
新たな創薬アプローチによるイノベーション基盤強化戦略

基本方針Ⅰ

成長エンジンの確立

重点3領域への注力＋感染症領域・価値に
フォーカスしたベストインクラスへの取り組み1

ビッグデータ・デジタル技術を活用した
イノベーションへの挑戦3

ネットワーク型創薬への移行と推進2
Precision Medicineの実現に
向けた取り組み4

精神神経 がん 再生細胞 感染症 精神神経 がん 再生細胞 感染症

精神神経 がん 再生細胞 感染症

基本方針Ⅰ

基本方針Ⅱ

戦略1  新たな創薬アプローチによるイノベーション基盤強化
戦略2  確実に成果を創出する開発力の強化
戦略3  戦略的投資によるパイプラインの拡充
戦略4  日本・北米・中国を柱とした地域戦略
戦略5  フロンティア事業の立ち上げ

目標およびKPIを設定しており、一覧表はP.35-38に掲載しています。マテリアリティ

　重点3領域（精神神経領域、がん領域、再生･細胞医薬分
野）での研究開発に加え、感染症領域の創薬や価値にフォー
カスしたベストインクラスの医薬品の開発に注力しています。
　

　当社の持つ独自の強みを活かし、日本および米国の拠点

を中心に外部とのネットワークを活用した創薬への移行と

推進に取り組んでいます。

　研究開発の成功確度を高めるために、ゲノム情報・イメー

ジング画像・臨床データなどのビッグデータやデジタル技術

を活用したイノベーションに挑戦しています。また、Roivant

社との戦略的提携で獲得したDrugOMEなどの独自のデジ

タル技術の活用を進めています。

　最先端のサイエンス・テクノロジーによる病態や病因の理

解、バイオマーカーの活用などによりPrecision Medicine

（精密医療）の実現に向けて取り組んでいます。

ネットワーク型創薬への移行と推進

ビッグデータ・デジタル技術を活用

Precision Medicineの実現に向けた取り組み　

目標・KPI

1

実践とパフォーマンス

革新的な医薬品と医療ソリューションの創出／サイエンス発展への貢献

●  アンメット・メディカル・ニーズの高い領域での継続的な医薬品の創出
●  医薬事業とシナジーが見込める領域を中心とした、将来のヘルスケア領域のニーズに対応する医療ソリューションの創出

目標

KPI 精神神経、がん領域において、早期開発段階を充実させるために臨床移行の化合物数を指標
とします。

低分子以外の新規モダリティ（細胞・組織・臓器、遺伝子治療やタンパク製剤など）の創薬を
重視するためモダリティ展開の取り組みを測ります。

全社意識調査での仕事内容に対する責任ややりがい・顧客や社会への貢献感・専門能力の
獲得・個性や能力の発揮といった評価スコアで、研究開発員の意欲を測ります。

●  初期開発品目の進捗

●  モダリティ展開の進捗

●  研究開発員の仕事への意欲

マテリアリティ

➡ KPIの2021年度の進捗はP.35をご覧ください。

価値創造の戦略 財務情報／会社情報ガバナンスプロフィール
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基本方針Ⅰ

成長エンジンの確立

AIの活用や疾患iPS細胞、神経回路評価技術等の先端技
術を取り入れながら築いた当社独自の創薬技術プラット
フォームを基盤に、今後、治療満足度の低い精神疾患や、
疾患修飾を狙った神経変性疾患や希少疾患、そして、神経
変性疾患の周辺症状（精神症状など）に対する革新的治療
薬の創製に取り組む

創薬の方向性
精神疾患領域
　「遺伝子や神経回路の変調」と捉え、統合失調症、うつ、

発達障害および神経疾患周辺症状などの研究開発に注力

します。特に神経回路病態に基づく創薬に取り組み、アン

メット・メディカル・ニーズを満たす新たな治療薬の創出を

目指します。

神経疾患領域
　根本原因に迫る創薬手法へと変革期を迎えており、認知

症、パーキンソン病、希少疾患などに対する疾患修飾薬の

創出に注力します。特に分子病態メカニズムに基づく創薬

により神経変性疾患の根治療法を目指しています。また、

神経変性疾患の周辺症状の創薬にも取り組みます。

先端技術を駆使した探索・開発研究
　「ラツーダ」やulotarontの開発中に得られたさまざまな

臨床データ（評価スコア、脳波、脳画像等）を活用したトラン

スレーショナル研究や、当社独自のデータ駆動型インシリ

コ創薬手法により、新規創薬ターゲットの同定を試みてい

ます。また、臨床・非臨床共通で活用できるバイオマーカー

を選定することで、研究開発の確度向上を図っています。

加えて、光遺伝工学技術を駆使して特定の神経回路を操作

して作出した疾患モデル動物での化合物の効果検証や脳

の透明化技術を用いた化合物の標的神経回路の同定も進

めています。

　また、Roivant社から取得したDrugOMEを用いたリア

ルワールドデータの活用や、疾患iPS細胞等から構築した

ヒト病態を反映した評価系の活用、低分子以外の新規モダ

リティへの取り組み等、新たなチャレンジも含め取り組ん

でいます。

　これらの取り組みの結果、2021年度は2品目の臨床移

行、多くの開発候補品の前臨床移行を達成しました。

連続した製品創出を支える組織体制（精神神経領域、感染
症領域）
　原則としてテーマ発案した研究者がリーダーとして初期

臨床開発段階までプロジェクトを中心的に進める新しい研

究プロジェクト制を導入しているほか、所属組織の枠を超

えたアイデアを醸成するための部門横断バーチャルワン

中期経営計画2022
実践と
パフォーマンス

精神神経領域
チーム活動といった、製品創出を支える組織体制づくりを進

めています。これまでに、研究プロジェクト制のもとで創出

されたDSP-0038、DSP-9632P、DSP-0187、DSP-3456

およびKSP-1007が臨床移行しました。

　さらに斬新なアイデアを創薬に取り込むために、アカデ

ミア・ベンチャー企業の技術やシーズを活用したオープン

イノベーションによる革新的医薬品の創出も積極的に推進

しています。

優位技術・ノウハウを生かした取り組み

● 豊富な開発経験
● 先端技術を駆使した探索・開発研究
● 連続した製品創出を支える組織体制

臨床成功確度の向上

当社15%（業界平均：6～8％）
バイオマーカー活用によりさらなる向上へ

早期パイプラインの拡充

過去4年で12品目を創出
うち5品目が臨床入り

精神神経領域における最先端技術の活用例

インシリコ創薬
イン・シリコ＝コンピュータの中で計算科学を
駆使して薬を創る技術

薬物分子

生体分子

生体機能

生体反応（臨床）

生体反応（非臨床）

シード探索
創薬標的

社内外ビッグデータの
統合解析

リード創出
有望化合物

AIとシミュレ
ーションの
錬成

バイオマーカー同定
客観的な指標

患者情報の
多因子解析
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AIの活用や疾患iPS細胞、神経回路評価技術等の先端技
術を取り入れながら築いた当社独自の創薬技術プラット
フォームを基盤に、今後、治療満足度の低い精神疾患や、
疾患修飾を狙った神経変性疾患や希少疾患、そして、神経
変性疾患の周辺症状（精神症状など）に対する革新的治療
薬の創製に取り組む

