
医薬品情報の提供

品質管理

沢井製薬は各種情報発信に積極的に取り組んでいます。

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（2022年3月時点）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、
医薬品を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
医薬品情報センターでは、どんな状態においても問い
合わせ応対品質を落とすことなく、また、24時間365日
いつでもつながる安心をお届けしています。医療関係者
からの問い合わせに対して継続して応対できる仕組みを
東日本大震災の後から構築してきました。そのため、一昨
年から続くコロナ禍においても、問題なく稼働できてい
ます。今後も24時間いつでもつながる安心をお届けし
続けます。

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。
また、2021年12月より会員制サイトの運用を開始し、
医療関係者に対し充実した製品関連情報等を提供して
います。

頭痛オンライン
頭痛に悩む方のためのWebサイトとして「頭痛オンラ

イン」を開設しています。頭痛の
原因、症状、対処法の情報をご
提供しています。頭痛チェック
シートや頭痛体操などのコンテン
ツがご好評をいただいています。

社会貢献活動

ウクライナに対する人道支援金の寄付
2022年3月、サワイグループホールディングスより、

ウクライナで被害に遭われた方々やその周辺地域への
避難を余儀なくされている方々への人道的支援のため、
国連児童基金（ユニセフ）を通じて
2,000万円を寄付しました。生命関連
企業の一員として、ウクライナをめぐ
る状況が一日も早く平和的に解決し、
ウクライナおよび世界に平和で安全
な日々が戻ることを心より願っており
ます。

AED講習会の実施
2021年9月、12月に社会貢献活動の一環として、社員
29名を対象に、外部講師によるAED講習会を実施しまし
た。救急処置が必要になった場合の心肺蘇生とAED使用
の流れを、実際の機械を使用
し説明を受けました。受講
後には、もしもの際には率先
して行動したい、講習を思い
出して協力したい等、感想が

一般向け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
関する基本情報や品質に対する取り組みのほか、「サワイ
健康推進課」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。

沢井製薬 偽造医薬品の防止

Upsher-Smithとその医薬品サプライチェーンでは、
DSCSA（Drug Supply Chain Security Act）での要求に対応
した取り組みを進めています。DSCSAのもとでの要求
事項は、法令記載の方法により各販売可能ユニット（主に
ボトル／ブリスター）についての流通の管理を確立します。
さらに、すべてのボトルは、シールを介して不正開封を明
らかにする特徴を有しています。

沢井製薬自社工場への監査は毎年実施しており、2022
年度からはグループ会社であるトラストファーマテック株式
会社も監査対象に加えることになります。監査は無通告で
実施することで行政当局査察がいつ実施されても耐えうる
体制であることを確認しています。
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。

Upsher-Smithは、米国政府規則の品質管理システム
（QMS）に従って製造管理・品質管理を行っています。

QMS中の上記システムに準拠し許容可能な品質の商品
を一貫して製造しています。すべての原材料および最終
製品について、FDA承認済みNDA/ANDA（出願）に規定
される試験を実施しています。また、最終製品については、
年1回の製品レビューにより総合的な評価も行っています。
さらに社内手順書に従い、設備・システムの総合的な
自己診断を定期的に行っています。 

沢井製薬

三国中学校 職業講話の実施
2022年1月、大阪市立三国中学校の2年生16名を対象に、
職業講話を実施しました。コロナ感染拡大のため、急遽
オンラインでの開催となりましたが、生徒からは、「なぜ
この仕事につこうと思いましたか？」「どんなことを考えな
がら研究していますか？」など、事前に質問が届きました。
熱心に話を聴く様子や、粉に水を入れるとゼリーになる薬
の実演などを興味津々で観る
様子が見られました。
今回初めての取り組みでし
たが、これからも社会や地域
への貢献を考えてまいります。

点頭てんかんの啓発活動
Upsher-Smithは、Child Neurology Foundation

（CNF）およびTSC（Tuberous Sclerosis Complex）Alliance
のCorporate Advisory Boardに参画しており、これらの
団体と2021年12月にInfantile Spasms（点頭てんかん）
Awareness weekで協力しています。
Awareness weekの目標は、両親

