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アステラス製薬「Ｒ＆Ｄミーティング」資料について 

 
アステラス製薬株式会社（本社：東京、社長：野木森 雅郁）は、2006年 7月 3日（月）

13:00より弊社の研究開発への理解を一層深めていただくため「Ｒ＆Ｄミーティング」を開
催いたします。 
同説明会の資料は別紙の通りです。 
 

以 上 
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注意事項

資料中の業績見通し数値及び開発見通し等は、現時点において入手可能な情報か
ら得られた当社経営陣による判断に基づくものですが､重大なリスクや不確実性を
含んでいる情報から得られた多くの仮定及び考えに基づきなされたものであります｡
実際の成果は、さまざまな要素によりこれら業績見通し、開発見通し等とは大きく異
なる結果となり得ることをご承知おき下さい。

実際の業績に影響を与える要素には、経済情勢の悪化、為替レートの変動、法律・
行政制度の変化、新製品上市の遅延、競合会社の価格・製品戦略による圧力、当
社既存及び新製品の販売力の低下、生産中断、当社の知的所有権に対する侵害、
重大な訴訟における不利な判決等がありますが､これらに限定されるものではあり
ません。

医薬品（開発中の物を含む）に関する情報が含まれておりますが、その内容は宣伝
広告、医学的アドバイスを目的としているものではありません。
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アステラス製薬株式会社

代表取締役社長＆ＣＥＯ野木森 雅郁
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新社長としての使命

来期目標営業利益（2,500億円）の達成

プログラフ・ハルナールの特許切れをオフセットしての

中長期の継続成長

営業力の強化およびグローバル販売網の構築

研究開発力の強化

グローバル機能の効率化（組織・コスト構造の適正化など）

株主還元の強化

企業価値の継続的な向上をめざした経営企業価値の継続的な向上をめざした経営
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研究開発力の強化について

Research

アンメットニーズのある創薬標的分子の追求

創薬研究機能の再編： 創薬研究の中心となる

つくば（御幸が丘）研究センターを拡充

Development
グローバル製品価値の最大化

新製品のスピーディーな創製

開発投資採算性の向上

導入戦略

自社開発品の補完

日米欧既存営業基盤の効率的活用と拡大を目指して導入
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アステラス製薬株式会社

常務執行役員開発本部長清水政男
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開発本部のミッション

新製品のスピーディーな創製新製品のスピーディーな創製

グローバル製品価値の最大化グローバル製品価値の最大化

製品価値最大化を意識した開発計画 ⇒ 国際共同試験 / トランスアトランティック スタディ

高優先順位プロジェクトのスピードアップ

ライフサイクルマネジメント(適応拡大・剤形追加)の強化

グローバル開発体制の整備による効率的な開発の推進

戦略的、効率的なアウトソーシング

開発投資採算性の向上開発投資採算性の向上

開発プロジェクトの選択と集中

プロジェクトマネジメント体制の強化(リソース配分の効率化)

新製品のスピーディーかつ継続的な上市新製品のスピーディーかつ継続的な上市
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グローバル開発体制

社長・製品戦略会議社長・製品戦略会議

開発本部・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ開発会議(GDC)開発本部・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ開発会議(GDC)

グローバルプロジェクトチーム

ﾛｰｶﾙﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ

R & D  
ﾏｰｹｯﾃｨﾝｸﾞ･営業

医学・薬事他

ﾛｰｶﾙﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ

R & D  
ﾏｰｹｯﾃｨﾝｸﾞ･営業

医学・薬事他

欧州

アステラススタート時より、統合された組織・体制のもとでグローバル開発を推進アステラススタート時より、統合された組織・体制のもとでグローバル開発を推進

HQ 決裁 PESAP / ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝの提案

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ
提案

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ
決裁

日本/アジア 米国

（開発要員：500人弱) （開発要員：日本 400人弱)
アジア 50人弱)

（開発要員：300人強)

ﾛｰｶﾙﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ

R & D  
ﾏｰｹｯﾃｨﾝｸﾞ･営業

医学・薬事他

ﾛｰｶﾙﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ

R & D  
ﾏｰｹｯﾃｨﾝｸﾞ･営業

医学・薬事他

ﾛｰｶﾙﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ

R & D  
ﾏｰｹｯﾃｨﾝｸﾞ･営業

医学・薬事他

ﾛｰｶﾙﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ

R & D  
ﾏｰｹｯﾃｨﾝｸﾞ･営業

医学・薬事他

PESAP: Project Evaluation 
System in Astellas Pharma.
（ｱｽﾃﾗｽのPJ評価ｼｽﾃﾑ）

8

開発推進体制の効率化

Project AProject A

Project team functions

Technical Services / Manuf.

