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ジョンソン・エンド・ジョンソン、アビオメッドを買収 
 

 

米ニュージャージー州ニューブランズウィック、マサチューセッツ州ダンバース(2022 年 11 月 1 日) - 世界最大の多角的ヘル

スケア企業であるジョンソン・エンド・ジョンソン（NYSE: JNJ）と、画期的な心臓・肺・腎臓補助技術で世界をリードするアビ

オメッド（NASDAQ: ABMD）は本日、公開買付けを通じてジョンソン・エンド・ジョンソンがアビオメッドの発行済株式を一

株当たり 380 米ドルのキャッシュで取得し、取得キャッシュを含めた企業価値が約 166 億米ドルとなる最終契約を締結した

と発表しました。また、アビオメッドの株主は、特定の商業的および臨床的マイルストーンを達成した場合に、1 株当たり最大

35 米ドルの現金を受け取る権利を有する譲渡不可能なコンティンジェント・バリュー・ライト（CVR）を受け取ることができま

す。本取引は、両社の取締役会により全会一致で承認されました。 

 

この買収により、ジョンソン・エンド・ジョンソン MedTech（JJMT）は、ヘルスケアにおける最大のアンメット・ニーズの 1 つであ

る心不全と心機能の回復という病態における標準治療を推進し、成長する循環器系イノベーターとしての地位を拡大するこ

とになります。心臓疾患は、死因の第 1 位です。心臓疾患のすべての形態は心不全につながり、入院や入院期間の延長に

より医療制度にとって大きなコスト増となります。 

 

アビオメッドは、冠動脈疾患と心不全の治療に関して今までにない唯一のポートフォリオ、救命技術に関する広範なイノベーシ

ョンパイプライン、18 年間にわたって利益を出し成長し続ける実績を持つ、循環器系医療技術のリーディングカンパニーです。

アビオメッドは、最も急速に成長している医療技術分野における企業の一つであり、適応症、地域、そして製品において大き

な拡大の可能性を持っています。 

ジョンソン・エンド・ジョンソンの最高経営責任者であるホアキン・デュアトは次のように述べています。「アビオメッドの買収は、ジョ

ンソン・エンド・ジョンソンの戦略的優先事項と、医薬品と医療技術に焦点を当てた新しい当社のビジョンを遂行するための重

要なステップです。当社は、大きな成長分野へ参入することにより、医療技術分野での地位を強化することをお約束します。

アビオメッドが当社に加わったことで、心疾患における画期的な治療法を推進し、世界中のより多くの患者さんの命を助け、

株主に価値をもたらすための戦略的なプラットフォームができることになります。」 

 

ジョンソン・エンド・ジョンソンの MedTech 担当エグゼクティブ・ヴァイス・プレジデント兼ワールドワイド・チェアマンである アシュレ

イ・マクエボイ は次のように述べています。「アビオメッドの才能ある人材、臨床現場の医師との強い関係性、革新的な循環

器系ポートフォリオ、強固なパイプラインは、当社の MedTech 分野のポートフォリオ、グローバルな事業展開と強固な臨床専

門性を補完するものです。私たちは共に、世界中のより多くの患者さんに救命の技術を提供する素晴らしい機会を得ることが

できました。我々は成長のための投資を約束し、才能あるチームを歓迎し、患者さん第一の考え方とイノベーションとウィニング

カルチャーを共有するために共に働くことを楽しみにしています。」 

 

本プレスリリースは、米国ジョンソン・エンド・ジョンソンおよびアビオメッド・インクが現地時間 2022 年 11 月 1 日に発表した英文プレスリリースを日本

語訳したものです。正式な言語は英語であり、日本に適応しない内容が含まれます。解釈は英語が優先されます。 
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アビオメッドの会長、プレジデント兼 CEO の マイケル・ミノーグは次のように述べています。「アビオメッドの革新的な 

Impella® 心臓ポンプと有望なパイプラインが創り出した素晴らしい価値を反映した合意に至ったことを嬉しく思います。この

買収は、患者さんを第一に考えるというアビオメッドの考え方を共有し、患者さん、顧客、従業員、株主のために直ちに価値

を創造する企業のパートナーとなるものです。ジョンソン・エンド・ジョンソンのグローバルなスケール、ビジネス的な強み、臨床的

な専門知識を活用し、心臓の回復を世界標準の治療とするという当社の使命を加速させることができるようになります。」 

 

 

本買収のメリット 

 

