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病気に苦しむ人たちがいる限り、革新を続けます。
～アンメットメディカルニーズへの対応～

世界の医療技術がますます進歩していく一方で、いまだ病に苦しんでいる人がたくさんいます。アンメット
メディカルニーズ―有効な治療法がなく、十分に満たされていない医療ニーズに対して、私たちは正面から対峙
し、あらゆる面で進化することで、その解決に努めてきました。これからも、事業哲学「すべての革新は患者さんの
ために」のもと、患者さんの希望に向けて革新を続けていきます。
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私たちの解決したいこと私私私たたちちののの解解解決決決しししたたいいこことと私たちの解決したいこと



ーだから、より高い効果を追求していきます。
～個別化医療の推進～

アンメットメディカルニーズに対応するためには、革新的な医薬品の創出だけではなく、より高い効果を追求して
いきたいと考えます。そのための取り組みの一つが個別化医療の推進です。個別化医療とは、遺伝子情報などに
基づいて患者さんの特性を見分け、患者さんごとに最適な治療を行うもので、効果の最大化と副作用の低減が期待さ
れます。私たちは日本における個別化医療のパイオニアとして、引き続き業界を牽引していきます。
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私たちの今

抗体医薬品とは
抗体医薬品は、バイオテクノロジーを活用してつくられる
バイオ医薬品の一つです。特定の細胞や組織に作用して
高い効果を発揮し、かつ副作用が少ない医薬品として、
近年急速に市場を拡大しています。現在、世界の医薬品
の売上高ベスト10の7つがバイオ医薬品で、そのうち
5つが抗体医薬品です＊3。中外製薬は、30年以上かけて
培ってきたバイオ医薬品を創り出す技術・経験などを
背景に、国内の抗体医薬品の売上シェアNo.1＊1（27.3%）
を誇っています。

領域別売上高構成比

No.1＊1
抗体医薬品国内売上シェア

（2017年）

7.9%

10.7%

■ がん
■ 骨・関節
■ 腎
■ その他

2017年
製商品売上高
4,993億円
（連 結）

30.9%

50.6%

＊1  Copyright © 2018 IQVIA.　出典：IMS医薬品市場統計 2017年12月MATをもとに作成　無断転載禁止　市場の範囲は中外製薬定義による
＊2  重篤または致命的な疾患や症状を治療する薬の開発および審査を促進することを目的に、2012年7月に米国食品医薬品局（FDA）にて導入された制度

＊3 出典：研ファーマ・ブレーン発行　New Pharma Future No. 7 2017年6・7月号

トップ製薬企業を目指して。
中外製薬は、バイオ・抗体医薬品の国内リーディング・カンパニー。
それは、私たちにとって大きな誇りと責務をもたらしています。世界トップクラスの製薬会社、 
ロシュとの提携により、私たちの生み出した薬が、世界中の患者さんに広く使われるようになりました。
私たちは今、あらゆるステークホルダーに信頼され、期待される「トップ製薬企業」を目指しています。
世界の医療と人々の健康に貢献するために、これからも、たくさんのことを成し遂げていきます。
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MS医薬品市場統計 2017年12月MATをもとにMS

No.1＊1
がん領域国内売上シェア

（2017年）

に作成 無断転載禁止 市場の範囲は中外製薬に作

116カ国
バイオ医薬品の

グローバル承認国数
（2018年1月現在）

薬定義による薬定

5件
Breakthrough
Therapy指定＊2

（2018年1月現在）
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私たちの取り組み
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「中外製薬だからできる。」
世界に広がる未来の薬を創造する。
今までにない医薬品を創り出すことは、これまでに経験したことのない世界への挑戦です。
私たちは国の壁を取り払い、常識と闘いながら独自の研究を続けることで、
世界に誇る研究力と、ほかにはない技術力を手に入れてきました。
これからも、新たな治療薬を待つ患者さんのため、革新的な新薬の創出に全力を注ぎます。
患者さんのために革新を続けることが、患者さんと、医療、そして私たちの未来を創り出すのです。
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委託・契約企業

サテライトラボ、
ジョイントベンチャー

アカデミアなどの
外部共同研究機関

中外製薬

ロシュ

ロシュ・
ダイアグノスティックス社ジェネンテック社

研究技術やグローバルな研究ネットワークが
強力な基盤となっています。
他社に先駆けて発展させてきた独自の研究技術と、ロシュ・
グループが誇る世界最先端の研究基盤や強力な外部ネット
ワークを最大限に活かし、継続的な新薬創出を実現しています。

独自の次世代抗体技術を
開発しています。
従来の抗体技術の常識を打ち破った技術を次々と開発し、
アンメットメディカルニーズを満たす革新的な新薬の創製に
つなげていきます。

