
新薬
事業

杏林製薬（株）は自社創薬を補完し、さらに強化する取り
組みとして、早期探索ステージにある外部創薬テーマや候
補化合物を積極的に調査し、自社が有する聴覚機能、膀胱
機能、感染症等の評価技術基盤を活かして、スピーディに評
価ができる体制の構築を目指しています。その中でアカデ
ミアやベンチャー、国内外の製薬企業とのオープンイノベー
ションを推進しており、目指す創薬ターゲットに対して、様々
な視点でアプローチしています。京都大学大学院医学研究
科内に共同研究講座｢呼吸器疾患創薬講座｣を設置（2017
年度）し、アカデミアが持つ病態研究力および基盤研究力を

杏林製薬（株）では、３つのアプローチにより、創薬活動を推進しています。

杏林製薬（株）の創薬力に融合させ、創薬の新規ターゲット探
索を進めています。またエルサレム・ヘブライ大学の技術移
転会社と呼吸器領域における疾患治療薬の創製における戦
略的なパートナーシップを締結（2018年度）し、公益財団法
人微生物化学研究会微生物化学研究所と多剤耐性菌に有効
な抗菌薬を探索する共同研究を開始（2018年度）しました。
さらには新たな創薬基盤を構築するために外部から早
期創薬シーズを積極的に獲得することにより、創薬シーズ
の拡充、疾患領域／モダリティの多様化、リスクの分散を
図っています。

連携

選択と集中

重点研究領域
線維化研究 キナーゼ研究

新奇な創薬ターゲット

世界に通用する革新的新薬の創製

重層的な取り組み

わたらせ創薬センター
受容体技術

米国ActivX社
KiNativ技術

オープンイノベーション アカデミア、ベンチャー オープンイノベーション 国内外の製薬企業

外部創薬
テーマ

（多様性）

革新的新薬の創製に向けた取り組み

杏林製薬（株）わたらせ創薬センターは疾患モデル解析技
術および低分子創薬技術を有し、AX社はKiNativ（キナーゼ
の網羅的解析技術）をプラットフォームとする技術を有してい
ます。それぞれのポテンシャルを最大限に活かし、新奇（ノー
ベル）な創薬ターゲットの創出に向けて、重点研究領域であ
る線維化研究、キナーゼ研究において研究探索初期段階

テーマの量的・質的な充実を図りました。線維化研究では、
アカデミアとの連携により、iPS細胞やヒト組織を用いて発見
した創薬ターゲットに対して薬理活性を有する医薬候補化合
物の探索に積極的に取り組み、これまでの低分子をベースと
した創薬プラットフォームに加えて、新規モダリティ技術（核
酸等）も活用し、革新的新薬の創製に挑戦しています。

これまで蓄積した研究領域・技術の重層化と新たな研究領域・技術への挑戦

オープンイノベーションの推進

新中期経営計画の施策

創 薬
健康に対する医療ニーズが多様化・複雑化する現代、革新的な新薬創製の難易度はこれまで以上に高まっ
ています。このような環境下、世界の製薬企業はサイエンス・テクノロジーの発展に取り組み、多くの新
薬開発がなされたものの、未だ数多くのアンメットメディカルニーズが存在しています。当社グループは
イノベーションを通じて社会的に有用で安全な製品・サービスを開発、提供し、会社の持続成長とともに
社会的課題の解決に貢献すべく、企業活動を展開しています。新中期経営計画「HOPE100－ステー
ジ3－」では、創薬力の強化に最大限注力し、革新的新薬の創製で世界に認められる企業を目指します。

●疾患モデル解析技術および低分子創薬技術を有する 
わたらせ創薬センターとキナーゼ網羅的解析技術を
有する ActivＸ社の協働によりターゲット探索と新奇
な化合物の創製が可能（独自の創薬力）
●線維化研究、感染症研究、炎症研究等をアカデミア
やベンチャー企業と提携し推進（アライアンスによる
競争力）

