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1．企業紹介
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❑ 技術・製品概要

2. 技術・製品紹介

治療ワクチン

リンゲルハンス細胞

リンゲルハンス細胞が
がん細胞を飽食

リンゲルハンス細胞
による抗原の
細胞内性術化

T細胞

活性化T細胞
がん細胞抗原

がん細胞

皮膚内

皮膚の下

周辺リンパ節での
交差プライミング過程

活性化された
T細胞の
がん細胞攻撃

死滅されたがん細胞

■ がん治療ワクチン(Therapeutic cancer vaccine)

⚫ 定義

がん細胞にある腫瘍関連抗原 (tumor-associated antigen; TAA)をがん患者に投与して免

疫システムを活性化を促し、がん細胞を除去する能動的な免疫治療法

⚫ 作用機転

皮膚の下に腫瘍関連抗原（ Antigen ）を投与

→ APC(抗原提示細胞)の飽食、成熟化及び

「がん抗原」提示

→ リンパ節へ移動してTh 細胞を活性化

→ T細胞が選択的にがん細胞を破壊
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❑ 技術・製品概要(I): がん治療ワクチン

Therapeutic area, Pipeline, Mode of Action, and Target Indication

Nonclinical

Phase 1
Phase 2 
(PoC)

R&D Partner
Discovery

IND-enabling 
studies

Therapeutic 
Cancer Vaccine

(powered by     
Th-Vac Platform)

AST-021p
HSP90 Th1 vaccine 

(peptide)
Solid tumor

Korea Univ., Korea
(Dr. Park’s Lab.)

AST-023
HSP90 Th1 vaccine 

(pDNA)
Not 

determined

AST-301
Her2 ICD vaccine 

(pDNA)

TNBC

Cancer Vaccine 
Institute, Univ. of 
Washington, USA
(Dr. Nora’s Lab.)

EpiThany, USA

Gastric cancer

AST-302 MAV-3 (pDNA) Breast Cancer

AST-201 IGFBP2 vaccine (pDNA) Ovary cancer

AST-202 MAV-4 (pDNA) Ovary cancer

AST-065
TLR-2/3 agonist

(as immune adjuvant)
N/A CHA VI, Korea

Proteostasis
Modulator

AST-05X ISR inhibitor Solid tumor

Epigenetics 
Modulator

AST-081 DNMT1 inhibitor AML Pinot Bio, Korea

CNS Disease 
Modulator

AST-51X Not disclosed CNS disease

Digital platform pipeline R&D Launching R&D Partner

Digital platform
AST-D1 (CT Note, EDC system)

At ANT, Korea

AST-D2 (Lab NoteTM)

2. 技術・製品紹介



2. 技術・製品紹介
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❑ 技術・製品概要(II): Th-specific vaccine platform

■ 抗原発見から臨床治験までの汎用ワクチン・プラットフォーム構築

⚫ ‘Th-Vac Diocovery Platform’は機械学習を利用したインシリコ(In Silico)と免疫学/生物

学研究を通じて最適化された抗原とエピトープを発掘、治療ワクチンの開発可能

⚫ 様々な患者(various cancer patients)に多様な形態で単独又は併用投与が可能であり、

既製品(off-the-shelf)の形でがん治療ワクチンとして使用可能なTH1特異エピトープ配列

を設計と提供することで、治療ワクチンの臨床的活用
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❑ 技術・製品特徴(I): AST-021p

■ Highly Th1-specific HSP90 Antigen, Peptide-based vaccine(固形がん)

⚫ 腫瘍細胞から発生する特異タンパク質HSO90の一部分を抗原決定基(epitope)として使用

⚫ がん細胞に強力な免疫反応を誘導する補助T細胞（Th1）のみ選択的に活性化

⚫ 調節性T細胞(Regulatory T cell, Treg)の増加を意図しない(IL-10の減少)

⚫ 安全性と薬効面で優秀

⚫ 多数の患者に汎用可能

⚫ 固形がん患者を対象とした第1相臨床試験中で、2022年三四半期に完了期待

2. 技術・製品紹介
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❑ 技術・製品特徴(I): AST-021p

2. 技術・製品紹介

■ 米国がん免疫療法学会2021(SITC)で研究結果発表

⚫ Erbb2/neu発現乳がんマウス・モデルMMTV/neu-transgenic mouse modelにAST-021p単独投与の際

及びAST-065(L-pampo)との併用投与の際に抗がん効能確認

⚫ AST-065は免疫補助剤として、 TLR2/3(Toll Like Receptor 2/3) 作用剤(agonists)として構成された複

合体であり、液性免疫反応と細胞性免疫反応を高く誘導

対照群
対照群

対照群
作用剤
併用投与 作用剤

併用投与

免疫補助剤)と併用投与(腫瘍成長抑制/予防研究)

