
自社工場への監査を毎年実施しており、2021年度からは

さらに無通告監査も実施を予定しています。

原薬の品質については、約300成分（延べ約500製造所）

について、原薬製造所の現地確認等※により、各製造工場

が法で定められた製造管理・品質管理基準（GMP）を遵守

しているかを厳しくチェックし、合格した原薬のみ使用して

います。

製剤工場ではGMPを遵守して、製造管理と品質管理を

行っています。また、製造工場がGMPを遵守しているかを、

本社・品質保証部が現地確認等でGQP基準に従って恒常

的に確認し、基準に適合した製造管理・品質管理を行って

いることを確認しています。

また、サプライチェーンでは、原薬メーカーは少なくとも

5年に1度、製剤製造委託先は少なくとも3年に1度の監査

を実施しています。

価値創造の基盤  ｜  社会

品質管理

2019年7月より医療関係者向け総合情報サイトに自社

製品の「原薬製造国」を公開しています。

当社販売の医薬品を医療関係者が安心して使用していた

だけるよう、原薬製造国と最終原薬製造所の国別割合を

情報公開しています。

原薬製造国の開示

Upsher-Smithとその医薬品サプライチェーンでは、

DSCSA(Drug Supply Chain Security Act)で要求され

ているような取り組みを進めています。DSCSAは段階的

に実施されており、現在、2023年11月に最終コンプライ

アンスが設定され、この時点で、Upsher-Smith製品は、

製品ラベルに含まれる製品識別名(製造番号、GTIN

(Global Trade Item Number)、Lot and Expiration)を

使用して、DSCSAに従って識別およびトレースされます。

偽造品の疑いがある製品が発見された際の真贋判定の

ための技術を導入しています。見る角度によって文字が

変わる「チェンジング箔」や、一度剥がすと、テープに印刷

されている表示の一部が箱本体に残り、再封緘されていな

いか確認できる「封緘テープ」がその一例です。

組箱の「封」

偽造医薬品の防止

沢井製薬

沢井製薬の行動基準では、「法令およびプロモーション

コードの遵守」という項目を設け、「製品プロモーションや

広告に関するすべての活動は、法令および業界団体の

基準を遵守し、適切かつ倫理的に実施」することを定めて

います。

また、日本ジェネリック製薬協会（GE薬協）が定める「企業

行動憲章」、「コンプライアンスプログラム・ガイドライン」、

「医療用医薬品プロモーションコード」、およびサワイ

グループホールディングスの企業理念、行動基準をはじめ

とする関係諸規範とそれらの精神に従い、製薬企業として

適切な企業活動に努めています。

さらに、医療機関等との取引関係についても、透明性を

高め、GE薬協の「企業活動と医療機関等の関係の透明性

ガイドライン」に基づいて当社のガイドラインを定め、医療

機関等への支払いや資金提供に関する情報を、専用ページ

で公開しています。このページでは、メディサ新薬、化研

生薬の情報も併せて公開しています。

ビジネス倫理

沢井製薬

患者さんの服用時を考慮した設計を心がけています。

2020年度には、アジルサルタン・アムロジピン配合剤とし

て初の「ＯＤ錠（口腔内崩壊錠）」と「普通錠」の承認を取得い

たしました。識別性を高めるため、錠剤に「成分名」「含量」を

錠剤両面に印字しています。安定性改善を目指したフィルム

コーティングＯＤ錠となっています。

製剤の工夫

沢井製薬

沢井製薬

沢井製薬

Upsher-Smithの事業規範には、商品の適切な促進

および医療従事者との医療上の相互関係に関連するいくつ

かの方針を含んでいます。

健康管理専門家との相互作用に関するPhRMAコード

を明示的に採用し、販売担当者は、PhRMAコード、適用

法令に準拠した適切な製品プロモーション活動について

訓練しており、承認した製品プロモーションピースのみを

使用しています。

販売担当者は、製品の使用と交換して他の価値のある

アイテムを提供することによって生じる可能性のある医療

専門家との不適切な相互関係を特定し、回避するために

さらに訓練されています。

1.未開封の状態 2.開封方法 3.開封後の状態

1.未開封の状態 2.開封方法 3.開封後の状態

1.未開封の状態 2.開封方法 3.開封後の状態

偽造品に関連した、強制捜索、差し押さえ、逮捕、および／
または刑事訴追につながった行動の件数

沢井製薬 0件 ／ Upsher-Smith 0件
汚職および贈収賄に関連する法的手続きの結果とし
生じた金銭的損失の合計額

沢井製薬 0円 ／ Upsher-Smith 0円

マーケティングに関する虚偽の記載に関連する
法的手続きの結果として生じた金銭的損失の総額

沢井製薬 0円 ／ Upsher-Smith0円

❶ 糊封緘・押し開けタイプ
（例）オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」

❷ 糊封緘・引き開けタイプ
（例）リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」

❸ テープ封緘・押し開けタイプ
（例）オセルタミビルDS3％「サワイ」

社会S
Social

※ 自社による評価：98%、他社の監査結果を自社基準によって評価：2%
（2020年12月3日時点）

「透明性に関する指針」
https://www.sawai.co.jp/company/transparency/

沢井製薬
● 製剤化への想い
● 工場での品質管理
● 包装設計とデザイン
のこだわり

● 製品改善への想い
● 研究開発への取り組み
● 生産への取り組み
● 品質への取り組み

ジルムロ
配合錠
LD「サワイ」

ジルムロ
配合錠
HD「サワイ」

ジルムロ
配合OD錠
LD「サワイ」

ジルムロ
配合OD錠
HD「サワイ」
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沢井製薬では、的確な情報を迅速にお届けすることも

