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食道再生
上皮シートの
  承認取得・
販売開始

次期品目の
開発着手

同種軟骨
再生シートの
開発加速

海外企業との
事業提携推進

再生医療
支援製品の
  新製品開発・
収益機会獲得

サプライチェーン
体制を構築

中期経営計画
平成29年12月期～平成31年12月期

（2017年～2019年）

価値ある、革新的な
再生医療をリードし、
世界の医療に貢献します

細胞シートビジネス
プラットフォームを

確立して、最良の製品を
世界に届けます

Mission Vision

ミッションとビジョン

中期経営計画
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医療を進化させる

細胞シート再生医療技術

従来の医療では治療が困難であった疾患の治療を目指す「細胞シート再生医療」技術。自己あるいは他者から
採取した細胞から、さまざまな組織を人工的に作製して治療する新しい技術です。日本発の細胞シート再生
医療製品の早期実現化を推進しています。

細胞シートの作製

細胞シートの応用例

温度応答性細胞培養器材を用いて細胞をシート化する 「細胞シート工
学」*を利用して、生体内のさまざまな組織、臓器の細胞から細胞シー
トを作製します。作製した細胞シートを積層化し、厚みのある新たな
組織、臓器を作製する研究を進めています。

細胞シート工学で作られた細胞シートを利用して、さまざまな
治療への応用を目指します。

患者さんの失われた機能を再生することにより、
疾患の治療の可能性を高めます。

*「細胞シート工学」：温度によって性状
が変化する温度応答性ポリマーをナノ
スケールの厚さで均一に固定化した温
度応答性細胞培養皿を用いて、細胞を
シート状に回収することができる再生
医療の基盤技術。

1

2

3

さまざまな
細胞シートによる治療の
研究及び事業開発を
推進しています

患者さんへ

 細胞シート工学
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食道狭窄が起こってしまう可能性がある

食道狭窄を防止できる

ITナイフで食道の病変部を切除

UpCell®（P.4 参照）

培養

細胞シート

細胞
採取

食道狭窄を防止する、
セルシード独自の治療法

未来の私たちのために

日本人の食道がんのほとんどを占め
る扁平上皮がんは、初期段階であれ
ば、 内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）
で完治が可能です。しかし、ESDに
よる広範囲の食道がんの切除後に
は潰瘍ができ、しばしば炎症反応
と食道狭窄による嚥下障害が起こ
るなど、長期にわたり術後のQOL 
（Quality of Life）が低くなってしま
うという難点があります。
そこで、口腔粘膜から採取した細胞
を原料に温度応答性細胞培養器材を
用いて作製した細胞シート（食道再
生上皮シート）を ESDによる食道が
ん除去後の患部に移植して、早期に
炎症反応を抑制しかつ食道狭窄も
防止する目的で臨床研究が実施さ
れ、良好な効果が見られています。
2016年8月より臨床試験が開始さ
れています。

急速な社会の高齢化により日常生活動作や生活の質の低下
を招く変形性関節症をはじめとする運動器疾患は、ロコモ
ティブ症候群 *にも関連し、社会的にも大きな問題となり
つつあります。関節軟骨の再生を目的とした自己軟骨細胞
シートは、東海大学医学部において行われた臨床研究で、
失われた膝関節軟骨の硝子軟骨の再生により、膝軟骨の本
来の機能を取り戻すことが確認されました。また、他人の
細胞を用いた他家軟骨細胞シートの臨床研究も開始されま
した。
＊ロコモティブ症候群 「運動器の障害」により「要介護になる」リスクの高い状態になること

です。日本整形外科学会が、2007年に提唱しました。

細胞外
マトリックス積層化

移植

細胞外マトリックスを
維持したままシート状に回収

積層化軟骨細胞シート
（3層積層化技術を確立）

 軟骨再生シート

 食道再生上皮シート

扁平上皮がん… 食道の内側（筒の内側）の表層部（粘膜上皮）でできるがん。
ESD…………… 日本から世界へ発信された革新的な侵襲性の低い治療法。
 専用のナイフを使って、食道の粘膜（病変部）を切りはがしていく。
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 再生医療を支える研究用器材を提供

