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メドレックス（4586・東証マザーズ）
印名門製薬Ciplaは最上のパートナー
■米市場での貼り薬誕生を目指すベンチャー
2002年１月に香川県東かがわ市で創業したベンチャー
企業。イオン液体を利用した独自の技術「ILTS」を活
用し、貼付剤の開発に尽力している。中枢性筋弛緩剤
チザニジンを含んだ貼り薬「MRX-4TZT」は今年２月
にフェーズⅠを終了、市販の飲み薬と同水準の効果が
示される好結果に。4月には印大手製薬会社Ciplaと世
界的な開発・販売ライセンス契約を締結した。
リドカインを含んだ貼り薬「MRX-5LBT」は昨年５月
にフェーズⅠが終了、NDAの早期取得を目指している
。オキシコドンを含んだ貼り薬「MRX-1OXT」はフェ
ーズⅠを2017年に開始予定。複数のパイプラインが同
時進行している。

アナリスト 岡村 友哉
Yuya Okamura

会社概要
所在地

香川県東かがわ市

代表者

松村 米浩

設立年月

2002年1月

資本金

5,101百万円

上場日

2013年2月

ＵＲＬ

http://www.medrx.co.jp/index.html

業種

医薬品

株価データ（9月12日終値）
株

価

発行済株式数

695円
8,514,700株

売買単位

100株

時価総額

59.1億円

予想ＰＥＲ

-倍

予想ＥＰＳ

-円

実績ＰＢＲ

3.02倍

■ライセンス契約一時金1.6億円を受領
17年12月期予想は、売上高1.86億円（前期の8.37倍）
、経常損益12.44億円の赤字（赤字幅縮小）、最終損
益12.06億円の赤字（赤字幅縮小）となっている。
MRX-4TZTでCipla USAとライセンス契約を結んだこ
とに伴う契約一時金1.6億円を受領する見込み。
期初予想に対し、４月に売上高以下を1.6億円上方修
正済み。
■「MRX-4TZT」の大型提携は何よりの朗報
MRX-4TZTがフェーズⅠを開始したのは昨年10月。
わずか６カ月という早さで、インドの製薬大手Ciplaと
のライセンス契約というビッグディールがまとまった。
Ciplaの後ろ盾を得たことで、MRX-4TZTは新薬承認申
請(NDA)に向けて大きく前進。第１相臨床試験の追加
試験に入っており、続いてフェーズⅢに移行する計画
だ。研究開発の前進は何よりの朗報だし、差し当たっ
ての資金面にも全く心配はない。引き続き、同時並行
で進む複数のパイプラインも含め、その進展報告を待
つのみ。年内と想定される「MRX-1OXT」のフェーズ
Ⅰ開始発表などを株価はポジティブに反応しよう。
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ポイントまとめ（１）
●どんな会社？
2002年1月に香川県東かがわ市で立ち上がったベンチャー企
業。創業者で現会長の松村眞良氏は、2000年まで帝国製薬
で副社長を務めていた人物だ。
イオン液体を利用した独自の経皮吸収型製剤技術「ILTS」を
活用した貼り薬を開発し、巨大市場である米国でテープ型貼
り薬を生み出そうと尽力している。同社は一般的な創薬ベン
チャーと異なり、一からの新薬開発を手掛けているわけでは
ない。既に存在する飲み薬や注射薬の有効成分を貼り薬や塗
り薬に置き換えるプラットフォーム開発を進めている。
そのため、創薬ベンチャー同様のハイリターンを追求しなが
らも、リスクは創薬ベンチャーより小さい特異なビジネスモ
デルの企業である。2013年2月に、四国発のバイオベンチャ
ーとしては初となる東証マザーズ上場を果たした。
●メドレックス独自の技術「ILTS」とは？
従来型の経皮吸収技術では、皮膚から入りにくい薬が多かっ
た。そこで、イオン液体を活用することで、貼り薬にできな
かった薬を貼り薬化する道を切り拓こうとしているのが同社
である。
イオン液体を活用することで、融点が低く（100℃以下）、
常温では液体になり、蒸気圧もほぼゼロ、さらには不燃性で
溶解性にも優れる特性が生じてくる。これまでリチウムイオ
ン電池や太陽電池など他産業での活用に限られていた技術を
、薬物で実現したのは世界でも同社が初めて。同社ではパイ
プラインごとに製剤特許を取得している。

