
基本方針Ⅱ

柔軟で効率的な組織基盤づくり

中期経営計画2022
実践と
パフォーマンス

全体像

　基本方針Ⅱでは、「成長エンジンの確立」を支えるた

めに、組織・オペレーションの改革と、変革を加速する

企業文化の醸成・人材育成を、デジタル革新と同時に

遂行することにより、「ちゃんとやりきる力」が浸透した

柔軟で効率的な組織基盤の構築に取り組んでいます。

　「柔軟で効率的な組織・オペレーション」では、経営効

率の追求と機動的な組織の実現により、今後の環境変

化を先取りできる柔軟性を備えることを目指していま

す。「変革を加速する企業文化・人材」では、環境変化を

好機と捉えて潮流を読み、自ら変革して柔軟に動く文化

の醸成や人材の育成を推進しています。「デジタル革新」

では、デジタル活用を通して、新たな価値創造とオペ

レーション改革の両方を目指します。

「ちゃんとやりきる力」
世の中の変化を捉えて自らを柔軟に変化させながら、
イノベーションを継続的に創出し、人々に確実に届ける力

基本方針Ⅱ

柔軟で効率的な組織基盤づくり

変革を加速する
企業文化・人材

柔軟で効率的な
組織・オペレーション

➡ P.58 ➡ P.64➡ P.60

● 徹底的な経営効率の追求
● 柔軟な組織の実現

● 変化の先取り
● チャレンジする文化

デジタル革新

● 革新的な医薬品の創生
と成功確度の向上

● ヘルスケアソリュー
ションでの活用

● 効率的なオペレーション構築

成長エンジンの一部
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基本方針Ⅰ

基本方針Ⅱ

目標およびKPIを設定しており、一覧表はP.35-38に掲載しています。マテリアリティ

価値創造の戦略 財務情報／会社情報ガバナンスプロフィール

き方の高度化に向け取り組みを行いました。取り組みの一

つとして、在宅勤務をはじめ多様な働き方が浸透していく

中で生産性向上を目指すには、従業員一人ひとりが上司の

指示を待つのではなく、自律・自立して職務や役割を遂行

する必要があると考え、自律・自立をテーマに研修を実施

し生産性の向上に努めました。

従業員満足度の向上
　各事業所における取締役講話の実施や、従業員の意見に

対して社長および担当役員からメッセージを発信するなど、

経営と従業員のコミュニケーションを大切にしています。

　2019年度から、全社意識調査「SMPオピニオン」（愛称：

みんオピ）に従業員満足度に加え期待度を測定・調査する

モチベーションクラウドサービスを導入しました。2021年

度は、ベストモチベーションカンパニーアワード2021大手

企業部門において2年連続3位に選ばれました。今後も、

部門ごとに従業員満足度を向上させるための取り組みを

継続していきます。

ワークとライフの好循環
　当社は企業理念を実現するためには、従業員一人ひとり

が仕事（ワーク）と生活（ライフ）を好循環させながら能力を

最大限に発揮できる環境づくりが必要であると考えていま

す。

　従業員は、ワークとライフどちらにおいても役割を果た

し、充実感を得られることが大切だと考えています。所定の

時間内に最大の成果を創出し、終業後や余暇は自己研鑽や

趣味・家族との団らんに時間をかけるなど、業務に充てる時

間の質を高める意識が個人の成長を促し、結果として組織

の成果につながるといった好循環が生まれることを期待し

ています。2017年度より、各職場において業務の棚卸と働

き方見直しのための「Work Style Innovation Meeting」

を継続的に推進し、課題解決に取り組んでいます。

　今後も働き方の高度化、ワークとライフの好循環を進め、

企業価値最大化に繋がる取り組みを続けます。

柔軟で効率的な組織・オペレーション

評価・報酬制度の改定
　自律・自立、成果創出、挑戦を人事制度の側面から、さら

に加速させるために、これまで用いていた個人の「能力・行

動評価シート／マネジメント評価シート」に、CHANTOの

行動指針を評価要素として織り込みました。特に今後強化

していきたい企業文化として「勇気を持って挑戦する」とい

う項目を切り出し、重み付けすることで、これまで以上に挑

戦が評価される制度へと変更しました。

　また、より積極的に高い目標に挑戦する風土を醸成する

ために、従来の賞与の仕組みは維持したまま、「挑戦する

姿勢」や「挑戦するプロセス」を評価軸として各部門の裁量

により上乗せ支給できる部門賞与制度を導入しました。

勤務制度の改定
　2022年4月に裁量労働制の見直しと当社オリジナルの

みなし所定制度の導入を行いました。

　裁量労働制適用者については、これまで設けていた勤務

時間帯（7時～20時まで）を廃止し、柔軟な働き方ができ

るよう改定しました。一般勤務制適用者には、当社オリジ

ナルのみなし所定制度を導入し、効率的に業務を終えるこ

とができれば、給与を減額されることなく、定時終業時刻

前に業務を終えることができるように改定しました。

　これらの2つの制度改定は、これまで以上に社員の自律・

自立した働き方を促すもので、制度を運用していく中で見

えてくる課題にはアジャイル思考で改善を図っていきます。

人事制度の改定

働き方の高度化
生産性の向上
　従業員が充実感をもって働くことができ、成果を上げら

れるよう、従業員と会社で「Win-Win」の関係をつくってい

くことを当社における「働き方改革」の基本的なコンセプト

としており、一人ひとりが限られた時間の中で自身の役割

を果たし、成果を上げることを目指しています。

　2020年度は、COVID-19拡大に伴い、国内全従業員（約

3,000人）がテレワーク対応可能になるよう通信インフラ

の整備・拡張を行い、Web会議システムの積極活用を推進

しました。同時に、テレワーク環境でのコミュニケーション

強化を目的とした研修や、心身の健康を保つための情報発

信やイベントを実施し、生産性の維持に努めました。2021

年度は、在宅勤務で曖昧になりがちな、仕事（ワーク）と生

活（ライフ）のメリハリを付け、楽しく仕事をして成果を上

げ、生産性が向上するという好循環を生むことを目標に働

働き方改革

柔軟で効率的な組織・オペレーション
変革を加速する企業文化・人材
