
　当社は、コーポレート・ガバナンス体制の強化に向けて

継続して取り組んでいます。現在監査等委員会設置

会社を採用しており、取締役7名で構成される取締役会

と、監査等委員である取締役4名（うち社外取締役3名）

で構成される監査等委員会を中心とした統治体制を

とっています。

　取締役会の主な役割としては、中長期の経営方針や

重要業務の意思決定が挙げられます。また、内部統制

システムの基本方針を決議し、取締役の業務執行状況

を監督することも取締役会の重要な役割になります。

このような意思決定や監督の実効性を確保するため、

取締役の人数の縮小、取締役と執行役員の分離及び

役割の明確化、社外取締役が発言しやすい環境の

確保等が必要と考えています。

　こうした方針のもと、これまでに監査等委員会設置

会社への移行の他、中長期業績連動型株式関連報酬

制度の導入、指名・報酬委員会の設置、社外取締役の

機能強化、取締役会の活性化等の取り組みを進めてき

ました。今後も引き続きコーポレートガバナンス体制

の強化に注力していきます。

　当社の監査等委員会は、社外監査等委員3名を含む

4名で構成されています。監査等委員は、監査等委員会

において策定した監査計画に従い、取締役会をはじめ

とする重要な会議への出席や、取締役、執行役員、

従業員、会計監査人からの報告収受、主要な事業所への

往査等、実効性のある監査に取り組んでいます。

　当社は、より良いコーポレートガバナンスの実現を経営

上の重要課題と位置付け、コンプライアンス経営の徹底、

経営の効率性と透明性の向上によって、企業価値を継続

的に高めます。そのために、株主の権利を尊重・保護し、

株主をはじめとするあらゆるステークホルダーとの良好

な関係の構築、維持に努めるとともに、生命関連企業と

して企業倫理、役職員の倫理観の維持・向上に注力し、

社会的使命に応える努力を常に続けます。

　この方針は、グループ企業にも適用し、グループ企業

それぞれが求められる役割・使命を果たし、グループ企業

全体としての企業価値を高めます。

コーポレートガバナンス体制図

事業を支える基盤　ガバナンス

監査等委員会

　当社の指名・報酬委員会は、半数以上を独立社外

取締役で構成し、代表取締役が委員長を務めています。

指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に基づき、主に

取締役、執行役員の選任・解任、候補者、後継者計画等

に関する事項及び報酬に関する事項を審議し、取締役会

に答申することを目的としています。

指名・報酬委員会

　当社の取締役会は、代表取締役が議長を務めて

います。取締役会は原則として月1回開催し、経営上の

重要な課題の検討と迅速な意思決定を図っています。

また、業務執行面では執行役員制度を導入して、執行

役員に業務執行責任を負わせるとともに、取締役会に

は経営における意思決定及び監督に集中させるガバ

ナンス体制を敷き、取締役の責任を明確にしています。

取締役会

コーポレート・ガバナンス体制の強化

　2021年2月、3月に取締役を対象として、取締役会の

構成、運営、議論等に関する19設問からなる「取締役

会の実効性に関する自己評価アンケート」を実施し、

取締役会の実効性に関する分析・評価を行いました。

その結果については、2021年4月19日開催の取締役会

において報告しています。

　全体として実効性に著しく欠けるところはないものの、

今後の課題として、中長期的な経営課題に関する議論

の必要性を認識しました。こうした評価の結果を踏ま

えて、取締役会の充実にさらに取り組んでいきます。

取締役会全体の 
実効性についての分析・評価

株主総会
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取締役会

取締役
（監査等委員を除く）

内部統制システムの整備に関する基本方針

取締役
監査等委員

監査等委員会

連携
連携

連携

監査

監査

会計
監査
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業務執行機能

代表取締役社長

執行組織・会議

執行役員

各部門

関係会社

経営戦略会議

経営モニタリング
会議

選定・解職
報告報告

報告

選任・解任選任・解任 選任・解任

監査・監督

調査・是正

コンプライアンス委員会
（内部通報ヘルプライン）

基本的な考え方
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　当社では、社外取締役が健全かつ効率的な経営の

