
  

平成 19 年 1 月 22 日 
 
各  位 

会社名   株式会社エフェクター細胞研究所 
代表者名  代表取締役社長 金ヶ崎 士朗 
（コード番号 4567 名証セントレックス） 
問合せ先  執行役員経営企画部長 芥 照夫 
電話番号  03－5428－2307 

 
 

GEヘルスケア バイオサイエンス株式会社との包括的業務提携契約締結について 
 
 本日、当社は GE ヘルスケア バイオサイエンス株式会社とのライフサイエンス領域にお

ける研究支援事業において包括的な業務提携に合意し、下記のとおり契約を締結しました

のでお知らせいたします。 
 
 

記 
 
【背景】 
当社の開発した細胞解析関連技術につきましては、海外メガファーマとの共同研究など

を通じ、かねてより国際的にも高い評価を頂いておりました。 
当社の創薬関連事業の中から創出したEZ-TAXIScanTM（イージータクシスキャン）などの

販売力の更なる強化を目指して、GEヘルスケア バイオサイエンス株式会社と業務提携に

ついてこれまで協議して参りましたが、この度、機器販売および新製品の開発を含む協力

体制の構築について合意いたしました。GEヘルスケア バイオサイエンス株式会社は、国

内でのバイオテクノロジー関連機器・試薬・ソフトウェア販売を通じて、ライフサイエン

ス分野の研究を支援しているリーディングカンパニーであります。 
 
 
【期待できる効果】 
日本国内でもセルファンクションイメージャーでトップシェアを誇る GE ヘルスケア  

バイオサイエンス株式会社の販売力が加わることにより、当社製品に関する営業活動が大

幅に強化される事になります。 
業務提携の第一段階として、「細胞解析装置の新製品」の共同開発をおこない、国内出荷を、

2007 年 3 月１日より開始し、新製品の企画・販売についても順次発表して参ります。 
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また、今後の事業は、国内にとどまらず、GE ヘルスケアのライフサイエンスビジネス部

門が有する世界的な販売網により、グローバルに展開される事が期待されます。 
 
当社は、この度の GE ヘルスケア バイオサイエンス株式会社との当該包括的業務提携を重 
要な経営戦略の一環と位置づけています。本件に関する業績に与える影響は、判明次第お 
知らせいたします。 
 

以上 
 
 
（参考資料を添付いたします） 
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【参考資料】 
NEWS RELEASE 

2007 年 1 月 22 日 
報道関係各位 
 

株式会社エフェクター細胞研究所  
 

株式会社エフェクター細胞研究所（略称 ECI） 
GEへルスケア バイオサイエンスと包括的業務提携契約を締結 

 
 
株式会社エフェクター細胞研究所（略称：ECI、所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：

金ヶ崎士朗 、コード番号 4567 名証セントレックス）は、1 月 22 日、GEへルスケア バイ

オサイエンス株式会社（所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：渡邉温子）と、簡易型

細胞動態測定装置「EZ-TAXIScanTM
 」（イージータクシスキャン）をはじめとする弊社製品

の販売及び、共同企画・共同開発に関する包括的業務提携契約を締結しました。 
 
弊社は、バイオベンチャーとして癌およびアレルギーなどに対する創薬を目的として平成

11 年に創業、平成 13 年には、細胞動態測定装置「TAXIScanTM
 」テクノロジーに関する基盤

発明を特許出願、平成 14 年には、細胞走化性制御法に関する基盤発明を特許出願、また、

同年には樹状細胞を用いた癌免疫療法の発明を特許出願（ECI301/eMIPの基本特許）、同年、

Automatic TAXIScanTM
  Systemを使用した細胞走化性研究受託サービスを開始、平成 15 年

には肝臓細胞の分化誘導に関する基盤発明で特許出願、平成 16 年には「TAXIScanTM
 」画像

解析法について特許出願、とこれまでさまざまな研究開発・製品化を行ってきています。 
 
一方、今回の提携先である GE へルスケア バイオサイエンス株式会社は、GE ヘルスケアグ

ループのライフサイエンスビジネス部門で、バイオテクノロジー関連機器・試薬・ソフト

ウエア輸入販売を通じ、研究を支援しているリーディングカンパニーです。 
 
今回の提携の具体的内容は、ECIが開発した簡易型細胞動態測定装置「EZ-TAXIScanTM

 」、

細胞自動計測装置「CYTORECONTM
 」（サイトレコン）を独占販売するほか、その他製品の共

同開発などを含み、提携の分野としては、①「販売の 100％委託」、②「関連製品の共同開

発」、③「ソフトウエアの共同開発」などです。 
 
そして、今回の包括的業務提携契約後の第一段階の共同開発製品としては「EZ-TAXIScanTM

 

