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中外製薬が
成し遂げたいこと

ミッションステートメント
中外製薬は、ミッションステートメント
（=企業理念）
を掲げ、すべての企業活動の根幹としています。
「存在意義」
は、中外
製薬の不変の最重要概念で、関東大震災後の薬不足を憂いた創業者が
「世の中の役に立つ薬をつくる」
と誓った
「創業の
精神」
を受け継いでいます。
「価値観」
は、社員が共有し体現していく価値。フロンティア精神を持ち、イノベーションの追
求を続けながら、社会の期待や要請に応えるべく常に誠実であること。それによって、一人ひとりの患者さんに貢献して
いくことを明示しています。
「目指す姿」
では、今後の医療を取り巻く環境変化を踏まえ、
「製薬ビジネス」
の枠組みを超え
て、ヘルスケア産業の
「トップイノベーター」
を目指すことを掲げています。こうした
「共有価値の創造」
を通じたミッション
ステートメントの実現こそ、中外製薬の価値創造の姿です。

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

目指す姿 ／ Envisioned Future

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

4

「企業理念／行動規準」
https://www.chugai-pharm.co.jp/profile/vision/philosophy.html
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中外製薬が
実現していくこと
中外製薬が目指すトップイノベーター像

世界の人財と
プレーヤーを惹きつける

ヘルスケア産業を取り巻く環境は今、大きな変革期を迎えています。新しい創薬技術やモダリティ＊

世界中の情熱ある人財を惹きつけ、ヘルスケアに

の多様化、科学技術とデジタルの進展により、製薬企業の競争優位性は変化しています。また、新型

かかわる世界中のプレーヤーが「中外と組めば新

コロナウイルス感染症の世界的流行の影響から、各国が進める医療費抑制策は一層加速し、真に価
値の高い医薬品やソリューションだけが選ばれる
「Value Based Healthcare」
の流れがさらに強

しい何かを生み出せる」
と想起する

まっています。このような事業環境の変化を背景に、中外製薬が2030年に到達すべき姿を３つの
トップイノベーター像として具現化しました。私たちは、ロシュとの協働のもと、引き続き革新的新
薬を事業のコアに据え、イノベーションの創出を通じて、社会との共有価値の創造を実現します。
＊低分子化合物、抗体医薬、遺伝子治療など、薬の物質的な種別を意味する

世界の
ロールモデル
事業活動を通じた ESG の取り組みが評価され、
社会課題解決をリードする企業として世界のロー
ルモデルになっている

世界の
患者さんが期待する
世界最高水準の創薬力を有し、世界中の患者さんが
「中外なら必ず新たな治療法を生み出してくれる」
と期待する

6

「2030年トップイノベーター像」
https://www.chugai-pharm.co.jp/ir/policy/growth_strategy.html#sec02
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中外製薬 が実現していくこと

