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Disclaimer
The material that follows is a presentation of general background information about Sosei Group Corporation and its subsidiaries (collectively, the “Company”) as of the date of this presentation. 
This material has been prepared solely for informational purposes and is not to be construed as a solicitation or an offer to buy or sell any securities and should not be treated as giving investment 
advice to recipients. It is not targeted to the specific investment objectives, financial situation or particular needs of any recipient. It is not intended to provide the basis for any third party 
evaluation of any securities or any offering of them and should not be considered as a recommendation that any recipient should subscribe for or purchase any securities.
The information contained herein is in summary form and does not purport to be complete. Certain information has been obtained from public sources. No representation or warranty, either 
express or implied, by the Company is made as to the accuracy, fairness, or completeness of the information presented herein and no reliance should be placed on the accuracy, fairness, or 
completeness of such information. The Company takes no responsibility or liability to update the contents of this presentation in the light of new information and/or future events. In addition, the 
Company may alter, modify or otherwise change in any manner the contents of this presentation, in its own discretion without the obligation to notify any person of such revision or changes.
This presentation contains “forward-looking statements,” as that term is defined in Section 27A of the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and Section 21E of the U.S. Securities Exchange Act 
of 1934, as amended. The words “believe”, “expect”, “anticipate”, “intend”, “plan”, “seeks”, “estimates”, “will” and “may” and similar expressions identify forward looking statements. All 
statements other than statements of historical facts included in this presentation, including, without limitation, those regarding our financial position, business strategy, plans and objectives of 
management for future operations (including development plans and objectives relating to our products), are forward looking statements. Such forward looking statements involve known and 
unknown risks, uncertainties and other factors which may cause our actual results, performance or achievements to be materially different from any future results, performance or achievements 
expressed or implied by such forward looking statements. Such forward looking statements are based on numerous assumptions regarding our present and future business strategies and the 
environment in which we will operate in the future. The important factors that could cause our actual results, performance or achievements to differ materially from those in the forward looking 
statements include, among others, risks associated with product discovery and development, uncertainties related to the outcome of clinical trials, slower than expected rates of patient 
recruitment, unforeseen safety issues resulting from the administration of our products in patients, uncertainties related to product manufacturing, the lack of market acceptance of our products, 
our inability to manage growth, the competitive environment in relation to our business area and markets, our inability to attract and retain suitably qualified personnel, the unenforceability or 
lack of protection of our patents and proprietary rights, our relationships with affiliated entities, changes and developments in technology which may render our products obsolete, and other 
factors. These factors include, without limitation, those discussed in our public reports filed with the Tokyo Stock Exchange and the Financial Services Agency of Japan. Although the Company 
believes that the expectations and assumptions reflected in the forward-looking statements are reasonably based on information currently available to the Company's management, certain 
forward looking statements are based upon assumptions of future events which may not prove to be accurate. The forward looking statements in this document speak only as at the date of this 
presentation and the company does not assume any obligations to update or revise any of these forward statements, even if new information becomes available in the future.
This presentation does not constitute an offer, or invitation, or solicitation of an offer, to subscribe for or purchase any securities. Neither this presentation nor anything contained herein shall form 
the basis of any contract or commitment whatsoever. Recipients of this presentation are not to construe the contents of this summary as legal, tax or investment advice and recipients should 
consult their own advisors in this regard.
This presentation and its contents are proprietary confidential information and may not be reproduced, published or otherwise disseminated in whole or in part without the Company’s prior 
written consent. These materials are not intended for distribution to, or use by, any person or entity in any jurisdiction or country where such distribution or use would be contrary to local law or 
regulation.
This presentation contains non-GAAP financial measures. The non‐GAAP financial measures contained in this presentation are not measures of financial performance calculated in accordance 
with IFRS and should not be considered as replacements or alternatives profit, or operating profit, as an indicator of operating performance or as replacements or alternatives to cash flow 
provided by operating activities or as a measure of liquidity (in each case, as determined in accordance with IFRS). Non-GAAP financial measures should be viewed in addition to, and not as a 
substitute for, analysis of the Company's results reported in accordance with IFRS.
References to "FY" in this presentation are to the Company's fiscal years, namely the 12-month periods commencing in each case on April 1 of the year indicated and ending on March 31 of the 
following year, unless specifically otherwise indicated.