• ジョンソン・エンド・ジョンソンMedTech（JJMT）は、心不全と心機能回復におけるリーダー的存在として、ポート

フォリオの多様化と拡大を図ります。Impella®心臓ポンプは、高リスク PCI（経皮的冠動脈インターベンション）を必

要とする重症冠動脈疾患、急性心筋梗塞に伴う心原性ショックの治療、または右心不全の患者さんに対して FDA か

ら独占的に承認されている画期的な技術であり、バイオセンスウェブスター・エレクトロフィジオロジーを含む JJMT ポートフ

ォリオを補完し、高成長市場へのシフトをさらに加速させることができます。 

 

• 心臓の回復を世界標準治療にするというミッションの推進による患者さんへの利益  ジョンソン・エンド・ジョンソンの基

盤、医師教育における優れた能力、コマーシャルエクセレンス、強固な臨床専門性は、アビオメッドの能力を補完し、世

界中のより多くの患者さんに救命技術を提供することを加速させます。 

 

• 強固な技術と臨床研究パイプラインによる市場機会の拡大 この統合により、ジョンソン・エンド・ジョンソンは、革新的

な研究開発プログラム、FDA の独占承認、Impella®の Class I ガイドライン達成を目指して進行中の複数の無作

為化比較試験など、心臓回復における世界有数のポートフォリオを追加し、心血管系イノベーターとしての地位を拡大

し、患者層へのアクセスを拡大させます。 

 

• 短期および長期の売上と利益の成長を加速させる 提案されている取引は、プロフォーマ MedTech およびジョンソン・

エンド・ジョンソンの企業収益の成長を加速させます。ジョンソン・エンド・ジョンソンでは、この買収は、資金調達の影響を

考慮すると初年度は調整後 1 株当たり利益に対して若干の希薄化から中立となり、2024 年には約 0.05 ドルの増

加、その後はさらに増加するものと予想しています。 

 

買収資金の調達と完了までのプロセス 

本契約に基づき、ジョンソン・エンド・ジョンソンの 100％子会社（合併子会社）は、アビオメッドの発行済株式の公開買付

けを開始し、アビオメッドの株主は、一株当たり 380 米ドルの現金と、一定の臨床・商業マイルストーンを達成した場合に一

株当たり最大 35 米ドルの追加キャッシュが得られる譲渡負荷の CVR を提示されることになります。 

 

マイルストーンの内容は以下の通りです。 

 

• ジョンソン・エンド・ジョンソンの 2027 年度第 2 四半期から 2028 年度第 1 四半期までの間にアビオメッド製品の売上

高が 37 億ドルを超えた場合、またはこの期間にこの基準を満たさず、その後 2029 年度第 1 四半期末までのいずれ

かの 4 四半期の間に満たした場合、1 株当たり 17.5 米ドル、1 株当たり米 8.75 ドルが支払われます。 
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• 2028 年 1 月 1 日までに心原性ショックを伴わない STEMI 患者における Impella®製品の使用が FDA の市販前

申請で承認された場合、1 株当たり 7.50 米ドルが支払われます。 

 

• 心原性ショックを伴う、または伴わない高リスク PCI または STEMI における Impella®の使用に関する Class I 推奨

が、それぞれの臨床エンドポイント発表日から 4 年以内、すべての場合において 2029 年 12 月 31 日までに初めて発

表された場合に 1 株当たり 10.00 米ドルが支払われます 

 

ジョンソン・エンド・ジョンソンは、手持ちの現金と短期資金を組み合わせて、本取引の資金を調達する見込みです。ジョンソ

ン・エンド・ジョンソンは、強固なバランスシートを維持し、研究開発投資、競争力のある配当、価値創造型買収、戦略的自

社株買いという、すでに発表済の資本配分の優先順位を引き続き維持していきます。 

 

本買収の完了後、アビオメッドはジョンソン・エンド・ジョンソン MedTech の中で独立した事業会社として運営され、それぞれ

10 億ドル以上の年間売上高で定義される 12 の JJMT の優先的プラットフォームのひとつとなります。アビオメッドの会長、社

長兼最高経営責任者のマイケル・R・ミノーグは、強力な将来を維持するための後継者プランを確立しており、移行をサポート

します。アビオメッドに 17 年間在籍し、直近では最高コマーシャル責任者を務めていたアンドリュー・グリーンフィールドが、アビ

オメッドの社長に就任しました。マイケル・ボンダ―は、アシュレイ・マクエボイのリーダーシップのもと、統合をリードします。マイケル

は、ジョンソン・エンド・ジョンソンとアボット・バスキュラーで 15 年以上にわたってインターベンショナル循環器領域に携わってきた

ベテランで、最近ではジョンソン・エンド・ジョンソンのグローバルをリードするバイオセンス ウェブスター・エレクトロフィジオロジーの

ワールドワイド・プレジデントを務めています。 

 