●蓄積された低分子創薬技術をもとに新た
に見出した創薬ターゲットについて複数
のファーマコフォアを獲得し、異なる基
本骨格からの最適化研究を進めるだけで
なく、新たなモダリティ（核酸等）による
開発を同時に進め、シーズの多様化を図
ることで成功確率を高める

●AI創薬台頭による低分子
創薬の効率化（膨大なコ
スト削減、開発期間の短
縮）による当社創薬の優
位性の低下

強み 機会 リスク

探索研究と開発研究の拠点をわたらせ創薬センターに集約するとともに、ActivX社（米国、以下AX社）との連携強化
を図り、再構築した創薬体制のもと、自社創薬の強化に取り組んできました。重点研究領域とした線維化研究・キナー
ゼ研究では、探索初期段階のテーマが量的・質的に充実し、異なる基本骨格を有する化合物の評価を同時に進めるバッ
クアップ体制の強化により重層的な創薬活動を展開することができました。

●新奇ターゲットの探索
探索初期段階の研究を強化し、

スピード感をもって新奇（ノーベル）
な創薬ターゲットの探索とそのター
ゲットに作用する革新的な新薬の創
製に取り組み、創薬初期段階の研究
を量的・質的に強化するために、ヒト
（患者）、病態モデル動物組織や細胞
を用いて、KiNativやゲノム編集等の
技術を応用し、ターゲット同定とバリ
デーションの質的向上に取り組んで
います。重点研究領域として線維化
研究の強化を進め、基礎研究力を保
有するアカデミアとも連携し、ヒト
由来の疾患iPS細胞等の先端技術を

最大限に活用して医薬候補化合物を
選択するための高いレベルの創薬評
価を進めています。

●モダリティの拡充
従来の低分子創薬に加え、中分子
化合物、核酸医薬等の新たな技術を
活用した化合物探索、さらには2019
年度に導入した融合タンパク製剤へ
の取り組みにより、新たなモダリティ
の可能性にも挑戦し、グローバル
を見据え低分子医薬では達成できな
い治療ニーズに貢献する新薬の創製
にも取り組みます。

●創薬研究拠点の再構築
探索初期段階の研究から開発研

究までの全ての研究拠点を集約した
わたらせ創薬センターでは、薬理、合
成、安全性、薬物動態および製剤・分
析の研究分野が効率的かつ連携の
とれた体制で創薬研究を進めていま
す。各分野に精通した研究者は、組
織の枠を超えたチームで研究活動を
行う体制により、研究開発のスピード
アップと質の向上を図り、世界基準
の創薬研究を実現します。

現行の重点研究領域・技術の重層化と、新
たな研究領域・技術への挑戦を継続する

新薬候補品の医療における価値を明確
化し、研究開発を推進する

創薬シーズを積極的に獲得し、多様性
を高める

新中期経営計画「ＨＯＰＥ１００－ステージ3－」
事業戦略

▲

革新的新薬の創製を実現する、創薬力の強化

継続的に革新的な新薬を生み出す体制の構築

前中期
経営計画
振り返り
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杏林製薬（株）は2019年11月、韓国ジェイル社と過活動膀胱治療剤「ビベグロン（日本販売名：ベオーバ）」に
関するライセンス契約を締結し、韓国における本剤の開発権、製造権及び販売権を供与しました。今後も引き
続き「ビベグロン」のASEAN等への導出を積極的に進めていきます。
また杏林製薬（株）が創製した新規キノロン系合成抗菌剤「ラスクフロキサシン（日本販売名：ラスビック）」につい
ても、現在海外導出に向けた活動を行っています。

ライセンス活動と並行して、アジアを中心に将来の直接的進出の礎を築くべく、東南アジアでの市場調査・情報収
集等を行いました。
2017年よりMeiji Seikaファルマ（株）のインドネシア子会社 PT.Meiji を通じて環境除菌・洗浄剤「ルビスタ」

