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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、R&D ミーティングを

2011 年 5 月 25 日（水）12 時 45 分より開催します。 

同説明会の資料は別紙の通りですが、当社の研究開発戦略及び開発中新薬の進捗状況等

についてまとめています。 
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-- 強みを生かした成長戦略強みを生かした成長戦略 --
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2011年5月25日
アステラス製薬株式会社

注意事項

資料中の業績見通し数値及び開発見通し等の将来に関する記述は、
当社が現在得ている情報をもとになされた当社の判断に基づくもの当社が現在得ている情報をもとになされた当社の判断に基づくもの
であり、既知あるいは未知のリスクや不確実な要素を含んでいます。
実際の結果は、様々な要因によりこれら将来に関する記述内容とは
大きく異なる可能性があることをご承知おきください。そのような要
因の例としては、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、当社製品の販売力の低下、生産中断、当社の知的財産権に
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
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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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-アステラスのR&D戦略--アステラスのR&D戦略-

アステラス製薬株式会社アステラス製薬株式会社
代表取締役社長
野木森 雅郁

アステラスが目指すビジネスモデル

VISION 2015で掲げた指針・目標を継続する
Concentration on Proprietary  

Ethical Pharmaceutical Business
グローバル・カテゴリー・リーダー (GCL)

として競争優位を確立Ethical Pharmaceutical Business

新薬ビジネス

として競争優位を確立

アンメットニーズが高く、高い専門性が必要とされる複数の
領域｢カテゴリー｣で、｢グローバル｣に高付加価値の製品を提
供することで、競争優位を構築し、カテゴリーでの｢リーダー｣
としての存在を確立する。
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Strengthen In-house R&D 
capabilities

Concentrate proprietary  ethical pharmaceutical 
business 

医療用医薬品
ビジネスにこだわる

新薬
ビジネスにこだわる
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現在のGCL領域と将来のGCL候補

多様なＮＭＥ創出技術を活用し
重点研究5領域でGCLモデルを確立

現在の現在のGCLGCL領域領域 将来の将来のGCLGCL領域領域

がん

精神・神経疾患

糖尿病合併症および
代謝性疾患

免疫疾患
および感染症

移植泌尿器

NME platform
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代謝性疾患

低分子合成

NME 創出技術

醗酵 抗体 蛋白質

NME: 新規分子成分

がん領域：事業基盤の強化

2006年 がん領域を重点領域に設定
自社研究体制の整備
(分子医学研究所を中心に抗体医薬研究を始動)

2010年

2010年6月
OSI社 買収

- 米国での総合的な事業基盤
- がん領域パイプライン

低分子化合物探索プラ ト

2009年10月

MDV3100(前立腺がん)

Medivation社から導入

2007年12月
Agensys社 買収

-抗体作製技術

-がんの標的分子

-抗体開発

2007年3月 MorphoSys社 提携: ファージ抗体ライブラリー

2007年3月 Regeneron社 提携:
抗体開発技術（Vマウス)

2010年7月
契約延長

2011年2月
チボザニブ
（腎細胞がん等）
AVEO社から導入
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2010年10月
デガレリクス 申請（日本）

- 低分子化合物探索プラット
フォーム2009年12月

AC220(急性骨髄性白血病)

Ambit社から導入

-抗体開発
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Precision Medicine 創薬への積極的アプローチ

バイオマーカー、トランスレーショナルサイエンスの活用により
Precision Medicineでのリーディングポジションを目指す

同じ診断名の病気に対して
同一の薬剤を提供

これまで

厳密に定義された患者セグメントに
高い効果の薬剤を提供

これから

Mass Medicine Precision Medicine
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高い有効率、低減された副作用
特定の患者セグメントを対象にするコンパクトな臨床試験
レスポンダーにのみ投与することによる医療経済上のメリット

Precision Medicine: 

分子標的と精密診断に基づき、厳密に定義された患者セグメントに対して、
高い効果を示す治療薬

新製品の継続上市

2005年度

多くの新製品の発売と適応拡大を達成

本 ボ

2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度

日本 ファンガード小児
06年4月

日本 ベシケア
06年4月

日本 ファンガード予防
07年1月

日本 セレコックス
RA/OA
07年6月

日本 ジェニナック
07年10月

欧州 アドバグラフ
07年6月

米国 レキスキャン
08年6月

日本 イリボー
08年7月

日本 グラセプター
08年7月

欧州 マイカミン
08年8月

米国 バプリゾール
Premix製剤

日本 ボノテオ
09年4月

日本 ミコンビ
09年4月

日本 セレコックス
腰痛症等 09年6月

年 月

日本 プログラフ
全ての重症筋無力症

09年10月

I米国 ヴィバティブ cSSSI

米国 マイカミン
カンジダ血症等

08年1月

日本 プログラフ
潰瘍性大腸炎 09年7月

日本 プログラフ
関節リウマチ 05年4月

日本 ハルナールD錠
05年6月

米国 プログラフ 心移植
06年3月

日本 ミカムロ
10年10月

米国 バプリゾール
06年4月

日本 ベシケアOD錠
11年4月

日本 ベシケアOD錠
11年4月

2011年度

日本 エンセバック
11年4月
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日本 プログラフ
ループス腎炎 07年1月

Premix製剤
08年10月

日本 スターシス
2型糖尿病
08年12月

欧州 モディグラフ
10年2月

欧州 キューテンザ
10年3月

年 月
日本 シムビコート

10年1月

09年11月
08年1月

アトピー性皮膚炎再発予防
欧州 プロトピック軟膏

アトピー性皮膚炎再発予防
09年2月

日本 カデュエット
09年12月(#)

米 ロ米国 スマベル ドーズプロ
10年1月(#)

適応拡大・剤形追加等のLCM

新製品

(#) コプロモーション収入

RA/OA：関節リウマチ/変形性関節症
cSSSI：複雑性皮膚・軟部組織感染症
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2005-2010年度のアライアンス実績

パイプラインと製品の充実に寄与する多くのアライアンスを実施

2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度

キューテンザ

末梢神経因性疼痛複雑性皮膚・軟部組織感染症
ヴィバティブ

複雑性皮膚・軟部組織感染症

テラバンシン
院内肺炎

ASP8825
(XP13512) 

下肢静止不能症候群

デガレリクス
前立腺がん

アメビブ
乾癬

YM311 ASP1517 etc.
(FG-2216 FG-4592, etc.)