本取引は、2023 年第 1 四半期末までに完了する予定であり、アビオメッドの発行済普通株式の過半数の公開買付け、

適用される規制当局の承認、その他の慣習的な完了条件を満たすことが条件となります。 公開買付けが成立した場合、ジ

ョンソン・エンド・ジョンソンは、公開買付けに応募されなかったアビオメッドの株式を、合併会社によるアビオメッドとの合併によ

り、公開買付けで支払われるのと同じ 1 株当たりの対価で取得する予定です。この合併は、本公開買付け終了後、可能な

限り速やかに実施される予定です。 

 
 

アドバイザー 

 

J.P. Morgan Securities LLC がジョンソン・エンド・ジョンソンの財務アドバイザーを、Cravath, Swaine & Moore LLP

が法務アドバイザーを務めています。 

 

Goldman Sachs & Co. LLC がアビオメッドの財務アドバイザーを、Sullivan & Cromwell LLP が法務アドバイザーを

務めています。 

 

投資家向け電話会議 

 

ジョンソン・エンド・ジョンソンとアビオメッドは、本日 2022 年 11 月 1 日午前 8 時（米国東部時間）より、本買収に関す

る投資家との電話会議を開催します。 
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参加者用ダイヤルイン：877-869-3847 / +1 201-689-8261 

ウェブキャスト: https://event.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1580418&tp_key=06d99df38d 

 

投資家およびその他の関係者の皆様は、上記のリンクからウェブキャストをご覧いただけます。また、ライブ中継の約 2 時間後

に、www.investor.jnj.com または www.investors.Abiomed.com から再生が可能です。 

 

本日の合同カンファレンスコールを考慮し、アビオメッドは、本日午前 8 時（米国東部時間）に予定していた 2023 年度第

2 四半期決算に関するカンファレンスコールを中止しました。 

 

ジョンソン・エンド・ジョンソンについて 

ジョンソン・エンド・ジョンソンは、健康こそが豊かな人生の基盤であり、地域社会の繁栄と発展を促す原動力であると考えてい

ます。この信念に基づき、135 年を超える長きにわたり、私たちはすべての世代の、人生のあらゆる段階の人々の健康を支え

てきました。今日、世界最大級で広範な拠点を有するヘルスケア企業としての強みを最大限に活かし、世界中の誰もが、どこ

にいても、心身の健康と健全な環境を享受することができるよう、私たちは適正な価格でヘルスケアにアクセスできる、より健

全な社会の実現に向けて努力しています。ジョンソン・エンド･ジョンソンは、私たちのこころと科学の力、画期的な発想力を融

合させ、ヘルスケアを飛躍的に進化させるべく取り組んでいます。 

 
 
 

アビオメッドについて 

アビオメッドは、米国マサチューセッツ州ダンバースを拠点とし、循環器系のサポートと酸素供給を行う医療技術のリーディング

プロバイダーです。アビオメッド製品は、血流を改善し、心臓のポンプ機能を補助することで、心臓を休ませることができるように

設計されています。追加情報については、www.abiomed.com をご覧ください。Abiomed, Impella, Impella 2.5, 

Impella 5.0, Impella LD, Impella CP, Impella RP, Impella 5.5, Impella Connect, SmartAssist は 

Abiomed, Inc の登録商標で、米国と特定の外国で登録されています。Impella ECP、Impella BTR、STEMI 

DTU、Automated Impella Controller、Abiomed Breethe OXY-1 System、preCARDIA は Abiomed, Inc.

が商標出願中です。 

 