と医師が、追加の評価が推奨される
場合、直ちに治療を開始したほう
がよい場合の重要な徴候を認識
できるよう点頭てんかんの徴候と
症状の気付きを高めることです。

EFMN（Epilepsy Foundation of Minnesota）での活動
Upsher-SmithはEFMNと提携し、12月のホリデー期間
中にてんかんの治療を受けている12家族を支援しました。
Upsher-Smithの従業員は、それらの家族の休日を明るく
するために、プレゼントや必需品を寄付
しました。オフィスで一緒にプレゼントの
ラッピングを行い、贈り物をするシーズン
を祝う素晴らしい時間を過ごしました。

沢井製薬

Upsher-Smith

Upsher-Smith

Upsher-Smith

※ （2021年11月25日時点）

サワイGHD

1. 品質システム
2. 生産システム
3. 設備機器システム

4. 実験室管理システム
5. 材料システム
6. 包装・表示システム 

偽造品に関連した、強制捜索、差し押さえ、逮捕、および／
又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

啓発ポスター

ユニセフ感謝状

心肺蘇生訓練の様子

職業講話の様子

ホールディングスサイト
https://www.sawaigroup.holdings/
● 人権・人財
● ESGデータ
● Social 関連データ(PDF)

沢井製薬サイト
https://www.sawai.co.jp/
● 医薬品情報の提供
● 情報提供への取り組み
● 診療報酬改定情報
● Webセミナーライブラリ

サワイ健康推進課

寄せられました。いざというときに、それぞれの勇気で
救える命があることを改めて学びました。

価値創造の基盤  ｜  社会

社会S
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人権・人財 

多様性の確保 

サワイグループ（以下「当社グループ」）は、生命に深い
関わりを持つヘルスケア企業として、患者さんはもとより、
国内外の社員、取引先を含む様々なステークホルダーの
人権尊重を重視し、「ビジネスと人権に関する国連指導
原則」に則った取り組みを推進しています。

人権尊重の取り組み

国内グループ会社
国内グループ会社においては、社員と労働組合を重要な

ステークホルダーとして認識し、ユニオンショップ制（社員
は原則全員組合員であること）のもとで、健全かつ良好な
労使関係を保っています。
また、全社員を対象に毎年セクシャルハラスメント、パワー
ハラスメント等のハラスメントに関する教育を複数回実施
し、社員のハラスメントに対する意識向上に努めています。

国外グループ会社
国外グループ会社においては、日本に比べて人種構成
が多様なこともあり、人種差別問題を重要な社会課題で
あると認識した取り組みを行っています。Black Lives Matter
の発祥地であるミネソタ州に拠点を置くUpsher-Smithは、
「企業の強みと業績向上は社員構成の多様さから生まれる」
という信念のもと、経営層が率先して平等と社会的包摂
に関する研修を受講し、4つのマイノリティ（黒人、女性、
アジア人、ヒスパニック）に関する「CEO諮問会議」を毎月
開催し、偏見を洗い出し、相互理解向上のための取り組み
を行っています。 

社員の健康・労働環境への配慮 

健康
サワイグループホールディングスは「健康経営優良法人
2022」に選定されました。ジェネリック医薬品の研究開発・
安定供給のため、従業員が心身の健康を保って勤務できる
職場環境の実現のため、「心身の健康づくり計画」に沿って、
各種健診や研修の実施、カフェテリアプランを用いた健康

育児休業制度など、様々な人事諸制度を整備しています。
近年においては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われるように、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
正社員化を図ったほか、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導入しました。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」と思い、今後も
従業員にとって働きがいのある会社づくりを目指します。

2021年度の主な取り組み

市場競争力のある報酬制度
Upsher-Smith Human Resourcesは、全国的な報酬調査
に参加し、現在のポジションの給与分析を実施することで、
市場競争力のある報酬制度を確かにしています。
昨年は「パフォーマンス・マネジメント・チェックイン」を
試行し、四半期ごとに、管理職が社員とのパフォーマンス
やキャリア開発の面談を行いました。
この新しいパフォーマンスマネジメントプログラムは、
22年度に全社的に実施される予定です。

サワイフィロソフィーの浸透
トラストファーマテックのGMP再教育研修については
３ヵ年計画を立て、2022年を「導入期」から「助走期」、
2023年を「観察期」、2024年を「安定期」と位置づけ研修
を進めていきます。
すべての手順・SOPは沢井製薬のGQP、又は沢井製薬
工場QAの事前確認を行い、かつ実施者への教育・習熟
評価も事前確認した教育訓練手順に沿って実施します。

