Corporate Profile
会社案内

い つ の 時 代 も 世 の 中 や 地 域 社 会に 必 要とさ れる企 業 で あ るた めに 。
人々の健康に役立ちたい。一人でも多くの方々を笑顔にし、
広く求められる企業でありたい。
その思いが私たちの原動力です。

社員一人ひとりが患者さんの心を見つめ、医療に携わる皆様の声に耳を傾ける。
そうすることで、社会からの期待と信頼にこたえていきたいと考えています。
いのちのために、健康のために働く誇りと責任を胸に、
東和薬品はこれからも優れたジェネリック医薬品をお届けするとともに、
新たな領域で皆様の健康に貢献できるよう、取り組んでまいります。
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「健康寿命の延伸に貢献する企業へ」
東和薬品は、
これまでジェネリック医薬品の専業メーカーとして、
長年その研究開発・製造・販売に専心してまいりました。
超高齢社会を迎えた今、社会保障費、医療費のさらなる増大に対して、

企業理念

医療の質を落とさず、医療費抑制に効果のあるジェネリック医薬品の持続的な安定供給の維持に努めています。
また、健康寿命の延伸に貢献できるような新たな事業にも取り組み始めております。

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

ジェネリック医薬品につきましては、
「安定供給」
「品質確保」
「情報提供」
を充実しながら、
「飲みやすく、扱いやすい」
、工夫した医薬品の研究開発に引き続き注力しております。
また、新規市場への進出として、海外グループ会社を通じて世界中の患者様へ

東和薬品グループは、優れた製品とサービスを創造するこ
とによって、人々の健康に貢献する。
そして私達の企業活動を通して、患者さん、医療関係者の
皆様、地域社会をはじめとするすべての方々にこころから
喜ばれ、求められる企業を目指していきます。

東和薬品グループの付加価値製剤を提供するための体制づくりを進めてまいります。
そして、薬物治療だけに留まらず、
これまでに培った知見や技術の活用だけでなく、
新たな技術の獲得やまったく新しい知見や技術との融合を図り、
新しい医療体制に対応した健康関連事業の創出にも注力していきます。
東和薬品では、いつの時代も世の中や地域社会に必要とされる企業を目指して一層の努力をしてまいります。
域社会に必要とされる企業を目指して一層の
の 努力をしてまいります。

私達の誓い
ものづくり
（企業活動）
を通じて理念を実現するために
以下のことを誓います。

サービスを提供します。
品質 常に最良の製品、
責任 すべてに対して責任を果たします。
行動

常に創意工夫し、不断の努力を惜しみません。

協調

全体が最適になるように尽力します。

公正 すべてに対して公正かつ適正であり続けます。
共存

互いに自立し、競争し、共に持続的な成長を目指します。

貢献

会社の繁栄を通じ社会に貢献します。

代表取締役社長
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製剤技 術

技術と経験を活かして、
より飲みやすく、扱いやすい製品づくり。

「ひとりでも多くの患者さんに役立ちたい」
という思いのもと、
東和薬品では、
さまざまな疾患領域をカバーするため、
700品目以上の医薬品をラインナップ。
さらに毎年、数多くの製品を開発しています。
そして、
これらの製品には、お子様や高齢者でも
飲みやすいよう形や味を改良したり、
病院や薬局で取り扱いやすいよう、視認性や、
光や温度・湿気に対する安定性を向上させるなどの
工夫を施しています。
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製剤開発

製品品質

技術をはじめとする、 飲みやすく、扱いやすい 製品づくり。

当社では、恒常的に高品質な製品を市場に提供することに努めています。
品質の一つの指標として、
長期間に渡り製品の安定性を保証するため、
安定性試験を行っています。

東和薬品は、
医療現場からの声やご要望に応えて改良を加え、付加価値のあるジェネリック医薬品を提供してきました。

さらに、
製品品質の進化を目指し有効成分の耐湿性、耐熱性、耐光性、耐酸化性などの安定性向上により、

その代表例が、口腔内崩壊錠
（OD錠）
のための当社独自の
「RACTAB技術」
です。

高い次元で製品品質を可能にする基盤技術の蓄積を行い、
より高品質な製品開発に取り組んでいます。

口の中でとけやすくするため硬度を上げられない、
という従来の課題を克服。
優れた崩壊性と錠剤硬度を両立しました。
これからも製剤技術の向上に努め、製剤工夫はもちろんのこと、包装や飲みやすさにいたるまで
さまざまな工夫で、
患者さんや医療関係者の皆様に喜ばれる医薬品をお届けしていきます。