将来予想に関する記述についての注意事項 

本プレスリリースには、アビオメッドの買収に関する将来予想に関する記述が含まれています。 読者は、これらの将来見通しに

関する記述に依存しないよう注意してください。 これらの記述は、将来の出来事に関する現在の予測に基づいています。 基

礎となる仮定が不正確であることが判明した場合、または既知もしくは未知のリスクもしくは不確実性が現実化した場合、実

際の結果はアビオメッドまたはジョンソン・エンド・ジョンソンの期待および予測とは大きく異なる可能性があります。 リスクおよび

不確実性には、以下のものが含まれますが、これらに限定されるものではありません。Hart-Scott-Rodino Antitrust 

Improvement Act またはその他適用される独占禁止法に基づくクリアランスが得られないリスクを含む、買収の完了条件

が満たされないリスク、提案された取引を支持し本公開買付けに応募するアビオメッド株主の割合が不確実であること、取引

が予定通りの期間で完了しないまたは全く完了しない可能性があります。従業員の離職や経営陣の業務への専念など、取

引の継続中にジョンソン・エンド・ジョンソンまたはアビオメッドの事業に及ぼす潜在的悪影響、結果として生じる費用または遅

延を含む取引に関する株主訴訟のリスク、買収が完了した場合、期待される利益および機会が実現しない可能性または実

http://www.abiomed.com/
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現までに予想以上の時間がかかる可能性があります。臨床的成功および規制当局の承認取得の不確実性、新製品の商

業的成功の不確実性、製造上の問題および遅延、製品回収または規制措置につながる製品の有効性および安全性の懸

念、為替および金利の変動を含む経済状況、グローバルな事業活動に伴うリスクなど、製品の研究開発に内在する問題。

技術の進歩、新製品、競合他社が獲得した特許などの競争、特許に対する挑戦、税法や世界の医療制度改革を含む適

用法令の変更、不利な訴訟や政府の措置、医療サービスおよび製品の購買者の行動・支出パターンの変化や財政難、医

療費抑制の傾向などです。 さらに、本取引が完了した場合、ジョンソン・エンド・ジョンソンファミリーがアビオメッドの製品および

従業員・業務・臨床業務を正常に統合する能力、ならびにアビオメッドの製品の継続的性能または市場成長を確保する能

力に関するリスクと不確実性が存在します。 これらのリスク、不確実性およびその他の要因のさらなるリストおよび説明は、ジョ

ンソン・エンド・ジョンソンの 2022 年 1 月 2 日終了事業年度のフォーム 10-K による年次報告書（「将来予測に関する記

述についての注意事項」および「項目 1A」と題されたセクションを含む）に記載されています。Risk Factors」、およびその後

のジョンソン・エンド・ジョンソンの Form 10-Q による四半期報告書、アビオメッドの 2022 年 3 月 31 日に終了した事業年

度の Form 10-K による年次報告書（「Forward-Looking Statements に関する特記事項」、「Item 1A」）の見出

しのセクションを含む）に記載されているとおり、将来予測に関する記述については、「Forward-Looking Statements」と

「Special Note」に記載されています。Risk Factors はアビオメッドの Form 10-Q による四半期報告書、およびジョンソ

ン・エンド・ジョンソンとアビオメッドが米国証券取引委員会に提出したその他の報告書に記載されています。 これらの提出書

類のコピーは、オンラインで www.sec.gov、ジョンソン・エンド・ジョンソンの場合は、www.jnj.com またはジョンソン・エン

ド・ジョンソンからの要請により、また、アビオメッドの場合は、www.abiomed.com またはアビオメッドからの要請により入手

することができます。 ジョンソン・エンド・ジョンソンおよびアビオメッドのいずれも、法律で義務付けられている場合を除き、新しい

情報または将来の出来事や進展の結果として、将来予想に関する記述を更新することを約束するものではありません。 

 

 

追加情報 

本コミュニケーションに記載されている公開買付けはまだ開始されておらず、本コミュニケーションは有価証券の購入提案でも

売却提案の勧誘でもありません。 公開買付けが開始された時点で、ジョンソン・エンド・ジョンソンは、Merger Sub に

Schedule TO による公開買付説明書を米国証券取引委員会（以下「SEC」）に提出させる予定です。投資家およびア

ビオメッドの証券保有者は、ジョンソン・エンド・ジョンソンが SEC に提出する公開買付説明書（買付提案、送達状および関

連公開買付文書を含む）およびアビオメッドが SEC に提出する関連勧誘・推奨文（スケジュール 14D-9）が入手可能に

なった時点で、重要情報が含まれていますので、必ずお読みいただくようお願いします。 これらの文書は、SEC のウェブサイト

（www.sec.gov）において無料で入手することができます。 さらに、買付提案、送達状およびその他の特定の関連公開

買付文書のコピー（入手可能になり次第）は、ジョンソン・エンド・ジョンソン、Office of the Corporate Secretary, 

One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933, Attn: Corporate Secretary's Office に直

接請求すれば無料で入手することが可能です。 スケジュール 14D-9 の勧誘・推奨文のコピー（入手可能になり次第）

も、アビオメッドのウェブサイト（https://investors.abiomed.com）の「Investors」セクションから無料で入手することが

できます。 
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