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Glaukos 社との共同研究契約のインパクト
拡大する Glaukos 社の戦略

フォローアップ・レポート

Glaukoｓ社は、世界的な眼科のデバイスメーカーである。現在の主力製品
は、緑内障の治療を目的とした低侵襲デバイス iStent®および iStent inject®
である。わずか 6 年で売上 10 倍以上に成長した。眼科では、定期的・継続
的に点眼することは難しいため、薬剤の徐放デバイスや房水を流出させる
デバイスが成長市場となっている。
同社は、2018 年までは緑内障を対象としたデバイスや薬剤投与器具の開
発に注力してきたが、2019 年、大きな市場が期待できる角膜障害や網膜疾
患も対象に製品ポートフォリオの拡大を目指し、Avedro 社や Dose 社を買
収、また Intratus 社の技術を導入するライセンス契約を結んだ。これらの施
策により、Glaukos 社は、眼科の分野で総合的なデバイスと薬剤を持つリー
ディング・メーカーとして、540 億ドル規模の市場に挑戦中である。
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Glaukos 社はなぜ DWTI を選んだのか？
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2020 年 9 月、Glaukos 社は、2018 年に結んだ共同研究契約とライセンス契
約を改訂し、対象疾患領域の拡大とともに新たなライセンス契約を締結し
た。なぜ 2 度にわたって、Glaukos 社は DWTI を共同研究の相手として選択
したのであろうか。2018 年の共同研究の対象は、緑内障を適応症として、
DWTI の薬剤候補品（ROCK 阻害剤）を長期にわたって徐放する iDose とい
うデバイスであった。2020 年の 9 月の契約は、対象疾患を角膜障害や網膜
疾患まで拡大し、開発に応じたマイルストーンの支払いと上市後のロイヤリ
ティ支払いを盛り込んだ契約である。これは、DWTI の保有する ROCK 阻害
剤などキナーゼ阻害剤の可能性とデバイスに適合する薬剤を創出できる創
薬技術（長期にわたる化学構造の安定性や水溶性の低さ、ジェルなどの新
規 DDS 技術との親和性など、様々な条件をクリアーできる化合物を創製で
きる力）を高く評価したためである。
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今回の契約が DWTI にもたらすものは？

2 度にわたる共同研究契約とライセンス契約は、DWTI が Glaukos 社へ強力
に売り込みに行った結果ではなく、Glaukos 社がその戦略を拡大する際に、
DWTI を選んだ結果である。このため、これらの契約から発生するマイルスト
ーンの規模やロイヤリティ率の高さは、従来の DWTI のイメージを覆すもので
ある可能性が高い。
現在の DWTI は、既存上市品の適応疾患や適応地域も順調に拡大中であ
り、同時に次の自社品が上市されるまでの間、収益を安定的に得るための他
社品の導入した製品も適応地域や対象手術の領域も拡大してきている。つま
り安定収益源を複数確保しながら、自社で新薬開発を臨床前期まで遂行し、
ライセンスアウトを狙えるステージにある。そこへ Glaukos 社との共同研究品
が加わるインパクトは大きいものと推察される。

売 買 単 位

100 株

時 価 総 額 9,536 百万円
会社予想配当
予想当期利益
ベース EPS
予 想 P E R

0円
-12.94 円

実 績

B P S

53.02 円

実 績

P B R

4.17 倍

NA 倍

(注)EPS、PER、BPS、PBR は
自己株式数除く発行済株式数ベース。

業績動向

売上高

百万円

前期比 営業利益 前期比 経常利益 前期比 当期純利益 前期比
％
百万円
％
百万円
％
百万円
％

EPS
円

年度終値株価 円
高値
安値

2015/12 通期実績

61

-

-290

NM

-295

NM

-296

NM

-12.99

1,069

520

2016/12 通期実績

168

171.8

-319

NM

-304

NM

-253

NM

-10.46

862

362

2017/12 通期実績

254

51.2

-633

NM

-668

NM

-1,563

NM

-59.89

829

404

2018/12 通期実績

292

15.3

-786

NM

-796

NM

-748

NM

-28.51

715

387

2019/12 通期実績

580
310

98.2
-46.6

117
-390

NM
NM

109
-410

NM
NM

133
-340

NM
NM

5.07
-12.94

699

312

2020/12 会社通期予想

1/22
本レポートは、フェアリサーチ株式会社（以下、FRI）が、投資家への情報提供を目的として作成したものであり、証券売買の勧誘を目的としたものではありません。FRI が信頼できると判断した情
報・資料に基づいておりますが、掲載された内容の正確性・信頼性・完全性・適合性・適時性をなんら保証するものではありません。FRI は本レポートを利用したことまたは依拠したことによる直接
的・間接的な損害を含むいかなる結果に対しても一切の責任を負いません。有価証券並びにその他の取引に関する責任は投資家自身にあります。本レポートの知的所有権は FRI に帰属し、許
可なく複製、転写、引用等を行うことは法的に禁止されております。

株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 (4576 JASDAQ)

発行日 2020 年 11 月 16 日

会社概要・経営理念
Rho キナーゼ（ROCK）阻害 ＜ビジネスモデル＞
剤を中心とした研究開発型
創薬企業

株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所(以下、DWTI)は、キナーゼ阻害
剤の研究開発を専門とする大学発のバイオベンチャーである。重点領域は、比
較的競合の少ない眼科疾患を対象としている
DWTI の特徴は、キナーゼ阻害作用を有する自社の豊富な化合物ライブラリ
ーを活用して、有望な新薬候補化合物を継続して創出していることである。