腎性貧血

ASP1585
(AMG223)
高リン血症

CD40アンタゴニスト抗体
臓器移植に伴う

CTS-21166, etc.
アルツハイマー型認知症

MAXY-4
移植、関節リウマチ、

自己免疫疾患

フェブキソスタット
痛風・高尿酸血症

スマベル ドーズプロ
偏頭痛・群発性頭痛

高 症
カデュエット配合錠

高コレステロール血症/高血圧症

シムビコート

成人気管支喘息

MDV3100 前立腺がん

UMN-0501/0502
インフルエンザワクチン

前立腺肥大症に伴う排尿障害
AKP-002

前立腺肥大症に伴う排尿障害

腎移植後の臓器機能障害予防
ダイアネキシン

腎移植後の臓器機能障害予防

フィダキソマイシン
クロストリジウム・ディフィシル

感染症

フィダキソマイシン
クロストリジウム・ディフィシル

感染症

チボザニブ

腎細胞がん等
チボザニブ

腎細胞がん等
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キノロン系経口合成抗菌剤
ジェニナック

キノロン系経口合成抗菌剤

臓器移植に伴う
拒絶反応の予防 リナクロチド

IBS・慢性便秘

AC220
急性骨髄性白血病

イサブコナゾール
真菌感染症

M 立Maxygen社との合弁会社設立
（Perseid社）

Regeneron社の
ベロシイミューンの使用

MorphoSys社の
抗体ライブラリーの使用

Agensys社
買収

抗体医薬事業の強化

Seattle  Genetics社と
Agensys社
ADC技術

ライセンス範囲拡大

技術導入

技術導入

Regeneron社の
ベロシイミューンの使用

契約延長

Cytori社への
戦略的株式投資

技術導入

ＯＳI社
買収

技術導入

Perseid社
持分買取選択権行使

将来の市場構造変化の先取り

将来の市場構造変化に備え、
先端科学の創薬研究とビジネスモデル探索に着手

中計発表内容 10年度の取り組み

ワクチン

国内ワクチン事業の強化

・国内インフルエンザワクチン市場での

トップシェアの維持

新規ワクチンへの取り組み

再生医薬技術に取り組み、移植及び

2010年9月
UMNファーマとインフルエンザ
ワクチンプログラムの日本での
共同開発、独占的販売に関す
る契約締結

2010年12月

中計発表内容 10年度の取り組み
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再生医療

再生医薬技術に取り組み、移植及び
他の重点領域とのシナジーを追求
・再生医薬の創薬研究に着手

・難治性の疾患治療を標的

・iPS細胞技術を再生医薬の創薬

スクリーニングへ応用

2010年12月

サイトリ社と体性幹細胞の難

病治療への応用可能性を評

価するため、戦略的株式投資

契約を締結
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開発の状況開発の状況

Steven Ryder M D F A C PSteven Ryder, M.D., F.A.C.P.
Corporate officer, Global Headquarters, 
President, Astellas Pharma Global Development, Inc. 

アジェンダ

1. はじめに

2 3つの重点疾患領域2. 3つの重点疾患領域

3. その他の疾患領域

4. アジアの開発状況

5. 2010年度の開発の進展

11
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Astellas Pharma Global Development (APGD)

2008年4月設立

米国イリノイ州
オランダ 東京

ディアフィールド
（開発機能本社）

オランダ
ライダードープ

東京
（本社）

• 重点疾患領域において、グローバルでの強力なリーダーシップを発揮

• 臨床試験を55カ国で実施できる強固な事業基盤

• グローバルな基準、プロセス、技術、成果評価
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• ポートフォリオ戦略に対応した柔軟なリソース管理

創薬研究から臨床開発への橋渡し

新たに設立
Global Discovery Development Interface: GDDI

目的

-アステラスの全ての疾患領域において、Precision Medicine戦略への
取り組みを推進する

-非臨床及び臨床開発レベルでの実行可能性及び実施効果を考慮し、
トランスレーショナルサイエンスの活用戦略を明確化する

-早期段階での意思決定、開発後期ステージでの失敗の回避及び

13

アステラスの幅広いトランスレーショナルサイエンス基盤をもとに構築

製品価値確立のため、開発早期ステージで重要な情報を得られ
るよう推進する

各領域の適応症と標的に対し、個別の支援体制を確立
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GDDIの具体的なフォーカスエリア

バイオマーカー 診断法 モデリング & バイオマ カ 診断法
シミュレーション技術

薬剤開発の標的を
早期に特定し、患者の
層別化を可能にする

バイオマーカー

診断法の実用化を
早期から検討

（診断法の検証、評価、
生産、コストを含む検討）

R&Dの全ての段階を通じ、
適な用法用量選択、

試験デザイン立案に貢献
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トランスレーショナルサイエンス基盤

動物モデルによる予測精度を上げ、有効性・安全性の重要なポイントについて
早い段階で臨床評価を行う

パイプラインの状況

申請中 P3 P2 P1

泌尿器 ASP7035
ASP0306
ASP4901 (AKP-002)

移植 ASP015K (日)

ミラベグロン（OAB、日）
ミラベグロン（OAB、欧米）

ｿﾘﾌｪﾅｼﾝ/ﾀﾑｽﾛｼﾝ（欧）

ASP015K（移植、米）

YM905（小児、欧米）
ｿﾘﾌｪﾅｼﾝ/ﾐﾗﾍﾞｸﾞﾛﾝ （欧）

:自社品新規 : 導入品:自社品 追適・追剤

ASP3652 （欧）

移植
免疫・炎症
感染症

( )
ASKP1240 (日)
ASP2408
ASP3291, ASP4058
テラバンシン (日)

がん MDV3100(日)
YM155(日)
AGS-16M8F
ASG-5ME, ASP1707
ASP3026, ASP9521
AGS-22M6E

中枢 ASP0777, FK949E 
ASP8477

ASP8825
（レストレスレッグス症候群、日）

テラバンシン（NP、米）

ASP3550（1M製剤、日）

イサブコナゾール
（アスペルギルス、カンジダ、欧米）

MDV3100（欧米）
エルロチニブ（米）

OSI-906（副腎皮質がん、米）

ASKP1240（移植、米）

AC220 （欧米）

ASP3550（3M製剤、日）

OSI-906（卵巣がん等、米）

ダイアネキシン（移植、米）

OSI-027（米）

YM155 （欧米）

AGS‐1C4D4（欧米）

フィダキソマイシン（CDI、欧）

チボザニブ（腎細胞がん、欧米）

ﾁﾎﾞｻﾞﾆﾌﾞ (乳がん等)

ASP7373（インフルエンザ、日）
ASP7374（インフルエンザ、日）

テラバンシン（ｃSSTI/NP、欧）
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ASP8477

糖尿病
合併症及び
代謝性疾患

ASP4178
ASP5034

その他 ASP1517 (日)
YM311 (日)
ASP0456
ASP7147

（レストレスレッグス症候群、日）

YM150（VTE、日亜）

YM529（１M製剤、日）

YM443（FD、日）

RSD1235 （心房細動、米）

YM177（急性疼痛、日）

ASP1585（高リン血症、日）

ASP1941（2型糖尿病、日）

YM533（慢性腎不全、日亜）

YM150
（VTE欧米、AF欧日亜、ACS欧）
ASP1517（欧）

ASP1941（2型糖尿病、欧米）

YM060（女性、日）

PSN821（糖尿病、肥満、欧）

YM060（口腔内崩壊錠、日）

VTE: 術後静脈血栓塞栓症予防 AF: 心房細動における血栓症予防 ACS: 急性冠症候群

YM311（欧）

OAB: 過活動膀胱 ｃSSTI: 複雑性皮膚・軟部組織感染症 NP:院内肺炎 CDI :クロストリジウム・ディフィシル感染症 FD: 機能性ディスペプシア
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アジェンダ

