
事業を通じたCSR活動
キョーリン製薬グループは、企業理念のもと、社会的に有用で安全な製品・サービスを開発、提供し、
持続可能な経済成長と社会的課題の解決に取り組んでいます。中核子会社である杏林製薬（株）
はその過程（研究・開発から製品に関する情報提供までのバリューチェーン）において人権を尊重
するとともに、医薬品医療機器等法をはじめとする関連法規の遵守に努めています。

▲

人を対象とする医薬系研究に関する倫理的配慮▲

動物実験における倫理的配慮▲

バイオテクノロジー、バイオハザードへの対応▲

遺伝資源の利用▲

知的財産の取り扱い

▲

臨床試験における被験者の人権の尊重、　

個人情報の保護、信頼性の確保▲

臨床試験に関する情報および試験結果の開示▲

治験薬への拡大アクセス

▲

安定供給と品質管理▲

品質保証▲

安定供給▲

医療過誤の防止および医薬品識別性の向上▲

地域社会との関わり

▲

医薬品の適正使用の推進▲

お問い合わせへの対応

▲

持続可能な調達への取り組み▲

取引先の実地調査

研究

臨床開発

技術開発、生産

製品情報提供

調達

GLP：医薬品の安全性に関わる非臨床試験の実施の基準／GCP：医薬品の臨床試験の実施基準／GMP：医薬品等の製造管理および品質管理の基準／GQP：医薬品等の品質管理
の基準／GDP：医薬品の適正流通の基準／GVP：医薬品等の製造販売後安全管理の基準／GPSP：医薬品の製造販売後の調査および試験の実施の基準

人を対象とする医薬系研究に関する倫理的配慮

動物実験における倫理的配慮

安定供給

取引先の実地調査

医薬品の適正使用の推進

お問い合わせへの対応

ヘルシンキ宣言※、各国の法令・指針などに沿って、当事者の同意を得て、ヒトを対象とする研究、ヒト由来試料の入手およびそれ
らを用いた研究を実施しています。また研究員には生命倫理やゲノム研究・臨床研究に関する倫理教育や研修を行い、研究協力
者の人権尊重、個人情報の保護などに努めています。また社外有識者を含むヒト組織研究倫理審査委員会を設置し、研究計画
の倫理性および科学的妥当性を中立的かつ公平に審査しています。
※ヘルシンキ宣言：ヒトを対象とする医学研究に関わる医師やその他の関係者に対する指針を示す倫理的原則

動物愛護および動物福祉に配慮しつつ科学的観点に基づいた動物実験を適正に実施するために、動物愛護に関する各種指針に
基づいた規定を制定し、苦痛の軽減（Refinement）、代替法の利用（Replacement）および実験動物数の削減（Reduction）の3R
の原則の遵守を推進しています。

原料・中間体・原薬を含む医薬品のサプライチェーンは多種多様であり、国内外の数多くのサプライヤーに支えられています。
安定供給を継続するには、個々のサプライヤーとの関係を強化し、連携・情報共有を密にすることが不可欠と考えています。原薬
製造から製品供給まで、グローバルに管理することを可能とすべく、世界各地域の需要予測や在庫情報、供給計画の一元的な
管理による安定供給体制を構築しました。さらに、リスクヘッジ策として、既存のサプライヤーに加えて複数の代替調達先や各種
代替輸送ルートの確保などに努めています。

新規サプライヤーの選定に際しては、法令遵守、労働安全、環境などへの取り組み状況を実地調査、確認した上で取引を決定
しています。既存のサプライヤーには、品質や安定供給の維持・向上を図るため、定期的に実地訪問をしています。また作業環境
（従業員の化学物質暴露防止等）や廃棄物削減、排水および排気の環境負荷低減への取り組み等についてリスク評価を行います。