Brand Management

Medical Affairs
Commercial

Non-clinical

Medical Science (Med. monitor)

Pharmaceutical/Technical

Transatlantic Project Leader

Biometrics (Statistician)

Clinical Research

Regulatory/Drug safety

PK - Europe

Clinical Research - Europe

Project Leader - Europe

Inner project team

Pharmaceutical - Europe

Brand management - US

Regulatory - US

US team memberEuropean team member

Pharmaceutical - US

Regulatory - Europe

Brand management - Europe 

PK - US

Project Leader - US 

Clinical Research - US

Project BProject B

Inner project team

トランスアトランティックトランスアトランティック ハーモナイゼーションハーモナイゼーション
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領域 申請中P-IIIP-II

泌尿器

消化器

承認P-I

ベシケア (日)        
過活動膀胱YM617 (米)        

小児適応

YM155 (欧米)        
前立腺癌、他

免疫・炎症
(移植)

FK506MR (日)
徐放性製剤

FK506MR (欧米) 
徐放性製剤

FK506 (日)
ループス腎炎

FK506 (日)       
重症筋無力症

プログラフ (日)   
関節リウマチ

FK506 (米)       
喘息

ﾃﾞｶﾞﾚﾘｸｽ(日)  
前立腺癌

YM060 (日)      
過敏性腸症候群

YM617 (欧)        
口腔内崩壊錠

YM1170 (日)    
S-GERD    

YM672 (欧米)        
間質性膀胱炎

抗ｵｽﾃｵﾎﾟﾝﾁﾝ抗体(欧)
関節リウマチ

プログラフ(欧米) 
心移植

2005年4月以降にステージ変動したプロジェクト(1)

FK506 (日)
潰瘍性大腸炎

は、新規導入のプロジェクト
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領域 申請中P-IIIP-II 承認P-I

YM026 (日)       
ﾋﾞｸﾞｱﾅｲﾄﾞ系
製剤併用

YM026 (日) 
ｲﾝｽﾘﾝ抵抗性
改善薬併用

ﾊﾞﾌﾟﾘｿﾞｰﾙ(米)   
体液正常型
低ﾅﾄﾘｳﾑ血症

循環器

糖尿病

感染症

ﾌｧﾝｶﾞｰﾄﾞ (日)    
小児適応

FK463 (日)       
予防投与

FK463 (欧)   
深存性真菌症

テラバンシン(欧米)  
複雑性皮膚軟部組織
感染症, 院内肺炎

T-3811(日)
呼吸器・耳鼻科感染症

中枢
ルボックス (日)    
社会不安障害

FK199B (日)    
徐放性製剤

腎
ILY101(日)       
高リン血症

2005年4月以降にステージ変動したプロジェクト(2)

XP13512(日)
下肢静止不能症候群
糖尿病性神経障害

YM311(FG-2216)
(日)  腎性貧血

YM311(FG-2216)
(欧) 腎性貧血

YM533 (日)      
慢性腎不全

YM758 (欧米)       
安定狭心症
心房細動

RSD1235 (米)
心房細動
［申請準備中］

YM086(日)     
糖尿病性腎症

マイカミン (米)    
100mgﾊﾞｲｱﾙ

5
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YM087 心不全の急性増悪 P-II (米国・欧州)
FK352B 透析低血圧 P-II (日本)
AczoneTM にきび 申請中 (米国)

FK506 ゲル(乾癬) P-III (米国)

ﾃﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 皮膚科領域感染症 申請中 (日本)
子宮頸管炎

FK614 インスリン非依存性糖尿病 P-II (米国・日本)

FK949 認知症における精神症状 P-II (日本)
及び行動障害

FK506 関節リウマチ P-III (米国)
P-II  (欧州)

FK481 骨粗鬆症 P-II  (日本)
FK778 肝・腎移植における拒絶反応 P-II  (欧米)

開発中止プロジェクト

2005年4月以降にステージ変動したプロジェクト(3)

12

地域別・開発ステージ別プロジェクト数

318欧州

26(*)728米国

9103日本

申請フェーズIIIフェーズII前臨床/
フェーズI地域

ｽﾃｰｼﾞ

* 申請準備中を含む

6
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最優先プロジェクト

プロジェクトの優先順位見直しのうえ、最優先で取り組むプロジェクトの優先順位見直しのうえ、最優先で取り組む

プロジェクトとして以下を選定プロジェクトとして以下を選定

経口EPO誘導薬
(腎性貧血)

欧州：P-II             
日本：P-I

YM311(FG-2216)

経口ファクターXa阻害薬
(血栓症予防)欧州：P-IIYM150

5-HT3受容体拮抗薬
(過敏性腸症候群)

日本：申請中

欧州：P-II
YM060

薬効分類
(対象疾患)

開発地域
ステージ

プロジェクト
開発番号
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本日ご説明するプロジェクト

YM758:  選択的Ifチャネル阻害薬

YM155:  Survivin発現抑制薬

YM086(BIBR277):  糖尿病性腎症

抗ヒトオステオポンチン抗体:   関節リウマチ

YM060: 5-HT3受容体拮抗薬

YM150:  経口ファクターXa阻害薬

YM311(FG-2216):  経口EPO誘導薬

新規プロジェクト新規プロジェクト

7



個別プロジェクトの
ご説明

2006年7月3日
アステラス製薬株式会社

執行役員プロジェクト統括部長浅野雅晴
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本日ご説明するプロジェクト

