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平成25年１月29日

各 位

会 社 名 株式会社カイオム・バイオサイエンス

代表者名 代表取締役社長 藤原 正明

（コード：4583 東証マザーズ）

問合せ先 取締役経営管理本部シニアディレクター 清田 圭一

（TEL．03－5206－7401）

Biotecnol, IncとのCo-Development and Exclusive Option Agreement締結のお知らせ

当社は、平成25年1月 29日付で米国Biotecnol, Inc (以下Biotecnol)と Co-Development and Exclusive 

Option Agreementを締結いたしましたので、お知らせいたします。

この契約により、当社と Biotecnol は、当社独自の抗体作製技術である ADLib®システムと Biotechnol 独自

の技術である Tribody® technology を組み合わせて、がん抗原に対する Tribody（多重特異性 T 細胞誘導抗

体：multispecific T-cell engager antibody）を作製し、治療用抗体としての評価及び非臨床試験、臨床開

発の国際共同プロジェクトを段階的に行ってまいります。

今回の提携は当社の更なる成長戦略の具体化の一つであり、当社の革新的な抗体作製技術と Biotecnol の

Tribody® technology のような先進的な機能性向上技術を組み合わせることで新たな高付加価値抗体医薬の創

出が期待されます。ひいてはがん患者さんに新たな治療法の選択肢を提供することになるものと考えます。

なお、本契約が通期業績へ与える影響は軽微であります。

＜Tribody® technologyについて＞

Tribody は分子工学的手法により作製した、複数の抗原に対する特異性を持つ多重特異性抗体で、１つの抗

体分子中に３つの異なる抗原結合部位があり、異なる機能を組み合わせることができます。例えば、結合部位

の１つは T 細胞や NK 細胞のような抗腫瘍性の細胞(エフェクター細胞)をがん細胞へ誘導するように設計し、

残りの２つの結合部位ががん特異的抗原の異なるエピトープに結合、または、同じがんで発現している異なる

抗原を認識するように設計することが可能です。これまでの抗体医薬品を上回る効果と副作用の軽減が期待さ

れます。

＜ADLib®システムについて＞

ニワトリDT40 細胞の組換え活性化によって抗体を作製する技術です。この技術の特徴として、生体外で10 

日程度という短期間で抗体を作製することが可能になります。また、理論的には無限の多様性のある抗体を作

製できることから、従来困難と考えられていた抗原に対する抗体を作製することも可能です。既に当社では、

トリ IgM 抗体の代わりにマウス-トリ IgG キメラ抗体を分泌させる ADLib®システムの実用化に成功しておりま

す。なお、ADLib®はカイオム・バイオサイエンスの登録商標です。

＜Biotecnol, Incについて＞

Biotecnol は、米国、ニュージャージー州ノースブランズウィックに本拠を置くバイオテクノロジー企業で、

独自の Tribody® technology を基に広範囲にわたる治療領域の次世代抗体医薬品の開発を行っています。

Biotecnol 社は抗体セレクションから Proof of Concept(POC)試験まで抗体医薬品の開発を効率的に成し遂げ

ることが可能な企業であります。
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■Biotecnol, Inc

Predro de Noronha Pissarra

Chief Executive Officer

Email: pnp@biotecnol.com

ホームページ  http://www.biotecnol.com/

■株式会社カイオム・バイオサイエンス

経営管理本部 清田 圭一

電話：03-5206-7401

ホームページ  http://www.chiome.co.jp/
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新戦略：技術アライアンス

完全ヒト完全ヒトADLib®システムシステム
困難抗原の攻略困難抗原の攻略困難抗原の攻略困難抗原の攻略

Biotecnol
新規プラットフォーム

新規プラット
フォーム

ゼロから１を創出

新規プラットフォ ム
バイスペシフィック、

その他

コンピューター
予測技術

機能性向上
技術

高付加価値創造
異なる強みを持つ技術との組み

合わせで新規の抗体治療薬を創出

高付加価値創造
異なる強みを持つ技術との組み

合わせで新規の抗体治療薬を創出

予測技術
エピトープ解析、
低分子類自体、
抗原性予測など

技術
ADC（抗体-薬剤複合体）、

リサイクリング
技術など
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合わせで新規の抗体治療薬を創出合わせで新規の抗体治療薬を創出
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高付加価値ビジネスモデルへの転換：長期ビジネス戦略