医薬品は使い方を誤ると患者さんの健康を害する恐れがある一方、適正に使用していても副作用が発生することもあります。
医薬情報担当者（MR）は、医療従事者が医薬品をより有効かつ安全に使用できるよう、添付文書情報など、製品の適正使用情報の
正確かつ迅速な提供に努めています。また自社医薬品の使用により得られた有効性や安全性の情報を収集し、分析・評価した結果
を医療従事者に伝達しています。

安全かつ効果的な製品の使用を促進するために、患者さんや医療関係者からの問い合わせに対して、公正かつ偏りがなく、信頼性の
高い医療情報を提供する責任があると考えています。この認識のもと、くすり情報センターを開設し、様々な問い合わせに対応して
おり、2019年度の実績は、約4,000件となりました。

研
究

臨
床
開
発

技
術
開
発
、生
産

調
達

製
品
情
報
提
供

臨床試験における被験者の人権の尊重、個人情報の保護、信頼性の確保
ヘルシンキ宣言および医薬品の臨床試験の実施に関する基準（GCP）など関連法規制を遵守して、被験者の人権や個人情報の
保護に十分配慮し、臨床試験を実施しています。臨床試験の実施計画書は社内外の審査委員会により倫理的かつ科学的妥当性
の観点から審査を受け、承認を得ています。その上で実施する臨床試験については、試験の目的や方法、予測される利益と不利
益、健康被害補償に関する事項などに関して、十分に説明され、その内容を理解した上で被験者が同意し、参加していることを
確認しています。また臨床試験に関わる社員への教育・研修の実施や、治験実施医療機関が、GCPを遵守し、適切に臨床試験を
実施していることを確認しています。

GLP

GCP

GMP
GQP
GDP

GVP
GPSP

信頼性保証
▶関連法規の遵守
と信頼性の確保

▶品質保証

▶安全管理

主な取り組み（杏林製薬）

臨床試験に関する情報および試験結果の開示
当社主導で実施する臨床試験計画は、臨床試験データベースで一般公開し、透明性の向上に取り組んでいます。今後は、研究
者をはじめ臨床試験データを活用する方々がデータに適切にアクセスできる環境を整え、科学の進歩やイノベーションの推進に
役立てるよう、情報の開示を進めます。
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人材マネジメントシステムの基本的な考え方

社員は 会社は

“長期にわたる互恵的な協力・共生関係”（Long-term reciprocal partnership）
社員と会社は、双方から期待される責務を、長期にわたって継続的に果たすことを通じて、「社員は会社の発展に、会社は社員の生活の充
実・自己実現に貢献する」という相互の利益を実現するパートナーであるとの考え方を共通認識としています。

役割を通じて、会社（組織）の目的・目標の達成に貢献する。
　・主体性と積極性を持って職務を遂行し、役割を果たす
　・自らの人間性、役割遂行能力を保持・向上させるよう努める
　・仲間と協働して組織としての成果を挙げる

人を会社の財産（成長の原動力）と考え、社員を大切にし、成長を支援する。
　・社員一人ひとりの仕事ぶりに見合った役割を与える
　・一人ひとりの役割貢献を総合的に捉え、納得感のある評価・処遇を行う
　・社員が「働きがい」、「働きやすさ」を感じる職場環境を提供し、社員の
「働く意欲（やる気）」を誘発する

キョーリン製薬グループは、全社員が全ての人々の人権を尊重し、高い倫理観をもって行動することが重要だと考えて
います。そのために、社員一人ひとりの多様性・人格・個性を尊重し、健康への配慮や安全で働きやすい労働環境を
実現する、と同時に全社員の倫理観の高揚と成長を促し、働きがいのある企業を目指す、という基本的な考え方に

基づき企業経営を行います。

　杏林製薬（株）では、育児や介護等のライフサイクルに応じた生活支援を行うことにより、仕事と家庭を両立しやすい環境づく
りを目指しています。社員が健全な家庭生活を背景に充実した職業生活を送ることができる環境の整備を進めています。

