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新経営体制と新経営方針に関するお知らせ 

 
 
本日同時にプレスリリースさせて頂きました「代表取締役及び役員の異動に関するお知

らせ」の通り、鈴木幹雄が新たに代表取締役社長 CEO(以下、社長)に就任したことに伴い

ます新経営体制と新経営方針について、お知らせします。 
 
 
Ⅰ.新経営体制 
  1.本日（平成 20 年 5 月 30 日）付、新経営体制における役員と管掌部門 

新役職名 氏名 管掌部門 

代表取締役社長 CEO 鈴木 幹雄 経営統括 

常務執行役員  

事業開発１部長 COO 
小野 稔 

事業開発 1 部 
（機器販売促進、国内臨床開発、共同研究受託） 

常務執行役員 

経営管理部長 CFO 
江口 淳 

経営管理部 
（経営企画、IR、財務経理、人事総務） 

執行役員 事業開発２部長 広瀬 国孝 
事業開発 2 部 
（業務提携推進、海外臨床開発、共同研究受託） 

執行役員 研究 1 部長 山内 明 
研究 1 部 
（機器開発 PJ、機器応用 PJ、基盤研究 PJ） 

執行役員 研究２部長 石渡 義郎 
研究 2 部 
（ECI301 開発 PJ、FROUNT 創薬開発 PJ） 
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2.新組織図 

研究１部

代表取締役社長CEO

取締役会

機器開発PJ ECI301開発PJ機器応用PJ
FROUNT

創薬開発PJ

研究２部

基盤研究PJ

事業開発１部 事業開発２部 経営管理部

株主総会

監査役会

 
 

Ⅱ.新経営方針 
 1.新経営方針概要 
  当社は、平成 11 年 6 月の創業以来「エフェクター細胞機能解析を通じ人々の健康維持・

増進および福祉に貢献する」を経営理念に掲げ、セロミクス（細胞機能解析）を基盤に

画期的かつ独創的な医薬品の開発に取り組んで参りました。その間、癌治療薬 ECI301
の研究開発や、撮影した細胞画像を解析する新世代の細胞測定装置の開発により、国内

外から高い評価を受け、世界的な大手製薬企業や著名な研究機関とコラボレーションを

組んでまいりました。 
  しかし、平成 20 年５月期の半期報告書において、継続企業の前提に重要な疑義が存在

し、独立監査人の中間監査報告書が除外事項を付した限定付有用意見となるなど、厳し

い業績と財務状況になっております。この状況を招く一因となりましたのが、子会社（株

式会社セルテ、以下セルテ）における事業展開です。セルテのエステ・クリニック事業

は、本年１月に撤退を決定し、その後、化粧品事業への本格的進出を模索しておりまし

たが、今年度の決算を迎えるにあたり、来期の事業計画を社内において検討致しました

ところ、当社の経営資源では、化粧品市場において当社が存在価値をしめすのは、困難

との結論に達しました。 
本日、新社長が就任し新経営体制を組織致しましたが、その経営方針の大きな柱は、

本来の「バイオベンチャーとしての使命を果たす」です。よって今後は、当社の細胞機

能解析技術及び当社研究員の知識と経験を、コア・コンピタンス（事業の核）とし、医

薬品及び創薬基盤技術の研究・開発事業並びに創薬関連ツール供給事業に特化して、事

業展開を図ってまいる所存です。 
さらには、弱体化した財務基盤の抜本的改革を図るため、下記の重点施策を実施し、

再来期（平成 22 年５月期）の決算「黒字化」を目標に、全社一丸となり取組んで参りま

す。 
 

 2



 

  2.重点施策 
  (1)重点施策項目 
  ①ECI301（癌治療薬）の臨床試験早期開始によるグローバル製薬企業とのライセン 
   ス契約締結 

⇒権利一時金、マイルストン、ロイヤリティー収入による売上増加

  ②機器販売力の強化 
      ⇒売上増加と利益率向上

  ③共同研究受託の促進 
      ⇒相応の対価が得られる新規共同研究受託による売上増加 
    ④新たな SEEDS(種)の発掘 
      ⇒創薬パイプラインの増強及び基盤技術の更なる強化