創薬の方向性
精神疾患領域
　「遺伝子や神経回路の変調」と捉え、統合失調症、うつ、

発達障害および神経疾患周辺症状などの研究開発に注力

します。特に神経回路病態に基づく創薬に取り組み、アン

メット・メディカル・ニーズを満たす新たな治療薬の創出を

目指します。

神経疾患領域
　根本原因に迫る創薬手法へと変革期を迎えており、認知

症、パーキンソン病、希少疾患などに対する疾患修飾薬の

創出に注力します。特に分子病態メカニズムに基づく創薬

により神経変性疾患の根治療法を目指しています。また、

神経変性疾患の周辺症状の創薬にも取り組みます。

先端技術を駆使した探索・開発研究
　「ラツーダ」やulotarontの開発中に得られたさまざまな

臨床データ（評価スコア、脳波、脳画像等）を活用したトラン

スレーショナル研究や、当社独自のデータ駆動型インシリ

コ創薬手法により、新規創薬ターゲットの同定を試みてい

ます。また、臨床・非臨床共通で活用できるバイオマーカー

を選定することで、研究開発の確度向上を図っています。

加えて、光遺伝工学技術を駆使して特定の神経回路を操作

して作出した疾患モデル動物での化合物の効果検証や脳

の透明化技術を用いた化合物の標的神経回路の同定も進

めています。

　また、Roivant社から取得したDrugOMEを用いたリア

ルワールドデータの活用や、疾患iPS細胞等から構築した

ヒト病態を反映した評価系の活用、低分子以外の新規モダ

リティへの取り組み等、新たなチャレンジも含め取り組ん

でいます。

　これらの取り組みの結果、2021年度は2品目の臨床移

行、多くの開発候補品の前臨床移行を達成しました。

連続した製品創出を支える組織体制（精神神経領域、感染
症領域）
　原則としてテーマ発案した研究者がリーダーとして初期

臨床開発段階までプロジェクトを中心的に進める新しい研

究プロジェクト制を導入しているほか、所属組織の枠を超

えたアイデアを醸成するための部門横断バーチャルワン

基本方針Ⅰ

基本方針Ⅱ

戦略1  新たな創薬アプローチによるイノベーション基盤強化
戦略2  確実に成果を創出する開発力の強化
戦略3  戦略的投資によるパイプラインの拡充
戦略4  日本・北米・中国を柱とした地域戦略
戦略5  フロンティア事業の立ち上げ

　　

