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私たちの思想

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

1. 患者中心/Patient Centric
患者さん一人ひとりの健康と幸せを最優先に考えます

2. フロンティア精神/Pioneering Spirit
自らを磨き、新たな発想で、イノベーションを追求します

3. 誠実/Integrity
常に誠実な行動で、社会の期待に応えます

存在意義/Mission 価値観/Core Values
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これからの私たちの役割は、
患者さんを中心とした
医療そのものへの貢献。
さらなるイノベーションに
挑戦していきます。

世界には病気で苦しむ人が、まだまだたくさんいます。

十分に満たされていない医療ニーズ。

有効な治療薬がない病。

中外製薬は、こうした状況に正面から対峙し、

患者さんのための革新を続けました。

これまでにない画期的な医薬品を数多く届け、

製薬業界の中でも大きな責務を担っています。

今、私たちは考えます。

私たちが果たすべき役割は、もっと広いのではないか。

病気にかかっていても気づけていない患者さん。

どのような治療が自分に合っているのか

分からず不安な患者さん。

治療を受けながら家族との時間を大切にしたい患者さん。

そんな患者さん一人ひとりのニーズや

価値観に合わせた貢献ができないか。

そこで、中外製薬は、医薬品とサービスの提供を

中核としながらも、医療そのものの高度化と

革新に寄与する会社を目指していきます。

これまで以上のイノベーションと、誠実さをもって。

目指すのは、トップイノベーターです。

ロシュとの協働のもと、
独自のサイエンス力と技術力を核として、
患者中心の高度で持続可能な医療を実現する、
ヘルスケア産業のトップイノベーターとなります

目指す姿/Envisioned Future
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中外製薬のポジション ロシュのポジション

がん領域
 国内売上シェアNo. 1＊1

抗体医薬品＊2

 国内売上シェアNo. 1＊1

医療用医薬品売上
 世界No. 1＊3

研究開発費
 世界No. 1＊3（製薬業界）

＊1 Copyright © 2020 IQVIA.　出典：医薬品市場統計  2019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  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、高い効果や副作用が少ないことが
期待できる医薬品として近年、急速に市場を拡大しています

＊3  2019年12月期各社決算資料をもとに当社調べ

私たちの今とこれから

“ロシュとの協働のもと̶

中外製薬は、バイオ・抗体医薬品やがん領域の国内リーディングカンパニーです。一方、ロシュは、世界有数の製薬

企業グループで、高い研究開発力を有し、患者さんの遺伝子情報などに応じて治療計画を立てる「個別化医療」

の推進などで世界を牽引しています。中外製薬は、2002年にロシュとの戦略的アライアンスを開始して以来、

自主独立経営を保ちながら、ロシュと協働で事業を行うという、ほかに類を見ない独自のビジネスモデルを構築。

これが中外製薬が患者さんや社会に貢献していくための強固な基盤となっています。
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中外製薬のサイエンス力と技術力を示す事例

業界を代表する
抗体エンジニアリング技術

Breakthrough
 Therapy指定＊4

8回

高い専門性と
豊富なデータをもとにした
ソリューション提供

＊4 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FDAにて導入された制度

独自のサイエンス力と技術力を核として̶

中外製薬は創業以来、一貫してサイエンスの可能性を信じ、その力を磨き続けてきました。例えば、他社に先駆けた

バイオ医薬品の研究や、独自の抗体エンジニアリング技術の確立などにより、現在の研究基盤は最先端のものに。

中外製薬が創製した医薬品のうち、米国食品医薬品局（FDA）からBreakthrough Therapy（画期的治療薬）として

国内トップとなる8回指定されるなど、中外製薬の創薬力は世界的に評価される水準となっています。また、医薬品の

発売後も安全性データマネジメントをはじめ、医療関係者への専門的な情報提供など、そのサイエンス力に基づく

ソリューションが高く評価されています。
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アンメット
 メディカルニーズ＊5

への対応

患者さんの
QOL（生活の質）

向上

次代の
ヘルスケアの
仕組み構築

患者さん一人ひとりが
最適な治療を
選択できる社会

中外製薬が貢献していくこと

＊5 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

患者さん中心の高度で持続可能な医療を実現する̶

中外製薬は、アンメットメディカルニーズを満たし、病気で苦しむ患者さんの希望となるような、革新的な新薬の

創出に努めています。それは、有効性・安全性だけでなく、治療中の患者さんのQOL向上など、患者さんにとって

本当に価値のある医薬品であるべきだと考えています。また、医療全体への貢献として、患者さんの疾患状態や

遺伝子レベルでの特性などに応じて、一人ひとりに最適な治療が行える―。そういった次代の医療システム・社会

づくりを目指しています。
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2019年～

ヘルスケア産業の
トップイノベーターへ

2009年～

トップ製薬企業を
目指す

2002年

ロシュとの協働による
独自のビジネスモデル

構築

中外製薬の変遷

ヘルスケア産業のトップイノベーターとなります”