1. はじめに

2 3つの重点疾患領域2. 3つの重点疾患領域
1. 泌尿器領域

2. 移植、免疫・炎症及び感染症領域

3. がん領域

3. その他の疾患領域

4 アジアの開発状況

16

4. アジアの開発状況

5. 2010年度の開発の進展

2. 3つの重点疾患領域

2-1. 泌尿器領域
2. 3つの重点疾患領域

2-1. 泌尿器領域

-概要
-ミラベグロン(YM178)
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概要： グローバル売上 大化

成長品：ベシケア・ミラベグロン2,150以上*

OAB

(億円)

グローバルOAB市場での
No. 1ポジション強化OABとBPHでのグローバル売上 大化

泌尿器領域のパイプライン

20
％

13
％

29
％

1,532

ベシケア

BPH
1,550
以上

ベシケア
+ミラベグロン

867

過活動膀胱過活動膀胱 (OAB)(OAB)
ベシケア 口腔内崩壊錠 発売 2011年4月(JP) 

LCM （ベシケア）
 ミラベグロン 申請(JP), P3(EU, US)

NME
 EB178  P2(EU)

LCM ベシケアとミラベグロンの併用療法

前立腺肥大症前立腺肥大症 (BPH)(BPH)
 EC905  P3(EU)

LCM オムニックOCASとベシケアの併用療法

*2010年5月公表時
から為替レートの見
直しにより改訂

新規P2入り

18

38
％

2010年度 2014年度
目標

ハルナール/
オムニック

 ASP0306    P1 NME
 AKP-002 P1 NME

夜間頻尿夜間頻尿
 ASP7035   P1 NME

慢性前立腺炎慢性前立腺炎//慢性骨盤痛症候群慢性骨盤痛症候群
 ASP3652   P2 (EU) NME

ハルナール/
オムニック
+EC905

665 約600

高い成長の継続を目指す

P1からP2入り

LCM: ライフサイクルマネジメント、NME: 新規分子成分

ミラベグロン （YM178） : 開発の進展

日本: 2010年6月に申請

欧米: 2011年度2Qの申請を予定

アジア: P3試験実施中

欧米: 2011年度2Qの申請を予定

長期投与試験終了

追加ＴＱＴ試験：結果サマリー判明

眼圧を検討する健康成人での試験：

終症例投与終了、データ解析中

1919

アジア: P3試験実施中
（中国/韓国/台湾/インドの共同試験）

欧米のＰ３試験結果を欧州泌尿器科学会(EAU)で発表
（2011年3月21日）
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ミラベグロン （YM178） : 追加TQT試験の結果概要

試験概要

試験デザイン:   無作為化二重盲検クロスオーバー試験

▼

投与期間: 10日間

治療群: ミラベグロン、モキシフロキサシン、プラセボ

対象例数: 352 例

主要評価項目: 心電図検査によるQTcI 間隔の変化量

結果概要▼

20

結果概要
ミラベグロンの治療用量でのQTcI間隔の変化量は、
ガイドラインで臨床上問題とされる閾値以下であった。

▼

2011年もしくは2012年に試験結果を発表予定

ミラベグロン （YM178） : 
EAUで発表された欧米P3試験結果 （1）

試験概要

試験デザイン：プラセボ対照二重盲検試験

投与期間 12 週間投与期間： 12 週間

投与群：

[欧州]  ミラベグロン 50、100 mg、プラセボ、トルテロジンSR 4 mg
[米国]  ミラベグロン 50、100 mg、プラセボ

対象例数：

[欧州]  1,978 例
[米国] 1 328 例

21

[米国]  1,328 例

主要評価項目：

- 24時間あたりの平均尿失禁回数の変化量（ベースラインから 終観察まで）

- 24時間あたりの平均排尿回数の変化量（ベースラインから 終観察まで）
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有効性の結果（欧州P3試験） *2011年3月21日 EAUで発表されたポスターより抜粋
(発表：Dr V Khullar, St Mary’s Hospital, Imperial College, 

Urogynaecology Department)

ミラベグロン（YM178） : 
EAUで発表された欧米P3試験結果 （2）

22

ミラベグロン 50 mg及び100 mg の1日1回12週間投与は、過活動膀胱(OAB)の主
症状である尿失禁及び頻尿に対して、プラセボに比較して有意な改善効果を示した。

安全性の結果（欧州P3試験）

ミラベグロン（YM178） : 
EAUで発表された欧米P3試験結果 （3）

*2011年3月21日 EAUで発表されたポスターより抜粋
(発表：Dr V Khullar, St Mary’s Hospital, Imperial College, 

Urogynaecology Department)

23

・有害事象の発現率は、プラセボ、ミラベグロン50 mg及び100 mgで
同等であった。

・トルテロジンSR4 mg群では、口渇の発現率が高かった。
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有効性の結果 （米国P3試験）

ミラベグロン （YM178） : 
EAUで発表された欧米P3試験結果 （4）

*2011年3月21日 EAUで発表されたポスターより抜粋
(発表： Dr V Nitti, NYU Langone Medical Center, 

Department of Urology)

24

ミラベグロン 50 mg及び100 mg の1日1回12週間投与は、過活動膀胱(OAB)の主
症状である尿失禁及び頻尿に対して、プラセボに比較して有意な改善効果を示した。

安全性の結果 （米国P3試験）

ミラベグロン （YM178） : 
EAUで発表された欧米P3試験結果 （5）

*2011年3月21日 EAUで発表されたポスターより抜粋
(発表： Dr V Nitti, NYU Langone Medical Center, 

Department of Urology)

25

有害事象の発現率は、プラセボ、ミラベグロン50 mg及び100 mgで同等であった。
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ミラベグロン (YM178): 結論

新規作用機序
-選択的 β3-アドレナリン受容体作動薬（ファーストインクラス）である。

新規の作用機序により ムスカリン受容体拮抗薬では充足されていない-新規の作用機序により、ムスカリン受容体拮抗薬では充足されていない

患者さんのニーズを満たす可能性を有する。

明確な忍容性プロファイル
-欧米の両P3試験での有害事象の発現率は低く、良好な忍容性を示した。

-ムスカリン受容体拮抗薬に もよくみられる副作用である口渇の発現率は低い。

26

欧米両P3試験での一貫した有効性
欧米の両P3試験において、ミラベグロンは過活動膀胱（OAB）の主症状である
尿失禁及び頻尿に対し、プラセボと比較して有意な改善効果を示した。

