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• この資料に記載されている内容のうち、当社の将来的な経営戦略や営業方針、業績予測等にかかわるもの

は、いずれも現時点において当社が把握している情報に基づいて想定・算出されたものであり、当社を取り

巻く経済情勢の変化や研究開発の進捗状況、証券市場規模の変化等の様々なリスクや不確定要因を内包

するものであって、現実の業績は、それらの要因により当社の予測数値と異なる可能性があります事をご了

承ください。

• ご注意：この資料は投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行なうに際しては、投資家ご

自身の判断で行なうようお願いいたします。

Disclaimer
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Sosei Heptaresについて (東京証券取引所: 4565) 

1 複数の進行性固形がんを対象としたAZD4635、レビー小体型認知症（DLB）を対象としたHTL0018318（自主的に中断）
2上皮成長因子受容体遺伝子変異陽性（EGFRm）進行性非小細胞肺がん（NSCLC）を対象としたAZD4635、アルツハイマー病（AD）の神経行動学的症状を対象としたHTL0016878、ADを対象としたHTL0018318
（自主的に中断）、神経障害を対象としたHTL0014242

1990年そーせいグループ設立
2015年英国のバイオ医薬品企業Heptares社買収が転換点

製薬企業、教育機関と提携

現在26の開発プログラムを保有 提携パートナー

1

2

4

4

15

第Ⅲ相

第Ⅱ相1

第Ⅰ相2

非臨床試験

創薬
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当社は日本に根ざした世界的なバイオ医薬品企業である

1 Stabilized receptor technology
2 Structure-based drug design

研究開発拠点
英国ケンブリッジ

独自のStaR®1 GPCR
基盤技術

研究、創薬、
SBDD2 プラットホーム

トランスレーショナル、
早期臨床開発能力

事業開発拠点

本社
東京

日本における後期臨床開発
能力

資本へのアクセス、Novartis
社からのロイヤリティ収入

世界的なバイオ医薬品のイノベーションハブである、英国ケンブリッジのGranta Parkへ研究開発拠点を移転
科学技術の高度化、生産性の向上、協業や提携の機会拡大へ

従業員数：約120人 従業員数：約30人
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独自のGPCR構造解析による優れた創薬が可能
StaR®技術によるGPCRを標的とした優れた創薬

 より良い物理化学特性

 より高い安全性と有効性

 低い開発中止率

 小分子、ペプチド、抗体を探索

拡張性が高く、持続可能な独自のプラットフォームにより差別化されたパイプラインを構築
有効性の高い創薬ターゲットを優先

臨床優先
33%

臨床バリデーション
45%

前臨床バリ

デーション
22%

現在開発中の化合物

臨床優位：創薬ターゲットとしての有効性が新薬承認/概念実証（POC）を通じて証明されたケース
臨床バリデーション：生物学的なメカニズムもしくは創薬ターゲットとしての有効性が新薬承認/POCを通じ証明されたケース
前臨床バリデーション：前臨床において、生体内薬理作用を有することがPOCを通じ証明されたケース
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成長の過程でも理念に忠実であり続ける

 技術に立脚

 規模を追わず

 論文掲載を増加

 価値創造に注力

 生産性を意識

GPCRs

収益化の
機会を伺う
疾患領域

提携を目指す
疾患領域

胃腸 / 
免疫系

内分泌系 / 
希少

神経系

がん
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当社の成長性・生産性の概要

PCC = preclinical candidate（非臨床候補薬）、mAbs = monoclonal antibodies（モノクローナル抗体）

18のGPCR標的を対象に22の化合物を創出、うち12の候補薬は2015年以降に創出
• 年間の平均候補薬創出数 ：約2.5（2010年～2018年）

• 臨床試験中の候補薬 ：4（標的数3）

• PCC（候補薬選定済み） ：8（標的数7）

• Pre-PCC（候補薬選定段階） ：6

• 候補薬選定段階のmAbs ：2

• ファイザー社との提携によるpre-PCC ：2

従来はPCCの特定に平均約2.5年を要したが、2015年以降約2年に短縮
• PCCは現在、500未満の化合物の中から選定

業界平均を大きく上回る生産性

継続的に臨床、PCCおよびpre-PCC候補薬を創出

1

2
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独自のアセットについて最適な戦略を選択する権利を保有
最適価値を創造・確保するビジネスモデル