 
  (2)セグメント別方針 
  ①ECI301（癌治療薬）開発プロジェクト (研究２部) 
  ⅰ.現状 
   ECI301（癌治療薬）は、すでに遺伝子組み換え法による医薬品レベルの製造過程 
  の検討を済ませ、臨床試験に向けての治験薬製造について本邦の製造会社に委託をし 
  ております。英国の企業に委託しております安全性試験終了（本年夏予定）後、FDA

（米国食品医薬品局）へ IND（新薬臨床試験開始届）申請を行い、米国にて臨床試験を   
実施するための交渉を、米国国立医学研究機関と進めています。 

 

製造工程確立 前臨床試験 臨床試験ⅠⅡ相試験
治験申請

安定性・

安全性試験
基礎研究

製造プロセス
開発

米国食品医薬局認可により

製品化

ECI301創薬開発ステージ

当社研究開発状況

治験薬
製造

米国公的研究機関

での臨床試験

ライセンスアウトによる

ロイヤリティー収入

平成20年 平成21年（予定） 平成23年（予定）

現在

 
  
 ⅱ.グローバル製薬企業とのライセンス契約締結に向けて 

   重点施策①を早期実行するため、ECI301 開発プロジェクトは、下記の方針を推進し 
  て参ります。 

a. 治験薬製造に係る製造委託先・製剤化委託先の的確なコントロール 
b. FDA（米国食品医薬品局)が定める IND(新薬臨床試験開始届)申請書作成並びに

FDA への申請 
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  ｃ. 早期かつ確実なエビデンス提出による米国公的研究機関との臨床試験実施契約締結 
  ｄ. 米国での臨床試験と並行して行う日本国内の著名大学病院等での臨床研究推進 
  e. 上記を踏まえてのグローバル製薬企業とのライセンス契約締結交渉実施 
 
  ⅲ.ECI301(癌治療薬)の特徴 
  現在の癌治療薬の中心であります化学療法は、癌組織ばかりでなく、正常組織にも多 
 大なダメージを与え重篤な副作用がある等の問題があります。それに対し ECI301 は動

物実験レベルにおいて下記の通りのユニークな特徴を有しています。 
a. 既存抗癌剤にみられる副作用（免疫抑制、脱毛や体重減少）がない 
b. 放射線照射部位以外の癌にも効果（アブスコパル効果※）がある 
c. 癌転移抑制効果 

  
  ※アブスコパル効果 
   癌の放射線治療において、放射線照射した腫瘍から明らかに離れた腫瘍組織が縮  

小または消失する効果のことで、臨床的には非常にまれにしか見られない現象です。 
   ECI301 によりこの効果が再現性よく誘導され、その作用には、複数の免疫担当    

細胞が関与していることが判明しています。当該効果は、遠隔転移腫瘍にも有効と思

われます。 
 

転移癌を持つマウス
照射部位以外の癌にも効果

通常の放射線治療では

照射部位にのみ効果

放射線＋ECI301

放射線

放射線

放射線

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ⅳ.米国国立加齢研究所（NIA)との共同研究＜癌ワクチンと ECI301 の併用＞ 
  世界最大の医学研究機関である米国国立衛生研究所（NIH）に属する米国国立加齢 
研究所（NIA）と、癌ワクチンと ECI301 の併用に関する共同研究を行っております。 

  これは、NIA で開発した DNA 癌ワクチンの効果の一層の増強を目的として、当社 
の ECI301 を併用する前臨床試験を行うものです。ECI301 には癌組織に各種の白血球 
を誘導する働きがあり、この働きを利用した新たな癌の治療法の開発が期待されます。 

＜平成 20 年 4 月契約締結＞ 
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 ⅴ. 抗癌剤市場規模と今後の可能性 

