
開発パイプラインの状況

Phase I Phase II Phase III Filed

がん

CKI27 (RG7304) (国内 / 海外)
- 固形がん

RG7596  / polatuzumab vedotin
- 非ホジキンリンパ腫

RG7604 / taselisib
- 固形がん

RG7440 / ipatasertib
- 固形がん

GC33 (RG7686)
/ codrituzumab
- 肝がん

AF802 (RG7853) 
/ Alecensa (海外)
- 非小細胞肺がん(1L)

RG1273 / Perjeta
- 乳がん (アジュバント)
- 胃がん

RG3502 / Kadcyla
- 乳がん (アジュバント)

GA101 (RG7159)
/ obinutuzumab
- 中高悪性度非ホジキンリンパ腫
- 低悪性度非ホジキンリンパ腫

RG7446 / atezolizumab
- 非小細胞肺がん
- 非小細胞肺がん (アジュバント)
- 膀胱がん
- 筋層浸潤膀胱がん (アジュバント)
- 腎細胞がん

RG435 / Avastin
- 腎細胞がん

RG435 / Avastin
- 子宮頸がん

AF802 (RG7853) /
Alecensa(欧州)
-非小細胞肺がん

(クリゾチニブ後)

オレンジ：自社品
★：2016/1/28からの変更点

オンコロジー領域
開発パイプライン（2016年4月22日現在）

各相の臨床試験は、原則として投与の開始をもって試験開始としています
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開発パイプラインの状況

Phase I Phase II Phase III Filed
骨・関節

ED-71 / Edirol (中国) 
- 骨粗鬆症

腎
EOS789
- 高リン血症

自己免疫
疾患

MRA / Actemra
- 大型血管炎
- 巨細胞性動脈炎 (海外)
- 全身性強皮症

SA237
- 視神経脊髄炎 ★

中枢神経
RG1662 / basmisanil
- ダウン症者における
知的能力の改善

RG1450 / gantenerumab
- アルツハイマー病

その他

PCO371 (海外)
- 副甲状腺機能低下症

RG3637 / lebrikizumab
- 特発性肺線維症

CIM331 / nemolizumab
- アトピー性皮膚炎 ★
- 透析そう痒症

URC102 (韓国)
- 痛風

RG3637 / lebrikizumab
- 気管支喘息

ACE910 (RG6013) / 
emicizumab
- 血友病A 

プライマリー領域
開発パイプライン（2016年4月22日現在）

オレンジ：自社品
★：2016/1/28からの変更点
★：中外主導の国際共同治験

各相の臨床試験は、原則として投与の開始をもって試験開始としています
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開発パイプラインの状況

開発の状況

RG484 / ボンビバ®錠
骨粗鬆症
2016年4月 発売

導入品
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開発パイプラインの状況

その他の進捗

RG340 / ゼローダ®

直腸癌における補助化学療法
2016年3月 公知申請

導入品

マーデュオックス®軟膏
尋常性乾癬（配合外用剤）
2016年3月 承認

自社品

MRA / アクテムラ®

全身性強皮症
2016年3月 希少疾病用医薬品指定

自社品
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開発パイプラインの状況

学会発表／試験成績

Aplidin® （PharmaMar社）
2016年4月 多発性骨髄腫に対する国際共同P3トップライン成績発表

主要評価項目を達成

導入品

CIM331 / nemolizumab
2016年3月 アトピー性皮膚炎に対する国際共同P2試験成績を
The American Academy of Dermatologyにて発表

12週時の有効性および忍容性を確認

自社品

AF802 / アレセンサ®

2016年2月 J-ALEX試験（国内P3）早期有効中止
クリゾチニブに対し主要評価項目（無増悪生存期間）を有意に延長

2016年6月 American Society of Clinical Oncologyにて詳細データを発表予定

自社品
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RG3637 / lebrikizumab
2016年2月 重症喘息に対する国際共同P3トップライン成績発表

同一デザインの2試験中、1本目は主要評価項目を達成、2本目は未達

導入品



開発パイプラインの状況

今後の申請予定
（PoC取得済開発品・製品）

atezolizumab
(RG7446)
NSCLC

アクテムラ
(MRA)
大型血管炎

アクテムラ
(MRA)
巨細胞性動脈炎 (海外)

2019～2016

アバスチン
(RG435)
子宮頸がん

2017

lebrikizumab
(RG3637)
気管支喘息

アレセンサ
(AF802 / RG7853)
NSCLC (1L, 海外)

emicizumab
(ACE910 / RG6013)
血友病A

SA237
視神経脊髄炎

gantenerumab
(RG1450)
アルツハイマー病

lebrikizumab
(RG3637)
特発性肺線維症

パージェタ
(RG1273)
胃がん

カドサイラ
(RG3502)
乳がん (ｱｼﾞｭﾊﾞﾝﾄ)

アクテムラ
(MRA)
全身性強皮症

atezolizumab
(RG7446)
腎細胞がん

アバスチン
(RG435)
腎細胞がん

申請済

nemolizumab
(CIM331)
透析そう痒症

nemolizumab
(CIM331)
アトピー性皮膚炎

エディロール
(ED-71)  
骨粗鬆症 (中国)

導入品

自社品

新規 適応拡大

ｵﾋﾞﾇﾂｽﾞﾏﾌﾞ
(GA101 / RG7159)
中高悪性度NHL

atezolizumab
(RG7446)
膀胱がん

パージェタ
(RG1273)
乳がん (ｱｼﾞｭﾊﾞﾝﾄ)

ｵﾋﾞﾇﾂｽﾞﾏﾌﾞ
(GA101 / RG7159)
低悪性度NHL

atezolizumab
(RG7446)
NSCLC (ｱｼﾞｭﾊﾞﾝﾄ)

atezolizumab
(RG7446)
膀胱がん* (ｱｼﾞｭﾊﾞﾝﾄ)
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アレセンサ
(AF802 / RG7853)
NSCLC
(クリゾチニブ後, 欧州)

NSCLC：非小細胞肺がん
NHL：非ホジキンリンパ腫
*筋層浸潤膀胱がん

2018



お問い合わせ先：広報IR部

報道関係者の皆様：
メディアリレーションズグループ

Tel : 03-3273-0881
e-mail : pr@chugai-pharm.co.jp
担当：原田、荒木、吉村、齋藤

投資家の皆様：
インベスターリレーションズグループ

Tel : 03-3273-0554
e-mail : ir@chugai-pharm.co.jp
担当：笹井、櫻井、清水、島村


