
謹んで地震災害のお見舞いを申し上げます

この度の震災により被害を受けられた皆様、また、被災地に
所縁の深い皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

日も早い復旧 復興を心底よりお祈り申し上げます一日も早い復旧・復興を心底よりお祈り申し上げます。

ナノキャリア株式会社
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主催：（社）日本証券アナリスト協会



会社概要

沿革 日本発「ミセル化ナノ粒子」による

2000年 創業（研究所開設）
2004年 NK105 PhaseⅠ
2006年 NC 6004 Ph Ⅰ

ナノメディシンの開発

2006年 NC-6004 PhaseⅠ
2007年 NK105 PhaseⅡ（胃がん）
2008年 東証マザーズ上場

年2009年 NC-6004 PhaseⅠ/Ⅱ（膵がん）
NC-4016 PhaseⅠ

2010年 NK105 PhaseⅠ（乳がん）

ナノメディシン：
ナノサイズの粒子の内部に薬物を封じ込め
体 必 な部位 期的 薬事業拠点 体内の必要な部位へ届ける画期的医薬品

本社・研究所：千葉県柏市
東京ｵﾌｨｽ：東京都中央区日本橋
駐在

事業拠点

ミセル化ナノ粒子：
疎水性と親水性部位の生体適合性高分子からなり
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米国駐在：コネチカット州 疎水性と親水性部位の生体適合性高分子からなり
水中で「ミセル」と呼ばれるカプセル状の形態をとる



ナノメディシンの目指す創薬

ミッション

ナノテクノロジーを用いて新しい医薬品を創出し

ビジョン

ナノテクノロジーを用いて新しい医薬品を創出し
人 々 の 健 康 と Q O L の 向 上 に 貢 献 し ま す

ビジョン

が ん 領 域 の イ ノ ベ ー シ ョ ン フ ァ ー マ と し て
世の中に必要とされる「ファーストワン」を目指します

ナノメディシン実用化に対する期待

１）治療効果の増大

２）副作用の軽減 安全性の増大２）副作用の軽減、安全性の増大

３）外来治療を可能にするなどQOLの向上

４）医療費負担の軽減
*Quality of Life（QOL）：患者さんの生活の質
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創薬モデルとビジネスモデル

基礎研究 非臨床試験 臨床試験（治験） 申請期間
2～3年 3～5年 1～2年3～7年

評
価

合
成

動物や培養細胞を用い
て有効性や安全性（毒
性）の検証をする

PhaseⅠ
副作用

PhaseⅡ
投与量
投与方法

PhaseⅢ
有効性
安全性

申
請

承
認

上
市

ヒトを対象とした有効性と安全性の確認ヒトを対象とした有効性と安全性の確認

研究成果

マイルストーン・契約収入等

企業価値増大

ナノキャリア
大学等
研究機関

提携企業
共同開発/販売

共同研究

研究成果

ライセンス
共同開発

医薬品供給

ナノキャリアのビジネス範囲
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23年3月期主要IR（第3四半期以降）

2010.11.19 pH応答性ミセル及びセンサー結合型ポリマーミセルに関する物質特許が登録査定

2010 11 24 エクラフチュール-W美容液の販売委託契約締結（日経ラジオ社）2010.11.24 エクラフチュール-W美容液の販売委託契約締結（日経ラジオ社）

2010.12.10 ダハプラチン誘導体ミセルの物質特許がアジア・オセアニア地域の全主要国において成立

2010.12.17 株主割当増資に関する発行株式数決定のお知らせ

2010 12 21 国立がん研究センターとの共同研究開始2010.12.21 国立がん研究センタ との共同研究開始

2011.01.06 当社サイエンティフィック・アドバイザー片岡教授の論文発表のお知らせ

2011.01.11 薬物内包ミセルについての製剤関連特許がアジア地域の全主要国において成立

2011.01.12 社長の中冨が“ストックボイス”出演2011.01.12 社長の中冨が ストックボイス 出演

2011.01.13 ダハプラチン誘導体ミセルに関する製法特許と製剤特許が登録査定

2011.01.19 最先端研究開発支援プログラム国際シンポジウム出展

2011.01.25 社長の中冨がラジオNIKKEIに出演社長の中冨がラジオ に出演

2011.02.16 ナノプラチン（NC-4006）の論文が「British Journal of Cancer」に掲載

2011.02.23 個人投資家向け会社説明会開催（大阪）

2011.03.16 核酸デリバリー技術に関する物質特許が成立

2011.03.24 ダハプラチン誘導体ミセルのライセンス・供給契約の終了契約について

2011.03.24 LFB Biotechnologies とのオプション契約延長について

2011.03.28 核酸デリバリー技術に関する物質特許が成立
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2011.05.10 ダハプラチン誘導体ミセルに関する物質特許が米国で登録査定