私たちの今とこれから

中外製薬は、創業以来、患者さんのためのイノベーションを追求し続けてきました。2002年には、その価値をより広

く世界に届けるべく、ロシュとの戦略的アライアンスを開始。そして2009年からは、期待され、信頼される企業として

「トップ製薬企業」という目標を掲げ、2018年に実現することができました。今後は、これまで築いてきた基盤を生か

しながら、患者さんと医療全体への貢献を果たす、ヘルスケア産業のトップイノベーターを目指していきます。

1925年

関東大震災後の
薬不足を憂いて

創業
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革新的な医薬品の登場は、患者さんの人生や生活を	

変えることにもつながります。例えば、がん、リウマチ、

血友病などは、治療のゴール自体が変わってきていると

もいわれています。

その中で中外製薬は、自社創製品が数多く米国FDAの

Breakthrough	Therapyに指定されるなど、革新的な

医薬品を連続的に生み出し、世界の患者さんに貢献し

てきました。これは、独自の創薬技術や研究プラット

フォームを確立してきたことや、病態・疾患に対する深い

理解やサイエンス力の進化を続けてきたからに他なり

ません。中外製薬は、これからもイノベーションを追求

し続け、患者さんが病気の苦しみから解放されるような

未来の実現に貢献していきたいと考えています。

私たちの取り組み

科学の力で、
病気を完全に
コントロールする。
私たちは、
そんな未来を信じる。
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新たな創薬モダリティの展開
製薬業界において「モダリティ」とは、薬の物質的な種別を意味します。
中外製薬では、従来から強みを持つバイオ、低分子に加え、次世代モダ
リティとして中分子医薬品の技術確立に取り組んでいます。

＊	ターゲットにのみ作用する度合い

低分子 中分子 バイオ
分子量 500 以下 500～ 2,000 10,000 以上
投与経路 経口／注射 経口／注射 注射
標的特異性＊ △ ◎ ◎



研究ネットワークの構築独自技術の進化
抗体医薬品に適用することで
競争優位の源泉とし、独自の
抗体技術を開発してきまし
た。これらを、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。

独自の抗体エンジニアリング技術

リサイクリング抗体® 
スイーピング抗体® 
	（SMART-Ig®、SMART-Fc®）
バイスペシフィック抗体 
	（ART-Ig®、FAST-Ig™）
スイッチ抗体™ 
	（Switch-Ig®）
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中外製薬ならではの創薬技
術をベースに、ロシュ・グルー
プの研究基盤を活用しつつ、
IFReC＊1やRCAST＊2をはじめ
とした外部研究機関などとの
協働を積極化することで、さ
らなる革新を生み出していき
ます。

中外 
製薬

• 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 
 研究機関

• ロシュ

• ジェネンテック社

•  ロシュ・ 
ダイアグノ 
スティックス社

•  Foundation 
Medicine社

＊1		大阪大学免疫学フロンティア研究センター
＊2		東京大学先端科学技術研究センター



届けられるのは、
薬の効き目だけではない。
医療関係者と協働で
ソリューションを
患者さんに届ける。

トップ水準の開発・生産体制

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有
すると同時に、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。

画期的な新薬を待ち望む患者さんに一日でも早く届

ける。患者さん一人ひとりに合った治療を提供する。

地域特性に応じた医療提供の支援を行う。

これらは、すべて中外製薬が提供していくべきソリュー

ションです。製薬、開発、営業、メディカルアフェアーズ、

医薬安全性といった各機能で、これまで以上の価値を

生み出すためにそれぞれが進化しなければなりません。

例えば、安全性情報の提供において、医療関係者がより

的確かつリアルタイムに治療判断を行えるデータベー

スを構築・充実させるなど、患者さんを中心とした医療

の実現に向け、取り組みを進めています。患者さんのた

めに、できることは無限にあります。中外製薬は、歩みを

止めません。
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チーム医療・地域医療の促進 より有用な安全性情報の提供

コンサルテーション機能やリ
エゾン機能を駆使し、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、各医療施設
の特性に合わせた地域医療
の連携促進に取り組んでい
ます。

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」の活用や、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。