勤務

休業
休暇

支援金等

その他

妊娠 産前6週 出産 産後8週 1歳 1歳半 1歳4月末 3歳2歳 小学校入学

保育施設利用料補助

ジョブ・リターン制度※・・・妊娠・出産・育児・介護等のために退職した社員を優先的に再採用

育児時間・・・
１日２回それ
ぞれ30分

産前休暇
出産予定日
の6週間前
から

産後休暇
産後8週間
取得できます

特別有給休暇
配偶者の出産2日間 子の看護休暇（小学校６年生までの子の看護のため年間５日、2人以上なら10日、半日単位可）

育児休業
1歳6カ月に達する日まで、または１歳到達

直後の4月末まで取得できます

保育所等に
入所できない
場合２歳まで
取得が可能

出産・育児短時間勤務・・・1日に2時間まで（30分刻み）、小学校就学の始期まで
時間外・休日労働の免除
深夜労働の免除
時間外労働の制限

出産育児支援金

時間単位での有給休暇※

MRを対象とした保育施設送迎時における営業車両の利用

子 

育 

て

入学支援金
（小中高大）

■ 介護休業・介護休暇の充実（法定93日→186日） ■ 遠距離介護支援制度 ■介護セミナーの開催

■ 法定基準　■ 杏林独自または上乗せの制度

介 

護

※「時間単位での有給休暇」と「ジョブ・リターン制度」は介護支援にも該当

当社グループは、｢世界的に認められた人権に関する国際規範を理解するとともに、一人ひとりの価値観や人格を尊重し、あ
らゆる場面において差別的な行為を一切せず、立場や役割が異なっていても互いに一人のひととして対等に接します｣とコン
プライアンス・ガイドラインに明記し、全ての人々の人権を尊重する経営を行います。また社員の人格を尊重し、働きやすく快
適な職場環境をつくるため、ハラスメント防止規程を設け、セクシャルハラスメントや妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関す
るハラスメント、パワーハラスメント防止等の取り扱いを定めています。

当社グループは、企業理念の具現および長期ビジョンの実現に鑑み、その根幹である社員一人ひとりの“こころ”と
“からだ”の両面において、健康であることが不可欠であると考え、「キョーリン製薬グループ健康宣言」を制定しています。

「健康経営®」※は、一般的に従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することとされています。当社グループで
も、社員の活力や生産性の向上など組織の活性化をもたらし、中長期的な業績や企業価値の向上を実現するものと考え
様々な施策に取り組んでいます。具体的には、定期健診やストレスチェックに基づく社員への保健指導、長時間労働の抑制、
健康増進活動（ウォーキングと社会貢献の組合せ）、健康管理体制の充実、全事業所での全面禁煙などを行っています。
※「健康経営®」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。

当社グループは、長期ビジョン「HOPE100」において、社員を大切にし、人と組織を活力化することが、事業戦略を遂行し成
果を具現するための最重要課題であると位置づけています。そのため、社員が仕事に誇りをもち、会社や組織を信頼し、全員
が結束して仕事に取り組むことのできる、社員にとって「働きがいNo.1企業」の実現を目指しています。当社が策定した基本
的な考え方のもと、グループ各社は人材マネジメントシステム（採用、配属、育成、評価、異動、報酬、福利厚生等）の構築と適
正な運用を推進しています。

杏林製薬（株）では、働き方改革関連法の有休取得の義務化（年次有給休暇が年10日以上付与される労働者についてうち5
日の取得を企業に義務付けるもの）に対応するだけでなく、プラス休暇取得を促進しています。社員が仕事と生活のバランス
を図り、持てる力を最大限に発揮できるよう、取得奨励日数3日を設定しています。

当社グループは、管理職および社員に対するメンタルヘルス教育を実施しています。管理職研修では、部下に対する配慮や
メンタル疾患の具体的な症状についての理解促進を図り、予防・早期発見に努めています。またイントラネット等によって
心の健康維持のための知識習得等を進めるとともに、社員や家族が気軽に相談できる体制を整えています。疾患が発生し
た場合は所属部署・精神科産業医・保健師・人事部等が連携をとり、健康の回復、職場復帰、再発防止に努めています。