推進についての助言・提言を行うことで、公正かつ効率

的な企業経営を行えるものと考えています。そして、

社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保すること

で、取締役等の人事や報酬等に関する決定プロセスの

客観性及び透明性を高め、コーポレートガバナンス

体制の一層の充実・強化を図ることを目的として、当社

は取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置

しています。

　当社は、取締役の報酬等の決定に関する基本方針を

以下のように定めています。

・   「東和薬品グループの理念」、「私達の誓い」、「社是」、

「東和薬品グループ企業行動憲章」の実現に向けた

優秀な人材を確保できるものとする。

・  取締役が職務遂行にあたり、意欲や士気を高める

ことができるよう、会社・個人業績について明確な

目標設定とそれに基づく報酬とする。

・  中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献

意識を高めるものとする。

・  株主との利益意識の共有や株主重視の経営意識を

高めることを主眼としたものとする。

　当社は、長期的かつ安定的な取引関係の構築・

維持・強化のための手段の一つとして、取引先からの

保有要請を受け、政策株式を保有することがあります。

その場合でも、当該株式を保有することが当社の中長期

的な企業価値向上に資すると認められる株式に限定

して保有する方針です。

　保有の可否については、毎年、取締役会で中長期的

な経済合理性、将来見通しを検証し判断します。また、

政策保有株式の議決権行使については、その議案の

内容を精査し株主価値の向上に資するものか否かを

判断した上で適切に議決権を行使します。株主価値を

毀損するような議案については、肯定的な判断を行い

ません。また、反社会的行為や法令義務違反が見られた

取締役等の選任議案には反対します。

　この他、当社は、政策保有株主から売却方針の意向が

　当社では、IR活動を通じて株主・投資家等に対し、

経営戦略及び財務・業績状況等に関する情報を適時・

適切に開示するとともに、株主・投資家等との建設的

な対話を重視して、有用な意見、要望等を取締役会に

フィードバックし、企業価値向上に役立てています。

　また、株主・投資家以外のステークホルダーとの

適切な協働も重要と考えており、患者様や医療関係者、

取引先、地域社会、従業員等の株主以外のあらゆる

ステークホルダーに対して、企業価値の創出に向けた

適時・適切な情報開示を行い、良好かつ円滑な関係の

維持に努めています。

示された場合、その売却等を妨げません。また、政策

保有株主との取引であっても、他の取引先と同様、

経済合理性を十分検討した取引を行っていきます。

　現在の社外取締役は全員が監査等委員であり、

取締役会の議案については取締役会事務局の総務部

が事前に送付し、十分な検討を行えるようにしており、

また監査等委員会の補助スタッフにより必要な支援を

実施し、常勤監査等委員を通じて重要事項の報告や

説明を行うことにより、監査等委員としての職務を遂行

できる体制を整備しています。

　以上のような基本方針のもと、取締役（監査等委員

である取締役、社外取締役を除く。）に対して、報酬と当社

の中長期業績及び株主価値との連動性をより明確にし、

取締役の企業価値増大の貢献意識及び株主重視の経営

意識をより一層高めるとともに、中長期的な企業価値

向上を促すインセンティブを付与するため、中長期業績

連動型株式関連報酬制度を導入しています。

　また、取締役等の報酬等に関する決定プロセスの

客観性及び透明性を高め、コーポレートガバナンス

体制の一層の充実・強化を図ることを目的として、取締役

会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しています。社外取締役の選任理由

取締役の報酬等の総額等

コーポレートガバナンスに対する取り組み 年表

2015/6 社外取締役就任

2019/6 監査等委員会設置会社に移行
中長期業績連動型株式
関連報酬制度の導入

2019/10 指名・報酬委員会の設置
2020/6
女性社外取締役の就任

2018/6 社外取締役2名に増員

社外取締役の役割及び独立性 役員報酬

ステークホルダーとの対話

政策保有株式

役 職 　 氏 名 選 任 理 由 出 席 状 況

社外取締役
（監査等委員）  
栄木　憲和
2019年6月就任

グローバル企業での豊富な経験や幅広い見識を有しており、
健全かつ効率的・客観的な経営の推進についての助言・提言を
行っていただくことを期待して社外取締役に選任しています。

取締役会
（13回開催）

100％

監査等委員会
（13回開催）

100％

社外取締役
（監査等委員）  
大石　歌織
2020年6月就任

弁護士としての豊富な経験と専門的な知識を活かして、企業経営の
健全性の確保とコンプライアンス経営の推進についての助言・提言を
行っていただくことを期待して社外取締役に選任しています。

取締役会
（10回開催）

100％

監査等委員会
（10回開催）

100％

社外取締役
（監査等委員）    
後藤　研了
2021年6月就任

公認会計士としての財務・会計等の分野における専門的な知識と
監査法人の経営者としての豊富な経験を活かして、経営の透明性と
客観性向上についての助言・提言を行っていただくことを期待して
社外取締役に選任しています。

- -

区　　　分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の額（百万円）
対象となる

役員の員数（名）基本報酬 年次賞与
（個人評価部分）

業績連動報酬等
金銭報酬 非金銭報酬

取締役
（監査等委員を除く） 175 103 13 48 10 3名

取締役（監査等委員）
（うち社外取締役）

47
（24）

47
（24）

-
（-）

-
（-）

-
（-）

4名
（3名）

合計
（うち社外取締役）

223
（24）

151
（24）

13
（-）

48
（-）

10
（-）

7名
（3名）
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リスクマネジメント リスク情報

　当社は、「リスクマネジメント基本規程」を制定し、

当社グループの各部門と役員及び従業員全員が、本基

本規程に従い、全社的リスク管理を徹底します。当社

グループを取り巻くリスクに迅速かつ的確に対応する

ことが、当社グループの存続・発展に不可欠であり、

リスクの未然防止、またはリスク発生時の利害関係者

の利益喪失及び企業経営への影響度の最小化を図る

ことを基本としています。当社グループのリスクマネジ

メント体制は、最高責任者の代表取締役社長の下、リスク

マネジメント委員会を設置する体制としています。

　当社グループの取り扱う製品・商品は主として医療用

医薬品であり、その中のジェネリック医薬品が中心です。

ジェネリック医薬品は新薬の有効性と安全性が一定期間

にわたって確認された後に上市され、有効成分が同一で

かつ効能・効果、用法・用量が同等の医薬品です。その

ため、当社グループには医薬品製造販売業としての

リスクに加えジェネリック医薬品メーカーとしての特有の

リスク等があります。当社グループは、これらのリスク

発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び不測の

事態に対する体制整備に最大限の努力をします。

医薬品医療機器等法
等による規制

　当社グループは、医薬品医療機器等法及び関連法規等により医薬品の製造・販売について規制を受けています。
これらの規制に関する違反が生じた場合、所管官庁等から行政処分が行われ、当社グループの事業活動に影響を
及ぼす可能性があります。規制に関するリスクに対応するために、関連法規等の情報収集に努め、法令に従った対応
を実施しています。また、全社的なコンプライアンス推進計画の策定、体制の整備を行っています。