新成長戦略「TOP I 2030」

戦略実現に向けた 5つの改革

2030年に到達すべき３つのトップイノベーター像を実現するための新たな成長戦略
「TOP I 2030」
を2021年2月に発

「TOP I 2030」
では、戦略実現に向けた具体的な取り組みとして、
５つの改革を推し進めていきます。①
「創薬」
改革ではデ

表しました。
「TOP I 2030」
では、
「世界最高水準の創薬実現」
と
「先進的事業モデルの構築」
を２つの大きな柱に据えてい

ジテル技術の活用や外部連携を通じた創薬技術の強化 ②
「開発」
改革では製品価値を最大化できる世界トップレベルの

ます。そして、
この戦略を成功させるキードライバーとして、
「RED

臨床開発モデルの実現 ③
「製薬」
改革では世界水準の技術と高いコスト競争力を兼ね備えた製薬機能の実現 ④
「Value

＊1

SHIFT」
「DX 「
」Open Innovation」
の3つを特定。
＊２

価値創造の源泉である創薬研究と早期臨床開発に経営資源をシフトするとともに、デジタルの活用による革新的な新薬

Delivery」
改革では個別化医療に資するエビデンス創出と革新的な顧客エンゲージメントモデルの実現 ⑤
「成長基盤」
改

創出やバリューチェーンの効率化、外部連携に積極的に取り組みます。そして、2030年にはR&Dアウトプットを倍増し、毎

革ではイノベーション創出に必要な成長基盤の強化とバリューチェーンの進化を推進していきます。

年自社グローバル品を上市できるような企業を目指しています。
＊1 Research
（研究）
とEarly Development
（早期開発）
の総称
＊2 Digital Transformation（デジタルトランスフォーメーション）
の略。ITの浸透が人々の生活をあらゆる面でよりよい方向に変化させるという概念

『 R&Dアウトプット 倍増 』
・
『 自社グローバル品 毎年上市 』

①創薬

②開発

③製薬

▶ 独自の創薬アイデアを

▶ ヒト予測の高度化や複数

▶ 競合優位な中分子生産技

▶ デジタル活用および

▶ デジタルを活用した先進

具現化する既存技術基盤の
拡張と新規技術基盤の構築

世界最高水準の創薬 実現

先進的事業モデル の構築

▶ 独自の創薬アイデアを具現化する既存技術基盤の

▶ デジタルを核としたモデル再構築による

▶ R&Dアウトプット倍増により毎年

▶ バリューチェーン全体にわたる生産性の飛躍的向上

グローバル先進プレーヤー
との連携強化による
イノベーション機会の加速

術の確立

疾患同時開発等による製品
価値早期最大化

▶ 世界最高水準の抗体製薬

技術の確立と開発スピード
の実現

的且つ効率的な臨床開発
オペレーションの実現

▶ デジタル・外部を活用した

④Value
Delivery
▶ デジタルを活用した

革新的な顧客エンゲージ
メントモデル構築による
顧客価値最大化

▶ 独自のエビデンス創出による

更なる個別化医療の実現

効率的な生産体制の構築

患者さんへの価値・製品価値の飛躍的向上

拡張と新規技術基盤の構築

自社グローバル品上市

▶ 医薬品の価値最大化と収益の柱を目指した

▶ デジタル活用およびグローバル先進プレーヤー

インサイトビジネスの事業化

との連携強化によるイノベーション機会の加速

⑤成長基盤
▶ イノベーション創出を支える人財獲得、
人事制度・最適組織体制の構築と運用
▶ CHUGAI DIGITAL VISION 2030 実現
▶ 地球環境対策の実行

Key Drivers
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▶ DX

▶ RED

SHIFT

▶ Open

Innovation

▶ 質と効率を両立するクオリティマネジメント
▶ インサイトビジネスの事業化模索

「成長戦略」
https://www.chugai-pharm.co.jp/ir/policy/growth_strategy.html
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中外製薬だから
できる理由

ロシュとの戦略的アライアンス

バイオ・抗体医薬品、がん領域の国内リーディングカンパニー
中外製薬

ロシュ・グループ

がん領域 国内売上シェア

医療用医薬品売上 世界

No. 1

No. 1

＊1

＊3

抗体医薬品＊2 国内売上シェア

研究開発費 世界

No. 1

No. 1

＊1

＊3

（製薬業界）

中外製薬は
「バイオのパイオニア」
として、1980年代からバイオ医薬品の研究開発に取り組み、長年にわたり蓄積してきた独
自技術により、バイオ・抗体医薬品やがん領域の国内におけるリーディングカンパニーです。その価値を世界の患者さんに届
けるべく、2002年に世界有数の製薬企業であるロシュとの戦略的アライアンスを開始しました。経営の独立性を保ちながら
協働で事業を行うという、他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。
＊1 Copyright © 2021 IQVIA.