再生医療研究をはじめ、細胞に関する基礎研究をサポートするツールをご用意しています。細胞シートを作
製できる独自の細胞培養器材やES細胞・iPS細胞などからさまざまな細胞へと分化させる際に有効な培養
器材を提供しています。

cellZscope

UpCell Ⓡ / RepCell TM / HydroCell TM

UpCellⓇ /RepCell TM 専用 ThermoPlateⓇII

UpCell Ⓡ 細胞シート回収用
温度応答性細胞培養器材

細胞回収用
温度応答性細胞培養器材RepCell TM 超低付着性

細胞培養器材HydroCell TM

細胞タイト
ジャンクション
リアルタイム
モニタリング
システム

硬質ガラスを特殊加工した透明発熱体。
マルチウェルプレートが載るサイズです。

ThermoPlate は株式会社東海ヒットの登録商標です。

細胞シート
回収イメージ図

温度処理のみで細胞シートを回収

NIH/3T3 細胞を1週間培養。コンフルエン
ト確認後、吸水性膜（写真はCellShifterTM 使用）
を細胞シート支持体として用い、回収。
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最高の技術を

世界の患者さんに向けて

推定患者数 700～800
万人超、高品質な治療を
より多くの患者さんに

橋本ーセルシードは、今般、軟骨

再生シート臨床研究の今後の実用化

開発である治験および製造販売承認

申請に向け、東海大学と開発の基本

合意を行いました。佐藤先生の研究

室で行われてきた8例の自己細胞に

よる軟骨再生シート研究の成果を引

き継ぎ、治療患者さんに早く届けら

れるよう開発を進めていきたいと

思っています。

ここ数年、佐藤先生の研究室との共

同研究を推進し、軟骨細胞培養技

術に必要な温度応答性細胞培養皿

UpCell® のインサートなど、独自

器材を提供してまいりました。さら

に、現在は研究室で行われている細

胞シートの製造を当社の細胞培養セ

ンターで実施するための生産システ

ムを構築しています。当社の細胞培

養センターはこの3月にすでに特定

細胞加工物製造の許可が下り、いよ

いよ企業治験の体制が整いました。

また、将来的には、採取した細胞を

安全に保管するセルバンクについて

も準備を進めています。

佐藤ーセルシードのご協力のおか

げで、高品質な軟骨再生シートによ

る治療が実現しつつあります。変形

性膝関節症は、膝関節の軟骨表面が

摩耗・変性し、膝に痛みを感じ、曲

げ伸ばしが困難になる疾患ですが、

近年、高齢化とともにますます増加

しており、自覚症状を有する推定患

者数は700～800万人ともいわれ

ています。

自己細胞（自分の健康な軟骨細胞※1

を採取して培養したもの）による臨

床研究はすでに完了しており、セル

シードとともに企業治験のフェーズ

に進み、また、先進医療の枠で申請

を準備しています。

橋本ー私もあちこちで講演を行っ

た際に「私も膝が痛む」「家族が膝関

節症」と多くの方から治療を待ち望

む声を耳にします。

佐藤ーそうですね。自己細胞治療

も重要ですが、さらに多くの方に治

療を届けるとなると、他人の軟骨か

らたくさんの軟骨再生シートをつく

ることができる同種細胞による治療

を確立していくことが重要です。現

在は、同種細胞の臨床研究の 1例目

をスタートしたところで、今後、こ

変形性膝関節症の
根本治療の実現に向け、
軟骨再生シートによる
再生医療の実用化加速

特 別 対 談 企 画
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れを含めて10名の患者さんの臨床