キナーゼ阻害剤の開発に

標的キナーゼを阻害する化合物を開発することは、現在の化学技術を用いる

は、各社独自の創意工夫 と比較的容易であると言われているが、吸収・代謝などの薬物動態と副作用の
がある

問題をキナーゼ阻害薬の開発を困難なものにしている。副作用の主因は、標的
以外のキナーゼにも作用を及ぼすことが主因と考えられ、標的にのみ作用する
特異的阻害剤の開発のため各社が創意工夫を凝らしている。

細胞内シグナル伝達系の

DWTI の技術の源泉は、創業者の日高弘義氏(現会長兼最高科学責任者)が

研究により、上市品を輩出 三重大学及び名古屋大学でプロテインキナーゼ阻害剤を利用した細胞内シグ
してきた実績

ナル伝達系を長年研究してきたことに由来する。日高会長は、基礎薬理学、特
に「カルシウムイオンの細胞レベルの研究」では世界的な権威として知られてお
り、既に国内製薬会社と共同で 2 つの医薬品上市に関与してきた。その一つは、
塩酸ファスジル(旭化成ファーマ：適応症はクモ膜下出血後の遅発性脳血管攣縮
(スパズム))であり、これは世界初の Rho キナーゼ阻害剤（ROCK 阻害剤）であっ
た。塩酸ファスジルはイソキノリン・スルフォン・アミド化合物の一種で、現在で

イソキノリン誘導体がパイ も、イソキノリン・スルフォン・アミド化合物は、Rho キナーゼの特異的阻害剤の有
プラインの中核

力な化合物の一つであり、DWTI が現在開発しているパイプラインのなかでも、そ
の骨格を有しているものが多い。

ROCK 阻害剤は、収縮や細

なお、Rho キナーゼは、MAPK 経路のメディエーターであるセリン・スレオニン・

胞骨格の動き等に関与す キナーゼ（STK）の一種である。これまでの研究により、Rho キナーゼは、収縮、
る

増殖、遊走、遺伝子発現誘導など細胞の生理機能に深く関与していることが明
らかとなっている。なかでも、ミオシン、アデュ―シン、ERM ファミリーなど様々な
タンパク質をリン酸化することで、アクチンーミオシン重合による収縮や細胞骨格
の動き、あるいは細胞外マトリックスの再形成などに関与していることが着目さ
れ、創薬に繋がっている。例えば、前出の塩酸ファスジルは、Rho キナーゼなど
のリン酸化酵素と ATP を競争阻害することで、ミオシン軽鎖がリン酸化されアク
チンとミオシンが重合し収縮するのを阻害し、収縮した血管を拡張させるというメ
カニズムを持っている。
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2000 年代に入ると、ROCK 阻害剤が眼圧を低下させることが検証され、緑内

線維柱帯での房水流出へ

障への応用研究が盛んとなった。アクチンーミオシン重合による収縮や細胞骨

関与。長期投与によって眼

格の動き、細胞外マトリックスの再形成などが眼の線維柱帯経路での房水流出

圧下降効果が増強される

へ関与することがわかったためである。

ことも示唆されている。
DWTI は、1999 年にキナーゼ阻害剤の研究開発を目指して設立され、早くも
2002 年に興和に ROCK 阻 2002 年 9 月には、興和に ROCK 阻害剤である緑内障治療剤 K-115 と抗血小板
害剤の導出成功

剤 K-134 の導出に成功した（基礎研究の段階）。その後、この 2 品の開発は興
和が主体となり、2014 年 9 月、K-115（Ripasudil；商品名グラナテック®）が承認さ

2014 年、世界初の ROCK れ、同年 12 月、世界初の ROCK 阻害剤による緑内障治療薬として上市された。
阻害剤による緑内障治療 この間、2009 年 10 月、DWTI は JASDAQ に上場している。（世界で 2 番目の
薬（グラナテック®）として承 ROCK 阻害剤による緑内障治療薬は、米国 Aerie 社の Netarsudil (商品名
認される

Rhopressa®)である(2017 年承認)。）（＝＞後述 参考を参照）
2015 年、DWTI は、自社創製品の開発を推進する一方で、次の自社品が収益
化するまでの収益源確保とリスク分散を狙って、眼科用鎮痛剤を導入した。また

グラナテック®後の自社開 2017 年には、ヘリオス社から眼科手術補助剤事業(DW-1002（BBG250)）を導入
発品が収益化するまでの している。（なお、前者は、2019 年にロート製薬へ導出された。後者は、日本での
間、重点領域である眼科領 権利は、わかもと製薬、欧米での権利は DORC 社へライセンスアウト）
域で導入品を獲得
また、眼科領域以外でも、医薬品開発に関する治験や経験を活かして、早期
眼科領域以外でも、早期に に上市が見込まれる開発候補品を導入し、収益の安定化を計画している。2020
上市が見込まれる開発候 年 4 月に、株式会社メドレックス（以下、メドレックス社）が米国にて開発中のリド
補品を導入し、収益安定化 カインテープ剤(MRX-5LBT；DWTI での開発コードは DW-5LBT;対象疾患は帯状
を狙う

疱疹後の神経疼痛)について、共同開発契約を締結した。2020 年 8 月に FDA に
新薬申請を行い、10 月 27 日に申請受理が確認され、約 1 年後には審査完了の
見込みである。DWTI は、上市後、販売高に応じたロイヤリティ等を受領する見込
みである。