2011.05.23 ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ



今期の資金調達結果

金額金額
(百万円)

第 三 者 割 当 増 資 調 達 額 99第 者 割 当 増 資 調 達 額

株 主 割 当 増 資 調 達 額 689

第 6 回 新 株 予 約 権 調 達 額 601第 6 回 新 株 予 約 権 調 達 額 601

合 計 1,391

現金及び現金同等物の期末残高 1 872現金及び現金同等物の期末残高 1,872
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平成23年3月期決算概要平成23年3月期決算概要
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損益計算書の概要

平成22年3月期 平成23年3月期

単位：百万円

実績 実績 前期比

売上高 117 84 71％

売上原価 70 51 72％

売上総利益 46 33 71％売上総利益 46 33 71％

販管費 539 553 102％

（研究開発費） （219） （223） 101％

営業利益 △492 △519 △105％

経常利益 △492 △549 △111％

純利益 △494 △555 △112％純利益 △494 △555 △112％
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貸借対照表の概要

平成22年3月期末 平成23年3月期末

単位：百万円

金額 金額 前期比（％） 増減額

流動資産 1,065 1,981 186% 916

固定資産 69 56 81% △13

資産合計 1 135 2 037 179% 902資産合計 1,135 2,037 179% 902

流動負債 120 189 157% 69

固定負債 0 0 0% 0

負債合計 120 189 157% 69

純資産合計 1,014 1,848 182% 834

負債純資産合負債純資産合計 1,135 2,037 179% 902
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キャッシュ・フロー計算書の概要

単位：百万円

平成22年3月期 平成23年3月期 増減額

営業活動によるキャッシュ・フロー △451 △579 △128

投資活動によるキャッシュ フロ △8 △4 4投資活動によるキャッシュ・フロー △8 △4 4

フリー・キャッシュ・フロー △460 △583 △123

財務活動によるキャッシュ・フロー 97 1,449 1,352

現金及び現金同等物の増減額 △362 865 1,227

現金及び現金同等物の期末残高 1 006 1 872 866現金及び現金同等物の期末残高 1,006 1,872 866
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今期計画
売上高 経常利益 研究開発費

単位

売上高・経常利益・研究開発費

単位：百万円

400

600

440

223
345200

400

売上高
84

-200

0

売上高

経常利益

研究開発費

-549 -514

-400

平成24年3月期
計画

平成23年3月期

-600

計画
平成23年3月期
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今期の施策 開発推進と提携でバリューアップを目指す

１．ＦＶＩＩ含有ミセルの次ステップ
（ライセンス契約への移行）

２．ＮＣ-6300エピルビシンミセルの開発を推進
（前臨床ＧＬＰ試験へ移行）（前臨床ＧＬＰ試験へ移行）

３．siＲＮＡミセルの提携

４．ＮＣ-6004ナノプラチン®の国内ＰⅡ試験準備

５．ＮＣ-4016ダハプラチン誘導体ミセルの国内ＰⅠ試験準備
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当社パイプライン一覧
主要パイプライン

開発品目 試験地域 対象疾患 ステ ジ 提携先

主要パイプライン

開発品目 試験地域 対象疾患 ステージ 提携先

国内 胃がん
PⅡ

NK105
パクリタキセルミセル
（単独投与）

国内 胃がん
終了

日本化薬

国内 乳がん PⅠ国内 乳がん PⅠ

NC-6004
ナノプラチン®

台湾
膵がん PⅠ/Ⅱ

Orient 
ナノプラチン®
（ゲムシタビンとの併用投与）

シンガポール
膵がん PⅠ/Ⅱ

Europharma

NC-4016NC 4016
ダハプラチン誘導体ミセル
（単独投与）

欧州 がん PⅠ -
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当社パイプライン一覧
新規開発パイプライン