を販売し、現地医療機関向けの環境表面消毒剤としてのプロモーションを継続しています。
さらにベトナム企業のビディファー社とは、同年GE医薬品の製剤技術に関するライセンス契約を締結し、2019年に
はモンゴル企業モノスファームトレード社とGE 医薬品の販売権に関する契約を締結しています。
今後は現地で収集した情報に基づき、直接的な進出に向けた検討を重ね、着実にステップを推進していきます。

  製品名・開発コード 薬　効 起　源 特　徴 開発段階

自社キノロン系
合成抗菌剤

KRP-AM1977Y
（注射剤）

医療上の必要性の高い未承認薬・適用外薬に該当
する「ジメチルスルホキシド」

下気道感染症治療に特化して開発した新規キノロン
注射剤
１．肺に高濃度分布し、呼吸器感染症の起炎菌に強い
抗菌力を示す

２．好気性菌と嫌気性菌双方に有効、かつ1日1回投与
が可能

３．誤嚥性肺炎、肺化膿症・肺膿瘍に対しても有効性
が確認された

PhⅠ PhⅡ PhⅢ 申請

―間質性膀胱炎KRP-116D

喘息治療配合剤「フルティフォーム」の小児適応拡大英国
ベクチュラ社気管支喘息KRP-108P

POCプロジェクト（Ph

PhⅢ～承認

導入品の状況

悪性胸膜
中皮腫 岡山大学Ad-SGE-REIC

岡山大学で発見された新規がん抑制遺伝子REICを使
用する遺伝子治療薬。がん細胞選択的アポトーシスと
抗がん免疫の活性化を誘導することが期待される

PhⅠ PhⅡ PhⅢ 申請

19年7月

19年10月

20年3月

  製品名・開発コード 薬　効 起　源 特　徴 開発段階

18年 6月

～PhⅡ）Ⅰ

米国
ブリストル・
マイヤーズ
スクイブ社

非開示 自社FPR2 作動薬
プログラム

PhⅠ PhⅡ PhⅢ 申請前臨床
製品名・開発コード 導出先 薬　効 起 源 特　徴 備 考 開発段階

FPR2作動薬
主に好中球の遊走を抑制
し抗炎症作用を示す

ブリストル・マイヤーズス
クイブ社とライセンス契
約（15年12月）

再導出を
検討中

移植片対宿主病
（GvHD）KRP-203 S1P受容体アゴニスト

ノバルティス社が開発戦
略上の視点から開発中止
を決定し、開発権を返還。

導出品の状況

慢性咳嗽治療剤「MK-7264」 販売協業に関する覚書締結（2019年5月） 　メルク社 海外PhⅢ

「KRP-R120（ATYR1923）」についてライセンス契約締結（2020年1月） 
・エイタイヤー社（aTyr社）が米国にてPhⅠb/Ⅱa実施中
・本剤は融合タンパク製剤であり、Neuropilin－2 受容体に結合することで過剰な免疫細胞の活性化を抑制する作用を有し、ファースト・イン・クラスの治療薬として
肺サルコイドーシス等の炎症疾患への効果が期待される

KRP-N118は、当初設定していた製品プロファイルの実現が難しいとの判断に至り、開発を中止（2020年2月）

開発品の動向（2020年５月12日現在）

キッセイ薬品工業株式会社
佐藤製薬株式会社
エーザイ株式会社

科研製薬株式会社
小野薬品工業株式会社

LG Chem社（韓国）　ハンドク社（韓国）
ジェイル社（韓国）

杏林新生社（台湾） シンモサ社（台湾）

日医工株式会社
日清ファルマ株式会社

ロート製薬株式会社
MSD株式会社

導出 導入 導出・導入千寿製薬株式会社

アール・ファーム社（ロシア）

ブリストル・マイヤーズスクイブ社（米国）
メディシノバ社（米国）

メルク社（米国）　エイタイヤー社（米国）

アラガン社（米国）

SPIMACO※社（サウジアラビア）※社（ ジ ビ ）

ベクチュラ社（英国）
フェリング・インターナショナルセンター（スイス）
アストラゼネカ社（英国）
ファエス・ファルマ社（スペイン）

※ SPIMACO：Saudi Pharmaceutical Industries & Medical Appliances Corporation の略

杏林製薬（株）は経営戦略に沿ってアレルギー性疾患治
療剤「デザレックス」をMSD社の関連会社より、過活動膀
胱治療剤「ベオーバ」を米国メルク社より導入し、製品ラ
インアップの拡充を図ってきました。
2020年1月には米国 エイタイヤー社と同社が創製した