●そもそも「貼り薬」はどういう強みを持つ薬？
貼り薬で日本で最も知られているのは湿布薬。薬には飲み薬
や注射薬、塗り薬などあるが、湿布薬に代表される貼り薬の
長所は大きく４点挙げられる。
1. 薬の効き目成分がジワジワ出ること。ゆっくり薬が出る
ため、血中濃度を一定に保ち薬効を持続させやすい。
2. 飲み薬と違って肝臓を通過させないため、肝臓に薬物
分解の負荷がかかりにくい。
3. 飲み忘れを防げる。過剰投与した場合は剥がすことで対処
できる。幼児などにも背中など見えない箇所に貼ればＯＫ。
4. 投与時に注射薬のような痛みがない。
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ポイントまとめ（２）
●ターゲットにするアメリカ市場、その魅力とは？
アメリカ人は「痛みに弱い」という国民性があるとされる。
米国の疼痛市場の主流は飲み薬だが、その米国ではモルヒネ
などオピオイド（opioid）という非常に強い鎮痛薬が使われ
ているからだ。このオピオイド市場で最大シェアを占める薬
物が中枢性鎮痛薬のオキシコドン。ILTS技術で、このオキシ
コドンの経皮製剤化を目指すパイプラインが「MRX-1OXT」
である。その米国では、2008年から軽・中等度の痛み用で
既に貼り薬市場が拡大している。
草分けとなったのが、松村会長がかつて副社長を務めていた
帝国製薬の「Lidoderm」。2000年の上市後大ヒットし、次
いで「Flector」もヒット。この２本（いずれも含水タイプ）
で年間1000億円級の売上高を記録するようになった。
米国で貼り薬が売れるというレールは敷かれており、現在は
うつやＡＤＨＤ、パーキンソン、アルツハイマーなどでも貼
り薬市場は広がりを見せている。
●創薬ベンチャーとは異なる理由
ガンの治療薬などを開発する多くの創薬ベンチャーは、研究
～発売まで通常10年タームで動いている。非臨床試験から、
３段階の臨床試験、そして承認申請から発売までの長い過程
があり、開発段階が進むほどに試験の規模も大きくなり、か
かる費用も比例して大きくなる。
一部試算によれば、臨床段階後の上市の可能性はフェーズI
段階で約９％、フェーズⅡ段階でも約15％しかないという。
この低確率を乗り越えた先に大きなリターンはあるが、その
分抱えるリスクは大きい。
同社は、未だにそうした創薬ベンチャーと十把一絡げで扱わ
れているように思う。ただし、それは誤りだ。臨床試験の過
程は同じでも、新しい有効成分の発見・創出から取り組んで
いるわけではないからだ。
同社は、すでに存在するチザニジンやリドカインなどの薬を
貼り薬に置き換えることを目指しており、リターンに対する
リスクを抑えた事業モデルである。
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開発パイプラインの現状と展望（１）
①「MRX-4TZT」
日本では肩こり薬にも使われる中枢性筋弛緩剤チザニジンを含んだ貼り薬。筋
弛緩薬は約1200億円と試算されるほど、米国における市場規模が大きい。
そのチザニジンだが、飲み薬では１日３回の服用が必要なうえ、肝障害や眠気
といった副作用がある。これを貼り薬に置き換えられれば、１日１回で薬効が
ゆっくり入り、有効血中濃度の持続性を高められる。MRX-4TZTは2017年2
月にフェーズⅠが終了し、市販のチザニチンの飲み薬と同水準の血中濃度が確
認されたうえ、眠気等の副作用もほとんど無い好結果が示された。そして今年
4月、インドの大手製薬会社Ciplaの米国100％子会社Cipla USAと世界的な
（東アジア除く）開発・販売ライセンス契約を締結。契約一時金のほか、開発
や販売の進捗に応じたマイルストン収入を最大3000万米ドル、上市後も売上
高に応して段階的にロイヤリティ収入が入る好条件での大型契約がまとまった。