グラナテック®と導入品が
安定収益源となる下で、自
社品開発を加速

上記のように。既に上市済みのグラナテック®と導入品が一定程度の安定収益
を稼ぎ始めた下で、DWTI は、いくつかの自社創製の新規化合物の開発を推進
させている。

H-1337 もイソキノリン誘導

具体的には、マルチキナーゼ阻害剤の H-1337 は、2018 年米国での Ph1/2a

体の一種で、ROCK と

にて良好な結果が得られており、現在は導出先を進めつつ自社開発を行ってい

LRRK2 を阻害するメカニズ

るところである。

ムで眼圧下降効果を狙っ
ている。

また、世界的な眼科デバイスメーカーである Glaukos Corporation（以下、
Glaukos 社）と、2018 年から、新規の ROCK 阻害剤を用いた緑内障治療製品の

デ バ イ ス メー カ ー Glaukos 共同研究を行っている。さらに、今般（2020 年 9 月）、Glaukos 社との間で締結し
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ている共同研究開発契約に関して、疾患領域を緑内障以外にも拡大する（緑内
障＝＞角膜障害や網膜疾患）ことを目的に、対象疾患の追加と新たなライセン
ス契約を締結した。この意義については、後段で詳細に見ていくこととする。

安定収益源も適応症や適

加えて、既存の上市品に関し、適応症や適応地域の拡大も、導出先中心に進

応地域の拡大で、成長が 行中である。
見込まれる
グラナテック®（導出先：興和が主体となって開発）は、2019 年 2 月、韓国にて
輸入薬の許可を取得、8 月以降アジア 4 か国で新薬申請が行われ、2020 年 3
月には、その第一号としてシンガポールで承認を取得した。また、2019 年 8 月か
ら、米国にて、フックス角膜内皮変性症を適応症とした Ph2 が開始されている。
さらに、2020 年 2 月、異なる作用機序の緑内障治療薬とグラナテック®の配合剤
の開発(K-232；日本)も開始された。
導入品である DW-1002 は、既存の欧州から適応地域拡大を目指して、2019 年
４月に米国、10 月にカナダに新薬承認申請を提出し、2019 年 12 月には米国で
承認を取得し、2020 年 4 月から米国で販売を開始した。また適応症拡大につい
ては、日本での白内障手術に関する医師主導 Ph3 が 2018 年 8 月に終了し、
2019 年 2 月に、白内障手術に関する権利(日本)をわかもと製薬へ導出してい
る。
このように DWTI は、眼科疾患を重点領域として、研究開発に取り組んでいる。
上記以外には、H-1337 の緑内障以外への適応拡大に向けた研究、後眼部（網
膜など）の疾患を対象とした新薬候補化合物の探索・研究・導入などをテーマと
して研究開発を行っている。
また、子会社の日本革新創薬株式会社（JIT）は、未熟児網膜症治療及び診断
に関する特許を東京農工大学と共有し、同大学及び東京バイオマーカー・イ
ノ ベ ー シ ョ ン 技 術 研 究 組 合 （ Tokyo Biomarker Innovation Research
Association; TOBIRA、以下「TOBIRA」
）と未熟児網膜症治療薬及び診断薬の
研究開発を目的とした研究を共同で推進してきた。2020 年 10 月、未熟児網
膜症やアナフィラキシーショック等の診断・検査に関する特許について、中
華人民共和国、香港、台湾における独占的実施権を、香港の Splendor Health
International Limited に再許諾するライセンス契約を締結した。
新しいモダリティにも挑戦
また、キナーゼ阻害剤ではない、新しいモダリティとして、標的タンパク質分解
誘導薬に着目し、株式会社ユビエンス（以下、ユビエンス社）と共同研究を始め
たところである(2019 年 10 月)。
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(参考) DWTI 開発品の状況

(出所) DWTI
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(参考) 参天製薬が Aerie 社より Rhopressa®と Rocklatan®を導入

2020 年 10 月 28 日、参天製薬は Aerie 社より、Rhopressa®と Rocklatan®（PG 剤ラタノプロス
トとの配合剤）について、日本及びアジア諸国を対象地域とした独占的開発・販売権を導入し
た。参天製薬は、Rhopressa®について、日本での Phase3 試験を 2020 年末までに開始する予
定である。この契約に関して、参天製薬は、5 千万ドルの契約一時金のほか、最大総額 99 百
万ドルのマイルストーン、および 25％のロイヤリティを Aerie 社に支払うこととなっている。
参天製薬が ROCK 阻害剤を手に入れることにより次の影響が考えられる。
①

国内の ROCK 阻害剤はグラナテックのみであったが、参天による ROCK 阻害剤の導入
により、緑内障市場での ROCK 阻害剤の認知度が上がり、ROCK 阻害剤市場全体が拡
大する。

②

DWTI が開発中の H-1337（ROCK 阻害剤）についても注目度が上がり、今後のデータ次
第で、導出時には参天製薬と Aerie 社の契約金額を参考として、高い評価がなされる可
能性がある。
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Glaukos 社の戦略
世界的な眼科デバイスメー
カーGlaukos 社

Glaukoｓ社は、世界的な眼科のデバイスメーカーである。現在の主力製品は、
緑内障の治療を目的としたデバイス iStent®および iStent inject®である。同社
は、1998 年に眼科用デバイスの開発を目的に創立された。眼科の治療は、点眼