間質性肺疾患治療薬「KRP-R120（ATYR1923）」に関する
ライセンス契約を締結しました。日本での開発、販売に関

する独占的権利の取得により、今後日本で間質性肺疾患
（肺サルコイドーシス等）での開発を進めていきます。
今後も当社グループの重点領域である呼吸器科・耳鼻
科・泌尿器科において高いプレゼンスの確立を目指し、
ワールドワイドでのパートナリング活動により、グルー
プの中期的な成長を支える製品パイプラインの充実に積
極的に取り組んでいきます。

グローバル導出を促進し、海外収益を拡大する

アジアへの直接的進出に向けた取り組み

国内外企業とのパートナリング

積極的なパートナリング活動の推進

開 発
キョーリン製薬グループは中期的な成長を支えるパイプラインの拡充を重要な経営課題の一つとして捉え
ており、特定領域（呼吸器科・耳鼻科・泌尿器科）および感染症、希少・難治性疾患における開発パイプ
ラインの拡充を図るとともに、自ら創製した化合物については早期のグローバル展開を目指します。

海外進出海外収益の拡大

●呼吸器科、耳鼻科、泌尿器科領域の製品
開発におけるノウハウ・人脈・ネットワーク
を有する（特定疾患領域の開発力）

●効率的な臨床試験の実施、新薬の開発
を進められる組織体制を有する

●治験（臨床試験）および新薬承認の厳格化
による開発費用のさらなる高騰
●薬価制度改革による事業性への影響

強み 機会 リスク

開発品では、キノロン系経口抗菌剤「KRP-AM1977X（製品名：ラスビック錠）」、過活動膀胱治療剤「KRP-114V（製品
名：ベオーバ）」等の臨床試験を実施し、一部で遅れが生じたものの両製品を上市することができました。これらの
開発で培った貴重な経験を今後の開発活動にさらに活かしていきます。

導入対象疾患領域をFC3科（呼吸器科、耳鼻科、泌尿器科）周辺、感染
症、希少・難治性疾患とし、中期的な業績に寄与するパイプラインの
拡充に積極的に投資する

自社でのPOC※取得を基本とし、早期のグローバル導出を目指す
※POC：研究開発の段階にある新薬候補物質において、その有効性や安全性が
ヒトで確認されていること

新中期経営計画「ＨＯＰＥ１００－ステージ3－」
事業戦略

▲

中期的な成長を支える、パイプラインの拡充

前中期
経営計画
振り返り

新薬
事業
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新薬
事業

感染関連事業を融合したソリューション提供型の活動を
開始し、医療関係者に対してキョーリン独自の貢献を行い
ます。具体的には医療関係者の中でも特にICT（感染対策
チーム）、AST（抗菌薬適正使用支援チーム）に属する医
師、薬剤師、看護師に、予防では「ミルトン」「ルビスタ」、

診断では「GeneSoC®」、治療では「ラスビック錠」「KRP-
AM1977Y」（2020年度発売予定）をトータルで情報提供
し、キョーリンのオリジナリティー発揮による独自の貢献を
目指します。詳細はP.24の「トピックス：キョーリン製薬グ
ループの感染症対策への取り組み」をご参照ください。

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
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2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 202

