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「創薬」で 
未来をつくることが 
私たちの仕事です。 

Division message 2006
医薬品を創り出し、生産して提供していく。その

過程では田辺製薬の数多くの従業員が「患者

さんのために」という想いを共有しつつ、各自の

仕事に真剣に取り組んでいます。一つひとつの

仕事の積み重ねが医療現場で役立つ高品質

の薬へと結実しています。患者さんの喜び、それ

は薬に関わる私たち全員の喜びにほかなりません。 

医薬化学研究所 
渡辺　達也 

自分の持つ知力と体力を尽くして、薬と
なる化合物の最適な化学構造を作り上
げる。薬を必要としている患者さんの存
在を常に意識し、プロフェッショナルとし
て恥ずかしくない仕事をしていきたいです。 

長崎営業所　第2チーム  
西村　直人 

離島（五島列島）の担当です。医療の
パートナーとして、医薬品や関節リウマ
チ医療の最新情報をタイムリーに紹介
するよう心掛けています。先生を通じて
患者さんの感謝の言葉を聞くことが最
大の喜びです。 

山口田辺製薬株式会社　小野田工場　 
製剤部　第二課 
越水　敬子 

高品質の医薬品を安定的に製造・供給
するため、知識や技術の習得に努めて
います。教育の充実に田辺製薬らしさを
感じます。よりよい製品を提供することを
追求する、考える集団だといえますね。 

臨床開発センター　臨床開発第二部 
五明　英里子 

臨床試験の担当です。毎日忙しいです
が「何のために仕事をしているか」時々
は自分に問いかけ、新薬開発の先にあ
る患者さんの笑顔を常に心に留め、効
率よく丁寧に日々の業務に取り組むよう
にしています。 

タナベ インドネシア社　生産本部長 
アフマッド・ムフタール 

人々の健康を守るため、高品質かつ適
正なコストで、安全・健康・環境面にも配
慮した生産活動をしています。また、科
学情報を社会に提供すべく、大学生を
招いた医薬品製造・管理の定期的な研
修も実施しています。 
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田辺製薬の「想い」 
「創薬」で未来をつくることが私たちの仕事です 

社長ごあいさつ 

田辺製薬の歴史 

田辺製薬の「仕事」 
0１  研究 

0２  開発 

0３  生産（品質） 

0４  生産（環境保全） 

0５  営業（情報提供） 

0６  市販後調査 

田辺製薬の「約束」 
コーポレート・ガバナンス 
コーポレート・ガバナンスを強化し、信頼される企業を目指す 

コンプライアンス 
常に社会から信頼されるよう、誠実に行動する 

顧客への責任 
品質・有効性・安全性に優れた医薬品を患者さんに提供する 

従業員への責任 
従業員にとってやりがいがあり、安心して働ける職場をつくる 

取引先との協力関係 
取引先と協力し、社会的責任を果たす 

社会貢献活動 
企業市民として、社会の発展に貢献する 

環境活動の推進 
地球環境の保全に自主的かつ積極的に取り組む 

コミュニケーション 
社会と対話する 

第三者意見 

　　財務データ・環境活動の詳細 

主要製品紹介 

事業概要・会社概要 

CONTENTS

  
本報告書は、「医薬品およびその周辺事業を通じ、健康で豊かなくらしを願う世界

の人々に貢献する」という当社の経営理念や経営方針に基づく活動、社会あるい

はステークホルダーとの関わり、環境活動などについて、2005年度の実績を中心

に報告しています。 

●2000年から発行してきた「環境報告書」を2004年に「環境・社会活動報告書」と

し、今年は「CSRレポート」として、経営・社会分野の報告をさらに充実させました。 

●特集として、当社が取り組む医薬品の開発・提供という「仕事」について、その流

れに沿って社会との関わり、当社の想いを従業員およびステークホルダーの声とと

もに掲載しました。 

●報告書の作成にあたっては、環境省「環境報告書ガイドライン（2003年度版）」お

よびGRI「サステナビリティ・リポーティング・ガイドライン2002」を参考にしています。 

田辺製薬株式会社および国内・海外連結子会社 

2005年度（2005年4月1日～2006年3月31日）の実績です。 

一部に2006年度の事象も含めています。 

2007年7月 
広報部　東京広報課 
間　むつみ 

情報を正確にタイミングよく発信するこ
とで、社会全般から田辺製薬を正しく理
解してもらうよう心掛けています。担当す
る「MSCボランティア・サロン」など社会
貢献プログラムもさらに充実させたいで
すね。 

総務人事部　人事課 
小谷　恵理子 

採用や次世代法対策、定年後再雇用
を担当しています。多様な人材が強みを
生かした働き方ができ、挑戦する風土を
つくっていくことで、少子高齢化社会に
おいても企業の成長と社会貢献が果た
せると考えています。 

タナベ リサーチ ラボラトリーズ U.S.A.社 
研究担当副社長 
リチャード・ジャック 

新薬創製で患者さんに貢献することを願い
研究を行っています。厳密な実験結果に
基づき、科学的かつ公正にデータを評価す
るよう常に心掛けています。この真摯な姿
勢こそ田辺製薬の持ち味であると思います。 

新宿営業所　第1チーム  
山村　崇之 

MRとして先生方に医薬品の情報提供
を行っています。自分の活動が適切な
処方に役立つことに大きなやりがいを
感じますね。自社製品にとどまらず、医療
全体のニーズを踏まえた幅広い情報提
供を心掛けています。 

天津田辺製薬有限公司　上海事務所 
孟　華 

上海の大市場を考え、2005年2月に上
海事務所の体制を再構築しました。田
辺製薬は上海の各専門家からも高い評
価を得ており、今年も新製品の発売が
予定されています。事務所は効率、スピ
ード、団結で大きく成長しています。 
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田辺製薬の「想い」 

すべては「患者さんのために」という想いで 
医療と社会への貢献を目指しています。 

患者さんに役立つ医薬品を 
創り続けることが使命 
　田辺製薬は「医薬品およびその周辺事業を通じ、健康で豊かな

くらしを願う世界の人々に貢献する」という経営理念を掲げています。

すなわち、医療ニーズに合致した医薬品を開発し提供するという事

業活動を通じて、社会の持続的な発展に貢献したいと考えています。 

　1678年の創業以来、3世紀以上にわたる長い歴史の中で、その

時代の人々の役に立つ医薬品を創り出し、提供し続けてきました。

創業時の田邊屋振出薬にはじまり、戦後は日本の結核撲滅に大き

く貢献したニッパスを世に出しました。1974年に発売したヘルベッ

田辺製薬株式会社 

代表取締役社長 
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To p  M e s s a g e

レミケードをひとりでも多くの患者さんに 
安心してお使いいただきたい 

医療機関との協力のもと 
患者さんの視点で「育薬」に努めていきます 

中期経営計画「チェンジTANABE 2010」  
社会と共にさらなる発展を目指していきます 

倫理観と使命感を大切にして 
社会に貢献する“製薬企業”であり続けたい 

サーは、循環器系疾患の治療や研究に世界的に広く使用され、国

際的な医薬品となりました。狭心症・高血圧症治療剤として今でも

世界110カ国以上で使用されています。 

　これらの薬をはじめとして、経営理念に基づいて創薬に取り組み、

医薬品を安定的に提供し続けることこそ、私たちの使命にほかなり

ません。常に「患者さんのために」を基本に、製薬企業としての使

命を確実に果たしてまいります。 

　製薬企業の仕事は新薬を研究開発し、生産、提供して終わりで

はありません。医療機関に医薬品に関する正確な情報を提供する

とともに、薬が正しく使われているか、副作用などの問題は起きてい

ないか、といった面に常に配慮する必要があります。このような活動

を通して、より安全で使いやすい薬に育てていきます。 

　弊社では、日本全国で約1000名のMR（医薬情報担当者）が医

薬品情報の提供・収集に努めています。また、「お客様相談センター」

を拡充し、医薬品の使用に関する相談にきめ細かく応じています。

こうした社内体制を通じて、私たちは医療現場の声を受け止め、薬

がより安全に、より有効に使用されることを願って「育薬」に日々努

めています。 

　最近の大きな取り組みは、レミケードに関わる活動です。この薬は

関節リウマチや消化器系の重篤疾患であるクローン病など様々な

炎症性疾患に苦しむ患者さんのＱＯＬ（生活の質）向上に貢献でき

る画期的な治療薬です。一方、日本では関節リウマチ治療薬として

は初めての生物学的製剤であることから、その使用には慎重さが求

められ、市販後に投与例をすべて調査するという全例調査を実施し

ました。これは5000例を越える大規模なもので、膨大な臨床例を通

じてレミケードの有効性と安全性の特徴をより明確にしました。それ

らの分析結果を医療現場に正確に伝えることにより、レミケードを安

心して治療に使用していただけるようになりました。 

　現在、ベーチェット病への適用も申請中で、この薬をひとりでも多

くの患者さんに提供していくことは私たちの使命であり、病気に苦し

んでいる患者さんのお役に立てることは経営者としてこの上ない幸

せです。 

　患者さんへの貢献を目指す上で大切な点は、経営者はもとより事

業に従事する者全員が倫理観と使命感を持って仕事に臨むという

ことです。研究・開発から生産、販売、市販後調査など田辺製薬の

すべての業務において、一人ひとりが「患者さんのために」という想

いを抱いて、自らの仕事を確実に果たしていくことが欠かせません。 

　また、企業は社会との調和なくしては存続しえません。これまでの

田辺製薬の長い歴史においても、何事にも真摯に取り組む姿勢が

企業活動の根幹にあったといえます。これからもたとえ小さな取り組

みであってもけっして疎かにせず、コンプライアンスの徹底や環境保

全活動など、当たり前のことを一つひとつ着実に積み重ねていくこ

とで、“製薬”という使命と、“企業”としての社会的責任を全うして

いかねばならないと考えています。 

　私は田辺製薬に勤めて40年以上になります。その間、多くの医

薬品、とりわけヘルベッサーとレミケードという２つの医薬品を患者さ

んにお届けし、お役に立つ仕事に携わることができたことは大きな

喜びです。これから田辺製薬を担っていく人にも、医療と社会への

貢献を通して、同じような喜びを得てほしいと願っています。 

　この５月には、2010年度を最終年度とする新たな中期経営計画

を策定しました。この中では自社オリジナル医薬品の研究開発をよ

り一層加速することで、企業としてさらなる発展を目指しています。そ

して、患者さんをはじめとして、すべてのステークホルダーの方々にと

って有益な存在であり続けることで、製薬企業としての責任をこれか

らもしっかりと果たしていきたいと考えています。 

　なお、弊社では企業としての社会的責任を明確にし、積極的にス

テークホルダーの皆さんと対話するために、今年度より「CSRレポ

ート」をお届けすることにいたしました。このレポートを皆さんとの信

頼関係をより深めるきっかけにしたいと考えております。  

　今後とも一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。 
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田辺製薬の「想い」 

　江戸時代初期の大坂。庶民の健康に役

立つ薬を提供したいと考えた初代田邊屋五

兵衞は、合薬（あいぐすり）「田邊屋振出薬（た

なべや薬）」を発売しました。合薬は各種の

生薬を配合したもので、当時は丸薬や膏薬、

湯薬など様々な剤型で売られていました。そ

の中でも振出薬は、麻袋などに入れた処方

薬に熱湯を注いで浸出したエキスを服用す

る湯薬の一種で、だれでも手軽に服用でき

るものでした。 

　初代五兵衞は合薬の重要性にいち早く

着目し、数年かけて試作を重ねた後、「たな

べや薬」として発売しました。その効能は「打

撲による損傷・疼痛・内出血、あるいは産後

の貧血・後陣痛など肥立ちのよくないものを

治す」と評され、庶民の間に広く普及してい

ったのです。 

　市井での評価が高まるにつれて、初代五

兵衞は栄えある禁裏御用を勤めるほどになり、

後年「黒川大和大掾藤原金永」の称号を

禁裏より授けられています。これは数ある売

薬業者の中でもごくわずかな業者にのみ与

えられた名誉ある称号でした。ちなみに、田

辺製薬には「御振薬調合所」の勅許看板

が今でも残っています。 

　明治時代を迎えて、十二代五兵衞は新た

な時代にふさわしい社会への貢献を模索し

ていました。そして1871年に洋薬の販売を

決意。店舗裏に道修町初の製薬場を設け、

アルコールやエーテル類を製造するなど洋

薬の国産化を手掛けていきました。 

　なかでも当時の社会で大きく貢献したのは、

清酒用防腐剤であるサリチル酸の製造・販

売です。その頃の清酒は醸造した後、大桶

の中に保存していましたが、状態が悪いと

腐敗して売り物にならないといったことがし

ばしば起こっていました。これを酒造家の間

で「火落ち」といって恐れられていたのです。 

　十二代五兵衞は、洋薬の仕入れで取引

のあった商社から、ドイツのメーカーが製造

するサリチル酸が醸造酒の防腐剤として有

効であることを聞き、その普及に努めることを

決意。「日の出鶴亀印サリチル酸」の名で

販売を開始しました。当初は売り込みに苦

心しましたが、10年近い年月をかけて普及に

努めた結果、酒造家の間で「子（ネ）ズミ箱」

の愛称で重宝され、その後の酒造業界の発

展に大きく貢献することができました。 

　第二次世界大戦時、混乱する社会の中

で人 を々苦しめた病気の一つが結核でした。

その頃の日本では結核は不治の病とされ、

患者数は300万人を超え、死亡原因の第１

位を占めていました。 

　当時、スウェーデンの学者が、安息香酸と

サリチル酸の類似化合物について、結核菌

の発育抑制作用を研究し、パラアミノサリチ

ル酸（パス）が有望であることを発表。田辺

製薬の研究者たちはこの論文に着目するや、

抗結核薬の開発に取り組んだのです。 

　開発資金が乏しく、また戦災により十分

な研究設備がない中で研究は苦難の連続

でしたが、1949年に試作品の合成に成功。

翌年には製造が認可されたのです。日本で

最初に国産化したパスであるところから、商

品名は「ニッパス」と名付けられました。 

　この新薬は結核治療に大きく貢献し、

1952年には厚生大臣から結核死亡半減記

念式典において功労賞を受賞。結核撲滅

が国家的事業だったこともあり、1959年に

は結核は死亡原因の第７位にまで下がりま

した。当社は「結核薬の田辺」と呼ばれるま

でになり、戦後復興期における国民の健康

水準の向上に貢献することができました。 

創
業
期  

江
戸
時
代 

近
代
期  

明
治
時
代 

発
展
期  

戦
後 

「御振薬調合所」の 
勅許看板 

創業以来の 
田邊屋振出薬の 
軒下看板 

日の出鶴亀印 
サリチル酸 

大阪市北区・本庄工場（大正年間） 

抗結核薬ニッパス  
発売当時の写真 

結核死亡半減記念式典にて授与された
記念牌 

江戸時代の初めから、時代ごとに医療と社会への貢献を追求してきた田辺製薬。 

明治時代に入って洋薬の国産化に取り組み、戦後の混乱期の中、画期的な新薬で医療の発展に貢献してきました。 

昔も今も変わることなく「患者さんのために」を第一に考えて、医薬品事業を展開しています。 
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　社会が豊かになるにつけて問題となって

きたのは、心疾患などの成人病でした。田辺

製薬は1966年、この問題にいち早く取り組

んだ結果、虚血性心疾患治療薬であるカル

シウム拮抗剤ヘルベッサーを開発すること

に成功しました。これは田辺製薬が世界に

先駆けて開発した医薬品です。ベンゾチア

ゼピンという物質を基本骨格とする新化合

物の合成研究に着手。多数の化合物の中

から独自のスクリーニング・システムによって、

冠血管拡張作用を有する新規化合物を発

見することができたのです。 

　研究を通じて、新規化合物には従来の狭

心症治療薬には見られない大きな特徴があ

ることが判明。しかし、物質の構造が複雑で

製造法の確立に困難を極めたほか、当時は

世界的に冠血管拡張剤に対する批判期で

あったことから臨床試験の実施にひとかた

ならぬ苦労がありました。 

　様々な障壁を乗り越えて、発売にこぎ着

けたのは1974年。製品名「抗Ca++性冠循

環増強剤ヘルベッサー」が誕生しました。

国内発売と同時に海外への導出が進み、

循環器系疾患の治療に大きく貢献してきま

した。30年以上たった現在でも、世界110カ

国以上で用いられています。 

飛
躍
期  

昭
和
〜
平
成 

ヘルベッサー 

1604年（慶長 9 年） 

1678年（延宝 6 年） 

 

1791年（寛政 3 年） 

1877年（明治10年） 

1882年（明治15年） 

 

1916年（大正 5 年） 

 

1925年（大正14年） 

 

1928年（昭和 3 年） 

 

1930年（昭和 5 年） 

1939年（昭和14年） 

1943年（昭和18年） 

1949年（昭和24年） 

1950年（昭和25年） 

1951年（昭和26年） 

1952年（昭和27年） 

1959年（昭和34年） 

1962年（昭和37年） 

 

1968年（昭和43年） 

1971年（昭和46年） 

1974年（昭和49年） 

1979年（昭和54年） 

1988年（昭和63年） 

1991年（平成 3 年） 

1993年（平成 5 年） 

 

2000年（平成12年） 

 

