
社会貢献
実践と
パフォーマンス

社会貢献

マラリア、薬剤耐性（AMR）菌感染症、
インフルエンザの治療薬・ワクチンの創出
　COVID-19の拡大やウクライナ情勢に伴う世界的なサプ

ライチェーンの混乱など、国際的に保健医療の持続可能性

が喫緊の課題とされる中、製薬企業に寄せられる期待は一

層高まっています。

　当社は、マラリア、薬剤耐性(AMR)菌感染症、インフル

エンザ等の国際的な脅威となる感染症領域の研究開発を通

じて課題解決に取り組んでいます。これらの取り組みは、

SDGs達成や将来的なパンデミックに対する備えへの貢献

のみならず、グローバル製薬企業としての当社のプレゼンス

を高めることにもつながると考えています。

　マラリアに対しては、国立大学法人愛媛大学、European 

Vaccine Initiative（EVI）およびInstituto de Biologia 

Experimental e Tecnológica（iBET）とのマラリア発病阻

止ワクチンの共同研究ならびに愛媛大学および米国PATH

とのマラリア伝搬阻止ワクチンおよびマラリア感染阻止ワク

チンの共同研究を継続しています。これらは、それぞれグ

ローバルヘルス技術振興基金（GHIT Fund）の助成案件に

選定されています。

　薬剤耐性(AMR)菌感染症に対しては、複数の住友ファー

マの研究員を北里研究所の大村特別栄誉教授の創薬グルー

プ（現大村智記念研究所）に派遣、両者の混成チームで研究

を推進し、KSP-1007（β-ラクタマーゼ阻害薬）を創出しまし

た。当社は、2022年1月に米国でKSP-1007のフェーズ1

試験を開始しました。インフルエンザに対しては、医薬基盤・

健康・栄養研究所とのユニバーサルインフルエンザワクチン

の前臨床研究を継続しています。AMRおよびインフルエン

ザの共同研究はいずれも、日本医療研究開発機構（AMED）

の医療研究開発革新基盤創成事業（CiCLE）に係る研究開

発課題として採択されています。

薬剤耐性（AMR）対策と抗菌薬適正使用に
関する官民連携強化
　2019-2020年、ベトナムの主要な10病院施設と連携し、

抗菌薬適正使用と薬剤耐性（AMR）対策を目的とした、薬剤

感受性サーベイランス研究を実施しました。各医療機関が

治療に最適な抗菌薬を選択する能力開発の支援として、各

病院施設に対する詳細結果報告や技術指導を2020年9月

に完了し、また、研究結果をベトナム国内外に広く還元すべ

く、2021年7月の欧州臨床微生物学会（ECCMID）で発表

しました。さらなる臨床活用に向けて論文投稿の準備を進

めるとともに、2022年4月からは、第2回薬剤感受性サーベ

イランス研究（2022-23年実施）の準備に着手しました。

健康・衛生・栄養に関する市民啓発の推進
　当社は、カンボジアのコンポンチャム州を対象に、NPO主

導のもと、母子の健康改善プログラムを提供しています。

　2021年度は、妊婦対象の家庭訪問を591件、産後対象

の家庭訪問を470件実施し、妊婦健診・産後健診・乳幼児

健診の受診促進、栄養や衛生に関する啓発などに取り組み

ました。また、栄養豊富な離乳食を作るための調理実習を計

33回実施し、延べ691人の地域住民の方々が参加しました。

グローバルヘルスへの貢献 マテリアリティ

KPI

●  感染症領域の開発進捗状況
プロジェクト数／製品数（上市数）
感染症領域での開発進捗および当社の貢献度を測るため
にプロジェクト数および製品数（上市数）を指標とする。