眼科では、定期的・継続的

薬が中心であるが、定期的・継続的に点眼することは、患者の多くを占める高齢

に点眼することは難しいた

者などには難しいため、薬剤の徐放デバイスや眼圧を低下させるために房水を

め、薬剤の徐放デバイスや 流出させるデバイスの開発に関心が高まっている。
房水を流出させるデバイス
が成長している
緑内障を対象としたデバイ

<2018 年までは緑内障に注力＞
同社は 1999 年には緑内障用マイクロステントの最初のモデルを開発した後、

スの開発からスタート

研究と開発を重ね、2012 年に同社の iStent®が最初の緑内障用低侵襲デバイ

2012 年に iStent®承認

スとして FDA に承認されるという段階に到達した。翌年には iStent®が健康保険

第 2 世代の iStent® inject

の対象(medicare の coverage)となり、2014 年には第二世代の iStent inject®が

も上市済み

ドイツで承認上市された。2018 年には米国でも iStent inject®が承認上市されて
いる。（ちなみに、日本では 2016 年に iStent®が、2019 年に iStent inject®が承
認されている）。
Glaukos 社の歴史
年
1998

Glaukos創立

1999

緑内障用MicroStentの最初のモデルを開発

2012

iStentが米国での最初の低侵襲デバイスとして承認される

2013

iStentがMedicareのカバレッジになる

2014

iStent injectがドイツで上市

2015

株式上場

2016

日本でiStent承認

2017

iStent injectがブラジル・イスラエル・サウジアラビア・シンガポールで承認

豪・加でiStent inject上市

iDose Travoprast Ph2開始
2018

米国でiStent inject承認・上市

iDose Travoprast

Ph3開始

iStent infiniteの臨床試験申請(米国）
DWTIとROCK阻害剤で共同研究契約(緑内障）を締結
2019

iStentデバイスの移植件数が世界全体で累計50万件を超える
Avedro社（角膜関連）を買収
参天製薬から米国でのマイクロシャント独占的販売権を得る
Intratus社とドライアイ等を対象としたDDS製剤に開発販売権のライセンス契約を結ぶ
Dose社（AMD関連）買収
日本で

2020

iStent inject承認

DWTIと共同研究対象疾患の拡大（角膜障害、網膜疾患を追加）とライセンス契約を締結

(出所)Glaukos 社ホームページよりフェアリサーチ作成

Glaukos 社、わずか 6 年で
売上 10 倍以上に成長

同社の売上は、2013 年には、21 百万ドルに過ぎなかったが、2019 年の売上
は、10 倍以上の 2 億 37 百万ドルまで拡大している。現在では、世界 17 か国に
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直販体制を敷き、公開されている開発パイプラインの数も 13 本を有している。ま
た、2019 年には、販売してきた iStent®デバイスの移植件数が世界全体で累計
50 万件を超えている。（世界の緑内障治療に関する市場規模は、4,000 億円前
後と言われているが、そのうち眼科用デバイスの市場は高成長で、既に 300 億
円程度まで拡大していると言われている。）

Glaukos社売上

百万ドル
250.0
200.0
150.0
100.0
50.0
0.0
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

(出所)Glaukoｓ社有価証券報告書より作成

さらに緑内障関連デバイス

Glaukos 社の戦略は、2018 年までは緑内障を対象としたデバイスの開発が中

のラインアップ充実を推進

心であった。現在でも、iStent®及び iStent inject®に続く後継品の開発（iStent

中

inifinite, iStent SA）が推進されている。iStent®及び iStent inject®は、軽度から
中程度の視野障害の患者に対し、白内障手術の際に併用して行われる緑内障
手術(combo-Cataract)として認可されていたが、後継品は、緑内障手術単独
(ALONE)で、軽度―中程度を対象とした候補品（iStent® SA）のほか、重度の視
野障害患者対象の候補品（iStent inifinite™）も開発が進んでいる。さらに 2019 年
には、難治性の緑内障を対象として、参天製薬のマイクロシャント PRESERFLO™
の米国での独占的販売権を得て、緑内障を対象とした低侵襲デバイスをフルレ
ンジで揃えようとしている。
緑内障を幅広くカバーする Glaukos の低侵襲性ステント群

(出所)Glaukos 社 Presentation 資料 2020August より抜粋
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（参考）iStent®
iStent®は眼内の排水溝に相当するシュレム管内に挿入して固定するための先端の尖った
本体とシュノーケルという吸水口で構成され、長さが 1mm の L 字型をしている。
iStent inject®は 0.36mm の I 字型で、これを 2 本シュレム管に対して垂直方向に挿入する。
iStent®よりも高い眼圧降下作用が期待でき、線維柱帯を切除する trabectome 手術と同等の
眼圧低下効果があるとされている。

低侵襲のステントのみなら

また、房水を流出させるデバイスの他、軽度から重度まで幅広い患者を対象

ず、薬剤徐放カプセルと薬

に、薬剤の徐放デバイス iDose®の開発も推進している。2017 年に、iDose®

剤の組み合わせも開発中

Travaprost の第Ⅱ相臨床試験を行い、2018 年には第Ⅲ相臨床試験を開始して
いる（現在も患者登録中）。また、その後継品として、iDose® TREX と iDose®
ROCK の研究も推進している。iDose®は、わずか 0.3mm 程度のチタン製カプセ
ルに、眼科用薬剤 (代表的な PG 薬である Travaprost や ROCK 阻害剤) を封入
したもので、眼内に移植し、数年にわたって薬剤を徐放させる器具である。