デジタル革新

徹底的な経営効率の追求
● デジタル技術も活用した当社の「働き方改革」の推進
● メリハリの効いた資源配分

機動的な組織の実現
● 変化に対して柔軟に対応する
● 社内外の機能を組み合わせる

　経営効率の追求と機動的な組織の実現により、今後の環境変化を先取りできる柔軟性を備えます。

　経営効率を追求するための手段の一つとして、当社は働き方改革を推進しています。当社の働き方改革では、労働

生産性およびワークライフバランスの向上によって社員の満足度と能力の向上を促し、社会への提供価値の向上を目

指します。

マテリアリティ

プロフィール 実践とパフォーマンス
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リーダー人材、グローバル人材、DX人材の育成
次世代リーダーの育成
　能力（グレード）別の選抜型教育研修プログラム「SMP 

Academy」を2016年7月に設立しました。若手から中堅、

管理監督職の各層において、向上心があり潜在的能力の

ある社員を対象とし、A1塾、A2塾、A3塾、経営塾で構成

されており、2016～2021年度の6年間で482人が参加し

ました。

　2020年4月以降は、COVID-19の影響によりすべての

研修をオンラインで実施しています。研修内容もデジタル

化時代のビジネスモデル立案や実行を学ぶ内容に変更す

るなど、時代の変化に応じた内容を取り入れています。

　こうした次世代リーダーの育成・抜擢に大きな役割を果

基本方針Ⅱ

柔軟で効率的な組織基盤づくり

き方の高度化に向け取り組みを行いました。取り組みの一

つとして、在宅勤務をはじめ多様な働き方が浸透していく

中で生産性向上を目指すには、従業員一人ひとりが上司の

指示を待つのではなく、自律・自立して職務や役割を遂行

する必要があると考え、自律・自立をテーマに研修を実施

し生産性の向上に努めました。

従業員満足度の向上
　各事業所における取締役講話の実施や、従業員の意見に

対して社長および担当役員からメッセージを発信するなど、

経営と従業員のコミュニケーションを大切にしています。

　2019年度から、全社意識調査「SMPオピニオン」（愛称：

みんオピ）に従業員満足度に加え期待度を測定・調査する

モチベーションクラウドサービスを導入しました。2021年

度は、ベストモチベーションカンパニーアワード2021大手

企業部門において3年連続3位に選ばれました。今後も、

部門ごとに従業員満足度を向上させるための取り組みを

継続していきます。

ワークとライフの好循環
　当社は企業理念を実現するためには、従業員一人ひとり

が仕事（ワーク）と生活（ライフ）を好循環させながら能力を

最大限に発揮できる環境づくりが必要であると考えていま

す。

　従業員は、ワークとライフどちらにおいても役割を果た

し、充実感を得られることが大切だと考えています。所定の

時間内に最大の成果を創出し、終業後や余暇は自己研鑽や

趣味・家族との団らんに時間をかけるなど、業務に充てる時

間の質を高める意識が個人の成長を促し、結果として組織

の成果につながるといった好循環が生まれることを期待し

ています。2017年度より、各職場において業務の棚卸と働

き方見直しのための「Work Style Innovation Meeting」

を継続的に推進し、課題解決に取り組んでいます。

　今後も働き方の高度化、ワークとライフの好循環を進め、

企業価値最大化に繋がる取り組みを続けます。

「プロジェクトCHANTO」の推進
　中期経営計画2022では、2033年に目指す姿として「グ

ローバル・スペシャライズド・プレーヤー」の地位を確立す

ることを掲げています。そのために、従業員一人ひとりが

「ちゃんとやりきる力」を常に意識し、進化する必要がある

と考え、2020年2月に「プロジェクトCHANTO」をスター

トしました。「プロジェクトCHANTO」は、目指す姿の実現

のための行動指針（＝「CHANTO」）を経営の意思として定

め、全社に浸透させていくことで、従業員一人ひとりの行

動変容につなげ、個人と組織の成果の創出に結び付けるこ

とを目的としています。

「CHANTO」の浸透・実践 従業員の育成

変革を加速する企業文化・人材

価値創造の戦略 財務情報／会社情報ガバナンスプロフィール中期経営計画2022
実践と
パフォーマンス

たしているのが、2008年から継続している人材戦略会議

です。これは社外取締役を除く取締役全員と一部の執行役

員に必要に応じて本部長を加えて定期的に開催している会

議で、この10年間に100回以上実施してきました。それ以

外に、働き方改革やダイバーシティについてなど、時々の重

要な人事関連課題について議論しています。

グローバル化を見据えた英語力強化
　当社では、海外子会社や海外アカデミア・研究機関に人

材を派遣するなど、将来的に海外でマネジメントできるグ

ローバル人材の育成に取り組んでいます。

　また、各本部推薦による選抜英語力強化研修に加え、全

社的な英語力の底上げという観点から、2020年度は

e-learningコンテンツ学習としてgoFLUENTプログラム

を導入するとともに、会社が提供するTOEIC受験機会を

年2回から年4回に増やし、一部の役職の昇格審査の受験

要件として「TOEICスコア」を組み込みました。今後は、グ

ローバルに活躍できる人材のプールをさらに増やすべく、

各種英語力強化プログラムのブラッシュアップおよび新規

プログラムを検討・実施していきます。

「新たな価値創造」と「オペレーション改革」をDXで実践す
る人材の育成
　2021年8月からデータサイエンティストを100人育成す

ることを目標として、DX研修をスタートしました。全社員向

け、管理職向けのe-learningをはじめ、さらにハイレベルな

データサイエンスの実践知識習得を目指すコースを設定し

ています。各種のデータを積極的に活用し、さまざまな課題

を解決できるデジタル人材の早期育成を目指しています。

自律・自立したキャリアを自ら実現していく
企業風土の醸成
タレントマネジメントによる戦略的人員配置と人材育成の
推進
　当社は、人材（タレント）が、どのようなスキル（才能・資質）