YM758:  選択的Ifチャネル阻害薬

YM155:  Survivin発現抑制薬

YM086(BIBR277):  糖尿病性腎症

抗ヒトオステオポンチン抗体:   関節リウマチ

YM060: 5-HT3受容体拮抗薬

YM150:  経口ファクターXa阻害薬

YM311(FG-2216):  経口EPO誘導薬

新規プロジェクト新規プロジェクト

8
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YM060の概要

作用機序： 5-HT3受容体拮抗

適応症： 下痢型過敏性腸症候群

剤 形： 経口剤(1日1回)

開発状況： 日本：申請中(2006年1月申請)

欧州：P-II終了。データ詳細解析中

2006年度中に欧米でのP-III試験を開始予定

申請目標：2008年度前半

プロファイル： 下痢および腹部症状に有効性が高い

効果の発現が早い

効果に性差がない

18

中枢神経系

YM060

5-HT3受容体

下痢
排便亢進

大腸痛覚

求心性神経

5-HT3受容体

ストレス

大腸伸展

5-HT

輸送能亢進 水分輸送異常

腸管神経叢

5-HTACh等のメディエーター

大腸

YM060: 作用メカニズム

YM060

9



19

YM060:  試験結果のまとめ

欧州P-II試験の概要
【試験デザイン】 投与期間：12週間 症例数：691例

投与群：YM060 2.5、5、10、20μg及びプラセボ
主要評価項目：IBS症状の全般改善効果及び

腹痛・腹部不快感改善効果のﾚｽﾎﾟﾝﾀﾞｰ率

YM060群のﾚｽﾎﾟﾝﾀﾞｰ率は全ての用量でプラセボ群を上回った。
もう一つの主要評価項目である腹痛・腹部不快感改善効果の成績も同様であった。

安全性上、特に問題となる有害事象の発現は認められなかった。

【結果の概要】

国内P-III試験の概要
【試験デザイン】 投与期間：12週間 症例数：539例

投与群：YM060 5μg、プラセボ
主要評価項目：IBS症状の全般改善効果における最終時点での

月間ﾚｽﾎﾟﾝﾀﾞｰ率

YM060群のﾚｽﾎﾟﾝﾀﾞｰ率はプラセボ群に対して統計的に有意な差が認められた。
安全性上、重篤な副作用は認められなかった。

【結果の概要】

20

日本申請中、欧州P-II       
1日1回投与

5-HT3受容体拮抗薬
下痢型IBS

ラモセトロン
(YM060)

米国2002年販売再開
1日2回投与

5-HT3受容体拮抗薬
重症下痢型IBS(女性のみ)アロセトロン

米国2002年発売
1日2回投与

5-HT4受容体作動薬
便秘型IBS(女性のみ)テガセロド

備考
作用機序
適応症

一般名

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2001 2002 2003 2004 2005

Va
lu

e 
($

 m
io

.)

5-HT Modulators Antidiarrheals Antispasmodics

YM060: 米国におけるIBS市場の状況
【5HT Modulators】

米国IBS市場は475百万ドル(2005年)

そのうちの80%は5-HT Modulators

5-HT Modulatorsの売上の殆どは
便秘型の治療薬が占める

*5-HT Modulators: 5HT受容体拮抗薬 / 作動薬

Source: IMS 
Health, IMS 
MIDASTM , 2006
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YM150の概要

作用機序： 活性化血液凝固第X因子（ファクターXa）阻害

適応症： 整形外科手術後の静脈血栓症（VTE）の予防
心房細動（AF）における血栓症予防

剤 形： 経口剤(1日1回)

開発状況： VTEの予防：欧州で P-IIb試験を実施中(2007年度中の終了目標)

AFにおける血栓症予防：欧米でP-II試験準備中
(2006年度中に着手予定)

プロファイル： 先行する経口トロンビン阻害剤／ファクターXa阻害剤に比較して
利便性、安全性プロファイルの改善が期待できる

トピックス： 欧州PII・POC試験において、YM150は10mg以上の用量で
enoxaparinと同等以上の効果を確認
(投与群:YM150 3mg、10mg、30mg、60mg、enoxaparin 40mg)

欧州P-I (忍容性試験)において、240mgまでの投与が終了し、
重大な出血は見られなかった

22

YM311(FG-2216)の概要

作用機序： EPO等の産生調整に関わる因子HIFを分解する酵素であるHIF-PHの
働きを阻害することにより、結果的にEPO発現を亢進させる

適応症： 腎性貧血（透析期・保存期）、癌化学療法に伴う貧血、癌性貧血等

プロファイル： 世界初の経口EPO誘導薬
低分子化合物

高い効果

利便性に優れ、患者の負担が少ない

地域： 欧州・日本

開発段階： 欧米：腎性貧血P-II試験実施中
（2006年前半にアステラスも欧米開発に参画）

腎性貧血でのP-III入りは2008年を予定

日本：P-I (P-I単回経口投与の結果は、海外P-Iと同様に血中EPO濃度
の用量依存的増加が認められた)