当社グループは、社員の「安全」と「健康」の確保を最優先し、労働安全衛生活動を積極的に推進しています。EHS活動の一
環として策定した労働安全衛生システムのもと、労働災害ゼロを目標に掲げ、各事業所にてその取り組みを推進した結果、災
害発生の頻度や災害の大きさを表す度数率・強度率は業界水準を大きく下回っています。

杏林製薬（株）では、ライフイベント（結婚、配偶者の転勤、妊娠・出産・育児、介護、ボランティア、留学）などの事由により
退職した社員を対象に、働く意欲を保持し、周りから認められ必要とされる人財に再び働く場を提供する再採用制度（ジョ
ブ・リターン制度）を設けています。

人権の尊重

健康経営への取り組み

組織化戦略の推進～働きがいNo.1企業の実現

有給休暇の促進

メンタルヘルス

労働安全衛生

再採用制度

子育て／介護に当たる社員の支援

基本的な
考え方

キョーリン製薬グループ健康宣言　～健康はキョーリンの願いです～
「健全な健康生活応援企業」を目指すキョーリン製薬グループは、まずは社員の「健康」が重要な経営課題と捉え、社員一
人ひとりの健康を組織で支える健康経営を推進することを宣言します。
１.社員とその家族がいきいきと過ごせるよう、会社・健康保険組合が一体となって、心身の健康づくりを推進します。
２.社員自らが健康の保持・増進および健康意識の向上に取り組むことを積極的に支援します。
３.社員の心身の健康の保持・増進への取り組みと安全で働きやすい労働環境の整備をする事により、真に人々の健康に
貢献する社会的使命を遂行できる企業経営を目指します。

人権の尊重、働き方改革、人財育成等の取り組み
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杏林製薬（株）では、健常者と同様に障がいのある方も自らの能力を最大限に発揮し、適性に応じた職場に就き、自立でき
る社会の実現のために企業としての社会的責任を果たしていきます。また聴覚障がい者向けアプリを活用するなど、障がい
のある方が働きやすいと感じる職場環境の整備にも取り組んでいます。

杏林製薬（株）では、社員の自育（人間性・能力の自律的向上）を基盤に、共育（相互成長・成長支援）の機会を設けること
により、組織的・体系的に教育プログラムを展開し、社員の成長を支援しています。自育では、自己研鑽の仕組み・仕掛け
づくりとして「通信教育／ビジネス購読誌斡旋／語学習得支援／自主留学／資格取得支援／社外セミナー補助」を実施
しています。共育の施策としては、「新入社員研修～統轄職研修」までの階層別プログラムを10種類、展開しています。
職能別に必要な知識・スキルに関しては職能教育として、各部で実施しています。 当社グループは、「地球温暖化防止」「資源保護」「自然環境との調和」を重点テーマとする環境保全に積極的に努め、

省エネルギー、省資源、廃棄物の削減、化学物質の管理強化等、環境負荷物質の削減と、限りある資源の有効活動を推進
しています。また、キョーリン製薬グループ工場（株）では、環境マネジメントシステムの国際基準であるISO14001を、全
ての工場で取得しています。

当社グループは、地球温暖化防止の観点から営業車両に低排出ガス車や
ハイブリッドカー等のエコカーを積極的に導入しています。2020年3月時点
で、963台全ての営業車両が低排出ガス車（平成17年排出ガス基準75％低
減☆☆☆☆）の基準を満たしており、その内2004年から導入を進めている
ハイブリッドカーは615台（約64％）にのぼります。またエコドライブを励行
することで、環境への配慮と交通安全を意識した車両の運用をしています。

杏林製薬（株）「わたらせ創薬センター」では、導入したReHP※技術が、
2017年5月、低炭素社会実現に向けた建築設備に贈られる「カーボンニュー
トラル賞関東支部奨励賞」を、また当システムによる省エネルギー活動により
「令和元年度関東地区電気使用合理化委員会委員長賞」の「最優秀賞」を受
賞しました。2019年度の当システムの運転実績は、従来の空気熱源ヒート
ポンプに比べて、削減電力量は66,500kWh、CO2削減量は約31トンとな
り、約32％の省エネルギーを実現しました。

