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窪田博士へのQ&A ごあいさつ

投資家の皆様には、平素より格別のご高配を賜り
厚く御礼申し上げます。

さて、当社は皆様の多大なご支援、ご鞭撻のおか
げで、本年２月に東京証券取引所マザーズ市場へ上
場させて頂きました（コード番号：4589）。上場後初と
なる株主通信をお届けするにあたり、一言ご挨拶申し
上げます。

企業理念

視力を脅かす眼疾患の撲滅を目指し、革新的な
新薬の探索および開発に取り組む

経営方針

1. 革新的なサイエンスを応用し、有効な治療法のな
い眼疾患の治療に貢献する

2. 社会に貢献する企業であり続ける
3. よりよい職場環境作りを目指し、社員の生活向上

を重視する

イノベーションの追求	─	視覚サイクルモジュ
レーションのパイオニアとしての存在

視覚サイクルモジュレーションは、我々が誇るイノ
ベーションを産み出す企業文化の中心に存在する
我々固有の治療技術です。視覚サイクルとは、眼球
の後部にある網膜内にて光子が電気信号へと生物学

的に変換するために必要な仕組みのことで、最終的
に変換された電気信号は脳で映像として認知されま
す。強い光に暴露されると、視覚サイクルが過剰に活
動し、有害副産物が網膜内にて産生されます。この有
害副産物が長い年月を通じて蓄積されることにより、
視覚サイクルの機能に支障をきたし、網膜を変性させ
る危険性があると考えられています。 

当社が現在開発に取り組んでいる視覚サイクルモ
ジュレーションを行う化合物は、視覚サイクルの活動
を低下させることにより、網膜に蓄積する有害副産物
を減少させ、また酸化ストレスによる網膜の傷害を軽
減し、光ダメージから網膜を保護する効果が期待され
ています。

アンメット・メディカル・ニーズ　	 	 	
（有効な治療法のない医療ニーズ）

加齢黄斑変性は、重篤なケースでは失明につなが
る可能性のある眼疾患で、その患者数は全世界で約
１億2,700万人、米国で約1,100万人と推定されてい
ます※。地図状萎縮はドライ型加齢黄斑変性を長期間
罹患することにより発症し、中心視力が時間の経過と
ともに少しずつ失われていく病態です。現在、地図状
萎縮を伴うものを含め、ドライ型加齢黄斑変性の治
療薬としてFDAの承認を受け上市されている薬剤は
ありません。

当社は現在、主要製品候補である視覚サイクルモ
ジュレーター「エミクススタト塩酸塩」について、地図
状萎縮を伴うドライ型加齢黄斑変性患者を対象に
臨床第2b/3相試験を行っています。本年も社員一
同一丸となり本化合物の開発推進に努めてまいる
所存です。

新規上場企業として、投資家の皆様へ情報を迅速、
正確かつ公平にご提供し、また企業価値の最大化を図
り、皆様のご期待に沿えるよう全力を尽くしてまいりま
す。今後とも一層のご支援、ご指導を賜りますようお
願い申し上げます。

2014年5月

※出典: 2012 Comprehensive Report on The Global 
Retinal Pharmaceuticals & Biologics Market, 
Market Scope

眼科領域に特化する理由を教えて下さい。
　
眼科領域は、現在まだ有効な治療法が存在しな

い疾患が多く残されている領域であり、当社はこれ
らアンメット・メディカル・ニーズに応える新規治療
薬候補の開発を通して、世の中に貢献していきたい
と考えています。中でも、現在、地図状萎縮を伴う
ものを含め、ドライ型加齢黄斑変性の治療薬として
FDAの承認を受け上市されている薬剤はありま
せん。Market Scope社の独自調査によると、
2012年の加齢黄斑変性罹患者数は米国で1,100
万人、世界で1億2,700万人で、2017年にはそれ
ぞれ1,300万人および1億4,600万人にまで増加
する見込みです。

加齢黄斑変性とはどのような疾患ですか?