11



医療・ヘルスケアの
仕組みは、もっとよくできる。
一人ひとりに合った
真の価値を
患者さんに届ける。

個別化医療の高度化促進

高齢化社会の進展により、医療費の高騰が、社会保障制

度の持続可能性をゆるがす社会的課題となっています。

また、患者さんを中心に考えれば、投与後の生活も含め

た患者さんにとっての真の価値が満たされる医療が

ますます必要になっていきます。

中外製薬では、これまでパイオニアとして推し進めてきた

「個別化医療」のさらなる進展に取り組みます。個別化

医療は、遺伝子情報などに基づいて適切な治療を行う

もので、個々の患者さんに合った、効果のある治療が

期待できます。また、効果が見込めない治療を回避する

ことで、副作用リスクの軽減にもつながります。今後は、

遺伝子解析技術やAI（人工知能）などを活用し、より詳細

に、まさに一人ひとりの患者さんに最適な治療を行える

社会づくりに貢献していきたいと考えています。
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2015年にロシュ・グループ
入りしたF o u n d a t i o n 
Medicine社（FMI）＊1の遺伝
子解析技術なども活用し、よ
り高度で精緻な個別化医療
や、がんゲノム医療の推進に
貢献していきます。

＊1  米国マサチューセッツ州に2010年に設立。ロシュが2015年に株式の過半数を取得後、
2018年には100％株式を取得し完全子会社化。中外製薬はFMIの保有する「網羅的
ゲノムプロファイリング検査」の国内事業化および製品価値最大化に取り組んでいる



価値証明の実現 異業種連携の強化
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病気になってから患者さんが
抱える負担の検証や、QOL
の変化を可視化・測定できる
技術・システムの開発などに
向け、リアルワールドデータ＊2

を活用した実証研究などに
取り組んでいます。
＊2  臨床現場などから得られる匿名化
された患者データ

ディープラーニングとロボッ
ト技術で世界から注目を集
める株式会社Pre fe r r ed 
Networksと包括的パート
ナーシップ契約を締結するな
ど、最先端の技術や異なる文
化を持つ企業・組織との連携
を積極的に行っていきます。



中外製薬はこれまで、イノベーションによって発展して

きました。しかし、今後も社会課題を解決し続け、医療

そのものに貢献しようとするならば、これまでと同じ

次元のイノベーションでは足りないと考えています。

イノベーションの源泉、最大の資産は人財です。社員一

人ひとりの能力や適性に応じた役割と成長機会を提供

するとともに、さらなるイノベーションを育む組織風土

と働く環境の整備が不可欠です。そのため、2020年4

月から、個々人の保有能力や過去の貢献への評価では

なく、それぞれのポジションの要件を明確にし、自律的

なキャリア開発や社員の積極的な挑戦を支援する新人

事制度を導入しました。考え方は、「適財適所」から「適

所適財」です。中外製薬は、社員が互いに支え合い、連

続的にイノベーションを生み出す組織を目指します。

実現したい未来を
手に入れるためには、
私たち自身の
イノベーションが不可欠。

タレントマネジメントの推進
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人財と能力の可視化を図り、
個々の人財の育成を目的と
したタレントマネジメントを
推進。一人ひとりの育成プ
ランを策定し、戦略実現と
イノベーション創出の加速に
向けたリーダー人財や高度
専門人財の早期発掘・育成を
進めています。



健康経営の促進ダイバーシティ&インクルージョンの加速
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中外製薬では、異なる価値観
やアイデアを尊重しあいなが
ら多様な人財が活躍し、イノ
ベーションを追求するインク
ルーシブな組織文化を醸成
することを目指し、さまざま
な施策を推進しています。そ
れらの取り組みは、外部から
も高く評価されています。

中外製薬は、従業員の健康を
大切にすることはもとより、社
会の中では健康経営を先導す
べき立場にあると考え、その
取り組みを強化しました。その
活動が評価され、「健康経営優
良法人（大規模法人部門）」に
3年連続で認定されました。



