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当社の事業内容（確認）：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 

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 
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平成23年度通期連結業績 

単位：百万円 
(A)期初予想 

(B)平成23年12月 

修正後予想 
(C)連結通期 

実績 
差 

（(C)-(B)） 

売上高 175 87 86 -1 

営業損益 △1,531 △1,420 △1,418 +2 

経常損益 △1,460 △1,340 △1,358 -18 

当期純損益 △1,464 △1,345 △1,442 -97 

売上高 
実績は全額再生医療支援事業分（詳細は４ページご参照） 
期初予想との乖離の主因は米国角膜提携一時金（計画額100百万円） 
…４月に提携を実現したが（９ページご参照）、一時金受領は次期となった 

損益（営業損益、経常損益、当期純損益） 
営業損益はほぼ期初予想の運営となったが、内容的には約２億円の経費
（欧州角膜再生上皮シート開発費用など）を次期に持ち越している 
決算処理で減損損失72百万円を計上 

        約２億円の経費が平成24年度への持ち越しとなった 注目 ! 
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（単位：百万円）
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再生医療支援事業：平成23年度実績 

         前期比＋19百万円（+28％）の成長となった 注目 ! 

昨年12月に通期売
上高目標を上方修
正（68百万円→87
百万円） 
平成23年度売上高
実績は86百万円 
（修正後目標達成
率：99%） 
外部から導入した商
材と当社製品（温度
応答性細胞培養器
材）の両方が期初目
標を上回る売上高と
なったことが主因 

温度応答性細胞培養器材等の売上高 



細胞シート再生医療事業：平成23年度進捗の全体像 
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        角膜・心筋は概ね目標通りの進捗度となった 注目 ! 



平成23年度における細胞シート再生医療事業の成果： 
角膜再生上皮シートグローバル研究開発推進体制の構築 
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Europe 

ＥＭＡ（欧州医薬
品庁）宛に販売承
認申請を提出 
（６月公表） 
 

 

 

 

U.S. 

Emmaus Medical 

社と共同開発・事
業化契約を締結 
（４月公表） 
 

 

 

 

Japan 

J-TEC 社「自家培
養角膜上皮」開発
に細胞シート工学
を導出（１月公表） 
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平成23年度における細胞シート再生医療事業の成果： 
欧州角膜再生上皮シート事業化準備の状況 
 
       第2四半期に上市への最終段階（薬事審査）に入った 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 

第2四半期に販売承認申請を提出 

平成23年度中の 

本格開始を計画
していたが叶わず 
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平成23年度における細胞シート再生医療事業の成果： 
角膜再生上皮シート欧州販売承認申請の提出（６月公表） 

         欧州30ヶ国一括同時承認へ向けた承認申請を提出 

ＥＵの薬事規制では、再生医療製品など「先端医療医薬品（ATMP = 
Advanced Therapy Medicinal Product）」については各国審査当局ではなく
欧州医薬品庁（EMA = European Medicines Agency、本部：英国ロンドン）
が薬事審査を行うこととされている（当社の角膜再生上皮シートも「先端医
療医薬品」の範疇に入る） 
欧州医薬品庁の薬事審査を経て欧州委員会の販売承認を得た医薬品は、

5億人以上の総人口を擁する欧州30ヶ国（＝ＥＵ加盟27ヶ国＋EEA-EFTA
加盟3ヶ国）での販売が認められる 
５月に当社が承認申請書類を提出→６月より欧州医薬品庁が審査を開始 

今年5月31日に当社より欧州医薬品庁宛に申請書類を提出 
今年6月7日に欧州医薬品庁より申請書類の受領確認が到着 
形式面での不備がないかどうかのチェックを経て、現在欧州医薬品庁が
申請書類の内容について審査中 

 

注目 ! 