2. 3つの重点疾患領域2. 3つの重点疾患領域疾 域

2-2. 移植、免疫・炎症及び
感染症領域

疾 域

2-2. 移植、免疫・炎症及び
感染症領域

-概要
-ASKP1240
-ダイアネキシン
ASP2408-ASP2408

-イサブコナゾール
-フィダキソマイシン
-ASP7373/ASP7374
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概要：グローバルなリーディングポジションの維持・強化

1,600以上*1,626
1,867

(億円)

プログラフビジネスの維持・ 大化

臓器移植における拒絶反応の抑制

臨床段階のユニークな開発候補品

移植

 ASKP1240 P2 (US), P1(JP)
抗体

－完全ヒト抗CD40モノクローナル抗体

 ASP015K  P2 (US), P1 (JP)
低分子
－免疫抑制剤

20％

13％

29％

日本
欧州

アジア
米州

1,600以上*1,626

腎移植後の臓器機能障害予防
*2010年5月公表時
から為替レートの見

28

38％2009年度 2010年度 2014年度

目標

 ダイアネキシン： P2 (EU/US)
蛋白
－単球や血小板の

ホスファチジルセリンへの結合を阻害

移植医療への更なる貢献を目指す

から為替レ トの見
直しにより改訂

ASKP1240：抗CD40抗体

目標適応症： 臓器移植における拒絶反応の抑制

開発状況： 米国 P2a

作用機序： 完全ヒト抗CD40モノクロナール抗体

移植

作用機序P1試験において、CD40受容体の 大
占有率持続時間が用量依存的に増加

29

Source: In house
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ダイアネキシン

目標適応症：腎移植後の臓器機能障害(DGF)予防

開発状況： 米国P2a終了

作用機序： 単球や血小板のホスファチジルセリンへの結合を阻害

移植

虚血

ホスファチジルセリン 発現
ダイアネキシン

単球
血小板

炎症

凝固
第XII因子

血栓 血管収縮

DGFDGF予防における大きな予防における大きな
アンメット・メディカルニーズアンメット・メディカルニーズ

-DGF発現率は全腎移植の約15-
25%

-DGFは生着率と密接に関連する。

-DGFは長期的な臓器機能維持に

30

微小血管血流遮断

浮腫・組織の壊死浮腫・組織の壊死

DGFは長期的な臓器機能維持に
悪影響を及ぼし、慢性拒絶反応を
引き起こし得る。

-ＤＧＦ患者の急性拒絶の発現率は
高い。

-現在承認されている治療法がな
い。

ダイアネキシン: P2a結果
移植

有効性結果（臓器機能）
ダイアネキシン200, 400 g/kg vs プラセボ(0 g/kg):

 血清クレアチニン
有意差なし-有意差なし

 腎移植後の臓器機能障害
-ダイアネキシン群で低い発生率

 移植後の透析
-ダイアネキシン群で透析導入率の減少

 24時間排尿量
-ダイアネキシン群で増加

 IP-10 (急性尿細管障害マーカー）
-ダイアネキシン群で用量依存的に改善

IP-10: Interferon-inducible protein 10

31

安全性結果
400 μg/kgまでの安全性を確認

- P1試験（健康成人）と同等の結果
- 臨床上問題となる安全性の懸念なし

Cooper M, et al. XXII International Congress of The 
Transplantation Society, Vancouver, 2010
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ASP2408 : Maxy-4 プロジェクト

目標適応症：関節リウマチ

開発状況： P1

MAXY‐4の作用機序

免疫

• ヒトB7-2(CD86)受容体への親和性と選択性を顕著に高めた次世代CTLA4-Ig蛋白

• 抗原情報を提示され活性化したT細胞は、抗体の産生、サイトカイン産生など、様々な免疫作用を引き起こす。

• MAXY-4はB7受容体のCD28への結合を阻害することでT細胞の活性化を阻害する。

• ASP2408ではCD86への親和性が改善されている（83倍）。

APC MHC TCR

B7 CD28

T-cell

Signal 1 

APC MHC TCR

CD28

T-cell
Signal 1 

32

Activated
T-cell

Signal 2 

Activated
T-cell

Signal 1: MHC-Ag + TCR
Signal 2: B7 + CD28

APC: Antigen Presenting Cell
MHC: Major Histocompatibility Complex
TCR: T Cell Receptor

MAXY-4 

Signal 2 

イサブコナゾール

分類： 新規アゾール系抗真菌剤

目標適応症：侵襲性アスペルギルス症、カンジダ血症／侵襲性カンジダ症

開発状況： 米国/欧州 P3

感染症

開発状況： 米国/欧州 P3

特徴：

-経口において高いバイオアベイラビリティを示す

（静注から経口へ同用量で切り替え可能）

-シクロデキストリン可溶化剤を必要としない静注製剤

-接合菌にも対応する幅広い抗真菌スペクトル

P3試験再開：

33

P3試験再開：

- 侵襲性アスペルギルス症での非劣性試験、ボリコナゾール対照 (n=510)

- カンジダ血症/侵襲性カンジダ症での非劣性試験

キャスポファンギン/ボリコナゾール対照 (n=526) 

- 他の真菌感染を対象としたオープン試験 (n≈100)
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分類： 新規の作用機序と選択的な抗菌スペクトルを有する経口の大環状抗菌剤

目標適応症：クロストリジウム・ディフィシル*感染症(CDI) 

2011年2月にOptimer社と提携

フィダキソマイシン
感染症

*大腸炎や重篤な下痢、 悪の場合は死に至る感染症を引き起こすバクテリア

開発状況： 欧州、米国で申請済み*

*ライセンス契約対象地域: 欧州、中東、アフリカ、独立国家共同体 (CIS) 

2つのP3試験結果
-経口バンコマイシンと比較し、臨床的治癒率において非劣性が確認された。
-バンコマイシンに対して統計学的に有意に優れた総合治療効果と 大で47％の
再発抑制効果が認められた。

34

CDICDIに対する大きなアンメット・メディカルニーズに対する大きなアンメット・メディカルニーズ
治療法が限定的、高い再発率、治療法が限定的、高い再発率、

健康及び経済面での大きな負担、発症率の増加健康及び経済面での大きな負担、発症率の増加

フィダキソマイシンによるＣＤＩの再発抑制効果

近のNEJMに掲載

NEJM: The New England Journal of Medicine

感染症

Rates of primary and secondary end points

主要評価項目：
投与終了時あるいは中止時にお
ける臨床的治癒率（mITT、PP)

35

Louie TJ, et al.  NEJM 2011; 364: 422

CDI: クロストリジウム・ディフィシル感染症,    mITT: modified intention-to treat population,   PP: per-protocol population

副次評価項目：
投与終了あるいは臨床的治癒
後4週間におけるCDI再発率
（mITT）
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ASP7373/ASP7374：インフルエンザワクチン

