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将来見通しに関する注意事項

• 本発表において提供される資料ならびに情報は、いわゆる「見通し情報」（forward-
looking statements）を含みます。これらの文言は、現在における見込み、予測、リス
クを伴う想定、実質的にこれらの文言とは異なる現実的な結論、結果を招き得る不
確実性に基づくものです。

• それらリスクや不確実性には、一般的な業界ならびに市場の状況、金利、通貨為替
変動といった一般的な国内および国際的な経済状況が含まれます。リスクや不確実
性は、特に製品に関連した見通し情報に存在します。製品のリスク、不確実性には、
技術的進歩、特許の競合他社による獲得、臨床試験の完了、製品の安全性ならび
に効果に関するクレームや懸念、規制機関による承認取得、国内外の保健関連改
革、マネジドケア、健康管理コスト抑制への傾向、国内外の事業に影響を与える政府
の法規制など、新製品開発に付随する課題などが含まれますが、これらに限定される
ものではありません。

• また、承認済み製品に関しては、製造およびマーケティングのリスクがあり、需要を満
たす製造能力を構築する能力を欠く状況、原材料の入手困難、市場の受容が得られ
ない場合などが含まれますが、これに限定されるものではありません。

• 新しい情報、将来の出来事もしくはその他の事項より、見通し情報に更新もしくは改
正が望ましい場合であっても、それを行う意図を有するものではなく、義務を負うもの
ではありません。



日米欧で抗がん剤ハラヴェンの承認を取得

ハラヴェン 静注用１mg

（一般名：エリブリンメシル酸塩）

効能・効果（日本）
手術不能又は再発乳癌

・初めて日米欧三極で同日申請し、

１３ヵ月以内で日米欧で承認取得
・初めて転移再発乳がんで単剤での

全生存期間延長

承認取得状況
• 米国：2010年11月（2010年度売上高25百万米ドル）
• シンガポール：2011年2月
• ＥＵ：2011年3月
• 日本：2011年4月
• スイス：2011年5月
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•1985年、名古屋大学 平田教授・上村博士のグループは
三浦半島沖で採取した600 kg のクロイソカイメンから
単離したハリコンドリンＢ 12.5 mg を用いて構造決定

•1992年、ハーバード大学の岸義人教授のグループは、
野崎－檜山－岸(ＮＨＫ)カップリング反応をキーステップ
とし、すべての合成原料（パーツ）がハリコンドリン１点に
収束していく方法論によって、はじめてハリコンドリンＢ
の全合成に成功

•1992年、エーザイボストン研究所はハリコンドリンＢ
類縁体の本格的な探索合成研究に着手し、in vitro、
in vivo評価モデルにおいて理想的な活性を示す
ハラヴェン（eribulin mesylate）の創製に成功

ハラヴェン発明・発見の経緯

Marine sponge  Halichondria okadai

:

全合成工程数: 62
超低温反応: 6
禁酸素反応: 5

:：不斉炭素

ハラヴェン
全合成工程数: 62
超低温反応: 6
禁酸素反応: 5
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ハラヴェン EMBRACE試験アップデート
－全生存期間延長作用を再確認－