加齢黄斑変性は、網
膜の機能に支障をきた
し、視力の低下や失明
につながる恐れのある
眼疾患で、ドライ型(萎
縮型)とウェット型(滲出
型)の2つのタイプがあ
ります。ドライ型加齢
黄斑変性の特徴は、ド
ルーゼンと呼ばれる網
膜下の黄色脂質の蓄
積で、やがて地図状萎
縮と呼ばれる症状を引

き起こします。地図状萎縮はドライ型加齢黄斑変性
の悪化に伴い発症し、最終的に失明につながる可
能性があります。現在、地図状萎縮を伴うドライ型
加齢黄斑変性を含め、ドライ型加齢黄斑変性の治
療薬としてFDAの承認を受け上市されている薬剤
はありません。

知的財産に対してどのようなビジネス戦略
をとっていますか?

　
バイオ製薬業界に身をおく当社にとって、強力な

特許ポートフォリオの構築は企業価値の創造に必
要不可欠であると考えております。当社は、「エミク
ススタト塩酸塩」を含む当社の視覚サイクルモジュ
レーター化合物候補に関して、既に強力な特許ポー
トフォリオを構築しており、今後も引き続き視覚サイ
クルモジュレーターにまつわる様々な特許の強化・
保護に努めてまいる所存です。また、当社は、他社
からの導入品についても、提携先企業との連携を通
して、当該化合物にまつわる特許の強化・保護を積
極的に行っていく所存です。

その他の眼疾患についてはどのようにお
考えですか?

当社は、地図状萎縮を伴う加齢黄斑変性のほか、
糖尿病性網膜症および糖尿病性黄斑浮腫にも着目
しています。糖尿病性網膜症および糖尿病性黄斑
浮腫は、大部分の先進国の労働年齢人口における

窪田  良（MD、PhD）
会長・社長兼CEO
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主な失明原因であります。糖尿病性網膜症は糖尿
病の一般的な合併症であり、慢性的に上昇した血
糖値により網膜の毛細血管に損傷をおこし、結果と
して網膜細胞への酸素供給における慢性疾患をも
たらすものです。糖尿病性網膜症は、視界のぼや
けなどの視力障害を引き起こし、重篤なケースに
おいては深刻かつ不可逆的な失明をもたらす場合
もあります。

アキュセラのビジネスモデルを教えて下さい。

当社は、以下の3つの戦略的要素をビジネスモデ
ルとして掲げ、市場規模は大きいにも関わらず、ま
だ十分な治療法が確立されていない眼疾患領域に
おいて、企業の発展に取り組んでいます :

● 最先端のサイエンス: 視覚サイクルモジュレー
ターのフランチャイズ化(現在臨床第2b/3相試
験および非臨床試験実施中)

● 盤石な研究開発体制: 眼科領域における研究お
よび臨床開発の実績・能力

● 長期的視野に基づく戦略的な業務提携: 日本を
拠点にグローバル展開を続けるヘルスケア企業
である大塚製薬株式会社(以下、大塚製薬)との
業務提携を軸とした事業展開

視覚サイクルモジュレーション技術の可能性
を教えて下さい。

　 
視覚サイクルモジュレーションは、創業当時に私

が着目し、現在そのパイオニアとして開発を推進し
ている我々固有の治療技術で、当社による臨床開
発や特許ポートフォリオの構築を通して、当社がそ
の主導的地位を確立し維持しています。

次の 図 1 は視覚サイクルがヒトの眼でどのよう
に機能しているかを示したもので、図 2 は当社の
視覚サイクルの調整(モジュレート)に対するアプ

ローチを示したものです。「エミクススタト塩酸塩」
は、視覚サイクルの異性化プロセスを調整すること
で、加齢黄斑変性およびその他の網膜変性疾患を
引き起こす原因となりうる有害副産物の生成およ
び蓄積を減少させる効果が期待されている治療薬
候補です。これまでに実施された非臨床試験の結
果から、視覚サイクルを調整することで、有害副産
物が減少し、網膜に対する酸化ダメージを抑えるこ
とが確認されていることから、当社は、視覚サイク
ルが、加齢黄斑変性およびその他の網膜変性疾患
の進行を遅らせ、停止させるのに有望な薬理学的
ターゲットになりうると確信しています。当社は現在、