や能力を持っているのかを一元的に把握・管理するタレント

マネジメントシステムを導入・運用しています。このシステム

を活用して、従業員自らがキャリアプランを描くことで自律・

自立した自己研鑽を促し、また個人に合った育成プランを

上司と部下とで計画することで、「人材育成」「適材適所の

人員配置」を実現し、成果の最大化を目指しています。

　2021年度は蓄積された情報を基にピープルアナリティ

クスを実践し、人事領域における施策の意思決定を加速化

し、社員の成長を促す因子やエンゲージメントに寄与する

因子の探索を行いました。

　今後は、解析データを人材マネジメントに活用すること

で 従業員の成長を加速し、組織成果を最大化する人事施

策の実現を目指した取り組みを進めます。

　また、さまざまな部門でキャリア採用を積極化しており、

年々採用数は増加しています。2021年度は本社組織やリ

サーチディビジョン、技術研究本部を中心に29人を採用

しました。 

働き方の高度化
生産性の向上
　従業員が充実感をもって働くことができ、成果を上げら

れるよう、従業員と会社で「Win-Win」の関係をつくってい

くことを当社における「働き方改革」の基本的なコンセプト

としており、一人ひとりが限られた時間の中で自身の役割

を果たし、成果を上げることを目指しています。

　2020年度は、COVID-19拡大に伴い、国内全従業員（約

3,000人）がテレワーク対応可能になるよう通信インフラ

の整備・拡張を行い、Web会議システムの積極活用を推進

しました。同時に、テレワーク環境でのコミュニケーション

強化を目的とした研修や、心身の健康を保つための情報発

信やイベントを実施し、生産性の維持に努めました。2021

年度は、在宅勤務で曖昧になりがちな、仕事（ワーク）と生

活（ライフ）のメリハリを付け、楽しく仕事をして成果を上

げ、生産性が向上するという好循環を生むことを目標に働

基本方針Ⅰ

基本方針Ⅱ

目標およびKPIを設定しており、一覧表はP.35-38に掲載しています。マテリアリティ

柔軟で効率的な組織・オペレーション
変革を加速する企業文化・人材
デジタル革新

KPI

● 従業員エンゲージメント
2021年度の進捗
・全社のエンゲージメントスコア：59.0
・エンゲージメントスコア55未満の部門の割合：23.9％
（注）株式会社リンクアンドモチベーションのモチベー

ションクラウドを用いた組織状態を示すエンゲー
ジメントスコア（偏差値）

　　偏差値50は他社平均

● 離職率
2021年度の進捗
・3年離職率：1.44％
・5年離職率：1.51％
・10年離職率：1.57％

マテリアリティ

創り上げたい文化、求める社員像の浸透
●  強化したい企業文化：挑戦が奨励される、風通しの良い、
Positive Attitude、変化を先取りする、やり抜く

●  求める社員像：自ら変化に対応し自ら挑戦するプロフェッ
ショナルな社員、自己研鑽に努め自らの価値を高める社員、
事業環境の変化に前向きに対応できる柔軟な社員

改革に必要な打ち手の実行
●  変化を先読みした挑戦を奨励するマネジメントの強化
●  教育投資の充実
●  ダイバーシティ＆インクルージョンの推進
●  「CHANTO」の浸透・実践 など

　「粘り強く精緻に物事を進める文化」を維持しつつ、環境変化を好機と捉えて潮流を読み、自ら変革して柔軟に動く

文化の醸成、人材の育成を推進しています。「ちゃんとやりきる力」の浸透・実践に向けて、「プロジェクトCHANTO」

や、リーダー人材、グローバル人材の育成等に取り組んでいます。

誠実で優秀な人材

粘り強く精緻に物事を進める文化

潮流を読み、
自ら変革して柔軟に動く

実践とパフォーマンス
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➡ 「プロジェクトCHANTO」の詳細はP.29-32をご覧ください。