形質転換マウス

陽性乳がん細胞株利用

投与群



❑ 技術・製品特徴(II): AST-301
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2. 技術・製品紹介

■ HER2-ICD Antigen, pNGVL3-hICD DNA plasmid-based vaccine(乳がん、胃がん）

⚫ がん発生の主な原因であるHER2タンパク質の特定エピトープ(Intracellular domain, ICD)

をプラスミドでコーティングしたDNAがん治療ワクチン

⚫ 10年長期追跡観察の間、全体生存期間と無増悪生存期間すべてが中央値に到達してな

い

⚫ 臨床医薬品の安全性と第２相臨床試験に使用する最適な容量の発見

⚫ HER２低発現(HER2＋1又は＋２)乳がん患者の中、手術後の再発高危険群に対する補

助的な治療効果を検証するための第２相臨床試験を準備中

⚫ HER2陽性胃がん患者の中、手術後再発高危険群に単独投与効果を検証するための第

1/2相臨床試験を準備中

→HER発現胃がんマウス・モデルを対象とした非臨床試験研究で、AST-301のがん治療

ワクチンとして効用性と汎用性を確認
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2. 技術・製品紹介

❑ 技術・製品特徴(II): AST-301

■ 2021年6月、米国臨床腫瘍学会(ASCO）で第1相(NCT00436254)研究結果発表

⚫ 66人のHER2陽性進行性乳がん患者の中、標準治療後に残存がんのない患者(NED患者

群)を対象として実施

■ 2021年11月、米国がん免疫療法学会2021(SITC)で前臨床結果発表

⚫ HER2発現胃がんマウス・モデルを対象として単独及び併用処理した場合、AST-301単独

投与群は何も処理してない対照群と比較すると最大22.5％の抑制率を見せてあり、腫瘍

の大きさと重さが統計学的に有意に減少

期間(週)

期間(月) 期間(月)

10年無増悪生存率

無
増
悪
生
存
率

全
体
生
存
率

10年全体生存率

に対する免疫原性の変化
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区分 当社技術の優位性 他の技術

AST-021p

• T細胞(Th1)のみ選択的に活性化

• 多数の患者に汎用可能

• 固形がん患者を対象とした第1相臨床試
験中であって、安全性と免疫原性効能評
価計画

• HSP90 抑制剤(Inhibitors)

- 毒性による臨床失敗

• Gp96(ER paralog of HSP90) vaccine 

& Vitespan(on to the market)

- がん組織から獲得可能

- 低い生産率(多段階の精製工程）

AST-301

• 優秀な安全性と耐薬性の確認

- 既存治療剤と比べ、軽微な副作用

• 汎用性

• 患者の高い受容状態 (Patient
Compliance by intradermal injection)

• 気軽に接種(3回3週間隔)

• 免疫原性モニタリング

• 簡単な製造工程/低い製造原価費用

• 抗がん化学療法/ 抗体‐免疫複合体/免
疫チェックポイント阻害薬

- Daiichi Sankyo(ENHERTU)

- Merck(Keytruda, 9 doses, q3w)

- 免疫関連副作用、高費用

• AE37, GP2 & NP-S(HER2 vaccine)

- Peptide vaccine

- 低い免疫原性

- 一部 HLA typeによる患者の制限

2. 技術・製品紹介

❑ 他の技術・製品との比較
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2. 技術・製品紹介

❑ 技術・製品の適用範囲および応用分野

■ 再発の抑制が必要な患者/初期診断された患者へ有効に適用可能

⚫ 病気の進行が早くなく、腫瘍抗原が免疫システムに露出される時間が長くないため、免疫寛容

がすくなく起きる

⚫ 最近は主ながんの早期診断率が高まったことによって、手術など根治治療後の再発防止の目

的

⚫ 相対的にがんが進まれてない患者に勧奨

■ 既存の治療法（放射線及び化学療法）より毒性が低いため、体が弱まったがん患者にも適用可能

■ がん治療ワクチンは抗がん化学療法/免疫チェックポイント阻害薬と比べ安全性が優位、

今後様々ながん治療での並行療法として有望な後補薬物になる可能性が高い状況†

➢ 市場を掌握した代表製品はなく、様々な適応症を持っているため、ブルーオーシャンとして

注目されている → エストン・サイエンスががん治療ワクチン市場牽引

† 2022年グローバル抗がんワクチン市場の展望、生命工学政策研究センター、2017.01



■ がん治療ワクチンが主に目標とするがんの市場規模は2028年まで約3兆2千億予想 †
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Breast cancer : HER2: Human epidermal growth factor receptor, Hormone receptor-positive, TNBC: Triple Negative Breast
Cancer
† Source https://pharma.globaldata.com/geography/marketdata/1400018/epidemiology_marketsize 170322 GlobalData
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3．市場現状及び展望

