
大正製薬ホールディングス

社会・環境活動報告書

2014
TA
ISH
O P
HAR

MACE
UTICAL HOLDINGS  SOCIAL AND ENVIRONMENTAL REPORT



あなたの、健康のそばに。

● 編集方針
本報告書は、一般生活者を含めた多くの方々に読んでいただくことを想
定しています。作成にあたっては、「読みやすさ」「わかりやすさ」を重視
しました。記載内容に関しては、マイナス情報の公開、データの定量化
による比較検討の向上など、「信頼性」「透明性」「継続性」の確保に努めて
います。なお、本年度版では、「糖尿病治療分野における新薬『ルセフィ』
を通じた社会貢献」「アジア地域の人々の『健康と美』を願う海外OTC医薬
品事業の展開」の特集ページを設けました。また、本報告書内の数値は四
捨五入して記載しているため、合計値が一致しない場合があります。

● 報告書の対象範囲
対 象 会 社：  大正製薬ホールディングス、大正製薬、大正富山医薬品、

一部、グループ会社も対象としています。
対 象 期 間：  2013年4月1日から2014年3月31日 

（一部2013年3月以前、2014年4月以降の報告も含みます）
発 行 月： 2014年10月（前回発行2013年10月）
報告書発行：  本報告書は、環境省の「環境報告ガイドライン（2012年版）」を

参考にして作成しています。

世界的な高齢・長寿社会化が進む今日、
製薬会社など健康産業の果たすべき役割は日に日に大きくなっています。
大正製薬ホールディングスは「健康で美しくありたい」、
そう願う全ての人たちの願いを叶えるため、時代のニーズに応えられる存在として、
日本で、世界で、社会に貢献しています。

大正製薬ホールディングスの使命
健康と美を願う生活者に納得していただける

優れた医薬品・健康関連商品、情報及びサービスを、
社会から支持される方法で創造・提供することにより、

社会へ貢献する
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皆様の、
健康でより豊かな
暮らしの実現に
貢献するために
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代表取締役社長

大正製薬グループは、「健康と美を願う生活者に納得
していただける優れた医薬品・健康関連商品、情報およ
びサービスを、社会から支持される方法で創造・提供す
ることにより、社会へ貢献する」という使命のもと、魅
力的な商品の開発や積極的な情報提供などに取り組み、
健康増進・予防から治療までトータルでカバーできる製
薬企業をめざしています。
近年、日本では少子高齢化が急速に進み、社会保障費

の増加が大きな問題となっています。2011年度の国民
医療費は約38兆6,000億円で過去最高を更新し、国民
一人当たりで初めて30万円を超えました。
高齢・長寿社会において、いかに健康寿命を延ばすこ

とができるのかということが大きなテーマと認識される
なかで、病気やけがの予防が非常に重要となってきます。
特に生活習慣病は、生涯病といわれるほど健康寿命に大
きな関わりがあります。一度発症すると、生涯にわたり
治療が必要になり、重篤になれば介護も必要になってき
ます。
大正製薬グループは、OTC医薬品のリーディングカ

ンパニーとして、生活者の「健康で美しく老いたい」とい
う願望を満たす新商品の開発や情報提供を通じて、高齢
社会の医療問題に貢献するセルフメディケーションを積
極的に推進しています。

健康寿命の延伸に貢献する
セルフメディケーションを推進

企業活動全般にわたり
環境に配慮した事業活動を推進

生命科学に関する諸分野の研究を支援し
健康と福祉の向上に寄与する

大正製薬では、生命科学関連研究への支援、スポーツ
や芸術への貢献など企業市民としての取り組みを行って
います。
大正製薬創業70周年記念事業として、1985年2月に

「医薬品の開発をはじめとする生命科学に関する諸分野
の研究を奨励し、もって国民の健康と福祉の向上に寄与
する」ことを目的として「上原記念生命科学財団」が設立
されました。以来、優れた研究と功績をあげられた方を
褒賞する「上原賞」の授与のほか、国内外の若手研究員の
研究留学支援など、生命科学の振興へ積極的な取り組み
を行っています。

大正製薬グループでは、環境問題を企業活動における
重要課題のひとつと位置づけ、商品の研究開発、生産、
廃棄、流通、販売までの企業活動全般にわたって、環境
に配慮した事業活動を推進しています。
大正製薬の年間輸送量は3,000万トンキロ以上あり、

省エネ法で規定されている「特定荷主」に該当しています。
省エネルギー推進の義務を負うなかで、モーダルシフト
（輸送手段を環境負荷が小さい方法に変更する取り組み）
の推進や輸送回数の削減など、輸送時のエネルギー効率
の改善にも取り組んでいます。
また、全社を通じた信頼性保証体制を構築するため、
QA（Quality Assurance：信頼性保証）本部を設置し、
生活者へ常に安心・安全な製品を提供するため研究開発
から生産、販売後まで徹底した品質管理と信頼性保証を
実施しています。

今後も、「健康」をテーマとしたあらゆる分野で、生活
者の皆様の健康でより豊かな暮らしの実現を図る取り組
みを行い、企業の社会的責任を果たすために努力を続け
てまいります。今後とも、ご支援を賜りますようお願い
申し上げます。

2014年10月

また、2001年よりオフィシャルスポンサーとして「ラグ
ビー日本代表チーム」を、2013年からは「ラグビー女子日
本代表チーム」を支援しています。さらに、世界少年野球
大会への協賛や、「プロ野球ドラフト会議」を2013年より
番組提供するなど、国民的スポーツであるプロ野球界の
未来を担う若者たちの夢を応援しています。

3
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大正製薬グループについて
大正製薬グループの統括会社として、2011年10月に大正製薬ホールディングスが設立されました。
大正製薬の100年を超える伝統とその間に培ってきた信頼を強固な礎としながら、グループ各社の新たな成長と、
グループとしての一層の企業価値向上をめざして、時代や生活者ニーズに的確に対応していきます。

大正製薬の大きな基盤であった営業力を生かすため、
「リポビタンD」などの自社ブランド強化とともに、「ヴ
イックス」や「コーラック」などのグローバルブランドを
買収することで、OTC医薬品市場でのシェアを拡大し
てきました。さらに2005年からは、養命酒製造、ビオ
フェルミン製薬との資本提携を行い、トクホンを完全子
会社化するなど新たな事業戦略を展開しました。国内だ
けでなく海外においても、特集2（p.14～15）にあるよ
うに事業展開を積極的に進めています。医薬事業におい
ては、研究開発の重点領域を「感染症」「整形外科疾患」「精
神疾患」「代謝性疾患」に絞り込み、世界に通用するオリ
ジナルの新薬を開発する体制を強化しています。2002
年に資本提携した富山化学工業と合弁で設立した大正富
山医薬品は、感染症領域におけるリーディングカンパ
ニーとなっています。

会社概要
名　　称：大正製薬ホールディングス株式会社
設　　立：2011年10月3日
代 表 者：代表取締役社長 上原 明
事業内容：  一般用医薬品、食品、雑貨等の製造、販売お

よび医療用医薬品の製造、販売等を行う子会
社等の経営管理およびそれに付帯または関連
する業務を担う持株会社

資 本 金：30,000百万円
従業員数：6,381名（連結）

新たな体制で、一層の飛躍をめざす

● 大正製薬グループの組織体制図

大正製薬ホールディングス株式会社

大正富山医薬品
株式会社

富山化学工業
株式会社

養命酒製造
株式会社

ビオフェルミン製薬
株式会社大正製薬株式会社

子会社・関連会社

100％ 63.98％ 55％

45％

34％ 24.26％

％＝持株比率（議決権割合）

国内
株式会社トクホン
沖縄大正製薬株式会社
大正エム･ティ･シー株式会社
株式会社大正製薬物流サービス
目白興産株式会社
大正アクティブヘルス株式会社
その他　連結子会社　3社

その他　連結子会社 10社
その他　非連結子会社 1社
その他　持分法適用関連会社 １社

香港大正製薬(力保健)有限公司
大正オソサパ製薬株式会社
大正R&D USA株式会社
大正製薬インドネシア株式会社
シンガポール大正製薬株式会社
ホウ製薬ホールディングス株式会社
CICSA社（シクサ社）

海外
台湾大正製薬股份有限公司
加州大正製薬株式会社
マレーシア大正製薬株式会社
フィリピン大正製薬株式会社
インドネシア大正株式会社
上海大正力保健有限公司
ベトナム大正有限会社

（2014年3月31日現在）

こうした事業規模の拡大に伴い、各社がそれぞれの分
野で実力を発揮するため、グループ全体の経営効率・効
果を追求する目的で2011年に持株会社大正製薬ホール
ディングスを設立しました。当社がグループ全体の統括
会社として経営資源の効果的な配分を行い、事業活動を
展開しています。
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売上高
（2014年3月期）

295,957百万円

医薬事業

38.6％
セルフメディケーション事業

61.4％
大
正
製
薬
グ
ル
ー
プ
の
事
業
構
造

大
正
製
薬
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て

大正製薬グループの事業構造
大正製薬グループは、当社ならびに37の子会社と3つの関連会社で構成されています。
セルフメディケーション事業と医薬事業を両輪に、健康増進・予防から治療までをトータルにカバーできる
製薬企業グループとして、バランスの取れた成長と相乗効果の発揮により、グループ全体の企業価値向上を図っています。

セルフメディケーション事業では、OTC医薬品のリー
ディングカンパニーとしてスイッチOTC薬や健康関連
商品を数多く提供しています。製品開発面ではメタボ
リックシンドロームなどの高齢社会や生活者の健康意識
の高まりに対応した領域を開拓し、生活者ニーズに沿っ
た製品開発を進めています。販売面では、リポビタンシ
リーズ、パブロンシリーズ、リアップシリーズなどこれ
まで築き上げてきた主力製品のブランド価値をより一層
高め、さらにはリビタをはじめとする新たなブランド育
成にも努めています。また、マーケティングと営業活動
の連動性を一段と強化して需要を創造する活動を行うと
ともに、通販等新チャネルの拡充を図るなど、生活者と
の直接のコミュニケーションにも注力しています。
海外OTC医薬品部門では、インドネシア、フィリピン、

タイ、マレーシアなど東南アジアを中心としたOTC医薬
品事業の拡大に努めるとともに、ドリンク剤事業の収益
強化にも注力しています。また、各国の経済成長を背景に、
現地のニーズに合う事業展開を行うとともに、買収した

2つの事業を両輪に、企業価値向上を図る ブランドの相乗効果の創出に取り組んでいきます。
医薬事業では、新薬創製のレギュレーションが厳しくなり、
開発競争も激しくなるなかで、国際的に通用するオリジナ
リティの高い新薬の研究開発に一層注力するとともに、国
内外の企業からの有望候補物質の導入や共同開発を進め、
パイプライン（開発品のラインアップ）の充実に努めていま
す。販売子会社の大正富山医薬品では、きめ細かい情報提
供を確実に行うことにより、注力領域である抗菌薬市場で
のトップ企業としての足場を固めるとともに、2011年度に
発売したエディロールや2013年度に発売したボンビバ（両
剤ともに骨粗鬆症治療剤）などの処方促進により、炎症免
疫領域の強化に努めています。また、2014年5月23日に
発売した2型糖尿病治療薬ルセフィは、特集1（p.12～13）
のとおり、多くの患者さんに糖尿病治療における新たな選
択肢を提供することで社会に貢献していきます。
2つの事業を支えるのは、「研究開発力」「営業力」「マー

ケティング力」「製造・技術力」「情報力」です。2つの事
業の相乗効果を発揮しながら、社会環境や生活者ニーズ
の変化に対応する製品・サービスの提供に努め、より豊
かな暮らしの実現に貢献していきます。

健康増進・予防 治療
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コーポレート・ガバナンス
当社は、グループ全体を的確に経営管理していくために
コーポレート･ガバナンスの充実を経営上の重要な課題として位置づけています。

大正製薬グループは、企業使命を全うすべく、経営方
針に従い、国際的な競争の中でも着実に成長･発展し続
けられるように､ 一層強固な経営基盤の構築をめざして
います。
当社は、グループの経営戦略立案機能を担い、各事

業や国内外への効果的な経営資源の配分を行うことに
より、セルフメディケーション事業と医薬事業のバラ
ンスの取れた持続的な成長および競争力の強化ならび
に両事業の相乗効果の発揮による企業価値の増大をめ
ざしています。
当社は、企業使命実現のためにコーポレート･ガバナ

ンスの充実を経営上の重要な課題のひとつとして位置
づけ、当社およびグループ各社の事業と業務の執行状
況に関する監視・監督活動を適切に行い、グループ全

基本的な考え方

コーポレート・ガバナンス体制

● コーポレート・ガバナンス体制図

監査役室

取締役会
取締役

会計監査人

危機管理委員会

内部統制評価委員会

コンプライアンス諮問委員会

代表取締役

グループ
経営諮問会議

内部通報窓口
(含：社外弁護士窓口)

グループ経営に関する戦略企画、
サービス提供、モニタリング等の実施部署

監査役会
監査役

株主総会

関係会社

モニタリング 統括 情報伝達 サービス提供

相談・通報

相談・通報

情報伝達情報伝達

選任・解任

連携

選任・解任

選定・解職

選任・解任

報告

監査

監査

報告

体を的確に経営管理していく仕組みを構築しています。
具体的には、当社の取締役会と監査役・監査役会とが
緊密な連携をとるとともに、当社とグループ各社の経
営管理機関との相互の情報伝達を通じて、グループ全
体を適切に経営管理していくことを基本に企業統治の
体制を整備し、適正に運用することにより、グループ
全体の事業目的の達成と社会的責任を果たすことを基
本的な考え方としています。

当社は、取締役会および監査役・監査役会設置会社で
あり、2014年6月27日現在の取締役および監査役は、
取締役9名（うち、社外取締役1名）および監査役4名（うち、
社外監査役2名）で構成されています。
取締役会は、定例的および必要の都度開催され、当社
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内部統制システム

リスク管理体制

内部監査および監査役監査の状況

の業務執行およびグループ経営に関する重要事項を決定
するとともに、その状況を監督しています。また、取締
役会の補助機関として代表取締役等をメンバーとする経
営諮問会議を必要に応じて随時開催し、取締役会の付議
事項等の重要事項を審議し、経営判断の効率化と迅速化
を図っています。監査役会は原則として3ヵ月に1回以
上開かれ、監査役監査の状況等について意見交換を行う
ほか、会計監査人から会計監査および内部統制監査の経
過および結果について報告を受けています。
また、当社およびグループ会社の横断的な経営管理上

の諸問題に対応するために、危機管理委員会、コンプラ
イアンス諮問委員会、内部統制評価委員会等の各種委員
会を設置し、対象とする分野における諸問題についてグ
ループ全体のモニタリングを行い、経営管理者に的確な
情報を伝達できるよう体制を整備しています。

当社のリスク管理体制は、危機管理委員会を設置して、
危機の内容・規模等に応じて対応措置を発動する体制を

当社は、内部統制システムの構築に関する基本方針を
2011年10月3日開催の取締役会にて決議しました。
内部統制の基本となる社内の諸制度・諸規程について

も整備し、適切な運用が図られるように周知徹底を図っ
ています。また、法令および社内の諸制度・諸規程に基
づき、適正かつ効率的に社内で業務が実施されているこ
とを監査部、コンプライアンス統括室、法務部、財務部、
海外業務管理部を中心にモニタリングする体制を構築し
ています。また、財務報告に係る内部統制の分野に関し
ては､ 業務部門において定期的に自己点検を実施してい
るほか､ 監査部が内部統制の監査を実施し、それらの検
証結果を踏まえ、継続的な改善措置を実施しています。
なお、金融商品取引法の内部統制報告制度に基づき、

内部統制報告書を提出するため、代表取締役の諮問機関
として内部統制評価委員会を設置しています。本委員会
は､ 財務報告に係る内部統制の整備状況と運用状況につ
いて、自己点検および内部監査による検証結果に基づき、
評価を行い、その評価結果を代表取締役社長に提出して
います。