BEVS： 人体に影響がないとされているウイルス(Baculovirus)に標的遺伝子情報を
組み込んだ後 昆虫細胞に感染させて目的タンパクを大量に製造する技術

次世代プラットフォームであるBaculovirus Expression Vector System
（BEVS)による細胞培養で製造されるインフルエンザワクチン

感染症

▼

組み込んだ後、昆虫細胞に感染させて目的タンパクを大量に製造する技術

ASP7373 (UMN-0501) ASP7374 (UMN-0502)

目標適応症 H5N1インフルエンザの予防 季節性インフルエンザの予防

開発状況 日本でP2b開始予定
(2011年度前半)

日本でP1/2開始予定
(2011年度前半)

▼ 新規P2入り（日本）

36

試験概要
対象
投与群
投与期間
症例数

健康成人
ASP7373 (3群)
21日間隔で2回
約150例

健康成人
ASP7374 (3群)
１回
約150例

2. 3つの重点疾患領域

2-3. がん領域
2. 3つの重点疾患領域

2-3. がん領域
-概要
-MDV3100
-チボザニブ
-AC220
-OSI プロジェクト
-Agensys プロジェクト
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概要：パイプラインの拡大

PJ名・製品名 がん種 特徴 P1 P2 P3 申請

MDV3100 前立腺がん 第2世代のAR アンタゴニスト 欧/米/日

チボザニブ 腎細胞がん、乳がん、大腸がん トリプル血管内皮細胞増殖因子
（VEGF）受容体

腎細胞がん: 欧/米

AC220 急性骨髄性白血病
選択性の高い第2世代の

欧/米

低
分
子

AC220 急性骨髄性白血病
FLT3チロシンキナーゼ阻害剤 欧/米

ASP3550
デガレリクス

前立腺がん
GnRHアンタゴニストとして日
本でファーストインクラス

１Ｍ製剤：日
3M製剤: 日

YM155
乳がん、

非ホジキンリンパ腫
サバイビン発現抑制剤として
ファーストインクラス 欧/米/日

ASP1707 前立腺がん、子宮内膜症

ASP3026 がん ALKチロシンキナーゼ阻害剤

ASP9521 前立腺がん

タルセバ
適応拡大

非小細胞肺がん（EGFR変異患者の
標準治療、アジュバント療法）、

肝細胞がん

HER1/EGFRチロシンキナーゼ
阻害剤 米

38

肝細胞がん

OSI-906
副腎皮質がん、卵巣がん、

非小細胞肺がん、
肝細胞がん

ＩGF-1R/IRチロシンキナーゼ
阻害剤

副腎皮質がん: 米

その他: 米

OSI-027 腎細胞がん mTORキナーゼ阻害剤 米

抗
体

AGS-1C4D4 膵臓がん
新規抗体標的
（前立腺幹細胞抗原認識） 欧/米

AGS-16M8F 腎臓がん ADC技術を活用した抗体

ASG-5ME 前立腺がん、膵臓がん ADC技術を活用した抗体

AGS-22M6E 固形がん ADC技術を活用した抗体

*AR：アンドロゲン受容体,  GnRH：性腺刺激ホルモン放出ホルモン

OSI

MDV3100：作用機序

GnRH CRH

G

3つの作用点を有する経口アンドロゲン受容体拮抗剤

GnRH: 性腺刺激ホルモン放出ホルモン
CRH:  副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン
LH: 黄体形成ホルモン

精巣 副腎

DHEA

脳下垂体

LH ACTH : block

*DHT: デヒドロテストステロン
テストステロンよりも強く
前立腺がんの
成長を刺激する。

testosterone (T)

17α-OH/
17, 20 lyase
inhibition

GnRH agonist
LH:     黄体形成ホルモン
ADTH: 副腎皮質刺激ホルモン
DHEA: デヒドロエピアンドロステロン

3939

前立腺がん細胞前立腺がん細胞TT DHEADHT*DHT*

Growth

nucleus
translocationAndrogen 

Receptor
Binding of AR 
to DNA

Current AR
antagonists

(bicaltamide)

MDV3100MDV3100
Competitors

MDV3100MDV3100 MDV3100MDV3100
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MDV3100：目標とする治療上の位置づけ

 有効性
- GnRH アゴニストは治療初期には良好な効果が認められるが、治療期間中に前立腺がんが

進行する。

アンメットメディカルニーズを満たすポテンシャルがある

1st indication of MDV3100<治療上の位置づけ>

進行する。

- 二次治療で用いられる既存のホルモン剤（アンドロゲン受容体拮抗剤）の効果は十分ではない。

 安全性/忍容性
- 化学療法の安全性/忍容性は低い。

 治療の選択肢
- 特に、化学療法無効例における治療選択肢は極めて限られている。

MDV3100

40

Current
medication

Post-Chemo 

AR antagonistAR antagonist Chemotherapy

failure failure

Disease progression

GnRH agonist
failure

MDV3100

GnRH：性腺刺激ホルモン放出ホルモン AR：アンドロゲン受容体

MDV3100：開発の進展

欧米 P3試験 [AFFIRM試験] 
2010年11月に患者組入れ終了。 プラセボ対照(n=1,199)

対象：ドセタキセルによる化学療法歴のある進行性去勢抵抗性前立腺がん患者

欧米 P3試験 [PREVAIL試験]欧米 P3試験 [PREVAIL試験]
2010年9月に試験開始。 ブラセボ対照(n=1,680)

対象：アンドロゲン受容体拮抗剤に反応せず、化学療法歴のない
進行性転移性前立腺がん患者

欧米 P2試験 [TERRAIN試験] 
2011年3月に患者組み入れ開始。 ビカルタミドとの比較試験(n=370)

対象：LHRHアナログ療法または外科的去勢歴のある進行性前立腺がん患者

欧州 P2試験 新規

新規

4141

欧州 P2試験
2011年5月に患者組み入れ開始。 オープン試験(n=60)

対象：ホルモン療法未治療の前立腺がん患者
ー薬物もしくは外科的去勢歴のない患者を対象とした初の試験

日本でP1 試験を実施中

新規

LHRH: 黄体形成ホルモン放出ホルモン
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チボザニブ

2011年2月にAVEO社と提携

作用機序：
3つの血管内皮細胞
増殖因子（VEGF） 受容体
すべてを阻害し、
VEGF経路を遮断する

目標適応症：

42

腎細胞がん
乳がん
大腸がん

Takahashi H et al. Clin. Sci. (2005) 109, 227-241 

tivozanib

チボザニブ：開発の進展

P3 [TIVO-1試験]：腎細胞がん（単剤）
チボザニブの有効性・安全性をソラフェニブ（ネクサバール）と比較検討する

ピボタル・グローバルP3試験 (n=500)ピボタル・グローバルP3試験 (n=500)

対象：進行性腎細胞がん患者

2010年8月に患者組み入れ終了

P1b：腎細胞がん/テムシロリムスとの併用

P1b：大腸がん/FOLFOX6との併用

P1b：乳がん/パクリタキセルとの併用

4343

乳 / 併用

P1b：乳がん・大腸がん/カペシタビンとの併用



23

AC220： Precision Medicine

目標適応症：急性骨髄性白血病（AML）

開発状況： 米国/欧州 P2 

特徴： ‐強力かつ選択性の高いFLT3 チロシンキナーゼ阻害剤

FLT 3 ITD(+)患者において ITD( )患者よりも高い有効性を示した

(Kd, nM)

FLT3-ITD  
Autophos. 
(IC50, nM)

MV4-11 
Prolif. 