2002年（平成14年） 

2003年（平成15年） 

田邊屋又左衞門、徳川家康よりルソンへの渡航朱印状を下付される。 

創業。初代田邊屋五兵衛、大坂土佐堀一丁目で独立開業し、合薬（あいぐ

すり）田邊屋振出薬（たなべや薬）を製造発売。 

六代五兵衞、薬種中買株仲間（薬種取扱専門業者）に正式加入。 

道修町店舗裏に製薬場を設ける。 

神戸アーレンス商会から独ハイデン社製サリチル酸の一手販売権を得て、「日

の出鶴亀印サリチル酸」の名で販売。 

大阪市北区本庄川崎町に本庄工場を建設し、各種薬品の本格的な国内生

産体制を整える。 

山口県小野田町（現・山陽小野田市）に小野田製薬所（現・山口田辺製薬

株式会社 小野田工場）を建設。 

当社最初の合成新薬である利尿強心血圧低下剤「ヂウカルチン」の開発

に成功し、錠剤を発売。 

本庄工場に研究室を設置。 

大阪市東淀川区（現・淀川区）加島町に加島工場（現・加島事業所）を建設。 

社名を田邊製薬株式会社と改称。 

株式を東京・大阪両証券取引所に上場。 

抗結核薬「ニッパス」を発売。 

日本科学技術連盟デミング賞委員会より第1回デミング賞実施賞を受賞。 

厚生大臣より結核死亡半減記念式典において功労賞を受賞。 

 純結晶L型必須アミノ酸製剤「ソーアミン」を発売。 

台湾に台湾田辺製薬股仆有限公司を設立し、海外での生産・販売に乗り

出す。 

社会貢献事業「ＭＳＣボランティア・サロン」の活動開始。 

スモン訴訟が提起される。 

カルシウム拮抗剤「ヘルベッサー」を発売。 

スモン訴訟に関して和解による解決に踏み切る。 

「ヘルベッサー」が第1回日本薬学会技術賞を受賞。 

中国処方・生薬31種配合「ナンパオ」を発売。 

高血圧症治療剤「タナトリル」を発売。 

胃潰瘍治療剤「ガストローム」を発売。 

アレルギー性疾患治療剤「タリオン」を発売。 

脊髄小脳変性症治療剤「セレジスト」を発売。 

クローン病治療剤「レミケード」を発売。 

「レミケード」が関節リウマチの効能追加承認を取得。 

汾
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01.
田辺製薬の「仕事」 

　入社以来、糖尿病治療薬に関する研究を行ってい

ます。これまでに、DPPIV阻害薬（臨床試験段階）や、

田辺製薬が世界に先駆けてコンセプトを打ち出した

SGLT阻害薬（前臨床試験段階）の薬効薬理を手掛

けてきました。目指しているのは糖尿病治療薬にとどま

らず、メタボリックシンドロームを克服する新薬を生み出

すこと。究極のゴールは、食事療法や運動療法を実践

した状態を体内で模倣できる薬剤の開発です。数年後

には第一弾の新薬を世の中に送り出せるのでは、と思

っています。越えるべきハードルはきわめて高いものの、

治療薬を待ち望む患者さんのために、研究グループの

メンバー全員が一丸となって研究に取り組んでいます。 
薬理研究所　循環・代謝領域 主幹部員 

農学博士  荒川 健司 

メタボリックシンドロームを 
トータルに抑制できる薬の研究 

現代人の生活習慣病の克服を目指して 

日本における「糖尿病が強く疑われる人」の推定数 

研究 開発 生産 営業 市販後調査 

　近年、研究活動の中で私たちが重視しているのは、糖尿病をはじ

めとする生活習慣病を克服するための治療薬の開発です。厚生労

働省の「平成14年糖尿病実態調査」によると、日本国内で「糖尿

病が強く疑われる人」の数は約740万人。さらに「糖尿病の可能性

を否定できない人」を合わせると、その数は約1,620万人にのぼると

されています。 

　糖尿病に加えて高血圧や高脂血症などは現代社会における生

田辺製薬における「研究」とは 

薬となる可能性のある化合物を創り出し、有効性と安全性の両

面から、新薬の候補として最適な物質を選び出すこと。それが

研究の主な仕事です。田辺製薬では治療満足度がいまだに十

分でない病気の克服を目標に、医療現場の要望に合致した新

薬の開発に向けた研究を日々 たゆまず行っています。 
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東京大学大学院医学系研究科　臨床分子疫学講座　 

助教授   後藤田 貴也氏 

　内臓肥満やインスリン抵抗性の改善をキーワードとして、

メタボリックシンドロームの治療薬に関する研究が世界中で

盛んに行われています。現状では各々の病態に対してそれ

ぞれの薬剤を投与するのが一般的ですが、一剤ですべて治

療可能となれば大きなインパクトを持ちます。 

　田辺製薬の場合、得意とする循環器領域の薬に加えて、

最近では糖尿病や肥満の治療薬に関する研究も進んでいて、

この分野での新薬が大いに期待されます。今後、薬のライン

ナップが充実してくることで、「メタボリックシンドロームに強

い田辺製薬」となっていくのではないでしょうか。内臓肥満の

根本を治療できる薬の研究などもぜひ進めてほしいものです。

歴史の長い製薬会社だけに、長期的な視野のもとで薬の研

究を行って、社会への貢献を果たしてほしいと思います。 

長期的な視野のもとで 
医療に貢献する新薬の研究を進めてほしい 

免疫・炎症系や泌尿器系でも治療に貢献する薬を研究 

「一日も早い創薬」を実現していくために 

活習慣病とされており、その原因として内臓に脂肪が蓄積した肥満

状態が注目されています。内臓脂肪によって様々な疾患を引き起こ

す状態はメタボリックシンドロームと呼ばれ、私たちが重点的に研究

に取り組んでいる分野です。 

　従来から進めてきた血糖値を下げる薬の研究とともに、さらに一

歩進んだ「内臓脂肪を減らし肥満状態を解消できる薬」の研究にも

取り組んでいます。私たちは早くからこのテーマを目標に掲げて多面

的に取り組んでおり、メタボリックシンドロームの克服に向けた研究

を強化・加速しています。将来は治療薬の選択肢を増やしていくこ

とで、患者さん一人ひとりの症状に合わせた医療の実現を目指します。 

　私たちはこれまでの歴史の中で数多くの新薬を生み出し、医療に

貢献してきました。特に循環器系において、狭心症・高血圧症治療

剤「ヘルベッサー」は、長年にわたって世界中で患者さんの治療に

役立ち、高く評価されています。また、新しい種類の薬である抗体医

薬のレミケードをいち早く評価して日本市場に導入し、クローン病や

関節リウマチに苦しむ患者さんの治療に貢献しています。 

　こうした実績を踏まえて、私たちにとって新たな分野での貢献に

向けて研究活動に力を注いでいます。関節リウマチなどの免疫・炎

症系や泌尿器系などでも、新薬の研究を積極的に展開するとともに、

胚性幹（ES）細胞を用いた再生医療の実用化研究にも取り組ん

でいます。 

　数々の先進的な研究活動を通じて、世界の医療に確実に貢献し

ていくことこそ、私たちが志向する研究開発型の製薬企業としての

社会的使命だと考えています。 

　新薬の研究に際して私たちが常に念頭に置いているのは、患者

さんの治療に役立つ薬を一日でも早くお届けするということ。研究

の先には治療薬を待ち望んでいる患者さんがいることを、研究に携

わる者全員が肝に銘じて新薬づくりに挑んでいます。 

　また、一般に新薬の研究開発には10年から15年近くの時間が

必要といわれますが、スピードある創薬を実現するため、重点疾患領

域を明確にし、優先順位をつけて研究を集中的に行っています。 

　さらに、自社内での研究を促進することに加えて、様々な形での

共同研究を積極的に推進しています。グラクソ・スミスクライン社や

ジョンソン・エンド・ジョンソン社といった世界各国の有力製薬会社

と共同研究を行っているほか、日本国内においても大学などの研究

機関との共同研究を進めるなど、活動の幅を広げています。 

　今後、新薬として有望視される化合物を継続的に創り出していく

ことで、患者さんのために役立つ研究でありたいと願っています。 
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02.
田辺製薬の「仕事」 

　ベーチェット病の追加効能の段階からレミケードの

開発に関わるようになりました。治験計画の立案や行

政当局との折衝などを担当しています。ベーチェット病

は患者数が限られていたにもかかわらず、医療機関の

先生方の多大なご協力をいただき、治験を実施するこ

とができました。その結果、レミケードが有効であるとい

う予想通りの結果を得ることができたことから承認申請

を行い、現在、承認を目指しているところです。 

　レミケードがベーチェット病に対しても早期に承認され、

患者さんのお役に立てることを切に願っています。これ

からも真摯な姿勢で開発業務に取り組んでいきたいと

考えています。 
臨床開発センター　臨床推進部 

江  貴普 

先生方との厚い信頼関係のもと 
レミケードの追加効能の治験を実施 

日本におけるベーチェット病の推定患者数 

研究 開発 生産 営業 市販後調査 

患者さんの安全性を第一に治験を実施 

　創薬の過程において、製品化研究や動物試験などに比べ、年月

をかけて慎重に実施するのが治験です。この試験ではまず健康成

田辺製薬における「開発」とは 

動物試験で薬効が見出された新薬の候補物質（治験薬）を、開

発部門では、規則にのっとった方法で動物での安全性の評価を

行い、さらに患者さんでの有効性･安全性を確認するための「臨

床試験（治験）」を計画・実施します。並行して、常に高い品質

で製剤を安定供給できるよう、その製造技術を確立します。これ

らのデータを取りまとめて厚生労働省に承認申請を行います。治

験は医療機関・患者さんの協力を得て行う、創薬の重要なプロ

セスです。 
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北海道大学大学院教授　 

医学博士  大野 重昭氏 

　ベーチェット病は別名シルクロード病と呼ばれ、西は

地中海沿岸から東は日本までかつてのシルクロード沿

いに起こる病気です。発症のメカニズムはまだよくわか

っておらず、効果的な治療法がないのが現状です。国

内では希少疾病とされていますが、症状が重くなるにつ

れて失明するリスクが高い深刻な病気です。 

　田辺製薬が追加効能の開発を進めているレミケード

は、これまでの治験で確実に成果を挙げており、患者さ

んの治療に携わる者として大きな期待を持っています。

新薬を待ち望んでいる患者さんのためにも、一刻も早く

世の中に送り出してほしいと願っています。また、この

薬を通じて日本がベーチェット病治療で国際貢献をで

きるようになりたいものです。 

ベーチェット病の治療薬として 
レミケードに大きな期待 

人で薬の安全性を確認した後、治療対象である患者さんの協力を

得て薬の有効性について評価します。試験を実際に行うのは、病院

などの医療機関の医師や治験コーディネーター（看護師や薬剤師）

の方々で、患者さんの中からボランティアをお願いした上で実施しま

す。つまり、治験は医療機関と患者さん、そして製薬会社の共同作

業であり、緊密な協力関係がなければ良い治験は実施できません。 

　治験の計画から実施においては、「医薬品の臨床試験の実施の

基準（GCP）」を厳守し、協力していただく患者さんの安全性と人権

保護を第一に考えるとともに、正確なデータのスピーディーな収集と

分析に努めています。　 

希少疾病薬の開発に向けた取り組み 

　私たちは製薬会社の社会的使命として、たとえ患者数の少ない

疾病であってもその治療に貢献すべく、新薬の開発に真剣に取り組

んでいます。レミケードは、クローン病や関節リウマチの治療薬の一

つとして患者さんの治療に大きな役割を果たしています。それに加え

て開発を進めているのが、ベーチェット病の追加効能です。 

　この病気は免疫の異常によって起こるといわれ、多様な症状を有

する難治性疾患です。2002年の「ベーチェット病の全国疫学調査

結果」によると１年間の受療患者数は約15,000人で、いわゆる希少

疾病の一つとされています。私たちはこうした希少疾病薬（オーファ

ンドラッグ）の開発にも意欲的に取り組んでいます。これまでの研究

を通じて、レミケードがこの疾病の眼症状に効果があることが示唆さ

れ、臨床試験においても本剤が有効であると示されたことから、効能

追加申請を行い、現在審査中です。 

　この薬は生物学的製剤であるところから、治験に際しては何よりも

患者さんの安全性に配慮して慎重に実施するのはもちろんのこと、

安全性に関する情報を医療機関にタイムリーに提供することを心掛

けています。治験に携わるスタッフ全員が「患者さんのために」とい

う使命感を共有し、慎重かつ効率的な治験を実施しているのです。

国内に加えて海外での治験体制も充実 

　田辺製薬ではレミケードをはじめ、様々な開発候補品の治験を進

めるため、開発体制の充実に向けて力を注いでいます。社内体制と

して治験計画立案やモニタリング、統計解析、データマネジメントなど

に携わる専門スタッフの継続的な育成に努めています。 

　また、治験の効率的実施に向け、国内に加えて海外での開発拠

点の拡充・整備を積極的に行っており、現在、英国（ロンドン）や米

国（ニュージャージー）などで治験活動を展開中です。 
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03.
田辺製薬の「仕事」 

　田辺製薬の錠剤の生産に携わっています。品質管

理に関しては設備や手順、工程を検証し、その内容の文

書化を担当しています。私をはじめとして生産に関わる

すべてのスタッフがGMPを厳守するのはもちろんのこと、

「人の生命に直結した仕事を担っている」という気持ち

のもとで、一錠一錠を確実に作り上げ、高品質の医薬

品を出荷しています。また、山口田辺製薬では現状の生

産体制に甘んじることなく、生産設備などハード面の充

実を図っている一方、人の教育などソフト面の一層の強

化にも力を入れています。  

　今後は田辺製薬のグローバル展開を視野に、工場を

挙げて、さらにハイレベルな品質を目指していきたいと思

っています。 

山口田辺製薬株式会社　製剤部　第一課 

光井 篤 

「人の生命に直結した仕事」の 
自覚を持って生産に従事 

田辺製薬における「生産（品質）」とは 

医薬品は患者さんの生命に直接関わる製品だけに、各種の法

規制に沿った厳しい品質管理のもとで生産しなければなりません。

田辺製薬では長い歴史で培った独自のノウハウと最新技術を導

入し、常に品質管理体制の見直しを行いながら、時代の要請に

合ったクオリティの高い医薬品づくりに努めています。 

業界に先駆けて高い品質水準を追求 

注射剤における無菌性保証レベルの数値 

研究 開発 生産 営業 市販後調査 

　医薬品に求められるのはその有効性とともに、安心して使用でき

るということ。患者さんの体内に入って作用するものだけに、生産

時の品質管理を厳しく実施し、全製品の品質を保証しています。 

　医薬品は「医薬品の製造管理及び品質管理規則（GMP）」と

いう法律により、製造・品質管理の基準が細かく定められています。

　田辺製薬では業界に先駆けてGMPが定められる以前の1960

年代という早い時期から、医薬品生産の全工程において品質管
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宇部興産株式会社　宇部医薬品工場　 

医薬品質保証グループ  工藤 功氏 

　当社は田辺製薬に対して医薬品の原料である原薬を供給し

ています。改正薬事法によってGQP（医薬品等の品質管理の

基準）による製造販売業者の責任が重くなる中、当社としても

原薬製造業者として品質管理に真剣に取り組んでおります。生

産に関する情報を適宜提供し、原薬製品品質に関する情報に

ついても両社で共有しているほか、原料生産に関する助言を受

けるなど、相互の信頼関係を大切にして品質管理に務めています。 

　品質を担保するため、田辺製薬の担当者による査察を受け

入れているほか、当社担当者が田辺製薬で生産に関する報告

を実施したり、山口田辺製薬の工場見学に参加したりと、品質

を高めていく活動を継続的に展開しています。これからも製造販

売会社のパートナーとしてより高いレベルの品質保証に努めて

まいります。 

原料（原薬）メーカーとして、品質をともに 
作り上げる姿勢で協力体制を強化 

ハイテクに加えて最後は人の目による品質確認 

次世代を見据えた品質管理体制を目指して 

理体制の構築に着手し、生産工場における高い品質管理体制の

下、原料の段階から製造過程、最終製品として出荷するまでに何

段階もの厳しい品質チェックを行っています。  

　異物混入や微生物汚染を防ぐための生産設備、バーコードラベ

ルによる確認システム、どの番号の原料を使ったかが全てわかる製

造番号管理によるトレーサビリティなどを導入し、品質向上に努め

ています。 

　私たちが取り組んでいる品質管理の水準について、注射剤を例

にすると「0.000001（100万分の1）以下」という数値が挙げられま

す。この数字が意味するのは、個々の製品中に菌が存在する確率

が100万分の1以下でなければならないということ。実際には存在

確率が限りなく「ゼロ」に近い、すなわち「無菌」であることを意味

しています。この水準は「無菌性保証レベル（SAL）」といわれ、国

際的に採用されているものです。田辺製薬の注射剤はSALをクリ

アしており、世界で通用する品質水準を保証しています。 

　無菌性の保証とともに大切なのが、異物混入の防止です。カメ

ラやセンサーによる製品のチェックを行うだけでなく、特殊なトレー

ニングを受けた従業員による目視検査を実施。50μm（＝0.05mm）

という微小の異物さえも判別できます。注射剤に限らず、錠剤にお

いてもこうした複数の厳しいチェックを経ており、私たちは高品質の

医薬品を医療機関にお届けしています。 

　田辺製薬では、社内における品質管理体制の確立に加えて、早

くから原材料の調達先や委託製造業者の査察（現地調査）を行い、

サプライチェーン全体での品質管理体制の強化を図ってきました。

現在、国内外50カ所以上の査察を定期的に行っています。また、

実効性のある査察を行うため、監査員の養成にも努めています。 

　薬事法改正に関連しては、製造販売業者として、品質管理業務

の手順書の作成や製造業者との品質に関わる取り決めの締結、

さらには査察の強化などを推し進め、従来以上に生産工場の品質

管理に対して厳しい姿勢で臨んでいます。 

　現在、私たちは高い品質水準を達成してはいるものの、品質管

理という仕事にはゴールはなく、常に継続した改善が求められます。

田辺製薬では次代を見据えた品質管理体制を構築するため、「ク

オリティ・システム・イノベーション（QSI）」に着手しています。これ

は世界の様々な地域の基準に合致する品質管理のシステム構築

を目指した取り組みです。事業のグローバル展開を視野に、品質

管理体制の再構築を進めています。これからも、私たちは患者さん

のために高品質を追求していきます。 
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田辺製薬の「仕事」 