2



そーせいグループ
継続的な研究開発パイプラインの構築を推進するプラットフォーム技術

3

当社独自のGPCRポートフォリオ

神経、免疫-炎症/消化器領域
および希少疾患に注力

主要3プログラム

M1

第2相試験準備中
コード: HTL0018318

レビー小体型認知症（日本）

前臨床試験段階のパイプラインプログラムより選抜した事例

SSTR

前臨床試験段階
コード：開示せず

適応の例：クッシング病

GLP-1

前臨床試験段階
コード：開示せず

適応の例：低血糖症

GLP-2

前臨床試験段階
コード：開示せず

適応の例：短腸症候群

CGRP

2018年第1相試験実施予定
コード: HTL0022562

偏頭痛及びその他の重症頭痛

mGlu5

2018年第1相試験実施予定
コード: HTL0014242

適応の例：筋萎縮性側索硬
化症（ALS）又はジストニア症

本発表で取り上げるものを示す

提携GPCRポートフォリオ

約60億米ドルの経済効果が見込まれる

共同で選定した第1相段階の新規候補物質3種

第1b相試験段階
AZD4635

免疫腫瘍学領域

第1b相試験段階
HTL0018318

アルツハイマー病 (AD)

第1相試験段階
HTL0016878

ADの神経行動学的症状

創薬及び前臨床における提携企業

A2a M1 M4

ウルティブロ® ブリーズヘラー®

慢性閉塞性肺疾患（COPD) シーブリ® ブリーズヘラー®

慢性閉塞性肺疾患（COPD)

主要2製品
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Q. Gタンパク質共役受容体（GPCR）を標的とする理由は？
A. 新薬開発又は既存薬剤の改良に大きなチャンスがあるため

GPCRは多岐にわたる疾患領域でターゲットとされており
治療における可能性が広い

1 出典: 「創薬におけるGPCRのトレンド—新しい薬剤、標的、適応」 2017年ネイチャーレビューズ（“Trends in GPCR in Drug Discovery – new agents, targets and 
indications”, Nature Reviews, 2017）
2 出典:「ドラッガブルなヒトゲノムにある未発見のチャンス 」 2016年ネイチャーレビューズ（“Unexplored opportunities in the druggable human genome”, Nature 
Reviews, 2016）

神経疾患

消化管疾患

代謝性疾患

がん

心血管性疾患

呼吸器疾患

FDAの承認薬
でGPCRを標的
とするものは
約34％

GPCR薬剤の
売上は

世界全体の
27%を占める

疾患に関連する
GPCRは
約400種類

4

製品化

27%
試験中

17%

創薬ターゲットと

なっていない

56%

ファーストインクラス又は
ベストインクラス

ベストインクラス

ファーストインクラス

体内で疾患に関連する約400種類の標的GPCRの内訳

ファーストインクラス、現存のベストインクラスを凌駕する
GPCR薬を指向
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アジェンダ

5

1

2

3

プラットホーム技術と構造生物学

最新の当社独自のGPCRパイプライン

提携に至ったGPCRパイプラインの進捗
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要点： StaR®は、GPCRにおける構造ベース創薬（SBDD：Structure-Based Drug Discovery）の
画期的技術である
拡張性が高い独自のプラットフォーム

6

StaR®技術を用いることでGPCRを安定化し「解き明かす」
当技術は強固な知的財産権（IP)及び高度なノウハウによって保護されている

天然のGPCRは不安定であり高
次構造を維持できないため

創薬研究が困難

高度な科学技術ツールである
StaR®GPCRを

使うことで構造を解明

安定した構造を持つGPCRを
利用して、様々なSBDD技術を

用いた創薬が可能

特許で守られたStaR®技術を用いる
ことで、GPCRを商用レベルで安定化

することが出来る
X線結晶構造解析

バイオフィジカルマッピング

クライオ顕微鏡

StaR®
GPCR



フラグメントスクリーニング
バーチャルスクリーニング



複数パラメータを用いた
最適化

結合動態

構造情報に基づく設計

NEW
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要約： StaR®は、GPCRにおける構造ベース創薬（SBDD：Structure-Based Drug Discovery）の
画期的技術である
構造の情報を得ることで、より良い候補物質を創製