出典：医薬品市場統計

2020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	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。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、
急速に市場が拡大している
＊3 2020年12月期各社決算資料をもとに当社調べ

独自のビジネスモデル
自社品のグローバル承認国数

ロシュからの導入品目数

（2021年3月現在）

（2016–2020年）

110ヵ国以上

20 品目

ロシュとの戦略的アライアンスにより、ロシュの画期的な医薬品を国内で独占販売できるようになったほか、ロシュの研究基
盤や開発・販売におけるグローバルプラットフォームを活用することで、自社創製品をグローバル市場に展開し、成長を牽引し
ました。中外製薬は安定的な収益基盤を確立し、革新性の高い技術・創薬への集中投資が可能となりました。その高い創薬力
＊4
として8回＊5指定を受けるなど、世界的に評価
は、米国食品医薬品局
（FDA）
からBreakthrough Therapy
（画期的治療薬）

されています。一方、ロシュにとっても、革新性の高い研究に特化した中外創製品をグローバル市場で販売することができ、
両社の強みを活用したWIN-WINの関係を構築しています。
＊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月に米国食品医薬品局
（FDA）
にて導入された制度
＊5 2021年2月4日現在の累計
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「ロシュ社との戦略的提携」
https://www.chugai-pharm.co.jp/profile/strategy/roche_alliance.html
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中外製薬だからできる理由

独自のサイエンス力・技術力

革新的医薬品の創出

抗体エンジニアリング技術
中外製薬は、独自の抗体エンジニアリング技術を確立し、病態・疾患に対する深い理解やサイエンス力・技術力を磨き続けて
きました。これらの技術により、
アンメットメディカルニーズ＊1を満たす革新的な新薬の創製につなげ、世界の患者さんや社会
に貢献していきます。
＊1 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

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 ®）

技術ドリブンでの創薬

新たな創薬モダリティへの取り組み
独自の抗体エンジニアリング技術をはじめとした
「高分子／抗体」
「低分子」
という自社の強みである2つのモダリティ
（創薬技
術）
に加え、第3の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。新技術の確立により、新たなアプローチで
アンメットメディカルニーズに応えることが可能になると考えられます。このような技術ドリブン＊2による創薬が中外製薬の研
究開発の特徴の一つとなっています。
＊2 研究対象とする疾患の領域をあらかじめ限定せず、卓越した技術で新薬開発に取り組む方針

研究ネットワークの構築

グローバル先進プレーヤーとのオープンイノベーション
独自の創薬技術やノウハウと、アカデミアやベンチャー企業との融合による価値創出を目的とし、積極的に外部との協働・
オープンイノベーションでの研究体制を構築しています。2016年にはIFReC＊3と包括連携契約を締結し、2017年より稼働し
た連携推進ラボで共同研究を重ねています。2018年には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Preferred Networks
（PFN）
と包括的パートナーシップ契約を締結。PFN社が有する最先端の深層学習技術と当社の
創薬に関する技術・知見を融合させ、
イノベーションによる世界の医療への貢献を目指しています。
＊3 大阪大学免疫学フロンティア研究センター
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「よくわかる！中外製薬の研究開発」
https://www.chugai-pharm.co.jp/profile/rd/understanding.html
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中外製薬だからできる理由

患者さん中心の価値提供

豊富な開発パイプラインとトップ水準の開発・生産体制

世界水準の技術とコスト競争力の追求

中外製薬の臨床開発機能では最新の科学に基づいた臨床開発計画を立案し、医療機関に依頼して臨床試験を実施。また、ロ
シュ・グループとの連携による多数のグローバル開発
（国際共同治験）
の推進を通じ、国内外の開発・承認申請の先進事例を
生み出し、製薬業界の発展にも寄与しています。
製薬機能では、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。
「革新的医薬品の継続提供」
https://www.chugai-pharm.co.jp/profile/strengths/index.html#sec03