　化学の先端研究の成果を導入して、環境負荷の低

減に配慮した生産プロセスの研究に従事しています。

従来の工程の常識にとらわれずに、化学反応のあり方

を見直すことによって、環境保全の面からも社会に誇れ

る製薬メーカーでありたいと思っています。 

　化学反応は原料の取扱量が増えることで想定外のこ

とが起こる可能性があり、新薬の本格生産に向けて試作

段階で品質や安全性のリスクに加えて、環境面での潜

在リスクを洗い出すことが課題といえます。目指している

のは、少量の試作段階で大量生産のシミュレーションが

できる予測システムを構築することです。環境負荷や消

費エネルギー、安全性をあらかじめ予測することで、環境

により優しいモノづくりを進めることができると考えています。 

CMC研究所 

主任研究員  池田 一史 

薬の試作段階で環境面への影響を 
シミュレーションできるシステムを研究 

田辺製薬における「生産（環境保全）」とは 

医薬品の生産では品質や経済性とともに、環境への配慮が不可

欠です。田辺製薬では化学物質を扱う立場から、事業所周辺への

環境負荷の低減を積極的に進めると同時に、省エネルギーへの取

り組みをグループ全体で行っています。今後も社会的責任の一つ

として環境問題に前向きな姿勢を堅持していきます。 

生産プロセスでの環境負荷の削減に努力 

製剤原料の濃縮方式を見直したことによる、CO2排出量の従来比 

研究 開発 生産 営業 市販後調査 

　医薬品の工業化研究では、将来の生産時を想定して、スケール

の増大に伴い使用量が多くなる化学物質やエネルギーなどの環境

負荷を削減する検討が重要となります。CMC研究所内では少量か

ら大量までの様々なスケールのプラントを設置し、試作段階から安全

で環境負荷の少ない生産プロセスを素早く開発できる体制を構築し

ています。 

　最近の具体的な成果としては、有害大気汚染物質の削減を意

04.
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　以前から田辺製薬の研究員と意見交換をしていますが、

環境面への意識が高いといえるのではないでしょうか。

先日、同社の新しい研究棟を見学した際、合理的な設

計のもとで研究開発の段階から環境保全に配慮したモ

ノづくりを追求している点が印象的でした。 

　化学品の生産工程では「安く、早く、うまく」という視

点が欠かせない時代です。これらの課題をクリアするこ

とによって、結果的に環境にやさしい生産体制ができる

と考えています。また近年、グリーンケミストリーや環境調

和型プロセスという新たなコンセプトが提案されています。

生産工程の改善による環境負荷の低減はまだ余地が

あります。田辺製薬においてもこうした分野の取り組み

を強化してほしいと思います。 

製薬会社として環境調和型の 
化学プロセスを追求してほしい 

図したハロゲン系溶媒の使用回避をはじめ、シリカゲルや活性炭

などの吸着剤を削減することによる廃棄物の最少化、溶媒回収装

置を用いた排気中有機溶媒の除去といったものがあります。また、

生産プロセスにおいて重金属をできるだけ用いない方法を採用し、

最低限必要なケースについては回収方法を検討して、専門業者に

よる適正処理を行っています。さらに新たな試みとして、数年前から

固定化触媒技術の活用に着手しています。これは資源を回収して

再利用するグリーンケミストリーの道を拓くものとして今後、技術開

発に力を注いでいきます。 

　省エネルギーについても、従来のプロセスを見直し、新たな方法

を見出すことで様々な成果を上げています。ある製剤の有効成分

を製造するプロセスでは、原料液の濃縮方法を加熱濃縮から膜濃

縮に変更したことにより、エネルギーを大量消費する加熱操作が不

要になったことから、CO2の排出量を従来比1/100に削減すること

に成功しました。また従来、極低温や高温域で化学反応を行って

いたものを常温付近で反応が進行するようにプロセスを再設計す

ることで、生産工程における消費エネルギーを大幅に削減していま

す。 

マテリアルフローコスト会計による環境経営の推進 

　私たちが目指す環境経営の基盤をなしているのが、環境管理会

計の革新的な手法である「マテリアルフローコスト会計」です。ど

の生産プロセスでどれだけの量の廃棄物が発生し、原材料やエネ

ルギーがどれだけ無駄に消費されるかが明確となり、プロセス別の

コストが正確に算出できるようになる上、環境対策に向けた課題を

明らかにできるメリットがあります。 

　この手法を主力工場である山口田辺製薬の医薬品製造工程

に用い、課題の改善策として、溶媒吸着回収装置を設置するとと

もに場内廃液焼却処理を廃止したことにより、反応溶媒のクロロ

ホルム大気排出量は大幅に削減し、廃棄物処理コストも大きく減

らすことができました。 

　これまで環境対策とコストは両立しにくいとされてきましたが、「マ

テリアルフローコスト会計」を導入し展開することにより、環境負荷

の低減とコスト削減をともに実現する環境経営を推し進めています。 

関西学院大学　理工学部化学科教授　 

理学博士  田辺 陽氏 
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05.
田辺製薬の「仕事」 

　2002年からレミケードの担当になり、市販後調査の実

施と先生方への情報提供に努めています。患者さんへ

の投与に際しては安全性の面から十分な配慮をお願い

しています。活動を通じて患者さんの症状が改善するこ

とが、仕事の中での大きな喜びとなっています。 

　日常的な活動に加えて、研究会を開催したり、先生同

士の交流の場を企画したりと、学術的な活動をサポート

する機会が増えてきました。発売当初はレミケードの使

用に慎重な先生がいらっしゃいましたが、市販後の全例

調査の結果をお伝えする中で、評価のお声を多数いた

だくようになりました。これからも医療に携わっていること

を意識して、より多くの情報を先生方に提供することに

よって、患者さんのために役立ちたいと考えています。 

製品育成部　レミケードグループ大阪エリア 

エリアマネージャー  鎌田 千里 

レミケードに関する情報提供を通じて 
チーム医療での貢献を実感 

田辺製薬における「営業（情報提供）」とは 

医薬品は医薬品卸会社を通じて医療機関に販売されます。ここ

で大切なのは、医薬品とともに薬に関する情報を提供すること。

医療活動が高度化し、よりきめ細かな情報が求められる現在、

田辺製薬は「患者さんのために」を第一に、医薬品の適正使用

と普及を目指した情報提供に日々 努めています。 

1000名のMRで日本全国の医療機関をカバー 

日本国内で田辺製薬が医薬品を納入している医療機関の数 

研究 開発 生産 営業 市販後調査 

　医薬品は的確な情報に基づいて適切に用いられてこそ、その真

価を発揮することができます。どんなに優れた薬といえども情報の質

が伴わなければ、患者さんのために役立つことはできません。 

　医療機関に納入される医薬品には、効能や効果、用法や用量と

いった基本情報をはじめ、作用機序（人体に作用する仕組み）や副

作用に関する情報が必ず添付されています。田辺製薬ではそれに

加えて、当社の約1000名のMR（医薬情報担当者）が医師や薬剤
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大阪医科大学　第一内科講師　 

膠原病内科科長  槇野 茂樹氏 

　レミケードは関節リウマチ治療の新薬として患者さん

も医療現場も大いに期待しています。投与には慎重さ

が求められますが、田辺製薬のMRは治療に役立つ情

報をタイムリーに提供してくれるので助かっています。以

前は副作用の発生を懸念しましたが、市販後調査の結

果など刻 と々情報を提供してくれたため、現在では安心

して使用できる薬になっています。また、同社が日常の

情報提供に加えて勉強会などを随時開催することによ

って、若手医師の育成に役立っているほか、膠原病治

療の底上げに貢献しているといえます。 

　今後は医療現場の要望をMRが今まで以上にくみ取

って、社内にフィードバックし、医薬品開発や情報提供に

役立ててほしいと思います。 

関節リウマチ治療の現場に役立つ 
タイムリーな情報提供活動 

新薬を適正に使用していただくための体制を構築 
医薬品情報の提供、収集、伝達を一層強化 

師の方 を々直接訪問し、医薬品の有効性や安全性についての情

報提供を行っています。 

　現在、私たちが日本全国で薬を供給している医療機関はおよそ

13万カ所。MRは都市部のみならず、離島地域を含めた過疎地にお

いても、医薬品に関する情報提供を怠ることはありません。一人ひと

りが患者さんのために貢献したいという想いをもって、医師や薬剤師

の方 を々サポートしています。 

　MR活動の中でも重要なのが、新薬に関する情報の提供です。

医療で新たな貢献ができる一方で、副作用の発生も懸念されるため、

適正使用のための情報提供が欠かせません。田辺製薬のMRは研

修や自己学習を通じて、病気のことや医薬品の適正使用情報をしっ

かりと身につけ、医療機関に対する情報サポートを行っています。 

　昨今、新薬として注目を集めているのが、レミケードです。これはク

ローン病という難病をはじめ、関節リウマチなどの治療薬として高く

評価されており、医療機関での使用が広がっています。このほか、ベ

ーチェット病への適用も申請中で、今後幅広い医療貢献が期待され

ています。 

　海外では欧米を中心に広く使用されている薬ですが、日本での

普及はこれからで、使用には慎重さが求められます。田辺製薬では

レミケードの専任担当者を現在約80名配置するとともに、ほかの

MRと連携することで医療機関への情報提供を充実させ、投与方

法や副作用などの問い合わせに素早く対応できる体制をつくって

います。  

　その他の製品についてもこれまでの長い実績の中で蓄積した

情報をベースに、様々なご質問やご要望に臨機応変にお答えして

います。 

　MRは情報を医療機関に提供するだけが仕事ではありません。今、

医療現場で何が起きているか、求められているものは何かといった情

報を収集することも大切な仕事と私たちは考えています。特に治験

の時点では判明しなかった副作用に関する情報をいち早くキャッチし、

社内にフィードバックして関連情報と併せて分析した上で、その結果

を医療機関に伝達することも大切な仕事です。田辺製薬はすべて

の医薬品に関して、正確な情報の提供と収集、そして伝達により一

層努めていくことで、これからも医師や薬剤師の方 と々の信頼関係

を築いていきたいと願っています。 
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06.
田辺製薬の「仕事」 

製品育成部　メディカルアフェアーズグループ部長 

医学博士  十河 正典 

市販後調査に対する真摯な姿勢が 
医学界での信用向上につながっています。 

田辺製薬における「市販後調査」とは 

自社の薬に対して医療における責任を果たす。田辺製薬では

開発した新薬について、市販後調査（PMS）を厳密に実施し、

治験では判明しなかった副作用などの情報を幅広く収集し、そ

の調査内容については医療機関にただちに伝達する体制を築

いています。 

レミケードの市販後全例調査の件数 

研究 開発 生産 営業 市販後調査 

製薬会社の責任として市販後調査を厳密に実施 

　医薬品として厚生労働省の承認を受け、発売することで、私たち

の仕事が終わったわけではありません。新薬の発売後、患者さんの

ために役立っているか、副作用は発生していないか、といった調査を

継続して行う必要があります。もちろん、治験の段階で薬の有効性

や安全性について十分なテストを行いますが、治験の方法にはいろ

いろな制約があるため、市販後に薬の使われ方を調べていくことが

欠かせません。 

　レミケードの市販後全例調査はその規模の大きさだ

けでなく、厳格な調査と結果内容の正確さにおいても医

学界から高く評価していただいています。会社を挙げて

真剣に取り組んだ成果がこのような評価ににつながっ

ているものと思われます。田辺製薬に対する企業イメー

ジがこれまでになく高まっているのは、一つにはこの調査

が好影響を及ぼしているのでしょう。調査の結果は欧米

の学会にて発表される予定で、世界中のリウマチ患者さ

んの治療に貢献したいと考えています。 

　今後はレミケードの適応症が増える中で、医師ととも

に看護師や薬剤師の方々へのサポートをより一層手厚

くし、加えて副作用の情報収集と伝達に今まで以上に

機敏に対応していきたいと考えています。 
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社団法人日本リウマチ友の会 

会長　長谷川 三枝子氏 

　関節リウマチで苦しんでいる大勢の患者にとって、レミ

ケードは画期的な新薬として皆が期待しております。特

に骨破壊を抑える効能は素晴らしいことだと思います。ま

た、田辺製薬が5000例という大規模な市販後調査を実

施したことにより、患者は安心して使用することができます。

これまでの経緯を見る限り、信頼できる薬だと思います。 

　田辺製薬にお願いしたいのは、今後も私たちに正確

な情報をできるだけ早く提供してほしいということです。ま

た、これまでと変わらず医療現場の声を真摯に受けとめ

てください。患者にとって希望の灯となる薬だけに、医師

および患者、そして田辺製薬が一緒になって上手に育

てていくことを願ってやみません。 

関節リウマチの患者にとって 
希望の灯となるレミケード 

　調査では、あらかじめ予測できなかった副作用が実際の治療で起

きていないかを調べるとともに、想定した効果が現れているか、薬の

用法・用量が守られているかといった面を確認します。 

　田辺製薬は、「患者さんのために」という責務を果たす上で市販

後調査を厳密に実施しています。それは患者さんのために役立つ

薬だからこそ安心して使用していただきたいと思うからにほかなりま

せん。良い薬で社会に貢献しようとする精神が市販後調査にも込

められているのです。 

世界でも類例のない大規模な全例調査 

　私たちが近年実施した市販後調査の中で特に大規模なものが、

関節リウマチの治療薬レミケードの市販後全例調査です。これは

承認後、レミケードを投与されたすべての患者さんを対象とし、

5000例を超える日本国内はもちろん世界的にも類例をみない調査

となりました。 

　生物学的製剤であるレミケードは、関節リウマチの専門医の方々

をはじめとして医療機関の評価が高かったものの、使用については

慎重を期すという観点から市販後の投薬例すべてについて投与開

始から６カ月間、効果や副作用の有無について調査しました。 

　市販後調査は、一般にMR（医薬情報担当者）が通常業務と併

行して行うケースが多いのですが、私たちはMRとは別に当初約70

名の専任担当者（エリアマネージャー）を任命し、全400カ所に上る

指定医療機関での調査を実施しました。調査にあたっては医療関

係の方々から多大なご協力をいただきました。「患者さんのためにな

る良い薬だからこそ、安心して使えるように正しく育薬してほしい」と

いう医療現場の声を私たちは真摯に受けとめ、調査を厳密に行うと

ともに副作用については機敏に対応する姿勢を貫きました。 

　市販後全例調査の結果については、2005年7月に厚生労働省

に報告しました。この成果を通じて医療機関の信頼が高まり、レミケ

ードを安心して使用していただける環境が整ったのではないかと思

っています。 

全社を挙げて取り組む姿勢をこれからも堅持 

　レミケードの全例調査では、経営トップの指示のもと全社を挙げ

て取り組んだことが達成につながったといえます。すなわち調査と情

報伝達にあたったエリアマネージャーをはじめ、MRによるサポート、

安全性情報センターによる副作用情報の適正な評価と収集データ

の分析というように、様々な社内組織の緊密な連携によって全例

調査は成し遂げられました。そこには従業員一人ひとりの「レミケー

ドをしっかり育てていくことで患者さんのために尽くしたい」という強

い気持ちがありました。私たちはこれから発売する新薬についても、

市販後調査を大切にして患者さんに役立つ育薬に努めていきます。 
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田辺製薬の「約束」 

経営の健全性と透明性を確保することが重要であると認識し、 

企業倫理の遵守はもちろん、経営のチェック機能を強化することで、 

田辺製薬を取り巻くステークホルダーの信頼を高めるよう努めています。 

経営体制 

監査体制 

コーポレート・ガバナンス体制 
 

 

　取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応

できる経営体制を構築するため、2005年6月から取締役の任期を2

年から1年に短縮しました。  

　取締役会は現在、取締役7名で構成されています。月1回の定例

取締役会のほか、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催し、法令、

定款および取締役会規則で定められた事項や経営に関する重要

事項を審議・決定するとともに、業務執行の状況を監督します。 

　なお、重要事項については、代表取締役社長が指名する取締役

で構成するガバナンス会議（2005年7月設置）における事前協議や、

代表取締役と２名の社外有識者からなる経営諮問委員会（2003年

4月設置）に諮問した上で、取締役会に議案を上程しています。 

　1999年4月に執行役員制度を導入し、経営の意思決定・監督機

能と業務執行機能の区分を明確にしています。社長執行役員およ

び主要な執行役員から構成される経営執行会議を設置し、経営全

般の業務執行に関する重要事項を協議しています。なお、業務執

行を担う取締役は執行役員を兼務しています。  

 

 

　監査役は、取締役会等の重要会議に出席しているほか、取締役、

内部監査部門等からその職務執行状況の聴取、重要な決裁書類

等の閲覧、主要な事業所や子会社の業務および財産の状況（法

令等遵守体制およびリスク管理体制等の内部統制システムを含む）

の調査により、取締役の職務の執行を監査しています。監査役会は

監査役４名（うち社外監査役２名）で構成しており、監査役の監査

状況、会計監査人の監査報告、取締役等の職務執行の報告を受

けています。なお、２名の社外監査役は、社外からの経営監視機能

も果たしています。 

　会計監査人にはあずさ監査法人を選任し、正確な経営情報を開

示するなど適正な監査が実施される環境を提供しています。 

内部統制の強化に向けた取り組み 

　2005年6月から内部統制担当役員（取締役常務執行役員）を置

き、内部統制を強化してきました。 

　2006年5月1日に会社法が施行され、5月11日の取締役会で、「内

部統制システム整備の基本方針」に関する取締役会決議を行いま

した。※ 

　また、各種委員会の中で、倫理・法務委員会、危機管理委員会を

はじめとする内部統制に関わる主要な委員会については、内部統制

担当役員が委員長をしています。 

　そして、危機管理規程や情報管理基本規程などの各種規程を定

め、適宜改正するなど、さらなる内部統制の強化を進めています。 

　内部統制状況に関する内部監査は、各業務部門に対して執行

部門から独立した監査部を置き、実施しています。 

※東京証券取引所および大阪証券取引所に提出している「コーポレート・ガバ
ナンスに関する報告書」（Ⅳ．内部統制システムに関する基本的な考え方及び
その整備状況）を参照。各証券取引所のWebサイトで閲覧できます。 
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■コーポレート・ガバナンス体制図 