リーダー人材、グローバル人材、DX人材の育成
次世代リーダーの育成
　能力（グレード）別の選抜型教育研修プログラム「SMP 

Academy」を2016年7月に設立しました。若手から中堅、

管理監督職の各層において、向上心があり潜在的能力の

ある社員を対象とし、A1塾、A2塾、A3塾、経営塾で構成

されており、2016～2021年度の6年間で482人が参加し

ました。

　2020年4月以降は、COVID-19の影響によりすべての

研修をオンラインで実施しています。研修内容もデジタル

化時代のビジネスモデル立案や実行を学ぶ内容に変更す

るなど、時代の変化に応じた内容を取り入れています。

　こうした次世代リーダーの育成・抜擢に大きな役割を果

「プロジェクトCHANTO」の推進
　中期経営計画2022では、2033年に目指す姿として「グ

ローバル・スペシャライズド・プレーヤー」の地位を確立す

ることを掲げています。そのために、従業員一人ひとりが

「ちゃんとやりきる力」を常に意識し、進化する必要がある

と考え、2020年2月に「プロジェクトCHANTO」をスター

トしました。「プロジェクトCHANTO」は、目指す姿の実現

のための行動指針（＝「CHANTO」）を経営の意思として定

め、全社に浸透させていくことで、従業員一人ひとりの行

動変容につなげ、個人と組織の成果の創出に結び付けるこ

とを目的としています。

「CHANTO」の浸透・実践 従業員の育成

変革を加速する企業文化・人材

価値創造の戦略 財務情報／会社情報ガバナンスプロフィール

たしているのが、2008年から継続している人材戦略会議

です。これは社外取締役を除く取締役全員と一部の執行役

員に必要に応じて本部長を加えて定期的に開催している会

議で、この10年間に100回以上実施してきました。それ以

外に、働き方改革やダイバーシティについてなど、時々の重

要な人事関連課題について議論しています。

グローバル化を見据えた英語力強化
　当社では、海外子会社や海外アカデミア・研究機関に人

材を派遣するなど、将来的に海外でマネジメントできるグ

ローバル人材の育成に取り組んでいます。

　また、各本部推薦による選抜英語力強化研修に加え、全

社的な英語力の底上げという観点から、2020年度は

e-learningコンテンツ学習としてgoFLUENTプログラム

を導入するとともに、会社が提供するTOEIC受験機会を

年2回から年4回に増やし、一部の役職の昇格審査の受験

要件として「TOEICスコア」を組み込みました。今後は、グ

ローバルに活躍できる人材のプールをさらに増やすべく、

各種英語力強化プログラムのブラッシュアップおよび新規

プログラムを検討・実施していきます。

「新たな価値創造」と「オペレーション改革」をDXで実践す
る人材の育成
　2021年8月からデータサイエンティストを100人育成す

ることを目標として、DX研修をスタートしました。全社員向

け、管理職向けのe-learningをはじめ、さらにハイレベルな

データサイエンスの実践知識習得を目指すコースを設定し

ています。各種のデータを積極的に活用し、さまざまな課題

を解決できるデジタル人材の早期育成を目指しています。

自律・自立したキャリアを自ら実現していく
企業風土の醸成
タレントマネジメントによる戦略的人員配置と人材育成の
推進
　当社は、人材（タレント）が、どのようなスキル（才能・資質）

や能力を持っているのかを一元的に把握・管理するタレント

マネジメントシステムを導入・運用しています。このシステム

を活用して、従業員自らがキャリアプランを描くことで自律・

自立した自己研鑽を促し、また個人に合った育成プランを

上司と部下とで計画することで、「人材育成」「適材適所の

人員配置」を実現し、成果の最大化を目指しています。

　2021年度は蓄積された情報を基にピープルアナリティ

クスを実践し、人事領域における施策の意思決定を加速化

し、社員の成長を促す因子やエンゲージメントに寄与する

因子の探索を行いました。

　今後は、解析データを人材マネジメントに活用すること

で 従業員の成長を加速し、組織成果を最大化する人事施

策の実現を目指した取り組みを進めます。

　また、さまざまな部門でキャリア採用を積極化しており、

年々採用数は増加しています。2021年度は本社組織やリ

サーチディビジョン、技術研究本部を中心に29人を採用

しました。 

基本方針Ⅰ

基本方針Ⅱ

目標およびKPIを設定しており、一覧表はP.35-38に掲載しています。マテリアリティ

柔軟で効率的な組織・オペレーション
変革を加速する企業文化・人材
デジタル革新

マテリアリティ

創り上げたい文化、求める社員像の浸透
●  強化したい企業文化：挑戦が奨励される、風通しの良い、
Positive Attitude、変化を先取りする、やり抜く

●  求める社員像：自ら変化に対応し自ら挑戦するプロフェッ
ショナルな社員、自己研鑽に努め自らの価値を高める社員、
事業環境の変化に前向きに対応できる柔軟な社員

改革に必要な打ち手の実行
●  変化を先読みした挑戦を奨励するマネジメントの強化
●  教育投資の充実
●  ダイバーシティ＆インクルージョンの推進
●  「CHANTO」の浸透・実践 など

　「粘り強く精緻に物事を進める文化」を維持しつつ、環境変化を好機と捉えて潮流を読み、自ら変革して柔軟に動く

文化の醸成、人材の育成を推進しています。「ちゃんとやりきる力」の浸透・実践に向けて、「プロジェクトCHANTO」

や、リーダー人材、グローバル人材の育成等に取り組んでいます。

誠実で優秀な人材

粘り強く精緻に物事を進める文化

潮流を読み、
自ら変革して柔軟に動く

実践とパフォーマンス
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➡ 「プロジェクトCHANTO」の詳細はP.29-32をご覧ください。