特許期間及び 
再審査期間

　新薬の有効成分は通常、特許権により保護されており、その特許期間は出願日から20年間（さらに5年を限度とする
期間延長が可能）となっています。ジェネリック医薬品は特許期間の満了後に製造販売承認されるため、この期間
が延長されることがあれば、当社グループの新製品（追補品）の発売に影響を及ぼします。
　このようなリスクに対応するために、当社グループでは特許情報及び再審査期間情報の収集に努め、関連部門との
連携を行っています。これにより、新薬の特許期間満了後に速やかに効能追加等の一部変更承認を得る、または
再審査期間満了後に一部変更承認申請を行うことで、効能不一致の解消に努めています。

医薬品医療機器法 
に基づく再評価

　医薬品の再評価とは、すでに承認された医薬品について、現時点における学問的水準から品質、有効性及び安全性を
見直す制度です。薬効再評価で有用性が認められないと製品の回収を行い、当該製品の廃棄を行います。このような
リスクに対応するために、当社グループでは科学的技術の進歩の情報を収集し、医薬品の適正な評価を行っています。

副作用
　ジェネリック医薬品については新薬で長年の使用実績があり、安全性が確認され、再審査の後に発売されるため、予期
せぬ重篤な副作用が発生するリスクは小さいですが、もしこうしたことが生じれば当社グループの財政状態や経営成績に
影響を及ぼす可能性があります。このようなリスクに対応するために、当社グループでは、各国の規制に基づき、副作用の
発生情報を含む医薬品に関する情報を収集し、評価・検討してその結果に基づく必要な措置を決定、実施しています。

薬価制度及び 
医療費抑制政策

　2021年度以降、薬価制度の抜本改革により、中間年においても薬価改定が行われ、毎年薬価改定となりました。増大する
医療費の抑制を目的として医療保険制度の見直しや、薬価制度の更なる大幅な変更、医療費抑制政策の強化が行われると、
当社グループの財政状態や経営成績に影響を与える可能性があります。このようなリスクに対応するために、当社グループ
では製品の価値に見合った適正価格での販売に努めるとともに、生産効率化による原価低減活動を行っています。

特許訴訟
　当社グループが発売するジェネリック医薬品には、発売後も原薬の結晶形、製剤、用途等に関する特許権が存続
していることがあり、特許権所有者から特許訴訟を提起される場合があります。このようなリスクに対応するため
に、当社グループでは特許情報の収集に努め、開発部門等の関連部門への連携を行っています。これにより、他社が
有する特許を回避した製剤の開発を行っています。

デリバティブの 
時価評価

　当社グループは半製品や原材料の一部を海外メーカーから外貨建てで輸入しており、円安によるコストアップの
リスクを回避し、長期的に安定供給していくために、長期のデリバティブ取引を行っています。決算時にはこれを
時価評価しますが、為替レート、日米の金利動向によっては評価損または評価益が生じる可能性があります。当社
では、将来における外貨建て輸入取引量を見積り、その範囲内で長期のデリバティブ取引を行っています。これに
より、デリバティブ取引が投機的にならないように留意しています。

災害等による生産の 
停滞、遅延

　当社グループは大阪府、岡山県、山形県、滋賀県、兵庫県、静岡県及びスペイン・カタルーニャ州に生産拠点を
配置していますが、自然災害や技術上・規制上の問題の発生により、生産拠点の操業が停止し、製品の安定供給に
影響を及ぼす可能性があります。また、自然災害等の要因により原材料仕入先からの仕入れが停止し、その代替が
困難である場合には、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。このようなリスクに対応するために、当社グループ
では、国内工場間のバックアップ体制の整備、原薬の複数購買の推進に努めています。また、当社グループ内に原薬
製造工場を保有し、原薬面からの安定供給に努めています。

グローバルリスク
　2020年に買収したPensa Investments, S.L. （現商号：Towa Pharma International Holdings, S.L. 以下

「Towa HD」）について、同社の経営環境や事業の変化、各国の制度・規制の影響、当社とTowa HDの統合作業の
進捗遅延、デューデリジェンスにおいて判明しなかった事象等に起因して、同社買収において期待されていた効果が
得られない場合、当社グループの財政状態や経営成績に影響を与える可能性があります。このようなリスクに対応
するために、当社グループでは、当社とTowa HDの統合作業を通じたグローバル経営体制の強化に努めています。

リスクマネジメントの 
基本的な考え方

　リスクマネジメント委員会は、代表取締役社長、

専務取締役、取締役、上席執行役員、執行役員、本部長

等の20名で構成されています。また、常勤監査等委員

がオブザーバーとして参加しています。同委員会は当社

グループを取り巻くリスクに迅速かつ的確に対応し、

リスクの未然防止、またはリスク発生時の利害関係者

の利益喪失及び企業経営への影響度の最小化を図って

います。

リスクマネジメント委員会

　当社の信頼性・競争力を高めることを目的として、

役員・社員全員が情報資産の適切な活用・保全・運用に

ついて職務遂行上遵守すべき基本的事項を規定した

規程を設け、日常の経営活動、業務推進、組織運営の

一環として情報セキュリティ保持に取り組んでいます。

情報セキュリティ

　当社グループでは、大規模災害が発生した場合に
備え、各種対策を講じています。
　具体的には、①防災用品の配備、②災害発生時の
初動体制の明確化とマニュアル等の整備、③安否確認
システムの導入が挙げられます。また、年2回のリスク
マネジメント委員会を開催し、情報共有を図っています。