一人ひとりに合った治療法を届ける個別化医療の高度化促進
F1CDxがんゲノムプロファイル＊1
の発売

日本第1号

＊2

F1CDxがんゲノムプロファイル
のコンパニオン診断対象薬剤数

18薬剤

＊3

（8つのがん種に対応）

中外製薬は、
「個別化医療」
のパイオニアとして、その推進に力を注いできました。個別化医療は、患者さんの遺伝子情報などに基づ
き適切な治療を行うもので、一人ひとり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
＊4
作用リスクの軽減にもつながります。Foundation Medicine社
（FMI）
の遺伝子解析技術やAIなども活用し、個々のニーズに応

じたより高度かつ最適な治療を行えるよう、引き続き尽力していきます。
＊1 包括的がん関連遺伝子解析システム
「FoundationOne® CDx がんゲノムプロファイル」
＊2	固形がんに対する遺伝子変異解析プログラム
（がんゲノムプロファイリング検査用）
および体細胞遺伝子変異解析プログラム
（抗悪性腫瘍薬適応判定用）
の2つの機能を併
せ持つ、国内で初めてのがん遺伝子パネル検査
＊3 国内の既承認薬剤数
（2021年2月現在）
＊4	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
「包括
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

「おしえてがんゲノム医療」
https://gan-genome.jp/

高い専門性とデジタルを活用したソリューションの提供

チーム医療・地域医療連携の促進

中外製薬は、医療関係者がそれぞれの専門性を活かし、患者さんに最適な医療を提供するための
「チーム医療」
の推進支援や、
各自治体との連携協定、医療機関との協働による疾患啓発イベントや情報提供などによる
「地域医療連携」
の推進支援に、業界
最先端のデジタルソリューションを駆使して取り組んでいます。また、安全性情報の提供では、当社独自の調査・副作用データ
ベースの活用や、高い専門性により、迅速な情報提供と高度なソリューション提供を実現しています。
「患者中心の高度なソリューション提供」
https://www.chugai-pharm.co.jp/profile/strengths/index.html#sec05
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「患者さん中心の持続可能な医療」
https://www.chugai-pharm.co.jp/sustainability/patient/index.html
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CHUGAI DIGITAL

中外製薬だからできる理由

DxD3＊1 の取り組み

デジタルで変える、ヘルスケアの未来。
新薬開発における開発コストは増大し、成功確率は年々低下する中、デジタル技術を用いた変革への期待が高まって
います。中外製薬は、デジタル技術によって、中外製薬のビジネスを変革し、社会を変えるヘルスケアソリューションを

中外製薬は、デジタルを活用した新薬の創出に向けて、
「AIを活用した新薬創出」
「デジタルバイオマーカーの取り組み」
「リアルワールドデータの利活用」
の3つの
取り組みを軸に、中外製薬にしかできない真の個別化医療に取り組んでいきます。
＊1 Digital transformation for Drug Discovery and Development
デジタルを活用した革新的な新薬創出

提供するトップイノベーターを目指します。特に、
これまで蓄積してきた独自のサイエンス力・技術力にAIをはじめと
した最先端のデジタル技術を掛け合わせ、創薬プロセスの革新に注力していきます。

CHUGAI DIGITAL VISION 2030
AIを活用した新薬創出

デジタルを活用した
革新的な新薬創出
（DxD3）

すべての
バリューチェーン
効率化

リアルワールドデータの利活用

機械学習やディープラーニングなどの

デジタルバイオマーカー＊2への
取り組み

AI技術を活用し、医薬品開発の成功確率

ウェアラブルデバイスなどを用いて生理

ビッグデータを適時適切に活用すること

向上を推進するとともに、創薬プロセス
の自動化・省力化による時間やコストの
大幅な短縮を実現し、プロセス全体の革
新と効率化を図ります。

データを収集・分析し、患者さんの状態
の可視化や疾患の発症予測などデジタ
ル技術による新たな健康指標の創出に

リアルワールドデータ＊3 をはじめとした
で、臨床試験では把握できなかった実診
療における患者さんの状況を理解し、一
人ひとりに合った治療の実現に貢献して

取り組むことで、患者さんに対して新し

いきます。

い価値を提供します。

＊3	電 子カルテ等、日常の実医療の中で得られる
医療データ

＊2 ウェアラブル機器などで得られる生理学的データ

デジタル基盤強化

デジタル基盤の強化

ロシュ・グループと連携し、
社内各種データの統合や解析基盤構築を通じて、
グローバル水準のIT基盤の確立を目指しています。
また、
デジタル人財の採用・育成を推進するとともに、
トライ＆エラーを推進する仕組み
「Digital Innovation Lab」
の運営や、
外部との連携強化などさまざまな施策に取り組み、ハード・ソフト両面での基盤強化に取り組んでいきます。