リーダー人材、グローバル人材、DX人材の育成
次世代リーダーの育成
　能力（グレード）別の選抜型教育研修プログラム「SMP 

Academy」を2016年7月に設立しました。若手から中堅、

管理監督職の各層において、向上心があり潜在的能力の

ある社員を対象とし、A1塾、A2塾、A3塾、経営塾で構成

されており、2016～2021年度の6年間で482人が参加し

ました。

　2020年4月以降は、COVID-19の影響によりすべての

研修をオンラインで実施しています。研修内容もデジタル

化時代のビジネスモデル立案や実行を学ぶ内容に変更す

るなど、時代の変化に応じた内容を取り入れています。

　こうした次世代リーダーの育成・抜擢に大きな役割を果

基本方針Ⅱ

柔軟で効率的な組織基盤づくり

たしているのが、2008年から継続している人材戦略会議

です。これは社外取締役を除く取締役全員と一部の執行役

員に必要に応じて本部長を加えて定期的に開催している会

議で、この10年間に100回以上実施してきました。それ以

外に、働き方改革やダイバーシティについてなど、時々の重

要な人事関連課題について議論しています。

グローバル化を見据えた英語力強化
　当社では、海外子会社や海外アカデミア・研究機関に人

材を派遣するなど、将来的に海外でマネジメントできるグ

ローバル人材の育成に取り組んでいます。

　また、各本部推薦による選抜英語力強化研修に加え、全

社的な英語力の底上げという観点から、2020年度は

e-learningコンテンツ学習としてgoFLUENTプログラム

を導入するとともに、会社が提供するTOEIC受験機会を

年2回から年4回に増やし、一部の役職の昇格審査の受験

要件として「TOEICスコア」を組み込みました。今後は、グ

ローバルに活躍できる人材のプールをさらに増やすべく、

各種英語力強化プログラムのブラッシュアップおよび新規

プログラムを検討・実施していきます。

「新たな価値創造」と「オペレーション改革」をDXで実践す
る人材の育成
　2021年8月からデータサイエンティストを100人育成す

ることを目標として、DX研修をスタートしました。全社員向

け、管理職向けのe-learningをはじめ、さらにハイレベルな

データサイエンスの実践知識習得を目指すコースを設定し

ています。各種のデータを積極的に活用し、さまざまな課題

を解決できるデジタル人材の早期育成を目指しています。

自律・自立したキャリアを自ら実現していく
企業風土の醸成
タレントマネジメントによる戦略的人員配置と人材育成の
推進
　当社は、人材（タレント）が、どのようなスキル（才能・資質）

や能力を持っているのかを一元的に把握・管理するタレント

マネジメントシステムを導入・運用しています。このシステム

を活用して、従業員自らがキャリアプランを描くことで自律・

自立した自己研鑽を促し、また個人に合った育成プランを

上司と部下とで計画することで、「人材育成」「適材適所の

人員配置」を実現し、成果の最大化を目指しています。

　2021年度は蓄積された情報を基にピープルアナリティ

クスを実践し、人事領域における施策の意思決定を加速化

し、社員の成長を促す因子やエンゲージメントに寄与する

因子の探索を行いました。

　今後は、解析データを人材マネジメントに活用すること

で 従業員の成長を加速し、組織成果を最大化する人事施

策の実現を目指した取り組みを進めます。

　また、さまざまな部門でキャリア採用を積極化しており、

年々採用数は増加しています。2021年度は本社組織やリ

サーチディビジョン、技術研究本部を中心に29人を採用

しました。 

中期経営計画2022
実践と
パフォーマンス

KPI

● 選抜型研修受講者数
2021年度の進捗
SMP Academy　受講者数：85人

● 海外勤務経験者数
2021年度の進捗
25人（2021年度海外勤務開始者）

● 英語力強化プログラム受講者数
2021年度の進捗
e-learningコンテンツ学習（goFLUENTプログラム）
受講者数
・e-learning：1,201人
・マンツーマンプログラム：159人

● 社内公募件数、応募数
2021年度の進捗
・社内公募件数:6件(13人)
・応募数:55人

● キャリア・コンサルティング相談件数
2021年度の進捗
セルフキャリアドック相談件数：約200件
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女性社員の活躍推進
　当社は、性別等の属性に関わらず一人ひとりの従業員が

持てる能力を十分に発揮することが企業理念の実現に不

可欠であると捉えています。将来的には、従業員構成に占

める男女比率と管理職に占める男女比率が同程度になる

ことが一つの目安と考えており、結婚や出産などのライフイ

ベントを経験しても継続的に勤務する女性社員数や、女性

社員の管理職への登用数の増加を目指しています。「2020

年度中に管理職における女性比率を10％にする」という目

標を2019年4月に前倒しで達成するなど、女性管理職比

率は順調に増加しています。

　2021年1月以降は、女性管理職比率10％以上を維持し

つつ、管理職候補となる女性幹部社員の比率15％以上を目

指し女性リーダー育成研修等を通して育成を進めています。

　また、男性の育児休業取得率100％という目標を掲げて

働きかけていくことで各人が仕事と生活の調和を一層図り

やすくなる職場環境を目指します。

LGBTQの理解促進
　当社は、性的指向、性自認に関する差別的言動を行わな

いことをコンプライアンス行動基準に明記しており、全従

業員を対象に、LGBTQ（レズビアン、ゲイ、バイセクシュア

ル、トランスジェンダー、クエスチョニング、クィアなどの性

的マイノリティ）の理解促進を目的とした研修やALLY活

動等を実施しています。

　また、2020年4月に同性パートナーシップ制度を導入し、

同性パートナーを、住宅や慶弔等の各種制度で配偶者と同

等に扱うことができるようになりました。これらの取り組み

が評価され、「PRIDE指標2020」、「PRIDE指標2021」に

おいて、2年連続「ゴールド」に認定されました。

障がい者の活躍推進
　精神障がい者の自立を支援するために設立し、特例子

会社として認定された「株式会社ココワーク」では、葉物野

菜などの太陽光型水耕栽培に取り組んでおり、当社グルー

プは今後も障がい者の活躍を推進していきます。

　なお、2022年6月1日時点の障がい者雇用率は2.34％

です。

価値創造の戦略 財務情報／会社情報ガバナンスプロフィール

基本方針Ⅰ

基本方針Ⅱ

目標およびKPIを設定しており、一覧表はP.35-38に掲載しています。マテリアリティ

柔軟で効率的な組織・オペレーション
変革を加速する企業文化・人材
デジタル革新

KPI

● 女性管理職比率
 （2022年度末までの目標：10％以上維持）
2021年度の進捗   16.0％

● 管理職を除く幹部社員の女性比率
 （2022年度末までの目標：15％）
2021年度の進捗   12.2％

● 男性育休取得率
 （2022年度末までの目標：100％）
2021年度の進捗   88.2％（5営業日以上）

● LGBTQに関するe-learning受講者数
2021年度の進捗   2,755人

● ALLY活動数
2021年度の進捗   4件

● 障がいを持つ社員の平均勤続年数
2021年度の進捗   18.9年

ダイバーシティ＆インクルージョン マテリアリティ

優良な子育てサポート企業として、
2017年に厚生労働大臣から認定
を取得

女性の活躍推進に関する取り組み
の実績状況が優良な企業として、
2017年に最上位の「えるぼし」（三
ツ星）の認定を取得

ココワーク 江坂ファーム（大阪府吹田市）

実践とパフォーマンス
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中期経営計画2022
実践と
パフォーマンス