開発品目 特長 状況

新規開発パイプライン

ＮＣ-6300
エピルビシンミセル
（ｐH応答性ミセル）

細胞内での効率的な薬物放出による、切れ味のよ
い効果的な抗がん剤として期待

前臨床試験準備中
（国立がん研究センターと共同）

ジビ デＮＣ-6301
ドセタキセルミセル

Medicellシステム搭載の結合型ミセル製剤で、薬物
放出制御による効果的な薬物濃度を血中で維持し、
薬効増強と副作用軽減を狙う

フィージビリティスタディ終了
提携先を早急に獲得し、ＧＬＰ試験に入るよう
尽力中

体内での消失が早いタンパク質を安定化し 頻回投 提携先：LFB（フランス）

タンパク質ミセル

体内での消失が早いタンパク質を安定化し、頻回投
与を余儀なくされる現状の治療から、数日に1度で
よい投与頻度の改善を行い、患者さんの負担を軽
減する技術革新
血中半減期数時間程度が、ミセル化により数日とな
ることが動物実験により実証されている

提携先：LFB（フランス）
対象疾患：血友病
7/20までにライセンス契約に移行するか決定

海外１社（ＬＦＢとは別）とフィージビリティスタディ
ることが動物実験により実証されている

海外 社（ 別） ィ ジ リティ タディ
を実施中、裏付けが取れ次第、ライセンスに移行

siRNAミセル

血中での消失が早い核酸医薬を安定化することに
成功。また、細胞内への侵入突破にも成功し、
siRNAミセルによる治療効果を動物実験にて確認。

フィージビリティスタディ実施中
siRNAミセル siRNAミセルによる治療効果を動物実験にて確認。

全身投与による治療が期待できる結果が得られ始
めた。大手製薬企業も開発に期待を寄せる技術

セ サ 結合型 セ
患部に特異的なセンサーを結合し集積機能を増強

ジビ タデ 実施中
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センサー結合型ミセル
患部に特異的なセンサ を結合し集積機能を増強
新たな製法を発見し、特許も取得。日々技術革新中

フィージビリティスタディ実施中



パクリタキセルミセル（ＮＫ105） ：乳がん

2010年 ＮＫ105 週一回投与のＰｈａｓｅⅠ開始

胃がんでのＰｈａｓｅⅡにおいて、NK105は優れた有効性を示した

タキソールが標準療法である領域でも
NK105での治験が可能と推察

＜乳がん治療の現状＞

NK105の有用性が期待される癌種（乳がん）でも開発を推進

＜乳がん治療の現状＞
タキソール投与は3週ごとの投与よりも、毎週投与の方が
有効性・安全性で優れていることが示されている

NK105も1週間ごとの投与でＰｈａｓｅⅠ試験実施中
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日本化薬㈱にて早ければ年内にPhaseⅡ試験開始予定



ナノプラチン® 試験進捗状況
第 / 相臨床試験（台湾 シンガポ ル）第Ｉ/Ⅱ相臨床試験（台湾、シンガポール）

標準治療薬ゲムシタビンとの併用

実施国：台湾・シンガポール
施設： National Cheng Kung University Hospital など5施設
予定登録症例数 約40例予定登録症例数：約40例
対象疾患：膵がん
安全性と効果：重大な副作用は認められず、長期継続投与が可能（途中経過）

ＮＣ-6004治験薬

【進捗状況】（2011.4月末現在）
登録症例：膵がん患者18例
現在進行中の投与量：120ｍｇ/ｍ2

★90ｍｇ/ｍ２までの投与例において、15サイクル（約1年）の★90ｍｇ/ｍ までの投与例において、15サイクル（約1年）の
無憎悪性周期間継続中
（通常はゲムシタビン単剤療法で4-5サイクル程度）
★過敏症を含む重篤な副作用は確認されていない★過敏症を含む重篤な副作用は確認されていない
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安全性が大幅に改善されていることが示されており、良好に試験進捗中



ナノプラチン®のターゲット

標準治療薬ゲムシタビン

発売時推定患者数 19万人 （膵がん患者数：2１万人）

第1選択薬

ピーク時期待売上 700～800億円

主な競合品 開発中
ティーエスワン（大鵬）
イリノテカン（ヤクルト）

択
ゲムシタビン 主な競合品 ：開発中 イリノテカン（ヤクルト）

オキサリプラチン（サノフィアベンティス）
タルセバ（ロシュ）

上述各種製剤とゲムシタビンの併用

本剤の優位性 ・シスプラチンはプラチナ製剤の中で最
も強力な抗がん効果を示す
・膵臓がんの標準治療薬であるゲムシ膵臓 の標準治療薬であるゲ シ
タビンとの相乗効果がある
・NC-6004はミセル化により大幅に副作
用が軽減されている。