9月1日に臨床第１相追加試験の開始を発表、この次の開発段階でフェーズⅢへ
移行する計画。
②「MRX-5LBT」
局所麻酔薬の一種であるリドカインを含んだ貼り薬。帯状疱疹後の神経疼痛治
療薬としての利用が想定される。米FDAに2016年2月に治験許可申請を提出し、
5月にはフェーズⅠが終了。ここでILTS技術の優位性を確認できた。順調に進
んでいる背景には、リドカインの貼り薬は米国で成功した前例「Lidoderm」
（ピーク時の年間売上高1100億円）が存在していたため。しかも、フェーズ
Ⅰの臨床試験では①Lidodermと比較してリドカインの経皮吸収スピードが早
いこと、②貼付面積は半分（Lidodermよりかなり小さい）で、皮下組織での
単位面積当たりのリドカイン浸透量ではLidodermの約2.6倍と推察されること
が示唆される好結果が出ている。 NDAの早期取得を目指しており、動きがあ
り次第、投資家に報告されるだろう。
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開発パイプラインの現状と展望（２）
③「MRX-1OXT」
疼痛薬（オピオイド）のオキシコドンを含んだ貼り薬。イオン液体の技術で経
皮吸収が難しいオキシコドンをテープ型貼り薬にするパイプラインである。
痛み止め市場だけで１兆円ある米国において、オピオイド鎮痛薬が約５割のシ
ェア、そのうちオキシコドンが約４割（＝オキシコドンの市場規模は約2000
億円）との試算がある。オキシコドンの潜在成長性の高さは、この巨大な市場
規模に裏付けられているといえよう。2015年11月より非臨床試験を始め、同
年12月には米国ミネソタ州のTapemark社に治験薬の製造を委託（オキシコド
ンは医療用の麻薬に該当するため、日本で製造して輸出することは認められて
いない）。Tapemark社は経皮吸収貼付剤の開発・製造を60年以上に亘り手掛
けてきた実績豊富な企業だ。臨床試験（フェーズⅠ）については2017年の年
内にも開始する予定。
＜NEW＞※社会問題に戦うべく生まれた独自技術「AMRTS」
モルヒネやオキシコドンなどオピオイドは薬物依存性が高く、中毒症を引き起
こしやすい。それにもかかわらず、医師の処方箋さえあれば米国では容易に手
に入ってしまう。この構造的問題が生んだオピオイド依存症者は、2014年に
米国内で200万人にのぼり、過剰摂取で1日1000人以上も病院に救急搬送され
ているとの報告がある。乱用だけなく、間違って投与される誤用も米国が抱え
る社会問題。患者が使用した後のオピオイドの貼り薬を、幼児が誤って貼付し
たことで死亡した事例もあるという。そうした社会的背景から、FDAは誤用対
策無しでの新薬申請は認めないなど、慎重方向に態度が硬化していたという。
このFDAの方針変更に対応するため、昨年より同社では、オピオイド貼り薬に
おける薬物の乱用や誤用事故を抑制する技術の研究を進めていた。そこで生み
出されたのが独自の新製剤技術「AMRTS」だ（特許出願中）。このAMRTSが
持つ複数の機能は非常に優れている。その機能は、
①低抽出性（薬物の抽出性が低いことで、乱用に使用しづらい）、
②強い苦み（子供が間違って口に入れても、強い苦みがあれば飲まない）、
③再吸収抑制（一度剥がれたら薬物の吸収がほとんどなくなる）、
④再貼付防止（一度剥がれたら、再利用しても簡単に剥がれるようになる）の
４つ。この新技術を引っ提げ、今年４月にpre IND meeting（治験開始前に行
うミーティング）をFDAと対面で実施。AMRTSに理解が得られ、開発方針や開
発ステップについての助言を得た。
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業 績
業績推移（百万円・％）
決算期