株主総会 

取締役会 

社長執行役員 

各執行役員 

各業務部門、子会社 

経営執行会議 

各種委員会 

経営諮問委員会 

ガバナンス会議 

代表取締役 

監査役会 

監査役（社内・社外） 

会計監査人 

監査部 

選解任 選解任 

監査 

監査 

監査 

監査 

選解任 

倫理・法務委員会、危機管理委員会、 

情報管理委員会など 

監督 

情報の適切な管理と、 
ステークホルダーへの開示 

　情報は企業の重要な経営資源・資産であるとともに、会社情報の

適時適切な開示は企業の最も基本的な責務であると考えています。

田辺製薬では、行動規範によってステークホルダーの立場の尊重

について規定するとともに、情報管理基本規程や情報開示規程を

定め、情報の適正な管理とステークホルダーに対する適時適切な

開示の徹底に努めています。 

（⇒P.33「社会と対話する」参照） 
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倫理・法務委員会 

コンプライアンス推進部 
（倫理・法務委員会事務局） 

各職場の管理者 

コンプライアンス推進委員 

所属員 

連
携 

相
談 

倫
理
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン 

報告 指示 

報告・連絡・相談 

報告・連絡・相談 

報告・連絡・相談 

■行動規範実践体制 

田辺製薬の「約束」 

コンプライアンスの徹底に努めています。 

安定して医薬品を供給するという社会的責任を果たすため、守るべきルールを明確にし、 

全従業員の行動にまで徹底させて、何よりもコンプライアンスを優先する企業でありたいと考えます。 

行動規範 

　田辺製薬が社会やステークホルダーの方々から信頼され、評価

される企業であるためには、一人ひとりが法令や企業倫理を守ると

ともに、リスクを未然に防ぐことが重要であると認識し、コンプライア

ンスの徹底のための仕組みをつくり、実行しています。 

　経営の安定と発展の土台となるものは、企業倫理と遵法精神に

基づく企業活動の健全性です。健全性を確保するために、会社と

役員（取締役、監査役）・執行役員・従業員が、企業活動を行う上

で守るべき具体的な行動のあり方を「行動規範」として定めています。 

■「行動規範」実践のための倫理・法務委員会 

　全社的組織として、倫理・法務委員会を設置しています。同委員

会は「行動規範」について、関係する社内の各委員会と密接な連

携のもとに、企業倫理の高揚と実践に関する基本事項について

審議を行うとともに、社内へ情報を発

信しています。 

■「行動規範」を定着させるために 

　「行動規範」はその浸透・定着が重

要であり、社内イントラネットで閲覧でき

るとともに、冊子にして、役員（取締役、

監査役）・執行役員・従業員全員に配

布しています。また、入社時および管理

職登用時や各事業所での研修において、

「行動規範」の教育を行っています。 
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生命倫理に関する取り組み 

　田辺製薬は、生命関連企業として、法令遵守はもとより、生命倫理

を含めた高度な倫理観をもって行動しています。 

　創薬には、臨床試験を実施する前に、医薬品としての使用におけ

る有効性および安全性を確認するための動物実験が不可欠ですが、

生命を尊重し動物を愛護するとの考えに基づいて、代替法の積極採

用（Replacement）、実験動物数の削減（Reduction）、苦痛の軽減

（Refinement）の“3R”を基本方針に、動物実験倫理委員会でそ

の妥当性について審査し、できる限り動物に負担がかからないように、

動物福祉に配慮しています。 

　また、ヒト組織の利用や、遺伝子解析研究によって、薬剤の有効性・

安全性を予測する研究も行っています。こうした研究では、薬剤の副

作用防止や個々の患者さんに適した治療の実現につながるなど、今

後の医療への貢献が期待されます。その一方で、インフォームドコン

セントの徹底や提供者のプライバシー保護など倫理的に十分な配慮

が必要です。田辺製薬では、倫理審査委員会の公正・中立な審査を

経た上で研究を行っています。 

内部通報・相談の窓口「倫理ホットライン」 

　企業活動の健全性を確保するためには、不祥事につながるよう

な情報をいち早く入手して、社内で未然に防ぐことが重要です。各

職場でその問題に対処することが基本ですが、通報・相談の窓口

として倫理ホットラインを設置・運用しています。倫理ホットラインの

受付には、専用電話、電子メール、郵便による方法があります。相

談を受けた案件は、相談者に事前の承諾を得て、関係部門にて対

応を協議します。それらの対応に関しては、相談者へフィードバック

がなされます。 

　また、就業規則に通報義務を規定するとともに、通報や相談した

関係者の保護を約束しています。 

「行動規範」 

◎社会に対する基本姿勢 

１． 会社に関する情報を適時・適切に開示します 

２． 患者・一般消費者の信頼に応えます 

３． 有効性・安全性に配慮した、高品質の製品を提供します 

４． 生命倫理・動物福祉に配慮して研究を行います 

５． 試験・調査の倫理性とデータの信頼性を確保します 

６． 製品の有効性・安全性等について適正に情報を提供し 

ます 

７． 地球環境の保全に自主的かつ積極的に取り組みます 

８． 地域社会との交流を大切にします 

９． 取引関係において、公序良俗を守ります 

１０． 政治や行政と健全かつ正常な関係を保持し、反社会的

勢力に対し利益を供与しません 

◎社員に対する基本姿勢 

１． 社員のゆとりある豊かな生活の実現に努めます 

２． 安全で快適な職場環境づくりを目指します 

３． 人権の尊重される職場の形成に努めます 

４． 社員の個性と能力を活かせる公正な人事処遇に努めます 

◎役員・執行役員・社員の行動と責任 

１． 市場における自由な競争のもと、取引は公正に行います 

２． 国際ルールを尊重します 

３．行政手続きや届出書類等の作成を正確かつ適正に行い

ます 

４． 化学物質等は適正な管理のもと厳重に取り扱います 

５． 規制対象の物資や技術の輸出管理を徹底します 

６． 利害の対立を避け、公私混同をしません 

７． 会社の有形・無形財産を効率的に活用します 

８． 社内外の知的財産を保護・尊重します 

９． 企業秘密や個人情報を厳重に管理し慎重に取り扱います 

１０． インサイダー取引を行いません 
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　2005年4月から医薬品の品質・安全性に対する企業の責任を

明確・徹底化した改正薬事法が施行されました。改正薬事法では、

販売する医薬品の品質管理基準（GQP）と安全管理基準（GVP）

が定められ、医薬品販売企業に両基準の徹底遵守とそれを実行

するための体制作りを求めています。 

　田辺製薬では改正薬事法の基準に沿うよう社内体制を構築し

ています。品質・安全の両部門を統括し製造販売の最高責任者と

なる総括製造販売責任者（信頼性保証本部長）、品質を保証す

る部門（品質統括部）、安全を管理統括する部門（安全性情報セ

ンター）を定め、さらに法的側面でサポートする薬事部門（薬制薬

事室）を設置しています。これら関連部門が連携し、高品質で優れ

た有効性・安全性を有した医薬品を顧客に提供します。 

田辺製薬の「約束」 

品質・安全性に対する責任体制を確立しています。 

品質・有効性・安全性に優れ、医療ニーズに合致した医薬品を患者さんに提供することを使命として活動しています。 

また、顧客からの問い合わせには、関連部門が連携の上、誠実かつ適切に対応いたします。 

社長 

総括製造販売責任者 薬事部門 

安全管理統括部門 
安全管理責任者 

品質保証部門 
品質保証責任者 

意見具申 指示 

密接な連携 

指示 報告 報告 指示 

■品質・安全に対する責任体制 

品質管理 

安全管理 

試験データの信頼性保証 

原料等の調達先への実地調査 

　品質保証部門では、高品質の医薬品を提供するために、田辺

製薬および関連会社の工場における品質保証活動の推進はもち

ろんのこと、委託製造業者や原材料等の調達先の品質保証に関

わる業務を行っています。2005年の法改正に伴い、品質保証業

務の手順書の作成や製造業者と

の品質に関わる取り決めの締結、

また、製造所への実地調査の強

化など、これまで以上に品質管理

体制の強化を図っています。 

　医薬品を適正に使用していただくために、医薬品の安全管理統

括部門では、医薬品の安全性および有効性に関する情報を網羅

的に国内外から収集・評価し、ＭＲ（医薬情報担当者）を通じて医

療従事者へ迅速かつわかりやすい形で情報提供を行うとともに、様々

な法令規則に基づいて厚生労働省への報告を行っています。 

　さらに、より科学的で信頼性のある適正使用情報を把握するため、

あらかじめ作成した調査計画に基づき多くの患者さんを対象とした

調査（市販後調査）も実施しています。 

　医薬品の研究・開発（動物試験や臨床試験等）では、国や厚生

労働省の定めた各種法令や基準を遵守して適正に実施すること

が求められます。研究・開発部門から独立した専門の監査部門が、 

試験の実施手順・記録の作成と保存・結果の解析等が法令を遵

守し、かつ、正確に実施されていることを調査確認し、試験の信頼

性を保証しています。 
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一般消費者、患者さん 

病医院・薬局・薬店、医薬品卸等 
お客様 

相談センター 

医薬情報担当者（MR） 

社内関連部署（品質保証部門・安全管理統括部門） 

提携会社 社内関連部署（生産部門） 

■問い合わせフロー図 質問・要望事項 
調査依頼 
回答 

「お客様相談センター」は、迅速な対応で 
顧客とのコミュニケーションを支えます。 

　一般消費者や患者さん、病医院・薬局・薬店などの医療機関か

らの問い合わせに応える「お客様相談センター」を設置しています。 

　同センターの役割は、①製品情報を顧客にわかりやすく提供し、

医薬品の適正使用を推進し会社の信頼を高め、②顧客の意見に

真剣に耳を傾けて、より良い製品開発や情報提供につなげ、満足

度の向上に貢献することです。 

　2005年度は、約46,500件の問い合わせがあり、副作用情報・

用法・用量・各種製剤の調剤技術等についての質問を中心に、医

療用医薬品に関するものが約78%、一般用医薬品に関するもの

が約9%になっています。 

医療事故防止のため、包装の改良をしています。 

　誤飲事故を防ぐために、医薬品包装等に様 な々工夫をしています。

PTPシートは、シートサイズや製品名・含量の表示を大きくすること

により、視認性を高めています。　 

　一部の製品では、乳幼児

の誤飲防止を目的とした特

殊PTPを日本で初めて採用

しました。一般的なPTPに

保護フィルムを装着しており、

服用時に保護フィルムをは

がさないと錠剤を取り出すこ

とができない構造になってい

ます。 

顧客の個人情報は厳重に管理しています。 

　お預かりしている大切な個人情報を取り扱うにあたり、「個人情報

保護方針」を策定し、以下のような具体的取り組みを行っています。 

・個人情報保護管理者の設置をはじめとした社内管理体制の構築 

・個人情報保護規定およびガイドラインの制定 

・従業員への教育・研修および委託先の管理・監督 

・モバイルパソコンのデータ暗号化、パソコン操作記録の保存等の

システム・セキュリティ対策 

今後も個人情報の保護・管理を徹底していきます。 

■お客様相談センターへの問い合わせ内容 

副作用・安全性 
10 %

相互作用・併用 
5%

用法・用量 
12%

投与情報（高齢者・ 
小児・妊婦・授乳婦等） 
5%

効能・効果　6%

安定性・保管　5%

その他 
14%

クレーム・品質苦情  
1%

添付文書・ 
文献・資料請求 

8%

薬剤情報（含量・性状・ 
価格・包装・薬理・ 
体内動態等） 

25%

調剤情報（配合変化・ 
錠剤の粉砕等） 

9%

■お客様相談センターへの問い合わせ件数 

9,700 

10,100 

14,500 

24,000 

32,100 

36,500

  

　　　        6,000 

　　　　　　　   5,900

医療用医薬品 
一般用医薬品 
代表電話 

　（年度） 

00年 

01年 

02年 

03年 

04年 

05年 

（単位：件） 

  3,300 

    4,200 

            3,200 

                               3,200 

                                                 3,900 

                                                            4,100

一般的なPTP

←子供があけにくい 
　保護フィルム 

保護フィルム 

6,500
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田辺製薬の「約束」 

「ワーク／ライフ・バランス」の実現を目指します。 

従業員が意欲的に目標を持って働くための、各種制度や教育研修の充実を図るとともに、 

安心して働くことができるよう職場環境の向上に積極的に取り組んでいます。 

■「ロング･ワーク／ライフ・バランス・タナベ　2004－2015」 
　基本コンセプト 

■育児・介護に関する主な制度 

成果達成 

学習成長 

業務協調 

生き甲斐 

達成感 

思いやり 

仕事生活 

保育介護 

心身調和 

社会参画 

家庭生活 

企業の発展 

個人の成長 

● 使用しなかった有給休暇を積み立て、配偶者・子
供・父母・配偶者の父母及び扶養する祖父母・
兄弟姉妹・孫の看護に利用可能 

●別途子供の看護に対して10日間の無給休暇を
取得可能 

主な制度 

育児フォローワー 

育児休業 

育児短時間勤務 
 

介護休業 

介護短時間勤務 

 
看護休暇 

概要 

育児休暇時の相談窓口としてフォローワーを選任 

子供が3歳に達するまで利用可能 

子供が小学校3年生の3月末まで利用可能 
短時間でのフレックスタイム制勤務も可能 

1要介護者につき最長1年間利用可能 

3年間利用可能  
短時間でのフレックスタイム制勤務も可能 

 

 

　キャッチフレーズは「ロング・ワーク／ライフ・バランス・タナベ

2004－2015」。田辺製薬で働くすべての人が、仕事と仕事以外

の活動を、個々人のライフステージや人生観などに応じて両立させ

ることにより、健康で充実した生活を過ごし、意欲的に仕事に取り

組むとともに、誇りを持っていきいきと長く働いていける環境づくりを

目指しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　そのための具体的な施策の一つとして、2006年４月から、仕事と

育児・介護の両立が必要な従業員がよりフレキシブルな働き方が

実現できるように、従来の短時間「固定」勤務を短時間「フレックス」

勤務体制に変更しました。また、介護理由における短時間勤務制

度の取得可能期間を１年間から３年間に延長するなど、利用者の

視点に立った制度を構築しました。 

　さらに、「賞与支給日の定時一斉退社」や「夏季（7～9月）冬季

（12～2月）における有給休暇連続取得キャンペーン」など、ワーク

／ライフ・バランスを考えるきっかけとなる施策も実施しています。 

「ワーク／ライフ・バランス」の実現のために、 
社内報でも取り組みや考え方、各種制度の紹介をしています。 
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ＴＡＮＡＢＥ防災カード 

メンタルヘルスへの取り組みを進めています。 

自己申告制度 

人材育成 

■労働災害発生件数（タナベグループ） 

13年度 
8 
5

14年度 
9 
3

15年度 
11 
8

16年度 
14 
13

17年度 
9 
6

件数 
（うち不休災害） 

能力を発揮できる勤務・教育制度を整えています。 

働き方に応じた勤務時間 

 

 

　従業員が意欲的に働き、自ら成長していくために各種勤務制度

や教育制度を充実させています。また、採用から配置・異動・昇格・

昇進において性別による差別などは無く、能力や成果に応じて公

正に評価・処遇し、安心して働ける環境を整えています。 

 

 

　働き方に応じて時間を有効に活用できるよう、各種制度を準備

しています。（フレックスタイム制、みなし労働時間制、短時間勤務制、

短時間フレックスタイム制など） 

 

 

　自己のキャリアを考え、挑戦したい仕事があれば年1回申告可能

とし、仕事に対する挑戦意欲と成長意欲を高めます。 

 

 

　従業員一人ひとりが、職場における自身の役割を担い、モチベー

ションを高めながら働いていけることを目的とした階層別研修やキャ

リア開発研修、自己啓発をサポートする各種研修を準備しています。 

　 

 

 

 

 

 

 

 

 

　安全衛生に配慮し、快適な職場環境を提供し、社員の健康を維

持・増進させるため、「安全衛生委員会」や、様々な社内規程によ

り災害の予防、衛生の向上および心身の健康づくりに努めています。 

 

 

 　多くの化学物質を取り扱うことから、これらの適切な取り扱いや

保管管理に努めています。加島事業所では、国際的な労働安全

衛生マネジメントシステムであるOHSASに準じたシステムを導入し、

リスクアセスメントを中心とした活動により、危険箇所や危険作業

の低減と労働災害の未然防止を図っています。今後は、関係会社

を含めすべての研究開発、生産拠点へも展開していきます。 

 

 

　社内イントラネット上の健康サポートシステムから、従業員自身の健

康診断結果や食生活診断結果が閲覧でき、医師や健康管理担当

者へ電子メールで健康について相談できる仕組みを導入しています。 

 

 

　大地震や火災などの大規模な災害には、日頃の心構えが大切

です。各事業所では、所轄消防署の協力を得て、火災避難訓練や

大地震を想定した防災訓練を実施しています。 

　さらに、阪神・淡路大震災を教訓に毎年1月17日を「マルゴ防災

の日」と定め、大規模災害マニュアルによる

連絡体制や非常用物品等の点検・確認を行

っています。 

　また、非常時の会社連絡先や災害用伝言

ダイヤルの手順等を記載した「TANABE防災

カード」を全従業員に配布、常時携帯すること

を促しています。 

 