(IC50, nM)

AC220 1.6 1.1 0.56
CEP 701 8 5 1 5 2 1

‐FLT-3 ITD(+)患者において、ITD(-)患者よりも高い有効性を示した。

FLT3とAML：FLT3がAMLに関与することが知られており、AML患者の25-30%にFLT3遺伝子変異
が認められる。これらの患者は予後が悪いとされている。FLT3遺伝子変異患者に
おける再発後の標準治療は確立されておらず、薬剤反応性は低い。

FLT3 inhibitors
Human kinome image created Image generated using TREEspot™ software tool and reprinted 
with permission from KINOMEscan™, a division of DiscoveRx Corporation.  
Bubbles represent kinase binding with size in proportion to potency
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CEP-701 8.5 1.5 2.1
MLN-518 3 33 60
PKC-412 11 13 12
Sorafenib 13 2 0.87
Sunitinib 0.47 34 4.3

= Precision medicine 
の開発

FLT-3 ITD検出PMAキット
診断法 (CDx) xFLT-3阻害剤 (AC220)による

FLT3-ITD (+) 患者のAML治療

FLT3: FMS-like tyrosine kinase-3, ITD: 遺伝子内縦列重複変異

AC220 PKC-412 MLN-518CEP-701 Sorafenib Sunitinib

AC220: 臨床試験プログラムとP1b結果

試験 対象等 現在の状況と今後の予定

P2
N=240

FLT3-ITD (+) AML患者
再発2回目の患者（>18才）、再発1回目の患者（>60才）

実施中
2011年後半に試験終了予定

N=60
FLT3-ITD (-) AML患者
再発2回目の患者（>18才）、再発1回目の患者（>60才）

2011年前半に組み入れ開始
2011年後半に試験終了予定

Cortes et al.  ASH 2009.  "A POTENT, 
SELECTIVE, SECOND GENERATION FLT3 
RECEPTOR TYROSINE KINASE (RTK) 
INHIBITOR, IN A FIRST-IN-HUMAN PHASE 
1 AML STUDY"

P1
N=60

FLT3-ITD (+) AML患者
標準化学療法との併用時の安全性と薬物動態を検討

2011年前半に組み入れ開始

P1
N=45

進行性固形がん
標準化学療法との併用時の安全性と薬物動態を検討
KIT変異を伴う腫瘍に対象を拡大

実施中
2012年前半に試験終了

45

ITD:        遺伝子内縦列重複変異
Unknown: 患者の遺伝子型不明
CR: 完全寛解
CRp: 完全寛解（血小板の回復不完全）
CRi: 完全寛解（血液の回復不完全）
PR: 部分寛解

45

P2試験の中間解析結果を2011年6月の
欧州血液学会（EHA）で発表予定
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OSIタルセバ ライフサイクル: 高いポテンシャル
今後数年間にわたり多くの試験結果判明

タルセバの

非小細胞肺がんでのOSI-906との併用：P3

非小細胞肺がんのアジュバント療法：P3(RADIANT試験)タルセバの
新しい
ステップ

適応症の

非小細胞肺がんのアジュバント療法：P3(RADIANT試験)
肝細胞がん の第1選択療法：P3(SEARCH試験)

卵巣がんの維持療法の第１選択療法：P3(EORTC)
非小細胞肺がんの第1選択療法/EGFR変異患者：P3(EURTAC試験)

非小細胞肺がんの維持療法の第1選択療法/
EGFR変異患者(SATURN試験)/CALGB試験

46
EGFR:   上皮成長因子受容体

適応症の
追加なし

膵臓がんの第1選択療法の承認

非小細胞肺がんの第2/第3選択療法の承認

注） データ判明時期は現在の予想によるものであり、変更の可能性があります。

タルセバ: EURTAC試験（欧州P3）

•EGFR変異*を伴う非小細胞肺がん患者における第1選択療法への
適応拡大を目指す。

OSI

特定の肺がんに対する良好な結果が早期に判明

試験の概要

対象： ＥＧＦＲ変異を伴う進行性非小細胞肺がん（第1選択療法）

試験デザイン： 無作為化オープン試験、実薬対照

投与群： エルロチニブ 150 mg/日 プラチナ製剤療法

適応拡大を目指す。
•主要評価項目を達成したため、独立データモニタリング委員会は、治験を
早期終了するよう勧告した。

*EGFR変異は、欧米では肺がん患者の10%, アジアでは30%に認められる。

47

投与群： エルロチニブ 150 mg/日、 プラチナ製剤療法

症例数： 146例

主要評価項目：無増悪期間

•米国で申請準備中
•2011年6月のASCOで試験結果を発表予定

EURTAC: The European Randomized Trial of Tarceva vs. Chemotherapy, ASCO: 米国臨床腫瘍学会
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OSI-906

インスリン様成長因子1受容体 (IGF-1R) とインスリン受容体 (IR) の
デュアル阻害剤としてファーストインクラス
 IGF-1R/IR二量化受容体によって代償性シグナルが活性化される。

▼

OSI

 IGF 1R/IR二量化受容体によって代償性シグナルが活性化される。

 OSI-906はIGF-1とIGF-2の両リガンドで活性化されるシグナル伝達経路を遮断する。

 非臨床で広いスペクトルを有し、強い有効性が示唆された。
（IRを介した細胞内生存シグナルの活性化を阻害）

 有害事象発現時に、速やかな投与中断が可能（抗体との差別化）。

５つの臨床試験を計画または実施中

 副腎皮質がんにおける第2選択療法のP3試験
• プラセボ対照

▼

48

• プラセボ対照

• N =135 （現時点で100例以上の組み入れ終了）

 肝細胞がんにおける第2選択療法のP2試験（プラセボ対照）
卵巣がん（パクリタキセルとの併用）
非小細胞肺がんで2試験（エルロチニブとの併用）：

維持療法（EGFR変異の有無を問わない）/EGFR変異患者における第1選択療法

 前立腺幹細胞抗原(PSCA)の標的
 GPIアンカー型細胞表面蛋白質

 AGS-PSCA 2 5

3.0
AGS-PSCA=750 ug for 11 doses
Gemzar=5 mg/kg, on days 0, 3, 7, 20, 24 & 28

AGS‐PSCA In Vivo Efficacy in HPAC Orthotopic Model

Agensys
AGS-1C4D4:
膵臓がん/前立腺がんにおいて腫瘍形成・転移を抑制する抗ヒトPSCA抗体

AGS PSCA
 マウスハイブリドーマ細胞由来の

完全ヒトIgG1抗体

 マウス異種移植腫瘍モデルを用いた
in vivo試験で抗腫瘍効果を増強

・確立されたヒト膵臓がん細胞株(HPAC)
同所腫瘍モデルにおいて転移を抑制

・HPACとLNCaP（前立腺がん細胞）
同所腫瘍モデルにおいて腫瘍形成を抑制

 AGS-1C4D4 0 0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

M
ea

n
 t

u
m

o
r 

w
ei

g
h

t 
(g

)

n=13

P<0.001 vs Control
P>0.015vs AGS-PSCA

P<0.05vs Gemzar

n=14

n=13n=14

P>0.05vs Control

P>0.05vs Control
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AGS 1C4D4
 AGS-PSCAのCHO細胞由来バージョン