研究を予定しています。まずこの臨

床研究で、安全性を評価し、それが

成功すれば、こちらの同種細胞の再

生シートについても橋本社長にご協

力を願うことになります。

橋本ーもちろん協力させていただ

きます。同種細胞による細胞シート

移植治療は、ビジネスの観点からも

期待が大きい分野です。多指症の赤

ちゃんから切除した軟骨細胞を培養

し、シートとして大量に生産し、移

植が可能です。移植の前に患者さん

の細胞を採取する手間もなく、より

たくさんの患者さんに細胞シートの

移植が行えますから、今回の10例

の臨床研究について大きな期待を

もって見守っています。

自己細胞はテーラーメイドの服、同

種細胞は既製服と例えることができ

ますが、同種細胞はロットごとの品

質検査をすれば同じ品質のものを多

量に作ることができ、多くの患者さ

んに品質の安定した治療を提供でき

ます。一方の自己細胞は１シートず

つ個別に品質をチェックしなければ

なりませんので、何倍ものコストが

かかります。

佐藤ーコストの問題は非常に大切

です。治療法を確立したはいいが、

治療を受けられるのは一部の人だけ

ということでは不十分です。たとえ

ば、1回の治療で200万円程度か

かった場合、すべての患者さんに適

用した場合、14兆円以上かかりま

す。この金額は現実的にはあり得ま

せん。しかし、もしこの治療のコス

トが下がり、治療費が10 分の１に

なったら治療の普及は現実的なもの

になります。

※1　膝関節の非荷重部の関節軟骨を少量採取

自己細胞治療から同種
細胞治療へ。硝子軟骨※2

での再生も成功

佐藤ーもともと軟骨は免疫拒絶を

起こしにくい組織だと知られてい

ました。海外では軟骨をチップ状に

したものが市販されていたりする

ほどで、それを局所に移植しても

軟骨が再生できるわけではありま

せんが、治療用材料のひとつになっ

ています。

私たちが取り組む細胞シートは組織

工学的な産物ですから、安全性の評

価はきちんと行いますが、免疫応答

については考えなくてもいいことは

治療の際の大きなメリットです。こ

れによって同種細胞の可能性が開か

れました。

橋本ーはい、この分野はニーズが

大きいので、多くの企業が参入して

います。しかし、佐藤先生の技術は、

再生した軟骨の種類が強度をもった

硝子軟骨である点に大きな優位性が

あります。膝は全体重がかかってく

る関節ですので、強度がないと十分

な治療効果が得られないと考えられ

ます。

佐藤ーはい。これまで確立された

軟骨治療の多くは線維性の軟骨で、

これでもある程度は治り、痛みはな

くなりますので実際に治療も行われ

ています。しかし、これでは荷重に

耐えられる強度がなく、早晩、傷ん

でしまいます。

私たちが開発した軟骨再生シート

は、移植により自己修復するための

特殊なタンパク質の産生を行い、硝

子軟骨を修復・再生することができ

ます。

橋本ー先生のおっしゃった「自己

修復」は細胞治療における非常に重

要なポイントです。細胞はそもそも

佐藤 正人　さとう・まさと
自衛隊横須賀病院整形外科をはじめ、
Tripler Army Medical Center、防衛医科
大学校で医官としての経験を経て、2013
年東海大学医学部外科学系整形外科学教
授に着任。細胞シートによる膝軟骨の再生
医療研究に従事。
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さまざまな器官でも期
待される、細胞シート
工学技術の可能性