災害対策

　当社グループにおける新型コロナウイルス感染症の

感染拡大の影響は軽微ですが、今後影響が長期化または

深刻化した場合には、当社グループ事業所内でのクラス

ター発生による閉鎖または事業活動の停止、患者様の

医療機関の受診抑制に伴う販売面への影響、海外に

おける感染拡大に伴う原料や原薬のサプライチェーン

への影響が生産面に波及する可能性があります。

　当社グループでは、新型コロナウイルス感染症への

対応として、在宅勤務や時差出勤の推奨、社内及び

社外会議のオンライン開催の推奨といった働き方に

おける対策、会議室の定員見直しやアクリルパネルの

設置、サーモグラフィカメラによる発熱者チェック等の

感染拡大防止のための対策を実施するとともに、出張

やイベント等の原則中止・延期等の感染機会の減少に

向けた対策を講じています。引き続き適切な対策を

講じ、事業の継続に努めていきます。

コロナ禍での取り組み

消防避難訓練
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コンプライアンス 社外取締役メッセージ

　当社は、「東和薬品グループ企業行動規範」のもと、

倫理的かつ遵法精神に根ざした企業行動の徹底を

図るとともに、コンプライアンス委員会を設置し、役員

及び従業員のコンプライアンス意識向上の施策の実施

とコンプライアンス研修等による正しい知識の修得に

努めます。さらに、当社グループ役員及び従業員による

不正行為の早期発見・是正を目的に整備した内部

通報制度の適正な運用を図ります。

　一方、代表取締役社長直轄の内部監査室が全部門の

内部監査を実施し、その結果については経営トップに

直接報告します。改善を要する事項についてはフォロー

監査を実施し、その改善状況を確認します。

　会社が長期安定的に成長をするためには金太郎飴のような人材ばかりでなく、多様性のある人たち
が集う組織が必要です。社外取締役に就任して6年が経ち、その間、製薬企業における経営経験を
活用し、管理職向け研修を通して約140名の方々とさまざまな意見交換をさせていただきました。
　当社の際立った強みは、社員の会社・経営陣への高い信頼感と連帯感ですが、一方では「出る杭に
なる」気概のある人が少ないとも感じています。これから訪れる医療・医薬品業界の大変化に、
持てる強みを大切にしながら失敗を恐れずにさまざまな挑戦をすることも大切です。
　これからも人材育成を通して、当社の企業理念である、「私達は人々の健康に貢献します。私達は
こころの笑顔を大切にします。」の実現に貢献できれば幸いです。

　「東和品質」―法律上の品質に適合するだけでなく、真に必要とされる品質や付加価値のある
製品を世の中に提供したい、その時代で最新・最高のものに更新していきたいとの考え方は、私が
所属していた監査法人時代の「世間より一段高い倫理観を持て」との教えに近く、そのまじめな
カルチャーに親しみを感じています。
　その実践は、品質問題からの信用回復が待たれるジェネリック医薬品業界にあっては並大抵の
ことではありませんけれども、それを支えるものの一つがコーポレートガバナンスです。人々の
健康への貢献を通じて「こころの笑顔」を支えるという企業理念に則り、我が国だけでなく世界で
安心して使っていただける製品の安定供給に向けて、社外の目線で寄与していきたいと思います。

　当社では、コンプライアンス委員会の主導のもと、役員

及び従業員向けに日常的な啓発活動を行うとともに、

コンプライアンス推進期間を設けてグループ全体で

諸施策を実施しています。具体的には、経営トップから

コンプライアンスを重視するべき旨のメッセージを役員

及び従業員に対して発信しました。国内グループ各社

の従業員に、各自の業務とコンプライアンスに関する

検討課題に回答することで、一人ひとりがコンプライ

アンスについて考える機会を持つとともに、回答結果

を踏まえて今後の施策に反映しました。

　また、役員及び従業員向けにハラスメントや内部

通報制度に関するｅラーニングを実施しました。加えて、

労働施策総合推進法の改正に伴うハラスメント防止

対策の一環として、ハラスメント防止ハンドブックを

作成し、グループ各社に展開しました。海外子会社では、

法令遵守のための行動規範を制定して役員及び従業員

に発信しました。

　また、グループ報を活用し分かりやすく事例を紹介

するといった取り組みも行っています。

グループ報 「なぜ？なに？コンプライアンス」

　当社における内部通報制度は、国内グループ内で

共通のヘルプラインとして運用されています。グループ

各社から寄せられた通報に対し、コンプライアンス

委員会が通報者の保護を図りつつ適切に対処し、内部

監査室によるモニタリングと合わせて、問題の早期

発見と是正に寄与しています。海外子会社にも内部

通報窓口を設置して運用を開始しました。

コンプライアンス体制図

コンプライアンス教育

内部通報ヘルプライン

会社成長の原点、「人こそすべて、出る杭になろう」

　私は弁護士として20年間にわたり、企業の争訟案件やM&A、事業再生等の業務に携わってまいり
ました。当社の社外取締役に就任して2年目となりますが、ジェネリック医薬品業界で生じた昨今の
不祥事により、ジェネリック医薬品の品質及び安定供給に対する信頼が揺らぐという想定外の事態が
生じ、当社においても、市場からの信頼維持に向けた取り組みが重大な経営課題となっております。
　当社では、こうした当社が直面する経営課題や、健康関連事業への新規参入といった企業価値
向上に向けた取り組みについて、社外取締役にも適時かつ的確に情報共有がなされております。
共有いただいた情報をもとに、法的かつ客観的な視点から、忌憚のない意見を述べさせていただく
ことが私の役割であると認識しております。