放射線療法の対象になると想定される癌（約65％）

予想対象市場 ： 1.5兆円

抗癌剤市場規模（全世界・2005年） 約2.3兆円

    
上図の通り、ECI301 が有効に作用すると思われる放射線治療の対象となる癌の抗癌 

剤予想対象市場は、1.5 兆円と多大なものです。ECI301 は、上記ⅲの通りの特徴を有

していることより、大きなシェア獲得の可能性があると考えています。 
  
② 機器開発・機器応用・基盤研究プロジェクト（研究１部） 
ⅰ現状 
 当社の強みである TAXIScan テクノロジー（細胞走化性解析技術）を生かした、簡易

型細胞動態測定装置【EZ-TAXIScan】及び細胞自動計測装置【CYTORECON】を、GE
ヘルスケアバイオサイエンス社との包括的業務提携による代理店ネットワークを活用し

販売しています。平成 19 年 12 月には GE Medical Systems Hong Kong Limited 及び

GE Healthcare Bio-Sciences Ltd と業務提携契約を締結し販売エリアを中国・香港・台

湾・マカオ・韓国に拡大しました。 
 平成 20 年３月には、スイス・バーゼルで行われたヨーロッパのバイオ産業界最大のパ

ートナーリンクイベントである「Bio Square2008」に、蛍光細胞走化性解析装置 
【TAXIScan-FL】と自動細胞走化性解析装置【ATS】を出展致しました。 
 また、TAXIScan テクノロジーの応用として、下記の通りの共同研究を、行っており

ます。 
a. アストラゼネカ社（英）との共同研究 

喘息（ぜんそく）、慢性閉塞性肺疾患（COPD）など肺の炎症性疾患に対し、当社の 
  技術や白血球研究についてのノウハウ、知的財産を提供しています。薬剤の効果の違 
  いを反映する診断方法（オーダーメイド医療）の確立及び創薬に役立てることを目標 
  に、世界的な大手製薬企業であるアストラゼネカ社と共同研究を実施しております。 

＜平成 17 年 12 月契約締結＞ 
 
 ｂ. カリフォルニア大学サンフランシスコ校（UCSF）（米）との共同研究 
   当社の細胞動態解析の基幹技術である TAXIScan 技術をベースとした新規細胞走化

性解析装置の実用化を含む細胞走化性に関する共同研究を、バイオ・医学分野におい

て著名な研究機関である UCSF と行っています。 
＜平成 20 年 2 月契約締結＞ 
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 ｃ. ロレアル社(仏)よりの受託研究 
   世界的化粧品会社であるロレアル社より、当社の TAXIScan テクノロジーを利用し

た毛髪形成に関わる細胞機能の解析についての研究を受託しております。 
＜平成 20 年 5 月契約締結＞ 

 
 ｄ. 米国国立加齢研究所（NIA)との共同研究＜抗エイズ薬等の新規開発＞ 
   上記 2-(2)-ⅳの＜癌ワクチンと ECI301 の併用＞の共同研究に引き続きまして NIA 
  と本日、抗エイズ薬等の新規開発共同研究契約を締結しました。これまでのコンセプ

トとはまったく異なり、HIV の遺伝子発現を制御することにより、HIV の感染と増殖

を阻害し、単剤でも有効な薬剤の開発を目的としています。 
  ※詳しくは、本日同時にプレスリリースしております「米国国立加齢研究所（NIA）

との共同研究契約締結に関するお知らせ」をご参照下さい。 
＜平成 20 年 5 月契約締結＞ 

 
ⅱ. 機器販売の強化と共同研究受託の促進 
 重点施策②③を早期実行するため、機器開発・機器応用・基盤研究プロジェクトは、下

記の方針を推進して参ります。 
 a. 次期主力商品、【TAXIScan-FL】の拡販 
   ・蛍光細胞走化性解析装置【TAXIScan-FL】を投入し、来月（6 月）より積極的 