価値創造の戦略 財務情報／会社情報ガバナンスプロフィール

技術と最先端サイエンスを追求する当社独自の成長モデル

により早期事業化を図っており、十分な治療法のない患者

さんへの治療、根治を目指した治療の提供を目指して5つ

の研究開発プロジェクトを推進しています。

　神経領域および眼疾患領域中心のプロジェクトを着実

に推進し、早期事業化を図るとともに、次世代の再生医療

（遺伝子治療、臓器再生、ゲノム編集、自家細胞治療、診断・

リハビリ等の周辺サービス）も視野に入れ、グローバル（日

本・米国・アジア）での展開を目指し、まずは日米を中心に

次期中計期間（2023～2027年度）からの収益貢献を目指

します。 

　また、再生・細胞医薬製造プラント「SMaRT」は、他家

iPS細胞由来の再生・細胞医薬用の商業用製造施設として

は世界初であり、地上2階建て、延床面積2,915m²を有し

ます。再生医療等製品の製造管理及び品質管理の基準で

あるGCTPなど、最新の基準に準拠可能であり、治験製品

の製造とともに、承認取得後は商用生産を行う予定です。

さらに、2022年には米国において細胞製品製造施設の建

設に着手します。米国の製造施設では、当社の連結子会社

であるエンジバント・セラピューティクス・リミテッドが米

国食品医薬品局（FDA）より承認を取得した他家培養胸腺

組織「RETHYMIC®（リサイミック）」を製造する予定であ

り、当社が事業化を目指している他家 iPS 細胞由来の細胞

製品の製造にも適応できるように拡張していく予定です。

単一細胞から組織・臓器へ― 
モダリティ展開による新たな治療法への挑戦 
　これまでは症状の緩和や一時的な進行抑制しか望めな

かった疾患に対して、再生・細胞医薬によって新たに根本

的な治療法を提供することを目指しています。このため、

iPS細胞から組織や臓器といった複雑な構造物を創り、再

生・細胞医薬として実用化するための研究開発も進めてい

ます。 

　当社は世界をリードする再生・細胞医薬に関する知見に

加え、製品・治療法を実用化するための生産インフラ、ノウ

ハウおよび人材を有しています。また事業化に向けた薬事

規制緩和への取り組みも行っています。

現在のパイプラインの価値の見極めと成功確度向上に重
点を置きつつ、自社優位性を追求した創薬活動に取り組む

今後の取り組み方針
　開発初期段階から、ステージ移行の開発判断が可能な

データの取得や、小規模の試験で最適ながん種／患者を

見極める取り組みを強化するなど、開発成功確度向上と適

切な投資とリターンのバランスを目指した工夫を進めてい

ます。

　この10年ほど基盤構築に力を入れてきた新規モダリ

ティ技術の創薬への実装が着実に進んでおり、開発候補化

合物を継続的に創出するプラットフォームの確立を目指し

ています。アカデミアとの協業あるいはDrugOMEなどの

デジタル技術の活用等により選択した独自性の高い創薬

ターゲットと最適なモダリティの組み合わせにより、競争

力の高い研究開発パイプラインを生み出していきます。ア

カデミアとの協業や自社臨床開発データのバックトランス

レーション等を通して、トランスレーショナルリサーチも強

化していきます。

創薬研究の基本戦略
　アンメット・メディカル・ニーズを満たし、競争力のある

開発候補品を継続的に創出するために4つの基本戦略の

柱を策定しています。

　まず対象患者が明確で早期臨床POC取得が可能とな

る創薬ターゲットに注力するとともに、臨床情報ビッグ

データ解析や患者由来サンプル等を活用した創薬ターゲッ

トの選定に注力します。2つめは新規創薬モダリティ技術

の拡充です。創薬実装を進め、創薬の幅を広げ、自社優位

性の獲得を目指します。3つめは臨床開発部門との連携を

強化して、トランスレーショナル研究に邁進し、早期POC

取得が可能なPDマーカーの開発、患者選別可能なマー

カーの獲得などバイオマーカー検討に注力します。最後が

アカデミアとの連携の維持・強化です。KOLより得られる

情報を初期臨床開発戦略策定に役立てていきます。また、

がんの病態と関連の深い創薬ターゲットの探索にも生かし

ていきます。

グローバル研究開発体制の強化
　日本のがん創薬研究ユニットとオンコロジー臨床開発

部、米国のスミトモファーマ・オンコロジー社からなるグ

ローバルでの研究開発体制のもと、画期的な製品の継続

的創出を目指しています。2022年度より新設されたモダリ

ティ研究ユニットとも引き続き連携しながら、新規モダリ

ティを活用したがんの新薬の創製を目指していきます。

チーム活動といった、製品創出を支える組織体制づくりを進

めています。これまでに、研究プロジェクト制のもとで創出

されたDSP-0038、DSP-9632P、DSP-0187、DSP-3456

およびKSP-1007が臨床移行しました。

　さらに斬新なアイデアを創薬に取り込むために、アカデ

ミア・ベンチャー企業の技術やシーズを活用したオープン

イノベーションによる革新的医薬品の創出も積極的に推進

しています。

がん領域

高度な生産技術と最先端サイエンスを追求し、世界のリー
ダーを目指す

再生・細胞医薬事業の売上収益として、2030年頃に、
グローバルで2,000億円程度の事業規模を目指します
　オープンイノベーションを基軸に、高度な工業化・生産

再生・細胞医薬分野

競争優位性を有するパイプライン構築に向けた取り組み

新たな切り口の
メカニズム

独自の
モダリティ

トランス
レーショナル
研究

強みを生かした
創薬

実践とパフォーマンス
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基本方針Ⅰ

成長エンジンの確立

技術と最先端サイエンスを追求する当社独自の成長モデル

により早期事業化を図っており、十分な治療法のない患者

さんへの治療、根治を目指した治療の提供を目指して5つ

の研究開発プロジェクトを推進しています。

　神経領域および眼疾患領域中心のプロジェクトを着実

に推進し、早期事業化を図るとともに、次世代の再生医療

（遺伝子治療、臓器再生、ゲノム編集、自家細胞治療、診断・

リハビリ等の周辺サービス）も視野に入れ、グローバル（日

本・米国・アジア）での展開を目指し、まずは日米を中心に

次期中計期間（2023～2027年度）からの収益貢献を目指

します。 

　また、再生・細胞医薬製造プラント「SMaRT」は、他家

iPS細胞由来の再生・細胞医薬用の商業用製造施設として

は世界初であり、地上2階建て、延床面積2,915m²を有し

ます。再生医療等製品の製造管理及び品質管理の基準で

あるGCTPなど、最新の基準に準拠可能であり、治験製品

の製造とともに、承認取得後は商用生産を行う予定です。

さらに、2022年には米国において細胞製品製造施設の建

設に着手します。米国の製造施設では、当社の連結子会社

であるエンジバント・セラピューティクス・リミテッドが米

国食品医薬品局（FDA）より承認を取得した他家培養胸腺

組織「RETHYMIC®（リサイミック）」を製造する予定であ

り、当社が事業化を目指している他家 iPS 細胞由来の細胞

製品の製造にも適応できるように拡張していく予定です。

単一細胞から組織・臓器へ― 
モダリティ展開による新たな治療法への挑戦 
　これまでは症状の緩和や一時的な進行抑制しか望めな

かった疾患に対して、再生・細胞医薬によって新たに根本

的な治療法を提供することを目指しています。このため、

iPS細胞から組織や臓器といった複雑な構造物を創り、再

生・細胞医薬として実用化するための研究開発も進めてい

ます。 

　当社は世界をリードする再生・細胞医薬に関する知見に

加え、製品・治療法を実用化するための生産インフラ、ノウ

ハウおよび人材を有しています。また事業化に向けた薬事

規制緩和への取り組みも行っています。

中期経営計画2022
実践と
パフォーマンス

高度な生産技術と最先端サイエンスを追求し、世界のリー
ダーを目指す

再生・細胞医薬事業の売上収益として、2030年頃に、
グローバルで2,000億円程度の事業規模を目指します
　オープンイノベーションを基軸に、高度な工業化・生産

アカデミアとの協働による研究開発を推進し、グローバル
ヘルスへの貢献を目指す

　アカデミアなどとの共同研究により、グローバルヘルス

に貢献するとともに、次期中計期間（2023～2027年度）

以降の実用化を目指しており、収益に貢献することを期待

しています。

主なプロジェクト
薬剤耐性（AMR）菌感染症治療薬の創製
　国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）の

CiCLE（医療研究開発革新基盤創成事業）に採択された薬

剤耐性（AMR：Antimicrobial Resistance）菌感染症治

療薬の創薬研究を、北里研究所と共同で推進しています。

本プロジェクトのもとで創出されたKSP-1007が米国にて

臨床移行しました。 

ワクチンアジュバント添加ワクチンの創製
　当社の基盤技術である「新規合成TLR7アゴニストワク

チンアジュバント」と外部機関の有望抗原を組み合わせる

ことにより、ワクチンアジュバント添加ワクチンの創薬を推

進しており、愛媛大学等とマラリアワクチンを、医薬基盤・

健康・栄養研究所とユニバーサルインフルエンザワクチン

を進めています。マラリアワクチンは公益社団法人グロー

バルヘルス技術振興基金（GHIT Fund）の助成案件に、ま

た、インフルエンザワクチンはAMEDのCiCLEに採択さ

れており、外部資金も活用しています。

感染症領域 （AMR・ワクチンアジュバント）

再生・細胞医薬神戸
センターでの研究風景
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　リスクシェアとリソース補完のために、グローバル規模

でのパートナリングを進める方針です。当社とサノビオン社

は、2021年9月に、大塚製薬と、精神神経領域で開発中の

ulotaront、SEP-4199を含む4つの新薬候補化合物につ

いて、全世界を対象とした共同開発および販売に関するラ

イセンス契約を締結しました。ulotarontは統合失調症を

対象にフェーズ3試験、SEP-4199は双極1型障害うつを

対象にフェーズ3試験の段階にあります。大塚製薬と協力

して価値のある薬剤としてより早く確実に開発し、世界のよ

り多くの患者さんの治療に貢献できるように取り組みます。

　また、がん領域では、小規模の試験で最適な適応を見極

める取り組みを強化するとともに、提携・導出活動も進め

ています。

確実に成果を創出する開発力の強化戦略

目標・KPI

革新的な医薬品と医療ソリューションの創出／サイエンス発展への貢献

●  アンメット・メディカル・ニーズの高い領域での継続的な医薬品の創出
●  医薬事業とシナジーが見込める領域を中心とした、将来のヘルスケア領域のニーズに対応する医療ソリューションの創出