杏林製薬（株）では、自社所有の土地を利用した環境負荷低減への取り組みとして、再生可能エネルギーのひとつで
ある太陽光発電設備を設置しています。栃木県野木町内に2013年度に1カ所、2017年度に1カ所設置し、現在では合計
2カ所設置しています。

キョーリン製薬グループ工場（株）能代工場では、郷土の防風林として、また
憩いの場として市民に親しまれている「風の松原」を守る市民ボランティア活動
に参加しています。2019年度は24名の社員が生物多様性保全活動の一環
として枯れ枝の撤去作業を行いました。
また杏林製薬（株）わたらせ創薬センターでは、構内の野生動物に対する環
境の向上を目指し、渡良瀬遊水地に面した樹木に巣箱を設置し、野鳥の営巣
が確認されました。

障がい者採用への取り組み

人財育成

環境保全活動への取り組み

ハイブリッドカー導入によるCO2の削減

環境に配慮した研究開発拠点

太陽光発電による環境負荷への低減

生物多様性への取り組み

自育 /共育施策の全体図

キョーリン製薬グループのマテリアルフロー（2019年度）自育支援策 共育施策（階層別プログラム）
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中堅以上ディレクタープログラム

新任ディレクタープログラム

中堅マネージャープログラム

基幹職プログラム③

基幹職プログラム②

基幹職プログラム①

入社3年目プログラム

入社2年目プログラム

新卒・キャリア受入教育

新任マネージャープログラム
（任用半年前から2年間）
マネージャー２年目
マネージャー１年目
マネージャー任用前

管理職
対象

一般社員
対象

環境との調和
キョーリン製薬グループは、「環境問題への取り組みは人類共通の課題であり、企業の活動と存続に必須の要
件として、主体的に行動する」を企業行動憲章のひとつに掲げ、生命関連企業としてＥＨＳ活動を通じて地球
環境・地域社会の環境への影響に常に配慮した事業活動を行います。

事業活動のあらゆる場面で、省エネルギー・省資源・廃棄物の削減・環境負荷物質の削減と限りある資源の有効利用を
推進し、目的・目標の設定と見直しを都度行うことによって、環境保全および汚染予防に主体的、積極的に取り組みます。

原料

830t

CO2排出量 廃棄物

27,477t

排水

136,000t

容器包装
リサイクル

合計 745t

（PRTR物質：14.2t）

資材

総量1,908t
資　材：1,855t
紙使用：    53t

発　生　量：727t
内リサイクル：432t
最終処分量：56t

用水

総量239,900t
上　水： 156,600t
地下水：   83,300t

エネルギー

総熱量506,110GJ
（原油換算13,065kℓ）
電気：33,735千kWh
重油：1,504kℓ
灯油：2,748kℓ

INPUT

OUTPUT研究 営業 製造 管理

※ReHP（Renewable Energy Heat Pump）とは、再生可能エネルギー利用高効率ヒートポンプシステムの呼称で、わたらせ創薬センターのReHPは、隣接する2つの建物（CS
とLAB1）において、地中熱および未利用エネルギーである水冷チラー排熱等からなる熱源と熱利用機器（空調機および給湯器）を1つの熱源水ループを介して熱融通すること
によって、エネルギー利用効率の向上を目指すシステムです。

地球温暖化防止に向けたCO2排出量削減については、
2015年度のCO2排出量（30,444トン）を基準に、2019
年度までに約4％以上削減（CO2排出量29,163トン
以下）達成を目標に取り組みました。2019年度のCO2

排出量は27,477トンとなり、目標を達成しました。現在、
2019年度のCO2排出量（27,477トン）を基準に2023年
度まで年平均1.5％削減達成を目標として取り組みを
進めています。