　企業の安全配慮義務の観点から、メンタルヘルス対策と過重

労働による健康障害防止対策に取り組んでいます。 

　過重労働対策としては、厚生労働省基準よりも厳しい社内基準

を設け、過重労働者には産業医からの指導を義務付けています。 

　メンタルヘルス対策では、従業員には「心の健康調査」を隔年に

実施し、個人の「ストレスへの気づき」を促すとともに、職場分析によ

る組織の傾向性を把握することにより職場の活性化を進めています。 

　さらに、プライバシー保護に配慮した専門家による無料電話相

談窓口を設置したり、メンタルヘルス研修会を開催するなど、「スト

レスへの対処」について全従業員を対象に正しい理解と対応を促

しています。 

研究所・工場での活動 

労働安全衛生活動を、幅広く展開しています。 

■雇用状況 

2003年度 2004年度 2005年度 
従業員数（単体）※ 

男性 
女性 
平均勤続年数 
障害者雇用率 

3,247人 
2,624人 
623人 
20.0年 
2.26% 

 

3,194人 
2,549人 
645人 
19.8年 
2.33%

2,993人 
2,375人 
618人 
20.0年 
2.38%

※各年度末現在 

大規模災害対策 

健康管理 
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田辺製薬の「約束」 

高品質な医薬品の生産を支える原材料調達（購買） 

患者さんや医療関係者に高品質な医薬品を安心してご使用いただくために、 

原材料・商品などの調達先、薬を医療機関などに届ける医薬品卸会社など、 

取引先を大切なパートナーと考え、協力体制を築いています。 

調達先との協働 

調達先の選定 

グリーン調達・CSR調達調査を実施 

調達先選定基準（概要） 

1.　製造技術、製造管理、製造設備、品質および品質保証能力が優れ 

　ており、継続的に改善に取組む姿勢・体制があること。 

2.　生産能力、労務状況、市場占有度等からみて、供給が安定している

　こと。 

3.　立地条件が優位、輸送面が有利、対応が速やかで供給サービス能

　力および納期管理等が優れていること。 

4.　価格競争力があり、対応力に優れていること。 

5.　経営者の人格識見が優れ信頼性が高いこと。 

6.　業界における地位が良好、評価や過去の実績が良好で信用度が高

　いこと。 

7.　財務状況が良好で金融負担力もあること。 

8.　当社との取引に対して積極的であり協力的であること。 

9.　情報提供能力に優れ、技術コンサルタント的能力があること。 

10.　関連法規の遵守を徹底していること。 

11.　秘密漏洩の防止、知的財産保護が徹底していること。 

12.　従業員の人権を尊重し、尊厳をもって扱っていること。 

13.　児童労働、強制労働を禁止していること。 

14.　環境保全・資源保護等、環境に配慮していること。 

15.　ＣＳＲ活動を推進していること。 

16.　その他、上記に準じる事由があること。 

医薬品卸会社との関係づくり 

　田辺製薬は、高品質な医薬品を安定的に供給するために、「公平、

公正、透明」な取引を購買の基本方針とし、自由競争原理に基づき、

グローバルかつオープンに調達先を選んでいます。調達先とは共存

共栄の精神で、相互信頼を心掛けています。 

　さらに、調達先に対しても関連法規の遵守、環境への配慮および

人権尊重など、CSR（企業の社会的責任）に配慮した企業活動を

行っていただくようお願いしています。 

　高品質な医薬品を安定供給するためには、原材料を供給する調

達先との良好なパートナーシップが不可欠です。生産に使用する原

材料に関しては、使用前に必ず品質試験を行い、合格したものだけ

を使用しています。また、定期的に調達先の工場を訪問して、適正

な品質管理のもとで、あらかじめ定められた製造方法に従って正しく

製造されていることを確認するなど、調達先と協力して品質の向上

に努めています。 

　調達先の選定にあたっては、国内外を問わずグローバルかつオー

プンに調達先を求めています。また、公正を期するため、調達先選定

手順にのっとり、社内の複数の部門により、調達先選定基準に基づ

いた厳正な評価・選定を行っています。 

　調達先約200社に対して、環境や社会に対する取り組みに関す

る約100項目の調査を実施し、結果を各社にフィードバックするととも

に、事業活動における環境配慮などへの取り組みをお願いしています。 

 

 

　医薬品が確かな品質で安定的に全国の医療機関に届けられる

ために、医薬品卸会社は重要な役割を担っています。 

　さらに、医療機関に適切な情報提供・収集活動を行うためにも、

医薬品卸会社の協力が欠かせません。そのために田辺製薬では、

医薬品卸会社の営業担当者を対象とした製品説明会や勉強会を

開催しています。 

　田辺製薬では、医薬品の提供という社会的使命を果たすために、

医薬品卸会社との協力を深めています。 
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ボランティア･サロン コンサート 

堺ブレイザーズ 

屋上緑化庭園 

Science（サイエンス）日本語版 

田辺製薬の「約束」 

社会全体や地域社会への貢献を目指し、ボランティア活動などの有益な社会貢献活動を進めています。 

また、地域の歴史・文化を尊重し、その発展や維持に貢献できるよう取り組んでいます。 

教育・学術支援活動 

社会貢献活動 

地域への貢献 

国際協力活動 

　2006年2月のボランティア・サロンで、当社のお客様相

談センター所長がくすりのお客様相談窓口についての講

演を行いました。  

　お客様相談窓口では、病気や症状そのものについては

答えられませんが、一般消費者の方からの自社製品に関す

る質問に丁寧に対応している姿勢を理解していただきました。 

「ご存じでしたか？くすりのお客様相談窓口」 

進藤所長 

教員研修 

■MSCボランティア・サロン  

　ボランティアを志す方々の交流の

ために、生活に役立つテーマや健康

に関する講演会とミニコンサートを隔

月に開催しています。また、使用済み

の切手等を収集し、国内外の視覚

障害者の施設や国際協力機関へ寄贈しています。 

 

 

 

 

 

 

 

■寄付・寄贈 

　35年前から毎年、社会福祉法人「こどもの国協会」へ一般用

医薬品等の寄贈を行っています。 

■ボランティア休暇制度 

　最大10日間のボランティア休暇を取得できる制度を2001年か

ら導入し、ボランティア活動を推進しています。 

 

 

■青少年の育成・教育 

　田辺製薬では、大学生を対象に病

院訪問を含む3日間の研修を、山口田

辺製薬では、高校生に5日間の工場

実習を行っています。また財団法人経

済広報センターの企画による「教員

の民間企業研修プログラム」に協力し、教員の方を対象に3日間

の研修も実施しています。  

■学術情報 

　東京大学医学部附属病院「22世

紀医療センター」プロジェクトに寄付

講座（臨床分子疫学）を開設しています。 

　ホームページ上では、医療関係者・

一般消費者に対して薬に関する学術

情報や、科学雑誌「サイエンス」の日本語版オフィシャルサイトと

して、一部日本語サマリー等の提供も行っております。 

■文化芸術・スポーツ支援 

　日本室内楽アカデミー楽友会を通じ、

芸術分野に係る後進の育成・国際交流・

音楽を中心とした文化芸術の振興を支

援しています。また、堺ブレイザーズやモー

タースポーツへのアスパラドリンクによる

支援を通じ、バレーボール等スポーツ文化の振興を応援しています。 

■地域の安全衛生 

　戸田事業所は、大規模災害発生時に消防部隊の一時集結場

所を提供します。 

■地域景観形成・交流 

　本社では、屋上緑化庭園を毎週金曜日の昼に一般公開してい

ます。また、工場の厚生棟やグラウンド

などの会社施設を地域社会の方々に開

放しています。その他、各拠点で近隣の

清掃活動や緑化に取り組むとともに地

域の祭り等の行事にも協力しています。 

　田辺製薬労働組合では、NPOを通じて、ミャンマーにおける農

村開発支援を2005年9月までの3年間にわたって行い、校舎整備、

保健衛生の改善等の成果をあげました。 
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従業員に対する環境研修 

社長 
監査部 

環境委員会 環境管理部 
環境担当取締役 

環境管理推進ブロック 

本社・支店 

加島 

戸田 

東京 

小野田 

吉城 

海外連結子会社 

田辺製薬の「約束」 

環境保全活動を経営と一体化しています。 

地球環境保全への取り組みを、持続的な成長・発展に向けた重要な経営課題の一つと認識し、 

研究・開発、生産、流通および販売などのあらゆる企業活動において、 

地球環境の保全・向上に積極的に取り組んでいます。 

環境管理推進体制 環境教育・啓発活動 

環境会計 

　地球環境問題の解決に向けて企業が果たすべき責任はますま

す大きくなっています。将来世代のことを常に意識して、持続可能

な社会の構築にどれだけ貢献できるかが問われており、地球温暖

化や化石燃料の枯渇化などに対応するため、適切な環境保全活

動を継続的に実施することが求められています。田辺製薬では、「環

境規程」に基づき「環境に関する行動指針」（⇒P.41,42参照）を

制定し、具体的な目標として「環境自主行動計画」（⇒P.41,42参照）

を策定し、自主的・積極的に環境経営に取り組んでいます。 

　グループ全体の環境保全活動の統括部門として環境業務を専

任とする環境管理部を設置しています。活動方針については、全

社横断の環境委員会で審議します。そして、国内事業所や国内外

の連結子会社それぞれをブロック化し、きめ細かな活動を推進して

います。（⇒P.39,40参照） 

 

　生産拠点である山口田辺製薬小野田工場（小野田ブロック内）、

大阪工場（加島ブロック内）および海外連結子会社のタナベイン

ドネシア社でISO14001の認証を取得し、改正ISO14001: 2004

への対応も完了しています。また、田辺製薬吉城工場（吉城ブロッ

ク）は岐阜県環境配慮事業所に登録されています。さらに、東海支

店が名古屋市エコ事業所認定を取得し、本社と加島事業所が関

西エコオフィス宣言に賛同するなど、各々のブロックに適した環境

マネジメントシステムを構築し継続的に環境負荷の低減を図るとと

もに、社内総合環境監査により活動全体を確認しています。 

　また、加島ブロックで地震・津波を想定した避難訓練を実施する

など環境・安全面のリスクマネジメントや緊急事態対応力の向上

にも取り組んでいます。 

 

　「環境保全活動・環境教育推

進法」の施行や「チーム・マイナ

ス6%」の国民運動など環境教育・

啓発活動がますます重要になって

います。田辺製薬でも、全従業員

に対し、ブロックごとに啓発・啓蒙

のための環境集合教育を実施しています。毎年4月の新入社員研

修時にも次世代を担う若い世代に向けた環境教育を行っています。 

　環境省ガイドラインに沿って環境保全コストと効果を把握し、環境

保全効果と事業活動付加価値との関係を独自の環境効率指標に

て分析しています（⇒P.46参照）。また環境経営を効率的に進める

ため、環境管理会計の新たな手法であるマテリアルフローコスト会

計を導入し、環境負荷削減とコスト低減の同時実現を進めています。 

■環境管理推進体制 
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コージェネレーションシステム 

製薬プロセス研究棟 

勤務時の軽装が定着 

加島事業所では、6月19日
午後7時～11時まで、広
告灯および社名灯を消灯 

エネルギーマネジメント 

改正省エネ法対応 

オフィス部門の取り組み 

省エネルギー・地球温暖化防止を徹底しています。

　地球温暖化防止は、全社で取り組むべき最も重要な課題と認識

し、生産部門だけでなく研究・開発部門やオフィス部門、物流部門

においても省エネルギー活動に取り組んでいます。（⇒P.43参照） 

　本年4月施行の改正省エネ法に基づき、田辺製薬では従来の加

島、小野田ブロックに加え新たに戸田ブロックも第一種エネルギー

管理指定工場となる予定です。これらのブロックでは、よりきめ細か

なエネルギー管理が行えるよう、エネルギー管理標準の見直しを進

める一方、その先導役となるエネルギー管理士の養成も計画的に

進めています。また、物流部門では、荷主責任として、委託輸送物

の総重量や輸送距離を正確に把握するための集計システムを構

築しているほか、効率的な輸送を実現するために、他社との共同輸

配送やコンサルタントを介したサードパーティーロジスティクス（3PL）

も先進的に推進しています。 

　加島、戸田、小野田ブロックではコージェネレーションシステムを導

入し、発電時の排熱を有効利用するとともに、蒸気配管、トラップか

らのロスを可能な限り削減し

ています。 

　小野田ブロックでは2003年

にエネルギーモニタリングシス

テムを導入し、戸田ブロックは

2005年に財団法人省エネル

ギーセンターによる省エネ診

断を実施するなど、外部の専門家による先進的なデータ解析と客

観的な診断に基づく省エネルギー改善提案も採り入れ、効率的な

エネルギーマネジメントを進めています。 

　加島ブロックでは、製薬プロセス研究棟（2004年竣工）を対象に、

CASBEE（建築物総合環境性能評価システム）評価を試行しました。

その結果、人感センサー付照明

器具での調光、窓際照明回路設

定による昼光利用、各部屋個別

空調などの採用により、室内環

境や設計面とともに、居住環境

全般において高い性能評価が

得られました。 

　関西エコオフィス宣言に参同している本社や加島事業所を含め

全社的にオフィスでの省エネルギー運動を進めています。各職場

においてクールビズ・ウォームビズに取り組み、自動販売機の照明

を消灯しているほか、廊下や階段の照明器具を人感センサー付に

順次取り替えています。 

　本社は、「大阪府エコスタイルキャンペーン」普及のモデル企業

にもなり、適正冷房（28度）の

徹底や軽装の奨励に協力し

ました。 

　営業車については、全支店

の営業リース車両975台のう

ち663台（68%）を国土交通

省認定の低燃費・低排出ガ

ス車に切り替えるとともに、アイドリングストップなども励行しています。 

　さらに、環境省による「CO2削減／ライトダウン」キャンペーンに

協力し、夏至の日の「ブラックイルミネーション2005」に参加しました。 

CO2排出量、エネルギー消費量の推移　（　）内は1990年度比 

単位：千GJ1,059 
（100%） 

917 
（87%） 

971 
（92%） 

953 
（90%） 

953 
（90%） 

（年度） 90年 
（基準年） 

03年 04年 05年 10年 
（目標年） 

0

52,543 
（100%） 46,670 

（89%） 

49,825 
（95%） 

49,072 
（93%） 

47,300  
（90%） 

CO2排出量 単位：t エネルギー消費量 
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溶剤吸着回収装置 

環境活動の推進  

田辺製薬の「約束」 

グリーン購入の推進 

ゼロエミッション活動の取り組み 

廃棄物排出者としての責任 

アスベスト対策 

大気排出量の抑制 

　現在、社会問題化しているアスベスト問題に関し、海外生産拠点

も含めた全社の施設・建築物における調査を行い、国内数カ所、海

外１カ所で吹き付け箇所を確認しました。囲い込み等の飛散防止措

置済み施設を除く国内外各１カ所では、環境粉塵濃度測定の結果、

従業員への健康被害に影響がないレベルでしたが、将来のリスク

回避のため吹き付けアスベスト除去工事を実施しました。また、建築

物解体時には石綿障害予防規則にのっとって、適切な対応をとって

います。 

クロロホルム大気排出量の推移 

単位：t

（年度） 03年 
（基準年） 

04年 05年 07年 
（目標年） 

15.9 
(100%)

12.3 
(78%)

5.1 
(32%)

10.3 
(65%)

0

化学物質を適正に管理するとともに 
排出抑制に取り組んでいます。 

　大気、土壌、水域など環境中に排出された化学物質は、人の健

康や生態系へ影響を与えます。この影響を小さくするため、排出抑

制に努めています（⇒P.45参照）。 

 

 

　工場では、一部の製品でクロロホルムやジクロロメタン等を溶剤

として原薬製造に使用していますが、生産設備に溶剤吸着回収装

置を付設し、大気への排出を抑制

しています。研究・開発部門では、

有害大気汚染物質の使用の回避

を検討するとともに、実験台ごとに

冷却機能付ポンプを設置し、溶剤

の回収と排出抑制を強化していま

す（⇒P.45参照）。 

廃棄物の削減・資源循環に取り組んでいます。 
 
 

　生産・研究部門から排出する廃棄物は、廃油、廃薬品、廃プラス

チック類など多種多様ですが、廃棄物は「不要なゴミ」ではなく「全

て有用な資源」との認識にたち、最終処分量をゼロに近づけるゼロ

エミッション活動に取り組んでいます（⇒P.44参照）。 

　排出廃棄物は、処理委託業者の協力を得ながら再資源化に取り

組んでいます。再資源化が困難であったアルミ箔が溶着したプラス

チックをRPF固形燃料や製鉄副材料に、実験動物用の浄化槽汚

泥はセメント原料に利用し、使用済み蛍光灯もリサイクルする契約を

締結しています。その他、やむを得ず焼却する廃品はサーマルリサイ

クルを原則とし、その焼却残渣もスラグやメタルに変換して土木建

築資材や非鉄精錬製品として商品化する循環ルートを構築してい

ます。 

　上記取り組みにより、2005年度は、2004年度に引き続き、すべて

の研究および生産拠点ブロック（加島、戸田、小野田、吉城）におい

てゼロエミッション達成を継続しました。 

 

 

　昨今、不法投棄事件が頻発しており、

排出者の責任がますます問われる時

代になっています。田辺製薬では廃

棄物処理業者適正管理システムを構

築し、処理工場などへの定期的な訪

問調査やアンケート調査を実施して

委託業者を総合評価しています。さら

に、気づいた点があれば要望や提案により課題を共有し、継続的改

善を図ることで相互の信頼関係を高めるように努めています。 

 

 

　資源の有効利用を図るため、環境負荷の少ない原材料、商品を

優先的に購入しています。2001年に「グリーン購入ガイドライン」を

策定し、環境配慮製品を選択することができる電子購買システムを

利用して、環境負荷の少ない製品を優先購入しています。 

　また、調達先に対してCSR活動の推進をお願いしています。（⇒

P.27参照）。 

 

 

廃棄物処理工場の訪問調査 
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中国の緑化活動 

近隣の清掃活動 

環境負荷の少ない包装設計 

環境情報の開示 

近隣の方々とのコミュニケーション 

NGOやNPOとのコミュニケーション 

平成17年度おおさか環境賞の受賞 

環境に配慮した製品を開発しています。 

　製品の製造から、流通、使用、廃棄までの各段階における省資源、

再資源化、環境汚染防止など、環境負荷低減を目指した製品開発

に取り組んでいます。 

 