目標

KPI 継続的な医薬品および医療ソリューションの創出に繋げるため、主要な開発品目の進捗目
標を設定します。

精神神経、がん領域において、フェーズ2への移行数を指標とします。

全社意識調査での仕事内容に対する責任ややりがい・顧客や社会への貢献感・専門能力の
獲得・個性や能力の発揮といった評価スコアで、研究開発員の意欲を測ります。

●  主要な開発品目の進捗

●  初期開発品目の進捗
●  研究開発員の仕事への意欲

基本方針Ⅰ

基本方針Ⅱ

戦略1  新たな創薬アプローチによるイノベーション基盤強化
戦略2  確実に成果を創出する開発力の強化
戦略3  戦略的投資によるパイプラインの拡充
戦略4  日本・北米・中国を柱とした地域戦略
戦略5  フロンティア事業の立ち上げ

　　

　将来の臨床的・医療経済的意義を考慮して、ulotaront の

統合失調症の治験をデザインしてきたほか、提携先の大塚製

薬株式会社と共同して第2、第3適応症の検討など、製品価

値最大化を見据えた目標設定を行っています。精神神経領域

での経験・知見・ノウハウに基づく最適な臨床試験デザイン

の設定や、がん領域では先端的臨床試験デザインであるアダ

プティブデザインの利用、両領域でトランスレーショナル研究

を行うなど、エビデンスに基づく客観的な評価と意思決定に

努めています。また、アンメット・メディカル・ニーズが高い疾

患に対するアプローチとして再生・細胞医薬や、将来のヘルス

ケアニーズに対応するフロンティア事業に取り組んでいます。

成果を見据えた目標設定

事業リスクのマネジメント

2

価値創造の戦略 財務情報／会社情報ガバナンスプロフィール

ポスト・ラツーダを見据え、不確実性が高い領域でも確実
に成果を創出する力（ちゃんとやりきる力）を強化するため
にさまざまな施策を実行しています。

不確実性が高い領域でもちゃんとやりきる力

成果を見据えた目標設定1

事業リスクのマネジメント2

最先端技術の取込み3

1

32

➡ KPIの2021年度の進捗はP.35をご覧ください。

実践とパフォーマンス
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基本方針Ⅰ

成長エンジンの確立

　精神神経領域ではバイオマーカーを活用し、早期の

Go/No-go判断をしています。また、過去の試験データや

医療情報データベース（レセプト情報、ゲノム情報、地域コ

ホートや疾患レジストリ等）、AIを活用することで、適格基

準、エンドポイントおよび試験規模などの臨床試験デザ

インを適切に設計して、臨床開発を推進しています。さら

に、先駆的医薬品・再生医療等製品指定制度、希少疾病用

医薬品等指定制度や画期的治療薬指定制度等、種々の薬

事制度を活用し、早期の承認取得および開発コストの軽減

を目指しています。

中期経営計画2022
実践と
パフォーマンス

最先端技術の取込みおよび薬事制度の活用

パイプライン（2022年7月29日時点：効能・用法追加含まず）

中国日本

米国

日本米国

精神神経領域·················臨床開発段階化合物　12品目
主な開発品目 予定適応症

フェーズ3
フェーズ2/3

2024年度（米国）
2026年度（日本）

2020年代後半（米国）フェーズ3

ulotaront（SEP-363856）

SEP-4199

統合失調症

双極Ⅰ型障害うつ

上市目標地域開発段階

日本

日本

米国

米国

がん領域·················臨床開発段階化合物　8品目
主な開発品目 予定適応症

フェーズ1/2

フェーズ1/2

未定

未定

DSP-7888

dubermatinib（TP-0903）

固形がん

急性骨髄性白血病（AML）

上市目標地域開発段階

米国

その他の領域·················臨床開発段階化合物　5品目
主な開発品目 予定適応症

申請中

フェーズ2

2024年度

2020年代後半

lefamulin

rodatristat ethyl

細菌性市中肺炎

肺動脈性肺高血圧症（PAH）

上市目標地域開発段階

再生・細胞医薬分野·················プロジェクト数　5
主なプロジェクト 予定適応症

治験開始に向けて準備中 2025年度※

2024年度※フェーズ1/2（医師主導治験）
他家iPS細胞由来
ドパミン神経前駆細胞

HLCR011（他家iPS細胞
由来網膜色素上皮細胞）

パーキンソン病

加齢黄斑変性

上市目標地域開発段階

※ 連携先との合意ではない当社の目標

中国
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基本方針Ⅰ

基本方針Ⅱ

戦略1  新たな創薬アプローチによるイノベーション基盤強化
戦略2  確実に成果を創出する開発力の強化
戦略3  戦略的投資によるパイプラインの拡充
戦略4  日本・北米・中国を柱とした地域戦略
戦略5  フロンティア事業の立ち上げ

　　

