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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。
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グローバルなてんかんフランチャイズ
難治性てんかん治療に向けての豊富な品揃え

Zebinix

Inovelon MAA SF* （欧州、スイス） 申請済

Zonegran MAA （単剤療法） 申請準備中

Perampanel MAA 申請済

ルフィナミド フェーズⅢ

ぺランパネル フェーズⅢ準備中
Banzel 承認 (米国：錠剤，SF*、カナダ：錠剤）

Zonegran

Perampanel NDA 申請手続中

SF*: 懸濁製剤

７主要国＊＊におけるてんかん罹患数 2009年 2019年

難治性部分てんかん(60%) 3,179,330 3,324,700

難治性全般てんかん(40%) 2,119,550 2,216,470

合計罹患数 **5,298,880 5,541,170

Decision Resources estimate a 0.4%/year growth on total diagnosed prevalent 
epilepsy cases through 2019
* 既存薬でコントロールされている患者: 2,463,981 (77.5%), 難治性: 715,349 (22.5%)
** 米国、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、イギリス、日本

欧州

アジア・日本 北アメリカ



ペランパネル: 作用機序
AMPA受容体に対して高選択 非競合的に拮抗する治療剤

3

AMPA
受容体

GABA
受容体

過剰
活性化

Imbalance of CNS circuit

てんかん発作

興奮性
受容体

抑制性
受容体

AMPA
受容体

GABA
受容体

AMPA
受容体

GABA
受容体

ぺランパネル

Redress imbalance of excitatory 
and inhibitory transmitter

ぺランパネルはAMPAレセプターへの
アロステリックな結合によって、
興奮性のシナプス伝達を抑制

AMPA受容体：α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid 受容体

疾病状態 通常状態

ＡＭＰＡ受容体は中枢神経系全般にわたり分布しており、興奮性シグナル伝達に関与
している



ぺランパネル:米国ＮＤＡ＊、欧州ＭＡＡ申請を達成
計画より１８ヶ月前倒しの申請達成！

 さまざまな戦略的アプローチによってプロジェクトタイムラインの大
幅な短縮を達成
 革新的なオペレーション

 PK/PDの関係性をフェーズⅡ試験結果で確認
フェーズⅢ試験の同時開始
グローバルに標準化したオペレーションプロセスの有効利用
インドにおけるデータマネージメントセンターの有効利用
標準化プロセスにより、試験データのリアルタイムレビューが試験サイトを的確に評価

 エーザイプロダクトクリエーションシステム(EPCS)がねらい通りに機能
 EPCSの枠組みのプロジェクトのオーナシップに関する高い動機づけ
ユニットのリーダーシップメンバーが強力なサポートを発揮
コアファンクションユニット(CFUs)の信頼度の高いサポート

 他のてんかん薬開発からの経験知
 Banzel (Inovelon)、Zonegran 、Zebinix

これらのアプローチは標準化され、他のプロダクトクリエーションにも積極的に適応

＊：米国は申請手続き中4



ペランパネル： 米国ＮＤＡ、欧州ＭＡＡ申請を達成
ファーストインクラスのAMPA受容体拮抗剤

作用発現メカニズム作用発現メカニズム

• 選択的非競合的AMPA受容体拮抗剤

• ファーストインクラス

 既存メカニズム抗てんかん薬との併用
可能性を提示

有効性有効性

• 中央値において部分てんかん発作頻度を
４０％減少 （プラセボ １３％）

• レスポンダー比率４０％ （プラセボ １７％）

• 投与２週目で効果を発現

• 二次性全般発作に対して有効性を確認

安全性、薬物動態安全性、薬物動態

• 重篤な副作用は認められなかった

• 薬物相互作用による影響が少ない

• 血中濃度モニタリングが不要

• 血中濃度半減期が長い

ドラッグデリバリードラッグデリバリー

• 一日一回 経口投与 錠剤（２～１２ｍｇ）

• ２ｍｇより至適用量まで、１週ごとに漸増

• シンプルな用法・用量

ペランパネル：１２歳以上の部分てんかん発作を有する
患者様における治療
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ペランパネル：フェーズⅢ試験における治療効果
てんかん患者様を対象としたフェーズⅢ試験