❑ がん治療ワクチン市場の予測

https://pharma.globaldata.com/geography/marketdata/1400018/epidemiology_marketsize
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3．市場現状及び展望

❑ 韓国市場現状及び展望(I)

■ がん治療による社会的な費用増加→安全で効果的な新しい免疫機転‘がん治療ワクチン’

の需要が高まると予想

⚫ 健康検診の普及による早期がんの治療剤の必要性の増加とともに全周期がん治療と再

発防止治療法の必要性が高まる中、がん治療ワクチンが有力な対案と思われる

［がん治療ワクチンの効用性増加」

全世界国別のがん管理政策の
優先順位の変化
(健康検診の普及、

早期がん診断技術の発展)

既存治療剤と比べ
低い副作用、安全性、
医療費用の重要性拡大

早期がん治療剤の
需要増加

がん治療ワクチン市場の
拡大
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3．市場現状及び展望

■ 韓国のがんワクチン市場は2020年2,397万ドルの規模で、今後2027年には6,864万ドルに

至り12.9％のCAGRを記録すると展望

⚫ 予防型ワクチンの規模が絶対的に大きいが、治療型予防ワクチンは2020年から2027年

まで平均16.0％と成長し、韓国がん治療ワクチン市場は速く成長すると期待される

❑ 韓国市場現状及び展望(Ⅱ)

国内外類型別がんワクチン市場展望の比較
百万ドル

予防

予防

治療

治療韓国

総合

総合

出典 再構成
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By Vaccine Type By Indication By Patient Type

• Prevention Vaccines
• HPV
• HBV

• Treatment Vaccines
• Antigen vaccines
• Dendritic cell vaccines
• DNA vaccines
• Whole tumor vaccines
• Anti-idiotype vaccines

• Oncolytic Viruses

• Prostate Cancer
• Cervical Cancer
• Others

• Pediatric
• Adult

3．市場現状及び展望

❑ 日本のがんワクチン市場現状及び展望

■ 日本は65歳以上の人口割合が2025年には30%を超えると予想される(他の先進国は21.2%)

⚫ 超高齢化社会によってがんに対する社会的負担増加が予想される

■ 日本のがんワクチン市場は2019年459.4万ドル規模で、今後2026年には17.8%のGAGRに

至ると展望

⚫ がんワクチン市場展望は主にワクチンのタイプ、適応症及び患者タイプによって細分化される
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国家機関 韓国(MFDS) 日本(PMDA)

名称の表記 がん治療用ワクチン(Therapeutic cancer vaccines) Cancer Immunotherapy

解析

がん患者の治療のために、腫瘍抗原を様々な形で人体に投与し、

免疫システムを活性化させて腫瘍抗原に特定反応を起こせるように

意図された形態

がん宿主における多彩な免疫関連細胞と分子群から成り立つ免疫機能に介

入することにより、最終的にはその破壊または増殖抑制を目指す治療法

ガイドライン がん治療用ワクチン臨床試験計画評価ガイドライン (2020. 11 登録)
2015 Guidance on Cancer Immunotherapy Development Early-Phase Clinical 

Studies (2015. 01 登録)

表記

“ゆえに本ガイドラインでは疾病治療を目的とするワクチンを「治療用

ワクチン」と命名し、特にがん患者の治療のための 腫瘍抗原に特定

反応を起こせるように意図された治療用ワクチンを「がん治療用ワク

チン(以下がんワクチン)」と命名しようとする。”(1p)

“Cancer immunotherapy intervenes the immune system composed of various 

immune cells and molecules in cancer-bearing hosts so that it targets cancer 

cells aiming to ultimately destroy them or inhibit their growth. “(3p)

출처 : FDA(http://www.fda.gov), EMA(http://www.fda.gov), PMDA(https://www.pmda.go.jp/), MFDS(http://www.mfds.go.kr/)의 자료를 바탕으로 제약산업전략연구원 재정리