当社の内部監査の組織は、業務執行ラインから独立し
た監査専任組織として、監査部が設置されています。監
査部の人員は2014年6月27日現在6名であり、毎年リ
スクの重要性に応じて監査計画を作成し、内部監査規程
に基づき内部監査を実施しています。また、監査部はグ
ループ会社に設置されている監査組織とも連絡を取り合
い、グループ各社の内部監査の実施を統括・監理してい
ます。なお、内部統制の監査については監査部と会計監
査人が監査の計画、手続き、検証結果等について情報を
共有し、相互の監査業務が適切かつ効率的に実施できる
ように連携を図っています。
監査役監査の組織は、常勤監査役2名、社外監査役2
名で監査役会を構成しています｡ また、監査役室を設置
し監査役監査の実効性を高める措置を講じています｡
各監査役は、監査役会において定めた監査役監査基準
に則って策定した監査方針、監査計画に従い、取締役の
業務全般にわたって監査を行っています。常勤監査役は、
取締役会のほか、重要会議に出席し、取締役会および取
締役の意思決定ならびに業務執行の状況を日常的に監査
しています。
監査役会は、業務の執行状況、会計監査・内部統制監
査の経過および結果について報告を受けるとともに、監
査役が実施した監査の状況や結果について代表取締役お
よび取締役会に報告しています。
監査役、監査部および会計監査人は相互に連絡を取り
合い、効率的かつ効果的な監査を実施することに役立て
ています。

定めているほか、経営戦略上のリスクについては、代表
取締役等のトップマネジメントにより臨機に応じて迅速
な処理が図られるよう運営されています。
また、リスクマネジメント統括室を設置し、リスクマ
ネジメント諸活動全般の点検・助言・指導を行う体制を
整備し、発生する可能性のあるリスクの識別を行い、社
内各組織がリスクに対する事前準備と機動的な対応がで
きるようにリスクマネジメントの強化を図っています。
このほか、コンプライアンス統括室を統括部署として
コンプライアンス徹底のための全社的な体制を構築した
上で社員教育を継続的に実施し、法令遵守と企業倫理に
基づく行動の徹底に努めています。
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コンプライアンス
大正製薬グループは経営理念に基づいて、〈紳商※としての企業活動〉の考え方を大切にしながら、
全社を挙げてコンプライアンスに取り組んでいます。

2001年7月に、役員・社員が会社の使命の実現に向
かって活動していく際の判断基準や、様々な職場で行動
する際の基本的な指針となる、大正製薬「全社行動指針」
を制定しました。また、その各項目を具体的に解説した
「コンプライアンス・ガイド」を全従業員に配付し、指針
の周知徹底を図ってきました。
2006年8月には、全社行動指針をより身近で具体的

なものとして理解できるように、全ての部署でそれぞ
れの「部署行動指針」を制定しました。この部署行動指
針は、事業環境の変化はもちろん、組織変更の度に随

時見直しを行い、
実情に即した指針
として各部署で活
用しています。

「行動指針」と「企業行動宣言」の制定

コンプライアンス体制

大正製薬グループ企業行動宣言と全社行動指針は、当社ホームページで開示しています。
http://www.taisho-holdings.co.jp/about/compliance/declaration.html（大正製薬グループ企業行動宣言）
http://www.taisho-holdings.co.jp/about/compliance/principles.html（大正製薬グループ全社行動指針）

URL

1.　 私たちは、私たちが提供する製品を使用し、またサービ
スを利用してくださる生活者の皆様に対し常に誠実且つ
真摯に対応し、皆様の信頼が得られるように行動します。

2.　 私たちは、事業活動の中で収集した全ての情報の管理を
徹底し、個人情報、顧客情報及び機密情報の保護に万全
を期します。

3.　 私たちは、事業活動で接する多くのお得意先様、お取引
先様と、共存共栄が図れるようフェアな態度で接し、適
正な条件で取引きします。

4.　 私たちは、従業員の人権や人格、個性や多様性を尊重し適
切な評価制度を整備するとともに、健康で安全な働きやす
い環境を確保し、働きがいのある職場作りを進めます。

5.　 私たちは、資本市場のルールを遵守し、株主様、投資家
等の皆様に対し的確な情報を公正に適時開示するととも
に、健全な関係を保ちます。

6.　 私たちは、公正、透明かつ自由な競争を行うとともに、
社会とのコミュニケーションを広く行い「良き企業市民」
として積極的に行動します。

7.　 私たちは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会
的勢力及び団体からの要求には一切応じません。

8.　 私たちは、環境問題が人類共通の課題であり、企業活動
が環境に重大な影響を与えることを認識し、自主的、積
極的に環境活動に取り組みます。

9.　 私たちは、国際的な事業活動においては、国際ルールや
現地の法律を遵守することはもとより、文化や慣習を尊
重し、現地の発展に貢献する経営を行います。

10.　 経営トップをはじめとする全ての役員は、本宣言を、具
体的な企業活動において実践していくことが自らの責任
であることを自覚し、率先垂範の上、従業員への周知徹
底を図るとともに、グループ企業に周知させます。

私たちは、永年受け継がれてきた「紳商」の精神に反することのないよう、法令・規則、社会規範、ビジネスルール等を遵守し、
高い倫理観を持って自らを律し、以下の原則に基づいて行動します。

大正製薬グループ企業行動宣言

コンプライアンスへの取り組みを確実に推進していく
ために、大正製薬ホールディングス代表取締役副社長が
コンプライアンス・オフィサーに就任し、専門部署とし
てのコンプライアンス統括室も設置しています。
役員は、コンプライアンス・オフィサーを補佐し、管
轄部門におけるコンプライアンスの啓発を担い、部署長
とグループマネージャーは、部署・グループにおいて、
コンプライアンスの徹底のため､ モニタリングおよび教
育・啓発活動を推進しています。各部署には、コンプラ
イアンス委員が原則2名置かれ、部署長によるコンプラ
イアンスの普及を補佐し、職場におけるモニタリングや
従業員からの相談に対応しています。

2010年4月、社会の変化を勘案し、新たに「企業行動
宣言」を制定して社内外に公表しました。
2014年3月には「携帯版コンプライアンス・ガイド」
も配付し、職場へのコンプライアンスの理解と実践がよ
り進むよう努めています。

携帯版コンプライアンス・ガイド
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相談窓口

● コンプライアンス組織図

指示 報告

協力

支援

協力

支援

教育研修 相談

諮問

答申

トップ

上申

指示 報告

相談・報告

サポート、アドバイス

指示 報告

指示 報告

教育研修

助言 等

相談・通報

相談・通報

担当役員特定分野主管部署

例：人事、資材、薬制、
 QA、環境、他

本部長・副本部長

部署長

グループマネージャー

コンプライアンス委員
〈相談対応主担当〉　〈モニタリング主担当〉

コンプライアンス
諮問委員会

従業員

コンプライアンス・オフィサー

コンプライアンス統括室

当社では、「内部通報規程」に基づき、会社における組
織的または個人的な法令、倫理、社内規程に違反する行
為等に関する相談または悩みなどを受け付ける窓口を次
の通り幅広く整備しています。なお、それぞれの相談窓
口は、大正製薬グループの社員はもとより、契約社員、
パート従業員、派遣社員などに広く開かれており、いず
れの場合も社内規程である「内部通報規程」に則り、相談
者のプライバシーが保護され、関係者には守秘義務が十
分に課せられています。

（1） コンプライアンス統括室ホットライン
コンプライアンス全般に関する相談窓口

（2） 危機管理委員会ホットライン
全社の危機に繋がる問題が社員の身辺に発生した場合の
相談窓口

（3） 社長室ホットライン
業務上で発生した問題を社長に直接報告する窓口

（4） ハラスメントホットライン
セクシャルハラスメント、パワーハラスメント等が身近
に発生した場合の相談窓口

（5） 社外弁護士ホットライン
業務遂行に関する悩みを社外弁護士に直接相談する窓口

（6） カウンセラー室ホットライン
メンタルヘルスの悩みを社外の臨床心理士、精神保健福
祉士等に相談する窓口

用語解説
※　紳商：
社会・生活者の皆様に正々堂々と胸を張れるように正直・勤勉・熱心に
紳士的に事業活動を実践すること。

また、多くの部署に共通するコンプライアンステーマ
を特定し、その啓発を主管する部署を「特定分野主管部
署」として定めました。部署ごとに取り組むコンプライ
アンスの推進と並行して、全社にわたる組織的な活動に
も取り組んでいます。
さらに、大正製薬と大正富山医薬品などの主要国内子

会社の社員は、日々の行動において、社会規範（法令、
社会常識、企業倫理等）および経営理念、企業行動宣言、

行動指針、社内規程を遵守する旨の「コンプライアンス
宣誓書」を提出しています。
このような、職場に根づいたコンプライアンス活動を
幅広く推進することで、コンプライアンスについての考
え方を全社的に展開させるとともに、コンプライアンス
上の問題点や疑問点をすばやく察知・相談しやすい体制
を整備し、会社全体で積極的にコンプライアンスに取り
組めるように努めています。



10 大正製薬ホールディングス株式会社　社会・環境活動報告書 2014

信頼性保証体制
大正製薬では、全ての生活者の皆様をお客様として位置づけています。生活者＝お客様に、
常に安心して安全な製品をご提供するために、全社を通じた信頼性保証体制を構築しています。

企業は生活者の皆様をはじめ、社会からの信頼の上に
成り立っています。そのためには、情報化やグローバル化、
環境対応や法規制の改正など、社会環境の変化を的確に
把握し、社会とのコミュニケーションを広く行いニーズ
に合わせた体制づくりが必要であると考えています。
信頼性を高めるための体制を構築・維持・改善すると

ともに、取り組みの妥当性を継続的に見直すことが重要
です。2004年4月にQA（Quality Assurance：信頼性
保証）本部を新設し、信頼性保証に関係する業務を各プ
ロセスのラインから独立させて一元的に管理し、課題の
抽出および問題への対応を行い、信頼性レベルを維持・
向上させる取り組みを進めています。
「信頼性」は4つの視点から捉えており、これらの視点を
満たすように活動し、また満たされているという確信を
与えるよう活動（信頼性保証）しています。

QA本部は、製造販売後の品質保証および安全管理、
臨床試験の監査、研究所で実施する試験の信頼性保証、
信頼性保証業務の企画立案を行っています。
QA本部の基本的な役割は、製品が法規制に適合する
か、その品質および安全性が科学的に見て証明されてい
るかを評価することにあります。さらにより広い視点か
ら、社会の一般常識や倫理、慣習に適合しているかも評
価しています。
また、これらの評価基準を明らかにするために、信頼
性保証の基本理念と基本方針を作成しています。
その上で、必要な責任者を任命し、信頼性保証を確
実に実践していくためのプロセスにPlan（計画）-Do（運
用）-Check（評価）-Action（改善のための見直し）を組み
込み、運用体制をより良いものに整備・強化すること
に努めています。

信頼性保証体制 信頼性保証の理念と方針

● 信頼性の4つの視点

法令・行政指導

社会の一般常識、倫理や慣習

生活者や
取引先と
取り決めた
契約・規則

経営理念
社内規程
　　　等

信頼性

生活者の視点から、当社製品等の「安全性」の確保と「品質」
の向上に努め、信頼、即ち「安心」と「満足」を得る。そのため
に勇気を持って行動する。

1. 姿　　　　勢－ 生活者の意見に耳を傾け、その期待に応
える。

2. 技 術 水 準－ 世界的視野に立ち、最高の水準を求め続
ける。

3. マネジメント－ 信頼性が保証されるようマネジメントに万
全を期する。

〈信頼性保証基本理念〉

〈信頼性保証基本方針〉

● QA本部の組織図
部署名 業務内容

QA本部

品質保証部 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器および食品等の品質保証
医薬安全管理部 医療用医薬品および治験薬の安全管理

市販後調査部 医療用医薬品の製造販売後調査、製造販売後安全管理・調査における信頼性
保証業務

セルフメディケーション安全管理部 OTC医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、食品および治験薬等の安全管理

治験監査室 国内臨床試験のGCP※1適合性監査、海外臨床試験における信頼性把握と適正
の確認

試験保証室 非臨床試験の信頼性保証、治験薬の品質保証

QA推進室 製造販売業業態管理、研究開発から製造販売後の信頼性保証の推進、QA本部
の運営管理
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QA本部を中心として、研究・開発・製造から製造販
売後まで徹底した信頼性保証体制を敷いています。
まず、研究開発段階での安全性や有効性の評価におい

て信頼される結果を示すことが重要で、試験保証室と治
験監査室が研究開発段階の信頼性を保証しています。
販売する製品については、医薬品の特性に応じて適切

に対処できるように、医療用医薬品とOTC医薬品等の
安全管理業務を専門部署（医薬安全管理部、セルフメディ
ケーション安全管理部）として分けるとともに、両者の

QA本部の運営体制

用語解説
※1　GCP：Good Clinical Practiceの略、臨床試験の実施基準

※2　MR：Medical Representativeの略、医薬情報担当者

※3　SR：Sales Representativeの略、営業担当者（OTC医薬品等）

● QA本部の推進体制

お問い合わせ、
要望・苦情 回答

製造・出荷・報告 出荷適否判定

基準への
適合性調査

調査対応
報告

基準への
適合性調査

調査対応
報告

製品の改良、
新製品開発への反映

回答

お問い合わせ、
要望・苦情

お問い合わせ、
要望・苦情

回答

医薬安全管理部
市販後調査部

セルフメディケーション
安全管理部

品質保証部QA推進室

大正富山医薬品（株）
お客様相談室
MR※2

大正製薬（株）
薬事部（お客様119番室）

SR※3

研究

生活者、
薬剤師等

医師・薬剤師、
卸企業、患者

開発

試験保証室 治験監査室

製造

情報の流れ 運用状況把握・改善実施報告製品の流れ

品質を管理する品質保証部、医療用医薬品の製造販売後
調査等を推進する市販後調査部ならびにこれらの組織を
PDCAサイクルとして維持・推進するためのQA推進室
を設けることで、継続的な信頼性保証体制を運営してい
ます。
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現在、大正富山医薬品では、ルセフィを通じて世界各
地で糖尿病の予防、治療、療養を喚起する啓発運動に参
画しています。同社のMR（医薬情報担当者）は、「世界
糖尿病デー」（11月14日）のバッジ（ブルーサークル）を
常に着用しています。糖尿病
の早期治療、ひいてはセルフ
メディケーションの啓発へと、
大きな観点から生活者の皆様
のQOL向上に貢献していき
ます。

糖尿病に悩む皆様へ
新たな利便性と安心を提供

生活者の皆様のQOL向上に繋がる
活動をめざして

2013年の国民健康・栄養調査の結果では、糖尿病が
強く疑われる人は日本国内で約950万人と推定されてい
ます。しかも、食生活の欧米化や運動不足などの生活習
慣の変化によって、糖尿病患者は年々増え続けています。
糖尿病は、血液中の糖濃度が高い状態、いわゆる高血

糖の状態を指します。高血糖状態が長期間続くと網膜症、
神経障害および腎症等の合併症を併発するため、血糖値
を下げる必要があります。
患者様の治療ニーズのひとつは、薬剤投与回数です。

15年前は1日3回毎食前に投与する薬剤が主流でしたが、
ルセフィは1日1回投与で、24時間血糖値をコントロー
ルできる薬剤です。また、尿に糖を排出して血糖値を下
げる「SGLT2阻害剤」なので、低血糖を起こしにくい薬
剤で、従来と比べて、安心してご利用いただけます。

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0
（年）

出典：厚生労働省　平成24年国民健康・栄養調査結果
1997

690

680

1,370

2002

740

880

1,620

2007

890

1,320

2,210

■ 糖尿病の可能性を否定できない者
■ 糖尿病が強く疑われる者

2012

950

1,100

2,050

（万人）

2012年11月  ノバルティスファーマ社と国内における
販売権許諾契約を締結

2013年4月  国内製造販売承認を申請

2013年9月  欧州糖尿病学会（スペイン：バルセロナ）にて
2型糖尿病患者を対象とした国内第3相臨床試験結
果を発表

2013年12月  国際糖尿病連合世界会議
（オーストラリア：メルボルン）にて2型糖尿病患
者を対象とした国内第3相臨床試験結果を発表

2014年3月  国内製造販売承認を取得

2014年5月  ルセフィ発売

2014年5月 ルセフィ薬価収載

● 糖尿病に関する状況の推計人数の年次推移（20歳以上、男女計）

● ルセフィ発売までの流れ

世界糖尿病デーバッジ（ブルーサークル）

※ 2型糖尿病：インスリンの絶対量が足りないために発病する1型糖尿病に対して、生活習慣と遺伝的な素質が影響して発病するのが2型糖尿病。糖尿病患者の多くを占めています。