試験番号 ３０６試験 ３０４試験 ３０５試験

臨床用量 2mg  4mg  8mg 8mg 12mg 8mg 12mg

主要評価項目 （ＦＤＡ）
てんかん発作頻度の変化率 (Ancova)1

0.4197 0.0026 < 0.0001 0.0261 0.0158 TBP* TBP*

対数変換後の変化率 0.2542 0.0037 < 0.0001 0.0044 0.018422 TBP* TBP*

主要評価項目 （ＥＭＡ）
レスポンダー比率1

0.4863 0.0132 0.0003 0.076033 0.091433 TBP* TBP*

副次評価項目 （ＦＤＡおよびＥＭＡ）
複雑部分発作＋二次性全般発作1

0.6506 0.0070 0.0005 0.0020 0.00812 TBP* TBP*

副次評価項目 （ＦＤＡおよびＥＭＡ）
てんかん発作頻度に関する用量反応性相関

< 0.0001 0.0262 TBP*

6

1 全ＩＴＴを対象として解析
2 北米のみで解析した場合  濃い緑
3 北米のみで解析した場合  淡い緑

＊ＴＢＰ： ８／９月のＩＥＣ２０１１で発表予定 （イタリア、ローマ）

< 0.005 < 0.05 0.05 ‐ 0.10 > 0.10p値：



ペランパネル： 製品ポテンシャルの拡大戦略
製品拡大タイムラインと適応症拡大戦略

FY2011 FY2014 以降FY2012 FY2013

部分てんかん発作

強直性間代性てんかん（ＰＧＴＣ）発作

部分てんかん発作 （単剤療法）

レノックス・ガストー症候群 （ＬＧＳ）

米国・欧州申請

日本申請

中国申請

米国・欧州申請ＰＧＴＣ フェーズⅢ

米国・欧州申請単剤療法 フェーズⅢ

ＬＧＳ フェーズⅢ 米国・欧州申請

主たる適応症

追加適応症

（規制当局との話し合いにより変更の可能性あり）

（規制当局およびＰＰＳＲ、ＰＩＰとの話し合いにより変更の可能性あり）

7

日本・アジア フェーズⅢ



アルツハイマー型認知症／認知症 ポートフォリオ戦略
対症療法および疾患修飾（原因）療法からのアプローチ

症状（認知機能）の改善を証明
対症療法（アリセプト）

神経伝達物質の補充や、受容体ならびにセカンドメッセンジャーの修飾による
シナプス伝達の維持、改善

脳神経細胞

アルツハイマー型認知症の進行を抑制する （臨床効果の維持）
加えて、イメージング，バイオマーカーで脳神経細胞の健全性維持を証明

疾患修飾（原因）療法 (BAN2401、E2609)

脳神経細胞の整合性を維持して脳機能を正常に保つ
（脳神経細胞数の維持）

脳神経細胞の脱落や機能
不全による症状の進行

脳神経伝達機能の低下（障害）
による症状の悪化

8



BAN2401: 作用機序及び今後の臨床戦略
BAN2401: ヒト化Aβプロトフィブリル抗体 （フェーズⅠ実施中）

Aβ モノマー
(4 kDa)

低分子量A集合体
(8‐20 kDa)

プロトフィブリル
(> 100 kDa) 繊維化Aβ

Aβプラーク

可溶性 不溶化ADDLs Aβ*56
オリゴマー

Globulomers
Spheroids

(20‐100 kDa)

Modified from Prof. Lars Lannfelt

ヒト化モノクローナル抗体により神経毒性を呈するプロトフィブリルを除去

ヒト化プロトフィブリル抗体

BAN2401

FY2011FY2011 FY2012FY2012 FY2013FY2013 FY2014FY2014 FY2015FY2015 FY2016FY2016 FY2017FY2017

BLA （対症療法）
FY2015 - 2016

疾患修飾（原因）
療法で申請
FY2017

PoCPoP

Phase I Phase II Phase II/III Phase III

軽症及び中等度AD患
者様における反復投与
によりPoPを確認

9



E2609:作用機序及び今後の臨床戦略
アミロイドβ 減少を目指す β-セクレターゼ阻害剤 （フェーズⅠ実施中）

オリゴマーAβ Aβ プラーク

FY2011FY2011 FY2012FY2012 FY2013FY2013 FY2014FY2014 FY2015FY2015 FY2016FY2016 FY2017FY2017

APP
Aβ

E2609
アミロイド前駆体
タンパク質のβサイト
切断酵素(BACE)阻害
によるAの総量低下

E2609: β‐セクレターゼ阻害剤

NDA/MAA
（対症療法）
FY2016

疾患修飾（原因）
療法で申請
FY2017

PoCPoP

Phase I Phase I/II Phase II/III Phase III

 単回投与における 大耐用量の決定に先んじて、反復投与試験とPoP確認試験を開始
 単回投与ならびに反復投与における 大耐用量を同時に確立
 軽度認知障害 （MCI）患者様を対象に早期PoPの可能性を追求

PoP確認と 大耐

用量の決定を並行
して実施（単回投与
にてPoMをめざす）

10



オープンイノベーションと探索研究
広範な視点を持ち、プロダクトクリエーションに直結する共同研究を志向
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プロジェクトに特化新規メカニズム／化合物

ロンドン大学
エスタス

セラピューティクス
ニューロサイエンス

探索研究機能
ニューロサイエンス

臨床研究機能

バイオアークティック

精神科領域

慶應義塾大学 ジョンズ
ホプキンス大学
Brain Science

Institute

抗プロトフィブリルヒト抗体

ＧＣＰ２阻害剤

IMMD Inc.

