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当社の使命：細胞シート再生医療の世界普及

日本発の再生医療基盤技術に基づく

世界初の

「細胞シート再生医療」の世界普及を

推進することを通じて

先端医療の実現に貢献する

「細胞シート工学」
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当社の概要：事業会社3社からの出資を得ている

■社 名 株式会社セルシード

■代 表 者 代表取締役社長 長谷川 幸雄

■設 立 2001年5月（2010年3月JASDAQ NEO 上場）

■事 業 内容 • 細胞シート再生医療事業
• 再生医療支援事業

■主 要 株主

■従 業 員数 63名（うち研究開発担当31名）

ベンチャーキャピタルなど
事業会社
（オリンパス、大日本印刷など3社）
その他

■グループ会社 CellSeed France SARL（本社：仏リヨン）
CellSeed Europe Limited（本社：英ロンドン）

（2010年9月30日時点連結）
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（現JASDAQ ｸﾞﾛｰｽ）



当社の事業内容：細胞シート工学を基盤とする２つの
事業を推進している

細胞シート再生医療事業

 細胞シート再生医療医薬品の研究開発（・製造・販売）

 現在5つの候補製品を研究開発中
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再生医療支援事業

 細胞シート再生医療研究開発の基盤器材である
「温度応答性細胞培養器材」（世界で唯一当社が
製造）及びその応用製品の研究開発・製造・販売

 細胞シート再生医療提携先開拓の戦略的「撒き餌」でもある



医療機関患者

•原料細胞の採取
•細胞シート再生医療
医薬品の投与（移植）

細胞シート再生医療
医薬品の製造・販売

CellSeed

「細胞シート再生医療事業」とは？

原料細胞
の提供

• 製造には当社の温度応答性細胞培養器材が不可欠

• 当面は、経済合理性に基づいて柔軟に外部提携を活用する
方針（製造委託、販売提携など）
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細胞シート再生医療事業
＝細胞シート再生医療医薬品の研究開発・製造・販売業

注目 !



当社の細胞シート再生医療医薬品候補の一覧

軟骨再生シート
適応症：変形性関節症

歯周組織再生シート
適応症：歯周病

食道再生上皮シート
適応症：
食道癌除去後の食道上皮再建 東京女子医大

実施中

心筋再生パッチ
適応症：拡張型心筋症、
虚血性心疾患（心筋梗塞など） 大阪大学

角膜再生上皮シート
適応症：
角膜上皮幹細胞疲弊症

終了 終了

終了

終了

候補製品名
基礎・前
臨床研究

臨床
研究

治験
承認
申請

薬事
承認

上市

終了

ほぼ終了

東海大学

欧州人道的使用
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経過観察
終了 準備中

フランス 全欧州（30ヶ国）

実施中

準備中

東京女子医大

準備中

角膜は欧州で事業化準備中、心筋の潜在市場は莫大注目 !
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平成22年12月期通期業績予想の変更
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売上高
再生医療支援事業：海外売上高の低迷（前年度の積極的販促活動に伴う

需要先食い、円高の影響など）、国内大口先発注額の減少
細胞シート再生医療事業：欧州角膜再生上皮シート人道的使用有償提供

開始時期の変更
販管費

欧州角膜再生上皮シート関連研究開発費の一部の計上時期の変更

再生医療支援事業の販売状況と欧州角膜事業化進捗状況が主因注目 !

（連結ベース数値） 変更前(A) 変更後(B) 差額(B-A)

売上高 106 65 ▲41

営業利益 ▲1,456 ▲1,150 306

経常利益 ▲1,218 ▲940 278

当期純利益 ▲1,222 ▲950 272

単位：百万円
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100

平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年

（単位：百万円）

（予想）

（予想）

温度応答性細胞培養器材等売上高の推移
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外販開始以来５年連続増収だったが、平成22年12月期に初の減収注目 !

（実績） （実績） （実績） （実績） （実績） （実績）

平成16～21年度
年率平均成長率：97％

平成16～22年度（予想）
年率平均成長率：68％



欧州における角膜再生上皮シート事業化準備の状況：
①事業化準備の全体像＜一部スケジュール変更＞
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治験結果と製造・販売体制の確立が鍵、今般承認申請時期を変更注目 !

治験 薬事承認 製品販売

•ヒト患者における
製品の安全性・
有効性の立証

•治験結果
•非臨床試験結果
•製造体制確立
•販売体制確立

•欧州委員会の薬事
承認に基づく販売

•欧州30ヶ国におけ
る販売の承認

人道的使用

•欧州主要各国の許可に
基づくヒト患者への薬事
承認前医薬品の提供

•有償での提供が可能

今般、薬事承認申請時期を変更
（平成22年12月期→平成23年12月期）

今般、本格開始時期を変更
（平成22年12月期→
平成23年12月期）



実施施設：リヨン国立病院
 病床数約6,000床
 治験受け入れ年間約500件

• 薬学者、臨床生物学者
• リヨン国立病院細胞組織

バンク所長
• 国民栄誉賞（レジオン・

ド・ヌール）を受賞

準備責任者：オディール・ダムール博士 治験責任医師：キャロル・ブリヨン教授
• 眼科医
• リヨン第一大学眼科学教室教授
• 角膜移植の名手で「妖精の手」と賞

される高い技術を有する
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欧州における角膜再生上皮シート事業化準備の状況：
②フランス治験

フランス有数のチームが担当、全症例経過観察終了注目 !