品質のひとつと考え、MR（医薬情報担当者）、医薬品情報

センター（お問い合わせ窓口）、Webサイトという3つの

情報提供窓口が連携して、「安心」を求める医療関係者や

患者さんの期待にお応えしています。

MRによる情報提供
医療関係者の皆さまに、より早く、より的確な情報をお

伝えすることを心がけ、約380名のMRが、情報提供活動を

展開しています。また、医薬品の副作用や安全性に関する

情報を収集し、安全管理部門を中心に集約。その内容を

医療現場へフィードバックすることで、適正に使用していた

だくように取り組んでいます。

医薬品情報センター
夜間・休日にも医療現場からのお問い合わせに即座に

対応するため、24時間365日受付の医薬品情報センターを

設置しています。製品の特徴や使用方法、安全性について

など、毎月約4,000件のお問い合わせをいただいています。

医療関係者向けWebサイト
医療関係者向け総合情報サイト「sawai medical site」

では、製品に関する最新情報、診療や服薬指導に活用いた

だける情報を発信しています。対話型のコミュニケーション

ツール「チャットボット」を

業界でいち早く導入し、

Webサイト内で知りたい

情報を速やかにご案内して

います。

患者さん向けWebサイト
沢井製薬のコーポレート

サイトでは、患者さんの健康

管理に役立つ情報を発信

しています。ジェネリック

医薬品に関する基本情報

認知症サポーター養成講座
2020年9月、認知症の方にやさしい取り組みを実施する

企業「オレンジパートナー企業」に登録されました。昨年

本社・研究所で開催し、計185名が参加した認知症サポー

ター養成講座でご講演いただいた淀川区東部地域包括支援

センター（オレンジチーム）様より、認知症の方にやさしい

取り組みをしている企業として、オレンジパートナー企業へ

登録しませんか、とのご案内をいた

だき、登録が完了しました。

今後とも認知症の方や、そのご

家族にやさしい企業としてお役に

立てるよう、協力してまいります。

がん患者さんへの寄付を行うピンクリボン運動に協賛
2021年2月より、一部の自動販売機の契約を更改し、

ピンクリボン活動への寄付型に変更しました。自動販売

機は、本社・研究所、開発センター、大阪支店などに計5台

設置されています。対象機器には

ピンクのラッピング等が施されてい

ます。

売上のうち一部が乳がんで悲し

む人、苦しむ人をひとりでも減らす

ことを目標とした活動を支える、

「ほほえみ基金※」に寄付されます。

価値創造の基盤  ｜  社会

医薬品情報の提供 小学校向けに感染症予防啓発ポスターを制作・寄贈
小学生向け教育事業としてKODOMO新聞を発刊する

読売新聞と協働で、新型コロナウイルス

感染予防の啓発のためのポスターを

制作し、沢井製薬の地元である大阪市の

小学校（約300校、約11万5千人）に寄贈

しました。一刻も早くコロナ禍が収束し、

児童の皆さんが安心して勉学に励むこと

ができることを願っています。

や品質に対する取り組みのほか、「サワイ健康推進課」や

「頭痛オンライン」等で、未病・予防対策の情報や疾病啓発、

健康増進など、ヘルスケアに関する様々な情報を掲載して

います。

社会貢献活動

人事制度の整備
沢井製薬では、従業員が高い意欲をもって働き続けられ

るよう、評価処遇制度、キャリア申告制度、研修制度、育児

休業制度など、様々な人事諸制度を整備しています。

昨年は、中核会社である沢井製薬において人事制度改革に