•San Antonio Breast Cancer Symposium(2010年12月)において、

EMBRACE試験の全生存期間における 新の解析データを発表

-ハラヴェンの全生存期間延長作用を再確認

-安全性プロファイルは前回の解析から変化なし
ハラヴェン投与群では、

治験医師選択療法施行群に対し、
全生存期間中央値を2.7カ月延長

全生存期間の中央値
ハラヴェン投与群
対照群
P=0.014

13.2カ月
10.5カ月

ＡＳＣＯハラヴェンブース



ハラヴェンの薬剤プロファイルと 大化戦略

新規の作用機序を有する
微小管ダイナミクス阻害剤

・転移性乳がんにおいて、全生存期間延長の
ベネフィット

 全生存期間を、治験医師選択療法施行群との比較に

おいて有意に延長する、世界で初めての単剤療法

・簡便な使用法
 ボーラス投与による短時間での投与

 過敏反応を回避するためのプレ・メディケーション不要

・良好な忍容性プロファイル
 グレード3/4（高度以上）の神経障害の発生率は、10％未満

微小管の伸張を阻害

微小管短縮に作用しない

微小管形成に関与しない
チューブリンの重合を惹起

作用機序

10億ドル
レベルを
めざす

乳がんサードライン

乳がんセカンドライン

肉腫

非小細胞肺がん

乳がんファーストライン

乳がん アジュバント

自社抗がん剤との
併用戦略

リポソーム製剤

２０億ドル
レベルを
めざす

２０１５年度まで

２０１５年度以降
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マウスにおけるエリブリンとパクリタキセル、イキサベピロンとの
神経障害誘発作用の比較
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マウス坐骨神経組織像

A: 媒体投与群
B: エリブリン 大耐量
C: パクリタキセル 大耐量
D: イキサベピロン 大耐量

エリブリンはマウスにおいて 大耐量
でパクリタキセルやイキサベピロンに比
べ程度のより軽い、媒体投与に近い
軽度の神経障害病理像を示す。

進行性乳がんにおけるエリブリン
とイキサベピロンの神経障害誘
発・促進作用を比較するための
フェーズⅡ試験が進行中
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Lenvatinib(E7080) スニチニブ＊ ソラフェニブ＊

カイノーム デンドログラム

Lenvatinib( E7080)のユニークで選択的なキナーゼ阻害作用
５つの受容体チロシンキナーゼファミリーに対し
高い選択性を示す

５４キナーゼ
（IC５０値）

１１３キナーゼ
（ｋｄ値）

１１３キナーゼ
（ｋｄ値）受容体

チロシンキナーゼ 受容体
チロシンキナーゼ

受容体
チロシンキナーゼ

＊Nat Biotech 2005;23(3)のデータに基づき作成



VEGF受容体

標的療法

実施例

N=17 (%)

VEGF受容体

標的療法

未実施例

N=41 (%)

全症例
N=58 (%)

完全寛解(CR) 0 0 0

部分寛解(PR)

(95% 信頼限界)

8 (47%) 26 (63%) 34 (59%)

(45-71%)

不変(SD) 8 (47%) 13 (32%) 21 (36%)

SD維持症例 4 (24%) 10 (24%) 14 (24%)

進行(PD) 1 (6%) 2 (5%) 3 (5%)

病勢コントロール率(CR + PR + SD) 16 (95%) 39 (96%) 55 (95% )

担当医判定による腫瘍縮小効果判定
低１４ヶ月のフォローアップを行った時点での評価

マルチキナーゼ阻害剤Lenvatinibの放射線治療抵抗性進行性分化型甲状腺
がん（DTC)におけるフェーズⅡ試験 ASCO 2011にて発表

S. I. Sherman, B. Jarzab, M. E. Cabanillas, L. F. Licitra, F. Pacini, R. Martins, B. Robinson, D. Ball, J. 
McCaffrey, M. H. Shah, D. Bodenner, R. Allison, K. Newbold, R. Elisei, J. P. O'Brien, 

M. Schlumberger
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評価部位の平均 大径の変化

分化型甲状腺がんフェーズⅡ試験におけるLenvatinibの効果
（ 低１４ヶ月のフォローアップに基づく治験担当医評価）

瀑状プロット

無増悪生存期間

VEGF受容体標的療法未実施例：中央値１４．４ヶ月
VEGF受容体標的療法実施例：中央値１１．４ヶ月

Prior VEGFs
No Prior VEGFs
Censored subjects

p-value = 0.28
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Lenvatinib 臨床開発の加速

１．進行中のフェーズⅢ試験

分化型甲状腺がん

対照群：プラセボ

主評価項目：無増悪生存期間

２．進行中のフェーズⅡ試験

ｉ）肝細胞がん

ｉｉ）子宮内膜がん

ｉｉｉ）メラノーマ

ｉｖ）グリオブラストーマ

ｖ）非小細胞肺がん、等
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Lenvatinib (E7080) と Golvatinib (E7050)* の併用
IＮＤ申請済
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A2780卵巣がん皮下移植ゼノグラフトモデルにおける
E7080とE7050の抗腫瘍作用