治験の内容
• 適応症：重度の視覚障害を伴う角膜上皮幹細胞疲弊症
• 組込症例数：25例
• 平成22年4月のブリヨン教授発表（世界角膜学会）によると、この発表までに

経過観察が終了した16例のうち14例で製品移植前よりも症状が改善
• 平成22年9月で全症例の経過観察が終了



欧州における角膜再生上皮シート事業化準備の状況：
③製造・販売体制＜一部スケジュール変更＞

当初想定より遅れて、平成23年度準備完了見込み

株式会社
セルシード

セルシード
ヨーロッパ

販売提携先
ｸﾛﾝﾒﾙ･ﾍﾙｽｹｱ
社
ｼﾞｪﾈｼｽ･ﾌｧｰﾏ社

製造委託先
TBF 社
リヨン国立病院

医
療
機
関

患
者製品納入

製品
卸売
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事業化
権付与

製品
販売

移植

細胞
採取原料細胞送付

注目 !

製造準備関連：当初想定より時間がかかっている状況、薬事承認の取得に
必要なフランスGMP(Good Manufacturing Practice)承認の取得時期が平
成23年12月期になる見込み
販売準備関連：欧州主要国の人道的使用制度を活用する方針だが、上述

の製造準備の遅れに伴って同制度活用の本格開始時期を平成23年12月
期に変更



欧州における角膜再生上皮シート事業化準備の状況：
④ユーロスターズ・プロジェクトの概要
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欧州角膜事業化準備の総仕上げとして推進

ユーロスターズ・プロジェクト（Eurostars Project） とは
EUREKA（ユーレカ＝欧州諸国が参加する公的研究開発振興組織）が

運営する事業化志向研究開発助成プロジェクト
当社グループプロジェクトの概要

審査結果：112の応募提案中第4位
内容：角膜再生上皮シートの欧州上市準備の総仕上げ

① 商業化を前提とした製造・輸送体制の最終確認
② 多施設分散型治験の実施及び評価

参加者：セルシード・フランス社（仏）、リヨン国立病院（仏）、ジェネシス・
ファーマ社（ギリシャ）、パラケルスス医科大学（オーストリア）
期間：プロジェクト開始から30ヶ月

当社の狙い
実製品を用いた製造・輸送体制の最終確認
欧州各国の有力眼科医師への当社製品使用機会の提供

（→人道的使用の推進、薬価取得、本格使用への導入）

注目 !
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平成22年12月期第４四半期～平成23年12月期に
想定される主なニュース（今回計画変更後）

角膜再生上皮シート関連

フランス治験最終結果の確認

欧州薬事承認申請の提出

人道的使用制度に基づく製品提供の開始

ユーロスターズ・プロジェクトの推進

その他の細胞シート再生医療パイプライン関連

食道再生シート臨床研究の終了

歯周組織再生シート臨床研究の開始

軟骨再生シート臨床研究開始準備の完了

15



用語説明：「再生医療」とは？「細胞シート」とは？
「細胞シート工学」とは？
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 「再生医療」とは？
怪我や病気などによって失われた人体の組織・臓器の人為的な再生又は
機能回復を目的とした治療

 「細胞シート」とは？
世界で唯一当社が製造している「温度応答性細胞培養器材」を用いての
み作ることができる「生きた人体組織の基本単位」であり、全く新しい種
類の再生医療医薬品

 「細胞シート工学」とは？
東京女子医科大学の岡野光夫教授（当社取締役）が開発した日本発の
技術であり、様々な種類の「生きた人体組織」を人工的に作り得る原理を
示した世界初の再生医療基盤技術

 「ＧＭＰ」とは？
Good Manufacturing Practice の略。適正製造基準、医薬品製造管理及
び品質管理基準。



・本資料には、将来の業績に関わる記述が含まれております。
こうした記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実性
を内包するものです。

・本資料は当社をご理解いただきために作成されたもので、当社への投資
勧誘を目的としておりません。

・本資料を作成するに当たっては正確性を期すために慎重に行っております
が、完全性を保証するものではありません。本資料中の情報によって生じ
た障害や損害については、当社は一切責任を負いかねます。

お問い合せ先: 当社ホームページIRお問い合せ
http://www.cellseed.com/ir/inquiries.html
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有難うございました
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