その開発対象の一つに

Glaukos 社は 2018 年に、DWTI の ROCK 阻害剤群に着目し、iDose® ROCK

DWTI の ROCK 阻害剤が

の開発のために、DWTI と共同開発研究契約を締結した。数年にわたる徐放の

採用

ため化合物が長期にわたり構造的に安定していること、房水で濃度が低下しな
いよう水溶性が低いこと、長期投与してもレセプターの受容性が低下しないこと
等、さまざまな条件をクリアーできる化合物を創製できる会社として DWTI に白羽
の矢が立ったとのことである。
Glaukos 社の iDose®システム

(出所)Glaukos 社の HP より
緑内障関連のデバイスと

米国での対象市場の規模は次の図の右側にあるように、低侵襲性ステント群

薬剤のグローバルな市場

で 130 万眼（うち白内障と緑内障の併用で 60 万眼、緑内障単独で 70 万眼）と

規模は 130 億ドル

Glaukos 社では推計している。また、iDose®に対象市場は 300 万眼と推計してい
る。さらに、全世界では米国の２倍の規模になると考えている。金額ベースで
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は、Glaukos 社では、全世界で 130 億ドル規模の潜在市場があると想定してい
る。
緑内障を対象とする製品群の開発状況と市場規模

(出所)Glaukos 社 Presentation 資料 2020August

＜2019 年以降：眼科の総合デバイス・薬剤メーカーを目指す＞
2019 年以降、緑内障以外
にも開発の対象を拡大

① 角膜障害への展開
2019 年 Glaukos 社は、緑内障中心の製品戦略を変えて、大きく戦線を拡大
させた。2019 年、Avedro Inc.(以下 Avedro 社)の買収に乗り出し、角膜障害を

そのために必要な技術を

対象とした分野に進出した。

保有する会社を買収した
り、導入ライセンス契約を
結んだ

(円錐角膜)
Avedro 社は、円錐角膜という疾患を対象とした、FDA に承認された唯一の治
療法 Photrexa Epi-off を保有している。これは、変形した角膜上皮を切除し、そ

角膜障害の分野では

こに生体活性薬剤の Photrexa®を滴下、紫外線を当てて新たな角膜を形成させ

Avedro 社を買収

るものである。さらに、同社は角膜上皮の切除を必要としない後継治療法の
Epi-on の臨床試験も進行中である。（米国での円錐角膜治療の市場規模は約
30 億ドルと推定されている。）
Photrexa Epi-off

Epi-on

(出所)Glaukos 社 Presentation 資料 2020August

10/22
本レポートは、フェアリサーチ株式会社（以下、FRI）が、投資家への情報提供を目的として作成したものであり、証券売買の勧誘を目的としたものではありません。FRI が信頼できると判断した情
報・資料に基づいておりますが、掲載された内容の正確性・信頼性・完全性・適合性・適時性をなんら保証するものではありません。FRI は本レポートを利用したことまたは依拠したことによる直接
的・間接的な損害を含むいかなる結果に対しても一切の責任を負いません。有価証券並びにその他の取引に関する責任は投資家自身にあります。本レポートの知的所有権は FRI に帰属し、許
可なく複製、転写、引用等を行うことは法的に禁止されております。

株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 (4576 JASDAQ)

発行日 2020 年 11 月 16 日

（老眼）
老眼という巨大市場への

また、Avedro 社は、老眼を対象とした生体活性薬剤 PiXL™の開発も行ってお

適応も可能な技術も入手

り、現在、第Ⅱ相前期臨床試験が進行している。薬剤を眼部に滴下し、該当部
分に紫外線を照射することで角膜の厚さを変化させるもので、Photrxa を発展さ
せた技術と考えられる。この技術は近眼にも応用でき、将来的には LASIK 手術
の代替となることも期待される。（米国での老眼治療の市場規模は 130 億ドルに
ものぼると Glaukos 社では考えている。）
(ドライアイ)

Intratus 社からの技術導入

Glaukos 社は、2019 年 8 月に Intｒatus 社の経皮薬剤伝達システムに関して、

で、ドライアイを対象に、瞼

開発販売の独占的ライセンス契約を締結している。瞼の上にローションを塗るこ

の上からローションを塗る

とで、角膜に薬剤を到達させることを目的とした技術であり、点眼の煩わしさを回

タイプの製品を開発中

避できる製品を狙っている。対象疾患はドライアイが挙げられているが、さまざま
な可能性も検討されているようだ。なお、Glaukos 社ではドライアイの市場規模は
全世界で 40 億ドルと見込んでいる。
角膜障害を対象とするローション

(出所)Glaukos 社 Presentation 資料 2020August

角膜障害を対象とする製品群の開発状況

(出所)Glaukos 社 Presentation 資料 2020August
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② 網膜疾患への展開
網膜など後眼部の薬剤開発は、薬剤の到達性や治験の難しさ（効果測定に
加齢黄斑変性（AMD）や糖

長期間を要するなど）の面で、大変難しい分野であるとされている。代表的

尿病黄斑浮腫（DME）とい

な網膜疾患は加齢黄斑変性症（以下 AMD）や糖尿病黄斑浮腫（以下 DME）

った網膜疾患の分野へも

である。DME の原因は糖尿病であるが、臨床症状は滲出型 AMD(wet-AMD)