弁護士としての視点を生かし経営課題等に対する意見を

堅実な健全経営で 人々に健康とこころの笑顔を

コンプライアンスの方針

　当社グループの役員及び従業員は、業務または財務

の状況に損害を及ぼすおそれのある事実を発見した

とき、コンプライアンス違反発生の懸念があるときは、

速やかにコンプライアンス委員会に報告するよう定めて

います。コンプライアンス委員会は内部通報制度を

主管しており、当社グループの役員及び従業員からの

内部通報の状況について、定期的に取締役会に対して

報告しています。また監査等委員会は、内部監査室・

コンプライアンス委員会と定期的に情報共有を行い、

資料の提出を求めることができます。

コンプライアンス体制

社外取締役
（監査等委員）

栄木　憲和

社外取締役
（監査等委員）

後藤　研了

社外取締役
（監査等委員）

大石　歌織

代表取締役社長

執行組織・会議

取締役会

コンプライアンス委員会

コンプライアンス
委員会事務局

ヘルプ
ライン

工場・物流センター・研究所等の事業拠点ごとの
コンプライアンス担当者

報告

監査・選定・解職

調査・是正
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役員紹介

代表取締役社長

吉田　逸郎

1979年  5月 当社入社
1983年10月 当社経理部長
1983年12月 当社取締役経理部長
1986年  8月 当社取締役総務部長
1990年  4月 当社取締役社長室長
1990年  6月 当社専務取締役社長室長
1991年  6月 当社専務取締役生産本部長 兼 社長室長
1991年11月 当社専務取締役社長室長
1996年  6月 当社代表取締役社長（現任）
2003年10月  ジェイドルフ㈱（現ジェイドルフ製薬㈱） 

代表取締役会長（現任）
2010年10月 大地化成㈱代表取締役会長

取締役

田中　政男

2009年  4月 当社入社 内部監査室次長
2011年  4月 当社内部監査室長
2016年10月 当社広報・ＩＲ室長 兼 人事部長
2017年  6月 当社取締役管理本部長
2019年  4月 当社取締役管理本部担当
2020年  6月 当社取締役（現任）
2021年  4月 ㈱プロトセラ代表取締役会長（現任）

専務取締役

今野　和彦

1998年11月 当社入社 生産本部山形工場品質保証部次長
2005年  4月 当社生産本部山形工場品質保証部長
2007年  4月 当社信頼性保証本部品質保証部長
2009年10月 当社生産本部大阪工場長
2013年  6月 当社取締役生産本部副本部長
2014年  4月 当社取締役生産本部長
2017年  6月  当社常務取締役生産本部 兼 研究開発本部  

兼 製剤技術本部 兼 原薬事業本部担当
2019年  4月  当社常務取締役信頼性保証本部 兼 生産本部  

兼 製剤技術本部担当
2019年  5月 グリーンカプス製薬㈱代表取締役会長（現任）
2020年  6月 当社専務取締役（現任）

取締役（監査等委員・常勤）

白川　敏雄

2006年10月 当社入社 研究開発本部開発部部長
2008年  4月 当社企画本部製品戦略部長
2015年  6月  当社常務取締役事業開発室 及び  

国際部管掌 製品戦略部長
2017年  1月 グリーンカプス製薬㈱代表取締役会長
2017年  4月  当社常務取締役製品戦略本部  

兼 国際事業本部 兼 開発企画室担当
2019年  4月 当社常務取締役
2019年  6月 当社取締役（監査等委員）（現任）

社外取締役（監査等委員）

後藤　研了

1981年 9月  監査法人朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人）入所
1984年 3月 公認会計士登録
2005年 5月 同法人代表社員（現パートナー）
2010年 7月 同法人理事大阪事務所第３事業部長
2013年 7月 同法人専務理事
2015年 7月 同法人大阪事務所長
2020年 7月 後藤研了公認会計士事務所 代表（現任）
2021年 6月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）

社外取締役（監査等委員）

大石　歌織

2001年10月 弁護士登録
2001年10月  北浜法律事務所（現北浜法律事務所・外国法共同事業）入所
2013年  1月 同事務所パートナー（現任）
2017年  6月 ㈱PALTAC社外取締役（現任）
2020年  6月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）

社外取締役（監査等委員）

栄木　憲和

1979年 8月 日本チバガイギー㈱入社
1994年 1月 バイエル薬品㈱入社
1997年 3月 同社取締役滋賀工場長
2002年 7月 同社代表取締役社長
2007年 1月 同社代表取締役会長
2010年 4月 同社取締役会長
2014年 5月 アンジェスMG㈱（現アンジェス㈱）社外取締役（現任）
2015年 4月 ㈱ファンペップ社外取締役（現任）
2015年 6月 当社社外取締役
2016年 4月 ソレイジア・ファーマ㈱社外取締役（現任）
2018年 6月 ㈱ジーンテクノサイエンス社外取締役（現任）
2019年 6月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）