医薬事業におけるCSR

糖尿病治療分野における
新薬「ルセフィ」を通じた社会貢献
大正製薬は、2014年5月に2型糖尿病※治療薬としてオリジナル創薬「ルセフィ」を発売しました。初めての領域である
糖尿病治療分野への進出を通じて、より多くの皆様の健やかな暮らしを実現するために貢献していきます。

特集1

Positive Control 
& Active Life
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病気に悩む患者様のために、一日も早く新薬を届ける

医療用医薬品の開発状況

新たな研究分野として糖尿病治
療薬の研究を開始した1998年当
時は、糖尿病治療薬の研究技術や
研究ノウハウがなくゼロからの出
発でした。どのような実験プロト

コールで候補化合物の評価を行うのかなど、まさに試行
錯誤の連続でした。研究に携わるプロジェクトメンバー
が力を合わせ、調査、研究に励んだ結果、幸運にも研究
開始2、3年目という早期段階で開発候補化合物を見い
だし、研究から開発段階に駒を進めることができました。
開発途中では、大正製薬初の経口糖尿病治療薬の開発

テーマとなったTS-021（DPP4阻害薬）やTS-033（初代
SGLT2阻害薬）の2剤の開発に失敗した苦い経験もあり
ましたが、幸いその失敗原因を克服した形で、新薬「ル
セフィ」が誕生しました。
糖尿病の患者様は、今も増加の一途を辿っています。
そして患者様が次に悩まされるのが糖尿病に起因する合
併症です。糖尿病の患者様が安心して充実した生活を送
れるよう、糖尿病に関連する合併症の治療薬を開発する
ことが、私たちが次にめざすところです。
新薬を開発すれば1日に数千人、数万人もの患者様を救

うことができます。たとえ難病であっても医療ニーズがあ
る限り、病気に悩む患者様のもとへ1日も早く新薬を届け
る̶̶これが、私たち製薬会社の使命だと考えています。

■将来の成長を担う、社会からも求められる新薬を創出
大正製薬では、「感染症」「整形外科疾患」「精神疾患」「代

謝性疾患」の4つを研究開発の重点領域と位置づけ、社
会から求められる新薬の創出に努めています。

特
集
1

今後は、炎症・免疫領域の強化をさらに進めると同時
に、医療現場における多様なニーズにお応えすることを
通じて、患者様のQOL向上に貢献していきます。

● 開発品の開発状況と段階

開発コード 剤形 予定適応症
開発段階

国内/海外 開発形態 オリジン
フェーズ1 フェーズ2 フェーズ3 申請/承認

TT-063 外用 変形性関節症等 国内 共同：トクホン トクホン

CT-064 経口 骨粗鬆症 国内 共同：中外製薬 ロシュ

NT-702 経口
気管支喘息

国内 共同：日産化学工業 日産化学工業
閉塞性動脈硬化症
に伴う間歇性跛行

TS-091 経口 中枢性過眠症 国内 自社 大正製薬

TS-071 経口 2型糖尿病 海外 自社 大正製薬

TS-111 経口 うつ病 海外 自社 大正製薬

(2014年6月27日現在)

医薬事業企画部長

宮田則之

VOICE
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ドリンク剤の海外展開を基盤に、OTC医薬品事業を拡大

特集2

大正製薬グループは、1963年より海外展開してきたドリンク剤に加え、
2009年からはタイやインドネシアなどのアジア地域や、メキシコでのOTC医薬
品事業を本格化。世界中の人々の「健康と美」に貢献することをめざしています。

1962年に「リポビタンD」が日本で発売された翌年の1963年、
台湾の「力保美達」発売により、大正製薬の海外事業がスタート。
現在、ドリンク剤事業は、アジアを中心に世界16ヵ国へと拡大
しています。

タイにおいてOTC医薬品を
展開 
かぜ薬「Pabron」および胃
腸薬「Taisho Kampo」を
発売

アジアでのビジネス拡充 
マレーシア「ホウ製薬ホール
ディングス」の全株式を取得

メキシコでのOTC医薬品事業を開始 
メキシコの製薬企業グループ（CICSA社等4社）の全株式
を取得
タイでのOTC医薬品事業を強化 
タイにおけるオソサパ社のOTC医薬品事業をオソサパ大
正に統合するとともに、大正オソサパ製薬に名称変更し、
出資比率を上げました。

マレーシアにおいて 
OTC医薬品を展開 
症状別に選べるかぜ薬
「Pabron」シリーズ、胃腸
薬「Taisho Kampo」を発売

「安心してご利用いただきたい」気持ちを「ハラル※1認証」に。
現地事情を重視し、質の高いOTC医薬品をご提供。

近年経済発展が著しい東南アジ
アでは、OTC医薬品へのニーズも
高いのですが、普及にあたっては現
地の生活習慣、宗教、文化などを深
く理解することが不可欠です。

例えば、マレーシア大正製薬では、2004年にドリン
ク剤「リビタ」のハラル認証を取得しました。きっかけは、
「リビタはハラルですか」 というお客様からのお問い合
わせを数件お受けしたからです。イスラム教徒が多いマ
レーシアならではのお問い合わせでした。

リビタの原材料には動物由来のものがないので、その
点では認証の取得は難しくありません。その一方で、製
造段階で液剤に直接手が触れる工程があるため、製造ラ
インで働くことが許されるのはイスラム教徒のみという
制限もあります。また、年に1回の検査や、工場内のお祈
りの場所（スラウ)設置も義務づけられています。OTC医
薬品では、ホウ製薬ホールディングスでT3（にきび治療薬）
とEllgy（かかとクリーム）が認証を取得しています。はっ
きりとハラル認証マークが製品につくことで、お客様の
「安心」に繋がったことは大きな成果だと思います。
今後も、現地のお客様の声に真摯に耳を傾け、「健康と美」

への貢献とともに「安心」もご提供していきたいと思います。

海外事業管理本部担当　執行役員

黒田 潤

VOICE

●
1962～2003

●
2005

●
2006

●
2009

●
2011

●
2012

アジアでのOTC医薬品 
事業を本格的に開始 
アメリカ「BMS社」のアジ
アにおけるOTC医薬品事
業を買収

セルフメディケーション事業におけるCSR

アジア地域の人々の「健康と美」を願う
海外OTC医薬品事業の展開
大正製薬グループは、世界有数のOTC医薬品メーカーとして、「安全性」「効き目」「利便性」に優れた
様々な製品を通じて、成長市場であるアジアを中心に、生活者の皆様のご期待に応えています。

※1 ハラル：イスラム教で「合法的なもの」であること、そしてもうひとつは健康的、清潔、安全、高品質、高栄養価であること。
 ハラル認証は、イスラム教の基準、工場や施設内の基準をクリアする必要があります。
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アジア諸国の生活者ニーズに
お応えするために

製品の安心・安全、環境保全、
社会貢献の諸活動

タイをはじめASEAN諸国の所得は年々向上しており、
より健康で文化的な生活を求める生活者が急速に増えて
います。OTC医薬品やサプリメントに関しても、優れ
た品質・有用性の高い製品に対するニーズが日増しに高
まっています。
大正製薬グループでは、これまでわが国で培ってきた

優れた製品・経験・ノウハウを生かして、現地の多様な
生活者ニーズにお応えするようOTC医薬品をご提供し
ています。

海外各拠点において、信頼され、愛される企業をめざ
して、現地での法基準を遵守、生活習慣を重視しつつ、
製品の安心・安全、環境保全、社会貢献の諸活動に取り
組んでいます。

特
集
2

※2  GMP：Good Manufacturing Practiceの略、医薬品の製造と品質
管理に関する国際基準。1968年世界保健機関(WHO)が制定。

※3  HACCP：Hazard Analysis and Critical Control Pointの略、食品を製造する際
に工程上の危害を起こす要因（ハザード：Hazard）を分析し、それを最も効率よく管
理できる部分（CCP：必須管理点）を連続的に管理して安全を確保する管理手法。

● インドネシア：大正製薬インドネシア 
マルチビタミンTheragram-Mは医薬品ながらインドネシアにおける
ハラル認証を取得しています。現地のイスラム教徒の方々にも安心し
て服用いただき、健康になっていただけるように努めている事例です。

● マレーシア：ホウ製薬ホールディングス 
湿疹対策クリームのEzerraは、大麦外殻由来の自然原料を用い、ステ
ロイド外用剤では対応できなかった乳幼児への湿疹対策を可能にして
います。大人だけでなく、子どもにも健康になっていただけるように
努めている事例です。

● 製品の安心・安全：マレーシア大正製薬 
ドリンク剤「リビタ」で2004年ハラル認証取得。2006年GMP※2認定。
2011年HACCP※3認定。 

●  環境保全：ベトナム工場 
各現地工場では排水処理設備を完備しており、特にベトナム工場で
は厳しい排水基準をクリアしています。ボイラーを従来の重油から
「木質バイオマスペレット」を使用するものに変更し、CO2排出削減
にも貢献しています。 

●  製品の安心・安全：上海工場 
上海工場では地域と密着した工場をめざして、製造プロセスを見学
できるように見学者用通路を設置しています。 

●  社会貢献：フィリピン大正製薬 
2013年11月にフィリピンを襲った記録的な台風30号の被災者へ、
義援金約460万円を寄付しました。また、約230万円相当の医薬品
の無償提供も行っています。

● 現地ニーズにあった医薬品の提供、サービスの具体例

● 製品の安心・安全、環境保全の具体例

● 社会貢献の具体例

GMP認定

排水処理設備

見学者用通路

HACCP認定

木質バイオマスペレット

見学通路から見下ろせる製造ライン

CICSA社

大正R&D USA 株式会社大正オソサパ製薬株式会社
ベトナム大正有限会社

香港大正製薬(力保健)有限公司
上海大正力保健有限公司

加州大正製薬株式会社

台湾大正製薬股份有限公司
フィリピン大正製薬株式会社

大正製薬インドネシア株式会社
インドネシア大正株式会社
シンガポール大正製薬株式会社

ホウ製薬ホールディングス株式会社
マレーシア大正製薬株式会社

● 主な海外拠点
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大正製薬百年史発刊

大正製薬は、上原正吉という希代の経営者
を得て躍進、発展を遂げ、今日の経営基盤を
築きました。正吉は「商売は戦い 勝つことの
みが善である」「紳商」「正直、勤勉、熱心」など
の言葉に代表される確固たる経営哲学で、大
正製薬を力強く導くとともに将来を託す人材
育成に尽力しました。これらの言葉は我々の
胸中深く刻み込まれ、今後も決して色褪せな
い創業の精神です。

❶ 1912（大正元）年10月、大正製薬所を創業。滋養強壮剤「体素」の成功で、
成長を遂げる。

❷ 1928（昭和3）年、特約株主制を実施して株式会社大正製薬所設立。資
金調達よりは、共存共栄の理念による強力な販売網の確立が主眼であっ
た。翌年、大阪支店を再開設。1936年に旭区へ新築移転した（写真）。
順調に業績を伸ばし、大正製薬の基盤と社風が形成される。

❸ 一面の焦土と化した東京、大阪で、大正製薬の本社・工場・大阪支店は
奇跡的に戦火を免れた。戦後、製薬業界の技術革新が一気に加速。上
原正吉の指揮の下、主力ブランドとなる製品群を次々と市場に送り出す。

❹ 戦後復興から高度成長の時代。民間放送開始とともに大量生産、大量
販売の時代が始まった。1955（昭和30）年、ワシのマークを登録商標とし、
卓抜な広告宣伝により、大正製薬の知名度が一気に上昇する。

❺ 前進上昇する社会風土のなか、1962（昭和37）年に発売した「リポビタン
D」が空前のヒット。大衆薬メーカーとして揺るぎない地位を確立していく。

❻ 高田地区等に分散していた研究部門を統合する総合研究所が1974（昭和
49）年に竣工。高度成長時代が終わり、長引く大不況のさなか営業体制の
整備を図り、研究開発力の強化を軸に多角化への大きな一歩を踏み出す。

❼ バブル景気が到来。国際競争の時代を勝ち抜くべく、新たな経営体制
の下、海外との事業提携、医療用医薬品事業の強化を推進していく。

❽ 1991（平成3）年に発売したマクロライド系抗菌剤「クラリス」は、適応の
追加、製剤の改良を重ね、その後世界130カ国以上で販売されるに至る。

❾ 日本経済は長期停滞に突入。事業体制を見直し、「選択と集中」を推し進
める。1999（平成11）年には、日本初の発毛剤「リアップ」、2009年には
「リアップX5」と大型商品を発売した。2002年には、国内の医療用医薬
品の販売・マーケティングを担う大正富山医薬品株式会社を設立する。

本史では、大正製薬の歴史と先人たちの足跡を数々の写真で振り返
ることができます。大正製薬グループ各社の社員には、そこから未来
への「本業を通じた社会への貢献」を学びとり、また、社外の皆様には、
本史によって大正製薬へのご理解を一段と深めていただくきっかけに
なれば幸いです。

大正製薬を貫く理念

写真で見る̶大正製薬の歩み̶

大正製薬は、大正元年に新しい年号に因んで命名された大正製薬所として誕生し、
2012年10月に創業100周年を迎えました。
過去、「大正製薬80年史」「大正製薬90年史」を発刊してきましたが、
100年という大きな節目に既刊の社史を検証しました。
その内容を抜粋し、直近10年の記述を加えた創業から100年の通史を、
2014年3月に改めて編纂しました。

● 百年史〈点描〉

FOCUS
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社会活動報告
健康でより豊かな暮らしは、誰もが願うものです。
大正製薬グループでは、その実現に貢献するため、医薬
品・健康関連商品、情報およびサービスを、社会から支
持される方法で創造・提供しています。
さらに良き企業市民として、生命科学関連研究への支援、
セルフメディケーションの振興、スポーツや芸術への貢献
など、積極的な社会活動に取り組んでいます。

p.17～28
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大正製薬グループは、生活者の皆様との信頼関係を築き、維持するために、
事業活動を通じた様々なコミュニケーション活動を行っています。

大正製薬本社では、中学・高校生が、社会勉強として
訪れる企業訪問の受け入れを年間通じて行っています。
2013年度に訪問いただいた学校数は25校です。企業訪
問では、大正製薬の会社案内ビデオの上映とともに、医
療用医薬品とOTC医薬品についての説明や新薬ができる
までの過程、食前・食間・食後の服用のタイミングに関
するお話などを通じて、用法・用量を正しく守ることの
大切さや、薬に関する正しい情報の提供に努めています。

■国内3工場で工場見学を実施
大宮・岡山・羽生の各工場では、子どもから高齢者ま

で幅広い年齢層を対象に工場見学を実施し、ものづくり
の現場から「安心・安全」を発信し、品質管理や環境保全
活動についてご理解いただけるよう努めています。
主力製品である「リポビタンD」や「パブロン」などの生

産工程を公開し、2013年度は3工場合計で5,000名を
超えるお客様をお迎えしました。
メイン工場である大宮工場では、県内の小学生を積極

的に受け入れ「体験型工場見学」を実施しており、「働く
人の作業服を着てみよう！」と着衣体験を取り入れたり、
「工業団地について学ぼう！」と地域に密着した内容を取
り入れたりするなど、小学生たちの心に残る見学会を実
施しています。

■豊島区民を対象とした工場見学に参画
大正製薬本社では、2009年より本社所在地である豊

島区が実施している工場見学会に協力しています。工場
見学会は区内在住の小学生親子を対象に実施しているも
ので、大正製薬の大宮工場、または羽生工場を見学先と
しています。医薬品やドリンク剤の製造工程を見学して
いただくことにより、地元区民の皆様に大正製薬の事業
活動に関する理解を深めていただき、信頼関係を築くた
めのコミュニケーション活動のひとつとして取り組んで
います。
また、見学会に参加されたたくさんの子どもたちが毎年、

夏休みの自由研究の題材にこの見学会を取り上げてくれ
ることはとてもありがたいことです。これをきっかけに
健康の大切さに興味をもち医薬品の重要性に気づいてく
れる子どもが一人でも増えてくれることを願っています。