低分子、ペプチド、抗体の創薬へ！

 将来のパイプライン候補物質を生み出す持続可能な資源で
ある
 明確に差別化した製品を創出
 プラットフォームにより各標的分子の構造情報を入手
 従来の手法では成功に至らなかった困難な標的に対しても
創薬が可能

 候補物質の化学構造を精密に最適化しているため、臨床試
験における失敗のリスクを軽減させることが出来る
 大手製薬会社によって機能と潜在的能力が認識されてい
る

 当該技術プラットフォームを用いた20を超える標的分子に
ついて、提携契約を締結

 SBDDによって薬剤の質が向上する

 低分子化

 極性の改善

 選択性の改善

 用量低減

 薬剤の安全性／有効性の向上
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Q. なぜ薬剤の設計にあたり構造を得ることが必要なのか
A. 分子間の相互作用について詳細な知見を得ることにより、良い創薬を可能にできるため

8

StaR® GPCRを使用するために
最初に行うこと

1. X線構造解析 又は
2. バイオフィジカルマッピング（BPM)を用

いたモデル解析

BPMX線

WaterMap1 GRID2

 標的に対しホットスポットと水分子
を同定する。

 相互作用が良好な分子の設計、
作製を行う。

 新規分子の活性と構造は相
互作用の裏付けとなる。

A2a 受容体 ポ
ケット境界

脂溶性のホットスポッ
トは黄色で示す



1 2

3 4 5

1 WaterMapはSchrödinger, LLCの許可を得て使用しています
2 GRIDはMolecular Discoveryの許可を得て使用しています
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グルカゴン様ペプチド-1(GLP-1)受容体
クラスB受容体の完全長X線構造を初めて解明

 StaR®を用いて、修飾ペプチドアゴニストが結合したGLP-1
受容体の全長構造を解明

 高解像度で解明した構造
 膜貫通ドメイン（TMD）に対して細胞外ドメイン(ECD)で
伸長した構造が見られる（ECDの折りたたみ構造は単離
ドメインのものと同じである）

 リガンドを収容するV字型の中心空洞が見られる
 GLP-1の構造についての詳細な知識についてはHeptares

社の研究者により現在解明中である

出典: Jazayeri et al. Nature (2017)

本受容体の構造を明らかにしたことで、当社の前臨床試験
段階のGLP-1受容体阻害薬の候補物質の開発を

急速に進めることが出来る

9

4 つの修飾を有する
GLP-1ペプチド7-17

GLP-1 受容体
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クライオ電子顕微鏡は構造生物学において革命的な役割を果たす
Heptares社の研究チームはノーベル賞を受賞した科学技術を使用

 リチャード・ヘンダーソン博士によって、クライオ電子顕微鏡を
用いてタンパク質の原子レベルの解像度を持つ画像を得る
ことが出来る見通しが1995年のQuart Rev Biophys 誌に
掲載

 クライオ電子顕微鏡によるタンパク質の画像の詳細度が十分
とは言えない状態が長年続いた（約7Åが限度であった）

 この3-4年の間に技術が進歩し電子直接検出カメラや新規
画像処理技術を活用できるようになったことで構造生物学分
野に革命が起きた

 タンパク質構造及びリガンドとの共構造について現在では、極
めて詳細に検討され、原子レベルの分解能を達成している

出典: Liao et al. Nature 504, 107-112 (2013) 

クライオ顕微鏡は、高解像度のタンパク質の画像や構造を
得るための代替法及び補助法として用いる

解像度3.4ÅでのTrpV1の構造

新規

10
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当社プラットフォーム技術の活用方法
当社のStaR技術並びに構造ベースドラッグデザイン(SBDD)の紹介映像をご覧いただけます

English link:
https://www.youtube.com/watch?v=3lcoweP_z4M

日本語 (Japanese) link:
https://www.youtube.com/watch?v=E4KCDlZfdzg

11

https://www.youtube.com/watch?v=3lcoweP_z4M
https://www.youtube.com/watch?v=E4KCDlZfdzg
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アジェンダ
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1

2

3

プラットホーム技術と構造生物学

最新の当社独自のGPCRパイプライン

提携に至ったGPCRパイプラインの進捗



当社独自の最新GPCRパイプライン
研究段階から臨床開発段階へと進行中
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 StaR®GPCR技術及びSBDDプラットフォームの利点を活用し
高度に差別化された薬剤候補物質の創出、提携、製品化を
行う