「エミクススタト塩酸塩」について、地図状萎縮を伴
うドライ型加齢黄斑変性を対象に臨床試験を行っ
ています。

図 1
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網膜を模式的に拡大したヒトの眼球。

1 ヒトの眼球内で光は網膜に到達し、網膜上
の光受容体と相互に作用します。

2

光受容体の視物質のはたらきにより光子が
電気信号に変換され、視覚情報として脳
へと伝達されます。
網膜色素上皮細胞（RPE：眼球後部にあ
る色素細胞の層）に含まれる重要酵素によ
り、光受容体に視物質が補給されます。こ
のプロセスを視覚サイクルと呼びます。

3

RPE細胞は、その成長に伴い、光受容体
の先端を（一定の速度で）侵食し続け、
同時に視覚サイクルの有害副産物が蓄積
されていきます。
この有害副産物の蓄積が、加齢黄斑変性
の発症に関係しています。細胞外でのド
ルーゼンの蓄積は、加齢黄斑変性の臨床
徴候の１つです。

視覚サイクルとは、眼球の後部にある網膜内にて光子が電気信号へと生物学的に変換す
るために必要な仕組みのことで、最終的に変換された電気信号は脳で映像として認知さ
れます。強い光に暴露されると、視覚サイクルが過剰に活動し、有害副産物が網膜内にて
産生されます。この有害副産物が長い年月を通じて蓄積されることにより、視覚サイクル
の機能に支障をきたし、網膜を変性させる危険性があると考えられています。
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窪田博士へのQ&A 地図状萎縮を伴うドライ型加齢黄斑変性を対象とした
「エミクススタト塩酸塩」

当社は現在、主要製品候補である視覚サイクルモ
ジュレーター「エミクススタト塩酸塩」について、地図
状萎縮を伴うドライ型加齢黄斑変性患者を対象に臨
床試験を行っています。本剤は、これまでに実施され
た５件の臨床第１相試験および臨床第２相試験におい
て良好な認容性を示しており、これらの臨床試験にお
いて良好な安全性を有することが確認されています。

2013年４月、当社は地図状萎縮を伴うドライ型加
齢黄斑変性患者を対象に「エミクススタト塩酸塩」の
臨床第2b/3相試験を開始しました。当社は既に本試
験の被験者登録を完了しており、合計約500名の被
験者が登録されました。

2008年９月、当社は大塚製薬との間で、当社の
視覚サイクルモジュレーターのリード化合物である

「エミクススタト塩酸塩」ならびにそのバックアップ
化合物を地図状萎縮を伴うドライ型加齢黄斑変性
およびその他の眼科適応症を対象に共同開発およ
び共同販売する契約を締結しました。

「エミクススタト塩酸塩」開発の経緯

（注）IND（Investigational New Drug）とは新薬臨床試験開始を指します。
（注）GA（Geographic Atrophy）とは地図状萎縮を指します。

2014

▲

臨床第2b/3相試験被験者
　登録完了（合計508名）

▲

合計179例の被験者にエミクススタト
　塩酸塩を投与

▲
投与期間2年の試験▲
臨床第2b/3相試験開始

▲

FDAからファスト・トラック対象に指定

▲

臨床第2a相試験実施（GA患者対象）

▲

5件の臨床第1相試験実施（健常人対象）

▲
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1

RPE細胞は、その成長に伴い、光受容体
の先端を（一定の速度で）侵食し続け、
同時に視覚サイクルの有害副産物が蓄積
されていきます。
この有害副産物の蓄積が、加齢黄斑変性
の発症に関係しています。

