です。 アストラゼネカ社は、医療ニーズの高い治療領域、すなわち消化器、オン

コロジー（癌）、循環器、ニューロサイエンス（神経）、呼吸器の 5 つの治療領域におい

て、革新的で効果的な製品を提供しています。2004 年の医療用医薬品販売高は 214 億ド

ルであり、売上高でトップ 10 にランクインしています。また、米国 News Week 誌が

2005 年に行なった世界企業ランキングでは総合 1 位に位置しています。 

 
以上 

 
 
  【PRESS の皆様へ】 
    上述のコメントを含めた英文版リリース資料をご参考資料として添付しておりますが、

当社ホームページにおいてもご覧いただけます。

http://www.effectorcell.co.jp/english/

http://www.effectorcell.co.jp/english/


 
 
 
Effector Cell Institute, Inc. signs agreement with AstraZeneca  
  
Effector Cell Institute, Inc. announced  that the company has signed a collaborative research 
agreement with AstraZeneca. The parties will use Effector Cell’s proprietary TAXIScanTM 
technology with the aim of developing a predictive model for identifying patient populations who 
will best respond to potential new treatments for COPD, asthma and allergy.   
  
Under the three-year agreement, Effector Cell Institute will receive an up-front payment and a 
yearly fee for the collaboration  in addition to certain commercial rights to diagnostics tests and 
assays.    The specific financial terms of the agreement were not disclosed.  
  
ECI’s chemotaxis monitoring technology, TAXIScanTM system, can quantitatively and qualitatively 
monitor chemotaxis of cells from humans and animals and evaluate these cells' responsiveness 
to their environment.     
  
Dr. Elaine Sullivan, Director, Advanced Science and Technology Laboratory, AstraZeneca, said 
“This is an exciting partnership with tremendous potential. We look forward to working closely 
with ECI in this important area.” 
  
Dr. Shiro Kanegasaki, CEO of Effector Cell Institute said, “We are very pleased to enter into this 
collaboration with AstraZeneca, a global leader in the Respiratory and Inflammation therapy area. 
Together with AstraZeneca, we hope to make a significant step toward personalized medicine”.  
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