　事業環境変化に対応し、2033年

にグローバル・スペシャライズド・プ

レーヤーとしての地位を確立するた

めには、従業員一人ひとりが「ちゃん

とやりきる力」を発揮し、進化してい

く必要があると考え2020年2月から

「プロジェクトCHANTO」をスター

トしました。

　2022年4月には人事評価制度を

見直しました。「CHANTO」の行動

指針を評価要素として組み込み、特

に「勇気を持って挑戦をした人」を評

価できる仕組みにより、これまで以

上の成果創出につなげたいと考えて

います。さらに従来の賞与の仕組み

に加え、新たに部門賞与を導入。部

門業績により配分された原資を基

に、高い目標を掲げて「挑戦する姿

勢」や「挑戦するプロセス」を評価軸

として、各部門が支給対象者と支給

額を決定できる制度としました。

「プロジェクトCHANTO」を
紐付けた人事評価制度

　導入にあたっては従業員に向けて

説明の機会を設けたほか、社長をは

じめとした役職者から導入の意義を

伝える動画メッセージを発信しまし

た。今後、運用上の課題も出てくる

かもしれませんが、私はこうした仕

組みの導入自体が挑戦であり

「CHANTO」の行動指針を体現した

取り組みだと感じています。

　この2年間、COVID-19対応と当

社の働き方改革は不可分なもので

した。慣れない働き方で不足しがち

なコミュニケーションの強化を目的

とした研修や心身の健康を保つため

のイベントを実施するなど、コロナ

禍においても成果を最大化するため

の取り組みを進めました。

　ダイバーシティ＆インクルー

ジョンも着実に進展しています。女

性管理職比率は順調に増加してお

り、今後は管理職候補となる女性幹

部社員の比率向上を目指した育成・

研修を進めていきます。男性の育児

休業取得率も100％という高い目標

を掲げて取り組んでいます。

　また、アンコンシャスバイアスと言

われる無意識の偏見が存在すること

を理解するために、2021年度は役

員への研修を実施しました。

　当社グループは、能力を発揮した

いと望むすべての従業員が活躍でき

る職場環境づくりに注力し、さらに

「プロジェクトCHANTO」を通じた

従業員の意識変革と行動変容を促

してきました。定量的に示すのは難

しいものの、組織や人が着実に変化

していると感じています。

　個人の成長を促し、結果として組

織が変化し成果も拡大するといった

好循環を生み出すべく、今後も取り

組みを進めていきます。

働き方改革と
すべての人が活躍できる
環境づくりを

個人の成長、組織の変化を
成長の推進力へ

常務執行役員
渉外、秘書、人事担当

樋口 敦子

63 住友ファーマ株式会社  統合報告書2022

人事担当役員メッセージ



価値創造の戦略 財務情報／会社情報ガバナンスプロフィール 実践とパフォーマンス

デジタル革新
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基本方針Ⅱ

基本方針Ⅰ

柔軟で効率的な組織・オペレーション
変革を加速する企業文化・人材
デジタル革新

　デジタル活用を通して組織基盤の強化を図ります。

外部環境の変化を捉え、アジャイル（機敏・臨機応変）に

対応し、プロアクティブかつ柔軟に変化していける組織

デジタル・ケイパビリティの更なる強化
● 全社のデジタル・ケイパビリティの向上
● デジタル活用スキルの向上と意識の変革
● デジタル人材の獲得と育成
● データ活用プラットフォームの強化など

全社を挙げたデジタル化機会の特定と成果創出
● 事業組織中心に医薬、フロンティア事業で新たな
価値を創造する

● デジタル革新組織中心にオペレーション改革と将
来の高度なデジタル化を見据えた全社的な取り組
みを推進する

や人材力を、デジタル革新を助力として構築し、新たな

価値創造とオペレーション改革の両方を目指しています。

デジタル革新

ヘルスケア
ソリューションへの

活用
デジタルを
基軸として
「研究開発」

「フロンティア事業」
「ビジネス・オペレーション」の

すべてを変える

革新的な医薬品の
創生と成功確度の

向上

効率的な
オペレーション

構築

　当社は、中期経営計画2022において、デジタルトランス

フォーメーション（DX）を「成長エンジンの確立」および「柔

軟で効率的な組織基盤づくり」によって事業基盤を再構築す

るための取り組みの一つと位置付けています。ITとデジタル、

全社と部門の融合および迅速な意思決定を実現するDX推

進体制を構築し、会社全体のデジタルリテラシー（活用能

力）・マインドの底上げおよびデジタルワークプレイスの整備

などに取り組んできました。

　また、2019年12月のRoivant社との戦略的提携により

当社グループのDXを加速するヘルスケアテクノロジープラッ

トフォームであるDrugOMEおよびDigital Innovationと

それらに関わる人材を獲得しました。これらの体制と技術、

人材を駆使し、売り上げや研究・開発のマイルストンなどに

連動した定量目標を設定することなどを通じて、創薬の確度

の向上と開発期間の短縮を実現させ、これまで以上に安心

安全な医薬品を安定的に製造し、より幅広く医療関係者そ

して患者さんとそのご家族に価値をお届けするとともに、革

新的な医薬品と医療ソリューションを創造していきます。

　ビジネス価値の創出・向上にフォーカスしてDXを加速さ

せ、持続的成長の実現に向け「データ駆動型の製薬企業へ

の転換」と「新たな価値創造とオペレーション改革」を進めて

います。

デジタル革新戦略



推進体制

社長

Chief Digital Officer住友ファーマ

スミトバント社
デジタルチーム

営業本部
マーテック戦略
推進室

リサーチディビジョン、開発本部、技術研究本部、
生産本部、信頼性保証本部、営業本部、本社組織

フロンティア
事業推進室
（FBO）

経営企画部 IT＆デジタル
革新推進部
（IDT）

データ
デザイン室
（GDD)