DX の取り組みや、患者さんに革新的な医薬品を届けるための想いを
「CHUGAI DIGITAL 公式 note」
でも発信しています。

Chugai Scientific
Infrastructure（CSI)を構築
アマゾンウェブサービス
（AWS）
をベース

社内でのDX事例やデジタルのトレンドな

にセキュリティと利便性の両立を追求し

どを共有する社内向けイベントと、社外

た、大容量のデータを利活用するための

の方にご参加いただき、さまざまなヘル

IT基盤
「CSI」
を構築しました。ゲノムデー

スケア課題に対するデジタルを活用した

タなどの高いセキュリティが要求される

ソリューションやイノベーションのヒント

データを安全に取り扱うとともに、
アカデ

を提供する
「CHUGAI DIGITAL DAY」

ミアや医療機関、パートナー企業などと

を開催。社内外合わせて延べ5,000人を

の共同研究プロジェクトを迅速に推進す

超える方が参加されました。

ることが可能になりました。
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DIGITAL IT HEALTHCARE
WEEK 2020の開催

「DX銘柄2020」
に選定
「CHUGAI DIGITAL VISION 2030」
を掲げ、創薬革新から風土改革・外部企
業との連携などを含む幅広い取り組みが
評価され、経済産業省と東京証券取引所
より
「DX銘柄2020」
に選定されました。

「デジタルトランスフォーメーション“CHUGAI DIGITAL”」
https://www.chugai-pharm.co.jp/profile/digital/index.html
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サステナビリティ

中外製薬だからできる理由

環境保全・労働安全衛生
中外製薬グループでは、環境保全と従業員の安全衛生は、世界の医療と人々の健康への貢献というミッションの実現を支え
る重要な基盤です。密接なつながりのある環境保全と労働安全衛生を効率よく推進するため、一体的なマネジメント体制を
構築し、中長期の視点でEHS＊2 活動を推進しています。
特に従業員の健康は会社の重要な資産であるため、健康保持・増進、安全な職場環境づくりに取り組んでおり、
これまでの継
＊3
」
に4年連続で認定されています。
続的な取り組みが評価され、
「健康経営優良法人
（大規模法人部門）

環境保全活動については、外部からの期待、要請および重要課題
（マテリアリティ）
に基づいて策定した
「中期環境目標2030」
の達成に向けて、積極的な取り組みを進めます。また、ESG課題へのグループ全体での対応についても、引き続きその高度化
を図るとともに、企業と社会の持続可能な発展を加速していきます。
＊2	環境、健康・衛生、安全
＊3 経済産業省と日本健康会議が連携し、特に優良な健康経営を実践している大規模法人に与える認証

人財・ダイバーシティ＆インクルージョン
社会とともに発展するには、既存の枠にとらわれない新たな視点・発想から連続的なイノベーションを生み出すことが必要です。
中外製薬では、多様な考え方や能力を持った人財こそが最大の資産であると考えています。2020年より開始した新人事制度の
運用、
適所適財に基づく登用やタレントマネジメント、
そしてダイバーシティ&インクルージョン
（D&I）
の推進などを通じ、
連続的に
イノベーションを創出し続ける組織風土の醸成を推進しています。
具体的な取り組みとして、D&Iへの理解を深め、社員一人ひとりの行動変容につなげることを目的とした
「中外ダイバーシティ