ウリトス

ペンタサ顆粒粒

フルティフォーム

デザレックスデザ

ベオーバ 2018年11月上市バ 年 上市

ラスビック錠 2020年1月上市ビ 錠 年 上市

KRP-AM1977Y 2019年10月申請

中期経営計画「HOPE100－ステージ2－」（2016～2019年度） 新中期経営計画「HOPE100‒ステージ3‒」（2020～2023年度）

2015年4月 2016年4月 2017年4月 2018年4月 2019年4月 2020年4月 2021年4月

 新薬群比率（%）

一時供給停止

（当初予想）

成長トレンド
の実現

・ラスビックの開発
  における進捗の遅れ
・デザレックスの一時供給
  停止による売上減

41%

29%

35%

56%

35%

デジタルチャンネル／AIを活用した情報提供

杏林製薬（株）は「呼吸器科」「耳鼻科」「泌尿器科」を中心
とする特定領域におけるプレゼンスの確立（FC：フラン
チャイズカスタマー戦略）を目標として掲げ、医療関係者
との信頼関係を大切に、医薬品の適正使用に関わる情報
提供・収集・伝達活動を行っています。
また杏林製薬（株）では営業体制として「チーム制」（一定

2019年4月から施行された「医療用医薬品の販売情報
提供活動に関するガイドライン」および新型コロナウイル
ス感染の拡大により、これまでの情報提供のあり方が大き
く変わり、提供する内容や方法の変革が求められていま
す。この大きな流れを踏まえて、杏林製薬（株）では医師
との面談をこれまでの中心であった対面形式のみならず、
デジタルチャンネルを多面的に活用して情報提供活動
を行います。情報の提供・収集・伝達の媒介として積極

のエリアを複数のMRで担当する制度）を導入しており、
チーム全体でエリアを育成すべく、多様化する医療ニーズ
に迅速かつ組織的に取り組んでいます。今後もこの取り
組みを進化させ、お互いが助け合いチームで目標を達成
する風土づくりを促進します。

的にデジタルチャンネルを活用する中で、自社で有するメ
ディアを進化させるだけでなく、他社のプラットフォームを
通じた情報提供を最適化していきます。また社内で集積し
た営業データを統合することで、医師への情報提供の質の
向上を目指します。
またMRの営業スキル（ニーズ把握）のレベルアップとし
て、AIによる営業トークの論理分析を行い、MRスキルの
向上へ活用していきます。

FC領域でのプレゼンスの確立

新薬群の成長トレンドの実現

ソリューション提供型の営業スタイルへの変貌

2020年度から始まるステージ3の成長ドライバーは喘
息治療配合剤「フルティフォーム」、アレルギー性疾患治療
剤「デザレックス」、過活動膀胱治療剤「ベオーバ」、キノロ
ン系経口抗菌剤「ラスビック」等の新薬群であると考えて
います。
2019年度の売上は、「フルティフォーム」が146億円と
伸長しました。「デザレックス」は、製品供給を一時停止して
おりましたが、2019年11月供給再開し、26億円となりま

した。「ベオーバ」は2019年12月に投与期間制限が解除
され43億円となり、当初予想を上回るスピードで処方が
進みました。自社創製の「ラスビック錠」は2020年1月から
販売を開始し、11億円と順調な売上推移となりました。
2020年度は上記4品目で前期比100億円以上の売上

増加を見込んでいます。ステージ3期間中の成長ドライ
バーとして最大限注力し、最終年度の目標値である売上
に占める新薬群比率50％以上を目指します。

営 業
国内の医療用医薬品業界は、後発医薬品使用促進等の薬剤費抑制策に加え、新薬創出加算の見直しや
長期収載品の薬価見直し等が実施されたことにより、市場構造の変化が起こっています。このような
厳しい市場環境の中で当社グループは新中期経営計画「HOPE100－ステージ3－」を策定しました。
その初年度となる2020年度を成長期のスタートとして捉え、新薬群の普及を最大限に加速していきます。
また新たな営業スタイルとして感染症関連の領域では、治療薬のみに留まらず予防・診断も含め、トー
タルで課題解決を提案する活動を展開します。さらに時代の要請に応えるべく、リアル面談を中核に
デジタル・AIを積極的に融合した情報提供を行っていきます。