 

　カートンには、再生紙を利用しています。PTP包装については、塩

化ビニルを使用しない設計を行っています。また、びんのラベルに剥

がれやすい粘着剤を使用するなど分別を容易にしています。さらに、

スプレー缶のラベルを廃止し、容器に直接印刷することで紙の使用

量を削減しています。 

持続可能な社会の実現に向けて 
環境コミュニケーションを推進しています。 

　昨今、企業だけでなく多くの市民や団体が環境保全活動に取り

組んでいます。社会全体で環境への意識が高まっていくなか、社員

に対して、それぞれの家庭においても環境家計簿の取り組みや車の

利用を控えるなど環境に配慮した生活を心掛け、ボランティア休暇

を利用した自然保護活動への参加を働きかけるなど、地球市民の一

員として持続可能な社会の構築を目指しています。 

 

 

　田辺製薬では、2000年に初めて「環境報告書」を公表して以来、

冊子とホームページにより環境活動状況を公開しています。また、社

外からの環境調査にも積極的に回答して、私たちの環境に対する

取り組みを理解いただくよう努めています。 

 

 

　次世代を担う子どもたちが環境に関心を持つことの一助となるよう、

近隣の小中学生や学校の先生

に対する工場見学を受け入れ、

環境への取り組みを説明してい

ます。 

　さらに、各事業所では周辺の

清掃活動を実施し、相互のコミュ

ニケーションを図っています。 

 

 

　「日本経団連自然保護基金」や、中国山西省黄土高原で緑化

協力を行っている「緑の地球ネットワ

ーク」の活動に資金援助しています。 

　また、「グリーン購入ネットワーク」「サ

ステナビリティ・コミュニケーション・

ネットワーク」に加盟し情報交流を図

っています。 

 

 

　エネルギーモニタリングシステムの活用等による省エネ・地球温

暖化防止活動の実績が評価され、5年連続での受賞となりました。 

塩ビを使用しないPTP包装 
 

簡単に分解できるキャップ 

＜環境負荷の少ない包装材料＞ 
 

カートンには再生紙を使用 
 

＜分別回収を容易に＞ 

粘着剤を変更し、廃棄時に 
ラベルを剥がしやすく 
 

＜省資源のために＞ 

ラベルを廃止し直接印刷。 
紙を削減、分別回収も容易に 
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アニュアルレポート 

ホームページ 

■田辺製薬とステークホルダー 

行政 

従業員 

株主・ 
投資家 

地域社会 

調達先 

創薬活動 新薬 

研究開発 
成果 

顧客 
 （医療機関・ 
医薬品卸会社・ 
患者さん等）  

研究開発 
投資 

イノベーション 
サイクル 

税金 サービス 

給与 

労働 

配当 

投資 

地域貢献 

社会的 
交流 

代金 

原材料等 

環境への 
配慮 

対価 

医薬品 

地球 
（環境） 

田辺製薬の「約束」 

私たちの事業活動が理解され、企業として信頼を得るために 

あらゆるステークホルダーとのコミュニケーションを大切にしています。 

ステークホルダーとのかかわり 

　私たちの事業活動は、様々なステークホルダーとの相互関係の

もとで成立しています。顧客に医薬品を提供した対価をいただくこ

とで事業を行い、そこから得た利益を、株主・投資家など各ステーク

ホルダーに分配しています。 

社会から得た利益を社会のために。 
イノベーションサイクルを回し続けます。 

　また、田辺製薬は「研究開発型企業」として、得られた利益の多

くを新薬の研究開発費に投じ、世界の人々の健康のために努力を

続けています。 

　新薬を創出し、その収益から研究開発に再投資し、次なる新薬

の創出につなげるというイノベーションサイクルを回していく。私た

ちは、社会から得た利益を社会のために使用し、これからも社会全

体の発展に貢献していきます。 

公正かつ適時・適切な情報開示は、 
最も基本的で大切な責務です。 

　すべてのステークホルダーの田辺製

薬に対する理解を促進し、適正な評価

を得ることを目的に、企業活動に関す

る重要な会社情報を公正かつ適時・

適切に開示しています。開示する情報

は、私たちにとってポジティブかネガティ

ブかということではなく、関係するそれぞ

れのステークホルダーの視点で重要

性を判断するよう心掛けています。 

　また、情報の開示にあたっては、証

券取引法等の関係法令を遵守すると

ともに、すべてのステークホルダーに対

して、内容的にも時間的にも公平な開

示に努めています。情報開示は、私た

ちが社会の一員として企業活動を行う
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決算説明会 

ための最も基本的な責務であると認識しているからです。 

ステークホルダーとの対話を大切にします。 

　情報開示に努めるだけでなく、患

者さんのニーズ、地域の声、株主の

期待など様々なステークホルダーの

声を真摯に受け止めるよう心掛けて

います。一方的な情報開示だけでな

く、双方向の関係、つまり対話を大

切にしています。 

　ホームページでリウマチ患者向けの「リウマチ21」というサイトを

展開し、関節リウマチに関する基礎知識をはじめ、最新の治療法や

最寄りの医療機関などの情報を提供しています。一方、患者会と

定期的に意見交換を行い、患者さんの様々なニーズを収集するよ

う努めています。 

　また、投資家向けには決

算説明会、R&D説明会など

を定期的に開催し、会社の

財務状況や研究開発状況、

経営について、意見を伺う機

会を設けています。  

ＣＳＲコミュニケーションを 
企業価値の向上に生かします。 

　機関投資家や格付機関、マスコミ、NPOなどからCSRをテーマ

にした取材やアンケート調査が増加しており、社会全体の意識の

高まり、企業への要請・期待を感じます。これらに、私たちはできる

限りすべて回答するようにしています。さらに、環境経営学会の活

動に賛同し、サステナブル経営格付という外部評価も進んで受け

ています。 

　こうしたコミュニケーション、すなわち格付や調査、アンケートなど

によって、持続可能な社会の構築について企業のあるべき姿・求

められている姿を知ることができ、田辺製薬がその姿にどこまで近

づいているか、客観的に捉えることができます。そしてここから得た

情報を今後の経営に生かしていきます。 

　社会的責任を果たし、さらに高い次元でそれを実現しようとする

姿勢が、長期的な企業価値の向上につながると信じています。 

外部からの評価 

「サステナブル経営格付」 
　特定非営利活動法人「環境経営学会」の関連機関である「環境経営格付機構」

による2005年度（第1回）「サステナブル経営格付」に参加しました。 

　この第三者による格付評価活動は、事業者が持続可能な社会の構築に責任を果

たすとともに、多様なステークホルダーとの間での相互理解を深め、信頼関係を築くこ

とに役立てることを目的として行われています。 

　田辺製薬の結果は、まだ改善すべき課題があるものの、全体としては、経営・環境・

社会の3つの分野において良く取り組みが推進され、持続可能な社会の構築に貢献

する企業経営に近づいていると評価されました。 

　経営・環境・社会の広範囲に及ぶ取り組み姿勢が評価対象となるため、関係各部

門が連携して対応しました。格付に参加することで社会の要望を知ることができ、自社

の活動を顧みてCSRの推進に役立てています。 

社会的責任投資 
　田辺製薬の株式は、環境への配慮や社会活動の取り組みが評価され、以下の社

会的責任投資（SRI）のインデックスに組み入れられています。 

■田辺製薬　サステナブル経営格付　結果ツリー 

・FTSE4 Good Index  「英国FTSE社」  

・モーニングスター社会的責任投資株価指数 

輸送に伴う環境負荷の低減 
土壌・水質汚染の防止・解消 
持続可能な社会を目指す企業文化 
消費者への責任履行 
安全で健康的な環境の確保 
就業の継続性確保 
機会均等の徹底 
仕事と私的生活の調和 
CSR調達の推進 
地域社会の共通財産の構築 

経営理念 
企業統治 
コンプライアンス 
リスクマネジメント 
情報開示・コミュニケーション 
物質・エネルギー量把握の定着 
製品・サービスの環境負荷低減 
資源循環および廃棄物削減 
化学物質管理の徹底 
生物多様性の保全 
地球温暖化の防止 
 

秀 

優 

良 

可 

不可 

戦略 
 

成果 
 

仕組 
 

該当せず 葉なし 
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　まず、製薬企業と患者の距離が近くなったこ

とを改めて思いました。 

　元来、「薬」は病気を治すために必要なもの

と分かっていながら、患者にとって拒絶反応が

強いものでした。これは、長い間医療の場では、

患者に対して薬に関する情報提供も説明もな

かったことに由来し、知識・情報を持たない不

安が不信となっていたのです。このレポートに

ある経営理念に沿った企業の姿がどこにも見

えなかったためといえます。 

　製薬企業の情報開示が進むことにより、患

者は安心して薬の情報を相談窓口に求めるよ

うになっており、今後の情報提供に大きな期待

を寄せてくることでしょう。 

　患者が一番に望むことは、有効で安全な薬

であり、その薬に関する十分な情報です。また、

その薬が適切に使われることにより、より良い

薬として育っていくことです。 

　最後に、環境活動の詳細からは、田辺製薬

の厳しい姿勢が読み取れ、製造する医薬品へ

の信頼につながっていくことと信じます。 

　田辺製薬のプロセス研究棟を拝見する機会

がありました。中央の廊下を挟み、執務室と実

験室がセパレートされた機能的で清潔な設備

に感服しました。特に、中規模スケールのマル

チパーパス反応容器が備わっており、反応釜

の材質はグラスライニングやハステロイのもの

も含み、さながら今すぐにでも現場に製造移管

できる施設です。環境調和をも念頭に入れた

設備は、患者さんのため、従業員のため、さらに

は社会のための企業責任を強く感じました。研

究員をはじめとする田辺製薬の皆さんの熱意

の結晶でしょう。 

　このレポートからも同様に田辺製薬の企業

姿勢が伝わってきました。今後も優れた新薬が

ハイスピードで生まれることを望んでやみません。 

　このレポートに目を通し、改めて企業の社会

的責任とは、その企業で働く従業員の社会的

責任でもあると感じました。レポートで紹介され

ているように田辺製薬のCSRの原点は医薬品

を通じて医療・社会に貢献することです。そして

私たちはその企業活動の中で、また日常の生

活の中でいかに社会の一員としての役割を果

たすのかということが求められています。 

　ともすれば効率性や生産性を求める中で、企

業市民としての行動や意識はなおざりになりが

ちです。信頼される企業、そして信頼される従業

員であるためのバイブルになればと思います。 

　田辺製薬では、2000年から2003年まで「環境報告書」、

2004年、2005年に「環境・社会活動報告書」を発行してきま

した。さらに今年は「CSRレポート」にタイトルを改め、より幅

広いステークホルダーの方々とのコミュニケーションに役立

てたいと考えています。 

　その第一歩として、第三者の方々にCSRレポート2006をお

読みいただき、ステークホルダーの立場から、レポートを読ん

での感想・意見・要望を寄せていただきました。 
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連結主要財務指標 

財務データ 
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損益状況 

株式データ 

2005年度事業別連結売上高 

その他事業　127億円　7.5%

医療用医薬品　1,530億円　89.2% 
 

一般用医薬品　57億円　3.3% 
 

対売上高（%） 対売上高（%） 

■売上高 ■経常利益 ■営業利益 

317 328
294 274 275

対売上高（%） 対売上高（%） 

■当期純利益 

■株主の状況 ■一株当たり当期純利益（EPS）と 
　株主資本純利益率（ROE） 

■一株当たり株主資本 ■一株当たり配当金 

■研究開発費 

317
285 275 271

124

87

176
159 154

208 234 246
277

305

16.7

18.0

17.0

16.0 16.1 15.816.0
16.4

17.4
17.0

321

6.6
4.8

10.2
9.2

11.0
12.9

14.2

16.2
17.8

01年 02年 03年 04年 05年 （年度） 

単位：億円 

1,896 1,822 1,736 1,719 1,715

01年 02年 03年 04年 05年 （年度） 

単位：億円 

01年 02年 03年 04年 05年 （年度） 

単位：億円 

01年 02年 03年 04年 05年 （年度） 

単位：億円 

01年 02年 03年 04年 05年 （年度） 

01年 02年 03年 04年 05年 （年度） 

単位：億円 

単位：円 証券会社 1.31%

金融機関 
37.48%

外国法人等 
31.18% 
 

個人・ 
その他 
20.67%

その他の法人 
9.36% 
 

株主数 
12,559名 

01年 02年 03年 04年 05年 （年度） 

単位：円 EPS
ROE（%） 

47.73
33.44

69.06 63.70 62.43

7.8

5.0 
 

9.5
8.0 7.3

663.59
775.48

822.43
890.21

10 10

14

17

20

684.87

01年 02年 03年 04年 05年 （年度） 

単位：円 

73

3633
49 55

9.0
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主要医療用医薬品売上高推移 

従業員の状況 

01年 02年 03年 04年 05年 （年度） 

単位：人 

連結 

単独 

4,982
4,554 4,540 4,517 4,512

2,9933,1943,2473,279
3,754

80
74

66 63 64

01年 02年 03年 04年 05年 （年度） 

単位：億円 

ガストローム 

（胃炎・胃潰瘍治療剤） 

01年 02年 03年 04年 05年 （年度） 

単位：億円 

ワクチン 

単位：億円 

82

118 122
130 137

01年 02年 03年 04年 05年 （年度） 

セレジスト 

（脊髄小脳変性症治療剤） 

単位：億円 

21

38 40

62 64

01年 02年 03年 04年 05年 （年度） 

タリオン 

（アレルギー性疾患治療剤） 

単位：億円 

3

42

53 54

01年 02年 03年 04年 05年 （年度） 

フルカリック 

（ビタミン添加高カロリー輸液） 

単位：億円 

70
65

59
55 54

01年 02年 03年 04年 05年 （年度） 

ローコール 

（高コレステロール血症治療剤） 

単位：億円 

163
148

129
120 114

01年 02年 03年 04年 05年 （年度） 

サアミオン 

（脳循環・代謝改善剤） 

9

31

75

127
単位：億円 

ヘルベッサー 

（狭心症・高血圧症治療剤） 

01年 

225

58

02年 

207

46

03年 

204

46

04年 

189

38

国内 

海外 

05年 （年度） 

186

42

単位：億円 

レミケード 

（クローン病、関節リウマチ治療剤） 

01年 02年 03年 04年 05年 （年度） 

単位：億円 

タナトリル 

（高血圧症治療剤） 

01年 

168
3

02年 

168
6

03年 

156
7

04年 

149
13

国内 

海外 

国内 

海外 

05年 （年度） 

146
14

103 98 99 100 102

01年 02年 03年 04年 05年 （年度） 

単位：億円 

メインテート 

（高血圧症・狭心症・不整脈治療剤） 

26

108

21
95 14

110
11
105 16

127

国内でのインフルエンザワクチン 

7373

3633
49 55

3633
49 55

3633
49 55
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事業活動と環境との関わり 

環境活動の詳細 

INPUT

研究・開発 生産 包装 販売・オフィス 

購入電力（万kWh）  

ガス（千m3） 

油類（kR） 

熱量換算（千GJ） 

原油換算（kR） 

上水（千m3） 

工業用水（千m3） 

1,060 

2,716 

 

216 

5,571 

23 

123

1,763 

3,155 

1 

303 

7,824 

21 

216

916 

4 

6,829 

349 

9,005 

86 

4,461

96 

 

167 

16 

402 

3 

 

212 

69 

 

24 

610 

16 

 

117 

10 

 

12 

307 

7 

 

342 

15 

8 

34 

891 

- 

 

4,504 

5,967 

7,005 

953 

24,610 

156 

4,800

戸田ブロック 加島ブロック 小野田ブロック 吉城ブロック 本社ブロック 東京ブロック 支店ブロック 総計 

エネルギー 

 

 

水 

OUTPUT

CO2排出量（t） 

SOx排出量（t） 

NOx排出量（t） 

PRTR物質（t）  

総排水量（千m3） 

公共用水域（千m3） 

下水道（千m3） 

BOD負荷量（t） 

COD負荷量（t） 

発生量（t）  

排出量（t）  

社外中間処理量（t） 

再資源化量（t）  

最終埋立処分量（t）  

再資源化率（%） 

9,889 

 

0.8 

1.7 

109 

 

109 

0.8 

 

228 

228 

55 

171 

1.6 

99.1

13,730 

 

2.6 

1.1 

221 

 

221 

3.4 

3.1 

631 

631 

1 

619 

11.3 

98.2

21,607 

2.9 

38.2 

4.9 

4,458 

4,458 

 

11.7 

20.2 

4,793 

1,773 

742 

1,014 

17.0 

98.4

821 

0.0 

1.0 

 

3 

 

3 

 

 

47 

47 

4 

42 

0.7 

98.3

1,027 

 

 

 

 16 

 

16 

 

 

111 

111 

0 

106 

4.9 

95.6

510 

 

 

 

7 

 

7 

 

 

64 

64 

0 

61 

3.7 

94.3

1,487 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

-

49,072 

2.9 

42.5 

7.7 

4,813 

4,458 

355 

15.8 

23.2 

5,874 

2,854 

801 

2,014 

39.0 

98.1

戸田ブロック 加島ブロック 小野田ブロック 吉城ブロック 本社ブロック 東京ブロック 支店ブロック 総計 

大気への排出 

 

 

 

水 

 

 

 

廃棄物 

：未使用、測定の必要なし 

：未測定 -
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生産 

OUTPUT（海外生産） 

サイト紹介 

INPUT（海外生産） 

161 

1,440 

100 

16

215 

168 

115 

21

134 

 

387 

27

台湾 
田辺製薬 

タナベ 
インドネシア 

天津 
田辺製薬 

購入電力（万kWh）  

LPGガス（kg）  

油類（kR） 

使用量（千m3） 

エネルギー 

 