平成23年度における細胞シート再生医療事業の成果： 
欧州角膜再生上皮シート以外のパイプライン 
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パイプライン名 通期進捗目標 主な成果  

角膜再生上皮 

シート（米国） 

米国展開に関する
提携の獲得 

Emmaus Medical 社と米国における角膜

再生上皮シート共同開発・事業化契約を
締結（４月公表） 
LA BioMed と細胞シート再生医療に関す
る共同研究契約を締結（２月公表） 

心筋再生パッチ 
臨床研究の推進 共同研究先における臨床研究が順調に

進捗 

食道再生上皮 

シート 

治験の準備 海外での治験実施可能性を検討 

共同研究先における臨床研究が概ね終了 

歯周組織再生 

シート 
臨床研究の開始
及び推進 

当初想定よりも遅くなったものの、共同研
究先における臨床研究がスタート 

軟骨再生シート 
臨床研究の準備 共同研究先における臨床研究がスタート 

 

        ５つ全てのパイプラインがヒト臨床段階に入った 注目! 



軟骨細胞シート 

関節軟骨細胞・ 
関節滑膜組織細胞 
の培養 

温度応答性細胞培養器材 

軟骨欠損 
変形性関節症 
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治癒 

平成23年度における細胞シート再生医療事業の成果： 
軟骨再生シートの治療コンセプト 

        将来的には変形性関節症の治療を狙っている 注目! 
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平成23年度における特許関連成果：成立特許一覧 
（細胞シート再生医療事業・再生医療支援事業、計８件） 

軟骨再生 
シート 

火傷 

変形性関節症 
骨軟骨欠損 

 
歯肉炎 
歯周病 

器材 
用途 

移植治療 

温度応答性 
細胞培養器材 

細胞採取・分離 

温度応答性 
細胞分離器材 

細胞シート利用 

評価システム 

細胞シート工学による 

組織構築 

角膜再生 
上皮シート 

移植用 
「心筋再生パッチ」 
（欧州、1月公表） 

 
温度応答性 
細胞培養器材 

拡張型心筋症 
虚血性心筋症 

角膜疲弊症 
ＳＪ症 
ＬＡＳＩＣ 

温度応答性 
分離器材 

樹状細胞 
培養 

大量培養用 
温度応答性 
器材 

モノマー原料 培養システム 

細胞培養 
システム 

移植用 
「心筋再生パッチ」 
（日本、3月公表） 

移植用 
「表皮細胞シート」 
（欧州、8月公表） 

移植用 
「表皮細胞シート」 
（日本、4月公表） 

移植用 
「歯周組織再生シート」 
（日本、9月公表） 

細胞シート利用 
「癌組織モデル 
作製技術」 

（日本、8月公表） 

新型器材 
「高密度細胞 
アレイ用基板」 
（日本、6月公表） 

「移植用上皮系細胞 
 の重層化培養方法」 
（日本、11月公表） 



平成23年度における特許関連成果：各成立特許の概要 
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移植用 
「心筋再生パッチ」 
   日本特許  3月公表 
    欧州特許  1月公表 
 
・心筋再生用細胞シートに関する基本特許 
・細胞シート： 心筋組織細胞シート 
・心疾患、循環器疾患治療を実現 

 
 

移植用 
「表皮細胞シート」 
  日本特許  4月公表 
   欧州特許  8月公表 
 
・上皮移植用細胞シートに関する基本特許 
・細胞シート：表皮細胞シート、粘膜細胞シート 
・表皮細胞シート、粘膜細胞シートによる移植治療を実現 
 
 

移植用 
「歯周組織再生シート」 
  日本特許  9月公表 
 
・歯根膜再生用細胞シートに関する基本特許 
・細胞シート：歯根膜細胞シートに、セメント芽細胞、骨 
 芽細胞のいずれかの細胞シートが積層化されたもの 
・歯周炎、歯肉退縮治療を実現 

 
 

細胞シート利用 
「癌組織モデル作製技術」 
  日本特許 8月公表 
 
・アップセルを利用して得られる癌細胞シートを移植し、 
 担癌動物を得る方法 
・従来技術では困難であった一定の大きさの癌を有する 
 モデル動物を効率良く、安定に作製することが実現 