基本的な
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「令和元年度関東地区電気使用合理化委員会委員長賞」の「最優秀賞」を受
賞しました。2019年度の当システムの運転実績は、従来の空気熱源ヒート
ポンプに比べて、削減電力量は66,500kWh、CO2削減量は約31トンとな
り、約32％の省エネルギーを実現しました。

杏林製薬（株）では、自社所有の土地を利用した環境負荷低減への取り組みとして、再生可能エネルギーのひとつで
ある太陽光発電設備を設置しています。栃木県野木町内に2013年度に1カ所、2017年度に1カ所設置し、現在では合計
2カ所設置しています。

キョーリン製薬グループ工場（株）能代工場では、郷土の防風林として、また
憩いの場として市民に親しまれている「風の松原」を守る市民ボランティア活動
に参加しています。2019年度は24名の社員が生物多様性保全活動の一環
として枯れ枝の撤去作業を行いました。
また杏林製薬（株）わたらせ創薬センターでは、構内の野生動物に対する環
境の向上を目指し、渡良瀬遊水地に面した樹木に巣箱を設置し、野鳥の営巣
が確認されました。
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によって、エネルギー利用効率の向上を目指すシステムです。

地球温暖化防止に向けたCO2排出量削減については、
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社会との共生（協調）

出張教室の実施
当社グループは、2017年度より、次世代を担う小中学生を対象とした｢くすり
の正しい使い方｣や｢正しい手の洗い方｣を講義や実験により正しく伝える出張教
室を企画・実施しています。2019年度には、グループ各社の社員も参加し、全
国の主な事業所所在地の小中学校において18回実施しました。｢人々の健康へ
貢献する｣という企業理念を具現する社会貢献活動の一つとして、引き続き実施
していきます。

「ドクターサロン」による情報提供
全国の一般医師の日常診療に関する質問にお答えする医師向けのラジオNIKKEI（短波）番
組「ドクターサロン」に提供しています。その番組内容等を編集した冊子を配布するとともに、
WEB上で冊子のバックナンバーを掲載し、またPodcastで放送番組の音源配信を行っています。
プライマリケアを中心とした先生方に大変ご好評をいただいています。

疾患情報の提供
医療関係者が患者さんに行うインフォームドコンセント（説明と同意）用の疾患情報ツールを作成し、患者さんが疾患を
正しく理解してQOLの改善を目指すお手伝いをしています。

「創薬医学講座」への支援
産学連携によるポストゲノム時代における国の創薬を担うイノベーティブな人材養成を目的とする、京都大学大学院
医学研究科「創薬医学講座」の設立に賛同し、支援をしています。

社員の救命救急講習受講
杏林製薬（株）では、CSR活動の一環としてMR（医薬情報担当者）約750名が
応急手当の必要性や心肺蘇生法、AED使用方法、止血法を学ぶ救命救急講習を
受講しています。また当社グループ各本社、わたらせ創薬センターにおいても同講
習を受講しています。

地域清掃活動
当社グループは、地域社会の一員として事業所周辺の清掃をはじめ、近隣で実施される清掃活動への積極的な参加を
行っています。

●グループ各社（本社・支店・工場・研究所）：事業所周辺清掃活動
● キョーリン製薬グループ工場（株） 能代工場：COK20（旧金勇清掃活動）、能代クリーンアップ・浜辺のクリーンアップに参加
● キョーリン製薬グループ工場（株） 滋賀工場：びわこの日清掃活動に参加

自然災害被災地への寄付
当社グループは、被災された方々の支援に役立てていただくために、下記の救援物資をお届けしました。
● 2019年台風19号被災者支援：環境衛生物資（ミルトン・ルビスタ等）、日用品（飲料水・タオル）等
● 2018年西日本豪雨支援：環境衛生物資（ミルトン・ルビスタ等）、日用品（飲料水・タオル）等