放射線医学
総合研究所

（ＮＩＲＳ）

産業技術
総合研究所

（ＡＩＳＴ）

脳内ＰＥＴイメージング

バイオマーカー
タンパク質恒常性

脳神経炎症
脳血管ーミトコンドリア

新規動物モデル

加齢による
神経変性疾患

仮想スクリーニング

テクノロジー／プラットフォーム

バイオマーカー
アンド

パーソナライズドメディスン
ＣＦＵ

ネクスト
ジェネレーション
システムズ ＣＦＵ

UK

JP

US

ニューロサイエンス
オープンイノベーション

ニューロサイエンス
オープンイノベーション

UK

JP

US

ニューロサイエンス
オープンイノベーション

エーザイ
プロダクトクリエーション システムズ

ＰＯＣ 試験開始
（２０１２年度）

ＰｏＰ （２０１２年度）

５月２５日リリース済

ニューロイメージング
＋バイオマーカーマーカー

ＣＮＳに特化した
化合物ライブラリー

京都大学

霊長類
動物モデル



ベストインクラスの

トロンボポエチン受容体作動薬E5501

フロンティア プロダクトクリエーション ユニット

甲斐康信

2011年6月29日



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。
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2

E5501 作用機序

IL-3, SCF
IL-6, IL-11

トロンボポエチン(TPO), E5501

造血幹細胞 CFU-MK
(前駆細胞)

巨核芽球 巨核球 血小板前駆体
血小板放出

血小板CFU-GEMM

CD-34

• E5501はトロンボポエチンと同様の生理活性を示す、経口投与
可能な低分子化合物

• 前臨床試験でE5501はトロンボポエチンと同様に巨核球数を用
量依存的に増加させた

• E5501の 大効果はトロンボポエチンのそれに匹敵するもので
あった

• さらにトロンボポエチンとの併用でE5501の上乗せ効果が認めら
れた
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E5501-ITP: 試験結果概要及び今後の予定

•ITP: 特発性血小板減少性紫斑病

– E5501の開発で も進行した適応症

•003/004試験より有望なデータが得られた
– POCを達成

– 競合品に対する主たる差別化ポイントを同定

•FDA/EMAとの第II相終了時相談を成功裏に終了
– 第III相ピボタル試験を現在立案中

 試験には中国のサイトも含まれる予定

2013年度申請予定
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E5501-ITP: 第II相試験からのキーメッセージ

3. E5501は６ヵ月間の延長投与試験期間を通して良好な忍容
性と安全性プロファイルを示した

2. 短期から長期に亘る有意な
血小板増加が観察された

1. 用量依存的な反応が早期
（7日目）に発現し試験期間
（28日間）を通じて持続した
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E5501-ITP: 市場におけるポテンシャル
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ターゲット：慢性ITPの2nd/3rdライン治療

• トロンボポエチン（TPO）受容体作動薬の
ベスト イン クラス

 有効性の早期発現

 有意な肝毒性及び薬物相互作用
がない

 食事による有意なPK変動なし

 経口投与可能

他の標準治療薬に置き換わる可能性



cTLD

C型肝炎に対して、インターフェロンを含む
抗ウイルス療法を開始あるいは実施してい
る患者における血小板減少症の改善

• POC 試験を2011年度第２四半期に開始
• ポテンシャルの大きい中国アジアにおける

開発を加速
• 中国でのＢ型肝炎適応も計画中

E5501 開発戦略

aTLD
侵襲を伴う処置・手術が予定されている慢性
肝疾患患者における血小板減少症の改善

•POC 試験 – 実施中
•2011年度中のトップラインを見込む

ITP
慢性特発性血小板減少性紫斑病の治療

• POC 達成
• 2nd/3rd ラインセラピーをターゲットとした

フェーズⅢ試験を計画中
• も臨床ステージが進んでいるプログラム

CIT
がん化学療法に伴う血小板減少症の改善

• POC 試験を計画中

E5501

複数の適応症を同時開発

TLD: Thrombocytopenia associated with chronic liver disease
CIT: Chemotherapy induced thrombocytopenia 
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加速するイースト アジアでの