2

アキュセラのリード化合物「エミクススタト
塩酸塩」が視覚系に適用されると(桿体細
胞のみを標的とし、錐体細胞には作用し
ない)視覚サイクルにおける重要酵素の生
成が抑制されます。

3

「エミクススタト塩酸塩」が酵素の生成を抑
制することにより、桿体細胞の活動も抑制
されると同時にRPE細胞での有害副産物の
蓄積も緩徐になります。
視覚サイクルを遅らせる（モジュレートする）
ことにより、蓄積される有害副産物が減少
し、加齢黄斑変性の進行が遅くなります。

視覚サイクルモジュレーションは、網膜に蓄積する有害副産物を減少させ、また酸
化ストレスによる網膜の傷害を軽減し、光ダメージから網膜を保護する効果が期
待されている治療技術です。

「OPA-6566」は、オリジネーターである大塚製
薬から付与されたライセンス下で同社との提携に
基づき共同開発中の製品候補であり、高眼圧症ま
たは開放隅角緑内障の患者さんにおいて眼圧を下
降させる効果が期待されています。緑内障は、世界
的に失明の主な原因の一つです。現在、慢性の緑
内障を根本的に治癒できる治療法は存在せず、さ
らなる進行を防ぐことで視覚機能を維持することが
主な治療目標となっています。緑内障で最も多くみ
とめられる症例は眼圧の上昇で、視神経および網
膜神経線維束の構造的異常を引き起こすことによ

り視野の異常をもたらします。これらの異常はかな
り悪化が進むまで無症状です。
「OPA-6566」は、選択的アデノシンA2a受容体

アゴニストであり、現在点眼剤として開発が進めら
れています。本剤は既存薬とは異なり、房水排出を
促進する作用を有しており、この革新的な作用機序
により眼圧を下降させる効果が期待されています。
米国において実施された臨床第1/2相試験の結果
から、さらなる非臨床評価の必要性が示唆されまし
た。今後の開発方針に関しては、これらの追加試験
の結果を踏まえた上で評価検討する予定です。

「OPA-6566」（緑内障治療薬）
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マネージメントチームより一言

世界中の患者さんへ
「目が見えるということは、人生における宝物です。残念ながら、我々はその宝
物を失うまで大切さに気づきません。少しでも多くの患者さんに当社の治療薬
をお届けし、その宝物を守ることが当社の使命です。」

窪田 良　MD、PhD、会長・社長兼CEO

グローバルな規模での影響
「アキュセラは、多くの人々が苦しんでいる眼疾患の治療薬の開発を目指す
会社です。もし承認されれば、世界中の患者さんの生活をより豊かにするこ
とが可能になるでしょう。」

ハンズ・ピーター・ フレジャー　PhD 、副社長、コマーシャル・オペレーション＆マーケティング戦略

成長
「眼科市場は大規模かつ成長しています。今後もたくさんの人々が視力を脅か
す眼疾患で苦しむでしょう。そんな人々に貢献するために全力で開発に取り
組んでいます。」

デヴィッド・L・ ローランス　CPA 、最高財務責任者（CFO）

パートナーシップ
「エミクススタト塩酸塩プログラムの多大なサポーターである大塚製薬には、
本当に感謝しております。戦略的なパートナーシップは、臨床開発段階のバイ
オ製薬企業にとって重要な企業戦略です。」

光延 佳子　エグゼクティブディレクター、アライアンスマネージメント＆事業戦略

チームワーク
「アキュセラでは、他の社員のものの見方や考え方を理解することがチームワー
クに最も重要な要素であると考えています。社員が一丸となり、患者さんを救
うというゴールを目指し日々邁進しております。」

ヘン・ デ・ヤング　CHIC、SPHR、副社長、人事担当
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パイプライン／トピックス 財務ハイライト

12月31日終了年度

2009年
(未監査)