外部からの評価

DAYS」
を開催し、
経営トップをはじめさまざまな部門の社員が参加しました。

世界的なESG投資指数
「DJSI World」
に初選定
＊1
に3年連続6回目の選定
「DJSI Asia Pacific 」

4年連続で
「健康経営優良法人
（大規模法人部門）」
に認定

世界のトップイノベーターを⽬指すうえでイノベーションの源泉となる、
⼈財の多様性確保だけでなく、
インクルージョンの重要性
について共有。こうした継続的な取り組みにより、
D&Iの浸透を図っています。

活動報告

＊1「DJSI」
のアジア・太平洋版

なでしこ銘柄

新・ダイバーシティ経営企業100選

プラチナくるみん
カンボジアでチーム医療推進
ワークショップを実施
カンボジアでは急速な経済成長が続い

中外製薬が貢献するSDGs

ており、医療関係者が連携し、質の高い
医療を提供できるかが課題となっていま
す。中外製薬は同国のチーム医療を推進
すべく、現地で医療関係者を対象にワー
クショップを開催しました。

当社のミッションに直結する最重点目標
（3）
、その実現に必要な4目標
（8、9、12、17）
、事業活動の基盤となる6目標
（5、6、10、13、15、16）
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「外部からの評価」
https://www.chugai-pharm.co.jp/sustainability/index.html#evaluation

共生社会の実現に向けて

在宅福祉移送サービスカー寄贈

公益財団法人日本障がい者スポーツ協

高齢者や障がいのある方が自宅から医

会
（JPSA）
にオフィシャルパートナーとし

療・福祉施設に通う手段や、施設スタッフ

て協賛するとともに、障がい者スポーツ

が訪問介護をするための移動手段の確

の 理 念である「 活 力 ある共 生 社 会 の 創

保は、重要な社会課題です。そのため、中

造」実現に向けて、体験会の実施など障

外製薬では1985年から、福祉に取り組

がい者スポーツを積極的に応援していま

む団体へ在宅福祉移送サービスカーの

す。また、スポーツ以外に文化・芸術への

寄贈を行い、在宅福祉への貢献に努めて

支援も行っています。

います。

「サステナビリティ」
https://www.chugai-pharm.co.jp/sustainability/

19

会社情報

会社概要（2020年12月31日現在）
商

号

ウェブサイトのご案内

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

コーポレートサイト

2020年12月期Coreベース実績＊

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

売上収益		

7,869億円

営業利益		

3,079億円

当期利益		

2,194億円

＊Coreベース実績 ： 国際会計基準
（IFRS）
実績から、当社が非経常的と捉える
		 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

7,555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

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）

社

サステナビリティ
https://www.chugai-pharm.co.jp/sustainability/

「会社概要」
https://www.chugai-pharm.co.jp/profile/about/outline.html

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、2020年度の売上高は約583億スイスフラン、従業員
数は約100,000人です。
「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

個人投資家の皆さまへ

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。

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

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。

「中外ライフサイエンスパーク横浜」新設について
戸塚駅方向

大船駅方向

中外製薬の研究開発機能を最大限に発揮できる体制を整えるべく、

新卒採用サイト

富士御殿場研究所と鎌倉研究所の機能を集約し、新たに中核的な

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

研究施設
「中外ライフサイエンスパーク横浜」
を建設中です。新研究
所は近隣との調和を図ったデザインとし、省エネルギー対策やCO2
排出削減など環境に配慮した設計です。グローバルで最高品質の
革新的新薬を創出する拠点として、世界の患者さんに新薬をいち早
くお届けすることを目指します。
イメージ図
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「中外ライフサイエンスパーク横浜について」
https://www.chugai-pharm.co.jp/yokohama/

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
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本冊子は責任ある森材管理を通して、資源を守る国
際的な森林認証制度の一つである FSC ®
（Forest
Stewardship Council®：森林管理協議会）
の基準に
基づいて生産された
「FSC® 森林認証紙」
と、鉱物油を
含まない
「Non-VOCインキ」
を使用しています。

2021年４月作成