女性・外国人・中途採用者等の異なる経験・技能・属性等
を反映した多様な視点や価値観を尊重し、その活用により
企業価値向上を図る必要があると考えています。当社
グループにおけるダイバーシティの推進は、性別や人種
だけでなく、年齢、性格、価値観、障がいの有無等の多様性
を受け入れ、人財活用することによって、様々な価値観に
基づく新たな発想や価値創造を通じて生産性を高めること
を目指します。しかしながら、当社グループの社員の男女
構成比に鑑み、女性管理職比率が少ないことは認識して
います。そこで、中核会社である沢井製薬における女性
管理職比率を2024年までに8%に引き上げる目標を設定
しています。また、障がい者雇用率は法定雇用率を上回っ
ている状況にあり、様々な障がいをもつ方に対して、能力
発揮の場を提供しています。

当社グループを支えるのは「人」です。そのため当社
グループでは「人材」を「人財」と表し、グループを挙げて
自律的に行動できる人財の強化・育成を推進しています。

増進のための支援制度も整備しています。

労働環境
当社グループでは、様々な規程を整備し、働き方の多様
化への対応や復職支援を行っています。また、中高年の
社員の多様なキャリアプランに応じた様々な勤務体系や
選択退職を自ら選べる制度（キャリア支援制度）を新設し、
健全な労使関係の維持・向上に努めています。

介護・出産・育児への配慮
復帰後も業務と育児の両立がしやすい制度支援を行って
おり、ほとんどの社員が職場復帰を果たしてくれています。

人財への取り組み 

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、

沢井製薬

沢井製薬ほか

サワイグループホールディングスの一員として沢井製薬
のクオリティカルチャーを肌で感じ吸収してもらうため、
単なる講義形式だけではなく、参加者間のグループ討議も
交えて進めます。沢井製薬信頼性保証本部の本部長、役員・
部長を含め多くの管理職が講師として参加しています。
企業理念・コンプライアンス研修も同時に進めており、
サワイグループホールディングスの会長・社長・各本部長を
初め多くの経営陣が講師となり、企業理念や行動基準に
ついて繰り返し講演を行ったほか、当社グループのコンプ
ライアンス体制や情報セキュリティ体制等について関連
部署部室長が総出で講義を行っており、グループの一員
として同じ水準のコンプライアンス意識の獲得に向け
グループ一丸で取り組んでいます。

トラストファーマテック

サワイグループホールディングス
執行役員 グループ人事担当役員
（グループCHRO）
兼 グループ人事部長 

曽我 一彦
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● 55歳以降キャリア選択制度（55歳以降の働き方を選択可能と
する制度）の導入

● ポストコロナ時代を睨んだ在宅勤務制度の導入及び改善
● 階層別研修のラインナップ増強等により質と量が充実した研修
体制の整備

● 管理職の人財育成に向けた多面評価（180度評価）の実施

価値創造の基盤  ｜  社会 

Upsher-Smith

Upsher-Smith

社会S
Social

サワイグループ人事部長からのメッセージ 

私たちサワイグループホールディングスは90年以上
の社歴を誇る企業であり、今もなお継続して力強く成長
を続けています。昨年４月には持株会社制度へ移行し、
グループ企業理念「なによりも健やかな暮らしのために」
のもと、ジェネリック医薬品事業を中核としつつ、社会と
ともに持続的に発展するヘルスケア企業グループとして
新たなスタートを切りました。
このように新たなステージに入り、事業ドメインが広
がりつつあるグループ全体を取り巻く事業環境は、今ま
で以上に不透明かつ刻々と変化しています。このような
環境のなか、企業としての成長を続けていくためには、
何よりも社員の自律的な成長が欠かせません。すなわち、
多様な視点を持ち、状況変化を素早く感じ取って自ら
判断し、自律的に行動に移せる人財が必要となります。
そのためには社員の意識高揚に頼るだけでなく、より
幅広い研修体系の整備や働きやすい職場環境の整備等
を含む成長に資する環境整備が必要です。
一人ひとりの社員が「人財」であるということを強く
認識し、社員の「成長」が組織の「成長」を促し、それが
サワイグループホールディングス全体の「成長」につな
がるよう継続して支援を続けていきます。 
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