進出

と同様の部分が多く、治療薬も共通している場合が多い。
(加齢黄斑変性症)
網膜疾患のうち AMD とは、加齢により黄斑に障害が生じ、見ようとするところ
が見えにくくなる疾患である。欧米では、成人の失明原因の第 1 位、日本では第
4 位である。AMD には滲出型（wet-AMD）と萎縮型(dry-AMD)があり、発症のメカ
ニズムが異なっている。
黄斑のある網膜下部に網膜色素上皮細胞（Retinal Pigment Epithelium：
RPE 細胞）という 1 層の細胞があり、その下に脈絡膜という血管が張り巡らされ
ている組織が存在する。Wet-AMD は、網膜色素上皮に老化や紫外線・タバコの
紫煙等様々な原因で炎症が発生し、脈絡膜から異常な新生血管（脈絡新生血
管 CNV）が網膜色素上皮の下、または網膜色素上皮と光受容体細胞の間に形
成され、そこからの出血や血液成分の漏出等によって、光受容体細胞の機能が
障害を受ける疾患である。

現在、Wet-AMD の市場では、ルセンティス®やアイリーア®、ベオビュ®等の血
管内皮増殖因子（VEGF）阻害薬が第一選択薬としての地位(全世界売上約 1 兆
円)を確立している。多くの患者は、1 ヵ月～2 か月ごとに、これらの薬剤を眼球注
射で投与されている。しかし、wet-AMD 患者の約 3 分の１の患者には、VEGF 阻
害剤は奏功しない。また、奏効した患者でも長期治療の過程で、その多くの患者
で、薬効が次第に減弱し、やがて失明に向かうことが臨床的に明らかになってい
る（薬効継続は 2 年程度）。この主因は、VGEF 阻害剤への抵抗性獲得や網膜
部での瘢痕形成（線維化）などが考えられるが、今のところ、防止する治療薬は
ない。
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Dose 社を買収して、薬剤

Glaukos 社は 2020 年 5 月 Dose Medical 社(以下 Dose 社)を買収した。Glaukos

をジェルと混合し、眼球内

社では、Dose 社が開発してきた薬剤伝達システムを使って、眼球注射ではなく、

に移植・留置する技術を獲

薬剤を長期にわたり継続的に後眼部に到達させることができる低侵襲で生体に

得

馴染むデバイスの開発を目指している。具体的には、抗 VEGF 効果や瘢痕抑制
効果を有し、長期にわたり変性しない安定的な構造を持つマルチキナーゼ阻害
剤をジェル状にして、小径のカニューレ（管）に仕込んで、そのジェルを眼内（硝
子体内）に移植・留置する治療法として開発中のようである。
AMD を対象とするジェルの移植・留置

(出所)Glaukos 社 Presentation 資料 2020August

Glaukos 社では、米国で 2,900 万人が網膜疾患を患っており、うち 89%が AMD
ないし DME と推定している。また、対象の世界市場規模は 130 億ドルほどあり、
人口の高齢化のより高成長（年率 9.3%）が見込めるとしている。2025 年以降の
上市を計画している。
前眼部のみならず、角膜、

ここまで見てきたように、Glaukos 社は、前眼部疾患である緑内障にとどまら

後眼部まで網羅する眼科

ず、角膜障害や後眼部疾患である AMD や DME も視野に、幅広く製品群を揃え

の総合デバイス・薬剤メー

眼科に関する世界的な総合デバイス・医薬品のリーディング・メーカーを目指し

カーへ

ているところである。これにより対象市場は 4 倍強に拡大すると見込んでいる。

対象市場の規模は 540 億

対象市場規模は 130 億ドルから 540 億ドルへ拡大

ドルに

(出所)Glaukos 社 Presentation 資料（Avedro 社合併の説明資料） 2019August
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Glaukos 社から白羽の矢が立った DWTI の技術

DWTI は、世界的な眼科デ

世界的な総合眼科デバイス・医薬品メーカーを目指す Glaukos 社は、DWTI と

バイスメーカーの Glaukos

の間で、2018 年、2020 年と 2 度にわたり、共同研究契約とライセンス契約を結

社と徐放デバイスの開発を んでいる。これらの共同研究契約は、DWTI が Glaukos 社へ強力に売り込みに行
共同研究中

った結果というよりも、Glaukos 社が DWTI の ROCK 阻害剤の持つ可能性と、デ
バイスに適合する薬剤を創出できる創薬技術を高く評価し、Glaukos 社がその戦

新規の ROCK 阻害剤を提

略を拡大する際に、DWTI を選んだという側面が強い。

供予定
① ROCK 阻害剤の抗 VEGF 薬としての可能性
DWTI の ROCK 阻害剤は

既に ROCK 阻害剤は緑内障を対象として、眼圧低下作用を目的として上市品

抗 VGEF 効果を持つ可能

となっている。ROCK は、眼の線維柱帯細胞とシュレム管内皮にも存在する。

性あり

ROCK シグナルの活性化は、アクチンの重合と細胞接着を促進し、組織収縮を
引き起こし、房水の流出低下につながる。ROCK 阻害剤は、このシグナルを抑制
し、眼圧を加工させるメカニズムを持つ。
このような眼圧低下作用に加え、ROCK 阻害剤の中には、抗 VEGF 作用や線
維化抑制作用があると考えられるものがある。例えば、DWTI が保有する化合物
H-1337 は、VEGF の分泌と網膜色素上皮細胞の移動を抑制する効果があると
考えられている（ARVO 2015 での発表）。また、H-1129 は、Hsp90 と結合して、
VEGF の産生と上皮間葉転換（EMT）を抑制し、VEGF の分泌と線維化を抑制す
る効果があると考えられている(ARVO 2017 での発表)。Glaukos 社との共同研究
で、デバイス用に適合した新規の化合物（ROCK 阻害剤）が生み出されていくも
のと考えられる。