ナノプラチン® 今後の開発方針

2008年12月 ＩＮＤ承認（台湾）
2010年 7月 ＩＮＤ承認（シンガポール）2010年 7月 ＩＮＤ承認（シンガポ ル）
2011年 国内臨床試験準備（自社で開発を進める方針）
2016年 承認申請予定（最短スケジュール）

2011年5月現況
Ph Ⅰ部分を実施しており ＭＴＤが決定次第Ph Ⅱ 速やかに移行PhaseⅠ部分を実施しており、ＭＴＤが決定次第PhaseⅡへ速やかに移行
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ダハプラチン誘導体ミセル試験進捗状況
第 相臨床試験（欧州）第Ｉ相臨床試験（欧州）

実施国：英国、仏国実施国 英国、仏国
施設：英国ＮｅｗCastle University 他、仏国２施設
予定登録症例数：約48例
対象疾患：固形がん対象疾患：固形がん
安全性と効果：約30ｍｇ/ｍ2 までの安全性試験を実施

契約終了により、現在試験中断 NC-4016治験薬

【進捗状況】（2011 4月末現在）【進捗状況】（2011.4月末現在）
登録症例：固形がん患者48例
現在進行中の投与量： 28.8ｍｇ/ｍ2

★１例が現在投与継続中★１例が現在投与継続中
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ダハプラチン誘導体ミセルの開発方針

2011年3月24日発表

ダハプラチン誘導体ミセル
Debiopharm 社とのライセンス・供給契約が終結

前臨床試験データ、PhaseⅠ試験データを受領して活用する

2008年12月 ＩＮＤ承認（欧州）
2011年 国内臨床試験準備（自社で開発を進める方針）2011年 国内臨床試験準備（自社で開発を進める方針）
2018年 承認申請予定（最短スケジュール）

2011年5月現況2011年5月現況
今後日本を中心に高用量群のＰⅠ試験を進め、ＭＴＤ/ＲＤの確定後、
ＰⅡ試験に早急に入る計画
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ダハプラチン誘導体ミセルの有用性

2011年1月5日

ダハプラチン誘導体ミセルに関する論文が米国医学誌に掲載ダハプラチン誘導体ミセルに関する論文が米国医学誌に掲載

東京大学 片岡一則教授により発表
（当社Scientific Advisor）

NC 4016が 内包した薬物をがん細胞の核付近NC-4016が、内包した薬物をがん細胞の核付近
に送達したのち、薬物を放出している実際の映
像が特殊な顕微鏡により撮影された

薬物耐性がんに対しても、効果を示した薬物耐性がんに対しても、効果を示した

薬物が核付近に到着するまでDachPtがポリマー
に結合していることから がん細胞の薬物消化に結合していることから、がん細胞の薬物消化
活動を回避できたと考えられる

M. Murakami, H. Cabral, Y. Matsumoto, S. Wu,
M. R. Kano, T. Yamori, N. Nishiyama, K. Kataoka, 
Improving drug potency and efficacy by
nanocarrier-mediated subcellular targeting.
Sci. Transl. Med. 3 (64) 64ra2 (2011)
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エピルビシンミセルの進捗状況

国立がん研究センターと共同で非臨床試験準備中国立がん研究センタ と共同で非臨床試験準備中

NC-6300 はヌードマウスの皮下に移植
したヒト腫瘍モデルにおいて優れた薬効
を持つことを確認している

より臨床に近い同所移植モデルである

細胞に取り込まれた小胞内は酸性

100 より臨床に近い同所移植モデルである
肝臓がんの同所移植モデルなどを用い
て、抗腫瘍効果およびエピルビシンが有
する心毒性を軽減するなどの毒性学的

20
40
60
80 pH3

pH4
pH5
pH6
pH7.4

する心毒性を軽減するなどの毒性学的
知見を得る

pH環境によるＮＣ-6300の
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pH環境によるＮＣ 6300の
薬物放出率変化



エピルビシンミセルの有用性
C S i 2011年1月号に掲載

ヒト乳がんモデルマウスにおける
血中エピルビシン濃度推移（静脈注射）と臓器分布

Cancer Science 2011年1月号に掲載

血中エピルビシン濃度推移（静脈注射）と臓器分布

NC-6300 20 mg/kg
エピルビシン溶液 7mg/kg 

AUC/Dose(μg/g tissue h/mg/kg bodyweight)