2021年度の進捗　　プロジェクト数：6件
 製品数（上市数）：0品目

●  感染症領域での政策提言の数
感染症領域の更なる環境整備を進める指標として政策提
言数を設定し、本領域における研究開発の促進に繋げる。

2021年度の進捗　　8件

●  AMR 対策支援プログラムに参加した医師・薬剤師の人数
医療関係者への一助となる支援プログラムへの参加人数
を指標とし、市民啓発の更なる推進に努める。

2021年度の進捗　　31人

●  途上国の母子保健支援プログラムで支援した
地域住民の人数
医療関係者への一助となる支援プログラムへの参加人数
を指標とし、市民啓発の更なる推進に努める。

2021年度の進捗　　調理実習：691人
 家庭訪問：1,061軒
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母子保健ボランティアによる家庭訪問の様子（カンボジア）

　医療が進歩した現代においても、アンメット･メディカル･ 

ニーズが数多く存在しており、研究開発型の製薬会社は、課

題を解決する使命を担っています。また、世界には、医療シ

ステムの不備や貧困、災害や戦争による混乱などにより、す

べての人が平等に必要な医療を受けることが困難な地域が

存在します。

　このような医療アクセスに関わる課題に対して、当社製品

の研究開発の取り組みに加え、国際機関、政府機関、研究機

関、市民社会等と連携し、健康・衛生・栄養に関する市民啓

発等により、解決に取り組んでいます。

　その一環として、グローバル製薬企業とCity Cancer 

ChallengeやPATHなどの国際組織によるパートナーシッ

プ活動であるAccess Acceleratedに2017年から継続的に

参画しています。2021年度は、コロナ禍における非感染性

疾患（がん、心疾患、糖尿病など）に関する市民啓発や検診

強化等を通じた医薬品アクセスの向上に取り組みました。

　また、ウクライナ情勢に伴う東欧諸国の医薬品供給の混

乱に対し、ウクライナや周辺国の政府からの要請に基づい

て、ウクライナとモルドバ共和国に抗てんかん剤「エクセグ

ラン錠」を複数回にわたり、計352万錠を寄贈し現地住民や

避難民の方々に提供しました。

服薬に関するリテラシー向上を目指した市民啓発の推進
　医薬品を用いた治療方法や副作用を正しく理解し、納得

したうえで医薬品を使用することは、医薬品アクセス向上に

おいて、とても重要です。当社は、「くすりのしおり」「患者向

医薬品ガイド」や当社医薬品を使用中の患者さん･ご家族向

けの指導箋を提供して適正使用を推進しています。

未承認薬・適応外薬の開発要望への対応
　当社はアンメット･メディカル･ニーズの高い領域におい

て、治療に向けた新しい選択肢を提供する取り組みとして、

未承認薬･適応外薬の開発要望にも対応し、2020年3月の

「悪性リンパ腫における自家造血幹細胞移植の前治療」を含

め、これまで4件の承認を取得しています。また、2022年3

月にビグアナイド系経口血糖降下剤「メトグルコ錠」につい

て、不妊治療に関する追加適応の公知申請を行いました。

医療人材の育成、保健ネットワークの構築などに対する支援
　当社は2016年7月から、カンボジアのコンポンチャム州

にて、NPO、現地政府、地域社会と連携しながら、母子保健

改善プログラムを実施しています。これまでに62人の母子

保健ボランティアを育成し、2021年度は妊婦対象の家庭訪

問を591軒、産後対象の家庭訪問を470軒実施しました。

　また、現地政府や保健センターとの連携のもと、育成し

た母子保健ボランティアを通じて、栄養や健康、歯科など

に関する母親向けの絵本型テキストを家庭訪問時に寄贈し

ました。

医薬品アクセス向上への取り組み マテリアリティ

途上国に対する
医療インフラ整備支援

マテリアリティ

KPI

●  服薬リテラシー向上を目指すプログラム数
医薬品を用いた治療方法や副作用を正しく知るための機
会の設定の重要性から実施プログラム数を指標とする。

2021年度の進捗　　4プログラム

●  未承認薬・適応外薬への対応数
治療に向けた新しい選択肢への貢献を測る指標として、未
承認薬・適応外薬への対応数を指標とする。

2021年度の進捗　　2製品

●  医薬品アクセスに関する当社が貢献した政策提言の数
公正な価格での薬剤提供に向け、当社としても政策提言に
関与し、制度面の整備に繋げる。

2021年度の進捗　　11件

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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ウォークイベントに参加したサノビオン社の従業員