 
 

新型器材 
「高密度細胞アレイ用基板」 
  日本特許 6月公表 
 

・次世代のｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄ培養器材 
・温度応答性領域と細胞非付着性領域がミクロオーダ 
 ーで整列している細胞アレイ用基板 
・個々の細胞に対する新規な細胞培養、ならびに 
 新規な細胞評価が実現 

 

 
新規培養方法 
「移植用上皮系細胞の 
     重層化培養方法」 
  日本特許  11月公表 
 
・上皮細胞の新規な重層化方法 
・多孔膜上で上皮細胞を培養することで、フィーダー 
 細胞なく重層化可能 

温度応答性領域の 
ﾏｲｸﾛﾊﾟﾀｰﾝﾆﾝｸﾞ 

高効率な担癌モデル 
動物の作製法 

歯根膜細胞シート 
に関する基本特許 

多孔膜上での培養で 
上皮細胞が重層化 

粘膜細胞シートを 
移植治療に利用する基本特許 

心筋再生パッチ 
に関する基本特許 
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平成23年度における特許関連成果:「移植用上皮系細胞
の重層化培養方法」に関する特許（日本、11月公表） 

        食道再生上皮シートなどの作製方法に関する特許 

代表的な患部組織の１つである上皮組織（例：皮膚、角膜上皮、食道上皮）の治療に
有用な特許 
上皮組織の細胞を培養過程で重層化（細胞が縦方向に重なり厚みのある層を成して
いる状態を作り出すこと）させることによって厚みのある細胞シート再生医療医薬品を
作製する方法に関する内容 
上皮組織の再生にはバラバラの細胞よりも重層化している細胞層を移植する方が効
率が良いとされているが、現在は他の細胞と一緒にして培養する方法や培地（細胞培
養に用いられる栄養分）の組成を特殊な条件に変更する方法が一般的に用いられて
おり、培養対象細胞以外の細胞や薬剤を加えなければならない点が課題 
本発明に基づく方法を用いると、細胞が通過できない程度の小さな穴が多く存在する
膜の上で上皮系細胞を培養するだけで培養細胞の重層化を実現することが可能  
→当社の温度応答性細胞培養器材技術を応用してその表面に温度応答性機能を持 

  たせた膜を用いることで、上皮系細胞を従来通りの条件で培養しかつ重層化させた  
  細胞シートとして回収することが可能となる 
共同研究先における食道再生上皮シートの臨床研究はこの方法を利用して実施 

注目 ! 
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平成23年度における組織関連成果:欧州における事業 
推進体制の強化（９月公表） 

        直近までの事業進捗状況を踏まえた強化に着手 

当社グループ欧州地域総責任者の任命 
欧州地域総責任者にHelmut Hasibeder 氏を任命 

オーストリア・ウィーン大学医学部卒、医師 
武田薬品グループのオーストリア法人を社長として立ち上げ、さらに同社を欧州
武田薬品グループトップの市場シェア（当時）を有する企業に育成 
また世界的バイオ医薬品企業である米Amgen Inc. などにも勤務 

当社グループの欧州地域における事業活動（角膜再生上皮シートの事業化準備を中
心とした具体的な実務）を現地で統括 
 

欧州角膜再生上皮シート販売・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ体制のさらなる強化への着手 
６月の欧州薬事申請提出及び上述のHasibeder 氏の加入などを踏まえて、改めて欧
州販売・マーケティング体制に関する戦略的自由度の見直しに着手 
見直しの第1弾として、Clonmel Healthcare Limited 社との販売提携を解消 
提携網の拡充、自販組織の構築、提携と自販の組み合わせの３つの可能性を視野に
入れて、欧州事業準備体制のさらなる強化へ向けた検討を推進する方針 

注目 ! 
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平成24～26年度細胞シート再生医療医薬品パイプライン
研究開発進捗目標 
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は平成23年度末までに終了した部分、 は平成24年度、 は平成25年度、 は平成26年度の （注） 

各期における開発計画の到達目標を表す。また、      は平成23年度末までに一部内容が進行しているものを表す。 

       欧州で角膜を上市し、他ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝの臨床成果を確認 注目 ! 