トップイノベーターとして
持続的に成長するため、
経営と事業の
質を高める。

疾患啓発活動の推進

中外製薬がトップイノベーターを目指すうえでは、私た

ちが持続的に成長していくこと、そして、私たちが存在

する社会が持続的であること、この２つを大前提として

考えなくてはなりません。社会とともに、さまざまな	

ステークホルダーと価値を共有する。これが私たちの経

営の考え方です。これは、2015年に国連サミットで採択

された「持続可能な開発目標（SDGs）」と思想をともに

するものであり、中外製薬ではSDGsの取り組みにも強

くコミットし、積極的に取り組みをすすめています。

グローバル企業として全うすべき社会的責務をはじめ、

中外製薬だからこそ果たすべき役割や、率先すべき	

課題解決に、これまで以上に力を注いでいきます。
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早期診断による治療効果の
向上や、患者さんの病気への
理解促進などに向け、医療施
設や地方公共団体と連携し、
がん、リウマチ、腎臓病、骨粗
鬆症、ロコモティブシンド
ローム＊などに対する啓発活
動を積極的に行っています。
＊		骨や関節、筋肉など運動器の障害に
より要介護になるリスクの高い状態
になること



グローバルヘルスへの貢献環境保全活動の充実

浮間工場での太陽光
発電量のモニタリング
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中外製薬グループ	コード・
オブ・コンダクトで定めた
「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
響を最小限にする活動に取
り組んでいます。

グローバルヘルス分野におけ
る国際貢献を目的として、開
発途上国を中心に感染症制
圧を目指す公益社団法人グ
ローバルヘルス技術振興基金
（GHIT	Fund）や非感染性疾
患対策に取り組むアクセス・	
アクセレレイテッドに参画して
います。
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社会貢献活動
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次世代に対する教育支援
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、小学生を対象とした、さまざ
まな実験教室を開催しています。2019年度は、「DNA
抽出実験教室」や「チャレンジ！ イカの解剖」などの実
験教室を実施しました。

実験教室「チャレンジ！ イカの解剖」

ミャンマーにおけるグローバルヘルス活動
2018年11月より、AMDA-MINDS＊2との連携により、
「安全な施設分娩の促進」および「非感染性疾患の診断
および治療」をサポートし、自立的な仕組みの構築を目
指した支援活動に取り組んでいます。
＊2  特定非営利活動法人AMDA社会開発機構（アムダマインズ）：
岡山県に本部を置き、グローバルヘルスに取り組む団体
（https://www.amda-minds.org/）

ミャンマーで住民の感想を聞く様子

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。

国内最大級の車椅子ソフトボール国際大会

リレー・フォー・ライフ・ジャパン
がん患者さんやそのご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、2019年は全国31カ所で
参加しました。

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」

AYA世代への情報提供・ネットワーク構築支援
2017年から若年層のがん患者さん・ご家族を対象とし
たウェブサイト「AYA Life＊1」を運営しています。ここで
は、将来に対する不安や孤独を感じながらも、相談相手
が見つけにくい若年層のがん患者さんに向けて、患者
さんの体験談紹介やネットワーク構築支援などを行っ
ています。

＊1  AYAとは「Adolescent and Young Adult（思春期や若年
成人）」の略で15～39歳の世代のこと（https://aya-life.jp）

在宅福祉移送サービスカー寄贈
高齢者や障がいのある方が自宅から医療・福祉施設に
通う手段や、施設スタッフが訪問介護をするための移
動手段の確保は、重要な社会課題です。そのため、中外
製薬では1985年から、福祉に取り組む団体へ在宅福
祉移送サービスカーの寄贈を行い、在宅福祉への貢献
に努めています。

在宅福祉移送サービスカー（移送サービス用福祉車両）
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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 （2020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）

▲■中外ファーマ・ヨーロッパ・
　　ロジスティクス・エスエーエス
 （フランス）

■中外ファーマ・ジャーマニー・
　ジーエムビーエイチ
 （ドイツ）

■中外ファーマ・フランス・
　エスエーエス
 （フランス）

 

■日健中外製薬有限公司 北京支店
 （中国）

▲日健中外科技（北京）有限公司
 （中国）

■日健中外製薬有限公司
　広州支店
 （中国）

●中外ファーマボディ・リサーチ・
　ピーティーイー・リミテッド
 （シンガポール）

■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）
◆泰州日健中外製薬工業有限公司
 （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

●研究　　▲開発　　◆生産　　■□マーケティング

★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

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

□□

1
2
3
4
5
6
7

業所 国内グループ

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
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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
 2019年12月期Coreベース実績＊

 売上収益  6,862億円
 営業利益  2,249億円
 当期利益  1,676億円
 ＊  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 7,394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）

会社概要

会社概要 （2019年12月31日現在）

コーポレートサイト

新卒採用サイト

サステナビリティ

ウェブサイトのご案内

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

https://www.chugai-pharm.co.jp/recruit/new/

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

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/chugaijp

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、2019年度の売上高
は約615億スイスフラン、従業員数は約98,000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。

個人投資家の皆さまへ
https://www.chugai-pharm.co.jp/ir/individual/
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