独自の抗体技術を活用した新規抗体創製を加速させるた
め、2012年にシンガポールに中外ファーマボディ・リサーチ
（CPR）を設立するなど、研究活動の強化を図っています。

強みである抗体改変技術に磨きをかけ、
新規抗体創製を加速させていきます。

抗体技術名 特長

SMART-Ig® 抗体が抗原に繰り返し結合することで抗体が作用す
る時間を延ばす「リサイクリング抗体」を創製する技術

SMART-Fc® 病気の原因となる抗原を血漿中から除去する「スイー
ピング抗体」を創製する技術

ART-Ig® バイスペシフィック抗体の工業生産を可能にする技
術。1種類の抗原にしか結合しない通常抗体に対し、
バイスペシフィック抗体は2つの異なる抗原と結合す
ることにより、多様な薬効の発揮が期待される

低分子創薬でも卓越した技術を確立し、
次世代の中分子創薬にも取り組んでいます。
低分子医薬品についてもFDAのBreakthrough Therapyに
指定されるなど自社創製品がグローバルに価値を広げてい
ます。また、新たに中分子の創薬技術基盤確立にも注力して
います。



「トップ水準の品質とスピードを。」
一日でも早く患者さんに届けるために。
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画期的な医薬品を待ち望んでいる患者さんがたくさんいます。
私たちは、その患者さんの希望のために、本当に必要とされる薬を一日でも早く届けたい。
ロシュとのネットワークも活用し、薬の候補を医薬品として育て上げ、
その価値を世界に広げていきます。
そして、国内屈指の生産機能のもと、高い品質の薬を届け続けていきます。
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バイオ医薬品の原薬生産設備をはじめ、質・量ともに国内トッ
プクラスの生産設備を持つと同時に、迅速な製品化を可能と
する柔軟な開発・生産体制を構築しています。

バイオ医薬品の強靭な生産機能が
革新的な医薬品提供を支えます。

私たちの取り組み

（2018年2月1日現在）

　    自社創製品　　◆ 個別化医療に基づく開発プロジェクト　　＊ 中外製薬主導の国際共同治験　　★アトピー性皮膚炎は導出先にて開発（海外：ガルデルマ社、国内：マルホ株式会社）
注：開発コード、予定適応症の順に記載

自社創製品の充実とロシュとの提携を背景に、国内有数の新薬候補を保有しています。
革新的な医薬品をいち早く患者さんにお届けするため、世界同時申請を可能とする国際共同治験への参加数も国内随一となっています。

開発
ステージ がん領域

第Ⅲ相
RG7446

非小細胞肺がん［一次治療］、非小細胞肺がん（アジュバント）、
小細胞肺がん、尿路上皮がん、筋層浸潤尿路上皮がん（アジュバント）、腎細胞がん、

腎細胞がん（アジュバント）、乳がん、卵巣がん、前立腺がん

RG435
腎細胞がん

RG3502
乳がん（アジュバント）

RG7440
前立腺がん、乳がん

RG7596
びまん性大細胞型
B細胞リンパ腫

第Ⅰ相 GC33
肝がん＊

CKI27
固形がん

（国内／海外）

RG7604
固形がん

ERY974
固形がん（海外）

RG7421
固形がん

骨・関節領域／自己免疫疾患領域

第Ⅲ相 ED-71
骨粗鬆症（中国）

NRD101
変形性膝関節症／
肩関節周囲炎（中国）

MRA
全身性強皮症

SA237
視神経脊髄炎＊

第Ⅰ相 RG7845
関節リウマチ

腎領域

第Ⅰ相
EOS789
高リン血症

（国内／海外）

その他の領域

第Ⅲ相 RG1450
アルツハイマー病

RG7412
アルツハイマー病

ACE910
血友病A

（インヒビター非保有）

RG6206
デュシェンヌ型筋ジストロフィー

（Ⅱ／Ⅲ）

第Ⅱ相 RG7916
脊髄性筋萎縮症

RG3637
特発性肺線維症

CIM331
透析そう痒症★★

URC102
痛風（海外）

SKY59
発作性夜間

ヘモグロビン尿症
（Ⅰ／Ⅱ）

第Ⅰ相
PCO371

副甲状腺機能低下症
（海外）

RG7716
滲出型加齢黄斑変性／
糖尿病黄斑浮腫



患者さんがよりよい治療を受けられたり、より多くの選択肢から治療を選べたり。
そんな世の中にしていくには、私たちは有益な情報を連続して
生み出していかなければなりません。そのためにも私たちは、
医療従事者に対し、さまざまな治療提案が行える専門性を一層磨き、
医療そのものの発展に力を注ぎます。