完全所有のGPCR薬剤候補物質

神経、免疫-炎症/消化器領域
および希少疾患に注力

主要プログラム3題

M1

第2相試験準備中
コード: HTL0018318

レビー小体型認知症（日本）

CGRP
2018年第1相試験実施予定

コード: HTL0022562
偏頭痛及びその他の重症頭痛

mGlu5

2018年第1相試験実施予定
コード: HTL0014242

適応の例：筋萎縮性側索硬
化症（ALS）又はジストニア症

前臨床試験段階のパイプラインプログラムより選抜した事例

SSTR

前臨床試験段階
コード：開示せず

適応の例：クッシング病

GLP-1

前臨床試験段階
コード：開示せず

適応の例：低血糖症

GLP-2

前臨床試験段階
コード：開示せず

適応の例：短腸症候群

今後22ヶ月の間に目標とする第1相及び第2相試験を
6件開始予定

理想的な創薬標的に求める要件

 ファーストインクラス又はベストインクラスの標的として十分検証
されていることあるいは新規標的として高い可能性を持ってい
ること

 トランスレーショナル及び臨床への展開が可能であること

 希少又は専門疾患領域において売上機会が約400～500

百万ドル以上であること

1

2

3

本発表で取り上げるものを示す
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片頭痛及びその他の重度の頭痛を適用としたCGRP低分子HTL0022562
速効性と効力の強さで差別化されている

 近年話題となっている科学領域であり、業界はモノクローナル
抗体治療に注目している

 低分子化合物の標的としては困難な部分があるものの作用
機序については検証済みである

 HTL0022652は、新しく、強力で選択性が高い低分子
CGRP阻害薬であり、当社が所有するSBDDプラットフォー
ムを用いて設計された

 HTL0022652は前臨床試験での成績は良好
 本グループに権利が返還され、HTL0022562は臨床開発の

段階へ迅速に進められる状態にある

SBDDを用いて設計したHTL0022562のグローバルにおける開発及び販売の権利が返還

全世界における開発及び販売に関する権利の返還

CGRP
2018年第1相試験実施予定



片頭痛及びその他の重度の頭痛を適応としたCGRP低分子HTL0022562
SBDD戦略によって多くの新規CGRP受容体阻害薬を創製

15

CGRP

水素結合ドナー部位

深い疎水性ポケット

 低分子化合物のターゲットとしては困難
 CGRP受容体はカルシトニン様受容体（CLR）、受容体活性調

節タンパク質1（RAMP1）、受容体成分タンパク質（RCP）か
らなる多量体である

 一般情報公開化された細胞外ドメインのX線構造を用いることで
SBDDが初めて可能となった

 in silicoでフラグメントの結合及びドッキングを行う
 サブポケットがドラッガブルか否かの解析及び水和自由エネルギー解

析を行う
 リガンド残留時間の調節を行い、解離が遅い薬剤の設計を行う
 最適化を加速するデノボデザインを行う
 リガンドと細胞外ドメインの複合体のX線構造の決定を日常的に行

う

SBDDプラットフォームにより、以下を可能に

2018年第1相試験実施予定
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CGRP片頭痛及びその他の重症頭痛を適応としたCGRP低分子HTL0022562
国際的に大きな市場であり、多くのプレイヤーとモダリティにチャンスがある