取り組み、高い能力を発揮する従業員がきちんと報いられる

ように、新しい報酬制度を整備しました。また、少子高齢化、

労働力人口の減少が進むなかで、将来においてもジェネ

リック医薬品を安定的に開発・供給できるように、工場勤務

の従業員の正社員化を図った他、希望する者は最長70歳

まで働き続けることのできる契約社員制度を新設しました。

このように、当社では、従業員が成果や成長に意欲的/

挑戦的に取り組める就業環境を整備するとともに、一方で、

従業員がこれからも安心して当社で働けるようにセーフ

ティーネットの整備にも力を注いでいます。人材を人「財」

人材への取り組み

sawai medical site

ラッピングされた自動販売機

感染症予防啓発
ポスター

「健康経営優良法人2021」に認定
沢井製薬は、経済産業省および日本健康会議が共同で

優良な健康経営を実践している法人を認定する「健康経営

優良法人2021」に選定されました。

「より良い医薬品は心身ともに健康的な職場から生ま

れる」という企業行動基準のもと、

安全で衛生的な職場環境整備

を推進するため、各拠点に専任

保健師を配置し、産業保健活動

の連携に努めています。

※ ほほえみ基金：乳がんで悲しむ人をひとりでも減らすことを目標として、
公益財団法人日本対がん協会が運営する基金。検診の推進、早期発見
のための啓発活動、医師・放射線技師の育成、患者さん支援など、乳がん
をなくす活動を支えています。

2020年の主な取り組み

● 労働時間の適正化、
ワークライフバランス・生活時間の確保

● 女性特有の疾病予防に関する検査費用の
補助対象の拡大 （35歳以上→18歳以上）

● 禁煙対策（敷地内禁煙・勤務時間内禁煙、
治療費・禁煙補助剤などの金銭的補助）

● 感染症予防策（従業員のインフルエンザ予防接種の
全額会社補助、在宅勤務環境の整備等）

企業の発展無くして、従業員とその家族の幸福無し。

一人ひとりの従業員の成長（活躍）無くして、企業の発展、

すなわち当社の企業価値の向上に繋がることはありま

せん。会社では当労働組合を重要なステークホルダー

として認識いただいており、ユニオンショップ制（従業員

は原則全員組合員であること）の中で、変わらず健全な

労使関係を保っています。

昨年は、沢井製薬において人事制度改革に取り組み、

将来の沢井製薬のあるべき姿を見据えて、会社と深い

議論を行うことができました。

サワイグループホールディングスの設立に伴い、それ

に対応する形で労働組合も名や形を変えましたが、変わ

らぬ労使協調路線のもとで、「従業員や、会社にとって

何がベストなのか？」を常に考え、組合の活動を通じて、

組合員の働きがいを向上させることで、会社の発展と

従業員の幸福に貢献していける労働組合でありたいと

思います。

サワイグループ労働組合連合会からのメッセージ

サワイグループ
労働組合連合会会長

新安 敏孝

サワイ健康推進課

沢井製薬

沢井製薬

沢井製薬

と思い、今後も従業員にとって働き甲斐のある会社づくり

を目指します。

大阪市社会福祉協議会
https://www.osaka-sishakyo.jp/orangepartner_list/

オレンジパートナーの
ステッカー

ホールディングス
● ESGデータ
● Social 関連データ
(PDF）

沢井製薬
● 医薬品情報の提供
● 情報提供への取り組み
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