　当社は、医療用医薬品を提供するメーカーとしての

責任を果たすため、MRを通じた医薬品情報の提供

及び収集をはじめ、多岐にわたる方法を駆使して患者様

や医療従事者の方々への情報提供に努めています。

また、安定供給から品質保証に至るまで責任ある事業

活動に注力しています。

　当社では、国内ジェネリック医薬品メーカーで最多数

を誇るMRが医薬品情報の提供・収集・伝達に取り

組んでいます。また、診療所から地域の基幹病院、保険

薬局まで、さまざまな医療現場のニーズに対応できる

よう、MRのネットワーク強化を進めています。さらに

は、社内研修でがん・免疫領域、精神科領域等の専門

性を高めたMRの認定制度を設けて、より専門性を

必要とされる情報提供に注力しています。

　迅速で確かな情報提供のため、当社では「学術部DI

（ドラッグ・インフォメーション）センター」に医療関係

者用の窓口を一元化し、顧客情報と連携したコール

センターシステムを活用しています。これにより、後発品

の適正使用に資する最適な情報提供活動を行って

います。加えて、夜間や休日のお問い合わせに対しても

24時間365日受付窓口をご用意しています。

　一方、一般・患者様に対しては、「くすり相談」の窓口

を設置しています。飲み合わせや副作用等、医薬品に

関するさまざまな質問事項についてフリーコールで

お問い合わせいただくことができます。

責任ある事業活動

MRによる情報提供

DIセンターによる情報提供

　当社の医薬品について、コーポレートサイトと医療

関係者向けサイトを通じて情報発信を行っています。

コーポレートサイトでは、ジェネリックに関する情報

や、お子様の服薬応援資材等を掲載。医療関係者向け

サイトでは、製品情報をはじめ、医療行政情報、患者様

への服薬指導にも活用していただける資材を掲載して

います。

Webサイトを通じた情報発信

事業を支える基盤　社 会

　当社では、お薬を正しく使用していただけるよう、薬の

飲み方の説明等、患者様向けの資材や、お子さんが

薬を飲むのを嫌がるご家族の方向けに、水以外の飲食

物で苦みを感じにくい組み合わせに関する研究等を

行っています。資材や研究結果は、医療機関を通じて、

患者様やそのご家族へ提供されています。

　また、お薬の包装にQRコード※を記載しており、スマート

フォンや携帯電話からお薬に

関する情報をご覧いただくことが

できます。小児用製剤では、患者

様（お子様）の保護者の方向けに

「お薬の味・お薬の上手な飲ませ

方」をご紹介しています。
※  QRコードは（株）デンソーウェーブの

登録商標です。

医薬品の適正使用に向けた 
情報提供

基本的な考え方

情報提供冊子
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責任ある事業活動

　安定供給は医療用医薬品メーカーに課せられた

重要な使命の一つです。当社では、万一災害等でどこか

の工場が操業を停止した場合を想定して、大阪、岡山、

山形の3工場で通常2シフト体制にて生産を行って

います。いずれかの工場で有事が生じた際は、他の2

工場で3シフト体制を敷き、3工場間でバックアップ

できる体制を構築中です。

　現在、当社では3工場合わせて、年間115億錠※に

上るジェネリック医薬品の生産が可能となっています。

そして、さらなる需要増に向けて、2022年度末までに

140億錠へと生産数量を拡大し、2023年度末までに

山形工場に第三固形製剤棟を建設、2024年度以降、

175億錠の生産能力を実現する計画です。

　また、安定的な製品の供給に向けて内服剤の生産

拠点を3工場に分散する一方、注射剤の生産は免震構造

を採用した山形工場に集約し、災害リスクを最小限に

とどめるよう努めています。先進の設備を誇る3工場

が、高い品質と安定的な供給を実現し、信頼の未来を

支えています。

　医療用医薬品業務では、すべての過程において国が

定めた厳重な品質管理基準が適用されています。当社

では、信頼される企業を目指して、製品の研究開発から

製造、営業、製造販売後に至るまで、全社を挙げて

品質管理に取り組み、医療用医薬品に必要な品質保証

体制を確立しています。

　「第5期中期経営計画」では、基本方針１の「コア事業

としてのジェネリック医薬品事業の進化」において、総合

ジェネリック医薬品メーカーとして、より信頼され、必要と

　また、各工場から出荷された製品は東日本物流セン

ター（山形）、西日本物流センター（岡山）で保管して

います。万一、災害等の理由によりいずれかの物流

センターが稼動停止になった場合でも、もう一方の

物流センターから日本全国へ製品をお届けすることが

可能です。こうした東西物流体制を通じて、安定供給を

実現しています。

される存在となるため、品質保証体制のさらなる強化を

重要テーマとして掲げています。この中では、医薬品の

製造管理及び品質管理の基準であるGMP省令やその他

関連する法令の遵守はもちろんのこと、GMP三原則で

示されている「人為的な誤りを最小限にする」という

観点も踏まえつつ、国際基準の導入や独自の制度・教育

訓練の実施を通じて、医薬品の品質と安全性の確保に

取り組んでいます。

安定供給体制

生産体制

品質保証体制

GMP三原則について

東和薬品の取り組み

 合成プロセスを開発し、大地化成または協力会社で
製造することにより、外的要因による安定供給リスクを低減

原薬の自製化

 国内法令だけでなく国際基準に準じた監査
技術専門家による監査（合成・理化学分析）

製造所に対する監査体制

 精度の高い測定を行い、発生メカニズムを特定し、
適切な対応を実施

 最新の知見を活かした発生リスクの予測

変異原性不純物への対応

原薬の出荷・製造中止
（環境、天災、感染症、事故等によるリスク）

原薬製造所の GMP 対応リスク
（品質・製造に関する薬事規制上の齟齬）

変異原性不純物発生のリスク
（ICH-M7 ガイドラインに準拠）

出発原料・中間体のリスク
（原薬の上流サプライヤーの重複）

原薬調達
のリスク

出発原料・中間体を含めた複数購買化の推進

 当社が製造販売している製品に関わる原薬の複数購買率
60％以上を維持し、有事の際にも安定供給が維持できる
体制を整備

 出発物質・中間体サプライヤーの重複を避けた購買先の選定

医薬品の製造には、GMP（Good Manufacturing Practice）と呼ばれる、

国が定めた「医薬品の製造管理及び品質管理の基準」が基本にあります。

GMPには三つの原則があり、

①人為的な誤りを最小限にすること、

②医薬品の汚染及び品質の低下を防止すること、

③高い品質を保証するシステムを設計することが定められています。