」の改良型製品となり、GEヘルスケア バイオサイエンス株式会社の 180 拠点の販売網によ

り、全国の国公立大学、研究所、主要製薬・食品メーカー等に販売していきます。尚、同

製品の販売は本年 3 月 1 日を予定しています。製品の詳細は改めて発表いたします。 
 
ECI の金ヶ崎士朗代表取締役社長は、今回の業務提携について「弊社の長年の研究成果をも

とに、世界に先駆けて開発してきた細胞解析技術は、基礎研究はもとより、創薬や診断の

技術としても発展性のあるものと確信しています。今回、GE へルスケア バイオサンエン

ス株式会社に本技術への高い関心持っていただき、販売に乗り出していただくことになり

ました。今後、この提携を発展させ、本技術の世界的規模での普及に加速がつくものと期

待しております。」と述べています。 
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＜参考＞ 
◇今回の GE へルスケア バイオサイエンス株式会社との包括的業務提携契約では、新製品

の開発を含む協力体制の構築について合意しております。そのためにまず、日本国内で

のセルファンクションイメージャーでトップシェアを誇る同社の販売力が加わることに

より、当社製品に関する営業活動が大幅に強化されることになります。 
 
◇本契約は、海外における製品の販売でも GE へルスケア バイオサイエンス株式会社が持

つ世界的なライフサイエンス分野の販売網を駆使し、グローバルな事業展開を図る可能

性を含んでいます。また、国内の事業提携では、新製品の共同開発事業を促進し、製品

の企画・販売についても、今後順次発表していきます。 
 
 
GEヘルスケア バイオサイエンス株式会社・渡邉社長のコメント 
エフェクター細胞研究所の有する細胞解析技術は、弊社の今後のビジネスの方向性と合致

しています。我々は細胞動態解析の分野における国内外の専門家に意見を聞くとともに、

同研究所の製品評価を実施しました。その結果、世界レベルで本技術の需要があり、同研

究所の技術および装置はそのニーズに応えるものであると判断し、今回の契約に至りまし

た。今後は、本技術の国内および海外への普及に協力していきたいと考えています。また、

この業務提携は、お客様へのこれまで以上の価値の提供につながるものと確信しておりま

す。 
 

GEヘルスケア バイオサイエンス株式会社について 
GEヘルスケア バイオサイエンス株式会社は、ゼネラル・エレクトリック社（NYSE：GE）

の医療事業部門であるGEヘルスケア事業部門のライフサイエンスビジネス部門の日本法

人です。 GE社は、テクノロジー、メディア、金融と多様な事業を展開している総合企業

です。GEヘルスケア バイオサイエンス株式会社は、GEヘルスケア事業部門の日本におけ

る事業展開を担い、180拠点の販売網を通じてバイオテクノロジー関連製品の販売を手がけ

てきた国内のリーディングカンパニーです。 
バイオテクノロジー関連機器・試薬およびソフトウェアの輸出入販売を通じ、ライフサ

イエンス分野の研究を支援しています。遺伝子やタンパク質、細胞解析などの基礎研究分

野から、疾患関連の研究や医薬品の研究・開発、バイオ医薬品の製造装置におよぶライフ

サイエンスの広範な領域に、機器や試薬のみならず技術支援、アプリケーションサポート、

機器のアフターサービスを統合したトータルソリューションを提供しています。製薬企業

やバイオテクノロジー企業ならびに大学、公的研究機関が主なお客様となっています。 
 
本社所在地： 東京都新宿区百人町3-25-1サンケンビルヂング 
詳細情報  ： www.gehealthcare.co.jp/lifesciences をご覧ください 
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＜製品説明＞ 
◇EZ-TAXIScanTM