P-II入りは2007年を予定

11
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YM311:  保存期腎性貧血P-IIa試験（欧州）：試験デザイン

– 6～20mg/kgを週3回または週2回、4週間投与．

Randomize 2:1

(YM311:placebo)

Randomize 2:1

(YM311:placebo)

6 subjects randomized to YM3116 subjects randomized to YM311

3 subjects randomized to placebo3 subjects randomized to placebo

2 week screening 4 week treatment period 2 week follow-up period

= administration of YM311 or placebo

0  2  4 7 9 11 14 16 18 21 23 25 28 35 42

4 5 60 1 2 3-2 -1Week
Day    -14

Dose Escalation
6, 10, 15, 20 mg/kg

,

24

YM311: 保存期腎性貧血P-IIa試験（欧州）：有効性まとめ（途中結果）

EPO未治療

Dosage N 平均Hb変化 (g/dL) 

6 mg/kg, 3X/week 6 1.1
10 mg/kg, 2X/week 4 1.2
10 mg/kg, 3X/week 5 0.9

5 -0.3

Dosage N

6 mg/kg, 3X/week 6 -1.1
15 mg/kg, 3X/week 3 0.2
20 mg/kg, 3X/week 1 1.8

5 -1.2

Placebo

Placebo

EPO既治療
平均Hb変化 (g/dL) 

既治療の定義：YM311の投与開始前の少なくとも8週間、固定用量のEPOが投与され、ベースラインの
Hb値が平均で11g/dL前後に維持された患者
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YM311:  EPO未治療（10mg/kg週2回，週3回）：Hb変化
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YM311:  EPO未治療（10mg/kg週2回，週3回）：Hct変化
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YM311:  EPO既治療（15，20mg/kg 週3回）：Hb変化
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YM758（安定狭心症）の概要

作用機序： 選択的 If チャネル阻害

適応症： 安定狭心症

剤 形： 経口

開発ステージ： 欧州 P-II

プロファイル：

・心臓 Ifチャネルを選択的に阻害し，運動時心拍数を選択的に低下する

・βブロッカーやCa拮抗剤と比較して、血圧低下／心抑制作用がない

・ Ca拮抗剤と比較して、心電図指標に対して影響を与えない（=催不整脈
作用がない）

・βブロッカーやCa拮抗剤に禁忌ならびに忍容性の悪い患者に対して使用
可能である

・１日１回投与が期待できる

<<新規プロジェクト新規プロジェクト>>

14
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YM758:  安定狭心症における作用機序

心室拡張時間↓

動脈硬化／器質的冠狭窄→冠予備能↓

労作・感情の変化等

心 拍 数 増 加

心筋虚血

YM758

心仕事量↑

心筋酸素消費量↑

自覚症状／狭心発作

交感神経活性↑

心室筋内膜下血流↓

心筋へ酸素供給の低下 心筋酸素消費の増加不均衡

Ifチャネル
ペースメーカーの自発活動性を上昇

洞房結節

阻害

安 定 狭 心 症

30

YM758（心房細動）の概要

作用機序： 選択的 If チャネル阻害
適応症： 心房細動時心室拍動数コントロール

剤 形： 経口

開発ステージ： 米国 P-II

日本 P-I 準備中

プロファイル：

・心臓 If チャネルを選択的に阻害し，心房細動時心室拍動数をコントロール
する

・βブロッカーやCa拮抗剤と比較して、血圧低下／心抑制作用がない

・ジギタリスと比較して、運動時の心室拍動数のコントロールが可能

・Ca拮抗剤と比較して、心電図指標に対して影響を与えない

・既存の抗不整脈薬と比較して高い安全性が期待される
（＝循環動態を大きく変化させない＆催不整脈作用がない）

・１日１回投与が期待できる

15
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YM758:  心房細動における作用機序

YM758

心室拍動数が不規則に増加
(100 bpm <)

心機能低下・全身循環の不安定

心不全への移行

交感神経活性↑
Ifチャネル

過剰刺激伝導を増強

阻害

高頻度・不規則な興奮が心房から房室結節へ伝播

慢性・持続性心房細動

房室結節

疲労感，動悸，息切れ，
頭痛，胸部不快感など

長期にわたって持続

高頻度・不規則な興奮が房室結節から心室へ伝播

32

心房細動の薬物治療におけるYM758の位置づけ

心房細動

除細動 洞調律維持
(ﾘｽﾞﾑｺﾝﾄﾛｰﾙ)

心室拍動数

コントロール
(ﾚｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙ)

塞栓症の予防
(抗凝固剤療法)

専門医

PCP

RSD1235 
(注射)

YM758   YM758   
((経口経口))

YM150   
(経口)