患者さんやご家族、社会の疾患に関する
更なるリテラシーの向上
市民公開講座の開催
　患者さんおよびそのご家族のみならず、広く一般の方を対

象に、疾患についての正しい理解を促進し、社会課題の解決

に貢献することを目的に全国で市民公開講座を開催してい

ます。

　2021年度は、パーキンソン病・レビー小体型認知症関連

15件、糖尿病領域12件、精神疾患領域1件の市民公開講

座をCOVID-19の感染拡大防止のため主にオンライン形式

で開催しました。

　2021年度よりアンケートによる理解度、満足度調査を実

施し、回答者の90%以上から講座内容に肯定的な評価を得

ました。今後もアンケートを継続し、講座内容に反映させて

いきたいと考えています。

患者団体との協働 (寄付を含む)
　当社は、グローバルスローガン「Innovation today, 

healthier tomorrows」のもと、「患者さんやご家族の一人

ひとりが、より健やかに、自分らしく過ごせるように」との想

いで患者支援活動に取り組んでいます。

北米における患者団体活動の支援
　サノビオン社は、深刻な精神疾患およびパーキンソン病の

患者さんを支援するために、年間を通してウォーキングや自

転車の遠乗りイベントに参加し、疾患啓発や募金活動をして

います。全米精神疾患患者家族会（NAMI）のウォークイベン

トは、深刻な精神疾患の疾患啓発や疾患への偏見を無くす

ことを目的として、米国全土で実施しています。参加者は、精

神疾患の患者さんを支援するための募金活動をすることで、

コミュニティ意識がより高まります。米国パーキンソン病協

会（APDA）のウォークイベント「Optimism Walk」や米国

パーキンソン病財団（The Parkinson's Foundation）によ

るウォークイベント「Moving Day」などのイベントにも参加

しました。

患者支援とアドボカシー マテリアリティ

2021年度の主な寄付先

患者団体
● 一般社団法人 日本難病・疾病団体協議会
● 一般社団法人 全国ファブリー病患者と家族の会
● 公益社団法人 日本てんかん協会
● 一般社団法人 全国パーキンソン病友の会
● 公益財団法人 認知症の人と家族の会
● 公益財団法人 がんの子どもを守る会
● 特定非営利活動法人 血液情報広場・つばさ
● Rare Disease Day日本開催事務局

社会貢献
実践と
パフォーマンス

社会貢献

KPI

●  途上国の母子保健支援プログラムで育成した
専門人材の人数

●  途上国の医療インフラ整備に取り組むパートナーシップ数
途上国で医療の向上を図るためには医療人材の確保や薬
事規制緩和等が必要となるため、育成した専門人材の人
数およびパートナーシップ数を指標とし、途上国のインフ
ラ整備に貢献していく。

2021年度の進捗　　専門人材の人数：62人
 パートナーシップ数：5件

➡ 詳細はウェブサイトをご覧ください。
　 患者団体等との連携における透明性に関する指針
　 2021年度患者団体連携情報
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ウェブサイトやSNSを通じた疾患啓発や情報提供
　患者さんおよびご家族への情報提供や、一般の方への疾