水 

11 

11 

87 

87 

72 

-

3 

3 

5 

5 

1 

-

16 

16 

11 

11 

- 

-

台湾 
田辺製薬 

タナベ 
インドネシア 

天津 
田辺製薬 

総排水量 （千m3） 

下水道 （千m3） 

発生量（t）  

排出量（t）  

再資源化量（t）  

最終埋立処分量（t） 

水 

 

 

廃棄物 

戸田ブロック 
設立 １９６０年 
所在地 埼玉県戸田市 
敷地面積 ２７,８８５m２  
従業員数 ３９3名 
事業内容 医薬品の研究開発等 
 
加島ブロック 
設立 １９３９年 
所在地 大阪市淀川区 
敷地面積 ９０,６４６m２ 

従業員数 ７０３名 
事業内容 医薬品の研究開発、製造等 
 
本社ブロック 
所在地 大阪市中央区 
　　　　　（大阪支店を含む） 
事業内容 管理、医薬品の販売等 
 
東京ブロック 
所在地 東京都千代田区 
　　　　　（東京第一支店、東京第二支店、 
　　　　　千葉埼玉支店を含む） 
事業内容 管理、医薬品の販売等 
 
支店ブロック 
所在地 北海道支店、東北支店、横浜支店、東海支店 
　　　 京都支店、中国支店、四国支店、九州支店 
事業内容 管理、医薬品の販売 
 
小野田ブロック（山口田辺製薬株式会社　他） 
設立 １９２５年 
所在地 山口県山陽小野田市 
敷地面積 ３３８,４００m２ 

従業員数 ２７０名 
事業内容 医薬品の製造等 
 
吉城ブロック（田辺製薬吉城工場株式会社） 
設立 １９６４年 
所在地 岐阜県飛騨市 
敷地面積 １６,００４m２ 

従業員数 ６５名 
事業内容 医薬品（錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤）の 
　　　　　 小分け包装 
 
台湾田辺製薬股　有限公司 
設立 １９６２年 
所在地 中華民国 
 台北市（本社）、新竹県（工場） 
敷地面積 ２１,２９０m２ 

従業員数 ７１名 
事業内容 医薬品の製造・販売 
 
タナベ インドネシア社 
設立 １９７０年 
所在地 インドネシア共和国 
 ジャカルタ（本社）、バンドン（工場） 
敷地面積 ２０,５７０m２ 
従業員数 ３４２名 
事業内容 医薬品の製造・販売 
 
天津田辺製薬有限公司 
設立 １９９３年 
所在地 中華人民共和国　天津市 
敷地面積 ５３,２００m２ 
従業員数 ２５０名 
事業内容 医薬品の製造・販売 

集計対象範囲変更に伴う過去情報の記載値の修正について 

　サンケミカル株式会社が国内連結子会社から除外された（2005年10月）

のを受けて、本年度よりサンケミカルを集計範囲から除くことになりました。 

　これに伴い、P.41～P.46に記載されている2004年度以前の各集計値（エ

ネルギー・CO2排出量、廃棄物、化学物質、環境会計）は、「環境・社会活

動報告書2005」で報告した値からサンケミカルの値をそれぞれ除いたもの

に変更しています。 
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環境自主行動計画の進捗状況 

環境活動の詳細 

1．企業活動と地球環境の調和 

田辺製薬グループは国内外の子会社と協力し、グローバルな

視点から環境保全活動の向上を図る。 
 

2．法規制の遵守 

それぞれの国・地方自治体等の環境規制を遵守し、さらに自主

管理基準を設定して環境の保全・向上に取り組む。 

環境に関する行動指針 

地球環境問題の解決には、企業が自主的活動を展開し、環境への負荷を低減することが求められています。 

田辺製薬は、「環境自主行動計画（1998年制定、2005年第3改正）」を定め、重要事項について具体的な数値目標を掲げるとともに、 

この達成に努めています。 

環境マネジメントの充実 

省エネルギー・ 
地球温暖化防止 

化学物質の適正管理と 
排出抑制 

廃棄物の削減・資源循環 

・各ブロックの事業規模、内容に応じた環境マネジメントシステムを整備、充実する。 

・各ブロックにおける環境、安全面のリスクマネジメントおよび緊急事態対応力を向上する。 

・全社レベルで環境教育および環境啓発活動を推進する。 

・環境会計技法の水準をあげ、明確で分かり易い情報として開示するとともに、環境経営に有効活用する。 

・2005年度～2010年度におけるエネルギー消費量および二酸化炭素排出量の年平均値を、 

1990年度の90%以下に削減する。 

・2010年度までに研究・生産関係の各ブロック（加島、戸田、小野田、吉城）においてゼロエミッション※

を達成、維持する。 

・資源の有効利用を図るため、環境負荷の少ない原材料、商品を優先的に購入する。 

・あらゆる事業活動において、水、紙を含めた全ての資源を節減する。 

※　再資源化率｛再資源化量÷（再資源化量＋最終埋立処分量）×100｝が98%以上 

・化学物質を適正に管理し、環境中への排出を継続的に削減する。 

・有害大気汚染物質のうち、クロロホルムの大気排出量について、2007年度までに2003年度比で35%

削減する。 

・製品の製造から、流通、使用、廃棄までの各段階における省資源、再資源化、環境汚染防止など、 

環境負荷低減を目指した製品開発に取り組む。 

・環境・社会活動報告書の内容を充実し、適切に情報開示する。 

・環境格付け、環境経営度調査などの外部評価に積極的に対応する。 

・地域社会との交流、ボランティア活動などを通して環境保全に貢献する。 

・社員それぞれの家庭における環境意識の向上を目指す。 

環境に配慮した製品開発 

環境コミュニケーションの 
推進 

目　標 

基本方針 

　田辺製薬は、健康で豊かなくらしを願う世界の人々に貢

献するには、恵まれた地球環境を次世代に継承することが

必須条件と考え、企業活動のあらゆる面で地球環境の保全・

向上に積極的に取り組みます。 
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3．環境影響評価 

研究開発、生産、流通および販売などすべての企業活動が環

境に与える影響を評価し、環境負荷の低減に努める。 
 

4．教育・啓発 

従業員一人ひとりが環境の保全・向上および資源・エネルギ

ーの有効利用に努めるよう計画的に教育・啓発活動を行い、

環境保全への意識高揚と倫理観の向上を図る。 

5．緊急時対策 

企業活動において環境保全上の問題が生じた場合に備え、

緊急時対応を確立し、環境負荷を最小化するよう適切な措置

を講ずる。 

 
 

1993年6月3日制定 

2003年4月1日改正 

自己評価について　 

環境自主行動計画に掲げた目標に対し、2005年4月～2006年3月の期間における実績を４段階で評価しました。 

⇒　◎目標を達成した　○目標をほぼ達成できた　△目標に向かって前進した　×取り組みが不十分だった 

自己評価 参照ページ 

○ 
P.29

46

47

P.13

14

32

○ 
P.30

43

◎ 31

44

P.27

◎ 
P.31

45

○ 

○ 
P.32

34

・改正ISO14001：2004への対応を完了しました。 

・加島ブロックで全社員を対象とした地震・津波を想定した避難訓練を実施しました。 

・全社的な環境研修を実施しました。 

・マテリアルフローコスト会計に原材料製造時の環境影響も加えた評価を実施しました。 

・エネルギー消費量は前年度比2%の削減で1990年度比90%となりました。 

・二酸化炭素排出量は前年度比2%の削減で1990年度比93%となりました。 

・加島、戸田、小野田、吉城でゼロエミッションを前年に引き続き達成しました。 

・調達先のCSR状況調査を実施し、結果を各調達先にフィードバックしました。 

・節水に取り組み、工業用水使用量を前年度比で15%削減しました。 

・PRTR法指定化学物質の大気排出量の合計は、前年度比で60%削減しました。 

・研究所や工場で徹底的に排出抑制対策を実施することで、クロロホルムの大気排出量を2003年度比

で68%削減しました。 

・製造プロセス研究において、ハロゲン系溶媒使用の回避、脱水剤の削減など環境負荷の低減を検討

しています。また、濃縮方法の変更等により省エネにつなげています。 

・多くの部署と連携することで、より内容を充実させた報告書を発行しました。 

・サステナブル経営格付に参加して、環境分野で高い評価を得ました。 

・「おおさか環境賞」を5年連続受賞(2001-2005)しました。 

・「環境家計簿」や「ふんわりアクセル『eスタート』」の普及に努めました。 

2005年度の実績 

（1998年制定、2005年第3改正） 



省エネルギー・地球温暖化防止 

環境活動の詳細 

エネルギー消費量（熱量換算） 

環境自主行動計画 

・2005年度～2010年度におけるエネルギー消費量およ

び二酸化炭素排出量の年平均値を、1990年度の90%

以下に削減する。 

　2005年度は、前年度比でエネルギー消費量、二酸化炭素排

出量はそれぞれ2%減少しました。 

　ブロックごとで見ると、大阪工場から小野田工場への生産移

管を進めたことにより、小野田ブロックのエネルギー消費が増加し、

加島ブロックでは減少しました。また、本社ブロックなどオフィス部

門ではそれぞれ4～6%減少しました。 

　1990年度比ではエネルギー消費量は90%、二酸化炭素排出

量は93%と減少しています。自主行動計画達成に向けて、継続

的に省エネルギー活動を推進していきます。 

2005年度エネルギー消費（原油換算） 

CO2排出量 

※原油換算量の算出については、資源エネルギー庁の「エネルギーの使用の合理化に
関する法律第11条に基づく定期報告書記入要領」に沿って集計しました。 

営業車の台数とガソリン消費量 

※営業車のガソリンに関しては、左グラフのエネルギー消費量・CO2排出量に含まれてい
ません。 

物流部門の取り組み 

物流センター パレットサポータ 

すべての年度において、加島、戸田、本社、東京、支店、小野田、吉城の国内全
ブロックが集計範囲です。 

※エネルギー消費量・CO2排出量の算出については、環境省の「事業者からの温室効
果ガス排出算定方法ガイドライン試案(Ver1.6)」に沿って集計しました。電力のCO2
排出係数は、年度ごとの全国全電源の平均排出係数を使用しています。 

　委託先の物流センター構内に保冷車輌用電気コンセントを

設置しアイドリングストップを徹底しています。また空調設備には、

圧縮機を断続的に停止させる装置を取り付け、使用エネルギー

を削減しています。 

　さらに、物流間における商品の移管日を集約するとともに、パ

レットサポータ（パレット段積み資材）導入によりトラック1台あた

りの積載量を増量させるなど、輸送の効率化を推進しています。 

（年度） 90年 
（基準年） 

03年 04年 05年 10年 
（目標年） 

0

（　）内は1990年度比 単位：千GJ

1,059 
（100%） 917 

（87%） 

971 
（92%） 

953 
（90%） 

953 
（90%） 

電力 
46%

ガス 
26%

油類 
28%

（年度） 90年 
（基準年） 

03年 04年 05年 10年 
（目標年） 

0

52,543 
（100%） 46,670 

（89%） 

49,825 
（95%） 

49,072 
（93%） 

47,300  
（90%） 

（　）内は1990年度比 単位：t

0

小野田 

加島 

戸田 

吉城 

本社 

東京 

支店 

9,005

7,824

5,571

 610

402

891

307

単位：kR

（年度） 02年 03年 04年 05年 01年 
0

単位：kR ガソリン消費量　 　　　営業車数 

1,238台 

1,212台 

1,238台 
1,217台 

1,201台 

2,122

2,049

2,077

2,156

2,113

戸田 
20%

加島 
28%

小野田 
44%

その他 
8%
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廃棄物の削減・資源循環 
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2005年度廃棄物排出・処理状況 

汚泥 613 96 500 17 96.6% 

廃油類 1,233 600 632 0 100.0% 

廃酸 2 2 0 0 0.0% 

廃アルカリ 1 1 0 0 0.0% 

廃プラスチック 258 25 230 3 98.7% 

紙くず 211 0 211 0 100.0% 

鉄・非鉄金属くず 128 0 128 0 99.8% 

ガラス・陶磁器くず 32 0 32 0 100.0% 

事業系一般廃棄物 377 77 282 18 93.9% 

合計 2,854 801 2,014 39 98.1%

環境自主行動計画 

・2010年度までに研究・生産関係の各ブロック（加島、戸田、

小野田、吉城）においてゼロエミッション※を達成、維持す

る。 

・資源の有効利用を図るため、環境負荷の少ない原材料、

商品を優先的に購入する。 

・あらゆる事業活動において、水、紙を含めた全ての資源を

節減する。 

※　再資源化率｛再資源化量÷（再資源化量＋最終埋立処分量）×100｝が
98%以上 

　製造技術の改善や原材料の選定により生産工程でのマテリ

アルロスや不良品の発生を抑制しています。また、仕入れ品の

包装物は仕入先に返却し、緩衝材はグループ内の輸送に有効

利用しています。 

　営業部門においては、宣伝物の適正製作数量の評価手法を

強化することで不要在庫を抑制するとともに、使用素材について

はプラスチックやフィルムコーティングの使用比率を下げるよう配

慮しています。 

　さらに、提案制度など社員一人ひとりの工夫により、社内での

不要品の有効利用についても進めています。 

　やむを得ず排出する廃棄物については、適切なリサイクル業

者や廃棄物処理業者を選別し、可能な限り埋立処分量を減らす

処理ルートを選択するよう努めています。 

　廃棄物は日々発生しますが、独自の集計システムを用いて、社

外へ排出した廃棄物がどのように中間処理され、その残渣がど

のようなルートや工程を経て再資源化、あるいは、最終処分され

るかをきめ細かく評価し、再資源化率を把握しています。 

省資源の取り組み 

　加島、戸田、小野田では、水の節減に取り組み、工業用水の使

用量を前年度比で15%削減しました。また、コピー用紙の裏紙利

用や、複合機を利用して1枚の紙に複数ページを出力するなど紙

の使用量を可能な限り削減しています。 

廃棄物処理の推移 

01年～03年度までは、加島、戸田、小野田が集計範囲です。 
04年度より、加島、戸田、本社、東京、小野田、吉城が集計範囲です。 

廃棄物発生量の推移 

※発生量：自社内で発生した有価物を除く廃棄物量 
　　　　（自社内中間処理を行う廃棄物は処理前の量を把握） 

※排出量：敷地外に排出・搬出した廃棄物の量 
社外中間処理量：中間処理により減量した量 
最終埋立処分量：最終処分場への直接埋立量および中間処理後、再資源化後残渣

の埋立量 
再資源化量：排出量の内、再使用、再生利用、熱回収に利用した量（利用後の残渣

は含まない） 
再資源化率：再資源化量÷（最終埋立処分量＋再資源化量）×100 

※上記集計方法は環境省「事業者の環境パフォーマンス指標ガイドライン2002年度版」
に沿っています。 

単位: t

種類 排出量 社外中間処理量 再資源化量 最終埋立処分量 再資源化率 

排出量 　　再資源化量 　　最終埋立処分量 　　再資源化率 

（年度） 02年 03年 04年 05年 01年 
0

単位：t

単位：%

88.5
94.5 97.6 97.9 98.1

2,177 2,128

3,191

2,537

2,854

1,190 1,286

2,145
1,887 2,014

154 75 53 40 39

（年度） 02年 03年 04年 05年 01年 
0

単位：t

14,333 14,714

9,122

5,826 5,874

廃棄物の発生抑制の取り組み 

ゼロエミッション活動の推進と管理 



化学物質の適正管理 

環境活動の詳細 
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環境自主行動計画 

・化学物質を適正に管理し、環境中への排出を継続的に

削減する。 

・有害大気汚染物質のうち、クロロホルムの大気排出量に

ついて、2007年度までに2003年度比で35%削減する。 

大気排出量の抑制 
　PRTR※法に基づく届出物質は、右表の6物質でした。2005年

度は、工場および研究所において、モデル実験などによる物質収

支調査を実施し、大気排出量算定の精度を向上させました。研

究所での取扱量の削減、取扱時における大気排出防止の工夫

も加わり、PRTR物質の大気排出量の合計は、前年度比で60%

の削減になりました。また、クロロホルムの大気排出量は、2003

年度比で68%削減になりました。これは小野田における製造品目

外製化の要因も加わっています。 

※特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 

 

土壌、地下水汚染の予防 

　土壌、地下水汚染を防止するため、取扱化学物質はすべて専

用容器へ回収するとともに排水系への放出を厳しく禁じています。 
 
PCBの適正管理 

　日本環境安全事業株式会社のPCB処理施設の操業開始をう

けて、各ブロックで保管している高圧トランス・高圧コンデンサ・蛍

光灯安定器等のPCB廃棄物の早期登録を完了しました。 
 
病原体管理 

　病原体等の保管および取り扱いを安全に行うことを目的として、

病原体等安全委員会などのマネジメント体制を構築しています。

試験・研究の実施にあたっては、病原体等のレベル分類に応じ

た安全管理基準により必要な措置を講じるとともに、取扱者の健

康管理を徹底しています。 
 

MSDS 

　化学物質の提供先、および取扱担当者に対して、MSDS

（Material Safety Data Sheet 化学物質安全性データシート）を

提供し、安全性の確保を徹底しています。 

　2006年2月14日に、山口田辺製薬株式会社の廃水処理過程により生じた泡

状浮遊物が近隣河川へ流出しました。この浮遊物は、水質に悪影響を及ぼすも

のではありませんでしたが、地域近隣・関係者の皆さまにはご迷惑とご心配をおか

けしました。以後、廃水処理施設における監視体制の強化に努めています。 

泡状浮遊物の流出事故 

●PRTR届出状況 

戸田 

加島 

小野田 

PRTR法指定化学物質の大気排出量の推移 

12 

95 

145 

172 

227 

259 

 

 

アセトニトリル 

クロロホルム 

ジクロロメタン 

N,N-ジメチルホルムアミド 

トルエン 

ピリジン 

0.5 

5.1 

1.1 

0.0 

1.0 

0.0 

7.7

1.1 

12.3 

2.0 

0.2 

3.8 

－ 

19.5

政令No. 物質名 2004年度 2005年度 

合計 

クロロホルム大気排出量の推移 

単位：kg

単位：t

単位：t

（年度） 03年 
（基準年） 

04年 05年 07年 
（目標年） 

15.9 
（100%） 

12.3 
（78%） 

5.1 
（32%） 

10.3 
（65%） 

0

小野田ブロック 

95 

145 

227 

259

クロロホルム 

ジクロロメタン 

トルエン 

ピリジン 

8,700 

1,700 

6,600 

5,100

0 

0 

0 

0

0 

0 

0 

0

3,200 

980 

710 

0

政令 
No.