中学・高校生の企業訪問に幅広く対応工場見学

生活者とともに

充填着の着衣体験

岐阜県可児市立広陵中学校様
リポビタンＤのレプリカを前に記念撮影

青森県八戸市立江陽中学校の生徒さんが作成してくださった企業訪問新聞
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大正製薬は、全国各地のお祭り会場にて、お祭り出演
者や参加者の皆様に、冷えたリポビタンDをサンプリン
グしています。
これは、リポビタンDを日頃ご愛飲いただいている方々

への感謝の気持ちを表すとともに、より幅広い年齢層の
方々にリポビタンDを飲んでいただき、ファイトをチャー
ジしてお祭りを盛り上げていただこうというものです。
今後も、お祭りなどのイベントで、多くの方々にリポ

ビタンDをお届けすることで、全国各地のファイトを支
えていきたいと考えています。

大正製薬は2006年、「あなたのより健やかな毎日のた
めに、そして本当の美しさのために」をテーマに通信販売
を開始し、製薬会社ならではの安全と安心の品質にこだ
わった商品をお届けしています。

大正製薬では、2013年11月6日、生活者の皆様に向
けて「若々しく生きるためのセルフケア」と題したセミ
ナーを開催しました。座長として国際医療福祉大学 学長 
北島政樹先生にご挨拶いただき、講演では国際医療福祉
大学 脊椎脊髄センター教授 福井康之先生より「腰痛への
対処方法」を、同志社大学生命医科学研究科アンチエイ
ジングリサーチセンター教授 米井嘉一先生より「アンチ
エイジングの実践」をテーマにご講演いただきました。　
一般の生活者の皆様を大正製薬にお招きしてのセミ

ナーは初めての試みでしたが、腰痛やアンチエイジング
について直接生活者に情報提供を行うことで、大正製薬
を身近に感じていただく機会となりました。

リポビタンＤは全国各地のお祭りを応援 大正製薬ダイレクト

大正製薬セルフケアセミナー開催青森ねぶた祭の広告

大正製薬ダイレクト　トップ画面

大正製薬本社2号館上原記念ホールにて
テレビ会議システムにより関西支店会場と九州支店会場にも中継し、
806名の皆様にご参加いただきました金沢百万石まつり百万石まつり
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大正製薬「お客様119番室」では、薬局・薬店で販売さ
れるOTC医薬品、コンビニエンスストアやスーパーでも
販売されている医薬部外品、その他食品（特定保健用食
品など）に関するご相談に対応しています。大正富山医
薬品「お客様相談室」では、医療用医薬品に関するご相談
に応じています。営業部門・開発部門・研究所・工場・
各支店と連携をとりながら、「親切・誠実・スピーディ」
な回答でお客様からの信頼をいただけるよう、積極的な
情報提供に努めています。
お客様の声はデータベースとして蓄積され、有用な情

報は関連部署に通知し、製品の改良・サービスの改善に
反映させています。

大正製薬「お客様119番室」と
大正富山医薬品「お客様相談室」

大正製薬「お客様119番室」
　TEL.03-3985-1800　8:30～21:00（土・日・祝日を除く）
大正富山医薬品「お客様相談室」
　（フリーダイヤル）0120-591-818
　9:00～17:30（土・日・祝日を除く）

健康情報誌『セルフドクター』は、1997年より季刊で
発行しています。これは、家族の健康を守る30～50歳
代の主婦層（ファミリーナース）を主な読者とし、病気や
薬の生理・病理・治療・薬理の知識や、最新の健康情報
を専門家の監修のもと、生活者にわかりやすく提供して
いるものです。現在では、薬局・薬店など約4,200店舗
に約30万部を配布しています。

2000年からは、健康と美を願う人のための情報サイ
ト「セルフドクターネット」を開設しています。このサイ
トは、身体の部位ごとにアドバイスを探せる「ドクターQ
＆A」、日々の生活と健康維持の関連を説く「ファミリー
ナースの心得」、健康にいい料理を紹介する「ヒーリング・
クッキング」など多彩なコーナーを設けて、健康に関する
情報を提供しています。

「セルフドクター」

「セルフドクターネット」

セルフドクター

セルフドクターネット　画面

生活者とともに

大正製薬では、メーカーにできる医療安全対策として、
一部製品において、シートのどこで切り離しても何の薬
なのかをわかるようにした「ピッチ印刷」に取り組んでき
ました。2008年からは、新たな誤飲・誤用の防止策と
して、クラリス錠200で「錠剤へのカナ印字」に着手しま
した。
今後も、医療安全対策に対する企業姿勢として、これ

らのことに積極的に取り組んでいきます。

医療安全対策への取り組み

印字ロールを通って、錠剤に製品名が印刷されます
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公益財団法人 上原記念生命科学財団

生命科学研究に従事する方々に対して、研究助成（助成
金贈呈）、海外留学助成、功績を挙げられた方への褒賞（上
原賞）、国際シンポジウムの開催などを行ってきました。

生命科学振興事業の一環として、シンポジウムを開催
しています。2014年6月には、第11回国際シンポジウ
ム「革新的医療を創生する医学研究」を開催しました。

2014年3月、本社2号館上原記念ホールにて、上原賞・
助成金贈呈式が催されました。今回の上原賞は「幹細胞
の自己組織化による臓器形成の自律制御原理の研究」笹
井芳樹氏（理化学研究所発生・再生科学総合研究センター
副センター長）、および「細胞膜輸送の分子機構の解明」
濡木 理氏（東京大学大学院理学系研究科教授）が受賞し
ました。

1985年2月、故名誉会長上原正吉の足跡を記念し、
大正製薬創業70周年記念事業として、上原記念生命科学財団が設立されました。
「医薬品の開発をはじめとする生命科学に関する諸分野の研究を奨励し、
もって国民の健康と福祉の向上に寄与する」ことを目的としています。
これまでに行った助成は約7,600件、助成金等の交付総額は約230億円となりました。

● 2013年度助成金の内訳

2013年度
助成金総額

12億2,180万円

研究助成金
4億5,000万円

海外留学助成金
リサーチ
フェローシップ
2億3,980万円

研究推進
特別奨励金
4,000万円

研究奨励金
1億8,000万円

その他
5,520万円

海外留学助成金
ポストドクトラル
フェローシップ
1億4,680万円

上原賞
4,000万円

特定研究助成金
7,000万円

● 研究支援内容

上原賞（研究業績褒賞） 生命科学の分野において独創的な内容の研究に従事し、顕著な功績を挙げた、
活躍中の研究者を褒賞〈正賞：金牌、副賞：2,000万円〉

特定研究助成金 研究の進展が待たれる特定分野の研究を助成（3年間助成し、研究成果は
財団主催の国際シンポジウムで発表）〈助成額：A 1,500万円、B 900万円〉

研究助成金 日本在住の研究者を助成〈助成額：500万円〉
研究奨励金 日本在住の若手研究者を助成〈助成額：200万円〉
研究推進特別奨励金 医学部・薬学部で独立した研究室を立ち上げた教授を助成〈助成額：400万円〉
海外留学助成金リサーチフェローシップ 若手研究者（留学中の年収600万円以下の方）で海外留学を希望する方を助成
海外留学助成金ポストドクトラルフェローシップ 博士号を有するか翌年4月までに取得見込みの若手研究者（無収入の方）を助成

FOCUS

「2013年度 上原賞・助成金贈呈式」会場の様子

助成金や国際シンポジウムなどで、
ライフサイエンスの未来を応援しています。

研究者への貢献 シンポジウムの開催

上原賞・助成金贈呈式
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社会とともに
大正製薬グループは、各社において地域の一員として自治体などと協力し、
住民の方々との信頼関係を築きながら様々な社会貢献活動を行っています。

■野球
大正製薬は2013年より、一般社団法人日本野球機構が

開催する新人選手選択会議（プロ野球ドラフト会議）の番組
提供を通じて、プロ野球界の未来を担う若者たちの夢を
応援しています。また、一般財団法人世界少年野球推進
財団による「世界少年野球大会」への協賛を通じて、世界の
青少年に友情と親善の輪を広げることに寄与しています。

本社では近隣自治体や警察、消防などと一体となり、
地域の安全、安心対策を推進しています。警視庁目白警
察署管内の｢目白地区特殊暴力防止対策協議会｣は、警視
庁管内の警察署所管区域に設置された特殊暴力排除を目
的とした地区協議会のひとつで、当社はその発足時より
継続して諸活動に参加しています。
また、本社周辺の自治会、区施設、企業等、計8つの

団体で｢豊島区高田地区災害時相互応援協定｣を締結し、
近隣施設の避難訓練に協力するなど地域と一体となった
災害対策を推進しています。

飢餓のない世界をめざして世界的な飢餓救済支援活動
を行っているWFP（国連世界食糧計画）の活動趣旨に賛
同し、2008年よりWFPを支援するNPO法人「国連
WFP協会」の評議員として支援活動を行っています。ま
た2009年より一般市民を対象とした参加型支援企画
「ウォーク・ザ・ワールド」への支援も行っています。

新聞各社の科学分野を担当する記者に対して、最新の
医学情報の提供を目的とした「生命科学フォーラム」を
1986年から現在まで継続して開催しています。2013年
度に開催したフォーラムに参加された記者の皆様は延べ
178名で、最先端研究の話題から広義の生命科学領域の
話題まで幅広く生命科学に関する情報を提供しました。

■ラグビー
2001年より、ラグビー日本代表チームをオフィシャ

ルスポンサーとして支援しています。2002年から海外
の代表チームなどを招いて日本代表が対戦する「リポビ
タンDチャレンジカップ」の大会冠スポンサーも務めて
います。さらに2013年からは、ヨーロッパ遠征にも協
賛しています。また、日本代表選手が子どもたちにラグ
ビーの楽しさを教える「タグラグビー教室」の協賛を通じ
て、ラグビーの振興に寄与。2013年からは7人制ラグ
ビー日本代表チームも支援しています。

スポーツ振興を通じて 本社地域自治体とのつながり

社会活動への参加、協力

200回を超える生命科学フォーラムの開催

●第202回（2013年5月）
「最新型ウイルス“G47Δ”でがんを滅ぼす!－がんのウイルス
療法、開発最前線－」
講師：藤堂具紀（東京大学医科学研究所・先端医療研究セン
ター・先端がん治療分野教授、東京大学医科学研究所附属病
院・脳腫瘍外科教授（兼任））
●第203回（2013年7月）
「病理医の使命－病理診断・トランスレーショナル研究・『医
療の質』向上への貢献－」
講師：深山正久（東京大学大学院医学系研究科人体病理学・
病理診断学分野教授、東京大学医学部附属病院病理部長）
●第204回（2013年9月）
「皇室も巻き込んだマイコプラズマってどんな生き物?－秋冬
の流行シーズンを控え注目の感染症について知る－」
講師：成田光生（札幌徳洲会病院小児科医長）
●第205回（2013年12月）
「骨粗鬆症治療が変わる!－エリゾンサービスの新たな展開・
その資格認定化を前に－」
講師：萩野 浩（鳥取大学医学部保健学科教授、鳥取大学医学
部附属病院リハビリテーション部長）
●第206回（2014年2月）
「小鳥から学ぶ言葉の起源－生態学的要因と脳機構－」
講師：岡ノ谷一夫（東京大学大学院総合文化研究科広域科学
専攻生命環境科学系教授）
●第207回（2014年3月）
「細胞膜輸送の分子機構の解明－生命原理の探求から医薬応用まで－」
講師：濡木 理（東京大学大学院理学系研究科生物化学専攻教授）

プロ野球ドラフト会議 第23回 世界少年野球大会 

ラグビー日本代表チーム　©2014.JRFU
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医薬品企業は研究開発から製造販売に至る全ての段階
で、医療機関等との連携が不可欠であることから、その
透明性を確保し、高い倫理性を担保することが必要とな
ります。
そこで大正製薬グループは医薬品を扱う企業として常

に高い倫理性と透明性を確保し、社会の依頼に応えてい
けるようプロモーションコードを制定して、体制を整え
て業務を行っています。
大正富山医薬品では、日本製薬工業協会の「企業活動

と医療機関等の関係の透明性ガイドライン」に対応し、
大正製薬では、日本OTC医薬品協会の「OTC医薬品企
業の活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン」を
受けて情報公開に取り組んでいます。

優れた医薬品を創り出すためには、ヒトの遺伝子や細胞
などを研究する必要があります。また、そうして生まれた
新薬候補物質の安全性や有効性は、動物実験を行って初
めて確認することができます。そのため、医薬品の研究開
発には、生命倫理を含めた高い倫理観が求められます。
遺伝子解析やヒトの細胞などを用いる際は、その科学

的な妥当性のみならず、人権の尊重や安全確保、個人情
報保護など、生命倫理に十分な配慮が必要です。そのた
め、社内に定めた規程※1に則り倫理委員会による公正、
中立な審議を経た上で研究を行っています。
また、動物実験に関しては、「動物愛護及び管理に関す

る法律」等の法令に則り、その福祉的な理念である3Rs※2

を基本とした社内規程等を制定しました。それらに基づ
き動物実験委員会で実施の可否の審査、その運用の自己
点検を行い、動物福祉に配慮した適正な動物実験を実施
しています。さらに、2012年7月に公益財団法人ヒュー
マンサイエンス振興財団による動物実験実施施設認証を
取得しました。

プロモーションコードと
透明性ガイドラインの策定

医薬品の研究開発に求められる配慮

公益財団法人 上原美術館
●上原近代美術館
地域に寄り添い近代美術の振興に努める
西洋近代絵画、日本近代絵画、彫刻などの多彩なコレクショ

ンが集結した上原近代美術館は、2000年春に、伊豆の山々
に囲まれる静岡県下田市に開館しました。作品の公開だけで
なく、専門家を招いた講演会・講習会などの幅広い文化活動
を行い、地域文化の振興に努めています。また、「学校によ
る美術館利用の手引き」を作成し、美術の鑑賞教育に活用い
ただけるメニューを紹介しています。

2013年度の教育普及活動 
●収蔵品を中心とした４テーマの展覧会
●上原近代美術館だよりの発行
● 授業入館、出張授業、各種講座（ワークショップなど）、職場体験、
博物館実習の受け入れ、先生のための鑑賞教育研修、美術館や
美術作品に関する情報や資料の提供

2013年度の文化普及活動 
● 写経教室作品展、写仏教室作品展、仏像彫刻教室作品展、新春特
別陳列展、春季企画展「伊豆の涅槃図」、秋季企画展「癒しの仏 薬
師如来～伊豆の薬師如来像～」、特別展「上原仏教美術館の名品展」

●美術館だよりの発行
●写経教室、写仏教室、仏像彫刻教室
● 講演会の開催「国宝　阿修羅像を考える　講師：金子啓明氏（興
福寺国宝館長、東京国立博物館名誉館員）」

●上原仏教美術館
仏教美術の調査活動など地域文化の振興に寄与
木彫の仏像百数十体をはじめ、仏教美術に関する資料を保

管・展示している上原仏教美術館は、仏教美術の素晴らしさ
と奥深さを一般の方々にも知っていただき、親しんでもらえ
る場所として1983年5月に開館しました。わが国でも珍し
い仏教美術専門の美術館で、仏像の常設展示のほかに、仏像
彫刻・写仏・写経の講習会や講演会の実施、仏教美術の調査
活動などの地域文化の振興に貢献しています。

TOPICS

用語解説
※1　社内に定めた規程：
「ヒト組織・細胞等を用いる研究に関する倫理規程」

※2　3Rs：
Replacement（動物実験に代わる方法はないか）、Reduction（動物数を減
らせないか）、Refi nement（苦痛を和らげられないか）の頭文字

授業入館の様子

講演会の様子
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経営理念に掲げた会社の使命と、従業員一人ひとりの自己実現への目標が一致することをめざして、
当社および大正製薬、大正富山医薬品は、会社と従業員がともにより良い職場環境づくりに取り組んでいます。

従業員とともに

一人ひとりが成長し、プロの企業人として「自立して」
「会社の業績に貢献し」「会社にとって必要な人材」となる
ことが社会から求められている昨今、従業員の個性を尊
重し、バックアップ体制づくりに取り組んでいます。