H-1337 の VEGF 分泌抑制効果

(出所)ARVO2015
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H-1129 の VEGF 分泌抑制効果

(出所)ARVO2017

②

2018 年の Glaukos 社との共同研究契約

2018 年にまず緑内障を対

2018 年 8 月、DWTI は、世界的な眼科デバイス企業の Glaukos 社と、新たな

象とした薬剤徐放カプセル

眼内投与緑内障治療製品の創出に向けた共同研究契約を締結した。この契約

の一つの候補として DWTI

では、共同研究費を受領するほか、開発品が FDA に承認された場合、全世界に

の ROCK 阻害剤が採用さ

於ける開発製造販売のライセンスを DWTI が Glaukos 社に許諾し、フロントマネ

れる

ー、マイルストーン、ロイヤリティを受領する内容となっている。
Glaukos 社は、緑内障を対象にした徐放デバイス iDose®群の一つである
iDose® ROCK に用いる薬として、DWTI が保有する新規の ROCK 阻害剤を選択
した。Glaukos 社では、この薬剤に関して、ウサギモデルでの眼圧降下作用を確
認し、プロトタイプのプラント開発を進行中である。また、同社の iDose®システム
を介した薬物特性等について検証を進める予定である。DWTI では、今後 2～３
年以内に臨床試験に入ることを期待している。
DWTI は、毎年開発協力金(数千万円)を受け取るほか、米国での事業化の進
捗に応じたマイルストーン受取り、上市後は、売上に応じたロイヤリティ等を受領
する見込みである。
2018 年 8 月の共同研究契約とライセンス契約

(出所) DWTI IR リリース
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2020 年共同研究契約の改訂とライセンス契約の締結
2020 年 9 月には、新たに

Glaukos 社は、2020 年 9 月、前出の iDose® ROCK の開発が順調に進んで

緑内障以外の疾患（角膜

いることから、さらに DWTI の薬剤を使用して、新たに緑内障以外の疾患（角膜

障害と網膜疾患）へ対象拡

障害と網膜疾患）を対象とすることとし、既存の契約に疾患追加の改訂を行うと

大

ともに、新たなライセンス契約も締結した。これにより開発協力金は増額となり、
硝子体内留置投与製品関するマイルストーンやロイヤリィティの発生も期待でき
ることとなった。

Glaukos 社が DWTI の
ROCK 阻害剤の持つ可能

改定後(2020 年 9 月)の共同研究契約とライセンス契約

性と、デバイスに適合する
薬剤を創出できる創薬技
術を高く評価したためであ
る
(出所) DWTI IR リリース

具体的なイメージとして、DWTI の ROCK 阻害剤などのキナーゼ阻害剤を API
として、DOSE 社の保有する技術を基に製造したジェル内に混合し、硝子体内に
留置して API を徐放させ、網膜疾患（AMD など）を治療するものが想定される。

(注)米国 Aerie 社の AR-13503
上記開発品と同様の開発品として、米国エアリー社の AR-13503 が挙げあれる。
AR-13503 は ROCK とプロテインキナーゼ C のマルチキナーゼ阻害剤をジェルに混合し、硝
子体内に移植留置するタイプの AMD や DME を対象とした開発品で、前臨床段階にある。

(出所) ARVO 2018 Aerie 社
1 セントコイン上の黄色で囲った部分が左側の AR-13503 のインプラントの大きさ
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収益・財務構造
第３四半期まで、会社計画
通りの収益の推移

2020 年 11 月 12 日、2020 年 12 月期の第３四半期の決算が公表された。
売上は、2.4 億円で、前年同期の 4.51 億円から 2 億円ほど減少しているが、こ
れは、昨年開発中断となった H-1129 の Ph3 入りのマイルストーン収入と DW1002 白内障対象のライセンスアウトに伴う一時金の合計約 2 億円（いずれも、
わかもと製薬からの収入）が剥落したためである。第３四半期までの売上は、ほ
ぼ会社計画のラインで進行しているものと推察される。

第４四半期に、メドレックス

第３四半期までの研究開発費は 1.8 億円で、ほぼ前年と同水準である。しか

社へのマイルストーン支払 し、年間では 4.2 億円の支出を計画しており、第４四半期には、10 月に DWい(1 億円)。それを除くと、 5LBT に関する新薬承認申請が FDA に受理されたことによるマイルストーン支
年間 2 億円台の後半から 3 払い 1 億円（メドレックス社への支払い）と第 10 回新株予約権発行(2020 年 8
億円程度の研究開発費で 月 7 日)の説明資料に記載された研究開発強化（H-1337 の自社推進と新規研
中期計画通り