「医療そのものに貢献するために。」
患者さんのためにできるすべてに力を尽くす。
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患者さんがよりよい治療を受けられたり、より多くの選択肢から治療を選べたり。
そんな世の中にしていくには、私たちは有益な情報を連続して
生み出していかなければなりません。そのためにも私たちは、
医療従事者に対し、さまざまな治療提案が行える専門性を一層磨き、
医療そのものの発展に力を注ぎます。

「医療そのものに貢献するために。」
患者さんのためにできるすべてに力を尽くす。
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私たちの取り組み

医療の高度化・複雑化や医療環境の変化を背景に、患者さん
を中心に医師・薬剤師・看護師などがチームを組んで治療に
あたるチーム医療への貢献や、地域特性にあわせたソリュー
ションの提供に取り組んでいます。

MR＊は、専門知識をもとに患者さんごとに最適な治療方法や
副作用マネジメントの提案、情報提供を医療従事者に行う、
コンサルテーションに注力。患者さんに安心して薬をお使い
いただけるよう、薬剤の適正使用の推進にも貢献しています。

ますます重視されるチーム医療や
地域医療の推進をサポートしています。

「患者さん一人ひとりと向き合った医療」を
目指しています。

＊医薬情報担当者

患者特性に応じた適正使用情報の提供

患者特性に応じた適正使用情報 最新の副作用発現状況

添付文書、
適正使用ガイド
などの情報

+

製造販売後調査
副作用報告
副作用への対処

医療機関

安全性情報
の収集 調査票　ほか調査票　ほか

安全性情報
の蓄積

中外製薬

グローバル水準の安全管理体制の
継続的な充実を図っています。
専門性の高い安全性評価と、ロシュとの安全性情報共有に
より、迅速かつタイムリーな報告・開示をグローバル水準で
実現しています。

疫学機能の充実化、当社独自の情報提供システムである「調
査・副作用データベース」の実装、支店への安全性に関する専
任担当者の配置などを通じて、患者さんの特性に応じた迅速
な情報提供を実現しています。

より有用な安全性情報の提供に向けた
取り組みを行っています。



ステークホルダーとともに
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障がい者スポーツ支援
中外製薬は、公益財団法人日本障がい
者スポーツ協会にオフィシャルパート
ナーとして協賛し、世界で活躍するトッ
プアスリートを支援しています。また、障
がい者スポーツの理念である「活力ある
共生社会の創造」実現に向けて、障がい
者スポーツを積極的に応援しています。

次世代に対する教育支援
中外製薬では、次世代を担う子どもたち
に理科や科学の楽しさ、面白さを伝える
ことを目的に、小学生・中学生・高校生を
対象とした、さまざまな生物実験教室を
開催しています。また、大学においても、
健康や医療に対する関心を高めていた
だくための講座を開催しています。

環境保全活動
中外製薬のコアバリューの一つである
「地球環境への配慮」という価値観に基づ
き、中外ビジネスコンダクトガイドライン
で定めた「地球環境保全への貢献」を目
指し、環境法令などに基づいた地球環境
への影響を最小限に抑制する活動に取り
組んでいます。

車いすバスケ体験会 DNA抽出実験教室
浮間工場での太陽光
発電量のモニタリング
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リレー・フォー・ライフ
中外製薬は、がん患者さんやその家族を
支援するさまざまな活動に参加し、協賛し
ています。その一例である、がんと闘うた
めの絆を育む啓発サポートキャンペーン
「リレー・フォー・ライフ・ジャパン」に、
2017年は全国29カ所で参加しました。

女性活躍推進に優れ
た上場企業として、4年
連続「なでしこ銘柄」に
選定

多様な人財の能力を
活かし、価値創造につ
なげている企業として
「新・ダイバーシティ経
営企業100選」（経済産
業大臣表彰）に選定

ダイバーシティマネジメント
中外製薬では、多種多様な人財が生き生
きと働き、新しい価値を生み出すための
「ダイバーシティマネジメントの推進」に取
り組んでいます。女性リーダー育成プロ
グラムの導入のほか、さまざまなフォーラ
ムや研修を実施するなど、職場の環境整
備に努めています。

健康経営の推進
中外製薬は、従業員の健康は重要な資産
であるという認識のもと、健康経営を実践
しており、「健康経営優良法人2018（大規
模法人部門）～ホワイト500～」の認定を
取得しました。今後も、積極的に従業員の
健康保持・増進に取り組んでいきます。

従業員がボランティアとして参加した
「リレー・フォー・ライフ・ジャパン」
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すべての革新は患者さんのために