■女性の雇用・管理職への登用
従来より女性が活躍できる会社となることをめざし、

採用および職場環境の整備を積極的に進めています。当
社および大正製薬の女性従業員比率は2014年3月末時
点で27.6％です。
また、同管理職層に占める女性の割合は、2014年3

月末時点で12.1％である一方、女性比率が比較的高い
研究所では21.9％となっています。5年前と比べ、管理
職層に占める女性の割合は3.0％、ライン管理職に占め
る女性の割合は2.7％増加しました。

■高齢者雇用
高齢者の能力の積極的な活用に関して社会的要請が高

まるなか、65歳まで就業可能な再雇用制度を導入して
おり、当社および大正製薬では、2014年3月末時点で
118名が再雇用制度により勤務しています。
また、高齢者雇用安定法の改正にも対応し、希望者全

員の雇用にも対応しています。さらに、再雇用者に対する
業績報奨の制度を新設し、一層の意欲向上を図っています。

■階層別研修
主任および管理職層である主事への昇格時には、各階

層で求められる役割・行動・規範を学び、職場における
対人影響力や管理のノウハウなどを身につけるための、
階層別研修を実施しています。
このほか、新任マネージャーに対する研修、任用時の

ガイダンス等、管理職層向け研修の充実を図っています。

■全社共通基礎教育
2010年４月より、全従業員の基礎能力の底上げを図

る目的で、経営理念、マナーなどの共通テーマを各部署
単位で教育する全社共通基礎教育を実施しています。

■トータルライフプラン研修
社員一人ひとりの人生設計を支援する目的で、人生の

節目(入社4年目、32歳、42歳、54歳、58歳)にライフ
プランを考えながら今後の人生の目標について具体的に
見つめ直す機会となるトータルライフプラン研修を実施
しています。

雇用・育成

● 2013年度　年間計画

月 テーマ
4 マナー
5 部署ごとの教育テーマ
6 情報管理
7 創業の精神・経営理念
8 部署ごとの教育テーマ
9 コミュニケーション
10 環境活動
11 社内規程
12 コンプライアンス
1 リスクマネジメント
2 部署ごとの教育テーマ
3 薬害教育

研修の様子（2013年度は491名が受講）

全社共通基礎教育勉強会の様子
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■退職金・年金制度
社員の老後生活の安定を図るために、退職金の一部を

年金化した確定拠出年金制度を導入しています。
毎月、社員へ向けて運営管理機関からのタイムリーな

情報を紹介しているほか、ファイナンシャルプランナー
を招いたセミナー開催による継続教育を実施しています。

■自己啓発支援制度
社員の自己学習を支援・促進するために、指定の通信

教育講座の修了者に対し、受講料の半額を会社が支援し
ています。2013年度は、延べ269講座の申し込みがあ
りました。

● 人気講座BEST10

順位 テーマ
1 ヒアリングマラソン6ヵ月コース 
2 英会話コエダス 
3 すずめの学校(書き取り) 
3 〔iPhone・iPad対応〕TOEICテスト650点突破マラソン 

3 これでわかるExcel応用編
【2000～2003／2007／2010対応選択】 

3 TOEICテスト800点攻略プログラム 
7 話す力を磨く 
7 1からはじめる! 税金・年金・マネープラン 
7 Excelデータで見える化術 ピボットテーブル編 
10 ヒアリングマラソンベーシック Kikuzo! 
10 Excel関数活用100【郵便添削／WEB添削 選択】

自己啓発ガイド2013

大正製薬労働組合・大正富山医薬品労働組合は、
2014年3月末現在2,800名の組合員で構成されていま
す。「会社の健全な発展により、働く者の雇用の安定・
生活向上がある」ことを労使の共通認識として、働きが
いのある環境づくりをめざしています。組合の社会貢献
活動として、募金・寄付活動や、医薬品産業労働組合連
盟主催フォーラムへ積極的に参画しています。

事故・労働災害を防ぐ活動を引き続き行っています。
大正製薬の2013年度の労働災害発生件数は、15件でし
た（通勤災害6件を含む）。
交通安全の取り組みでは、

営業部の新入社員全員に対
し、教育の一環として安全
運転センターでの研修を
行っています。また、営業
職従業員への啓発活動とし
て毎月「交通安全ニュース」
の配布を行い、交通労働災
害防止に努めています。

労働組合との関わり

交通安全の啓発

「交通安全ニュース」

■部署内親睦支援制度
2013年度より、部署内で実施されるコミュニケー

ション向上を目的とした親睦行事に対する支援制度がス
タートしました。支援制度が導入されたことで、職場内
の親睦機会が増加し、上司と部下のコミュニケーション
がより向上し、さらにスムーズで効率的に仕事が運ぶ職
場の運営に役立っています。

自然災害や事故などの非常時の対応の一環として、携
帯電話を利用した安否確認システムを導入しています。
災害時に従業員の安否確認が速やかに行えるよう、シス
テムの運用テストを実施するのに加えて、非常時も家族
同士で連絡が可能となるように、日ごろより連絡方法を
取り決めておく大切さを人事部ホームページに掲載して
います。

安否確認システム
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仕事と生活を共存させながら、能力を十分に発揮し、
それぞれが望む人生を生きる自己実現をめざして、ワー
クライフバランスに取り組んでいます。
当社および大正製薬の2013年度年次有給休暇取得率

は53.9%、一人当たりの年次有給休暇取得日数は10.0
日でした。
また、年次有給休暇の取得促進策として、心身のリフ

レッシュとメリハリのある働き方を図ることを目的に
「リフレッシュ休暇制度」を導入しています。これは、年
次有給休暇を最大5日間連続して取得できる制度で、毎
年取得することができます。同2013年度のリフレッ
シュ休暇取得率は、78.2%でした。
さらに、失効した年次有給休暇を最大60日積み立て

る「ストック休暇制度」は、連続1週間以上の本人の私傷
病や家族介護時に休暇として利用できるほか、災害支援
や各種ボランティア活動時にも活用できる休暇制度とし
て運用されています。

■仕事と育児・介護の両立支援制度
少子高齢社会到来を踏まえ、様々な制度を導入してい

ます。
当社および大正製薬は、2014年3月末現在、育児休

業制度取得者は45名、育児短時間勤務制度取得者は
113名です。
2010年4月より、子女が小学校3年生を終えるまで利

用可能な「育児フレックス勤務制度」を導入しました。さ
らに休業中も職場との意思疎通を図るための仕組みづく
りを行っています。
意欲の高い社員が、育児・介護をしながら働き続ける

ことができるよう、引き続き関連諸制度の整備・拡充に
努めています。

福利厚生倶楽部〈育児プラン〉の導入
社員が提携ベビーシッターサービスや提携保育施設を

利用した際に、費用の一部補助を受けることができる制
度を導入しています。また、育児に関する悩み相談や、
専用Webサイトからの情報提供も行っています。

育児休業中のe-ラーニングシステムの導入
育児休業中の能力向上とスムーズな現場復帰のための

情報提供の場として機能しています。

従業員の健康維持のため、通常の定期健康診断に加え
て特定健診、歯科検診、人間ドック補助等を健康保険組
合と合同で実施しています。
また、安全衛生委員会を通じて、長時間労働者と産業

医との個別面談や健康指導を実施しています。

■メンタルヘルスケア
イントラネットに専用のサイトを設け、メンタルヘル

スに関する啓発を推進するとともに、事業所ごとの相談
窓口となる担当者を明記しています。また、カウンセリ
ング会社とも契約し、様々な相談ができる従業員支援プ
ログラムを整えています。相談者のプライバシーは十分
配慮され、個人情報が開示されることはありません。外
部講師による講習会も随時開催しています。

■禁煙への取り組み
社員の健康維持・管理ならびに健康産業としての理念

に基づき1999年より禁煙推進運動を続けています。
これまで、全館禁煙(屋外に1ヵ所のみ喫煙場所を設置)、

イントラネットによる禁煙情報の提供、禁煙チャレンジ
企画、啓発ポスター掲示、全社一斉禁煙デーの実施、禁
煙関連書籍貸し出し、喫煙・禁煙に関する意識について
のアンケート調査およびフィードバック、さらに大正製
薬健康保険組合と共同で禁煙希望者を支援するキャン
ペーンの実施などを行ってきました。
このような取り組みの結果、喫煙率は1998年度の

52.0％から2013年度には過去最低の17.7％まで低下
し、喫煙者も初めて900人を下回りました。今後も、
禁煙への意識をより一層高めるために力を注いでいき
ます。

ワークライフバランス 健康管理

● 当社の喫煙者と喫煙率の推移

従業員とともに
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医薬品や関連する情報・サービスを生活者の皆様にお届けするためには、資材などの仕入先、外注先はもちろん、
販売店様や卸売業の方々のご協力が不可欠であると認識しており、その信頼関係の強化に努めています。

イーグル研究会は、
経営に積極的な薬局薬
店様が大正製薬と相互
の事業発展をめざす目
的で2002年に発足し
た研究会です。
生活者の皆様が、本

当に欲しい「モノ・情報」
とは何か、また商品を通した販売ノウハウの開発、新し
い経営に関する手法など、幅広い研究をめざしています。
2013年度のキーワードは、「NEXT INNOVATION～革
新～」を掲げ、2014年度に向けて改革していく年として
取り組むことを確認し合いました。
イーグル研究会は、全国12支部で構成されており、加

盟している薬局薬店様は約1,400企業になります。

■購買に関する考え
コンプライアンスや企業倫理が厳しく問われるように

なった現在、「公正で公平な取引を行い法令を遵守する」
という購買についての考え方がますます重要になってい
ます。当社従業員への周知徹底のみならず、取引先様に

イーグル研究会

公正な取引

●適正な取引先選定と取引条件の決定
●安定調達・コスト管理・取引先管理
●正確な購買手続き
●資材部員としての知識・能力の向上
●購買コンプライアンスの徹底

資材部行動指針

大正富山医薬品株式会社
「糖尿病フォーラム～糖尿病治療の新たなる幕開け～」開催

2014年5月31日にザ･プリンスパークタワー東京のコンベンション
ホールにおいて、大正富山医薬品主催の「糖尿病フォーラム～糖尿病治
療の新たなる幕開け～」を開催しました。当フォーラムでは、糖尿病研
究の最前線でご活躍されている先生方より、糖尿病治療の現状や今後
の展望、特に2型糖尿病治療薬の選択的SGLT2阻害薬に関する最新情報
についてご講演いただきました。昨今、選択的SGLT2阻害薬の新薬が
続々と誕生するなか、全国から1,253名の先生方にご参加いただきまし
た。今後も、医療関係者に向けた情報提供を行うことで、医療の向上
に寄与していきます。

TOPICS

「糖尿病フォーラム」会場の様子

取引先とともに

■取引先様に向けた研修会
コンプライアンスや環境への取り組みなど、当社の方

針や医薬品業界の動向などをご理解いただくために、取
引先様に向けた研修会や工場見学を実施しています。

対しても、このような考え方を理解し、協力していた
だくようお願いしています。

資材部では、上記行動指針を定め、適正に購買を実施
するよう、努めています。

特別講演
株式会社ダイシン百貨店
西山 敷社長

総会で挨拶される
薬ほそい
細井和宏会長

「平成26年度　春季お取引先様懇話会」　研修会の様子
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社会活動報告

株主・投資家の皆様から信頼を得るため、適切な情報発信を行うことで当社への理解を促進しています。

当社は、安定的な配当を継続するとともに、企業体質
の強化を図るため、内部留保の充実にも努めています。
内部留保金は、競争力強化と事業の拡充・発展を目的と
した投資等に充当していきます。また、これらの資金需
要を総合的に見極めながら、資本効率の向上と機動的な
財務政策の実現を目的とした自己株式の取得を弾力的に
実施していく予定です。
配当方針としては、各期の当社の連結業績に概ね対応

することとし、特別損益を除いた当該期純利益の30％
を配当性向の目処とします。なお、この配当性向が
30％を超えるような場合にも、特段の事情がない限り
最低1株当たり100円の年間配当を維持する予定です。
2014年度は、1株当たり110円（中間50円、期末60円）

の配当金を予定しています。

当社では、株主・投資家の皆様のみならず、広く社会
の信頼を得るために、迅速かつ正確、公平な情報開示に
努めています。重要情報をはじめとする必要な情報につ
いては、東京証券取引所の適時開示情報閲覧サービス
（TDnet）、ニュースリリース配信などによる速やかな
開示を行っています。また、当社ホームページ上に、「株
主・投資家の皆さまへ」のページを設け、決算関連資料、
ニュースリリースに加え、財務ハイライトや年次報告書、
有価証券報告書、インベスターズガイドなどの各種資料
等をご覧いただけます。これからも適切な情報提供の取
り組みを行っていきます。

毎年、本決算発表時に、証券アナリスト・機関投資家
の方々を対象とした説明会を開催しています。また、第
1から第3四半期決算発表時は、電話会議システムによ
る説明会を催しています。
このほかにも、国内各地の証券会社で個人投資家説明

会を開催しています。これらの説明会を通して、当社へ
の理解を深めていただくことにより、企業価値の向上を
めざしていきます。

株主還元

情報提供

投資家説明会

● 1株当たり配当金（左軸）／配当性向（右軸）

個人投資家説明会

IRツール

35.036.930.4 27.3

150

50

100

0
（年度）

■ 1株当たり配当金

2011 2012

90

120
110

2013 2014

110（予定）

（予定）

（円）
120

40

80

0

（%）●  配当性向

株主・投資家とともに

● 個人投資家説明会の開催実績
年月日 場所 地区

2013年
5月21日 大手銀行系証券会社 首都圏
9月4日 大手証券会社 首都圏

9月17日 大手証券会社 首都圏
11月26日 大手証券会社 東北地区
11月27日 大手証券会社 東北地区
12月4日 大手銀行系証券会社 関東地区
12月6日 大手証券会社 関東地区

2014年
2月20日 大手証券会社 九州地区
2月21日 大手証券会社 九州地区
3月12日 大手証券会社 首都圏
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環境活動報告
環境問題は、全世界的な課題となっています。
企業活動においても、環境保全に積極的に努力するよう
求められています。大正製薬グループでは、商品の研究
開発、生産、廃棄、流通、販売までの企業活動全般にわたっ
て、環境に配慮した事業活動を推進しています。
これからもグループ一丸となって、持続可能な循環型社
会の実現と自然環境との調和をめざして、様々な環境活
動に取り組んでいきます。

p.29～43

環境経営範囲：大正製薬本社、北日本支店、北日本支店 札幌事業所、中
日本支店、中日本支店 金沢事業所、関西支店、中四国支店、中四国支店 
四国事業所、九州支店、横浜事業所、沖縄事業所、3工場（大宮、羽生、
岡山）、総合研究所、5物流センター（広島、仙台、横浜、大阪、福岡）など、
大正製薬グループ会社のうち、大正富山医薬品（支店傘下のオフィスは含
めていません）、目白興産、大正製薬物流サービス
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環境活動報告

環境負荷の全体像

環境活動の考え方の基本は「インプット」「アウトプッ
ト」の削減であり、物質・水・エネルギー各々について
設備・運用方法の改善、排出物の有効利用などを行い、
改善を図っています。
重要取り組み課題は【二酸化炭素排出量の削減】【廃棄

物最終埋立処分量の削減】であり、環境活動もこの2つ
に重点をおいて実施しています。

環境負荷について
●二酸化炭素排出量の削減
　（地球温暖化防止対策）
　地球温暖化防止のために二酸化炭素の削減が世界的な課題
になっているため重要課題に選定
●廃棄物最終埋立処分量の削減
　廃棄物の最終埋立処分場が逼迫している日本では、廃棄物
の削減が大きな課題となっているため重要課題に選定