 HTL0022562はHeptares社によりSBDDを用いてデザインさ
れており、機序は立証済み

 HTL0022562は、片頭痛の分野で世界をリードするTeva社
の強固な選抜プロセスにおいてリード化合物とされている

• 前臨床試験ではあらゆる面において優秀な成績であり高度に
差別化されており、多くの剤型やデリバリーの仕組みを採用す
ることが可能である

• 効果の発現が速やかであり、有効性が高い化合物である

 我々が得た広範囲に及ぶ試験成績に関する資料によると安
全面の観点から見てリスクが大きく低減されている

開発中のCGRP薬剤

社名 モダリティ 一般名 開発段階
Amgen mAb エレヌマブ（erenumab） 第3b相試験良好

Teva mAb フレマネズマブ（fremanezumab） 第3相試験良好

Alder mAb エプティネズマブ（eptinezumab） 第3相試験良好

Lily mAb ガルカネズマブ（galcanezumab） 第3相試験良好

Allergan SME ユブロゲパント（Ubrogepant） 第3相試験良好

Biohaven SME リメゲパント（rimegepant） 第3相試験実施中

Allergan SME アトゲパント（atogepant） 第2b相試験実施中

 モダリティとして両者は極めて相補的な関係にある

 mAbは注射用であり効果が持続する

 SMEは薬剤として早く効き目が現れる

HTL0022562をモノクローナル抗体（mAb）ではなく
低分子（SME）とした理由

モダリティにおいて多くの競合他社がいる中、
当社のCGRP薬剤が際立つ理由










2018年第1相試験実施予定



神経学領域適応のグルタミン酸受容体（mGlu5 )のアロステリック調節因子（NAM）である
HTL0014242
希少性疾患を標的とした前臨床試験段階の新薬候補物質

17

mGlu5

 2018年に第1相臨床試験入りの予定 (健常人への投与)
 StaR®及びSBDD によって強力で選択性が高いmGlu5

NAMであるHTL0014242の創薬を可能とした
 規制上必要な試験の結果は良好
 バックアップ化合物にも規制上必要な毒性試験を実施する
 ALSやジストニア症等の疾患を標的とすることを支持する前

臨床試験による有力なデータがあり、当該機序は複数の疾
患に対し可能性がある

 トランスレーショナル研究の計画
• ヒトにおける受容体の占有率の検討
• 投薬における適切な概念実証試験の促進

出典: Christopher et al. J. Med. Chem (2015)

2018年第1相試験実施予定



神経学的領域適応のmGlu5 NAMであるHTL0014242
構造についての知見を用いることでより良い化学反応を可能とする
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mGlu5

 マボグルラント（mavoglurant）は臨床段階にあるノ
バルティス社の新薬候補物質である

 X線複合体構造を初めて明らかにした
 結合部位の受容体の立体構造が異なる

 ポケット基部に水分子を保持している
 ニトリルからの水素結合が活性に重要である
 ピラゾールが代謝的に不安定なため、ピリジンに置き換えることで

水素結合を維持している

多結晶構造とすることで得られた当社が持つ
mGlu5シリーズのSBDD

mStaR®によって示されたmGlu5 受容体中の
マボグルラント（mavoglurant）の構造

出典: Doré et al. Nature, 2014; Christopher et al. J. Med. Chem (2015)

2018年第1相試験実施予定



神経学的領域適応のmGlu5 NAMであるHTL0014242
mGlu5NAMの適応可能性
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mGlu5

 運動ニューロン病（MND）又はルー・ゲーリック病と呼ばれる希少疾
患であり、中枢神経系全体における軸索変性及び上位、下位運動
ニューロンの進行性消失を主徴とする

有病数
 米国: 調査対象のうち患者は約16,000～23,000名
 EU28カ国: 調査対象のうち患者は約25,000～36,000名
機序
 グルタミン酸が関与する毒性が神経損傷の機序とされる

グルタミン酸の増加による神経伝達不全との関連が考えられる障害は数多くあり、
これらはmGlu5を介した経路を阻害することで是正される可能性がある

出典：Management estimates

2018年第1相試験実施予定

筋萎縮性側索硬化症(ALS)とは



神経学的領域適応のmGlu5 NAMであるHTL0014242
mGlu5NAMの適応可能性
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mGlu5

 持続的又は反復的な筋収縮によって捻転や反復性の運動
がおきたり異常な姿勢が固定されたりする神経性の運動障
害の症候群である

有病数
 米国:調査対象のうち患者は約300,000名
 EU28カ国: 調査対象のうち患者は約500,000名
機序
 グルタミン酸が関与する毒性が神経損傷の機序とされる