ulotaront（SEP-363856）
陽性症状に加えて陰性症状に高い有効性を示すことが期待

されている。また、ドパミン受容体に作用しない作用メカニ

ズムのため、既存の統合失調症薬で課題となっている錐体

外路系副作用が少ないと考えられる。フェーズ2試験の結

果では、統合失調症の陽性症状および陰性症状への効果を

示し、副作用はプラセボと同様であった。特に本剤は、錐体

外路症状、体重増加、脂質またはグルコースの変化、プロラ

クチン上昇とは関連がなかった。米国でブレイクスルーセラ

ピー指定を受けている。追加適応を含めてピーク時にブロッ

クバスターとなることを期待している。

SEP-4199
アミスルプリド鏡像異性体の非ラセミ混合物である。アミス

ルプリドのS体に対するR体の比率を増加させることにより、

双極性障害うつ治療に適したレベルのドパミンD2受容体占

有率となるよう設計されている。既存薬と同等以上の有効

性を示すために必要最低限のドパミン受容体占拠率として

いるため、錐体外路系副作用が少ないことが期待される。ま

た、双極性障害うつの治療選択肢は少ないため、新たな治

療選択肢となる可能性がある。

DSP-7888
ヘルパーT細胞・細胞傷害性T細胞をともに誘導する世界

初の免疫療法用WT1がんペプチドワクチンである。細胞傷

害性T細胞を誘導するペプチド単独よりも高い有効性を示

すと考えられており、幅広い患者への適応が期待される。

dubermatinib（TP-0903）
AXL受容体チロシンキナーゼを含む複数のキナーゼ阻害剤

で、外部研究機関主導治験により開発中である。非臨床試

験データから、本剤のTP53変異ないし染色体複雑核型を

有するAMLに対する有効性が期待されている。

他家iPS細胞由来細胞製品
産学の連携先と共に、パーキンソン病、加齢黄斑変性、網膜

色素変性、脊髄損傷、腎不全を対象に、他家（健常人）iPS細

胞を用いた再生・細胞医薬事業を推進している。

パーキンソン病：京都大学iPS細胞研究所との共同開発で、

日本にて先駆け審査指定を受けている。米国では2022年

度中の治験開始を目指す。

加齢黄斑変性：株式会社ヘリオスとの共同開発

lefamulin
プレウロムチリン系の抗菌薬で、既存の抗菌薬とは異なる作

用機序を有する新規の感染症治療薬である。米国では、

Nabriva社より「XENLETA®」として販売されている。

rodatristat ethyl
中枢に移行することなく末梢のセロトニン産生を阻害するよ

うに設計されたトリプトファン水酸化酵素阻害薬である。対

症療法ではなく疾患修飾効果が期待される。

感染症領域
薬剤耐性（AMR）菌感染症治療薬を目指してKSP-1007を

開発中。またユニバーサルインフルエンザワクチン、マラリ

アワクチンのプロジェクト（非臨床段階）を提携先と共に推

進中。次期中計期間（2023～2027年度）以降の実用化を

目指す。

主な開発品目の特徴

価値創造の戦略 財務情報／会社情報ガバナンスプロフィール 実践とパフォーマンス
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　当社は2030年頃にグローバルで

2,000億円程度の事業規模を目指

して、再生・細胞医薬分野で複数の

プロジェクトを推進しています。

　当社にとっての最初の細胞製品と

して2021年10月には、他家培養胸

腺組織である「リサイミック」が、米

国において小児先天性無胸腺症の

免疫再構築を適応症とする製品とし

て承認を取得し、2022年3月に販

売を開始しました。さらに2022年4

月に、米国にcGMP準拠の細胞製

品製造施設（CPC）を建設することも

決定しました。「リサイミック」の製

造および当社が事業化を目指してい

る他家 iPS 細胞由来の細胞製品の

製造にも使用できるように、2023年

度の完成を目指して建設を進める予

定です。

　再生・細胞医薬事業は、当社に

とって未知の分野への挑戦でした

研究開発から製造・販売
までの事業プロセスの確立

トップランナーとして
事業化のノウハウを蓄積

未知の分野への挑戦が
人を育てる

中期経営計画2022
実践と
パフォーマンス

基本方針Ⅰ

成長エンジンの確立

が、研究開発から製造、販売に至る

事業プロセスを確立しつつある状況

に大きな手応えを感じています。

　再生・細胞医薬分野は、従来の医

薬品事業とはビジネスモデルが大き

く異なり、事業化を推進する中でし

か、そのノウハウは蓄積できません。

　当社は2013年から他社に先駆け

て再生・細胞医薬分野に本格参入。

研究開発を着実に進めるとともに、

2018年には他家iPS細胞由来の再

生・細胞製品用の商業用製造施設と

しては世界初である再生・細胞医薬

製造プラント「SMaRT」を日本で竣

工するなど、特にiPS細胞を用いた

再生・細胞医薬分野では世界をリー

ドする存在であると自負しています。

　現在、iPS細胞を用いた5つのプ

ロジェクトを展開しており、次期中

計期間中には新たに承認を取得で

きるものが複数出てくると想定して

います。他社に先行して事業化を進

める中で、技術基盤の確立、事業運

営ノウハウの蓄積を進め、当社グ

ループの将来の成長を支える事業

へと育成していく考えです。

　私が社員と接していて感じるのは、

再生・細胞医薬分野の事業を推進す

ることは、当社が求める「自ら変化に

対応し自ら挑戦するプロフェッショナ

ルな社員」の育成にもつながっている

ということです。

　新しい事業である以上、研究開発、

製造、販売のいずれの部門でも、従来

の医薬品事業で培ったノウハウだけ

では通用しません。新しいチャレンジ

が必要となる仕事は、創意工夫を促

し視野を広げるきっかけになります。

　私はこうした環境が人を育てる良

い機会となっており、当社グループ

の将来の競争力強化にもつながると

確信しています。

代表取締役 専務執行役員
経営企画、再生・細胞医薬事業推進、
再生・細胞医薬神戸センター、
再生・細胞医薬製造プラント担当

木村 徹
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　精神神経・がん領域は、研究開発

の難易度が高く、そのためアンメッ

ト・メディカル・ニーズが非常に高い

領域となっています。中期経営計画

2022では、精神神経・がん領域とも

にポスト・ラツーダとして期待してい

た、次期成長エンジンとなる主要開

発品の上市や製品の大型化を達成

できず、事業の見通しに大幅な変化

が生じました。

　その一方で、Roivant社との戦略

的提携によりポスト・ラツーダ品目

を獲得したことや、中長期的な収益

が期待できるulotarontや SEP-4199

などの後期臨床開発が着実に進ん

でいます。さらに自社創薬の成果と

して、初期開発パイプラインが拡充

し、モダリティ研究も進展している

ことなどには、大きな手応えを感じ

ています。まずはがん領域からにな

戦略的投資による
パイプラインの拡充と
研究開発の飛躍

りますが、新規モダリティ技術の拡

充、創薬実装を進めています。また、

今後独自の基盤技術の拡充、インシ

リコ創薬技術やデジタル技術の活用

により精神神経・がん領域の研究開

発をさらに発展させることができると

期待しています。

　医薬品事業は、新薬の研究を開

始して製品になるまでに10年から

15年を要し、1,000億円以上の投

資が必要といわれていますが、当社

では外部とのネットワークを活用し

た創薬の推進、ビッグデータ・デジ

タル技術の活用等を通じて、研究開

発の効率化、臨床成功確度のさらな

る向上を図っています。

　創薬技術が高度化していく中、

そのプロセスを担う人材の重要性も

ますます高まっています。私は人材

こそが企業にとって最も重要な資本

であるとの考えから、意欲にあふれ

る社員に挑戦の機会を与える仕組

みづくりを推進しています。

　例えば精神神経領域では、原則と

してテーマを発案した研究者を研究

プロジェクトリーダーとして、臨床

段階までプロジェクトを中心的に進

める新しい「研究プロジェクト制」を

導入しているほか、所属組織の枠を

超えたアイデアを醸成するために意

欲ある参加者を部門横断的に募る

「バーチャルワンチーム活動」という

取り組みも行っています。当然、研

究開発には失敗もありますが、それ

も認めながら、また新たな挑戦を奨

励する風土を醸成していくこともマ

ネジメントの役割です。こうした取

り組みに加えて、海外子会社の研究

開発チームとの協働、海外派遣や

KOLヒアリング等を通じて、将来、

研究開発だけでなくグローバルな

事業運営を担える人材を育成して

いきます。

最先端のテクノロジーと
その成果を最大化する
人材の育成

取締役 常務執行役員
がん創薬研究、モダリティ研究、
リサーチディビジョン担当 兼
Head of Japan Business Unit

池田 善治

基本方針Ⅰ

基本方針Ⅱ

戦略1  新たな創薬アプローチによるイノベーション基盤強化
戦略2  確実に成果を創出する開発力の強化
戦略3  戦略的投資によるパイプラインの拡充
戦略4  日本・北米・中国を柱とした地域戦略
戦略5  フロンティア事業の立ち上げ