重要取り組み課題

研究開発から生産・物流・販売に至るまでの、様々な原材料・水・エネルギーなどの資源投入が与える、
環境への影響を定量的に把握しています。

● 環境負荷の全体像

再利用

物質 事業内廃棄物：リサイクルの推進

排気：排出抑制・有効利用促進

エネルギー（物流・販売関連含む）：
省エネルギー推進

（容器包装リサイクル法に従って再生利用）

環境活動推進インプット

容器包装リサイクル法の
対象になる材料

研 究

生 産

物流販売

アウトプット

●原料：  17,875 トン
●材料： 74,638 トン
 （2012年度実績）

●事務用品（コピー紙）：  120.1 トン

水：排水の有効利用推進

●地下水： 59.0 万m3

●工業用水： 2.0 万m3

●上水道水（生活用水）： 27.1 万m3

●中水（雨水）： 0.5 万m3

●電気： 6,824 万kWh
●都市ガス： 820 万m3

●LPG： 794 m3

●A重油： 1,312 kL
●再生可能エネルギー
　（太陽光発電、風力発電）： 7,743 kWh
●ガソリン： 1,845 kL
●軽油： 1,748 kL

●総排出量：  6,224 トン
◆最終埋立処分量： 18.6 トン

市場における
容器包装廃棄物
●販売実績値（重量）※： 74,638 トン
 （2012年度実績）

排水：有効利用推進

●公共用水への排水：  6.0 万m3

●下水道への排水：  54.2 万m3

●BOD（生産・研究）： 41.5 トン

●NOx（生産・研究）：  18.5 トン
●NOx（販売・輸送）：  47.1 トン
●SOx（生産・研究）：  0.5 トン

●二酸化炭素
◆エネルギー起因：  4.8 万t-CO2

◆物流・販売起因：  0.9 万t-CO2

※容器包装リサイクル法の対象となる容器包装のみ

●冷却排水： 3,365万m3

●材料： 一部再利用
●排熱： 一部再利用
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地球温暖化防止

二酸化炭素の排出抑制

二酸化炭素は地球温暖化の主要な要因物質であり、その排出量を削減することは世界的な課題となっています。
大正製薬グループでは、下記の目標を掲げ、省エネルギー活動を中心に取り組んでいます。

2011～2015年度における“全社のエネルギー消費原
単位の推移”と“埼玉県内事業所の二酸化炭素排出量の推
移”をグラフにまとめました。
2013年度は、全社のエネルギー原単位が対前年度比

で5.7％悪化し、2011～2013年度の平均で2.3％の悪
化となり、現在のところ目標に届かない状況です。生産
額の減少の影響により工場におけるエネルギー効率が低
下したこと、生産関連倉庫に空調設備を新設したこと（製
品倉庫・2012年度、危険物倉庫・2013年度）、製造時
に熱エネルギーが追加的に必要となるシュリンク製品が
増加したこと（2013年度）などが主な原因です。
一方、県内事業所の二酸化炭素排出量については、前

年と同等であり、基準年度比で10.6％の削減、2011～
2013年度の平均で10.9％削減となり、目標を達成して
います。燃料転換（Ａ重油→都市ガス：羽生工場・
2008年度）、冷熱源設備の高効率化（大宮工場・2012
年度、ほか）、照明器具のLED化（大宮工場、総合研究所・
2013年度）、節電への取り組み（全事業所・2011年度
以降）などがCO2排出量削減に寄与しました。今後も省
エネルギーや節電を推進し、２つの目標をともに達成で
きるように努めます。

■省エネルギーの推進
ハード、ソフト両面から省エネルギーに取り組んでい

ます。2012年度に冷凍設備（2台）の高効率化を行うな
どで大型のハード施策を実施したため、2013年度は、
ソフト面を中心に取り組みを実施しました。節電に繋が
るものを中心に取り組み、具体的には空調設備、照明、
冷蔵庫などを見直して、製造設備運転方法の適正化（ロ
スの削減など）を実施しました。
なお、それ以外に従来から実施している「クールビズ」

「環境省のライトダウンキャンペーンへの参加」「省エネ
パトロール」なども継続実施しています。

※基準年度は2002～2004年度であり、3年間の平均値を基準値とする。

① 2011～2015年度の全社エネルギー消費原単位※を、年平均
で1％以上低減する
② 埼玉県内事業所の二酸化炭素排出量を、2011～2014年度
の平均で基準年度※比6％、2015～2019年度の平均で同
15％削減する

目　標

● 全社のエネルギー消費原単位（対前年度比）の推移
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※ 基準年度の排出量は未検証の暫定値。そのため、基準値の修正により、
各年度のデータが修正となる可能性があります。

● 埼玉県内事業所の二酸化炭素排出量（対基準年度比）の推移
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● 2013年度に実施した主な省エネルギーの施策
施策

大正製薬全社

①空調機の停止、設定温度の見直し
②照明の部分消灯、蛍光管の間引き
③冷蔵庫の集約・台数減少
④クールビズの実施
⑤ 環境省のライトダウンキャンペーンへの参加

生産・物流部門

⑥照明のLED化
⑦空調設備運転方法の見直し
⑧コンプレッサー設定圧力の変更
⑨真空ポンプ運転時間の見直し
⑩省エネパトロール、節電パトロールの実施

用語解説
※　エネルギー消費原単位：
①大宮工場（総合研究所含む）：エネルギー使用量÷（生産額×延床面積）
②岡山・羽生工場：エネルギー使用量÷生産本数
③事務系事業所：エネルギー使用量÷延床面積
さらにこれらの値を、①、②、③の各エネルギー使用量の構成比率で加重
平均したものが、エネルギー消費原単位



32 大正製薬ホールディングス株式会社　社会・環境活動報告書 2014

環境活動報告

輸送に係る環境負荷低減

■ 輸送時のエネルギー効率改善
～「エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ
法）」の“荷主の義務”への対応～
年間輸送量は3,000万トンキロ以上であり、省エネ法

で規定されている「特定荷主」に該当しています。そのた
め、省エネルギー推進の義務があり、2013年度にはモー
ダルシフト（輸送手段を環境負荷が小さい方法に変更す
る取り組み）の推進、燃費の改善などの改善施策を実施
しました。
その結果、エネルギー使用原単位（輸送量原単位）を前

年度比で2.6％改善することができました（過去5年間の
年平均では、2.3％改善）。

■モーダルシフトの推進
輸送時のエネルギー効率改善のために、モーダルシフ

トを推進しています。各輸送手段のエネルギー消費量は、
「鉄道＜船舶＜トラック」という関係になっているため、
2013年度も
① トラック → 鉄道
② 船舶 → 鉄道

というように輸送手段を変更し、エネルギー使用量の削
減をめざしました（実施内容は、右表のとおり）。限られ
た区間に関してモーダルシフトを行ったため、対象外の
区間の輸送量の増加などにより「トラック、船舶の輸送
割合減少、鉄道の輸送割合増加」という結果にはなりま
せんでしたが、確実に輸送エネルギーの削減に貢献して
います。モーダルシフトは輸送時のCO2排出量削減のた
めの有力な手段ですので、今後も継続して推進していく
予定です。

■燃費の改善
輸送トラックの燃費改善によるエネルギー使用量の削

減を推進しています。
2013年度は、トラックによる支店供給輸送（4,550万

トンキロ分）に関して、輸送業者と相談の上で燃費の改善
を進めました。その結果、5.0％燃費を向上させること
ができ、エネルギー原単位の改善に大きく寄与しました。

■輸送ルートの見直し
輸送ルートを見直す（短縮する）ことで輸送距離を削減

し、エネルギー使用量の削減を図っています。

輸送時の環境負荷低減

輸送に係る環境負荷低減は重要な課題です。したがって、大正製薬でも「輸送時のエネルギー効率改善」や
「輸送資材の削減」などに努め、輸送時の環境負荷低減を図っています。

2013年度は、短縮可能なルートを見つけることがで
きませんでしたが、今後も輸送ルートの見直しを継続し、
エネルギー使用量の削減を推進します。

■ 輸送資材の削減
～段ボール使用量の削減～
製品輸送用段ボール（使い捨て）を折り畳み式コンテナ

（繰り返し使用）に変更することで、段ボール使用量の削
減を図っています。
2013年度は、納品店舗の都合により折り畳み式コン

テナの使用量が前年度に比べて約2,300枚減少しました。
ただし、段ボール削減率は4.8％であり、第２次環境基
本計画で目標としていた「削減率4％以上」を今も維持し
ています。

●トラック→鉄道
羽生工場→中日本支店（名古屋）
岡山工場→九州支店（福岡）　の輸送について実施
●船舶→鉄道
大宮工場→北日本支店札幌事業所
羽生工場→北日本支店札幌事業所　の輸送について実施

2013年度に実施したモーダルシフト

● 輸送に係るエネルギー使用量および使用原単位
年度 2009 2010 2011 2012 2013

エネルギー使用量
（原油換算）（kL） 3,164 3,080 3,096 2,934 2,960

エネルギー使用原単位
（L/トンキロ） 0.0376 0.0356 0.0354 0.0352 0.0343

前年度比
（各年度）（%） －3.3 －5.4 －0.4 －0.5 －2.6

前年度比
（5年度間平均）（%） －2.3

● 製品輸送量
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持続可能な循環型社会の構築

廃棄物取り扱いの適正管理

循環型社会では、「3R戦略」の構築が求められています。大正製薬では、廃棄物の排出抑制とともに、
適正な循環利用を促進することで埋立処分量の削減に努めています。

■廃棄物処理に関するルールの策定
廃棄物処理法を、順法性の観点からより確実なものと

するために、全社廃棄物管理体制を整え、全社廃棄物統
括管理責任者を選任するとともに、各事業所（14事業所）
に廃棄物管理責任者および廃棄物管理担当者を置き、系
統立てた廃棄物管理ができる体制を整えました。また、
『産業廃棄物等管理規程』および関連する要領を定め、廃
棄物管理の適正化を図っています。またこれらの管理体
制のなかで、最終埋立処分量の削減等も実施しています。

■廃棄物処理委託時の誤廃棄防止対策
大宮工場から排出される廃棄物の処理委託時の誤廃棄

を防止するため、廃棄物の分別チェック体制を整備して
います。具体的には、廃棄物ストックヤードへ持ち込ま
れる際に、決められた分別になっているかを、全数チェッ
クすることで誤廃棄を防止します。

■運搬業者への運搬委託
運搬業者へ廃棄物を引き渡す際に、再び全数チェックし、

適正に分別されていることを確認後、運搬委託します。

『産業廃棄物等管理規程』に基づく、廃棄物対応状況点検、各事
業所における廃棄物管理自己点検を継続し、廃棄物処理業務の
適正化を図る

目　標

● 運搬業者への引き渡し手順

● 廃棄物の最終埋立処分量

● 全社廃棄物管理体制（概念図）

1. 廃棄物の量を集計
廃棄物ストックヤードに搬入された廃棄物を計量する。

2. 引き渡し量等の記録
廃棄物の種類ごとに、

「廃棄物ストックヤード受け入れ時チェックシート」に、
日付、時間、部署名、数量を記入する。

環境推進統括部担当者が外観チェック、分別状況の確認を行い、記録する。

3. 廃棄物運搬業者への引き渡し
環境推進統括部担当者が再び外観チェック、分別状況の確認を行い、

結果を記録する。業者ごとに、「業者払い出しチェックシート」に、
日付、時間、数量、判定結果を記入し、廃棄物を引き渡す。
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（トン）　■ 埋立処分量

仕組みづくり・ルール
伝達改善点の指示
フィードバック

仕組みづくり

環境推進統括部

廃棄物統括管理責任者
【全社の廃棄物管理の統括責任者】

廃棄物対応状況点検要領

事業所

廃棄物管理責任者
【事業所の廃棄物管理の統括責任者】

廃棄物管理担当者
【事業所の廃棄物管理の実務担当者】

廃棄物管理自己点検シート記入要領

廃棄物管理自己点検シート

廃棄物分別マニュアル等

産
業
廃
棄
物
等
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双方向
コミュニケーション

運搬委託風景
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生物多様性保全

LIME2※（被害算定型環境影響評価手法）は、事業活動
のために消費された資源や排出された化学物質などが、
人類社会と生態系に対してどのような影響を与えるかを
係数化しています。生物多様性への影響は、「生体毒性」「土
地利用」「資源消費」「廃棄物」の影響領域におけるダメージ
を定量化し、絶滅危惧種（レッドリスト）の絶滅リスクが
どれだけ増加するのかを表す絶滅種増分期待値（EINES）
を算出します。
事業活動に伴う物質の入出力を、絶滅危惧種への影響

という直接的な指標として定量的に把握することができ
ます。
今後、このプログラムを利用して、事業所が消費する

電力を含むエネルギーや、排出する化学物質、廃棄物（評
価事業プロセスからの排出の評価）や製品原材料として
投入される資源が、採掘から原材料として供給されるま
でに与えた環境影響（製品原材料投入資源評価）を定量的
に行い、評価していきます。

生物多様性の評価

事業活動が生物多様性に与える影響の指標化を検討しています。
さらに、社内教育の推進やNPO法人への参加などにより、生物多様性の保全に取り組んでいます。

　社内で毎年2回実施している環境月間（7月：夏の環境月間、
2月：冬の環境月間）では、イントラネットを利用したクイズ
形式の問題を出題しています。そのなかで「生物多様性」に関
わる問題を出題し、回答後に示される解説を従業員が読むこ
とで、「生物多様性」をはじめ、その他の環境関連事項に関し
て認識が高まる工夫をしています。

●夏の環境月間・環境クイズ出題例（『環境クイズ2014』より）
Q10. 国際自然保護連合（IUCN）は、絶滅の危機にある生物の

情報を載せた「レッドリスト」の最新版（2014年6月12
日発表）に、日本に生息する生物を発表しました。その
生物はどれでしょう。 
　①ニホンウナギ 
　②ウチダザリガニ 
　③日本メダカ

A10. ①
〔解説〕
日本では、ニホンウナギの数が著しく減っているとして、
2013年2月1日に環境省のレッドリストで、情報不足
（DD※）から、絶滅危惧IB類（EN※）へカテゴリー変更が
行われ、本年6月12日に、「近い将来における野生での
絶滅の危険性が高いもの」に指定されました。

※DD：Data Defi cient　EN：Endangered

社内イベントでの環境教育

中学生とのコミュニケーション～職場体験受け入れ～
大正製薬大宮工場では、近隣の中学校より、毎年数名の生徒

を受け入れています。環境部署での職場体験では、はじめに座
学形式で、環境部署の業務全般の話や環境活動として「生物多様
性」「廃棄物の3R」「地球温暖化防止」に関する大正製薬の取り組
みの話をしました。
次いで、廃棄物ヤードの見学、また環境部署の数多くの分析

業務のうち「水の分析」を選定し、サンプリング・分析・データ
解析などを体験してもらいました。
分析業務をより身近に感じてもらうために、水の分析サンプ

ルは、各自の家庭で採取した水道水を使用しました。また安心
して飲める水道水ができるまでの過程や苦労も理解してもらえ
ました。このような形の職場体験は、今後も継続して実施する
予定です。

TOPICS

中学生職場体験（2013年9月10～12日　6名）

用語解説
※　LIME2：
（Life-cycle Impact assessment Method based on Endpoint 
modeling：被害算定型環境影響評価手法）
疫学、気象学、保全生物学、保険統計学等の自然科学的知見と環境経済学、
社会学、心理学等の社会科学的分析結果に基づく評価手法です。
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使用する物品および製品の環境配慮

■インターネット購買システム
2005年度から消耗品のインターネット購買システム

を導入しています。購買カタログには、環境に配慮した
製品が優先的に掲載されており、グリーン購入の推進に
繋がっています。

■自動車のグリーン購入
大正製薬、大正富山医薬品の営業活動で使用している

営業社有車は916台（2014年3月末現在）で、順次低公
害車への切り替えを進め、2011年度に全ての営業社有
車が「排出ガス2005年の認定基準75％以上削減」となり
ました。
2008年度からは、一部にハイブリッド車を導入し、さ

らに2013年度からは主力であったティーダラティオ
（1500cc）をより排気量の小さいラティオ（1200cc）に入
れ替えるなど、燃費の向上を図っています。今後は、エ
コドライブの実践などで、さらに環境負荷を低減してい
きます。

■環境に配慮した製品の設計
製品使用後の容器・包装は、廃棄物となった段階で環

境負荷が発生します。それを軽減するために、環境負荷
の少ない製品の設計について検討しています。

■容器包装リサイクル法への対応
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会に再商品

化を委託することで、事業者としての義務を果たして
います。
2013年度の再商品化委託金額は、ガラスびん、紙製

容器包装、プラスチック製容器包装、ペットボトル、合
わせて計1億137万円でした。
素材ごとの再商品化委託金額は、「公益財団法人日本

容器包装リサイクル協会」のホームページでも公表されて
います。

環境にやさしい商品の購入（グリーン購入）

製品の環境対応

環境への負荷の少ない物品の選定および購入、環境への負荷が少なくなる製品設計に努めています。
さらに最終的に廃棄される容器包装についても、法規制に則った対応をしています。