平成24～26年度細胞シート再生医療事業計画のポイント
（マイルストーン開示ベース） 
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パイプライン名 大目標 主なマイルストーンなど 

心筋再生 

パッチ 

治験準備推進 

提携獲得 

治験開始を目指した準備を推進（平成24年度～） 
研究開発提携契約を締結（平成25年度） 

角膜再生 

上皮シート 

欧州上市 

本格的売上高
計上（欧州） 
米国展開推進 

欧州での多施設治験を開始（平成24年度） 
人道的使用による製品提供を開始（平成24年度） 
欧州（条件付）販売承認を取得（平成25年度） 
米国における治験を開始（平成25年度） 

食道再生 

シート 

治験開始・推
進 

治験を開始（平成25年度） 

歯周組織 

再生シート 

臨床研究推進 共同研究先において臨床研究を推進 

共同研究先における臨床研究を終了（平成26年度） 

軟骨再生 

シート 

臨床研究推進 共同研究先において臨床研究を推進 

        角膜に続いて心筋・食道の研究開発に注力する計画 注目 ! 



平成24～26年度連結業績目標（マイルストーン開示ベース） 

18 

注）平成24年度は事業計画において費目毎に予測金額を積み上げた計画値、  
平成25年度以降は市場環境や事業規模の拡大見通し等を勘案した目標値を記載 

        年度別では平成24～25年度に主な収益要因を実現 注目 ! 

再生医療支援事業：販促活動及び商品ラインアップの拡充などで売上高の増加
に注力し、また新製品の研究開発を行う 
細胞シート再生医療事業：主な収益要因 

① Emmaus Medical 社米国角膜提携一時金の受領（平成24年度） 
② 角膜再生上皮シート人道的使用提供対価の獲得（平成24年度～） 
③ 心筋再生パッチ研究開発提携一時金の獲得（平成25年度） 
④ 欧州（条件付）販売承認の取得による角膜再生上皮シート販売収入の獲

得（平成25年度～） 



当面の財務政策 

既に準備済みの資金獲得手段 

1. Emmaus Medical 社提携一時金（計1,000万米ドル）の受領（平成24年度） 

2. 野村エクイティライン 
（新株予約権を活用した資金調達枠、残額900百万円） 

 

現在検討中の主な資金獲得手段 

3.  提携を通じた資金の獲得 

3-1.  心筋再生パッチ共同研究開発提携一時金 
    （500百万円、平成25年度） 

3-2.  その他 

4.  公的補助金・助成金の獲得 
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 平成23年度レビュー 

• 通期連結業績 

• 再生医療支援事業 

• 細胞シート再生医療事業 

• 特許・組織体制 

 平成24～26年度事業計画概要 

• 細胞シート再生医療パイプライン別研究開発計画 

• 連結業績目標（全社、セグメント別） 

• 財務政策 

今後想定される主なニュース 



平成24～26年度に想定される主なニュース 

角膜再生上皮シート関連 

平成24年度 

Emmaus 社米国共同開発・事業化契約一時金の入金 

人道的使用制度に基づく製品提供の開始 

平成25年度 

欧州における（条件付）販売承認の取得 

米国における治験の開始 
 

その他の細胞シート再生医療パイプライン関連 

平成24年度 

Emmaus 社共同研究開発基本契約一時金の入金 

平成25年度 

心筋再生パッチ共同研究開発提携の獲得 

食道再生上皮シート治験の開始 

平成26年度 

歯周組織再生シート臨床研究の終了 

21 



＜ご参考＞用語説明 
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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 



・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く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 