佐藤ー採取した細胞をうまく培養

し、細胞と細胞が手を取り合ってい

る状態にすると、自己修復に必要

なサイトカイン※3 がたくさん出て

くる、これは驚くべき結果でした。

海外の製品では、遺伝子を導入する

などの方法で、特殊なタンパク質を

出させるものが開発されています。

しかし、私たちは細胞を丁寧にシー

ト化するだけで、非常に大事なタン

パク質が生成できることを確認し

ました。それは軟骨に限らず、どの

細胞でも同じ考え方ができると思

います。

橋本ーはい。私どもの細胞シート

工学技術は、再生医療の基盤技術と

しての利点を多く備えており、海外

からも注目が集まっています。セル

シードは、１年前に本社を移転し、

念願の細胞培養センターがようやく

完成したところですが、現在は、食

道再生上皮シートの臨床試験を行っ

ています。これが終わると承認申請

のフェーズに入ります。次に、この

軟骨再生シートの治験を開始します

が、この治療法にはすでに台湾から

もオファーが来ています。日本の大

学とともに確立した新たな治療法

を、日本に限らず、世界の患者さん

に届けていく活動を進めていきたい

と思っています。

バラバラになっているのは不自然な

状態です。体内では細胞が結合して

ひとつの組織を作っていますから、

体内にあるのと近い状態でいると、

細胞たちが立派に役割を果たしてく

れる。それが細胞シート工学の大き

な強みとなっています。

佐藤ー私たちが硝子軟骨の再生に

こだわったのは、できるだけ質の良

い軟骨で治すことでよい状態を長期

間、維持することが患者さんにとっ

て大切だからです。

私たちの想定では、10年間もつ軟骨

の再生を目指していますが、さらに

10年後、また悪くなった場合に、同

種細胞から培養した細胞シートはす

ぐに材料が調達できるので、また治

せます。私たちはこの治療法を変形

性膝関節症のゴールドスタンダード

にしていくことを目指しています。

橋本ー先生の培養技術には感服し

ております。先生は培養方法をいろ

いろと工夫されていますね。

佐藤ーはい。滑膜細胞と軟骨細胞

を2層で培養するシステムを採用し

ました。関節の中には軟骨と滑膜が

一緒に存在します。その状態を培養

皿の中でも再現するために、滑膜細

胞を下に敷き、その上で軟骨を培養

しました。その方が早く培養でき、

細胞シートの性能も高まります。こ

の仕組みが品質の良い軟骨組織の再

生に寄与しています。
※2　軟骨は線維性軟骨、弾性軟骨、硝子軟骨に分類さ

れる。強度があり、潤滑性に富む硝子軟骨が骨端
部を覆っていることで、関節のスムーズな動きが
実現する。

佐藤ー今日の対談では、同種細胞

でたくさんの患者さんを治すとい

う究極の目標をクローズアップし

ましたが、患者さんの中には自分

の細胞で治したいという方も少な

からずいらっしゃいます。セルシー

ドが、より高い水準の細胞製造技術

を確立し、さまざまな患者さんの自

己細胞から高品質の細胞シートを

つくれるようにしてもらいたいと

思っています。

橋本ーもちろんです。セルシード

は、テーラーメイド、既製品のどち

らにも最高品質でお応えできるよ

う、今後も技術を磨いてまいります。
※3　細胞から放出され、免疫、炎症反応の制御作用、

細胞増殖・分化の調節作用など細胞間相互作用を
媒介するタンパク質性因子の総称。

橋本 せつ子　はしもと・せつこ　
1984 年ヘキストジャパン、1991 年ファ
ルマシアバイオテク、1998 年ビアコアを
経て、2008年バイオビジネスブリッジ設
立。2009年スウェーデン大使館投資部主
席投資官。2014年３月当社取締役副社長
を経て同年 6月代表取締役社長。
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　細胞保管室

患者さん

細胞シート製品を利用して、
患者さんの治療に貢献

細胞培養センター

2016 年夏に完成しました当社の細胞培養センターは、2014 年 11
月施行の「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」に準拠した設備
です。当社開発の細胞シート製品の製造および、外部からの細胞シート
の製造受託を行います。

面　　積：763m2

24時間自動モニタリングシステム
（清浄度・室圧・温湿度・機器の稼働状況等）

施設番号：FA3160008

細胞培養加工施設概要

　細胞培養センター

　細胞操作室

細胞シート

細胞シートの作製

幹細胞等
（原料）

自己あるいは他者から
細胞を採取
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株式会社
セルシード

セルシード
スウェーデン
株式会社

海外展開を見据えて

　セルシードの経営陣

　海外展開

役員一同、一丸となって事業活動に邁進する所存ですので、なお一層のご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げ 
ます。

代表取締役社長

橋本 せつ子
生年月日：
1953年８月15日

常勤監査役

砂押 正己
生年月日：
1950年11月29日

東京女子医科大学 
先端生命医科学研究所 
所長・教授

清水 達也

取締役
最高財務責任者
小野寺 純
生年月日：
1957年1月16日

取締役

片山 勝見
生年月日：
1963年10月６日

東海大学医学部
外科学系 
整形外科学 教授
伊勢原研究推進部 次長

佐藤 正人

監査役（社外）

廣瀬 真利子
生年月日：
1967年9月21日

取締役（社外）

堀田 知光
生年月日：
1944年7月17日

取締役（社外）

大江田 憲治
生年月日：
1951年9月10日

海外における事業展開

日本発の再生医療のプラットフォーム技術である「細胞
シート工学」を用いた治療法をヨーロッパで広めるべく、
セルシード スウェーデン株式会社を設立しております。
台湾の三顧股份有限公司（MetaTech(AP)Inc.）をはじ
め、今後も米国、欧州、アジアにおける細胞シート工学
の迅速な普及に向け、自社開発、海外企業との提携など
さまざまな可能性を追求していきます。

サイエンティフィック・
アドバイザリー・ボード

役　員

監査役（社外）

山口 十思雄
生年月日：
1963年6月4日

チェアマン

東京女子医科大学
名誉教授・特任教授

岡野 光夫
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事業化への

着実な歩み

今後の開発資金・運営資金の調達を目的として
第16回新株予約権を発行

Point.2

2017 年３月６日に割当先であるEvolution Biotech Fundに対して、再生医療

支援事業関連仕入、運転資金及び細胞培養施設運営資金、台湾での開発支援体

制整備費用を確保することを目的として、第16回新株予約権を発行いたしま

した（約11億円の資金調達）。

連結損益
2016 年度 通期
（2016年 1月 1日～ 2016年 12月 31日）

売上高････････････100百万円
販管費･･････････ 1,494百万円
営業利益･････ △ 1,413百万円
親会社株主に帰属する当期純利益
･･････････････ △ 1,414百万円