医療用医薬品事業と感染関連事業を複合した、
ソリューション（課題の解決策）提供型に変貌し、医
療関係者に対してキョーリン独自の貢献をする

新薬群の成長を最大限に加速する（フル
ティフォーム、デザレックス、ベオーバ、ラス
ビック等）

ヘルスケア事業は、感染関連を中心に事業
を集約化する

新薬群比率の推移イメージ

主力製品｢キプレス｣の特許満了の影響および市場環境の変化を克服すべく、「ステージ2」の最終年度（2019年度）の目
標に新薬群比率50％以上を掲げ、新薬事業の強化に取り組みました。その結果、デザレックスの一時供給停止、ラスビッ
ク錠の上市遅れにより新薬群比率は34.9％と目標を下回りましたが、デザレックス、ベオーバ、ラスビック錠等の新製品を
「ステージ２」期間中に上市することができ、「ステージ３」に向けて成長ドライバーとなる新薬を揃えることができました。

新中期経営計画「ＨＯＰＥ１００－ステージ3－」

事業戦略

▲

ソリューション提供型への変貌と新薬群の成長加速

前中期
経営計画
振り返り

強み 機会 リスク
●特定領域「呼吸器科」「耳鼻科」「泌尿器科」におけるプレ
ゼンスの高さ（FC：フランチャイズカスタマー戦略）

●持続的な成長を実現するFC領域の製品ポートフォリオ
● エリアマネジメントとチーム制による医療機関に対する
きめ細かな対応

●感染関連事業として予防（ミルトン、ルビスタ）、診断
（GeneSoC®）、治療（ラスビック）に貢献する製品群を有す
る（ソリューション提供型）

●成長ドライバーとなるフルティフォー
ム、デザレックス、ベオーバ、ラスビック
の新薬群が出揃い、売上拡大の大きな
チャンスを迎える

● 迅速、的確、簡便に病原微生物を同定
できるマイクロ流路型遺伝子定量装置
「GeneSoC®」および診断薬の開発によ
り、感染関連事業において予防、治療
に加え課題の解決策を提供できる

●MR訪問規制や完全アポイン
ト制が進み、医師の情報入手
方法がこれまでの対面形式
からネット経由などに変化

● 薬価制度の抜本改革による
長期収載品の売上減少。求
められる国内医療用医薬品
市場の構造変化への対応力
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診断
予防

治療

感染関
連事業

モデル
の確立

医療機関等の感染制御に貢献する

「ラスビック錠」

キョーリン製薬グループの
感染症対策への取り組み

薬剤耐性菌
呼吸器・耳鼻咽喉科感染症治療に貢献する

「ルビスタ」「ミルトン」

迅速・適確・簡便に原因微生物を同定し、
感染拡大防止や抗微生物薬の適正使用を実現する

世界の人々の生命を脅かす

「GeneSoCⓇ」
新型コロナウイルス感染症の蔓延やAMRの拡大防止等
の観点から積極的な原因微生物のスクリーニング検査が求
められています。また抗微生物薬使用の必要性を検査結果
に基づき正確に判断するなど、効果的な薬剤の処方および
中止ができる院内体制の整備が重要と考えています。
マイクロ流路型遺伝子定量装置 「GeneSoC®」は迅速・
適確・簡便に原因微生物を同定できるリアルタイムPCR
法に基づく遺伝子定量装置です。現在、「GeneSoC®」を用
いた新型コロナウイルス検出試薬として「SARS-CoV-2 
GeneSoC ER 杏林」を発売しています。今後、研究用試薬の
開発、および専用自動前処理デバイス、GeneSoC® miniの
開発を推進し、POCT※による適切な薬剤選択にも寄与すべ
く体外診断用医薬品としての早期事業化を図るとともに、
食品を含めた衛生管理分野、その他の分野での活用に向け
て、「GeneSoC®」のさらなる改良にも取り組んでいきます。