　　

価値創造の戦略 財務情報／会社情報ガバナンスプロフィール 実践とパフォーマンス
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担当役員メッセージ（精神神経、がん領域）



目　的

対　価
スミトバント社、マイオバント社、ユーロバント社
エンジバント社、アルタバント社、スピロバント社

株式取得
により獲得

技術移転

中期経営計画2022
実践と
パフォーマンス

戦略的投資によるパイプラインの拡充戦略

基本方針Ⅰ

成長エンジンの確立

　当社は、パイプラインの拡充という観点から、戦略的投資

による買収および開発品の導入を積極的に推進しています。

中期経営計画2022では、2023年度以降の収益に貢献が期

待される精神神経領域でのパイプライン獲得を戦略として

掲げていましたが、課題を解決できる有力な候補がなかった

ため、中長期的な成長に資する幅広い選択肢を検討するこ

ととしました。

　そして当社は、2019年度にRoivant社との戦略的提携に

より、将来的にブロックバスターとなりうる開発品を含む多

数のパイプラインを獲得しました。

　本戦略的提携では、Roivant社が保有する子会社5社の

株式を移管した新会社であるスミトバント社の全株式を取

得するとともに、Roivant社の株式の約12％を取得しまし

た。当社は、本戦略的提携の対価として、当社にとって過去

最大の投資額である総額約3,300億円をRoivant社に支払

いました。その後もユーロバント社の子会社化等で約300

億円の投資を行っており、また、スミトバント社への2021

年度までの先行投資（PL計上額）約1,500億円を加え合計

約5,100億円の投資となっています。

　獲得したパイプラインの中で、特にレルゴリクス※、ビベ

グロンは他国で上市されていたため承認確度が高いと判断

していましたが、2021年1月以降、順次期待どおりに米国に

て販売を開始することができました。これらの製品は、当社

の成長を牽引すると考えており、ポスト・ラツーダを担う製

品に成長することを期待しています。これらの製品から獲得

したキャッシュをもとに重点領域である精神神経・がん・再

生細胞の研究開発を進め、次代を担う成長エンジンの確立

を目指します。

　本戦略的提携により獲得したレルゴリクスおよびビベグ

ロンの早期市場浸透と製品価値最大化を追求していきます。

本取り組みにより、2023年度以降の「ラツーダ」の減収影響

を最小化し、当社の持続的な成長を実現したいと考えて

います。現時点で、本戦略的提携以外の大型投資案件は

予定していませんが、開発パイプライン獲得のための投資に

ついては、既存の営業基盤を活用して早期の収益貢献が

期待できる品目などを対象に検討を継続します。

※ レルゴリクスはマイオバント社が権利を保有する化合物です。当社グループはマイオ
バント社の発行済株式の約52％を保有しています。

Roivant社との戦略的提携

今後の投資方針

3

Roivant社との戦略的提携契約の締結 
（2019年12月手続き完了）

中期経営計画2022の期間中に3,000～6,000億円の戦略的投資枠を設定しました。

優先的投資❶

2023年度以降の収益に貢献する
精神神経領域のパイプライン獲得

優先的投資❷

2028年度以降の収益に貢献する
重点3領域のパイプライン／技術の獲得

●  約30億米ドル（約3,300億円）

●  DrugOME　●  Digital Innovation

●  米国での「ラツーダ」の独占販売期間終了後の
　成長エンジンを獲得
●  デジタル革新を加速

ヘルスケアテクノロジーに関わる人材、Roivant社の
株式の約12％を取得
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基本方針Ⅰ

基本方針Ⅱ

戦略1  新たな創薬アプローチによるイノベーション基盤強化
戦略2  確実に成果を創出する開発力の強化
戦略3  戦略的投資によるパイプラインの拡充
戦略4  日本・北米・中国を柱とした地域戦略
戦略5  フロンティア事業の立ち上げ