販売活動を行う。 
ｂ.機器販売力の強化（売上増加・利益率向上） 

・GE ヘルケアバイオサイエンス社との連携強化 
・エンドユーザーとの密着・サポート体制の充実 

 ｃ.共同研究の推進 
   ・現在の共同研究先との契約更新交渉推進 
   ・論文掲載等による当社技術の振興・PR、共同研究実施に向けての研究データ蓄積 
   ・研究対価の得られる新規共同研究契約締結の推進 
   ・共同研究受託・機器販売拡大に寄与する新規技術・機器の開発 
    （既存機器への新規機能追加・仕様改良、純粋新規機種開発） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ⅲ. 装置ラインナップ 
 a. EZ-TAXIScan 
 
  

EZ-TAXIScan

● 微量のサンプルで画像解析が可能
● 希望領域の細胞数を自動計測
● 細胞遊走状況を観察可能
● 細胞の追跡速度・方向性の解析が可能
● コンパクトサイズを実現

(簡易型細胞動態測定装置）

  
  
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. CYTORECON 
 
 
 
 

● 画僧解析による
細胞数測定作業の効率化

● 自動細胞濃度計算
● 生存率測定機能
● コンパクトサイズを実現

(細胞自動計測装置）

CYTORECON 
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c. TAXIScan-FL 
 
 

（蛍光細胞走化性解析装置）
●高倍率対物レンズ（最大100倍）搭載
●蛍光画像の撮影が可能

TAXIScan-FLTAXIScan-FL

高倍率対物レンズ（最大100倍）を備え、

明視野象（通常の照明による画像）に加
えて蛍光画像の撮影が可能です。細胞
走化時の微細な細胞内部の構造や蛍光
物質を使った形態変化の観察が可能とな
りました。

 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
ｄ. ATS 
 

ATSATS
(自動細胞走化性解析装置）
● 384個の多チャンネル装備
● 大量データ処理可能なソフトウェア搭載

生きたままの細胞の活性、機能、表現型
の直接観察や、細胞形態のデータへの
直接変換の大量処理を可能とする事で、
新薬候補物質の新しい探索方法を提案
します。
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③FROUNT 創薬開発プロジェクト 
ⅰ現状 
  FROUNT とは、炎症の悪化や免疫に深く関与するマクロファージなどの血液細胞の移

動をコントロールする細胞内タンパク質で、当社と東京大学医学系研究科との共同研究

により発見しました。（平成 17 年 8 月、「Nature Immunology 誌」に掲載） 
  この FROUNT の動きを阻害することで、マクロファージの移動を停止することがで

きるため、FROUNT 阻害剤となる薬剤を探索し、臓器移植時の拒絶反応、自己免疫疾患、

慢性関節リウマチや動脈硬化などの難治炎症疾患に有効な副作用の低い薬剤の開発を行

っています。 
 
 
本年２月には、日本発のグローバル製薬企業であるアステラス製薬株式会社と共同研

究契約を締結し、共同で FROUNT に対する阻害剤の探索研究を実施しています。 
  当該共同研究が成功裏に進展した場合、アステラス製薬が、創製された当該阻害剤の

全世界での開発・製造・販売を実施することとなります。それに際して当社は、アステ

ラス製薬より新規医薬品開発段階に応じたマイルストン（各研究段階達成の対価）およ

び売上高に応じたロイヤリティの支払を受けることとなります。 
＜平成 20 年２月契約締結＞ 

   
 
また、本プロジェクトにおいては、独立行政法人科学技術振興（JST）から、FROUNT

阻害剤開発の独創性・将来性を認められ、５年間の委託開発事業(平成 17 年～平成 21 年)
として本創薬開発の支援を頂いております。  
  
 
 