ビジネスモデル 特徴

導出型

共同開発型/合弁

自社開発

• 適応の拡大
• 多大な臨床試験費用
• 開発後期に必要な専門知識
• 大規模な商業化への取り組み

• 希少・特殊疾患
• ピークセールスが3億ドル以上の可能性

• トランスレーションと臨床経路が管理可能、
且つ開発費用が負担可能

• 補完的な技術プラットフォーム
（Peptidream - PDPSペプチド、Kymab - mAbs）

• アセット特化型企業設立によるプログラムと
価値創造の加速が可能
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新規候補が2019年の価値創出に向けて待機

5 5 5 4

がん免疫

神経系疾患

胃腸/炎症系疾患

希少疾患

次のGPCR標的選定のための議論が進展

 新規提携もしくは自社開発

第Ⅰ相開始待ち自社開発プログラム

SSTR CGRP GLP-1 GLP-2

GPR35 EP4 Apelin

H4 PAR2 OX2

複数の創薬および開発案件により新たな提携を積極的に追求

4 12

ヒット化合物 リード化合物 非臨床試験 第Ⅰ相2 第Ⅱ相１ 第Ⅲ相
開発候補化合

物選択

創薬（SBDD） 開発プログラム（自社および提携）

候
補
薬
数

重
点
疾
患
領
域

1 複数の進行性固形がんを対象としたAZD4635、レビー小体型認知症（DLB）を対象としたHTL0018318（自主的に中断）
2上皮成長因子受容体遺伝子変異陽性（EGFRm）進行性非小細胞肺がん（NSCLC）を対象としたAZD4635、アルツハイマー病（AD）の神経行動学的症状を対象としたHTL0016878、ADを対象としたHTL0018318
（自主的に中断）、神経障害を対象としたHTL0014242
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アデノシン2a受容体伝達経路の阻害による免疫抑制解除
AZD4635：AstraZeneca社からのマイルストン1,500万米ドル受領を発表

他の腫瘍に対する認可取得済み免疫チェックポイント阻害の有効性向上の
可能性がある次世代型がん免疫療法としてAZD4635への期待が高まる

Partnered with: AZD4635
(A2aR)

AZD4635
A2aR 拮抗薬

単剤療法

AZD4635

オレクルマブ

Anti-CD73

A2aR拮抗薬

AZD4635

Anti-PD-L1

A2aR拮抗薬

デュルバルマブ

既存の治療法を向上させる次世代がん免疫療法

1,000万米ドル 契約一時金（2015）

1,000万米ドル 第Ⅰ相マイルストン（2016）

1,200万米ドル シナジーマイルストン（2017）

1,500万米ドル マイルストン（2019）

がん免疫療法におけるアストラゼネカ社との提携の進展

✓

✓

✓

✓



ClinicalTrials.gov 識別名：NCT02740985

ClinicalTrials.gov 識別名：NCT03381274
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アンメットニーズの高い腫瘍を対象にしたAZD4635単剤および併用試験
AstraZeneca社がAZD4635の第Ⅰb/Ⅱ相臨床試験を実施中