売上高

前期比

経常利益

前期比

純利益

１株利益
（円）

前期比

2012年12月

87

-88%

-578

-

-571

-

-

2013年12月

68

-21%

-616

-

-621

-

-

2014年12月

26

-61%

-1,012

- -1,016

-

-

2015年12月

37

43%

-990

-

-878

-

-

2016年12月

22

-40%

-1301

-

-1259

-

-

186

737%

-1244

-

-1206

-

-

2017年12月予想

●17年12月期中間期は、売上高0.18億円（前期比80％増）、経常損益5.19億
円の赤字（赤字幅縮小）、最終損益4.77億円の赤字（赤字幅縮小）となった。
売上高はヨードコート軟膏等の販売分のみ。前期に比べて上期の臨床試験実施
費用が抑えられたため（前年同期の6億円に対し、今中間期は3.81億円）、赤
字幅は縮小している。
●今17年12月期は、売上高1.86億円（前期の8.37倍）、経常損益12.44億円
の赤字（赤字幅縮小）、最終損益12.06億円の赤字（赤字幅縮小）の見込み。
期初予想に対して４月に売上高以下を1.6億円上方修正。これは、MRX-4TZT
でCipla USAとライセンス契約を結んだことに伴い、契約一時金1.6億円を受
領する見込みになったため。
MRX-4TZT、MRX-5LBTの臨床開発、さらに今期中にMRX-1OXT臨床第１相
の開始を予定。これらパイプラインの先行投資期間により、販売管理費は当初
計画通りの14.43億円（そのうち研究開発費11.65億円）を会社側では見込ん
でいる。
なお、前期にETOREATの開発中止を決定した。製造に関する合弁契約をカネ
カと解消したことで、関係会社株式をカネカに売却。売却益の計上などを理由
に0.64億円の特別利益を計上する。
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投資評価（１）