出典: Management estimates

2018年第1相試験実施予定

グルタミン酸の増加による神経伝達不全との関連が考えられる障害は数多くあり、
これらはmGlu5を介した経路を阻害することで是正される可能性がある

ジストニア症とは
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SSTR
前臨床試験段階

 SBDDを用いて設計した
 SSTRアゴニストは、ほぼ全てのSSTR受容体のサブタイプに作用す

る広いスペクトルを持つ薬剤として効果を発揮する
 ソマトスタチンの性質を持つオクトレオチドやパシレオチド等のSSTR

作動薬はクッシング病、先端巨大症、内分泌癌等広い適応で用
いられている

 新規ペプチド性SSTR作動薬を新薬候補物質として前臨床試験
段階に進めている

 既承認薬と比べて特異的な選択性を持つため、副作用プロファ
イルが改善されている可能性がある

 前臨床試験で用いた動物種では、薬物動態プロファイルが有意
に良好

 適応可能性：クッシング病

内分泌及び神経内分泌障害を適応とするソマトスタチン受容体（SSTR）作動薬
希少な疾患の条件を標的とする前臨床試験段階の候補物質

主要なSSTRに結合した
オクトレオチドのモデル
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GLP-1
前臨床試験段階

代謝性疾患を適応としたグルカゴン様ペプチド-1（GLP-1）阻害薬
希少な疾患の条件を標的とした前臨床試験段階の新薬候補物質

 GLP-1及び他のクラスBのGPCRのStaR®構造を元に設計
した。なお、完全長のX線構造を解明したのは本グループが
初めてである

 GLP-1阻害薬は先天性高インスリン血症を含む希少疾病
における重症低血糖の治療を適応とする

 極めて効力の強いペプチドである
 患者に対する1日1回の皮下投与に適した効果持続性の

注射剤として開発されている
 適応可能性：低血糖

GLP-1の完全長X線構造は本グループによって初めて解明された

阻害薬と結合したクラスBのGPCRの構造

出典: Jazayeri et al. Nature (2016)
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GLP-2
前臨床試験段階

消化管不全を適応としたグルカゴン様ペプチド-2 (GLP-2)作動薬
希少な疾患の条件を標的とした前臨床試験段階の新薬候補物質
 臨床的に検証済みの標的である
 粘膜増殖の促進、腸管透過性、栄養吸収及び腸間膜血

流の改善
 消化管傷害の条件下における消化管機能の改善を促進す

る機序がある
 目標製品プロファイルは静脈栄養（PN）による補助を受け

ている消化管不全患者の治療である
 経口（局所）デリバリーの可能性がペプチド創薬プログラム

の主要ポイントである
 適応可能性：短腸症候群
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アジェンダ
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1

2

3

プラットホーム技術と構造生物学

最新の当社独自のGPCRパイプライン

提携に至ったGPCRパイプラインの進捗
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がんを適応としたアデノシンA2a阻害薬プログラム
興味深い免疫腫瘍学的治療アプローチ

免疫腫瘍学的薬剤はがんとの戦いを先導しており、それは売上見込みの著しい成長に現れている
併用療法におけるA2a阻害薬によって効果が増強される可能性がある

25

11.2

15.4

19.4

23.2

26.1

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

出典:キイトルーダ（ペンブロリズマブ）、オプジーボ（ニボルマブ）、ヤーボイ（イピリムマブ）、テセントリク（アテゾリズマブ）、Imfinzi（デュルバルマブ）、バベンチオ（アベルマブ）の売上1に関するManagement estimates

急速に研究開発が進捗した分野であり主要な免疫腫瘍学領
域のプレイヤーであるロシュ社、ノバルティス社、メルク社、アスト
ラゼネカ社等が注目している

特に低酸素と腫瘍の関連性については、広範囲のタイプの腫
瘍で創薬の機会となる可能性がある

CD73のようなアデノシン値の上昇を示すバイオマーカーに

従い、患者を選別することが出来る

単独療法及び他の免疫腫瘍学的アプローチとの併用療法のい
ずれにおいてもブロックバスターとなる可能性がある

A2a提携企業

第1b相試験段階

A2a阻害薬の機序は、多くのタイプの腫瘍で活性を示す可能性が高い 既存免疫腫瘍学薬剤の売上見込み（10億米ドル）
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AZD4635は効力と選択性が高いA2aの阻害薬である
StaR®及びSBDDによって設計された最初のA2a阻害薬である

定着したMC38同系腫瘍においてPD-L1チェックポイント阻害薬の抗腫瘍効果がAZD4635によって増強した1

1 前臨床試験によって示された。 「アデノシンによるT細胞抑制を反転させる新規A2a受容体阻害薬AZD4635の薬力学及び前臨床試験における薬力学及び抗腫瘍効果」（Preclinical 
pharmacodynamics and antitumor activity of AZD4635, a novel A2a receptor inhibitor that reverses adenosine mediated T cell suppression）26