プロダクトクリエーション

エーザイ・プロダクトクリエーション・システムズ

ジャパン／アジア クリニカルリサーチ プロダクトクリエーション ユニット

大林 俊夫
2011年 6月29日



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。
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ＪＡＣ ＰＣＵ（ｼﾞｬﾊﾟﾝ/ｱｼﾞｱｸﾘﾆｶﾙﾘｻｰﾁ ＰＣＵ）による
イースト アジアにおける臨床開発の加速

2

イースト アジア（特に日本、中国）が
全社の成長を牽引
売上高構成比は2010年度の49％から
2015年度には63％に増加
（CAGR 6％、中国のCAGRは26％、日本は5％）

日本・アジアの臨床研究機能をＪＡＣに集約
ＪＡＣは臨床開発計画策定～承認までの
ＰＣ活動を担う。

アジア臨床開発の加速
早期承認取得

実績

39%



肝臓疾患領域フランチャイズ

•アジア・太平洋地域での肝炎ウイルスへの高罹患率
– 全世界のB型慢性肝炎ウイルス（HBV）感染者

（約3億5,000万人）の約78%にあたる

2億7,500万人がアジア・

太平洋地域に暮らす

3

• 肝細胞がんの発生頻度は、
中国が１位、アジア・アフリカ
諸国で上位７ヵ国を占める

日本
HBV感染 150万人
HCC         0.9万人

中国
HBV感染 1億630万人
HCC            54.7万人

韓国
HBV感染 1260万人
HCC          1.9万人

台湾
HBV感染 306万人
HCC         0.8万人

香港
HBV感染 126万人
HCC         0.1万人

Source;
World Population Prospects: The 2008 Revision
European Journal of Gastroenterology & Hepatology, May 2010 
Korean J Hepatol. 2009 DEC; 15 (Suppl 6): S13-24
Am.J.Trop.Med.Hyg., 2002, pp. 389-393
Surveillance of Viral Hapatitis in Hong Kong, 2008
Journal of Gastroenterology and Hepatology 24(2009) 346-353

The Oncologist 2010; 15 (suppl4); 5-13

慢性肝炎・肝硬変・肝細胞がん(HCC)に対する高いメディカルニーズの存在
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肝臓疾患領域フランチャイズ

肝臓疾患の異なるステージに複数の治療オプションを提供し
アジアに特有のアンメットメディカルニーズを充足する

診断 PIVKA 肝細胞がんの補助診断薬

慢性肝炎
強力ネオミノファーゲンシー
（注射）／グリチロン錠（経
口）

慢性肝疾患における肝機能異常の改善

B型肝炎 Clevudine DNAポリメラーゼ阻害による抗ウィルス剤

肝硬変 リーバクト
分岐鎖アミノ酸製剤（非代償性肝硬変患
者の低アルブミン血症の改善）

肝細胞がん

DC Bead

Lenvatinib (E7080)

Golvatinib (E7050)

肝細胞がんなどの多血性悪性腫瘍におけ
る血管塞栓療法施行時の血管塞栓材
ＶＥＧＦ受容体チロシンキナーゼ阻害剤
マルチキナーゼ阻害剤
cMet／VEGFR2阻害剤

肝疾患に伴う
血小板減少症

E5501 トロンボポエチン受容体作動剤

肝臓疾患を診断から治療まで幅広くカバーする製品ラインアップ



B型肝炎治療を目的としたDNAポリメラーゼ阻害による抗ウィルス剤

• ブグァン製薬株式会社（韓国）より導入

• 強力かつ持続した抗ウィルス作用（ブグァン製薬実施韓国フェーズⅢデータより）

• エーザイ実施の中国フェーズⅢにおいても良好な結果を得、
2010年12月に輸入許可申請済み、本年度中の許可取得をめざす

Clevudine（Ｂ型肝炎治療剤）
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韓国301試験: HBeAg (+) 韓国302試験: HBeAg (-)

Yoo BC, Lee HS. Hepatology 2007;45:1172-78 Yoo BC, Lee HS. Hepatology 2007;46:1041-48

Clevudine

Clevudine



申請済み 2012年度 2014年度以降

肝臓疾患領域フランチャイズ 申請予定
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Clevudine
（Ｂ型肝炎）
中国申請中

2011年度回答予定

ｌenvatinib(E7080)
（肝細胞がん）
イースト アジア

リーバクト
（肝硬変患者における
低アルブミン血症）

中国

E5501
（肝疾患に伴う
血小板減少症）
イースト アジア

govatinib (E7050)
（肝細胞がん）
イースト アジア

強力ネオミノファーゲンシー/グリチロン錠
（慢性肝炎）

日本・中国・台湾 販売

DC-Bead
（血管塞栓剤）
日本申請中

2011年度回答予定

PIVKA
（診断薬）
日本販売

各種肝疾患に対する豊富なパイプラインにより
ポテンシャルの大きいアジア市場をカバー