ミッションステートメント

存在意義（Mission）

革新的な医薬品とサービスの提供を通じて新しい価値を創造し、
世界の医療と人々の健康に貢献します。

価値観（Core Values）

1. 患者・消費者を最優先に考えて行動します。
2. 生命関連企業として、常に高い倫理・道徳観に基づいて行動します。
3. 深い専門性と広い視野を持ち、失敗を恐れない革新的・挑戦的な社員を重んじます。
4. 良き企業市民として、世界の人 ・々文化の多様な価値観を理解し、尊重します。
5. 一人ひとりの個性・能力とチームワークを尊重する自由闊達な風土を大切にします。
6. 地球環境に配慮します。
7. 株主をはじめとしたステークホルダーの要請に応え、適正利潤を追求すると同時に適時適切な情報開示を行います。

目指す姿（Envisioned Future）

ロシュ・グループの最重要メンバーとして、
国内外において革新的な新薬を継続的に提供する、

日本のトップ製薬企業となります。

中期経営計画 IBI 18

2016年から始まった中期経営計画の名称は
「IBI 18」です。スローガン「創造で、想像を超える。」
の頭文字をとったもので、当社がイノベーションを
原動力として世界の医療に貢献するという想いを
表しています。
IBI 18では、2つの重点テーマである「グローバル
トップクラスの競争力獲得・発揮」、「成長加速への 
選択と集中」の実行を通じてトップ製薬企業となり、
グローバルでの飛躍的成長を目指していきます。
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中外製薬独自の「7つの強み」

アンメットメディカルニーズ*1

を充足する製品力 国内屈指のパイプライン*2

医療提供活動への支援安全性マネジメントの徹底

パイオニアとしての
個別化医療*4の知見

ロシュ･グループとの 
戦略的アライアンス*3体制

バイオをはじめとする
独自の創薬技術

中外製薬の革新的な製品や先進的な技術、患者さんに対する想い。
社内外のインタビューから抽出した、中外製薬の強みを7つにまとめました。

＊1 治療満足度が低く、革新的な医薬品により治療法の進展が期待される領域
＊2 薬剤の開発初期段階から販売開始までの開発品
＊3 2001年12月に締結した、ロシュとの戦略的アライアンス（提携）に基づき、2002年10月、中外製薬とロシュの100％子会社であった日本ロシュが統合
＊4 個々の患者さんの分子・遺伝子情報に応じて治療計画を立案・実行する治療法

「7つの強み」策定プロセス

2009年から始まった「トップ製薬企業
推進プロジェクト」にて、これまで中外
製薬が築いてきた目に見えない強みを
可視化。これらを「96の強み事例集」と
して社内で共有。

2013年から始まった「対外広報戦略 
プロジェクト」にて、「96の強み事例集」
をもとに社内外のインタビューを実施。

「患者さんに対する価値」と「競合優位
性」の観点から評価して「25のカテゴ
リー」を抽出。

コミュニケーションを図っていくうえ
での基本メッセージとすべく、「25の
カテゴリー」を整理し、「7つの強み」に
集約。

強みを可視化 「7つの強み」に集約価値と優位性にて分析
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23 大阪南支店
24 奈良・和歌山支店
25 兵庫支店
26 広島支店
27 山口支店
28 鳥取・島根支店
29 岡山支店
30 香川・徳島支店
31 愛媛・高知支店
32 福岡支店
33 長崎・佐賀支店
34 熊本・大分支店
35 鹿児島・宮崎支店
36 沖縄支店

□ 統括支店

1 北海道・東北 統括支店
2 関東北・甲信越 統括支店
3 関東南 統括支店
4 東海・北陸 統括支店
5 関西 統括支店
6 中国・四国 統括支店
7 九州 統括支店

① 株式会社 中外臨床研究センター
② 株式会社 中外医科学研究所
③ 株式会社 シービーエス
④ 株式会社 メディカルカルチュア
⑤ 中外物流株式会社
⑥ 中外製薬工業株式会社
⑦ 株式会社 未来創薬研究所