ⅱ今後の施策 
 FROUNT 創薬開発プロジェクトは、下記の通りの施策を実施して参ります。 

a. 世界初の創薬コンセプトでの治療薬開発の進捗を図る。 
b. JST の支援、アステラス製薬との共同開発によりフロント阻害剤開発を推進する。 
c. 新たな標的分子の探索・同定、特許の取得。 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
ⅲ.研究開発状況 
 

 
 
 
④重点施策④「新たな SEEDS(種)の発掘」の実施に向けて 
 上記 NIA との＜癌ワクチンと ECI301 の併用＞＜抗エイズ薬等の新規開発＞は、それぞ

れ重点施策④のひとつです。更に、抗体医薬、再生医療等の分野において、新たなSEEDS(種)
を発掘し、有望な創薬パイプラインの増強及び基盤技術の更なる強化を図って参ります。 
 
 
３.財務戦略基本方針 
  売上拡大（キャッシュイン増加）と経費削減(キャッシュアウト減少)による適正なキャ

ッシュポジションを構築・維持することを基本としますが、現時点においては、平成 20
年５月期半期報告書（平成 19 年 6 月～平成 19 年 11 月）において営業活動による連結

キャッシュフローが▲1,028 百万円を計上するなど、事業活動に必要な資金の全てを賄え

る状況ではありません。 
  本年４月に新株予約権の行使により 5 億円程の資金調達を行っておりますが、今後

ECI301 の治験薬製造及び米国での臨床試験実施に向けての費用も必要なことより、十分

とは言えない状況であります。よって当社としましては、当社の研究及び事業戦略にご

理解を頂き、価値観を共有して頂ける先から、第三者割当増資等による資金調達を行い

たいと考えています。第三者割当増資等の実行に関しましては、株式の希薄化が生じる

ものであり、その是非についてはご意見のあるところとは存じますが、当社の必要な資

金を確保し財務基盤を強固なものとすること及び、今後の収益モデルを構築していく上

で不可避と考えております。事業成長、企業価値の向上に寄与するものと存じますので 
 既存株主の皆様におかれましても、合理性があるものと判断しております。 
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4.人事戦略基本方針 
  当社の最大の資源及び強みは人材です。逆に、リスクも人材と言えます。 

フェアな人事制度、職場環境の改善、風通しの良い企業カルチャーの醸成、等に取り

組み優秀な人材の確保を図ってまいります。又、今後は、社員の成長にも注力し、｢学ぶ

機会｣の提供を積極的に推進したいと考えております。社員個々が成長を実感でき、「自

己実現の場」に当社がなることが、当社自体の躍進につながるものと考えています。ま

た、｢採用力｣を強化し、当社の将来を担う優秀な研究員の採用を行って参ります。 
 
   
5.コンプライアンスとコーポレートガバナンス基本方針 
  諸関連法規の遵守ならびに経営組織の迅速な意思決定と透明性を確保した企業統治 

により、企業価値の最大化を図ることが基本方針です。また、迅速、公平かつ明瞭なデ

ィスクロージャーの充実により、研究開発活動の成果を広く社会に還元することが使命 
 と考えています。コンプライアンスの徹底を経営の基本原則として位置づけ、誠実か 
 つ公正な企業活動を遂行して参ります。 
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6.事業計画等について 
  新経営方針に基づく新たな事業計画を策定するとともに、事業提携、機器販売促進、

共同研究受託等の重点施策を全社一丸となってスピーディーに実行して参ります。 
  なお、数値面も含めました新事業計画は、平成 20 年 5 月期の決算を踏まえまして、平

成 20 年 7 月に発表する予定です。 
また、セルテにおける今後の詳細は、現在検討中であります。決定次第適時開示致し

ます。 
 
 当社は、今回の新社長就任の契機を、「第２の創業」と考えております。 
既存株主の皆様をはじめとします当社のステークホルダーの皆様におかれましては、 

 新たなスタートを切りました“新 エフェクター細胞研究所”に、是非ご期待下さい。 
 
引き続きのご支援・ご鞭撻の程、宜しくお願い申し上げます。 

 

以 上 