抗VEGF療法

がん細胞の浸潤・転移性の上昇

低酸素状態

HGF/c-Metシグナル伝達経路の増強

“リバウンド” 再血管新生

ＶＥＧＦとＨＧＦシグナル
ダブルブロックの理論的妥当性

JNCI101, 1530, 2009

腫
瘍

相
対

容
積

日 日

併用作用の検討

対照群 対照群

併用群

エーザイレジメン

*: c-MET/VEGFR2キナーゼ阻害剤



オープンイノベーション
プリズムバイオラボとの戦略的提携
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• PRI-724 はWntシグナル伝達経路における CBP/β-カテニン複合体形成を阻害
• CBP/β-カテニン相互作用の阻害は細胞増殖を抑制し、細胞分化を促進
• CBP/β-カテニンの阻害は再発、薬剤耐性獲得や転移に関与すると考えられているがん幹

細胞／がん始原細胞の分化をも促進

PRI-724 はアンメットメディカルニーズの存在するがん患者様にとって、新規
治療オプションを提供するファーストインクラスの薬剤となるポテンシャルを保有

シグナル伝達プロセス概念図 細胞模式図

カテニン

カテニン／ＴＣＦ

ＣＢＰ／カテニン Ｐ３００／カテニン

細胞増殖 細胞分化

受容体

カテニン

カテニン

変異

腫瘍細胞

核

細胞増殖
抑制

細胞分化
促進



オープンイノベーション:エピザイム社との戦略的提携
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Polycomb Repressive Complex 2
(PRC2)

UTX & JMJD3
H3K27

H3K27-Me3

Target gene
Transcription

• EZH2は多彩な固形がんで過剰発現しており、
乳がん、前立腺がん、非小細胞肺がん等の予
後悪化予測と相関性を示す

• EZH2 Y641 活性型変異がリンパ腫（ＤＬＢＣ
ＬやＦＬ）で認められている

PRC2

BioCentury 03/28/2011v

何故ＥＺＨ２ヒストンメチルトランスフェラーゼを選択したのか？

“我々はＨＤＡＣ阻害剤の次は何

かと考え、ヒストンメチルトランス

フェラーゼがエピジェネティックスア

プローチによる抗腫瘍剤開発にお

いて非常に興味深い創薬標的と

なり得ると考えた”

エーザイ 大和隆志 標的遺伝子の
転写13



オンコロジーＰＣＵ ポートフォリオ

申請および承認フェーズⅠ フェーズⅡ フェーズⅢ前臨床

殺細胞薬
エリブリン（E7389）
（微小管ダイナミクス
阻害剤）
リポソーム製剤

ハラヴェン
乳がん３rd
ライン

エリブリン（E7389）
社外連携プログラム
（非小細胞肺がん, 
泌尿器系がん等）

エリブリン（E7389）
（乳がん１ｓｔライン、
乳がんアジュバント、
非小細胞肺がん、
前立腺がん等）.

エリブリン（E7389）
乳がん２ndライン、
SAR
（乳がん３rdライン
中国CTA申請）

分子標的薬
E7449

(PARP 阻害剤)

Golvatinib(E7050)
(c-MET/KDR 
キナーゼ阻害剤)
E6201
(MEK1/マルチ
キナーゼ阻害剤)
E7016
(PARP 阻害剤)
PRI-724
(Wnt シグナル
モジュレーター)

Lenvatinib(E7080)
(KDR/マルチ
キナーゼ阻害剤)
子宮内膜がん、メラ
ノーマ、グリオブラス
トーマ、肝細胞がん、
非小細胞肺がん等
E7820
(インテグリン a2 
発現抑制剤)
大腸がん

Lenvatinib(E7080)
甲状腺がん

エピジェネ
ティックス
標的薬

エピザイム
(EZH2 阻害剤)

DACOGEN
MDS

Decitabine(E7373)
高齢者 AML 

Decitabine(E7373)
AML小児適応

免疫療法および
ワクチン

E7300
(CYP1B1 DNA 
ワクチン)

denileukin
Diftitox(E7272/
E7777)
メラノーマ

ONTAK
CTCL

denileukin
Diftitox(E7777)
PTCL
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