全身曝露を抑えながら治療ターゲットとなる原因菌に十
分な抗菌力を有し、耐性菌を発現し難いキノロン系抗菌剤と
して開発した経口抗菌薬「ラスビック錠」。当社グループで
は今後、医師、薬剤師をはじめ、臨床検査技師等を含めたICT
（感染対策チーム）、ならびにAST（抗菌薬適正使用支援チー
ム）への情報提供活動を推進するとともに、AMR対策アクシ
ョンプランに基づく薬剤耐性菌の動向調査や学会サーベイ
ランス事業等への協力、感染症関連学会や研究会等への協
力・サポートを介した抗微生物薬適正使用の普及啓発活動
を進めていきます。

医療機関の環境中には様々な微
生物が存在し、近年は環境を介して
微生物が伝播することが分かってい
ます。環境を介した微生物の伝播の
多くは手指によって起こるため、手指
消毒とともに環境表面を清浄に保つ
ことが重要です。
当社では、医療機関等の感染対策

を目的とした、環境除菌・洗浄剤「ル
ビスタ」、および消毒剤「ミルトン」を
ラインアップとして有しており、感染
制御に貢献しています。

当社グループの新たな取り組みである感染関連事業において、一つの核
となる診断事業。診断事業部では、その基盤構築に向けて、部員一丸と
なって業務に励んでいます。今後は装置の改良や専用試薬の開発を進め、
「GeneSoC®」が広く診断・検査に役立てられることを目指していきます。

「GeneSoC®」が広く診断・
検査に役立てるよう、チーム
一丸となって取り組みます。

杏林製薬（株）は「バクシダール」を創製したニューキノロンのパイオニア企業
です。そのプライドと責任感をもち、「ラスビック」を通じて抗菌薬適正使用を
促進することが私たちの使命であると考えています。私たちの想いが詰まった
「ラスビック」でAMR対策時代の感染症治療と患者さんの笑顔に貢献します。

感染症治療の
一翼を担う使命感をもって
業務に邁進します。

TOPICS

当社グループは、新中期経営計画「HOPE100－ステージ3－」において、予防・診断・治療の感染関連事業モデルの構築を
目指しています。グループ横断的な営業体制を確立するとともに、国際的なAMR（Antimicrobial Resistance：薬剤耐性）
問題への対応として、薬剤の適正使用への積極的な取り組みにより、医療関係者に対して、キョーリン独自のアプローチで
貢献していきます。

抗菌薬の不適切な使用を背景として、薬剤
耐性菌が世界的に増加する一方、新たな抗菌
薬の開発は減少傾向にあり、国際社会でも大き
な課題となっています。このままの状況が続け
ば、薬剤耐性菌感染症による全世界の年間死
亡者数は、2013年の約70万人から2050年
には、約1,000万人まで上昇するとの予
測もあり、現在、世界規模でAMR対策
が進められています。
（Antimicrobial Resistance: Tackling 
a crisis for the health and wealth of 
nations The Review on Antimicrobial 
Resistance Chaired by Jim O’Neill 
December 2014 を改変）

※Point of Care Testing：ベッド（患者）サイドで医療従事者が行う検査
杏林製薬（株）営業管理部 営業推進グループ　松原 新弥杏林製薬（株）診断事業部　金崎 一史

杏林製薬（株）製品企画部 感染症グループ　田渕 亜沙子

感染症予防の分野において、「ルビスタ」は療養環境の
衛生管理に、「ミルトン」ブランドは器具器材の適切な浸
漬消毒方法で、貢献することができると考えています。
これからも医療関係者に継続的な情報提供を行い、医療
機関等の感染症対策に貢献してまいります。

適切な情報提供
により、医療機関
の感染症対策に貢献します。

AMR 2050年
1,000万人

AMR 2013年
70万人

破傷風
6万人

がん
820万人

糖尿病
150万人

下痢性疾患
140万人

交通事故
120万人

麻疹
13万人

コレラ
10万人-12万人

■2013年
■2050年（何も対策を取らない場合）
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