●前回2月のレポートリリース時、「当面はMRX-4TZTでのライセンス契約が
発表されれば、株価にとって最も強い買いインパクトが発生すると見てお
けば良いだろう」と記載した。そこから２カ月も経たずして、ビッグニュ
ースが発表された。４月６日、同社はMRX-4TZTでインドの製薬会社Cipla
とライセンス契約を締結したと発表。４月６日終値時点で544円だった株
価は３日連続のストップ高を含め、年初来高値となる４月18日高値1255
円まで最大2.3倍にわずか８営業日で急上昇した。
多くの投資家が予想しなかった早さ、そして予想しなかった好条件でビッ
グディールに漕ぎ着けたといえる。これがポジティブサプライズであった
ことを、直後の株価反応がよく表しているといえるだろう。MRX-4TZTが
フェーズⅠを開始したのは昨年10月。わずか６カ月でライセンス契約の
相手が決まったわけだが、その相手先への驚きも株価上昇に加勢したのは
言うまでもない。
提携したCiplaはインドの老舗製薬会社で、様々な治療領域で1000を超え
る製品をグローバル展開する企業だ。上場株の時価総額は約4500億イン
ドルピー（日本円換算で約7600億円）である。Ciplaは、アフリカのＨＩ
Ｖ陽性患者の治療のため、抗レトロウイルス配合薬を１日1ドル以下とい
う非常に安価で供給し、多くの患者を救った製薬会社として知られてい
るそうだ。
同社がライセンス先を探していた矢先、このCipla側から同社にコンタクト
があったというから凄いことだ。
ちょうどCiplaのビジネス戦略が転換期にあり、これまで中心だったインド
や欧州から、戦略地域を米国にシフトしようとしていたこと、そして得意
分野で国際競争力を有するスペシャリティファーマを標榜していたこと。
これらの条件と、メドレックスが持つ優れた技術や米国進出を目指す方向
性がフィットしたのだろう。
Ciplaの後ろ盾を得たことで、MRX-4TZTは新薬承認申請（NDA）に向け
て大きく前進した。
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投資評価（２）
●ETOREATで逃した販売提携先からの10億円強のマイルストーン収入は大き
かったが、それを上回る最大3000万米ドルのビッグディールがまとまった。
MRX-4TZTは第１相臨床試験の追加試験に入っており、続いてフェーズⅢに
移行する計画だ。研究開発の前進は何よりの朗報だし、差し当たっての資金
面にも全く心配はない（臨床試験３本のハードペースで年間約11億円程度の
研究開発費である一方、 17年6月末時点の現預金は21.79億円ある）。引き
続き、同時並行で進む複数のパイプラインも含め、その進展報告を待つのみ
である。「MRX-1OXT」のフェーズⅠ開始発表がタイミング的には早そうだ
が、いずれも株価にポジティブな反応が見込める。
●同社の株価が上下してしまうのは、（マザーズ銘柄のほぼ全てに共通するが）
短期の個人投資家をメインに流動性が構築されているため。マザーズ市場の
地合い一つに振り回されてしまうのは避けられない。そのため、マザーズ市
場の地合い悪化し、同社株も大きく連れ安したときの買いエントリーが有利
である。
同社固有の需給でいえば、Ciplaとの提携発表後の急騰局面で出来高が膨らみ
過ぎた点が挙げられる。年初からの価格帯別売買高では、株価1050円～110
0円の出来高が突出する形となっている（約1340万株）。25日移動平均出来
高が13万株弱であることを考えれば、株価1050円より上の株価水準における
戻り圧力は相当に強いとも言わざるを得ない。目先は、13週線と26週線が交
錯する株価830円～860円レベルが上値メド。
Ciplaとの提携を果たした企業として市場の見る目は確実に変わったこと、米
国のオピオイド貼り薬開発におけるゲームチェンジャーになり得ることを期
待させるような独自技術AMRTSを逆境のなか生み出したこと―など、特筆す
べきことが今年に入り多くなっているのは確かだ。（岡村）
株価（ヒストリカル）
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年初来高値

1,255円

年初来安値

453円

上場来高値

7,500円

上場来安値

341円
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ディスクレーマー
本レポートは、株式会社マジカルポケットが委託したアナリストと対象となる
企業との面会等を通じて、当該企業より情報提供を受けておりますが、本レポ
ートに含まれる仮説や結論は当該企業によるものではなく、レ,ポートを委託し
たアナリストの分析及び評価によるものです。
本レポートは、投資判断の参考となる情報の提供を唯一の目的として作成され
たもので、有価証券の取引及びその他の勧誘または誘引を目的とするものでは
ありません。
いかなる場合におきましても、投資の最終決定は投資者の判断と責任において
使用されるべきものであり、株式会社マジカルポケットおよび受託者である作
成アナリストは一切の責任を負わないものとします。また、本レポートの内容
はすべて作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。
なお、本レポートの著作権は株式会社マジカルポケットに帰属します。
本レポートの無断複製、販売、使用、公表及び配布を行うことは法律で禁じら
れています。

【本レポートに関するお問合せ】
株式会社マジカルポケット
〒102-0074 東京都千代田区九段南1丁目5-5 九段サウスサイドスクエア3F
TEL : 03-5226-5433
FAX : 03-5226-5434
Mail : medrx@mpocket.jp
※アナリストレポート記載内容に関する質問事項につきましては、一切お答え致しかねます。
予めご了承ください。
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