Ｔ ｔ ｌ

NC-6300 ＥＰＩ溶液
ＮＣ-6300

ＥＰＩ放出 ＥＰＩ合計

肝臓 18 8 100 2 230 4

(μg g g g y g )

Ｔｏｔａｌ

Ｒｅｌｅａｓｅｄ

エピルビシン溶液

肝臓 18.8 100.2 230.4

心臓 7.1 2.0 7.5

癌 2.4 10.4 14.0

ＮＣ-6300は、エピルビシン総濃度（Ｔｏｔａｌ）とミセル
より放出された濃度（Ｒｅｌeased)をそれぞれ測定

血漿 0.21 9.7 113.8

肝への影響は極軽微

より放出された濃度（Ｒｅｌeased)をそれぞれ測定

心毒性指標＝心臓/癌
ＥＰＩ溶液：2.96
ＮＣ-6300：0.19

治療域が 15倍

24Improved anti-tumor activity of stabilized anthracycline polymeric micelle formulation, NC-6300 
M.Harada, I.Bobe, H.Saito, N.Shibata, R.Tanaka,T,Hayashi, Y.Kato, 102(1)192-199(2011)



siRNAミセルの進捗状況
iRNAの細胞内分布（子宮頸がん マウス i i 実験）

siRNAミセル（センサーあり、なし）を直接がん細胞に接触させ、
4時間培養した時の細胞内動態を共焦点顕微鏡で観察

siRNAの細胞内分布（子宮頸がん、マウス in vitro実験）

重ねた画像センサーなし センサーあり

4時間培養した時の細胞内動態を共焦点顕微鏡で観察 出展：東京大学片岡研究室

センサーなしはsiRNAが細胞周辺部に留まり、センサーありでは細胞質に移行を確認

細胞内取り込み促進する物質を発見、取り込み効率の改善に成功

iRNAは 細胞内 侵入することで 初めて効果を発揮するためsiRNAは、細胞内へ侵入することで、初めて効果を発揮するため
siRNAミセルの開発が飛躍的に進歩する可能性を示した
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siRNAミセルの効果
静脈内注射で iRNAの効果が確認された（マウス i i 実験）静脈内注射でsiRNAの効果が確認された（マウス in ｖivo実験）

siRNAミセルは、siRNAの欠点である体内での即時分解を抑制し
安定的に腫瘍部位まで到達できることが証明された安定的に腫瘍部位まで到達できることが証明された

コントロール群

腫
瘍
増
殖

siRNA投与群

siRNAミセル投与群
10mm

腫瘍サイズ

殖
率
（初
期
をを
１
と
す
る
）

日数
出展：東京大学片岡研究室
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エクラフチュール-Ｗ 美容液

2010年11月25日
フリーマガジン「Pococe」海外販売も に

関東近辺で配布されている女
性 向 け フ リ ー ペ ー パ ー
「Pococe」のベストビューティー

フリ ガジン 」海外販売も視野に検討
シリーズ化を検討

」の ト ティ
アイテム2010のコーナーにエク
ラフチュール＜美容液＞が掲載
されました

2011年03月29日

光文社から刊行されている女性
向けフ シ ン CLASSY 5

2011年03月29日
女性向けファッション雑誌「CLASSY.」

向けファッション雑誌、CLASSY. 5
月号の「ビューティーページ」337
ページに掲載されました
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何故化粧品に？
リポソ ムに る成分安定化に成功

メラニン合成DOWN
光安定性ＵＰ 安定性ＵＰ

リポソームに勝る成分安定化に成功！

ミセル
持続性ＵＰ

ミセル化することで ・ からヒノキチオールを安定化

特許 国際公開番号 ＷＯ2007/102608
特許 国際公開番号 ＷＯ2008/026776

ミセル化することで、光・熱からヒノキチオールを安定化

活性を保ったまま徐々に放出

28
メラニン合成を長期間抑制！



Leading-Edge NanoTechnology

本資料で記述している今後の展望および業績予想は、現時点で入手可能な
に き当社が 断した予 であり 在的なリスクや 確実性が含ま情報に基づき当社が判断した予想であり、 在的なリスクや不確実性が含ま

れています。そのため、様々な要因の変化により実際の業績は記述している
今後の展望とは大きく異なる結果となる可能性があることを御承知おき下さい。

お問い合わせ先
ナノキャリア株式会社 社長室 話03‐3548‐0217 ナ キャリア株式会社 社長室