A2a提携企業

第1b相試験

AZD4635 +

 StaR®及びSBDDによって設計された唯一のA2a阻害薬である

 免疫腫瘍領域において最も開発が進んだA2a分子の一つである

 免疫腫瘍領域において世界のトップを走るアストラゼネカ社が、
複数のパラメータにおいて優れた特性を持つAZD4635を選定
した

 複数のタイプの腫瘍において単剤療法でも併用療法のいずれで
もブロックバスターとなりうる可能性がある



他のA2a化合物と比べAZD4635 が優れている点 前臨床試験データによるとAZD4635は、デュルバルマブ
（IMFINZITM）と併用することで相乗的なベネフィットを示す1











AZD4635は極めて強力かつ選択的なA2a拮抗薬
2つの第Ⅰ相臨床試験

27

NCT02740985: 第1相後期試験 (欧州) NCT03381274: 第1b/2 相試験 (米国)

A2aPartnered with:

Phase 1b

 Title:進行性固形悪性腫瘍を対象に、AZD4635を単剤で投与、PD-L1抗体であ
るデュルバルマブと併用投与する非盲検多施設共同試験。本臨床試験のデザイン
により、患者さんの安全性を確保するため、集中的な安全性モニタリングによる用量
の漸増が可能となる。

 Update:第1相後期試験は、治験薬投与の有効性について根拠をもつ腫瘍タイ
プを対象とした拡大投与群から成る。追加で実施される増量投与群では、治験の
用量漸増期間中に決定された最大耐量を超えない用量を用いる。

 Clinical trial posting: 
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02740985

単剤及びデュルマブマブとの併用療法は終了の見込み。
1つめの第Ⅰ相試験は進行中 2018年第1四半期に患者投与開始

 Title:進行期EGFRm非小細胞肺癌の既治療例における新規併用療法を評価す
るための多群非盲検多施設共同試験(Multiarm、Open-label、Multicenter
、Multicenter、Phase 1b/2試験)

 Details: T本試験では、MEDI9447(MedImmune社が開発した抗CD73抗体)
とAZD4635またはAstraZeneca社が開発したNSCLCに対するEGFRチロシンキ
ナーゼ阻害剤TAGRISSO®(オシメルチニブ)との併用を評価する

 Clinical trial posting: 
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03381274

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02740985
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03381274


28

HTL0018318はDLBに対する潜在的な画期的治療薬である
対症療法用の新規アプローチ

ドネペジルと類似した論理 –M1受容体を刺激し、認知・精神神経作用
を媒介する

HTL0018318はシナプス前活動をバイパスし、脳内のACh濃度に依存
しない

シナプス後のAChのアナログとしてM1受容体を直接刺激するよう作用
する

DLB患者の基礎にある神経化学的欠乏を補充するようデザインされて
いる

HTL0018318は画期的治療薬となる

28

シナプス前コリン作動性ニューロン

選択的ムスカリンM1受容体活性化作用がDLB患者に対する画期的治療
薬をもたらす

HTL0018318はM1受容体刺激の新規アプローチとなる

アセチルコリン（ACh）

シナプス後ニューロン

AcCoA
+

コリン

ChAT

M1 R

コリン
+

酢酸

ACh

M2 (–) N (+)

M1 R
M1 R

HTL0018318 
ムスカリン M1
受容体作動

薬

 




HTL0018318はファーストインクラスの
アルツハイマー病治療薬となる可能性
2つの第1相後期試験

29

2017-000649-34: P第Ⅰ相後期試験 (欧州)

M1
Partnered with:

Phase 1b

 Title:ドネペジルまたはドネペジル/メマンチンを投与されている軽度から中等度のアルツハイマー病患者におけるHTL0018318の安全性および忍容性を検
討するための第Ⅰ相試験。無作為化、二重盲検、プラセボ対照、並行群間比較、多施設共同試験。

 Drug: HTL0018318

 Sponsor: Heptares Therapeutics

 Clinical trials posting: http://www.sukl.eu/modules/evaluation/detail.php?id=44780&lang=2