 （イージータクシスキャン）簡易型細胞動態測定装置とは： 
ECIの基盤技術である画像による細胞動態解析技術（TAXIScanTM

 テクノロジー）を各研究

者個人が使用できる様に簡易小型化した製品です。従来の走化性測定方法などとは異なり、

細胞の動きの状態を撮影し、画像により細胞の動態を解析することを可能とした、画期的

な細胞動態測定装置です。 
 
 
＜用語説明＞ 
◇エフェクター細胞とは： 

 白血球の中でも、強い攻撃力や処理能力を持つ細胞の総称。好中球・好酸球・単球などの

顆粒球、キラーT 細胞などのリンパ球、樹状細胞、NK 細胞などがあります。エフェクター

細胞は、走化性によって身体の各所に移動して体内の異物を攻撃し、身体の恒常性を保っ

ています。一方、エフェクター細胞の機能制御が異常になり、自己の組織を攻撃するよう

になった場合、炎症性疾患を起こします。 
 
◇走化性とは： 

 走化性（ケモタキシス）とは、細胞が特定の化学物質の濃度勾配の性質に従って動く性質

のことをいい、走化性を起こさせる物質のことを走化性因子といいます。細胞表面の受容

体には走化性因子が結合すると、細胞内にシグナル伝達され、細胞が形態変化を起こして

遊走します。体内では走化性により、エフェクター細胞が目的の場所に移動したり、がん

細胞が転移したりします。 
 
 
 
株式会社エフェクター細胞研究所について： 
「エフェクター細胞」に関する研究に長年取り組んできた東京大学名誉教授の金ヶ崎士朗

（現代表取締役社長）らが、平成 11 年 6 月 1 日に東京都港区に設立した国立大学として初

めての大学発バイオベンチャー会社です。 
独自に開発した細胞動態解析技術（TAXIScanTM

 テクノロジー）は、ゲノミクス（遺伝子レ

ベル）、プロテオミクス（蛋白レベル）の創薬アプローチに続く、次世代のアプローチ「セ

ロミクス（細胞レベル）」を先取りしており、国内外から高い評価を得ています。特に平成

17 年 12 月からは、世界屈指の製薬会社、アストラゼネカ社（英国）と本技術を活かしたオ

ーダーメード医療の実現を目指し、共同研究をスタートさせています。 
当社グループ（当社および連結子会社（株）メディシスサイエンス）の、主な事業内容は、

医薬品の研究・開発を行う創薬および創薬関連事業と、バイオ/ヘルスケア関連製品の販売

などを行う創薬ツール供給事業で、新たに再生医療技術を活かした総合美容事業も展開し

ようとしています。特に、創薬を目指したプロジェクトとしては、癌治療薬 ECI301/eMIP
プロジェクト、抗炎症薬 FROUNT 阻害剤の探索プロジェクト、抗アレルギー薬開発プロジ

ェクトがあります。平成 17 年 3 月、名証セントレックスに市場公開（コード番号 4567）。 
 
 
本社所在地 ： 東京都渋谷区南平台町 16－11 7 階 
詳細情報  ： http://www.effectorcell.co.jp/ をご覧ください。 
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＜プロフィール＞ 

 

 

金ヶ崎 士朗（かねがさき しろう）                                             
株式会社エフェクター研究所 代表取締役社長  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
代表取締役社長 金ヶ崎士朗は、平成 11 年 6 月 1 日の設立から現在に至るまで、当社の事業運

営及び研究開発に関わってきました。 
 
過去においては、独マックスプランク免疫生物学研究所客員教授、東京大学医科学研究所助教

授、同教授・研究部長、研究施設長を歴任し、現職に至っております。 
 

＜略歴＞ 
 
1938年12月28日生まれ 
 
1969年1月 米国タフツ大学医学部研究員 
1972年5月 東京大学医学研究所文部教官 
1977年9月 独マックスプランク免疫研究所 
1978年12月 東京大学医科学研究所助教授 
1986年1月 同所教授 研究部長 
1999年5月 東京大学名誉教授 
1999年6月 株式会社エフェクター細胞研究所 設立 取締役会長就任 
2001年9月 株式会社エフェクター細胞研究所 代表取締役社長就任（現任） 

 
 
 

本件のお問い合わせ先： 
株式会社エフェクター細胞研究所 

東京都渋谷区南平台町 16－11 7 階 

執行役員経営企画部長 芥 照夫：TEL : 03-5428-2307､FAX : 03-5428-2253 
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