2010年
(未監査) 2011年 2012年 2013年

（単位：千米ドル（千円））

関連当事者との提携からの収益 27,019
（2,754,317）

36,457
（3,716,427）

34,226
（3,488,998）

46,424
（4,732,463）

52,947
（5,397,417）

営業利益 2,350
（239,559）

4,528
（461,584）

3,869
（394,406）

7,033
（716,944）

6,994
（712,968）

税引前当期利益 2,098
（213,870）

4,537
（462,502）

3,786
（385,945）

6,825
（695,741）

7,182
（732,133）

当期純利益 2,113
（215,399）

9,003
（917,766）

6,266
（638,756）

4,178
（425,905）

4,299
（438,240）

普通株主に帰属する基本1株当たり
当期純利益 （米ドル（円））

― ― 0.14
（14.27）

0.09
（9.17）

0.10
（10.19）

資産 23,638
（2,409,658）

34,809
（3,548,429）

41,495
（4,230,000）

47,024
（4,793,627）

54,048
（5,509,653）

株主資本 4,209
（429,065）

14,101
（1,437,456）

20,840
（2,124,430）

25,607
（2,610,378）

31,124
（3,172,781）

「円」で表示されている金額は、1米ドル=101.94円（2014年2月28日現在）で換算された金額です。

1.  2011年、2012年および2013年の財務データは該当する事業年度の当社監査済財務書類からの抜粋です。当該財務書類は、アーンスト・アンド・ヤン
グ・エルエルピーにより監査済みです。

2. 2009年および2010年の財務データは、未監査です。

医薬品

視覚サイクルモジュレーター
エミクススタト塩酸塩

その他の
視覚サイクルモジュレーター
及び網膜製品候補

OPA-6566

加齢黄斑変性

糖尿病性網膜症／
糖尿病性黄斑浮腫

スターガート病、
網膜色素変性症、
未熟児網膜症1

スターガート病、
網膜色素変性症、
未熟児網膜症

緑内障

効能 前臨床 第1相 第2相 第3相 オリジネーター

アキュセラ

アキュセラ

大塚製薬

北米(共同)、
EU、南米
及びアフリカ

米国(共同)2

全世界

当社のテリトリー
パイプライン

トピックス（2013年度/2014年度）

2014年3月 「エミクススタト塩酸塩」の臨床第2b/3相試験被験者登録完了

2014年2月 米国企業初の東京証券取引所マザーズ市場への単独上場

2013年9月 ブライアン・オカラガン氏の役員就任 

2013年8月 「エミクススタト塩酸塩」の臨床第2b/3相試験被験者登録数50％到達

2013年5月 大塚製薬とアキュセラ・インク２社共同開発中のドライ型加齢黄斑変性治療薬「エミクス
スタト塩酸塩」 米国臨床第2a相試験の結果をARVO（視覚と眼科学研究協会会議）
で発表

2013年4月 地図状萎縮を伴うドライ型加齢黄斑変性の患者を対象に「エミクススタト塩酸塩」の臨
床第2b/3相試験を開始

2013年1月 コマーシャル・オペレーション＆マーケティング戦略副社長の就任

1. バックアップ化合物
2. 本契約で大塚製薬は、臨床第２相試験および第３相試験後、共同開発および共同販売を行うためのオプション権を当社に付与しています。

関連当事者との提携からの収益／
営業利益	（単位：千米ドル）

税引前当期利益／当期純利益
（単位：千米ドル）

資産／株主資本
（単位：千米ドル）

2009

■ 関連当事者との提携からの収益
■ 営業利益

2010 2011 2012 2013

27,019

36,457

2,350 4,528 3,869
7,033 6,994

34,226

46,424
52,947

2009

■ 税引前当期利益
■ 当期純利益

2010 2011 2012 2013

2,098

4,537

2,113

9,003

6,266

4,178 4,2993,786

6,825 7,182

2009

■ 資産
■ 株主資本

2010 2011 2012 2013

23,638

34,809

4,209

14,101
20,840

25,607
31,124

41,495
47,024

54,048
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アキュセラ・インク
証券コード：4589

株主通信 2013年1月1日 ▲ ▲ ▲  2013年12月31日

企業情報および株主情報

アキュセラ・インク
〒150-6018
東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー18F
電話：03-5789-5872