併用可能

治療の
分類

16
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YM155の概要

作用機序： Survivin発現抑制作用
適応症： ホルモン抵抗性前立腺癌・非小細胞肺癌・メラノーマ等

剤 形： 注射剤

開発ステージ： 欧米：P-II
(ホルモン抵抗性前立腺癌・非小細胞肺癌・メラノーマの3つの試験
において患者繰り入れ中)

日本：P-I

プロファイル： - Survivinというアポトーシス等に関わる新規分子を標的に作用し、
強力な抗腫瘍活性を有する

-ホルモン抵抗性前立腺癌・非小細胞肺癌・メラノーマ等の癌種におい
て、単剤で既存治療無効例に奏効し、単剤または併用で奏効・生存

期間を向上させることが期待できる

トピックス： 6月開催の米国臨床腫瘍学会（American Society of Clinical 
Oncology）にて、P-I試験結果を公表

34

YM155:  US Phase I study 計画概略および患者背景

【計画概略】

主要目的; MTD (Maximum Tolerated Dose) およびDLT (Dose Limiting Toxicity) の決定

対 象；標準的治療に無効であった各種固形癌患者（悪性リンパ腫を含む）

投与量 ；1.8、3.6、4.8、6.0 (mg/m2/day)

投与方法；7日間持続点滴投与（1サイクル21日間：7日間投与＋14日間休薬）

デザイン ；3-6例／群にて安全性を確認しながら増量を行い、DLTが2/6例未満であった投与量を
MTDとした。また、MTDの更なる安全性確認のため、MTDに12例以上症例を追加した。

DLTの定義；好中球減少（G4）の5日間以上持続、血小板数≦25,000、G3/4の非血液毒性、他

【患者背景】

症例数 ;41例 （1.8群：8例、3.6群：6例、4.8群：25例、6.0群：2例）

化学療法の前治療数（中央値）；5

癌 腫 ；前立腺癌（9）、非ホジキンリンパ腫（5）、大腸癌（5）、肉腫（4）、卵巣癌 / 肺癌（各3）、他

17



YM155: US Phase I study 結果概略(1)：安全性

血液毒性

GradeGradeGradeGradeGradeGrade

6.0

4.8

3.6

1.8

Dose 4 1

腎障害

2

1

34

1

1

1

クレアチニン

2 34

6

2

1

関節痛

2

2

1

2 34

2

10

1

3

1

発熱

2

2

2 34

5

4

1

1

嘔気

1

2

1

2 3 4321例数

18

6

1525

112

口内炎

非血液毒性

血小板減少好中球減少

01 (1)0 (0)26.0

01 (1)0 (0)254.8

00063.6

00081.8

Grade 3Grade 4Grade 3例数Dose

1st cycle (全cycle)

36

YM155:  US Phase I study 結果概略(2)：有効性

非ホジキンリンパ腫での有効例

26

Oct 22, 2004 Dec 3, 2004

Near CR in Recurrent DLBCL NHL Near CR in Recurrent DLBCL NHL 
Refractory to CHOP and RICERefractory to CHOP and RICE

Pt treated with total 6 cycles YM155 then PSC transplant- now NED >18 mos

18
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YM155: US Phase I study 結論

MTDおよびDLT
- MTD; 4.8mg/m2/day 
- DLT; 6.0mg/m2/day の2例中2例に認められた腎機能障害であった

安全性;
- MTD (4.8mg/m2/day)における主な有害事象は口内炎、関節痛および発熱であり、
いずれも重篤なものではなかった

- 血液毒性は殆ど認められなかった

有効性；

- 非ホジキンリンパ腫：5例中3例でPR（50％以下の腫瘍縮小）
- ホルモン抵抗性前立腺癌：9例中2例でPSAの減少（50%以下の減少）
- 非小細胞肺癌：2例中1例にて腫瘍縮小傾向

38

YM086(BIBR277):  ミカルディス効能追加の概要

一般名： テルミサルタン

申請適応症： 2型糖尿病に伴う糖尿病性腎症

作用機序： アンジオテンシンII受容体拮抗

地域： 日本

開発段階： 申請中

(2006年6月30日申請)

導入元： ベーリンガーインゲルハイム

(開発コード：BIBR277)
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P-III試験(INNOVATION試験)の概要

試験の目的： 2型糖尿病に伴う早期腎症(微量アルブミン尿を呈する状態)から
顕性腎症への進展に対する、テルミサルタンの抑制効果を検討

主要評価項目：顕性腎症(糖尿病性腎症病気分類第3期)への移行

副次評価項目：尿中アルブミン排泄量、顕性腎症への移行率、尿中アルブミン排

泄量の正常化率等

症例数： 527例
(高血圧合併患者だけでなく、正常血圧患者も対象)