物質名 
排出量 

大気 公共用水域 下水道 事業所外 

移動量 

戸田ブロック 

1,900 

16,000

6.0 

4.6

0 

0

380 

1,400

アセトニトリル 

クロロホルム 

12 

95

政令 
No.

物質名 
排出量 

大気 公共用水域 下水道 事業所外 

移動量 

加島ブロック 

5,600 

6,700 

2,200 

1,600 

5,100

0 

0 

0 

0 

0

0 

0 

0 

0 

0

130 

470 

150 

34 

280

アセトニトリル 

クロロホルム 

ジクロロメタン 

N,N-ジメチルホルムアミド 

トルエン 

 

12 

95 

145 

172 

227

政令 
No.

物質名 
排出量 

大気 公共用水域 下水道 事業所外 

移動量 

すべての年度において、加島、戸田、小野田が集計範囲です。 

※上記集計方法は、経済産業省・環境省の「ＰＲＴＲ排出量等算出マニュアル第３版」に
沿っています。 
※各事業所の年間取扱量が１トン以上の物質を集計しています。 
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　環境保全効果のうち、社会に帰属する効果としてCO2排出量

の削減効果に対し、金額換算による評価を行っています。2005

年度の環境負荷削減量は、0.1万トンでこれを金額換算すると

352千円※です。 
※世界銀行のプロトタイプ・カーボン・ファンドのアニュアルレポートに基づき、換算係数を
US$3.98／t-CO2として算出しました。 

外部環境会計 

環境効率指標 

集計範囲  加島、戸田、本社、東京、支店、小野田、吉城、海外連結子会社（生産拠点3社） 

対象期間 2005年4月1日～2006年3月31日  
なお、当社と事業年度が異なる国内外の連結子会社については、直近の事業
年度(2005年1月1日～2005年12月31日)を対象期間としています。 

●環境保全効果の金額換算 

　経済付加価値とは 

※環境会計ガイドライン2005年版に沿って集計しています。 

　環境保全効果と事業活動量との関係を分析し評価するため、

事業活動に伴う環境負荷を示す尺度として、環境負荷量と経済

付加価値を関係付けた、田辺製薬独自の「環境効率」を設定し

ています。 

経済付加価値＝営業利益（単体）＋研究開発費（単体） 

　   2005年度の場合、25,917 + 30,633 = 56,550（百万円） 

環境自主行動計画における目標と関連した、3通りの環境パフォ

ーマンス指標を対象としています。 

１． CO2排出量（国内全ブロックの合計）  

２． 廃棄物最終埋立処分量（加島、戸田、小野田ブロックの合計） 

３． PRTR物質大気排出量（加島、戸田、小野田ブロックの合計） 

 

　環境負荷量とは 

環境効率＝ 
経済付加価値 

環境負荷量 

●環境保全対策に伴う経済効果（実質的効果） 
単位：百万円 

効果の内容 

省エネルギー活動に伴う費用削減 

リサイクルに伴う廃棄物処理費用の削減 

リサイクルにより得られた収入額 

金　額 

2004年度 2005年度 

41 

36 

32

129 

21 

16

●環境保全効果 

環境負荷量 

2004年度 2005年度 

3.2 

49 

563 

22 

30 

5.0 

97 

2.5 

40

2.9 

43 

481 

16 

23 

4.9 

95 

2.9 

39

環境負荷 
削減量※ 

0.3 

7 

82 

6 

7 

0.1 

2 

－0.4 

1

環境パフォーマンス指標 

SOｘ排出量（ｔ） 

NOｘ排出量（ｔ） 

総排水量（万ｍ3） 

BOD負荷量（ｔ）  

COD負荷量（ｔ）  

CO2排出量（万ｔ）  

エネルギー（万GJ） 

廃棄物総排出量（千ｔ） 

埋立処分量（ｔ） 

※環境負荷削減量＝2004年度の環境負荷量－2005年度の環境負荷量 

●環境保全コスト 

分　類 主な取り組みの内容 
投資額 費用額 

2004年度 2004年度 2005年度 2005年度 

事業エリア内 
コスト 

 

上・下流コスト 

管理活動コスト 

研究開発コスト 

社会活動コスト 

合　計 

１．公害防止 

２．地球環境保全 

３．資源循環 

小　計 

大気汚染物質排出削減装置、排水処理施設の維持管理、水質等の測定・分析 

省エネルギー型空調設備、エネルギーモニタリングシステムの運用 

廃棄物のリサイクル・処理・処分、溶媒の回収再使用 

 

容器包装再商品化委託料 

環境マネジメントシステムの運用、敷地内の緑化維持管理、 
環境・社会活動報告書作成、環境担当部門の人件費 

環境に配慮した製品の研究開発 

環境保全を行う団体や地域住民への寄付・支援 

114 

3 

－ 

117 

－ 

11 

－ 

－ 

128

303 

58 

3 

364 

－ 

6 

－ 

－ 

370

400 

32 

163 

595 

11 

196 

118 

2 

923

368 

32 

154 

554 

17 

171 

14 

2 

759

単位：百万円 

●環境効率 

01年 
0

02年 03年 04年 05年 （年度） 

CO2排出量 
環境効率（億円／万t） 

廃棄物最終埋立処分量 
環境効率（億円／t） 

PRTR物質大気排出量 
環境効率（億円／kg） 

113 113
110 109

115

3.2

61

228
88

7.1
9.7

18.9

280

20.7

732
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環境会計 

環境活動の詳細 

※Life Cycle Impact Assessment Method based on Endpoint Modelingの略称で、経済
産業省、新エネルギー・産業技術総合開発機構、産業環境管理協会による国家プロジェク
ト｢製品等ライフサイクル影響評価技術開発｣において開発されたライフサイクル影響評価
手法である。 

　環境経営を効率的に進めるため、環境会計に新たな手法を

加え、環境負荷削減とコスト低減を同時実現するしくみを構築し

ています。国内関係会社を含めた製造拠点では、全製品の生産

活動を対象にマテリアルフローコスト会計（MFCA）を導入した

ことにより、製造段階の物質やエネルギーのロス削減および廃

棄物の削減を実践し、製造コストと同時に環境負荷の低減にも

つなげました。 

　2005年度は、環境省地球環境研究総合推進費の資金援助

による研究プロジェクト（財団法人地球環境戦略研究機関が受

託）に参加し、神戸大学國部克彦教授の指導のもと、図に示す

MFCAとLIME※を結合させたモデルを用いて、山口田辺製薬で

製造する主力製品1品目について、その環境影響評価を行いま

した。すなわち、医薬品製造プロセスをMFCAにより企業コストと

して評価するとともに、原材料として購入した段階で発生してい

る環境負荷をLIMEにより社会的コストとして評価しました。その

結果、社会的コストは、企業コストに比べて著しく小さいことがわ

かりました。例えば、ロスについては、社会的コストは企業コスト

の1%程度となりました。 

　今回の試行結果を踏まえ、今後も、さらなる環境負荷低減と

経済効率向上への挑戦を効果的に進めたいと考えています。 

　このようなMFCAとLIMEとの結合モデルについて、國部教授

から「MFCAとLIMEを結合した新モデルは、原材料の選択とい

った面から製剤設計に対するフィードバックの一つの方法として

期待でき、LIMEの特徴である効果的な環境負荷低減とMFCA

の特徴である経済効率向上を同時追求することが可能となろう」

との高い評価をいただいています。 

　環境配慮促進法※では、事業活動に係る環境配慮

等の状況を環境報告書で公表するとともに、記載情報

の信頼性を高めるように努めることが求められています。 

　環境報告書は社会に対する説明責任の重要な手段

であり、ステークホルダーとの環境コミュニケーションの

ツールとして活用するため、信頼できる情報を分かりやす

く開示し、提供することが重要です。 

　田辺製薬では、環境配慮の取り組みに関する情報を

把握、分析するとともに、CSRレポートに記載し公表する

プロセスにおいて、情報の網羅性と正確性を重視する

観点から、2001年版より継続して第三者審査を受け、信

頼性の向上と確保に努めています。 

※環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の
促進に関する法律 

第三者審査 
環境管理会計 

●第三者審査報告書 

●MFCAとLIMEの結合モデル 

■國部教授略歴 

國部克彦　 

　神戸大学大学院経営学研究科教授。博士（経営学）。

経済産業省委託「マテリアルフローコスト会計開発・

普及調査事業委員会」委員長をはじめ、国連持続可

能開発部「環境管理会計専門家会合」エキスパート

メンバー、日本社会関連会計学会理事などを務める。 

 

原薬 
製剤添加物 
包装材料 

ＬＩＭＥ評価 

環境への 
影響度を 
金額換算 

両立 

医薬品製造 

環境負荷 
低減 

経済効率 
向上 

エ
ネ
ル
ギ
ー 

良品 
 

医薬品 

ロス 
 

廃棄物 

⇒ ⇒ 

MFCA 
評価 

投入 

投入 



48  田辺製薬 CSRレポート 2006

主要製品 
紹　　介 

　田辺製薬は、医療用医薬品を中心とした事業活動を行っています。世界110カ国以上で使用されているヘル

ベッサー（狭心症・高血圧症治療剤）をはじめ、タナトリル（高血圧症治療剤）やサアミオン（脳循環・代謝改善剤）

など、循環器系の領域に強味をもっています。また、2002年発売のレミケードは、クローン病や関節リウマチなどの

炎症性疾患において、これまでの治療法では効果がみられなかったケースにも劇的な治療効果を示しています。 

　世界110カ国以上で使用されている代表的なCa拮抗剤。血圧降下作用
に加え、心拍数を抑え心臓の負担を軽減する。冠血管拡張作用によって酸
素供給を増加させることにより、狭心症や高血圧症において心臓をやさしく
保護する。 

ヘルベッサー®（ジルチアゼム）　 
狭心症・高血圧症治療剤（カルシウム拮抗剤） 

　炎症性サイトカインであるTNFαをターゲットと
した世界で最も汎用されている抗TNFα製剤の
一つ。関節リウマチとクローン病の効能において、
既存治療と比較し、高い有効性を示すことが認
められている。特に関節リウマチでは、関節破壊
の進展を止めるというこれまでにない作用が確
認されている。 

レミケード®（インフリキシマブ） 
クローン病、関節リウマチ治療剤 
（抗ヒトTNFαモノクローナル抗体） 

　極めて高いβ１選択性と良好な薬物動態を有
するβ１遮断薬で、高い有効性と安全性を両立
している。 

メインテート®（ビソプロロール） 
高血圧症・狭心症・不整脈治療剤 
（選択的β１遮断剤） 

　優れた血中コレステロール低下作用だけでな
く、直接血管を保護する作用（抗酸化作用など）
により、強力な心血管イベント抑制効果を示す。 

ローコール®（フルバスタチン） 
高コレステロール血症治療剤 
（HMG-CoA還元酵素阻害剤） 

　確実な血圧降下作用および高い臓器保護作用を有しながら、この種の薬
剤に一般的に見られる副作用である空咳の発現頻度が少ないのが特徴。
2002年には日本で初めて１型糖尿病に伴う糖尿病腎症への効能追加が承
認された。 

タナトリル®（イミダプリル） 
高血圧症治療剤（ＡＣＥ阻害剤） 

ドキュメント1  06.10.2 0:53 PM  ページ 1
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　田辺製薬は、生薬を31種配合

した「ナンパオ」や独自開発のサ

イドドロップ容器を採用した点眼

薬「スマートアイ」など、セルフメ

ディケーションに適した製品を全

国の薬局・薬店を通じて幅広く提

供しています。さらに、「アスパラ」

ブランドのドリンク剤を薬局・薬店

をはじめ、コンビニエンスストアや

自動販売機でも販売しています。 

その他、医薬品の開発・製造で培ってきた技術やノウハウを応用し、ファインケミカル製品や医薬品原末などの製造・販売も行っています。 

　脊髄小脳変性症による運動失調に対し、
TRH（甲状腺刺激ホルモン放出因子）は有効
であるが、注射剤のみであった。セレジストは自
社技術によりTRHを誘導体化し、経口投与を可
能にした世界で初めての薬剤である。 

セレジスト®（タルチレリン） 
脊髄小脳変性症治療剤 

　抗ヒスタミンH1作用の速やかな発現がみられ、
アレルギー性鼻炎、蕁麻疹、皮膚疾患に伴うそ
う痒に速効性を発揮。一方で、眠気の発現頻
度が低い。 

タリオン®（ベポタスチン） 
アレルギー性疾患治療剤 

　３室構造の輸液バッグを実現し、世界で初め
て糖・アミノ酸・電解質液に総合ビタミン剤を配
合させた高カロリー輸液剤。ビタミン剤の入れ
忘れの防止とともに、混注作業を不要とし、安
全性と利便性を向上させた。 

フルカリック® 
ビタミン添加高カロリー輸液 
総合ビタミン・糖・アミノ酸・電解質液 

　インフルエンザの予防に用いる。財団法人
阪大微生物病研究会によって製造。保存剤が
添加されていないフルービックHAを2005年に
発売。他にも水痘や風しん・麻しんなどのワクチ
ンを取り扱っている。 

ビケンHA 
インフルエンザHAワクチン 

　多彩な薬理作用を持つ麦角アルカロイドの
誘導体であるサアミオンは、脳梗塞後遺症の治
療薬として処方されている。1998年に厚生省に
よって行われた再評価の結果、有用性が確認さ
れている。 

サアミオン®（ニセルゴリン） 
脳循環・代謝改善剤 

ナンパオ®シリーズ 
・生薬製剤 ・ミニドリンク剤 

アスパラ®シリーズ 
・ドリンク剤 ・ミニドリンク剤 
・ビタミン剤 ・点眼薬 

スマートアイ®シリーズ 
・点眼薬 

胃腸薬・整腸薬 

皮膚疾患治療薬など 

 

 

ガストローム®（エカベト） 
胃炎・胃潰瘍治療剤 

　服用後ほとんど吸収されず、胃粘膜を直接覆
って保護する薬剤で、重大な副作用や他剤との
相互作用がない。胃炎では単剤でH2ブロッカー
（ヒスタミンH2受容体拮抗剤）と同等の効果を
示す。胃潰瘍ではH2ブロッカーとの併用で治癒
率を向上させ、再発も抑制することが示されている。 
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会社概要（2006年3月末現在） 

田辺製薬株式会社 

代表取締役社長　葉山夏樹 

1678年 

1933年12月15日 

442億円（2006年3月31日現在） 

4,512人（連結） 
2,993人（単独） 

〒541-8505 
大阪市中央区道修町3丁目2番10号 
TEL 06-6205-5555（代表）  

http://www.tanabe.co.jp 

医療用医薬品を中心とする医薬品の製造・販売 

12支店、80営業所 

大阪市、埼玉県戸田市 

大阪市、山口県山陽小野田市、岐阜県飛騨市 

中国、台湾、インドネシア、英国、ベルギー、米国 

●支店 
　北海道支店 

　東北支店（宮城、青森、岩手、秋田、福島、山形） 

　東京第一支店（東京） 

　東京第二支店（新潟、群馬、栃木、茨城、山梨、長野） 

　千葉埼玉支店（千葉、埼玉） 

　横浜支店（神奈川） 

　東海支店（愛知、静岡、三重、岐阜） 

　京都支店（京都、滋賀、福井、富山、石川） 

　大阪支店（大阪、兵庫、奈良、和歌山） 

　中国支店（広島、岡山、鳥取、島根、山口） 

　四国支店（香川、徳島、愛媛、高知） 

　九州支店（福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄） 

ヨーロッパ 

●田辺製薬 ロンドン事務所 
●タナベ ヨーロッパ社 
 

アジア 

●天津田辺製薬有限公司 
●田辺製薬 上海事務所 
●台湾田辺製薬股价有限公司 
●台田薬品股价有限公司 
●タナベ インドネシア社  
 

アメリカ 

●タナベ U.S.A.社  
●タナベ リサーチ ラボラトリーズ U.S.A.社  
●タナベ ホールディング アメリカ社 
●タナベ ファーマ デベロップメント アメリカ エルエルシー 
 

 

1 

2 

 

 

3 

4 

5 

6 

7 

 

 

8 

9 

10 

11 

 

1 2

3

7

9
1011

84

●加島事業所（大阪市淀川区） 
　医薬化学研究所 

　薬理研究所 

　先端医学研究所 

　CMC研究所  

　安全性研究所 

　大阪工場 

●田辺製薬吉城工場 
   （岐阜県飛騨市） 

●山口田辺製薬 
   （山口県山陽小野田市） 

●東京事業所 
   （東京都千代田区） 

●本社 
（大阪市中央区） 

●戸田事業所（埼玉県戸田市） 
　医薬化学研究所 

　薬理研究所 

　探索研究所 

　薬物動態研究所 

5 6

汾 
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本社所在地 
　 
　 

ホームページ 

主な事業内容 

営　業　網 

研　究　所 

工　　　場 

海　外　拠　点 

商　　　号 

代　表　者 

創　　　業 

設　　　立 

資　本　金 

従　業　員　数 
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レポートに関するお問い合わせ先 　　 
広報部 　 
 
このレポートの内容はインターネットでご覧いただけます。 
URL　http://www.tanabe.co.jp/kaishajoho/csr/

TEL 06-6205-5211 
FAX 06-6205-5105 
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