日本・北米・中国を柱とした地域戦略戦略

SWOT
強み ●  糖尿病領域におけるトップクラスの売上収益、幅広

いラインナップに基づく中立的な情報提供｠

 ● 長年にわたる精神神経領域における自社医薬品の研

究開発力、専任MRを生かした症例ベースの治療提案｠

 ● デジタル革新の推進、オンラインMRの配置による

顧客ニーズに対応したプロモーションの実施　｠

機会 ●  精神神経領域における高いアンメット・メディカル・ニーズ｠
 ● 強固な営業基盤を生かした他社製品の導入機会｠

 ● 医療関係者のデジタル経由による情報入手機会の増加｠

弱み ●  製品構成の変化に伴う利益率の低下｠
脅威 ●  毎年薬価改定に伴う売上収益および利益の低下｠
 ● ジェネリック医薬品の早期浸透による長期収載品

の売上収益低下｠

地域別戦略のポイント
成長路線への転換
 ●  糖尿病領域「エクア」「エクメット」「ツイミーグ」の

製品価値最大化 
 ●  精神神経領域「トレリーフ」「ラツーダ」「ロナセン

テープ」の製品価値最大化

安定的な収益確保を目指した体制の整備
 ●  医薬品市場規模に合わせた体制へ

 ● グローバル本社機能の適正化

 ● 外部提携による売上最大化および内部費用の抑制

2018年度～2022年7月末の成果｠
2018年度｠
 ●  「トレリーフ」（レビー小体型認知症に伴うパーキンソニ

　　ズム）：効能・効果追加｠

2019年度｠
 ●  「エクア」「エクメット」（2型糖尿病）：販売提携｠

 ● 「ロナセンテープ」（統合失調症）：販売開始｠

 ● 「リサイオ」（造血幹細胞移植前治療）：販売開始｠

2020年度｠
 ●  「ラツーダ」（統合失調症/双極性障害におけるうつ症状）：

　   販売開始｠

 ● オンラインMRおよびvMRの活動開始｠

 ● 「ロナセン錠・散」（統合失調症・小児）：用法・用量の追加｠

 ● S-RACMO株式会社設立（再生・細胞医薬分野のCDMO事業）｠

2021年度｠
 ●  「ツイミーグ」（2型糖尿病）：販売開始｠

 ● 「メトグルコ」（2型糖尿病）：不妊治療に関する追加適応の公知申請｠

 ●  「アガルシダーゼ ベータBS点滴静注「JCR」（ファブリー病）：販売提携｠

日本セグメントの事業活動
　薬価中間年改定の開始などの薬剤費抑制策により厳し

さを増す市場環境に対応すべく、より一層の効率的な事業

運営を推進します。注力領域である精神神経領域、糖尿病

領域における製品価値の最大化を図り、両領域において

真のナンバーワン企業になることを目指しています。精神

神経領域では、2020年6月に上市した「ラツーダ」の販売

拡大を図ります。糖尿病領域では、「エクア」「エクメット」

日本市場

4

価値創造の戦略 財務情報／会社情報ガバナンスプロフィール

日本　
安定的な収益確保を目指した体制整備

北米
既上市品の最大化と有望な新規化合物の開発推進に
よるポスト・ラツーダを見据えた成長路線の確立

中国・アジア
現地子会社の機能強化・整備と外部提携による既上
市品の売上最大化ならびに内部費用の抑制、利益貢
献可能な地域への事業拡大

欧州その他　
パートナー企業との連携

基本方針Ⅰ 戦略1 新たな創薬アプローチによるイノベーション基盤強化

戦略2 確実に成果を創出する開発力の強化

戦略3 戦略投資によるパイプラインの拡充

戦略4 日本・北米・中国を柱とした地域戦略

戦略5 フロンティア事業の立ち上げ

基本方針Ⅱ 

財務方針 

実践とパフォーマンス
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1,499

196

1,525
243

2020

1,397
229

2021
（予想）

1,300

94

2022

の販売拡大を図るとともに、2021年9月に上市した「ツイ

ミーグ」の市場浸透を図ります。

SWOT
強み ●  精神神経領域での開発力と販売力
 ● 価値にフォーカスしたベストインクラスの後期開発

品とそれらをリードする人材

機会  ●  DrugOMEおよびDigital Innovationのテクノ
ロジープラットフォームによるイノベーション基盤

強化とデジタル革新

弱み ●  新製品の早期大型化が課題
脅威 ●  米国での「ラツーダ」の独占販売期間の終了
　　　（2023年2月予定）

地域別戦略のポイント
精神神経領域の製品価値の最大化
 ●  「ラツーダ」の収益最大化、「キンモビ」および「アプ

ティオム」の伸長

 ● ulotarontを含む後期開発品の開発推進

新製品の成長ドライバーとしての地位確立への取り組み推進
 ●  「オルゴビクス」「マイフェンブリー」「ジェムテサ」

「リサイミック」の製品価値最大化

戦略投資・他社提携の推進
 ●パイプラインの拡充および自社パイプラインの価値最大化

 ●販売提携の推進

事業運営の最適化
 ●事業インフラ、体制の整備

 ●子会社間連携の強化によるコストシナジーの創出

中期経営計画2022
実践と
パフォーマンス

基本方針Ⅰ

成長エンジンの確立

北米市場

2018年度～2022年7月末の成果

2018年度
　● 「ロンハラ マグネア」（ COPD ）：販売開始

2019年度
　● Roivant社との戦略的提携により、6つの子会社株式

を取得

2020年度
　● スミトモダイニッポンファーマ・オンコロジー社（現スミ

トモファーマ・オンコロジー社）設立（ボストン・バイオメ

ディカル社とトレロ社の統合）

　● 「キンモビ」（パーキンソン病に伴うオフ症状）：販売開始

　● レルゴリクスに関するマイオバント社とPfizer社との開発・

　   販売提携

　● 「オルゴビクス」（進行性前立腺がん）：販売開始

2021年度
　● 「ジェムテサ」（過活動膀胱）：販売開始

　● 「マイフェンブリー」（子宮筋腫）：販売開始

　● 「リサイミック」（小児先天性無胸腺症）：販売開始

北米セグメントの事業活動
　ポスト・ラツーダを見据えた成長路線の確立を目指

し、サノビオン社およびスミトバントグループにおいて事

業活動を推進しています。サノビオン社では、当社グルー

プの収益の柱である「ラツーダ」 の収益最大化、 「アプ

ティオム」のさらなる成長に加え、2020年9月に上市した

「キンモビ」に注力しています。スミトバントグループで

は、マイオバント社が 2021年1月に上市した「オルゴビ

クス」および 2021年6月に上市した「マイフェンブリー」

について、 Pfizer社とのコ・プロモーションにより速や

かな市場浸透および販売拡大に注力 しています。ユー

ロバント社では、 2021年4月に上市した「ジェムテサ」

の市場浸透を図っています。マイオバント社およびユーロ

バント社の販売に際しては、サノビオン社が有する強固

な販売基盤を有効活用するなど、効率的な販売に取り

組んでいます。 エンジバント社では、 2022年3月に上市

した「リサイミック」について、 治療を望む患者さんに

早期に提供できるよう努めています。

売上収益／コアセグメント利益

（億円）
2,000

1,500

1,000

500

0

（億円）
400

300

200

100

0
（年度）

1,499億円売上収益 コアセグメント利益 196億円

2019
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価値創造の戦略 財務情報／会社情報ガバナンスプロフィール