試験デザイン：プラセボ対照2重盲検比較試験

527例を3群(テルミサルタン40mg、80mg、プラセボ)に割付

＊試験結果：2006年中の発表を予定

40

抗ヒトオステオポンチン抗体の概要

物質名称： 抗ヒトオステオポンチン抗体

薬効： オステオポンチン(OPN)の生物活性の中和

剤形： 注射剤（ＩＶ）

適応症： 関節リウマチ（RA）

開発段階： P-I （欧州でのP-I試験を開始予定）

導入元： 免疫生物研究所(IBL) （共同研究の後、IBL持分の権利をアステラスへ譲渡）

化学及血清療法研究所（化血研）と共同開発

プロファイル：

RAの関節局所におけるOPNの生物活性を阻害することによる
強力な抗炎症作用と明確な関節破壊抑制作用

既存生物製剤で問題とされる易感染性や発癌リスクの低減

20
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T cell

IL-1β TNF-α IL-6

inflammatory
mediator
release

synoviocyte
proliferation

osteoclast
activation

autoantibody
production

bone/cartilage destruction

pain

inflammatory
cell

migration

infliximab (Remicade)
etenercept (Enbrel)
adalimumab (Humira)

anakinra (Kineret)

abatacept (Orencia)

• TNFa-Blocker

• IL-1 receptor antagonist

• CTLA4-Ig (T cell inhibitor)

OPNOPN

ASK8007ASK8007

易感染性を起こさず

強力な抗炎症作用と

明確な関節破壊抑制

が期待できる

（既存DMARD）

免疫上流を止めることによる
感染症，発癌リスクの増大

tocilizumab/MRA (Actemra)
• IL-6 receptor antagonist

•Calcineurin Inhibitor
Tacrolimus (Prograph)
Cycrosporin

APC

• Nucleic acid metabolism antagonist
Methotrexate
Leflunomide

inflammation

抗ヒトオステオポンチン抗体:  作用メカニズム

抗ﾋﾄｵｽﾃｵﾎﾟﾝﾁﾝ抗体
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新薬開発状況                                                  （2006年 7月現在） 
 
 
1.日本 
 
(1)申請中 

開発ｺｰﾄﾞ 
一般名 

（申請時期） 対象疾患 薬効/作用機序 剤形 自社/導入 備考 

YM177 ｾﾚｺｷｼﾌﾞ 
(2002年12月) 

関節リウマチ、変形性関節症、 
腰痛症等 ｼｸﾛｵｷｼｹﾞﾅｰｾﾞⅡ阻害剤 経口 ﾌｧｲｻﾞｰ  

YM152 ﾌｨﾅｽﾃﾘﾄﾞ 
(1994年12月) 

前立腺肥大 5α-還元酵素阻害剤 経口 メルク  

FK506 ﾀｸﾛﾘﾑｽ 
(2005年 10月) 

ループス腎炎 免疫抑制剤 経口 自社 効能追加

YM060 ﾗﾓｾﾄﾛﾝ 
(2006年 1月) 

過敏性腸症候群（IBS） 5-HT3受容体拮抗剤 経口 自社 効能追加

YM026 ﾅﾃｸﾞﾘﾆﾄﾞ 
(2006年 1月) 

2型糖尿病 
ﾋﾞｸﾞｱﾅｲﾄﾞ系製剤との併用 

速効・短時間型 
ｲﾝｽﾘﾝ分泌促進剤 経口 味の素 効能追加

FK463 ﾐｶﾌｧﾝｷﾞﾝ 
(2006年 1月) 

造血幹細胞移植患者におけるアスペ

ルギルス症及びカンジダ症の予防
抗真菌剤 注射 自社 効能追加

FK506 ﾀｸﾛﾘﾑｽ 
(2006年 5月) 

臓器移植における拒絶反応 
（徐放性製剤） 

免疫抑制剤 経口 自社 剤形追加

T-3811 ｶﾞﾚﾉｷｻｼﾝ 
(2006年 5月) 呼吸器感染症、耳鼻科感染症 合成抗菌剤 経口 富山化学  

YM086 
(BIBR277) 

ﾃﾙﾐｻﾙﾀﾝ 
(2006年 6月) 2型糖尿病に伴う糖尿病性腎症 ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝⅡ受容体拮抗剤 経口 ベｰﾘﾝｶﾞｰ・

ｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ
効能追加

 

 
(2)フェーズⅢ 

開発ｺｰﾄﾞ 一般名 対象疾患 薬効/作用機序 剤形 自社/導入 備考 

YM529 ﾐﾉﾄﾞﾛﾝ酸 骨粗鬆症 骨吸収抑制剤 経口 自社  

YM617 ﾀﾑｽﾛｼﾝ 下部尿路症 α1受容体拮抗剤 経口 自社 効能追加

YM643 
ｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝ 
ｱﾙﾌｧｺﾝ-1 

C型慢性肝炎 
リバビリン併用 ｺﾝｾﾝｻｽ ｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝ製剤

注射・ 
経口併用 ｼｪﾘﾝｸﾞ・ﾌﾟﾗｳ 効能追加

YM026 ﾅﾃｸﾞﾘﾆﾄﾞ 2型糖尿病 
インスリン抵抗性改善薬との併用

速効・短時間型 
ｲﾝｽﾘﾝ分泌促進剤 経口 味の素 効能追加

YM177 ｾﾚｺｷｼﾌﾞ 術後・外傷後および抜歯後疼痛 ｼｸﾛｵｷｼｹﾞﾅｰｾﾞⅡ阻害剤 経口 ﾌｧｲｻﾞｰ 効能追加

FK506 ﾀｸﾛﾘﾑｽ 潰瘍性大腸炎 免疫抑制剤 経口 自社 効能追加

 ﾃﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 感染症（小児） ｹﾄﾗｲﾄﾞ系経口抗菌剤 経口 ｻﾉﾌｨ･ 
ｱﾍﾞﾝﾃｨｽ