職場体験受け入れ
当社グループの各施設において、インターンシップを受け入れ、中高生の職場見学・体験や出張教室を行っています。
2019年度は、杏林製薬（株）本社、わたらせ創薬センター、キョーリン製薬グループ工場（株）の各3工場にて実施しました。

子ども向けの健康情報WEBサイト開設  URL：http://www.karada-kyorin.com
当社グループは、次世代を担う子ども達の健康づくりを応援したいとの考えに基づき、2016年より健康イベント｢からだ
のひみつ大冒険｣に協賛しています。2018年度より、イベントに連動したポータルサイト｢おしえて！先生 からだのひみつ
大冒険｣を開設し、子ども達（幼稚園～小学校低学年）に｢からだの中のきたないもの｣を通じて、からだのしくみや病気に
ついて理解を深めてもらえる動画を配信しています。
これからも子ども達が、自分のからだに興味をもって楽しく学ぶことのできる取り組みを行っていきます。

健康チャレンジプログラム
当社グループは、2017年より、社員自らが健康増進を図るとともに、健康に役立つ物品

を寄贈することで地域社会への貢献を目指す新たな取り組み｢健康チャレンジプログラム｣を
実施しています。当企画はグループ社員全員が事業所内でチームを組み、ウォーキング歩
数をカウントしてポイント数を競い合い、上位2事業所の所在地にある福祉施設に健康器具
等を寄贈する企画です。2019年度は261チーム、19事業所が参加し、上位事業所の所在地
である東京都千代田区と栃木県野木町に｢自動血圧計｣や｢コードレスバイク｣、｢エリプティカ
ルマシン｣等の健康器具を寄贈しました。

スポーツイベントへの協賛
当社グループは、地元の子ども達が気軽に参加し、｢自らの健康管理｣｢自らの
技術向上｣について考え、体験することを目的とした「しもつけサッカーセミナーin
野木」へ協賛し、2019年度に20年目を迎えました。元Jリーガーで、現スポーツ
ジャーナリストの中西哲生氏の指導のもと、毎年多くの子ども達による力いっぱい
の元気なプレーが見られます。また会場において募金活動を行い、地域社会への
貢献の一助を担うイベントを実施しています。

東日本大震災復興支援
杏林製薬（株）では、2011年から東日本大震災の被災地へ元気と笑顔を
届ける｢ひまわりプロジェクト｣に継続して協賛しており、9年目を迎えました。
2019年度はわたらせ創薬センターより95名が参加し、300ポットのひまわり
の苗を育成。その苗を宮城県名取市へ寄付いたしました。

健康に関する啓発活動

患者さん・医療関係者への取り組み（杏林製薬）

地域社会への貢献

医療関係者向けWEBサイト
「Kyorin Medical Bridge」

キョーリン製薬グループは、「よき企業市民として積極的に社会との共生を図り、その発展に貢献する」と企
業行動憲章に掲げています。当社グループは様々な社会貢献に努め、社会との共生を実現していきます。
新薬メーカーとしてより良い医薬品等（真に優れた医薬品をはじめとする製品・サービス）の開発と供給を通じた

社会への貢献を目指すとともに、医療・福祉問題、高齢者問題、環境問題等の解決や向上に企業活動を通して取り組みます。
事業活動の基盤となる地域社会の、健やかで心豊かに生活できる活力ある社会づくりとその持続的発展のため次世代
を担う青少年の健康に関する啓発活動にも取り組み、人々の健康を幅広く応援する健康生活応援企業に相応しい社会貢
献活動を推進します。

基本的な
考え方

医療関係者・患者さん向けWEBサイトの公開
医療関係者向けのWEBサイト「Kyorin Medical Bridge」等に、製品

に関する情報、最新学術情報、日常の診療に役立つ情報を掲載し、医療
関係者の情報ニーズへの対応に努めています。また2019年7月に新たに
患者さん向けのWEBサイトを開設しました。薬剤の正しい服用方法や
疾患情報等を提供し、患者さんのアドヒアランス向上に努めています。

患者さん向けWEBサイト
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