・AGS-PSCAと比較し、in vitro での
ADCC活性が増強している

 P2 
膵臓がんにおけるゲムシタビンとの併用試験

300 300 280 120 70 0

49% Moderate to High PSCA
(H Score) in Ph2 Clinical Samples

25%
Low

26%
Neg

H Score:

0.0

Control Mab AGS-PSCA Control MAb +
Gemzar

AGS-PSCA + Gemzar
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AGS-1C4D4：欧米のP2試験の概要

試験概要

対象： 転移性膵臓がん

試験デザイン： ゲムシタビンとの併用による無作為化オ プン試験

▼

Agensys

試験デザイン： ゲムシタビンとの併用による無作為化オープン試験

主要評価項目： 6ヶ月間の生存率

副次評価項目： 全生存率、無増悪期間及び奏効率

投与群： ・群1：ゲムシタビン

・群2：ゲムシタビンとAGS-1C4D4の併用

症例数： 196 例

50

試験結果サマリー
ゲムシタビンとAGS-1C4D4 を併用した際の忍容性は良好であり、
特にPSCAの発現が高度または中等度の患者において6ヶ月間の
生存率の改善傾向が見られた。

2011年6月のASCO で試験結果を発表予定

*ASCO: 米国臨床腫瘍学会

AGS-16M8F/ASG-5ME/AGS-22M6E：
抗体ー薬物複合体(ADC) 

Antibody-Drug 
ConjugatesAntibody

Bind and 
modulate target

ADCは強力で、がん細胞選択的な
治療効果を有する。

Agensys

Internalization 
of MAb-target 
complexes 

Inhibit critical
Function to affect

modulate target 
function

がん細胞表面の抗原に特異的に
結合し、がん細胞内部で毒素を放
出するモノクローナル抗体。

標的分子の生物機能に依存せず、
固有の発現プロファイルがあれば

51

Function to affect 
growth/survival

固有の発現プロファイルがあれば
どのような標的にも適用可能。 Release of free 

toxin to kill tumor 
cellADC技術はSeattleGenetics社より導入
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5. 2010年度の開発の進展

3. その他の疾患領域

3-1. イプラグリフロジン （ASP1941）
SGLT2阻害剤

3. その他の疾患領域

3-1. イプラグリフロジン （ASP1941）
SGLT2阻害剤
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イプラグリフロジン（ASP1941）：作用機序と特徴

インスリンを介さないため低血糖のリスクが低く また

SGLT2阻害剤の特徴

尿糖排泄作用により高血糖を改善する。

穏やかな体重減少。

作用機序

インスリンを介さないため低血糖のリスクが低く、また、
他の経口血糖降下剤やインスリンと広く併用できる可能性がある。

5454

イプラグリフロジン（ASP1941）：HbA1c値の有意な減少

HbA1c
(Week 12 LOCF)

1.0

1.5

c 
(%

)

HbA1c
10 Placebo

12.5 mg
25 mg

50 mg
100 mg

日本P2b結果（2010年6月の米国糖尿病学会で発表） ＊2010年6月26日 米国糖尿病学会での発表スライドより抜粋
（滋賀医科大学医学部附属病院 病院長 柏木厚典 発表）

< 0.001
< 0.001

Treatment

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

C
ha

ng
e 

of
 H

bA
1

P

12.5 mg 25 mg 50 mg 100 mg

-8 -4 0 4 8 12
6

7

8

9

Time (weeks)

H
bA

1c
 (

%
)

Mean ± SD

Mean ± SD

Placebo
12.5 mg
25 mg

69
73
74

0.48 ± 0.09
-0.11 ± 0.09
-0.47 ± 0.09

LSM* ± SEN P
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 0.001
< 0.001
< 0.001*The adjusted means in the placebo and each ASP1941 groups were 

calculated based on the mean change in HbA1c level at baseline (7.93%).
LOCF, last observation carried forward; LSM, least squares mean; SD, standard deviation; SE, standard error. 

Time (weeks) 5 g
50 mg
100 mg

71
72

0 ± 0 09
-0.79 ± 0.09
-0.81 ± 0.09

日本で実施した単剤P3試験の結果サマリー判明

 P3試験において、P2試験と同様の結果が得られた。

 主要評価項目の達成：イプラグリフロジンはプラセボと比較して有意にHbA1c値を低下させた。

 イプラグリフロジンの良好な安全性と忍容性が確認された。
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イプラグリフロジン（ASP1941）：開発の進展

試験実施状況

日本: P3単剤試験(DBT)：結果サマリー判明
5本の併用試験：組み入れ終了

▼

5本の併用試験 組み入れ終了

欧米: 米国P2b(単剤試験)、欧米P2b(メトホルミン併用試験)： 終症例投与終了

組み入れ終了 (150例, 52週間)

結果サマリー判明 (120例, 16週間)

日本 組み入れ終了 5試験 (52週間):
メトホルミン (150例), SU (225例), Pio(150例),
-GI (100例), DPP4(100例)

P3P1 P2

単剤
（プラセボ対照二重盲検比較試験）

単剤（長期投与安全性試験）

他の血糖降下剤との併用試験

56

終症例投与終了(380例, 12週間)

終症例投与終了(320例, 12週間)欧米

米国

メトホルミン併用時
用量設定試験 P2b

単剤 （用量設定試験） P2b

実施中 Nate (100例, 52週間)

SU: スルホニルウレア剤、Pio: ピオグリタゾン、α-GI: α-グルコシダーゼ阻害剤、DPP4: DPP4阻害剤、Nate: ナテグリニド

腎機能障害患者対象
（長期投与試験）

実施中 (150例, 52週間)

3.その他の疾患領域

3-2. ダレキサバン（YM150）
3.その他の疾患領域

3-2. ダレキサバン（YM150）
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ダレキサバン（YM150）：開発方針