効能追加

YM1170 ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝ 症候性胃食道逆流症(S-GERD) H2受容体拮抗剤 経口 自社 効能追加

FK506 ﾀｸﾛﾘﾑｽ （全ての）重症筋無力症 免疫抑制剤 経口 自社 効能追加

FK199B ｿﾞﾙﾋﾟﾃﾞﾑ 不眠症 
(徐放性製剤) ω1受容体作動薬 経口 ｻﾉﾌｨ･ 

ｱﾍﾞﾝﾃｨｽ
剤形追加
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(3)フェーズⅡ 
開発ｺｰﾄﾞ 一般名 対象疾患 薬効/作用機序 剤形 自社/導入 備考 

YM974 ﾊﾞﾙﾃﾞｺｷｼﾌﾞ 関節リウマチ、変形性関節症、

腰痛症等 ｼｸﾛｵｷｼｹﾞﾅｰｾﾞⅡ阻害剤 経口 ﾌｧｲｻﾞｰ  

YM978 ﾊﾟﾚｺｷｼﾌﾞ 急性疼痛 ｼｸﾛｵｷｼｹﾞﾅｰｾﾞⅡ阻害剤 注射 ﾌｧｲｻﾞｰ  

YM533 ﾍﾞﾗﾌﾟﾛｽﾄ 
ﾅﾄﾘｳﾑ 慢性腎不全(原発性・腎硬化) ﾌﾟﾛｽﾀｻｲｸﾘﾝ受容体刺激剤 経口 東レ 効能追加

剤形追加

 
 
2.米国 
 
(1)申請中 

開発ｺｰﾄﾞ 
一般名 

（申請時期） 対象疾患 薬効/作用機序 剤形 自社/導入 備考 

YM087(*) ｺﾆﾊﾞﾌﾟﾀﾝ 
(2004年 1月) 

体液貯留型の低ナトリウム血症 ﾊﾞｿﾌﾟﾚｼﾝ受容体拮抗剤 注射 自社  

FK506 ﾀｸﾛﾘﾑｽ 
(2005年12月) 

臓器移植における拒絶反応 
(徐放性製剤) 免疫抑制剤 経口 自社 剤形追加

＊YM087:2005年 12月に FDAより承認可能通知を受領 

 
(2)申請準備中 
開発ｺｰﾄﾞ 一般名 対象疾患 薬効/作用機序 剤形 自社/導入 備考 

RSD1235(*)  心房細動 抗不整脈剤 注射 ｶﾙﾃﾞｨｵｰﾑ  

＊2006年 5月に FDAより申請不受理の通知を受領。再度提出予定。 

 
(3)フェーズⅢ 
開発ｺｰﾄﾞ 一般名 対象疾患 薬効/作用機序 剤形 自社/導入 備考 

FK506 ﾀｸﾛﾘﾑｽ アトピー性皮膚炎 免疫抑制剤 ｸﾘｰﾑ 自社 効能追加

剤形追加

CVT-3146 ﾚｶﾞﾃﾞﾉｿﾝ 画像診断時の薬理学的負荷 
（心機能検査補助剤） ｱﾃﾞﾉｼﾝ A2a作動薬 注射 CV 

ｾﾗﾋﾟｭｰﾃｨｸｽ
 

FK506 ﾀｸﾛﾘﾑｽ 乾癬 免疫抑制剤 ｸﾘｰﾑ 自社 効能追加

剤形追加

 ﾃﾗﾊﾞﾝｼﾝ ｸﾞﾗﾑ陽性菌に起因する複雑性皮

膚・軟部組織感染症、院内肺炎 
脂質化ｸﾞﾘｺﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ系 

抗生物質 注射 テラバンス  

YM617 ﾀﾑｽﾛｼﾝ 神経因性の排尿障害(小児) α１受容体拮抗剤 経口 自社 効能追加
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(4)フェーズⅡ 
開発ｺｰﾄﾞ 一般名 対象疾患 薬効/作用機序 剤形 自社/導入 備考 