患啓発を目的としたウェブサイトを患者団体と協働して制作

し、公開しています。また2020年度に、YouTubeとFacebook

の公式アカウントを開設し、情報発信のチャネルの多様化・

充実も図っています。

　「こころ・シェア(➡ 詳細はウェブサイトをご覧ください。)」は、患者

さんとそのご家族に統合失調症や双極性障害に関する正し

い情報を分かりやすく提供することによって、より良い治療

や生活に貢献することを目的としたコンテンツです。

　パーキンソン病ステーション内のコンテンツ「パーキン

ソン病患者さんのためのリハビリキッチン(➡ 詳細はウェブサイ

トをご覧ください。)」では、ご自宅でもできる、料理をテーマにし

たリハビリテーションを紹介しています。一つひとつの動き

を意識しながら料理をすることが、リハビリにつながること

を動画のコンセプトとしています。

　「糖尿病マイケアノート」では、2型糖尿病と診断された方

に今日からできる日常のケアとして食事療法や運動療法を

紹介しています。簡単に実践できることから、少し準備が必

要なものまで、ライフスタイルに合った継続しやすい内容を

掲載しています。

➡ 詳細はウェブサイトをご覧ください。
　 糖尿病マイケアノート

KPI

●  医療従事者を通じた患者視点での活動
社会貢献活動だけでなく、MRから医療関係者への情報提
供においても患者視点での活動をより一層進める。

2021年度の進捗
【糖尿病】
・スティグマにあたる言語の注意喚起研修(全支店長、営
業所長）
・日本糖尿病協会作成患者向け資材の配布
【精神領域】
・資材活用による統合失調症患者さんへの啓発推進
・「こころ・シェア」関連資材活用を通じた統合失調症患者
さんの就労支援および双極性障害の疾患啓発・診断率向
上の推進

【神経領域】
・VRコンテンツを用いたパーキンソン病およびレビー小体
型認知症の疾患啓発
（患者・介助者の日常生活体験）
・パーキンソン病患者さん向け啓発資材の提供：リハビリ
日誌（アプリ）、リハビリキッチン他

●  市民公開講座参加者の理解度／満足度
患者さんおよび一般の方と当社が接点を持てる機会にお
いてどの程度疾患啓発や社会課題の解決に貢献している
かを測るため、参加者の理解度・満足度を指標とする。

2021年度の進捗　　理解度94.2％／満足度90.7％

●  患者団体との協働（寄付を含む）を通じた支援活動件数
患者団体の活動を支援し、疾患に対する更なるリテラシー
向上に繋げる。

2021年度の進捗　　9団体への寄付
 1団体への活動サポート

●  ウェブサイトを通じた疾患啓発、情報提供
患者さん、一般の方に向けたより良い情報の発信が更なる
リテラシー向上に重要となるため、疾患啓発や情報提供を
強化したコンテンツ数を指標とする。

2021年度の進捗　　新たに制作したコンテンツ数23件

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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社会貢献

社会との調和を意識し、
社会の一員としての責任と貢献を果たす
製薬企業としての強みを生かした「学びの機会」の提供
　当社は2012年度から、「中高生を対象とした出張授業」を