ネットワーク （2018年4月1日現在）

中外製薬事業所 国内グループ

■中外ファーマ・ユー・ケー・リミテッド
　（英国）

▲■中外ファーマ・ヨーロッパ・リミテッド
　　（英国）

▲■中外サノフィ-アベンティス・
　　エスエヌシー
　　（フランス）

■中外ファーマ・ヨーロッパ・
　リミテッド
　ドイツ支店
　（ドイツ）

■中外ファーマ・フランス・
　エスエーエス
　（フランス）

●C&Cリサーチ・ラボラトリーズ 
　（韓国）

▲日健中外科技（北京）有限公司
　（中国）

　（中国）

■日健中外製薬有限公司
　北京支店

■日健中外製薬有限公司
　広州支店

　（シンガポール）
●中外ファーマボディ・リサーチ

　（中国）

■日健中外製薬有限公司
　上海支店
　（中国）

▲■台湾中外製薬股份有限公司
　（台湾）

■日健中外製薬有限公司
　（中国）

▲中外ファーマ・ユー・エス・エー・
　インコーポレーテッド
　（米国）

●▲◆■中外製薬株式会社

中外グローバルネットワーク

●研究　　▲開発　　◆生産　　■□マーケティング

★❸◆1 ①③④⑥101112318
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★本　社
〒103-8324
東京都中央区日本橋室町2-1-1
日本橋三井タワー（受付15階）
Tel: 03-3281-6611（代表）
URL: https://www.chugai-pharm.co.jp/

● 研究所

❶ 富士御殿場研究所
❷ 鎌倉研究所
❸ 浮間研究所

◆ 工　場（中外製薬工業株式会社）

◆1  浮間工場
◆2  藤枝工場
◆3  宇都宮工場

■ 支店

1 北海道支店
2 宮城・山形支店
3 北東北支店（岩手、青森、秋田）
4 福島支店
5 埼玉支店
6 茨城支店
7 群馬・栃木支店
8 新潟支店
9 長野・山梨支店
10 東京第一支店
11 東京第二支店
12 東京第三支店
13 東京多摩支店
14 千葉支店
15 横浜支店
16 厚木支店
17 愛知支店
18 岐阜・三重支店
19 静岡支店
20 京都・滋賀支店
21 北陸支店（石川、富山、福井）
22 大阪北支店

33

36

19◆2 20
2529

27

35

❷16

⑦

16

https://www.chugai-pharm.co.jp/
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商　　号 中外製薬株式会社
  （CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD.）

創　　業 1925（大正14）年3月10日

設　　立 1943（昭和18）年3月8日

資 本 金 73,202百万円
 2017年12月期Coreベース実績＊

 売上収益  5,342億円
 営業利益  1,032億円
 当期利益  767億円
 ＊ Coreベース実績：国際会計基準（IFRS）実績から、当社が非経
   常的ととらえる事象にかかる損益等を除い
   たもの

決 算 日 12月31日

従業員数 7,372名（連結）

事業内容 医療用医薬品の研究・開発・製造・販売・輸出入

本　　社 東京都中央区日本橋室町2-1-1 
 日本橋三井タワー（受付15階）

代表取締役会長 永山  治

代表取締役副会長 上野  幹夫
代表取締役社長 
最高経営責任者（CEO） 小坂  達朗

社外取締役（独立役員） 池田  康夫

社外取締役（独立役員） 奥  正之

社外取締役（独立役員） 一丸  陽一郎

取締役 クリストフ  フランツ

取締役 ダニエル  オデイ

取締役 ソフィー  コルノウスキー -ボネ

常勤監査役 横山  俊二

常勤監査役 富樫  守

社外監査役（独立役員） 原  壽

社外監査役（独立役員） 二村  隆章

会社概要

会社概要 （2017年12月31日現在） 役員構成 （2018年4月1日現在）

ウェブサイト 中外ブランドストーリー

ウェブサイトのご案内

https://www.chugai-pharm.co.jp/ https://www.chugai-pharm.co.jp/brand/

ソーシャルメディア
Twitter URL https://twitter.com/chugai_cc　 ID @chugai_cc
YouTube URL https://www.youtube.com/user/chugaijp

中外ブランドサイトは
右記QRコードからも
ご覧いただけます。

ロシュについて
ロシュは、1896年に設立されたスイスのバーゼルに本拠地
を置く製薬企業で、世界100カ国以上でビジネスを展開して
おり、2017年度の売上高は約533億スイスフラン、従業員数
は約94,000名です。「医薬品」と「診断薬」の2つの事業を主
軸とし、幅広い領域で医療に貢献しており、中でも、バイオ
マーカーや診断薬を用いて、効果が見込める患者さんに適切

な薬剤を選択する「個別化医療」をグループ戦略の中心に据
えています。
また、2002年に中外製薬と戦略的アライアンスを開始し、
中外製薬の株式の過半数を保有する株主となりました。世界
屈指のバイオテクノロジー企業として知られている米国の
ジェネンテック社もロシュ・グループの一員です。

https://www.chugai-pharm.co.jp/
https://www.chugai-pharm.co.jp/brand/
https://twitter.com/chugai_cc
https://www.youtube.com/user/chugaijp
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