究開発プロジェクトの推進）を反映した支出増加、DW-1002 に関するのれん償
却費が計上されてくるものと推察される。

表 P/L の推移
（百万円）

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2020/3Q 2019/3Q

(会社計画）

売上
興和
わかもと

61

168

254

292

580

61

97

119

138

158

0

50

50

0

209

63

96

88

38

62

DORC
Glaukos
売上原価
販管費

0

5

7

13

25

352

482

880

1,065

437

研究開発費

143

226

603

795

249

その他

209

256

277

270

188

310

420
メドレックスへ

240

451

11

16

376

328

184

181

192

147

の支払い1億円を
含む

営業利益

-290

-319

-633

-786

117

-147

107

営業外収益

4

25

1

0

0

2

0

営業外費用

9

10

36

11

8

19

8

経常利益

-295

-304

-668

-796

109

-164

99

特別利益

0

0

103

1

0

0

0

特別損失

0

0

1,040

6

0

0

0

-748

133

-150

119

-390

-410

DW-1002減損

当期純利益

-296

-253

-1,563

-340

(出所) 有価証券報告書等からフェアリサーチ作成
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第 10 回新株予約権による資金調達の使途

(注) 赤枠で囲まれた部分が第 10 回新株予約権で調達する資金の使途
Glaukos 社との Project は、Glaukos 社からの開発協力金などでカバーされ、
今回の資金調達の対象ではない
(出所)DWTI 第三者割当による第 10 回新株予約権発行に関する補足説明
(2020 年 7 月 22 日)

新株予約権行使による資

現預金の残高は、2020 年 9 月末で 25 億円程度である。第 10 回新株予約権

金流入があり、銀行借り入 の発行と 9 月末までの行使（行使率 56.5％）で約 10 億円を調達したため、2019
れを返済しても余りあるキ 年末よりも増加している。銀行からの長期借入金返済も進行しており、9 月末の
ャッシュを保有。

残高は 3.9 億円である。したがって、ネットキャッシュ残高は 21 億円と推察され

継続的な自社品創出を実 るが、中期計画期間中(2020 年―2022 年)の赤字累計（▲8.8 億円～▲5.0 億
現するための財務基盤整 円）を大きく上回り、DWTI が目指す「第３ステージ＝自社創製品を継続創出」を
備は着実に進捗中

実現する財務基盤の整備が着実に進展していると評価される。
表 BS の推移
（百万円）

2015

2016

2017

2018

2019

2020/9末

2,024

2,776

2,515

1,764

1,715

2,517

現預金等

1,747

2,291

2,132

1,584

1,540

2,302

有価証券

182

353

0

0

0

0
236

流動資産

115

136

361

309

265

有形固定資産

4

25

15

4

3

5

無形固定資産

1

1

330

291

249

218

固定資産

109

109

16

12

12

11

資産合計

2,140

2,912

2,877

2,073

1,981

2,754

流動負債

27

35

156

268

189

170

0

0

0

120

120

120

0

0

625

505

384

294

0

0

600

480

360

270

2,112

2,877

2,095

1,300

1,408

2,289

1,886

2,722

1,999

1,259

1,393

2,286

87

1,071

824

0

0

1,031

投資その他

短期借入金
固定負債
長期借入金
純資産
株主資本
（参考）
新株予約権発行
及び行使による

(出所)有価証券報告書等からフェアリサーチ作成
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（参考） 中期経営計画の売上・損益概要

(出所) DWTI 「中期経営計画の修正に関するお知らせ」 2020 年 8 月 13 日

(注)

2020 年 8 月の中期計画の修正発表は、ロート製薬にライセンスアウトした DW-

1001(現在、非臨床試験中)の開発計画を、2022 年 Phase1 入り予定に修正したのみで、
経営係数などの変更はない。

(出所)DWTI 決算説明会資料 2020 年 8 月
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結論
DWTI は、ニッチで比較的参入障壁の高い眼科疾患を重点領域とし、キナーゼ
従来、DWTI からの導出条 阻害作用を有する自社独自の豊富な化合物ライブラリーを活用して、有望な新
件は必ずしも DWTI にとっ 薬候補を継続して創出している。既に、グラナテック®というライセンスアウト済の
て高いものではなかった

上市品を持っている。ただし、グラナテック®の導出(2002 年)は、基礎研究の段
階での導出で、基礎研究に特化していた基盤創生期の事象であったため、導出
条件は必ずしも DWTI にとって高いものではなかった。

しかし、Glaukos 社との契約

折しも、世界的な総合眼科デバイス・医薬品メーカーを目指して戦線を拡大中

は、従来の DWTI の導出条 の Glaukos 社は、DWTI との間で、2018 年、2020 年と 2 度にわたり、共同研究契
件のイメージを覆すもので 約とライセンス契約を結んだ。これらの共同研究契約は、DWTI が Glaukos 社へ
ある可能性が高い

強力に売り込みに行った結果ではなく、Glaukos 社が DWTI の ROCK 阻害剤等
マルチキナーゼ阻害剤の持つ可能性と、デバイスに適合する薬剤を創出できる
創薬技術を高く評価し、Glaukos 社がその戦略を拡大する際に、DWTI を選んだ
結果である。このため、これらの契約から発生するマイルストーンの規模やロイ
ヤリティ率の高さは、従来の DWTI のイメージを覆すものである可能性が高い。

複数の安定収益源に加

現在は、既存上市品の適応疾患や適応地域も順調に拡大中であり、同時に

え、自社開発品と Glaukos 次の自社品が上市されるまでの間、収益を安定的に得るための他社品の導入
社からもたらされる収益を した製品も適応地域や対象手術の領域も拡大してきている。つまり安定収益源
視野に入れるべきである

を複数確保しながら、自社で新薬開発を臨床前期まで遂行し、ライセンスアウト
を狙えるステージにある。そこに、Glaukos 社との共同研究品がもたらすインパク
トは大きいと推察される。
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