連結財政状況
2016 年度末
（ 2016年 12 月 31 日時点）

総資産･･････････ 1,343百万円
現預金及び有価証券 ･･ 1,056百万円
負債･･････････････179百万円
純資産･･････････ 1,164百万円

売上高 （百万円） 販売費及び一般管理費 （百万円） 研究開発費 （百万円）現預金及び有価証券 （百万円）

台湾での細胞シート再生医療事業の導出へ向けた
導出検討着手金として売上高 50百万円を計上

Point.1

2016 年12月に、台湾の店頭公開企業であるMetaTech(AP)Inc. と台湾での

細胞シート再生医療事業の導出へ向けた協議を開始し、まず第１段階として当

社が導出検討着手金50百万円を受領する契約を締結しました。

　セルシードの財務状況

W i t h  y o u  C e l l S e e d10



外国法人等
金融機関

その他の法人
金融商品取引業者

個人・その他

522千株
5.67%

549千株
5.96%

4

5

7,967千株
86.48%

3

13千株
0.15%

2

160千株
1.74%

1

1

2

3

4

5
（注）自己株式（127株）は、
　　　個人・その他に含んでいます。

会 社 名 株式会社セルシード （CellSeed Inc.） 

主な事業内容 細胞シート再生医療事業
再生医療支援事業

本 社 所 在 地 〒 135-0064
東京都江東区青海二丁目5番10号
テレコムセンタービル15階 

設　　　　　立 2001 年（平成 13年）5月 

役　　　　　員 代表取締役社長 橋本 せつ子
取締役／最高財務責任者 小野寺　 純
取締役 片山　 勝見
取締役（社外） 堀田　 知光
取締役（社外） 大江田 憲治
常勤監査役 砂押　 正己
監査役（社外） 山口 十思雄
監査役（社外） 廣瀬 真利子 

決 算 月 12月 

上場証券取引所 東京証券取引所 JASDAQグロース（7776）

子 会 社 セルシード スウェーデン株式会社
（CellSeed Sweden AB） 

株式情報 2016年 12月 31日現在

会社概要 2017年 3月29日現在

株主メモ

沿  革

発行可能株式総数･････35,537,600 株

発行済株式の総数･･････ 9,214,419 株

株主数･･･････9,923 名

単元株式数････ 100 株

決算期･･････････････････ 12月31日

定時株主総会････････････ 3月

配当金受領株主確定日････ 12月31日（中間配当を行う場合は6月30日）

株主名簿管理人
及び特別口座管理機関････ 株式会社アイ・アール ジャパン
（連絡先・照会先） ･･････････株式会社アイ・アール ジャパン 証券代行業務部
 〒100-6026 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 霞が関ビル26階
 電話：0120-975-960（通話料無料）

所有者別株式分布状況

電子公告掲載　URL: http://www.cellseed.com/index.html
（ただし、やむを得ない事由により電子公告を行うことができない場合には、日本経済新聞に掲載いたします。）

（ご注意）1．株券電子化に伴い、株主様の住
所変更、買取請求その他各種お手続きにつき
ましては、原則、口座を開設されている口座
管理機関（証券会社等）で承ることとなってお
ります。口座を開設されている証券会社等に
お問合せください。株主名簿管理人（株式会社
アイ・アール ジャパン）ではお取り扱いでき
ませんのでご注意ください。
2．特別口座に記録された株式に関する各種お
手続きにつきましては、特別口座管理機関（株
式会社アイ・アール ジャパン）にお問合せく
ださい。

会 社 デ ー タ

温度応答性細胞培養器材等
販売開始

東京都江東区青海（現在地）に
本社を移転

温度応答性細胞培養器材の
海外での販売開始

日本で食道再生上皮シートの
治験開始

株式上場

設立

セルシード スウェーデン株式
会社、ストックホルムに設立

細胞シート回収用温度応答性
細胞培養器材UpCell®の国内
販売開始

細胞回収用温度応答性細胞培養器
材RepCell™、超低付着性細胞培
養器材HydroCell™の販売を開始。

細胞シート工学に基づく研究開発
を主な目的として、東京都新宿区
に株式会社セルシードを設立。

ジャスダック証券取引所NEO（現 
東京証券取引所 JASDAQグロー
ス） に株式上場。

現在に至る

2004.  1

2001.  5

2016.  8

2010.  3

2016.  1

2008.  2

2015.  5

2007.  9