当社は、山形、大阪、岡山のすべての工場においてGMP三原則を遵守した

手順を設定し、常により高いレベルで必要とされる、確かな品質の医薬品を

生み出すことに努めています。

億錠 億錠
億錠 億錠

億錠 億錠 億錠 億錠

億錠 億錠 億錠 億錠

億錠

年度 年度予定 年度予定 年度予定

山形工場岡山工場大阪工場

億錠 億錠
億錠

億錠山形工場
第二固形製剤棟
に生産設備導入

山形工場
第三固形製剤棟

および第二無菌製剤棟
の建設予定

（単位：億錠）

2023年度末までに、175億錠の生産能力に向けた生産体制を構築

治療

受入 製造
中間
製品
試験

最終
製品
試験

工場
出荷
判定

市場
出荷
判定

工程毎に
製造指図記録書に記録

製造工程管理システムMES
で入出庫データ等を記録

品質試験管理システムLIMS
で分析データを管理

各工場 品質保証部
（大阪工場、岡山工場、山形工場）製 造 工 程

工 程 管 理

製 造 工 程

工 程 管 理

取決めや品質規格に適合
しているか確認

記録やデータに誤りが
ないか確認

本社 信頼性保証本部

※  錠剤・カプセル剤の生産能力
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働きがいのある環境づくりと人財育成

　当社は、信頼される会社の礎は人財であるという

考えのもと、働きがいのある環境づくりをはじめ、人財

の育成、組織の強化への取り組みを進めております。

そのため、「第5期中期経営計画」では、基本方針の

一つとして「働きがいのある環境づくりと人財育成」を

掲げています。これに関連して、2020年10月に「東和

働き方改革」の取り組みを開始しました。

　この中では、働き方改革の一つとして、従業員一人

　当社では、MR（医薬情報担当者）の育成、組織の強化

を重点課題ととらえ、人財育成の強化に取り組んで

います。MR教育研修要綱に準じて自社独自の教育

プログラムを計画し、製品に関する「専門的な知識」、

生命に関わる製品を扱う者としての「高い倫理観」、

製品の説明やコミュニケーションにおける「技能」に

ついて継続的な研修を行い、医療関係者の皆様から

信頼される質の高いMRを目指しています。

　当社では、確かな品質と安全性を確保する観点から、

教育訓練と独自の認定制度を通じて、高い意識を持つ

人財を育成しています。具体的には、がん専門MR資格、

GMP監査員資格、エキスパート制度が挙げられます。

エキスパート制度とは、製造・包装・試験・品質保証と

いった各部門でより高い技術や知識を持つ者への認定

制度です。これらの認定制度を推進することで各分野

の担当者が製造管理、品質管理を行うスペシャリスト

に成長する仕組みにするとともに、自らが品質や安全性

の確保に対する高い意識を持った従業員の育成を

目指しています。

ひとりのキャリア形成の実現に向けた取り組みを強化

しています。2021年4月からは「人事担当者とのキャリア

面談」を実施し、より個人に合わせた支援を強化してい

ます。今後、従業員に向けてキャリア形成の重要性・必要

性の理解を促すとともに、従業員が中長期的なキャリア

ビジョンを描けるよう支援していきます。そして、従業員が

描いたキャリアビジョンの実現に向けて、主体的・計画的

な成長を促進する企業を目指していきます。

キャリア形成支援

MR体制

　当社は、育児、介護に関するさまざまな活動に取り組ん

でいます。2010年には、次世代認定マーク「くるみん」

使用企業に認定されています。

　子どもが最大3歳になるまで取得できる「育児休業」を

はじめ、子どもの小学校6年生終期まで延長可能な「育児

短時間勤務期間」、要介護状態の家族の病気で看護が

必要になった際の「ファミリー・サポート休暇の導入」

等、育児・介護に関するさまざまな制度を設けています。

多様性ある働き方への取り組み

　当社は、健康経営を推進し、全社の安全衛生管理を統括

する組織を設けて、働きやすい職場づくり、心の健康づくり、

従業員の健康増進に向けた取り組みを進めています。

　2021年3月には、4年連続で健康経営優良法人に認定

されました。今後も社員と家族の健康促進に向けた取り

組みを進めてまいります。

健康経営

独自の認定制度

私達の誓い（T-SMILE）
　会社の成長と従業員の増加に対応し、東和薬品としてのあるべき姿をこれ

まで以上に従業員へ浸透させるために、創業70周年に際して私達の誓い

「T-SMILE」という行動指針を新たに定めました。

　「T-SMILE」は、誠実・正直・公正を意味する「Truthful」、迅速な意思決定・実行・

情報共有を指す「Speed」、世界中の地域社会の人々の健康に役立つ使命・情熱を

表現する「Mission」、前例にとらわれない変革にチャレンジするための発想力・想像

力を表す「Idea」、人や情報の結びつき・共存共栄をイメージした「Linkage」、時代

に合った最適な技術・最善の品質を選ぶ心を示した「Excellence」という6つの単語

の頭文字を取って命名したものです。これらは、従業員が企業活動を通じて「私達は 

人々の健康に貢献します」「私達は こころの笑顔を大切にします」という当社

グループの企業理念を実現するための行動指針、判断基準の拠り所となるものです。

社員が成長することで
会社の企業基盤が強化され、
変化に対応した成長が可能となる

個人の成長やキャリアの充実により、
社員一人ひとりにとって、
働きがいのある会社であり続ける

製品づくりへのこだわりや思いが
社員に伝承されることで、
東和薬品らしさが存続する

企業基盤の
強化
企業基盤を
強化するために

その環境を整備する

人財育成
社員を会社にとって
重要な投資資源・財産
として捉え、成長

できるよう働きかける

社員の成長

製品づくり
に対する

こだわり・思い

キャリアの
充実

働きがい

働き方の多様性を
尊重し、社員一人ひとり
が働きがいを感じる 東和らしさの

存続
東和薬品が

東和薬品として永続的
に存続する

　妻が3人目の子どもを出産するにあたり、上の子どもが
双子で4歳と小さかったことから、妻に負担をかけること
のないように、4週間の育児休暇を取得しました。取得に
際しては、4ヵ月くらい前から社内で相談を始め、準備を
しました。上司や部下等周囲の人々が協力的で、仕事の
引き継ぎが円滑に進んだと思います。育児休業に入って、
最初は育児の難しさに苦戦したものの、慣れると自然体で
対応できるようになりました。4週間の中で、生まれたばかり
の子どもに接する貴重な機会を得た上、産後の大変な
時期に妻をサポートでき、休暇を取得した甲斐があったと
実感しています。今後、育休制度の認知度が上がり、育児
世代の選択肢が広がることを期待しています。