● 営業社有車のグリーン購入の割合 （2014年3月末現在）
台数 割合

総台数 916 －
排出ガス 2005年認定基準 916

100.0％
75％削減（新☆☆☆☆）ハイブリッド 38
75％削減（新☆☆☆☆） 878
50％削減（新☆☆☆） 0

その他 0 0％

●  営業社有車のハイブリッド車（プリウス）／
低燃費車（ラティオ）導入率
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● 2013年度の再商品化委託金額

容器の種類

ガラスびん
紙製容器包装

プラスチック製容器包装
ペットボトル

委託金（清算後） 1億137万円

今後の主力となるラティオ

ハイブリッド車・プリウス
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環境コミュニケーション

環境情報の提供、地域社会との交流、環境展示会への
参加などを行い、双方向コミュニケーションを図ってい
ます。
2013年度は、「さいたま市環境フォーラム」にブース

出展したほか、埼玉県が主催した「ストップ温暖化
SAITAMAフェア＆こどもエコフェスティバル」にも
ブースを出展しました。

外部との双方向コミュニケーション

各種環境展示会への出展や環境に関する集合教育や「環境ホームページ」での情報発信など、
社内外での環境コミュニケーションに取り組んでいます。

第13回さいたま市環境フォーラム
（2013年10月11・12日）

ストップ温暖化SAITAMAフェア＆こどもエコ
フェスティバル（2013年11月30日）

■環境コミュニケーションの実施状況
製薬団体の環境関連委員会や素材リサイクル団体とも

連携して、環境活動を推進しています。

●日本製薬団体連合会　環境委員会
●日本製薬工業協会　環境安全委員会
●日本OTC医薬品協会　環境委員会
●公益財団法人　日本容器包装リサイクル協会
●ガラスびんリサイクル促進協議会
●さいたま市環境保全委員会
●企業と生物多様性イニシアティブ
●日本経団連生物多様性宣言推進パートナーズ
●生物多様性民間参画パートナーシップ
●NPO活動法人　アースウオッチ・ジャパン

大正製薬が関わっている各種団体

● 環境コミュニケーションの実施状況
実施した活動 具体的な活動内容

大正製薬のエコレポート 工場見学者などに配布

エコ展示 大宮工場の見学者通路に設置（製剤2
号棟）

環境展示会等への参加
さいたま市環境フォーラム、ストップ温
暖化SAITAMAフェア＆こどもエコフェ
スティバルにブース出展

業界団体への参画

日本製薬団体連合会、日本製薬工業
協会、日本OTC医薬品協会の環境関
連委員会の運営に参画し、連携して環
境活動を推進

リサイクル団体への参画 ガラスびんリサイクル促進協議会に加
入し、リサイクルを促進

■全社共通基礎教育〈環境編〉
2010年度より、全社的な基礎教育のレベルアップと

して、社員の基礎能力の底上げおよび各部署の組織向上、
業績向上に繋げることを目的として、毎月、継続的に教
育を実施することになりました。そのなかのテーマの1
つが「環境活動」になっています。2012年度からは、全
社に共通したテーマのほか、部門ごとに関わりが強い
テーマを選定しました。社員の一人ひとりが環境に対し
て高い意識をもって行動できるような教育を行っており、
その効果も少しずつ見られるようになっています。

環境教育・社内コミュニケーション活動

● 全社共通基礎教育〈環境編〉
年度 テ　　ー　　マ

2010 環境活動は身近な資源節約から～印刷・コピー用紙
を例に環境問題を考える

2011
資源節約や節電活動について、これまでの活動から
気づき得たことは何か
そしてそれを今後の活動にどう生かすか

2012

〈共通テーマ〉
節約・節電について、これまでの活動を振り返り、新
たな環境活動に繋げる
〈部門別テーマ〉
本社・支店：資源節約、節電
生産部門：上排水、リスク管理
研究所：廃棄物管理

2013

〈共通テーマ〉
資源節約活動の成果と総括
〈部門別テーマ〉
本社・支店：廃棄物（ゴミ）
生産部門：環境不祥事事例
研究所：地球温暖化の現状とCO2排出量の削減への
取り組み
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九州支店（2013年5月23日）

物流 製剤1部 品質試験センター

羽生工場 製剤5部 岡山工場

■集合研修
生産部門では、ISO14001の仕組みに従って、各工

場で作業者全員に対して環境教育を実施しています。
事務部門におきましては、本社のエコ・マナー委員会

のなかで、後で述べます「環境月間」のイベント「あなたは
エコピープル※？」の結果について、詳しく紹介しました。
支店におきましては、継続して環境教育を実施してい

ます。2013年度は、5月に九州支店（福岡）、6月に中四
国支店（広島）、11月に北日本支店札幌事業所、1月に北
日本支店（仙台）で環境に関する教育を実施しました。前
年度に続き、資源循環として「水に関する話」を盛り込む
ことで、身近なもので従業員に環境への関心をもっても
らう工夫をしています。今後も環境教育を継続的に実施
し、従業員の環境意識の向上に努めていきます。

■環境月間
2002年度より毎年2月を、さらに2009年度より7月

を環境月間と定め、環境に関する様々な活動を行ってい
ます。
2013年度の「冬の環境月間～2月」では、前年度に引

き続き、全社の取り組みとしてイントラネットを利用し
た「あなたはエコピープル？」を実施しました。
この検定と同等の問題を作成し、従業員に回答しても

らいました。参加者の回答を分析した結果、当社グルー
プ従業員の環境関連知識は、eco検定受験者とほぼ同等
であるという結果になりました。『あなたはエコピープ
ル？』は、今後も継続的に実施していく予定です。
「夏の環境月間～7月」では、生産本部において、環境
活動の自主性を高める目的で、職場ごとに独自に環境活
動を考え実践するという取り組みを行いました。 
一例として、職場で「環境キャンペーン」を展開し、社

内や家庭での環境活動推進やエコ通勤を奨励する活動、
グリーンカーテンなど、職場が一体となり環境意識を高
めていく取り組みが行われました。

●環境クイズ
●省エネパトロール
●通勤ノーマイカーウィーク（年2回）
●ライトダウンキャンペーン（夏至の日、クールアース・デー）
●「あなたはエコピープル？」
●職場ごとの独自の環境活動

2013年度に実施した環境月間の取り組み

● 2013年度部署独自の取り組み－1（2013年7月1日～9月3日）
【生産部門】参加人数：881人（家族の方の参加協力含む）

用語解説
※　エコピープル：
“エコピープル”とは、東京商工会議所などで、毎年2回実施している環境
社会検定試験（通称：eco検定）～社会と環境を考える“人づくり”あるいは
“持続可能な社会”の促進をめざしたもの～に合格した人の呼称です。
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本社

総合研究所

大正製薬の各事業所の活動
大正製薬は、本社をはじめ、5つの支店、その傘下の3つの事業所、そして3つの工場、総合研究所のほか、営業所、
物流センターが国内にあります。今回は、本社および生産系の事業所を中心に、環境に関わる活動の一部をご紹介します。

羽生工場

省エネ法では、建屋に関するエネルギー使用の原単位を、前年度比１％削減の努力義
務が求められています。大正製薬では、全社を3つに分けて、
①大宮工場（含む総合研究所）
②ドリンク剤専用工場（羽生工場および岡山工場）
③事務系事業所（本社、支店等）

の原単位を算出しています。
昨年度の結果では、全社を総合すると5.7％の増加となってしまいましたが、③の事務

系事業所では、消費エネルギー量を延床面積当たりで示した原単位が、“前年度比
90.9％”と9.1％もの削減を達成できました。これも本社をはじめ各事務系事業所におい
て、ポスター掲示の啓発などによって、空調温度の管理、無駄な照明の消灯、エレベーター
を使わない移動などの地道な活動成果の表れだと思います。

私は研究所の節電責任者として、夏場は日々デマンド監視モニター（研究所の使用電
力量をリアルタイムで監視できるシステム）とにらめっこの毎日です。真夏のピーク時
は一斉に冷房を運転するため、目標電力量を超えそうになることがたびたびあり、その
たびにハラハラドキドキします。東日本大震災直後に比べれば、節電もかなり緩くはな
りましたが、それでも、二酸化炭素排出量削減というもうひとつの目標も合わせ、毎年
研究所では定着節電に加え、週１回の節電パトロールや照明のLED化、空調機稼働時間
の短縮などにも取り組んでいます。

新研究棟アトリウムは2階から4階までの吹き抜け構造で、ガラス張りの屋根から太陽
光を直接取り込む構造となっています。板張りのフロアには天然木でできたテーブルと
イスが配置され、外来者との面談や研究員同士の打ち合わせなどで、人気のスポットで
あり、研究所のシンボル的存在です。その反面、夏場はその構造ゆえに室温が急上昇し、
節電面では大変苦労させられています。そこで、東日本大震災以後毎年、夏場にはガラ
ス屋根に昔ながらのヨシズをかけることで、快適な空間をつくると同時に、総合研究所
の風物詩にもなっています。

「エネルギー消費原単位を9.1％削減」
エコ・マナー委員会事務局

「研究所の節電責任者として」
研究総務部　施設Ｇ　神山忠義

「天然木のテーブル・イスとヨシズで快適空間」
研究総務部　施設Ｇ　渡辺忠志

羽生工場は1997年8月に竣工したドリンク剤工場で、東日本エリアの生産・流通拠点
です。羽生工場では、2010年度の冬期・夏期の最大電力をベースに、冬期・夏期ともに
－５％の節電目標を立て、水処理設備のピークシフト施策（夜間運転）などによる節電の
取り組みを、今年度も継続して実施しています。
また、全社規模で取り組んでいる「夏の環境月間」では、羽生工場独自の環境活動として、

2011年から家庭で実践できる節電対策に取り組んできました。今年度は、エコドライブ
チェックシートを作成、社員に配布し、通勤や外出で運転をする際にエコドライブ意識
の向上を図っています。
今後も社内および家庭を含めた環境活動に、積極的に取り組んでいきたいと考えてい

ます。

「家庭も含めた積極的な環境活動」
工場事務Ｇ　大澤正義

啓発用のポスター類

研究総務部　施設Ｇ　神山忠義

研究総務部　施設Ｇ　渡辺忠志

工場事務Ｇ　大澤正義
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大阪物流センター

大宮工場

岡山工場

昨年12月に竣工し、本年1月より稼働を開始した大阪物流センターは、関西の玄関口、大阪国際空港（伊丹空港）に隣接した場所に立
地し、交通アクセスも良好です。
環境への取り組みに関しましては、まず地域社会の一員として取り組むべく、移転当初より、毎週月曜日始業前に、社屋周辺のボラ

ンティア清掃活動を積極的に行っています。また業務上は、作業途中で出るゴミについて、廃プラスチック・ビニール系、OA紙やコピー
紙などの紙類、そしてその他の一般ゴミの分別を随所で行っており、意識を高くもち、前向きな取り組みができています。そのほか、
梱包資材の省資源化および環境に配慮した資材の導入も日々追求しています。
全社における当センターの役割の重要性を従業員全員が自覚しており、また環境面においても全社をリードする存在となれるよう、

今後も一丸となって取り組んでいきます。

大宮工場で外用剤の生産を担う製剤5部は、軟膏剤・坐剤を生産する3号館、外用液剤・
リアップを生産する外用液剤棟の2つの建物で生産を行っています。製剤5部では、電力
の削減を目標に、棟別交互生産という生産体制をとっています。これは、通常2つの建物
で生産を行っているところを、一方が稼働している間はもう一方を停止させるという生
産体制です。この形を交互に行い、電力の削減、および夏の電力ピークカットに大きく
貢献することができています。
これからも、日常業務が環境活動に繋がることを認識し、サステナブル活動（持続的発

展が可能な企業活動）を行っていきたいと思います。

岡山工場は1985年に操業を開始して以来、品質はもとより環境に常に問題意識をもっ
て活動しています。
環境活動の一環である省エネ面では、東日本大震災以降より、自主的に節電目標を設

定して、空調機の設定温度見直し、無駄な照明の消灯や間引きなどを中心に日々の取り
組みが全従業員に定着しています。
その他、廃棄物への取り組みとして、収集運搬・処分の委託先を訪れて、実際の作業

を見て感じたことや、工場内で活用できる内容を従業員にフィードバックすることで、従
業員の関心や意識の向上を図っています。また、分別に関しても、繰り返し教育の実施や
表示をわかりやすく工夫するなど、一人ひとりが環境に配慮する活動を心がけています。
今後も、「一人の百歩よりも百人の一歩」をスローガンに、全従業員が一丸となって環

境活動に取り組み、日本一の工場をめざします。

「地域社会の一員として、ボランティア清掃を実施」
株式会社大正製薬物流サービス
大阪支社　業務２部　泉 康治

「交互生産で電力ピークカット」
製剤5部　管理G　西村直人／佐藤悠太

「従業員一丸となっての環境活動」
工場事務Ｇ　安東達也

大阪物流センター ボランティア清掃活動

工場事務Ｇ　安東達也

大宮工場



40 大正製薬ホールディングス株式会社　社会・環境活動報告書 2014

環境活動報告

環境活動の方針、環境行動目標および実績

大正製薬では、環境問題を企業活動における重要課
題のひとつと位置づけ、省資源、二酸化炭素排出量の
削減、廃棄物の削減などに、数値目標を掲げて取り組
んでいます。

環境に関する「基本方針／行動指針」

大正製薬では、環境に関する「基本方針／行動指針」と2011年9月に設定した
第3次環境基本計画（2011～2015年度）に基づいて、環境活動を推進し、年度ごとの取り組み課題を設定しています。

「生活者が納得する、優れた医薬品・関連商品、情報及びサービスを、社会から支持される方法で創造・提供し、生活者の健康でよ
り豊かな暮らしの実現に貢献する」という経営理念の下、商品の研究開発、生産、廃棄、流通、販売までの企業活動全般にわたって、
環境と生物多様性に配慮した事業活動を推進します。

〈基本方針〉

1. 環境に関連する法規制及び行政機関、関連する業界団体、地域住民等のステークホルダーとの協定等を順守し、さらに自主的な
管理基準を定め、環境管理レベルの向上をはかる。

2. 限りあるエネルギーと資源を節約し、地球環境の保全に寄与するために、省エネルギー、省資源を推進し、二酸化炭素排出量の
削減に努める。

3. リデュース、リユース、リサイクルの3R推進による廃棄物の削減と責任ある処理を行う。
4. 全従業員に環境情報を提供し、意識向上をはかることにより、各人が広い視野に立って効果的に環境活動に取り組める状況を醸

成する。
5. 関連する製薬団体や素材リサイクル団体等の環境活動に参画し、連携して環境課題に取り組む。
6. 地域社会との調和をはかり、地域環境の維持・向上に積極的に参画する。
7. 環境に関する情報公開に積極的に取り組むとともに、各種環境イベントに参加し、社外とのコミュニケーションを推進する。
8. 環境に関する緊急事態に備え、適切な体制・手順書等を準備し、危機管理体制を整備する。

〈行動指針〉

中日本支店金沢事業所～金沢市主催の環境活動に参画～
中日本支店金沢事業所がある金沢市では、金沢市環境局主催の「金沢エコ推進事業者ネッ

トワーク」が、節電等の取り組みを推進しています。そのなかのイベントとして、昨年6月
の総会で、参加企業数社より節電取り組み状況についての発表があり、大正製薬からも「省
エネへの取組状況について」と題して、金沢事業所内で実施している “蛍光灯の間引き”“扇
風機の利用”など、節電を中心とした取り組みに関する環境活動を報告しました。

TOPICS

環境活動報告のスライド画面（一部）

総会の様子
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● 環境行動目標および実績と今後の取り組み内容
取り組み課題 2013年度目標 2013年度実績 自己評価 今後の取り組み 関連ページ