サノビオン社
スミトモファーマ・オンコロジー社

マイオバント社
ユーロバント社
エンジバント社
アルタバント社
スピロバント社

デジタル革新コミッティ

AI＆データ活用推進ワーキング

中期経営計画2022
実践と
パフォーマンス

基本方針Ⅱ

柔軟で効率的な組織基盤づくり

　当社グループのChief Digital Officerであるダン・ロスマン

のもと、グループ全体でDXを推進するチームとしてグルー

プ各社のIT関連部門が集まる「Digital Transformation 

Leadership Team」を設置しています。また、データデザイン

室、IT&デジタル革新推進部、フロンティア事業推進室、マー

テック戦略推進室などのDXに関する専任組織を設置して

います。さらに、各DXプロジェクトに関して迅速に柔軟な意

思決定を可能にするために、データデザイン室、経営企画

部、ＩＴ＆デジタル革新推進部からなる「デジタル革新コミッ

ティ」を国内に設置するとともに、全社組織として各部門の

代表からなる「AI＆データ活用推進ワーキング」を設置し部

門横断的な活動も行っています。

　本推進体制により、当社グループにおける先端技術のDX

活用の実現を推進しています。また、変化に対して柔軟に対

応でき、社内外の機能を組み合わせる機動的な組織を実現

するとともに、自ら変革して柔軟に動く文化の醸成、人材の

育成を推進しています。

　DrugOME とは、データサイエンスの高い知識を持った

データサイエンティストのチーム（Computational 

Research チーム）が、データの解析等で解決したい課題を

持っているビジネス部門とコミュニケーションを密に取りな

がら、多種多様なデータを活用し、ビジネス上のさまざまな

課題に対して迅速に質の高いソリューションを提供する仕

組みです。リアルワールドデータを利用した開発化合物の事

業性評価、開発計画や試験デザインの最適化、論文情報や

治験データを活用したキー・オピニオン・リーダー（KOL）の

効率的な探索・同定、臨床試験の効率化など、 当社のバ

リューチェーンのさまざまな場面において、DrugOMEの利

活用を推進しています。

推進体制 DrugOMEの概要
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DrugOMEの概要

Digital Innovationの概要

● 高いコーディング技術や
データ分析技術を持った専
任のテクノロジーチーム（デ
ジタルイノベーター）

● 共通のプラットフォームを
利用

● デジタルイノベーターをビジ
ネス部門に配置

● ビジネス部門と一体となり業
務課題を特定し、デジタル技
術を利用したソリューション
を提案

● デジタルイノベーターが中心
となり、ビジネス部門の業務
課題解決に必要なソリュー
ションをアジャイルに開発・
提供

● 同様の業務課題を抱える他
の部門に、ソリューションを
迅速に横展開

ソリューションの横展開ソリューションの実装課題の特定・解決策の提案デジタルイノベーター

データ収集

● 医薬品データ
● 標的分子データ
● 臨床試験情報
● FDAデータ
● 保険請求データ

● FDA文書
● SEC等の年次報告書
● プレスリリース
● 学術論文

非構造化データ

データの統合 分析の実施

標準化した
分析用ツール

専門家による
都度分析

臨床開発の支援

有望アセットの
探索

アウトプット

意思決定の改善

分析統合データベースデータソース

DrugOME専門のComputational Researchチーム

構造化データ

基本方針Ⅱ

基本方針Ⅰ

柔軟で効率的な組織・オペレーション
変革を加速する企業文化・人材
デジタル革新

　Digital Innovationは、バリューチェーンのあらゆる事業

活動を進めるにあたって直面するさまざまな課題に対して、

デジタルで課題解決や業務効率化を図るための仕組みです。

各ビジネス部門に専任のデジタルイノベーターを配置して社

内のニーズを直接ヒアリングすることにより、ビジネス部門

の業務に合った新しいアプリケーションや自動化の仕組み

などを開発・提供します。また、グループ会社内で共通のプ

ラットフォームを使用しており、各デジタルイノベーターが作

成したアプリケーションは部門間、グループ会社間で共有が

可能です。これを推進することにより、当社グループ全体の

デジタル・ケイパビリティのさらなる強化やオペレーション

改革を加速します。

　日本では、薬事情報の検索ツール、治験関連文書の作成

支援ツール、医薬情報担当者（MR）が作成する文書の半自

動作成ツール、営業資材の審査効率化ツールなどのアプリ

開発、米国では、臨床試験での被験者エントリーの予測分

析、創薬関連情報の検索精度を上げる統合プラットフォーム

の開発、営業関連データの見える化などをしています。

　革新的な医薬品とヘルスケアソリューションの提供を促

進するため、デジタル人材の強化に加えて、アジャイルでデー

タドリブンな企業文化の変革をベースにしたオペレーション

改革を進めています。

Digital Innovationの概要

オペレーション改革の加速

価値創造の戦略 実践とパフォーマンス 財務情報／会社情報ガバナンスプロフィール
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中期経営計画2022
実践と
パフォーマンス