行っています。医療技術が日々進歩していく現代では、「生命

倫理」は中高生の教育において「正解のない」重要なテーマ

であると考えています。

　生命関連企業ならではの視点で構成された「生命倫理」を

テーマとしたオリジナル教材を用いて当社社員が実施する

出張授業は、子どもたちの「考え、感じ、互いを思いやる」力

を養うプログラムとして、経済産業省や実施した学校の先生

方から高い評価をいただいています。

　2021年度は、ゲノム解析や遺伝をテーマとした当社独自

の授業プログラムを使用して7校で実施し、551人の生徒が

参加しました。本プログラムを通じて、生徒が他者のさまざ

まな考え（多様性）を認めることで、自己理解や他者理解が

深まることを期待しています。2021年度より、授業を行うだ

けでなく、アンケートによる理解度、満足度調査を実施し、

回答者の90%以上から授業内容に肯定的な評価をいただ

きました。今後もアンケートを継続し、より良い授業にして

いきたいと考えています。

　さらに、社会課題の解決に向けて、高校生の新しい発想を

応援したいという想いから、「SDGs Questみらい甲子園※1」

関西エリア大会に第1回（2019年度）から継続して特別協賛

というかたちで参画しています。

　こうした取り組みは、子どもたちの科学への興味・関心を

喚起し、地域コミュニティの教育の質を向上させるだけでな

く、当社への信頼感を高めるものと考えています。

ウェブサイト「すこやかコンパス」の掲載
　2012年度から、未来を担う子どもたちおよびそのご家族

に向けて、当社ウェブサイトに「すこやかコンパス」を掲載し

ています。

　すこやかコンパスでは、iPS細胞を用いた最先端の薬の研

究開発の話から製薬会社の具体的な仕事内容や薬の使い

方、薬の自由研究の方法、最新の話題としてCOVID-19の

ワクチンの解説まで、薬にまつわるコンテンツが充実してい

ます。

　子どもたちに親しみをもっていただけるよう10代に人気

のイラストレーターを起用し、ナビゲーターの「スコッピィ」

が薬に関して解説したり、疑問に答えたりしています。

　すこやかコンパスが、子どもたちが薬に対する興味･関心

をもつきっかけとなり、薬を正しく理解し使用することの大

切さを学ぶくすり教育の一助となることを願っています。

地域貢献 マテリアリティ

高校生が対象のゲノム解析や遺伝をテーマとした当社独自の授業プログラム

※1　SDGs Questみらい甲子園：気候変動、エネルギー、生物多様性、ジェンダー、水な
ど、地球や社会にあるさまざまな問題について、高校生がその解決策となる「SDGs
アクション」アイデアを発表する、未来に向けたコンテスト

兵庫県立兵庫高等学校が考案したテーマ「メンタルヘルスに対する
偏見をなくして相談に行こう」を大日本住友製薬※2賞として選出　
※2　2022年3月時点の当社名
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社会貢献寄付
　当社が重視する「患者さんとご家族への支援」「グローバ

ルヘルス」「地域貢献」に取り組む団体に対して、寄付を行っ

ています。2021年度は「役員･従業員からの寄付金」に「会社

からの寄付金」を合わせたマッチング寄付の4団体を含めて、

28団体に寄付しました。

　またCOVID-19に関するREADYFOR （クラウドファン

ディング）にも参画しました。

薬剤師ボランティアによるワクチン接種の補助業務への協力
　大阪市大規模接種センターにおけるCOVID-19のワク

チン接種に際し、大阪府薬剤師会が担うワクチン接種の補

助業務に協力しました。協力に賛同し薬剤師資格を有する

従業員を募集し、当該従業員はボランティア休暇制度を利

用して、ワクチン接種の補助業務を行いました。

北米でのより強力な地域コミュニティ構築への貢献
　サノビオン社では、2012年から地域奉仕プログラム

「Hands On!」として、従業員の居住地や勤務地でより強力

なコミュニティの構築に貢献するボランティア活動に参加し

ています。これまでに従業員は、青少年および教育プログラ

ム、健康および医療サービス、地域救援イニシアチブを支援

するプロジェクトに、合計32,600時間を超えるボランティア

活動を行ってきました。

　2020年から2022年にかけては、従業員が参加するだけ

でなくCOVID-19の感染防止対策がなされていることを前

提に家族の参加も許可しました。活動の例として、従業員と

その家族は自宅近くの地域支援施設に食料品、衣類や書籍

などを寄付したり、軍人に感謝の手紙を送ったり、大学生か

らの就職等に関する相談にオンラインで応じたりするなどの

活動が行われました。

➡ 詳細はウェブサイトをご覧ください。
　 寄付支援

➡ 詳細はウェブサイトをご覧ください。
　 すこやかコンパス

ボランティア活動

KPI

●  次世代育成支援活動における実施実績、受講者の理解度／
満足度
生命・倫理、ゲノム解析を題材とした出張授業の貢献度を
測るため、受講者（生徒および先生）の理解度および満足
度を指標とする。

2021年度の進捗　　実施校数：7校、受講生徒数：551人
 当社からの講師数：のべ13人
 理解度95.3%／満足度98.1%

●  社会課題（災害、障がい者、環境、生物多様性等）解決に繋
がる社会貢献寄付件数
当社が重視する「グローバルヘルス」「次世代育成」に取り
組む団体へのサポートを通じて、社会課題の解決に寄与
する。

2021年度の進捗　　19件

●  地域毎の慈善活動件数
従業員が参加し、支援の輪が広がることが重要であるた
め、従業員参加型の活動の実施程度および参加人数をそ
の指標とする。

2021年度の進捗　　2件

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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