YM443  機能性胃腸症 ｱｾﾁﾙｺﾘﾝ遊離促進剤 経口 ゼリア新薬  

 ｶﾙﾍﾟﾘﾁﾄﾞ 急性心不全 α型ﾋﾄ心房性ﾅﾄﾘｳﾑ利尿

ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ 
注射 第一ｱｽﾋﾞｵ

ﾌｧｰﾏ 
 

FK962  アルツハイマー型痴呆症 抗痴呆剤 経口 自社  

YM155  
ホルモン抵抗性前立腺癌、 
非小細胞肺癌、メラノーマ等 Survivin発現抑制剤 注射 自社  

FK506 ﾀｸﾛﾘﾑｽ 喘息 免疫抑制剤 吸入 自社 
効能追加

剤形追加

YM672 
(IPD-1151T) ﾄｼﾙ酸ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄ 間質性膀胱炎 抗アレルギー剤 経口 大鵬薬品  

YM758  心房細動 Ifチャネル阻害剤 経口 自社  

 
 

3.欧州 
 
(1)申請中 

開発ｺｰﾄﾞ 一般名 
(申請時期) 対象疾患 薬効/作用機序 剤形 自社/導入 備考 

FK506 ﾀｸﾛﾘﾑｽ 
(2006年 1月) 

臓器移植における拒絶反応 
(徐放性製剤) 免疫抑制剤 経口 自社 剤形追加

FK463 ﾐｶﾌｧﾝｷﾞﾝ 
(2006年 4月) 

深在性真菌症 抗真菌剤 注射 自社  

YM617 ﾀﾑｽﾛｼﾝ 
(2006年 5月) 

前立腺肥大症の排尿障害 
(口腔内崩壊錠) α１受容体拮抗剤 経口 自社 剤形追加

 
 
(2)フェーズⅢ 

開発ｺｰﾄﾞ 一般名 対象疾患 薬効/作用機序 剤形 自社/導入 備考 

 ﾃﾗﾊﾞﾝｼﾝ ｸﾞﾗﾑ陽性菌に起因する複雑性皮

膚・軟部組織感染症、院内肺炎

脂質化ｸﾞﾘｺﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ系 
抗生物質 注射 テラバンス  
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(3)フェーズⅡ 
開発ｺｰﾄﾞ 一般名 対象疾患 薬効/作用機序 剤形 自社/導入 備考 

YM178  過活動膀胱に伴う頻尿、 
尿意切迫感、尿失禁 β3受容体作働薬 経口 自社  

YM150  
術後静脈血栓塞栓症予防、 
心房細動における血栓症予防 ファクターXa阻害剤 経口 自社  

YM060 ﾗﾓｾﾄﾛﾝ 過敏性腸症候群（IBS） 5-HT３受容体拮抗剤 経口 自社  

FK506 ﾀｸﾛﾘﾑｽ 喘息 免疫抑制剤 吸入 自社 効能追加

剤形追加

YM155  
ホルモン抵抗性前立腺癌、 
非小細胞肺癌、メラノーマ等 Survivin発現抑制剤 注射 自社  

YM672 
(IPD-1151T) 

ﾄｼﾙ酸ｽﾌﾟﾗﾀｽﾄ 間質性膀胱炎 抗アレルギー剤 経口 大鵬薬品  

YM311 
(FG-2216)  

腎性貧血、 
癌化学療法に伴う貧血 HIF安定化剤 経口 ﾌｨﾌﾞﾛｼﾞｪﾝ  

YM758  安定狭心症 Ifチャネル阻害剤 経口 自社  

 
 
4.開発初期（フェーズⅠ・前臨床）のプロジェクト数：   28 
＊前臨床：化合物の有効性や安全性を非臨床試験で確認する臨床開発入り前の段階 

 
5.開発中止品目 

開発コード 開発段階 対象疾患 理由 

FK481 (日本) フェーズⅡ 骨粗鬆症 現在の開発パイプラインにおける優先順位を採

算性も加味して見直した結果。 

FK778 (欧米)フェーズⅡ 肝･腎移植における拒絶反応

フェーズⅡ試験の結果、プログラフとの併用薬と

して既存療法を上回る優位性が明確には見出せ

なかったため。 

 
（2006年 5月 2005年度決算発表時からの変動） 
・ ベシケア(YM905) 過活動膀胱(日本)は、承認・発売となり一覧表から削除。 

・ ファンガード(FK463) 小児用法・用量(日本)は、承認となり一覧表から削除。 

・ FK506 徐放性製剤は、日本において申請準備中から申請中へ。 

・ T-3811 呼吸器・耳鼻科感染症は、日本において申請準備中から申請中へ。 

・ YM086 2型糖尿病に伴う糖尿病性腎症は、日本においてフェーズⅢから申請中へ。 

・ YM617 口腔内崩壊錠は、欧州においてフェーズⅡから申請中へ。 

・ RSD1235 心房細動は、米国において申請不受理のため、申請中から申請準備中へ。 

・ YM758 安定狭心症・心房細動は、欧州・米国においてそれぞれフェーズⅡ入り。 

・ FK481 骨粗鬆症(日本 フェーズⅡ)は、セルヴィエ社との契約解消により一覧表から削除。 

・ FK778 肝･腎移植における拒絶反応の抑制(欧米 フェーズⅡ)は、開発中止により一覧表から削除。 

 

以上 
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