1. 二酸化炭素排
出量の削減

全社のエネルギー消費原単位※1

を前年度比で1％以上低減する

•全社で5.7％増加
　　大宮工場（総合研究所含む）：
　　8.8％増加
　　岡山・羽生工場：2.0％増加
　　事務系事業所：9.1％減少

• 大宮工場および羽生工場
の冷熱源設備の更新（高
効率化）

• 全工場への太陽光発電装
置の導入

p.31埼玉県内の事業所（大宮工場、
総合研究所、羽生工場）の二酸
化炭素排出量を、2011～2014
年度の平均で、基準年度※2比で
6％削減する（目標排出量：
39,396トン）

•37,484トン（10.6％削減）

2. 廃棄物取り扱
いの適正管理

『産業廃棄物等管理規程』に基づ
く、環境推進統括室による廃棄
物対応状況点検、各事業所にお
ける廃棄物管理自己点検を継続
実施し、廃棄物処理業務の適正
化を図る

• 廃棄物対応状況点検：14事業所中、
7事業所で実施

• 各事業所における廃棄物管理自己点
検：全14事業所で年2回（上期、全期）
実施

• 廃棄物セミナー：7事業所で実施

• 廃棄物対応状況点検と廃
棄物管理自己点検の継続
実施

• 各事業所での廃棄物セミ
ナーの継続実施

p.33

3. 環境に配慮し
た物流業務の
推進

輸送に伴うエネルギー消費原単
位を2015年度までに年平均で
1％以上低減する

• 前年度比で、2.6％低減
　　前年度：0.0352L/トンキロ
　　今年度：0.0343L/トンキロ
　年平均（5年間）で2.3％低減

• 幹線輸送（工場→支店輸
送）におけるモーダルシ
フトの推進

　－輸送ルートの見直し
• 運送業者との協力による
輸送エネルギーの削減

　－燃費の改善　など

p.32

4. 環境活動の指
標化

選定したツールを利用して、企
業活動の環境影響を評価し、自
社の活動の適正状況を把握・公
表する

• 既存評価ツールを利用して、自社の
活動を数値化し、社会・環境活動報
告書で公表（5年をひとつの期間とし
て効率を評価）

　－ LIME2：2008年（基準年）に対して、
2012年も環境効率は向上

　－ JEPIX：2008年（基準年）に対して、
2012年は温室効果ガス排出量お
よび廃棄物埋立量の減少により、
環境負荷量は減少

• 各ツールの特徴を生かし
て自社の環境活動への取
り組みを評価

• 都度、社会・環境活動報
告書で公表

p.42

5. 環境リスクマ
ネジメントの
推進

外部に影響を与える環境リスク※３

の発生をゼロにする
• 外部に影響を与える環境リスクの発
生：0件

• 環境リスクに対する管理
運用方法の見直し

• 内部環境監査への環境リ
スク監査の導入

• 環境リスク教育の実施

p.43

6. 社内コミュニ
ケーション

全社共通基礎教育のなかで環境
活動を取り上げ、社員の基礎知
識のさらなるレベルアップを図る
「教育内容の理解度」「環境に対
する意識の変化度」「教育の必要
性」について、「－2点」～「+2
点」の5段階で評価
各項目「+1.0点」以上を目標

• 2013年10月に全社共通基礎教育の
一環として環境教育を実施、効果を
確認

• 2014年度も継続実施 p.36

全社で行う環境月間のイベント
や、支店で行う環境教育などの
集合教育を通して、社員の環境
意識を高める

• アンケート方式の教育効果確認を実施
　　 生産本部、支店においてそれぞれ

目標値を決めて実施→目標達成
• 双方向コミュニケーションの工夫で、
参加率アップ

• 節電や資源使用量の削減
など、身近でできる環境
活動の実施

p.37

7. 社外コミュニ
ケーション

社外との双方向コミュニケー
ションを推進する

• 社会・環境活動報告書の発行（10月）
• 環境展示会への出展（10月、12月）
• 外部団体の環境活動への参画
• 大宮工場における市内中学校からの
職場体験受け入れ（9月）

• 社会・環境活動報告書の
発行

• 外部環境イベントへの参
加

• 外部団体の環境活動への
参画　などを継続

p.36

※1　 全社のエネルギー消費原単位
大宮工場（総合研究所含む）：エネルギー使用量÷（生産額×延床面積）　　岡山・羽生工場：エネルギー使用量÷生産本数
事務系事業所：エネルギー使用量÷延床面積　　

※2　2002～2004年度の平均二酸化炭素排出量（大宮工場、総合研究所、羽生工場の合算、41,912トン）
※3　 顕在化した際に著しい環境影響をもちうる事故および緊急事態の影響と、それらが顕在化する確率を掛け合わせた結果、一定以上の大きさを有

する事象

自己評価 取り組みが進み、十分な
成果が現れている

取り組みが進み、成果が
現れている

取り組みを進めているが、
なお一層の努力が必要
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環境活動の指標評価

事業所が消費する電力を含むエネルギーや排出する化
学物質、廃棄物（生産プロセス）、輸送に関わるエネルギー
や排出する化学物質（物流プロセス）に加え、製品の原料（原
料調達プロセス）、材料（材料調達プロセス）等の投入資源
も加えて環境影響評価を定量的に行い、評価しました。
企業活動がどれだけ効率的に行われているかを環境影

響の面から評価するため下記の計算式により環境効率を
算出し、その向上に努めています。
LIME2により算出された環境影響領域とその環境負

荷構成比は、地球温暖化（39％）、都市域大気汚染（26％）、
廃棄物（16％）、 資源消費（15％）、酸性化（3％）となり、
地球温暖化と都市域大気汚染が7割近くを占めました。
環境効率は、有機溶剤の使用量低減、特定化学物質の大
気への排出抑制、都市ガス使用量の減少により2013年
度も向上しました。

環境効率＝ 事業活動の成果（売上高）／環境影響（LIME2
により算出した環境負荷金額）

L IME2で定義される4つの保護対象「人間健康」「生物
多様性」「社会資産」「一次生産」への影響を、事業のプロ
セス別（生産、物流、材料、原料）に2009年度と2013
年度を被害算定額に換算して比較評価しました。
4つの保護対象のなかで、温室効果ガスの発生が原因

となる「人間健康」（60％）と原油消費、廃棄物の埋立、
二酸化炭素発生が主要原因となる「社会資産」（35％）へ
の影響が大部分を占め、「生物多様性」（3％）と「一次生
産」（2％）への影響は小さいことがわかりました。

LIME2による環境負荷の評価

生物多様性等への影響評価

種類の異なる環境負荷について統合的に把握し、企業活動が環境にどの程度影響を与えているのかを分析・評価
するため、LIME2（被害算定型環境影響評価手法）とJEPIX※（環境政策優先度指数）の2つの指標を採用しました。

※2009年度合計値を100として計算 ※2009年度合計値を100として計算

● 環境効率指標 ● 原単位環境負荷量（相対値）
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JEPIXを利用して、環境負荷量を評価しました。PRTR
の排出量削減による光化学オキシダントの減少、ガスの
使用量低減によるNOxの低減、廃棄物の再生利用拡大
による埋立廃棄物量の減量により、2009年度以降減少
を続けています。

原単位環境負荷量＝ 環境評価ポイント（EIP）／事業活動の
成果（売上高）

JEPIXによる環境負荷の評価

用語解説
※　JEPIX：
（Environmental Policy Priorities Index for Japan：環境政策優先度指数）
温室効果ガスや有害大気汚染物質など種類の異なる環境負荷の量を、環
境影響ポイント（EIP）と呼ばれる単一指標として数値化する、日本におけ
る環境状況に基づく国家の政策優先度評価法です。

どの保護対象においても2013年度は2009年度に比
べて10％程度の被害評価額が減少しました。プロセス
別に見ると、生産プロセスでは、エネルギーの節減や有
機溶剤等の削減、大気への排出抑制、物流プロセスでは
モーダルシフトの推進、材料調達プロセスではガラスび
ん包装資材の減量による効果が表れています。今後は、
これらの保護対象に大きく影響している材料調達プロセ
スの包装資材における環境負荷低減をさらに進めていき
ます。
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環
境
活
動
報
告

環境リスクマネジメントと汚染予防

■環境リスクへの対応組織の整備
2008年度より環境に関する緊急事態に備え、適切な

体制・手順書等を準備し、全社での危機管理体制を整備
する目的で、以下のガイドラインを策定しています。
・「環境汚染特別危機対応ガイドライン」
・「環境汚染特別危機時系列行動計画」
なお、生産本部では、ISO14001のシステムを活用

して、工場ごとに環境リスクに対する体制を整備してい
ます。

■緊急事態への対応訓練の実施
化学物質の漏洩や引火などによる爆発・火災を想定し

た緊急事態の対応訓練を行い、対応方法の習得と問題点
の抽出・改善を継続的に行っています。
生産本部では、毎年、夜間や休日など、暗所・作業者

が少ない状況で緊急事態が発生した場合を想定した訓練
などを実施しています。

■大気汚染、水質汚濁の防止
法規制を遵守するとともに、必要に応じて自主管理基

準を設定し、環境負荷低減を図っています。

■土壌地下水汚染対策
大正製薬大宮工場にて、1999年11月～2000年5月

に実施した工場敷地の土壌調査により判明した、土壌・
地下水汚染については、2001年度より浄化を継続して
実施しています。

■PCB廃棄物の適正管理
PCB廃棄物に関しては、廃棄物処理法やPCB特別措置

法に従って、適正に保管管理しています。保管管理の状
況は定期的に確認し、毎年報告しています。今後、国や
関係機関の処理計画に則り、廃棄処分を進める予定です。
なお、大正製薬本社で保管管理しているPCB廃棄物
（PCB含有機器18台）については、2014年度以降に処理
を開始するための準備をしています。

■化学物質管理
化学物質排出把握管理促進法におけるPRTR対象物質

をはじめ、環境に有害な化学物質については、各種規制
や大正製薬独自の管理手順に基づき、適正な管理および
環境への排出削減に努めています。

※環境データは、当社ホームページにて公開しています。

■審査状況
大正製薬では、2010年度より、工場ごとに認証取得

していた環境マネジメントシステムを生産本部として統
合し、運用を開始しました。2013年度の定期審査では、
1件の観察事項がありました。
また、内部環境監査では、単なる「システム監査」では

なく、パフォーマンスからシステムを見る「パフォーマ
ンス監査」や「環境リスク監査」に取り組んでいます。また、
監査員のレベルアップも図っています。

環境リスクの低減 汚染予防への取り組み

ISO14001の運用状況

環境リスクへの対応については、全社的な体制を整備しています。
また、大気汚染や水質汚濁防止など、環境汚染の予防にも独自の管理基準を設けて取り組んでいます。

● ISO14001審査実施状況

事業所 認証統合
年月 審査年月

指摘事項
軽微不適合 観察事項

生産本部 2011年1月 2013年12月 0件 1件

● 主な指摘事項（観察事項）
事業所 観察事項

生産本部

生産本部で作成されたマネジメントマニュアルでは、部
署の責任と権限を定めている。当該部署が保有している
「部署ミッション」と照合して、整理し、責任と権限をさ
らに明確にしたほうが良い。
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第三者意見

株式会社ワーク・ライフバランス
コンサルタント

2006年、株式会社ワーク・ライフバランス設立に創業メンバーとして参画。ワーク・ライフバランスコンサルタン
トとして、日本的経営の良さを活かしながら、多様な人材が活躍でき効率的な経営に生まれ変わるための施策の提案
や、行政・民間企業のワーク・ライフバランスに関する講演や研修の講師を数多く担当している。厚生労働省「ワー
クライフバランス事業」検討委員や情報化推進国民会議「少子高齢社会における課題解決に向けて」特別委員会委員な
ど複数の公務を兼務。金沢工業大学大学院ビジネスアーキテクト専攻客員教授。また、二児の母である自らも短時間
勤務中。近著に『30歳からますます輝く女性になる方法』（株式会社マイナビ）。

より多様化する社会への対応は高評価
近年、かつての「お客様＝日本人」という構図から、「お客様

＝世界中の人々」へと顧客の特性も多様化しています。今年
度の『社会・環境活動報告書2014』において特集で取り上げ
られているマレーシア大正製薬でのドリンク剤「リビタ」がハ
ラル認証を取得している点は、まさに海外のお客様でも安心
して利用してもらえるための工夫であり、先んじてダイバー
シティ（多様性）の視点を具現化したものと高く評価します。
また、社会活動報告「従業員とともに」の「自己啓発支援制

度」にあるように、社員の自己学習を支援する取り組みにより、
日常の業務から一歩離れた広い視野や高いスキルを身に付け
る社員が増えたことでしょう。こうした取り組みが多様な視
点を生み、社会への発信や商品への提案に繋がります。
今後も、現地の宗教や言語、ライフスタイル、嗜好性など

に応じた対応をしていくことが求められるでしょう。業界の
リーディングカンパニーとしてそのニーズに応えていくこと
を期待しています。

社内のダイバーシティ（多様性）を促進することが
今後の成長の鍵
こうしたダイバーシティをもって競争力を維持するためには、

社内におけるダイバーシティも大切に育む必要があります。そ
の点で、ワークライフバランスがとれる職場環境であることが
非常に重要です。外国人など多様な背景をもつ従業員も視野
に入れたいところですが、まずは男女という性別の多様性が
十分活かされるような取り組みで成果を上げたいところです。
多様性を受容できている職場では、異なる立場・個性をもつ
人々が自らの考えを発信し、互いを認め合い、働きやすい環境
を醸成し、チームとして機能していく過程で、新たな商品の誕
生やマーケティング・PRで効果的な取り組みが生まれます。「多
様性を力に変える」ことが成長戦略のひとつといえるのです。
今、日本政府は、2020年までに指導的地位に占める女性

の割合を30％にするという目標を掲げています。これは男
性中心の意見で意思決定されていたかつての日本企業のあり
方から、女性の意見を有効に取り入れ、ダイバーシティで経
済成長を後押しするための施策のひとつといわれています。
この点で、同「従業員とともに」の「女性の雇用・管理職へ

の登用」にあるように、女性従業員比率が27.6％と30％に近
く、さらに女性比率が比較的高い研究所での管理職層に占め
る女性の割合が21.9％と積極的な女性の登用を行っている
ことは高い評価に値します。
これにとどまることなく、社会的責任を全うすることを重

要視するからこそ、より思い切った取り組みで人数や割合を
増やすことはもちろん、真に女性の意見や感性を経営に活か
すことが期待されます。

「介護」と「育児」と「仕事」の両立を視野に入れた人材活用を
また、同「従業員とともに」の「ワークライフバランス」にあ

る仕事と育児・介護の両立支援制度において、育児に関する
サポートは年々充実していることは評価できますが、今後増
加が予想される男性の介護休業者・介護を理由とした時間短
縮勤務者への支援に物足りなさを感じます。
高齢化が進行するなか、団塊世代が一斉に介護が必要な年

齢に突入します。これからは兄弟数が少なく、女性よりも男
性の未婚率が高い独身の団塊ジュニア世代が、「介護」と「仕
事」を両立させることが迫られます。既婚者であっても共働
き世帯が主で晩産化が進む同世代の場合、「介護」と「育児」と
「仕事」の両立を余儀なくされることもあるでしょう。

介護は長期化することが一般的であるため、制度設置等の
支援では対応しきれないことも予想されます。今回の報告書
では労働時間や働き方の見直しに関する言及は見られません
でしたが、一定の時間内で高い成果を上げるための働き方に
変えていくことが求められ、その点においても積極的な発信
を期待します。

大正製薬ホールディングス『社会・環境活動報告書 2014』における当社の取り組みについて、
株式会社ワーク・ライフバランスでコンサルタントとしてご活躍の大塚万紀子氏よりご意見をいただきました。
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文書名 概 要 入手方法

会社案内（会社概要） 事業内容、企業市民活動、ネットワーク、施設など コーポレートコミュニケーション部・
ホームページ

アニュアルレポート 事業内容、財務内容など コーポレートコミュニケーション部・
ホームページ

インベスターズガイド 売上データ、市場データなど コーポレートコミュニケーション部・
ホームページ

大宮工場パンフレット 工場概要 各工場

羽生工場パンフレット 工場概要 各工場

岡山工場パンフレット 工場概要 各工場 

関連公表資料一覧
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