所 在 地 米国本社：
アメリカ合衆国、98101ワシントン州、シアトル
市、セカンド・アベニュー1301、スイート1900

（1301 Second Avenue, Suite 1900, 
Seattle, Washington）
日本事務所：
〒150－6018 東京都渋谷区恵比寿4－20－3
恵比寿ガーデンプレイスタワー18F

設立年月日 2002年4月25日

従 業 員 数 84名（2013年12月31日現在）

代 表 者 窪田 良  MD、PhD 
アキュセラ・インク創業者、会長・社長兼CEO

非 従 業 員
取 締 役

    2013年（12月31日現在）

ピーター・ クレセル 
元アラガン上級副社長（国際薬事規制担当）

ブライアン・ オカラガン  MBA 
Sonrgy社会長兼CEO

グレン・Y・ サトウ  JD
クーリー・ゴッドワード・クロニッシュ・LLPパートナー

マイケル・ シュツラー 
ワシントン州テクノロジー産業協会CEO

発行済株式総数 35,621,959株（2014年2月13日現在）

株 主 数 11,339名（2014年3月31日現在）

大株主の状況 （2014年2月13日現在）

株 主 の 構 成 （2014年2月13日現在）

免責事項

　本資料は関係情報の開示のみを目的として作成されたものであり、有価
証券の取得または売付けの勧誘または申込みを構成するものではありませ
ん。本資料は、正確性を期すべく慎重に作成されていますが、完全性を保
証するものではありません。また本資料の作成にあたり、当社に入手可能
な第三者情報に依拠しておりますが、かかる第三者情報の実際の正確性お
よび完全性について、当社が表明・保証するものではありません。当社は、
本資料の記述に依拠したことにより生じる損害について一切の責任を負い
ません。
　また本資料の情報は、事前の通知なく変更される可能性があります。
　本資料には将来予想に関する見通し情報が含まれます。これらの記述は、
現在の見込、予測およびリスクを伴う想定（一般的な経済状況および業界
または市場の状況を含みますがこれらに限定されません）に基づいており、
実際の業績とは大きく異なる可能性があります。今後、新たな情報、将来
の事象の発生またはその他いかなる理由があっても、当社は本資料の将来
に関する記述を更新または修正する義務を負うものではありません。

■ ベンチャー・キャピタル ………… 26.0%
■ 役員および取締役 (1) …………… 32.6%
■ その他の法人 …………………… 13.6%
■ 個人その他 ………………………  1.8%
■ ノミニー (2) ……………………… 25.8%

（1） 本項における数値は、ストック・オプションおよ
びかかるオプションの行使において発行される
株式を保有する役員および取締役を含みません。

（2） 実質株主のために株式名義人となっている株主
名簿上の登録株主です。

株主名 所有株式数 持株比率

窪田良 11,620千株 32.6%

SBIインベストメント株式会社 6,196千株 17.4%

大塚製薬株式会社 1,888千株 5.3%

株式会社大塚製薬工場 1,515千株 4.3%

ソフトトレンドキャピタル株式会社 1,111千株 3.1%

SBIインキュベーション株式会社 374千株 1.1%

株主メモ
■	証券コード
 東証マザーズ4589
■	決算期
 12月31日
■	売買単位
 100株
■	株式事務取扱機関
 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
 三菱UFJ信託銀行株式会社
■	事務取扱場所
 東京都江東区東砂七丁目10番11号
 三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
■	株主名簿管理人
 Computershare Inc.
 250 Royall Street Canton, MA 02021
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