SWOT（中国）
強み ●  強固な事業基盤（優秀な人材、事業ノウハウ）
 ● 「メロペン」をはじめとする高品質で競争力のある自社製品

機会 ●  新薬承認の加速や特許保護に資する制度面の整備
 ● 経済成長、医療インフラの改善等による医薬品市場

の持続的な成長性

弱み  ●  中長期的な成長を担う販売製品のラインナップ拡充が課題
脅威 ●  さらなる薬剤費抑制策の実施
 ● 国際関係の悪化等に伴うカントリーリスクの増加

地域別戦略のポイント
アジア地域における事業戦略の実行
 ●  アジア地域の事業戦略の実行とパイプラインの拡充

 ● 外部提携による売上最大化および内部費用の抑制

 ● 現地子会社の機能強化と利益貢献可能な地域への

事業拡大

 ● 再生細胞医薬・フロンティア事業・オンコロジー領域

等における事業機会の追求

中国事業の拡大
 ●  第3 の柱としての基盤強化

 ● 既存品の最大化

 ● 今後の市場変化を見据えた事業基盤の再構築と新

製品の投入

 ● グローバル開発への参加

東・東南アジア事業体制の強化
 ●  シンガポール・タイ・台湾子会社の機能強化

　● マレーシア子会社の立ち上げと機能整備

　● 「メロペン」「ラツーダ」の売上最大化と新製品の投入

2018年度～2022年7月末の成果
2018年度
　● シンガポール子会社の機能強化

　● タイにおいて現地法人を設立

2019年度
　● 「ラツーダ」（統合失調症）：販売開始（中国）

2020年度
　● 台湾において現地法人を設立

2021年度
　● lefamulin等の開発化合物を導入

　● ベトナムにおいて駐在員事務所を開設

　● マレーシアにおいて現地法人を設立

2022 年度
　● 中国において持株会社を設立

中国・アジア市場の事業活動
　当社グループでは、中国事業を第3の柱として基盤強

化に取り組むとともに、アジアを成長市場として捉えて引き

続き足場固めを推進しています。中国セグメントでは、薬剤

費抑制策が進んではいるものの、さらなる成長に向けて、

既存品の価値最大化に取り組むとともに、積極的に新製品

を投入していきます。 東・東南アジアでは、現地法人によ

る販売促進と提携企業との連携による「メロペン」および

「ラツーダ」の販売維持・拡大に取り組みながら、将来の

持続的成長に向けて新製品の投入も進めます。

中国・アジア市場

383

196
276

104

売上収益／コアセグメント利益

383億円売上収益 コアセグメント利益196億円

（注）中国セグメントのみ
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基本方針Ⅰ

基本方針Ⅱ

戦略1  新たな創薬アプローチによるイノベーション基盤強化
戦略2  確実に成果を創出する開発力の強化
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中期経営計画2022
実践と
パフォーマンス

フロンティア事業の立ち上げ戦略

基本方針Ⅰ

成長エンジンの確立

医薬品と一体となり「多様な健やかさ」を実現する
　当社は、治療だけでなく予防から介護、社会復帰など、患
者さんが病気を認識する前から社会生活に戻るまでの道の

りすべての「健やかさ」に貢献することを目指しています。

　既存の製薬企業の枠を超えた「フロンティア事業」とし

て、「メンタルレジリエンス（精神神経疾患の兆候を早期に

把握することによる悪化の未然防止）」「アクティブエイジン

グ（高齢者の健康の意識レベルからの改善および維持・向

上）」などの医薬品事業とシナジーが見込める領域におい

て、医薬品以外の新たなヘルスケアソリューションの研究

開発・事業化を推進しています。

ユーザー主導
　疾病を抱える患者さんのみならず、未病の健常人や介護
者、保護者、医療関係者も対象とし、皆さんが抱える潜在課

題を的確に捉え、画期的でフレキシブルなソリューションの

実現を目指します。

サイエンス志向
　主たる事業ドメインを「メンタルレジリエンス」と「アクティ
ブエイジング」とし、「既存の競争優位性を時代遅れにするよ

うな革新的技術」の開発に数多く取り組み、本質的な「健やか

さ」を目指して新しい市場を創造していきます。

フロンティア事業ビジョン フロンティア事業のアプローチ

5
「求められる健やかさ」を医薬品のみで実現することが困難な時代の到来を見据え、デジタルトランスフォーメー

ション（DX）の技術も活用しつつ医薬品以外の新たなヘルスケアソリューションの提供を目指し、「フロンティア

事業」を推進しています。

予防期
スクリーニング、ケア 診断 治療

(急性～回復・維持) 介護期 社会
復帰期

メンタルレジリエンスプラットフォーム
兆候を把握し悪化を未然に防ぐ

アクティブエイジングプラットフォーム
高齢者の健康を意識レベルから改善し、維持・向上※１ 

PHR※2モニタリング 
プラットフォーム
日常での連続的かつ

精密な診断、スクリーニング

身体補強・拡張 
プラットフォーム
感覚器や運動機能を

補強または拡張(治療に活用)
・
・
・

精神

神経

代謝性疾患

がん

運動機能障害

※1  がん患者のメンタルケアや疼痛ケアも含む　※2  PHR：Personal Health Record

健
康
の
強
化

健
康
維
持
回
復
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基本方針Ⅰ

基本方針Ⅱ

戦略1  新たな創薬アプローチによるイノベーション基盤強化
戦略2  確実に成果を創出する開発力の強化
戦略3  戦略的投資によるパイプラインの拡充
戦略4  日本・北米・中国を柱とした地域戦略
戦略5  フロンティア事業の立ち上げ

ソリューション重視
　事業ドメインのニーズに対応するために、優れた科学者の

結集、核となる技術（情報系、工学系等）やネットワーク（提携、

ベンチャー投資等）などの最先端のイノベーションとのコラボ

レーションにより、事業基盤を構築します。

明確なビジョン
　誰もが自分に合った生き方を設計・選択し、ありたい姿を

実現できる社会を目指し、健康を広く捉え、「多様な健やか

さ、多様な生き方」を支える効果的なソリューションの選択肢

を提供し、ヘルスケアの仕組みを抜本的に変革します。

グローバル展開
　日本、米国、中国を中心にグローバルに事業機会を探索し

ます。

2022年度の上市予定
●  MELTz 手指運動リハビリテーションシステム：一般的名称「能動型展伸・屈伸回転運動装置」として2022年5月に医療機器認証取得

  製造販売元：メルティンMMI、販売：住友ファーマ2022年8月販売開始予定
● 認知症周辺症状用機器：主に提携先（Aikomi社：当社関連会社）により本格販売予定
● メンタルヘルスVRコンテンツ：主に提携先（BehaVR社）により販売予定（利益は両社で折半）

主なプロジェクト

運動機能
障害

代謝性疾患

精神神経

領域 プロジェクト

認知症周辺症状用
機器

日本

概要 地域 開発状況

非薬物療法をデジタルで実現し、個別
最適化された五感刺激コンテンツ

2022年度上市予定
（非医療機器）

パートナー

（株）Aikomi、損害保険
ジャパン(株)

メンタルヘルスVR 
コンテンツ 米国

疾患学習、認知再構築トレーニング、
マインドフルネス等をVRコンテンツ化
したセルフマネジメントツール

2022年度上市予定
（非医療機器） BehaVR社

ウェアラブル脳波計 日本
日常的にどこでも測定可能な簡易型脳波
計により、脳波トレンドを把握し精神疾
患の早期検知を可能にするサービス

製品開発中
（医療機器）

(株)ニューロスカイ

難聴者用マルチ会話
表示デバイス

日本
難聴者向けの新たなコミュニケーション
支援ツールとして、複数の発話者を区別
して発話内容を字幕で表示するデバイス

製品開発中
（非医療機器）

ピクシーダストテクノロ
ジーズ(株)

MELTz 手指運動
リハビリテーション
システム

日本
脳卒中後手指麻痺等を対象に、筋電信号
を利用したロボットニューロリハビリ
テーション装置

認証取得
2022年8月上市予定
（医療機器）

(株)メルティン MMI

自動採血・
保存デバイス 日本

糖尿病などの自己管理ツールとして、
低疼痛・長期保存・簡易輸送を実現する
採血デバイス

製品開発中
（医療機器）

Drawbridge Health社

実践とパフォーマンス価値創造の戦略 財務情報／会社情報ガバナンスプロフィール
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