近の日本の開発状況
日本におけるVTE予防の承認申請を取り下げ（2011年2月）

▼

日本におけるVTE予防の承認申請を取り下げ（2011年2月）

医薬品医療機器総合機構から、提出した申請パッケージに関連して
追加試験が必要であるとの見解が示された。

これを受けて、承認申請の取り下げを実施した。

グローバル戦略
VTE予防及び心房細動患者における脳梗塞予防の適応で、日本を含む
グローバルでの開発・商業化について 他社との提携を検討している

▼

58

グローバルでの開発・商業化について、他社との提携を検討している。

VTE: 静脈血栓塞栓症

ダレキサバン（YM150）：開発の進捗状況

近の進捗状況
VTE 欧米P2b/3、AF 欧日亜 P2b：終了

ACS 欧州P2b： 終症例投与終了

▼

P3 日本・アジア
①TKR 366例 ②THR 609例

(YM150: BID, プラセボ, エノキサパリン)

③股関節骨折手術④腹部大手術⑤急性内科疾患⑥VTE既往

THR P2b/3 1,922例(YM150: QD/BID, エノキサパリン)

TKR P2b 681例(YM150: QD/BID, ワルファリン)

P3P1 P2

VTE
予防

日本/アジア

米国

欧米

終了

終了

日本で申請
取り下げ

これまでにダレキサバンの臨床試験に組み入れられた症例数は全世界で9,000例以上となった。

59VTE: 静脈血栓塞栓症 AF: 心房細動 ACS: 急性冠症候群 TKR: 膝関節全置換術 THR: 股関節全置換術

ACS P2b 1,264例(YM150: QD/BID, プラセボ)

③股関節骨折手術④腹部大手術⑤急性内科疾患⑥VTE既往

AF P2b 1,297例(YM150: QD/BID, ワルファリン)欧州/日本/アジアAF

ACS 欧州
2011年前半
結果判明予定

リスク・ベネフィットバランスに優れた抗凝固薬を目指す

終了
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ダレキサバン（YM150）：
VTE 欧米P2b/3試験結果サマリー判明

試験概要

対象： 股関節置換術後患者

試験デザイン ノキサパリン対照 重盲検比較試験

▼

試験デザイン： エノキサパリン対照二重盲検比較試験

投与期間： 35日

投与群： ダレキサバンQD/BID、エノキサパリン

症例数： 1,922例

主要評価項目：VTE発現率

試験結果サマリー▼

60

2011年7月の国際血栓止血学会(ISTH)において試験結果を発表予定

本エノキサパリン対照試験において、ダレキサバンは良好な

有効性/安全性プロファイルを有することが確認された。

ダレキサバン（YM150）：
AF 欧日亜P2b試験結果サマリー判明

試験概要

対象： 脳卒中のリスクを有する心房細動患者

試験デザイン： ワルファリン対照二重盲検比較試験

▼

試験デザイン： ワルファリン対照二重盲検比較試験

投与期間： 7ヶ月（中央値）

投与群： ダレキサバンQD/BID、ワルファリン

症例数： 1,297例

主要評価項目：大出血または臨床的に意味のある非大出血の発現率

試験結果サマリー

本ワルフ リン対照試験において ダレキサバンは良好な

▼

61

2011年7月の国際血栓止血学会(ISTH)において試験結果を発表予定

本ワルファリン対照試験において、ダレキサバンは良好な

安全性プロファイルを有することが確認された。

P3試験へのステップアップを支持する結果が得られた。
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ダレキサバン（YM150）：ベストインクラスの可能性

• P-gpやCYP3A4関連の薬物相互作用の懸念がない
唯一の新規経口抗凝固薬となり得る。
– 心房細動患者が使用する多くの心血管用薬剤は、CYP3A4あるいは

P-gpを阻害する。

（例：ドロネダロン、キニジン、アミオダロン、ベラパミル、プロプラノロール、
ジルチアゼム）

• 消化管における良好な忍容性
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– 新規経口抗凝固薬には、消化管における忍容性の問題が報告されて
いるものがある。

– ダレキサバンによる消化管障害の発現率は、プラセボ、エノキサパリン
及びワルファリンを上回るものではなく、臨床上の重要な強みとなり得る。
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アジア開発の成果：2009～2010年度の承認取得状況

アジア地域におけるグローバル製品開発に一層の注力

中 韓国中国
ベシケア

アドバグラフ*1

韓国
プログラフ
(ループス腎炎)

イリボー

ベトナム
ベシケア
TOCAS

マカオ
アドバグラフ

香港
プログラフ
(ループス腎炎)

インド
マイカミン*3

プログラフ*3

タイ
マイカミン

(追加適応：侵襲性カンジダ症他)

プログラフ
(ループス腎炎)

イリボー
アドバグラフ*4

ブ ネイ
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アドバグラフ
マレーシア
ベシケア*3

TOCAS*3

ブルネイ
TOCAS*3

インドネシア
マイカミン

オーストラリア
アドバグラフ*2,3

*1: 製品名: Tacrolimus sustained-release capsules *2: 製品名: Prograf XR *3: 提携先により申請 *4: 2011年4月に承認取得

アジア共同P3試験

プロジェクト 対象疾患 地域 ステージ

ダレキサバン 術後静脈血栓塞栓
THA 韓国、台湾、 タイ、日本 P2/3 終了

ダレキサバン
(YM150)

術後静脈血栓塞栓
症予防

TKA 台湾、タイ、日本 P2/3 終了

ミラベグロン
(YM178)

過活動膀胱における
尿意切迫感、頻尿及び
切迫性尿失禁

韓国、中国、台湾、
インド

P3 実施中

ベラプロスト
ナトリウム
(YM533)

慢性腎不全
韓国、中国、台湾、香港、
タイ、 マレーシア、
フィリピン、日本

P2/3 実施中
東レと共同開発
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(YM533) フィリピン、日本
イプラグリフロジン

(ASP1941)
2型糖尿病 韓国、中国、台湾 P3 準備中

アジアに関する深い知識にグローバル開発に関する 先端の能力を
取り入れることで、アジア開発を積極的に推進していく。
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2010年度の開発の進展

Phase 3 申請

ベシケア

発売
ソリフェナシン/
タムスロシン

ミラベグロン
YM178 ベシケア

OD錠

アコチアミド
YM443

デガレリクス
ASP3550

テラバンシン
（ヴィバティブ）

テラバンシン

バナカラント
RSD1235

タムスロシン

ミラベグロン
YM178

イプラグリフロジン
ASP1941

ベラプロスト
ナトリウム
（ドルナー）

YM533

YM178

ミノドロン酸
YM529

MDV3100

ダレキサバン
YM150

エルロチニブ
(タルセバ）
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1M ガバペンチン
プロドラッグ

ASP8825
(XP13512)

セレコキシブ
（セレコックス）

YM177

ビキサロマー
ASP1585

フィダキソマイシン

チボザニブ

日本 欧州 米国 欧/米 新規

MDV3100

イサブコナゾール

OSI-906 