購買本部　購買企画部　次長

山元 周平

TOPICS

周囲の協力を得て、充実した 
育児休暇を実現
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社会貢献活動

　企業主導型保育園とは、従業員の多様な働き方に

応じた柔軟な保育サービスを提供するために企業が

設置する保育施設のことです。当社では、育児をしながら

働く従業員が安心して長く働ける職場環境づくりの実現、

さらには待機児童数解消等、近隣地域への貢献にも

つなげることを目的として、2018年より岡山・山形工場

の近接に企業主導型保育施設を設置しました。また、

他社の企業主導型保育施設と共同利用契約を締結する

ことで、預け入れる保育施設の選択肢が増え、育児休業

から復職しやすい環境づくりに注力しています。

　当社は、2020年度で2回目となる「未来と健康のため

の高校生ビジネスコンテスト」を開催しました。これは、

当社グループの企業理念である「人々の健康に貢献する」

を広く発信し、幅広い健康関連産業への貢献を目指す

取り組みの一環で、将来日本の未来を担っていく高校生

の皆さんからフレッ

シュなアイデ アを

募集するとともに、

社会に貢献する機会

をつくることを目的と

しています。

　当社では、大阪府内の各小学校区で実施されている

「放課後子ども教室」にて、子どもたちが豊かな学びや

体験ができるよう、専門的なスキルやコンテンツを活か

した出前授業を行っています。これまでに「お薬のひみつ

を実験で探ってみよう～工夫がいっぱいのジェネリック

医薬品！～」等のプログラムを実施しました。

企業主導型保育園 高校生ビジネスコンテスト

　当社は、メンタル・ヘルスのサポートを目的とした

運動プログラム紹介サイト「ウェルケア体操プログラム」

をホームページにて公開しています。当プログラムでは、

日本スポーツ精神医学会の監修のもと、「いつでも、

どこでも、誰でも、気軽に。」を合言葉に、利用者の体力

に応じて運動を行う

ことができるように、

さまざまな 強 度の

運動メニューを紹介

しています。

ウェルケア体操プログラム

出前授業

　クリーンルームの空調には、冷水を用いた除湿が不可欠

です。この冷水を作り出すため、山形工場では大型冷凍機

の一種である「ダブルバンドル式ターボ冷凍機」を導入

しています。この装置は、通常廃棄される熱を回収、利用

することで、温水を生成することが可能です。これにより、

ボイラーの蒸気で温水を作り出す一般的な方法と比較

して、CO2を約24％削減することが可能になっています。

電力を生み出すことが可能になっています。これは

約1,000世帯相当の電力需要をまかなう規模です。
大型冷凍機の排熱利用による 
温水生成でCO2を削減

　岡山県にある西日本物流センターでは、2012年から

施設の屋根に太陽光発電設備を設置して発電を行って

きました。2014年には敷地内の遊休地を活用して、

最大1.5Mwの発電能力を持つ太陽光発電設備を追加

しています。これらを合わせて、現在、年間約316万kwの

約1,000世帯相当の 
太陽光発電設備を設置

　当社は、社会から信頼と支持を得られる正しい企業

活動を行うため、高い倫理観と社会的良識をもって、

「東和薬品グループ企業行動憲章」の原則に基づき行動

しています。この中で、良き企業市民としての社会的責任の

一環として、地球環境に対する負荷の軽減に努めています。

　具体的には、化学物質の適切な管理と汚染防止に

加え、工場の排水・排気システムによる環境への配慮、

メガソーラーを活用した省エネルギー化と脱炭素への

取り組みを進めています。また、環境に優しい原薬の生産

方法の実現にも積極的に取り組んでいます。

基本的な考え方

　当社は、2021年1月に音楽療法紹介動画「音楽と

こころ ～みんなに笑顔を～」をホームページにて公開

しました。音楽療法とは、音楽の持つ特性を活用した

心理療法で、発達障がいや認知症、精神疾患等の疾患に

おける非薬物療法の一つとされています。疾病予防や

健康維持に役立つ

情報を提供する取り

組みの一環として、

当動 画を公 開して

います。

音楽療法動画の紹介

　当社による環境に優しい原薬の生産に向けた取り

組みが、NEDO（国立研究開発法人 新エネルギー・

産業技術総合開発機構）が公募した「機能性化学品の

連続精密生産プロセス技術の開発」の委託先として

採択されました。これは、環境に優しい製造方法として、

NEDOのエネルギー・環境新技術先導プログラムの

中で、「ファインケミカルズ製造のためのフロー精密合成

の開発」を目指すものです。大量の廃棄物やCO2の排出

を伴うバッチ法から、省エネで廃棄物の排出が少ない

触媒反応を鍵とした連結フロー法による製造プロセス

に置き換えることで、環境に優しいグリーン・サスティ

ナブル・ケミストリーを追求しています。

環境に優しい原薬の 
生産方法の実現へ

事業を支える基盤　環 境

ダブルバンドル式ターボ冷凍機

西日本物流センターの太陽光発電設備
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