Partnered with: AZD4635
（A2aR）

単剤療法
AZD4635 

（A2aR拮抗薬）

完了予定
2020年

オレクルマブとの
併用療法

（抗CD73抗体）

完了予定
2021年

• がん免疫療法未適用（IO naïve）および適用済（Post IO）腫瘍

デュルバルマブ
との併用療法
（抗PD-L1抗体）

完了予定
2020年

• がん免疫療法未適用および適用済腫瘍

• 上皮成長因子受容体遺伝子変異陽性（EGFRm）NSCLC

AZD4635
Post IO NSCLC 

AZD4635 
IO naïve mCRPC

AZD4635
IO naïve CRC

AZD4635
Other IO naïve

AZD4635
Post IO other

AZD4635 + デュルバルマブ
Post IO NSCLC

AZD4635 + デュルバルマブ
IO naïve mCRPC

AZD4635 + Oleclumab
NSCLC with EGFRmut

NSCLC：進行性非小細胞肺がん、ｍCRPC：転移性去勢抵抗性前立腺がん、CRC：大腸がん



製品/プログラム モダリティ1 適応 パートナー 創薬 非臨床 第Ⅰ相 第Ⅱ相 第Ⅲ相 上市

提携パイプライン – 呼吸器関連製品群（伝統的導出型）

Seebri®/Ultibro® SME COPD

QVM149 SME 喘息

提携GPCRパイプライン（伝統的導出型/提携プロジェクト）

A2a SME 複数の固形がん

A2a SME EGFRm NSCLC

M1 SME アルツハイマー病

M4 SME アルツハイマー病

M1/M4 dual SME アルツハイマー病

複数ターゲット SME 疼痛

複数ターゲット SME/mAb 複数

複数ターゲット mAb 炎症性疾患

提携GPCRパイプライン （共同開発型/利益分配）

複数ターゲット mAb がん免疫

複数ターゲット ペプチド 炎症性疾患
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提携パイプライン

1 注：SME = small molecule（小分子）、mAb = monoclonal antibody（モノクローナル抗体）

：今後12–18ヵ月の進捗予定
：現段階複数のモダリティにおいて大手製薬会社パートナーが、当社のStaR®およびSBDDアプローチを検証

アンメットニーズの高い分野で、世界をリードするパートナーとの複数のプログラムが進行中

✓

✓

✓

✓

✓



製品/プログラム モダリティ1 適応 パートナー 創薬 非臨床 第Ⅰ相 第Ⅱ相 第Ⅲ相 上市

自社開発 GPCR パイプライン (Go-to-market/商業化)

M1 SME DLB（日本）

mGluR5 SME 神経系疾患

SSTR ペプチド 内分泌疾患

CGRP SME 偏頭痛

GLP-1 ペプチド 代謝性疾患

GLP-2 ペプチド 腸管不全
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希少疾患に焦点を絞ったパイプラインが急速に進展中
自社開発パイプライン

1 Note: SME = small molecule（小分子）

複数の候補品が臨床試験へステージアップする見通し

：今後12–18ヵ月の進捗予定
：現段階

2018年12月
第Ⅰ相臨床試験にて、
健常被験者への投薬を開始

英国の規制当局および
倫理審査委員会の承認取得

健常被験者への投薬開始は、
2019年第1四半期を予定

✓

✓
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FAQ

変更はありません。
2018年11月の決算発表時にご説明した通りです。

いいえ、アラガン社と調査を行っている状態です。

いいえ、Cryo-EMは確かに革新的ですが、当社の
競争優位性に影響を与えるものではありません。

はい、ケンブリッジ大学とAIや機械学習活用に
関する協業を行っています。

1

2

3

4

新CEO の下、戦略の変更はありますか？

M1 の毒性所見に関して、何かアップデート
はありますか？

クライオ電子顕微鏡法（Cryo-EM）の出現に
より御社の競争優位に影響はありますか？

GPCRを標的とした創薬において、AIや機械
学習を活用していますか？
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創薬プラットフォーム全体でAIを展開中

マルチパラメトリックGPCR創薬のための人工知能

機械学習

データと記述子

開発 タンパク質工学 医薬品化学
トランスレーショナル

サイエンス

生体分子構造解析薬理学

AIの活用対象
• 標的選定

AIの適用対象
• StaR® 設計

AIの適用対象
• リガンド設計
• 合成計画策定

AIの適用対象
• ADMET 予測

バイオインフォマティクス GPCR 構造 計算分子設計 ケモインフォマティクス
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ご清聴ありがとうございます

ビジョン

日本に軸足を置いた国際的なリーディング

バイオ医薬品企業になる

ミッション

世界中の人々の生活の質と健康の向上に

大きく貢献する

バリュー

誠実性と信頼性、情熱、勇気と粘り強さ、寛容さ、

チームワーク



Locations

SOSEI HEPTARES

東京都千代田区麹町2-1

PMO半蔵門11F

Steinmetz Building

Granta Park, Cambridge 

CB21 6DG 

United Kingdom

Grabenstrasse 11a, 

CH-8952 Schlieren Zürich, 

Switzerland

North West House

119 Marylebone Road

London NW1 5PU

United Kingdom
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