リ ド抗体ライセンスアウト（自社抗体開発）

技術開発主体から創薬主体への転換を加速する

リード抗体ライセンスアウト（自社抗体開発）

基盤技術ライセンス

創薬アライアンス
先鋭技術との提携

＋

連続的にパイプ
ラインを創出 早期化

＆増大
売
上 高付加価値企

業への加速

大手企業
からの
ロイヤリ

＆増大

ティ収益

完全ヒトADLib®

の完成

現
在
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時間



Tribodyとは（１）Tribodyとは（１）

通常のIgG抗体 Tribody
がん抗原

B
がん抗原

A
がん抗原

A

抗腫瘍性
細胞

がん抗原
B

抗腫瘍性
細胞

Tribody は、一つの抗体Fab領域（抗原に結合する部位）と、
二つのScFv （抗原に結合する部位）からなるようなタンパク
である

細胞

である。

一つまたは異なる二つのターゲット（がん抗原）に結合すると
同時に抗腫瘍性細胞（例：T細胞）の表面にある抗原（例：
CD3）に結合してT細胞を活性化することができる。通常のIgG抗体は、一つの抗原に対し

結合する
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通常の抗体では達成できない新たな機能を発揮する
て結合する。



Tribodyとは（２）Tribodyとは（２）

 Tribodyは、一つの抗体Fab領域と、二つの

ScFvからなるようなタンパクである。
Antibody 1 Antibody 2 (ScFv)

ScFvからなるようなタンパクである。

 このことから、ことなる３つの標的に同時に結

合することができる。

VH1 CH1 VH2 VL2

VL1 CL VH3 VL3

Chain 1

Chain 2

Antibody 3 (ScFv) Multispecific抗体の比較

Mi t Bi t h lGenetech

Genmab

Lilly    BMS

M G i

Micromet

etc.
Biotechnol
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MacroGenics

f-star   etc.



TribodyのメリットTribodyのメリット

 同時に3つまでのターゲッ

トに結合できるので さま

さまざまフォーマットへの展開が可能

トに結合できるので、さま

ざまな作用機序に応用が

可能

CD3結合ドメインを使うこ CD3結合ドメインを使うこ

とで、micromet社の

BiTEと同様のT細胞活性

化能をもたせることができ 異なる二つのターゲッ 同じターゲットに２つ ３つめの腕のかわり化能をもたせることができ

るうえ、さらにbispecific
な効果も狙える

安定性がよい 半減期が

異
トに結合したうえで

CD3に結合してT細胞
を活性化できる。

の部位で結合すること
で、結合力が高まる

腕 わ
に、toxinやサイトカイ

ンを結合させることも
できる。

 安定性がよい。半減期が

数日とBiTEより長い

フォ マ トとしての独自性フォーマットとしての独自性

がある⇒広い応用範囲

Biotecnolのproprietary
な技術 ある

Copyright © 2013Chiome Bioscience Inc. All Rights Reserved. |  1/29/2013 | 5

さらに多様な結合様式への展開が可能
上記のフォーマットはUSとEUのパテントでカバーされている

な技術である



他の技術との比較他の技術との比較

通常抗体 Bispecific IgG Bispecific scFV Tribody

ターゲットの数 1 2 2
（片一方は免疫細胞と
の結合に用いられる。）

3

T細胞の活性化 不可 可能 可能 可能

半減期 Weeks Weeks Hours Days

サイズ 150KDa 150kDa 50kDa ~100kDaサイズ 150KDa 150kDa 50kDa ~100kDa

他の抗体様フォーマットに比較し、3つのターゲットに結合可能なことから、さまざまな
応用が可能である点、Bi-scFvと同様の作用機序を期待できながら安定性や取扱の
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応用が可能である点、Bi scFvと同様の作用機序を期待できながら安定性や取扱の
面で優れている点で、差別化できる