3．市場現状及び展望

❑ 日本市場現状及び展望

■ EU, 米国、韓国は規制によるがん治療型ワクチンガイドラインを提供

⚫ 「がん患者に腫瘍抗原に対する免疫システムを活性化させ、特異反応を誘導するための医薬品」と

表記

⚫ 日本を除いたEU, 米国、韓国での共通な名称は「Therapeutic cancer vaccine」

⚫ 日本では「Cancer immunotherapy」とより広い表現を使うが、免疫システムに介入してがん細胞を抑

制する意味は類似

http://www.fda.gov/
https://www.pmda.go.jp/
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3．市場現状及び展望

❑ 日本市場現状及び展望

■ 日本のワクチン開発現状

⚫ 様々な形態でがん治療ワクチンが開発中

⚫ OncoTherapy Science: S-588410(peptide vaccine)
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3．市場現状及び展望

❑ ニッチマーケットや適用可能市場

■ がん治療のワクチンが新しいがん治療法として台頭

⚫ 免疫抗がん療法(Cancer immunotherapy)はがん治療のための新たな戦略として、がん患者の臨床結

果を改善させるために様々なアプローチ方法を開発中

⚫ 免疫抗がん剤は大きく免疫チェックポイント阻害薬(Immune checkpoint inhibitor, ICI)、免疫細胞治療

剤、抗体‐免疫複合体、がんワクチンと分かれる

⚫ 現在、グローバル製薬企業が先導している免疫チェックポイント阻害薬、免疫細胞治療剤(CAR-T cell 

therapy),抗体‐免疫複合体（ADC）などはがん患者にとって新しい治療オプションとして注目されている

が、高い費用と免疫関連副作用の発生

⚫ がん予防型ワクチンは極めて制限された治療法であるリミテーションがある反面、がん治療ワクチン

は他の免疫抗原剤とは異なり、腫瘍抗原に対して特異で持続される免疫反応を誘導する有望な戦略

⚫ 既存の抗がん治療法は副作用、無反応、再発、転移などの問題があり、それに対する対案としてがん

治療ワクチンの適用が可能



番号 出願状態 文献番号 出願日 or 登録日 特許名称

1

登録 10-2256267(物質, 韓国) 2021.05.20

AST-021p

熱ショックタンパク質のエピトープを含むワクチン及びその使用

(VACCINE COMPRISING EPITOPE OF HEAT SHOCK 
PROTEIN AND USE THEREOF)

出願 16/997,307(物質, 米国) 2020.08.19

出願 3,091,736(物質, カナダ) 2020.08.19

出願 2019800259746(物質, 中国) 2020.10.15

出願 2020-543870(物質, 日本) 2020.08.18

出願 EP19754897.7(物質, EU) 2020.09.15

2 登録 10-2375057(物質, 韓国) 2022.03.11

AST-021p+AST-065

HSP90 抗原性ペプチドを含む抗がん用ワクチン組成物

(Anti-cancer vaccine composition comprising HSP90 antigenic 
peptide)

3 出願

63/183,865(容量, 米国) 2021.05.04

AST-301

HER2 VACCINE COMPOSITION(Breast)

63/183,869(特定患者群, 米国) 2021.05.04

63/183,874
(長期免疫原性予測方法, 米国)

2021.05.04

4 出願 10-2021-0099411(使い所、韓国) 2021.07.28
AST-301

HER2ワクチン組成物 (Gastric)
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4．権利獲得現状

❑ 申請技術・製品関連韓国内及び海外出願、登録現状



■ 難溶性薬物が封入されたミセル・ナノ粒子を含む、長期安全性が優秀な薬学製剤及びその製造方法

■ 抗原発見から臨床プログラムまで汎用的、個人合わせのワクチン・プラットホーム技術

21

番号 出願状態
特許番号

(出願 or 登録番号)
出願日 or 登録日 特許名称

1 登録 10-1565908(製造方法, 韓国) 2015.10.29
難溶性薬物が封入されたミセル・ナノ粒子を含む、長期安全性が

優秀な薬学製剤及びその製造方法

2 出願 10-2021-0157830(製造方法, 韓国) 2021.11.16 エピトープを基盤とした治療型ワクチン設計用プラットホーム技術

4．権利獲得現状

❑ ノウハウ及びその他技術
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5．マーケティング目標

❑ 技術移転、投資誘致、輸出、共同研究、代理店など

1) がん治療ワクチンpackage deal(全体IND パッケージ使用及び製造権を含む)

2) Epitopes 技術輸出

3) 戦略的パートナーシップ

① New vaccine vehicle (i.e., mRNA など)の共同臨床開発

② 既存抗がん剤との併用療法の共同研究

(抗がん化学療法/ 抗体‐免疫複合体/免疫チェックポイント阻害薬)

4) 協力のための別途のorganization(i.e., JVCなど) 話し合い

4) Exclusiveness: Global or Regional すべて可能