2017年に患者投与開始。臨床試験は進行中

http://www.sukl.eu/modules/evaluation/detail.php?id=44780&lang=2
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ご清聴ありがとうございます
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Appendix
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SSTR
前臨床試験段階

内分泌及び神経内分泌障害を適応とするソマトスタチン受容体（SSTR）作動薬
SSTRペプチド作動薬の適応可能性

 クッシング病とは、ステロイドホルモンであるコルチゾールの血中濃度が
副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）を分泌する下垂体腫瘍により過
剰となる重篤な病気である。 ACTHは、正常な下垂体で産生される
ホルモンである

有病数
 米国: 調査対象のうち患者は約25,000名
機序
 シグニフォー®（パシレオチド）にはSSTRに作用するクッシング病の治療

薬としての機序の「概念実証」がある

出典：Management estimates

クッシング病とは
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GLP-1
前臨床試験段階

代謝性疾患を適応としたグルカゴン様ペプチド-1（GLP-1）阻害薬
GLP-1阻害薬の適応可能性

 CHIは希少疾患であり、アンメットニーズが極めて高く、標準
治療が不十分である

 適応範囲を他の低血糖症に拡大する
 長期間にわたる神経及び脳の障害等悪い臨床転帰を伴う

 CHIは、血糖値の制御を促進するホルモンであるインスリンの
異常高濃度を示す病気である。 本症の患者は、血糖値が
低くなる（低血糖）症状を頻繁に起こす

有病数
 米国:調査対象のうちCHI患者は約6,000名
 米国: 調査対象のうち肥満手術後患者は約30,000名
機序
 エキセンディン9-39（exendin 9-39）にはGLP-1を標的と

する肥満手術後の低血糖の治療薬としての機序に関する
臨床的な「概念実証」がある

出典：Management estimates

先天性高インスリン血症(CHI)とは
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GLP-2
前臨床試験段階

消化管不全を適応としたグルカゴン様ペプチド-2（GLP-2）の作動薬
希少な疾患の条件を標的とした前臨床試験段階の新薬候補物質

 短腸症候群とは小腸や大腸の物理的な喪失または一部機能の喪失に
よって発症する複合疾患である。その結果として、短腸症候群患者では、
脂肪、炭水化物（糖分）、ビタミン、ミネラル、微量元素及び水分等の
栄養素を吸収する能力が低下することが多い（吸収不良）

有病数
 米国: 調査対象のうち静脈栄養を受けているSBS患者は約7,000名
 EU5カ国:調査対象のうち静脈栄養を受けているSBS患者は約7,000名

機序
 Gattex® (teduglutide) ［ガテックス®（テデュグルチド）］は、米国や

欧州で短腸症候群の治療においてその機序に関し承認を受けた遺伝子
組換えGLP-2アナログである

出典：Management estimates

短腸症候群 (SBS)とは
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ORBITプログラムによって本グループはGPCRに関する科学研究の最前線を維持する
各分野の世界のトップランナーと積極的に提携する

大学 標的/協力者 役職 期間 プロジェクトの目的

GPR35 Belvisi 博士研究員1名 2016年2月 – 2018年2月 GPR35作動薬の気道の機能における役割を解明するためのトラン
スレーショナルアプローチの支援を行う

Apelin（アペリン） Davenport 博士研究員1名 2017年1月 – 2019年12月 肺高血圧症の治療を適応としたアペリン受容体作動薬の開発の
支援を行う

オーファン受容体及びリ
ガンド Milligan/Tobin 博士研究員1名

2017年7月 – 2019年7月
（2020年に延長可能性あ
り）

受容体GPR35, GPR84, GPR161といった現在「オーファン」及び
／又は「特性を検討中」のGPCRに用いるツール化合物を同定し、
生物学的特性及び治療上の可能性を探索する。

GPR133 Placantonakis 創薬協力 2017年6月 - 膠芽腫の治療を適応としたGPR133の阻害薬又は逆作動薬の同
定

BLT-2 横溝 テクニシャン1名 2017年8月 – 2018年8月 低分子ライブラリーのスクリーニング及び難治性皮膚潰瘍の治療に
適応できるBLT12作動薬の同定

バルデー・ビードル症候
群（BBS）における
GPCR

Beale 博士課程学生1名 2017年11月 – 2020年11月 バルデー・ビーデル症候群における（一次繊毛の）GPCRの役割
を解明する
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