基本方針Ⅱ

柔軟で効率的な組織基盤づくり

　全社員を対象にしたDX人材研修、データサイエンティスト

研修、DX企画人材育成、市民開発者の募集等の人材開発や、

アジャイルな業務スタイルの導入などに取り組んでいます。

　オペレーション改革を支える環境として、全社員約3,000

人がテレワーク可能な通信インフラの整備・拡張、Web会議

システム等の活用によりオフィス勤務と同等の業務遂行やコ

ミュニケーションを可能にしています。

　また、テレワーク環境下で協業を支援するためのツールと

して、会議の議題について話し合う場面や新たなアイデアを

生み出す際に利用できる「Whiteboard」や、自由な思考・思

いついたアイデア・情報の流れなど図式で表現するための

「Mindmap」、勤務状態や予定が確認できるツールなども導

入し、一般業務のデジタルワークプレイス化を進めています。

　さらに、各種申請書類のワークフローシステム化や定型作 

業のRPA（Robotic Process Automation）化により管理業 

務の自動化を進め、意思決定の迅速化、業務プロセスの効 

率化、標準化を実現し、高付加価値な業務へ充てる時間を 

増やすことで、生産性向上につなげています。

　ビジネスとITの知識が連携することにより、発想の変化

や行動変容によって新しいビジネス体系を創り出そうとして

います。カルチャーの変革といったマインドセットで、全社一

丸となって取り組んでいきます。

インシリコ創薬技術を駆使したデータ駆動型創薬研究
　AIやシミュレーションによる有望化合物創出や、患者さん

の医療・健康情報の解析から得られる知見をトランスレー

ショナル研究に生かすことで、創薬研究開発の成功確度向

上を図っています。毒性や薬物動態評価では、当社で開発し

たAIの積極活用により、実験をする前に結果を予測し、有

望な化合物を合成／評価することで効率化しています。化

合物創出の観点で、シミュレーションによる薬効の予測も含

めたインシリコ創薬技術の活用がこの1～2年で非常に浸透

してきており、効率的かつ合理的に進められる創薬テーマが

複数出てきています。インシリコ創薬の効果として、従来の

創薬研究を進めるうえで、開発のコストとスピードを平均し

て、2～3割効率化できると考えています。また、臨床ビッグ

データの独自解析から、新たな創薬標的の探索を進めてい

ます。

AIによる非臨床試験の効率化
　数多くの新しい化合物の中から、新薬の可能性があるも

のを薬理評価により選別した後、薬理活性と毒性を確認す

るための非臨床試験を行います。今までは、実験で細胞の変

化や動物の行動を長時間観察して評価してきました。

　実験を効率的かつ客観性高く進めるために、AIによる病

理画像の解析や深層学習を用いた行動薬理試験を採用する

ことにより、長時間かかっていた確認作業が大幅に短縮さ

れ、試験結果をより迅速かつ精度高く分析し、次のフェーズ

に進むことができるようになりました。

フロンティア事業のDX
　当社は、DTx（デジタル治療）など医薬品以外のヘルスケ

ア領域において、社会課題の解決のための新たなヘルスケ

アソリューションを提供し、人々の「多様な健やかさ、多様な

生き方」を実現することを目指し、フロンティア事業の早期

立ち上げに取り組んでいます。

　疾病を抱える患者さんのみならず、未病の健常人や介護

者、保護者、医療関係者も対象とし、皆さまが抱える潜在課

題を的確に捉えた、フレキシブルかつ効果的で、人々に寄り

添うソリューションの設計と提供において、DXは単なるツー

ルに留まらない重要なドライバーの一つです。フロンティア

事業では、革新的なDX技術の導入を促進し、多くのパート

ナー企業との共同研究・開発プロジェクトを推進し、ヘルスケ

アソリューションの社会実装と事業化に取り組んでいきます。

➡ フロンティア事業の詳細はP.55をご覧ください。

活用事例：ビジネス部門とITチームの連携に
よる価値の創造
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基本方針Ⅱ

基本方針Ⅰ

柔軟で効率的な組織・オペレーション
変革を加速する企業文化・人材
デジタル革新

MRによる情報提供の支援
　国内の営業活動において、これまでのMRによる情報提

供活動にAIやVRなどのデジタル技術を取り入れるととも

に、顧客の情報入手手段の変化に対応するためにウェブサ

イトや外部ポータルサイトを通じた情報提供を効果的に組

み合わせ、各活動から得られたデータを活用したDXを加速

しています。

　AIを用いた製品需要予測モデルの構築、営業やマーケ

ティング活動を通して得られたデータの高度な分析やシミュ

レーション、最新のプログラミング技術を用いたMR内勤業

務の自動化ツールの作成など、さまざまなデジタル技術を駆

使しながら新しい営業スタイルの確立を目指しています。

DXを推進する基盤や仕組みの構築
　当社は、社内外のデータを活用し、新しい価値の創出を推

進する体制を構築しています。また、データドリブンな意思

決定を実現するため、非構造化データを含む各種データを、

すべての社員が簡単に利用し、分析できる全社横断的な

データ活用基盤の整備やデータ可視化ツールの利用を推進

しています。

　また、前例のないイノベーティブなシステム開発を実現す

るアジャイルチームを内製化する一方で、社員自らが業務の

デジタル化に取り組めるよう、市民開発者の育成も行ってい

ます。市民開発者が作成したプログラムを自由に他でも再利

用できる社内エコシステムを構築するなど、全方位でデジタ

ル化の加速を図っています。

　これらの取り組みにより、2020年、2021年と2年連続で、

経済産業省および東京証券取引所が共同で実施するデジタ

ルトランスフォーメーション調査（DX調査）において、「DX

注目企業」に選定され、また同省が定めるDX 認定制度に基

づき、「DX 認定事業者」としての認定を取得しています。

デジタル技術を駆使した新しい営業スタイル

価値創造の戦略 実践とパフォーマンス 財務情報／会社情報ガバナンスプロフィール

68住友ファーマ株式会社  統合報告書2022