正しく服用いただくための、
飲みやすさの工夫

服用時や医療現場での
扱いやすさの工夫

薬を正しく服用いただくためには、飲みやすさがとても重要です。東和
薬品では、
飲みやすい製剤の開発に力を入れて取り組んでいます。

より扱いやすく、正しく服用するために、東和薬品では扱いやすい製剤
の開発、包装の工夫に取り組んでいます。

水なしでも飲める
「口腔内崩壊錠
（OD錠）
」

見分けやすくする
「パッケージの工夫」

口の中ですばやく溶けるので、飲みや
すいのが特徴です。

薬 の 飲 み 間 違 いを防ぐために、パッ
ケージが見分けやすいような工夫をし

薬効マーク

原薬開発

ています。

苦味を感じにくくする
「マスキング技術」

分割しても何の薬かわかる工夫

苦味を包み込む技術や味・香りをつけ
る技術などを使って、薬をさらに飲みや

錠剤の割線を認識して、割線の位置に
合わせた印刷が可能です。これにより

すくする工夫を加えています。

分割後も判読しやすい表示を実現しま
した。

成分は同じで、小型化の工夫

自社で合成プロセスや製造方法を確立

光による変色・変質を防ぐ
「光安定性」

錠剤は小さすぎると扱いにくかったり、
大きすぎると飲みにくかったりするの

錠剤へのフィルムコーティングや遮光
性の高い包装材を採用して、光による

で、一般的には7mmから8mm位の大
きさが好まれると言われています。
錠剤の小型化を行い扱いやすく飲みや

製剤の変色や変質を防いでいます。

東京大学との共同研究により、
製剤化に適した原薬を研究

東和薬品では、製品個々に最適・最良な合成プロセスや製造方

東和薬品は、東京大学を拠点とするCOI
（Center of Innovation）

法を確立させるための研究を行っています。

プログラムに参画し、多品種の医薬品に対して、製剤ごとの原薬の

また、そのノウハウを蓄積することにより、世界中の信頼できる

結晶形や粒度などを自由にコントロールするための技術を研究し

原薬メーカーから調達した原薬の評価・選定を迅速かつ的確に

ています。この研究成果は、東和薬品の原薬開発のさらなる発展

行うことを可能にしています。原薬の評価には承認規格への適

と、苦みがなくて飲みやすい薬など、服用される患者さんへやさし

合だけでなく、
東和薬品独自の厳しい基準を設けています。

い製剤開発につながります。

光を遮るLCパック

すい大きさの錠剤にしています。

一包化調剤にも対応できる
「耐湿性」
ザラつかず飲める
「微粒子化」

一回服用分ごとに薬を分包する一包化調剤は、薬を取り出す手間を
なくしたり、飲み間違いや飲み忘れを減らしたりできます。 この一包

粒子を小さな球状にすることで、
薬を飲
んだ時のザラつき感を抑えています。

化調剤に対応できるように、湿度による品質の低下を防ぐ工夫をし
ています。

薬の形状を変える工夫

カプセルを

錠剤に

例えば、
カプセルを錠剤に、錠剤を内用
液にするなど、薬の形状を変えて飲み
やすくする工夫をしています。
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医療機関のシステム化への対応
調剤業務の効率化、医療事故防止のため、PTPシート1錠毎にGS1
コードを表示する取り組みを進めております。

錠剤を

内用液に
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安定供 給

責任ある生産体制・東和式販売体制で、
安定的かつスピーディな供給を実現します。
東日本物流センター

安定供給は医療用医薬品メーカーに課せられた使命のひとつ。
東和薬品では3工場によるバックアップ体制によって、
万一どこかの工場が操業停止した場合でも、

大地化成
（原薬製造）

山形工場
他の工場で補完できる体制を目指しています。

岡山工場

大阪工場

また、
「東和式販売体制」
を構築し、医療機関のニーズに沿って、
迅速できめ細やかな対応を可能にしています。
さらに、東日本、西日本それぞれに設けた物流拠点は、
物流の効率化を図るとともに万一の際のバックアップ体制も
構築しています。

原薬合成プロセスの開発
原薬の複数購買化

東西物流センター体制
バックアップ体制

●

●

●

●

西日本物流センター

原薬

3工場生産体制
バックアップ体制

●
●
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生産

物流

営業

医療機関
保険薬局

東和式販売体制
●最適な流通チャネルの提供
（代理店、医薬品卸との関係強化、営業所の効率化と拡充）
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生産体制

品質確保

高い生産能力を備えた工場による安定した生産体制

東和薬品だから、お約束できる品質があります。

東和薬品は、
大阪、岡山、山形に生産拠点を設け、3工場合わせて年間140億錠の生産体制を構築中です。

医療用医薬品業務のすべての過程に、
国が定めた厳重な品質管理基準が適用されています。

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、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

東和薬品では、
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、

を最小限にとどめるよう努めています。

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。

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、信頼の未来を支えます。
また、
グループ企業であるジェイドルフ製薬では軟膏剤、
シロップ剤、
グリーンカプス製薬ではソフトカプセル剤を製造しており、多岐
にわたる剤形に対応した生産体制を確保しております。

販売体制
医療機関のニーズに沿ってお届けする、東和式販売体制
東和薬品のジェネリック医薬品の特長は、低価格なだけでな

東和式販売体制

大阪工場

岡山工場

山形工場

ニーズに沿ってお届けするために、営業所や代理店を拠点とし
て直接医療機関へお届けする直販体制と、医薬品卸を通じて
お届けする2体制の、
「東和式販売体制」
を整えています。

山形工場

医薬品卸

万一災害などでどこかの工場が操業を停止した場合を想定し、各工場では通常2シフト体制を採
安定供給

用。有事の際は、他の2工場で3シフト体制を敷き、通常時の生産能力を確保するなど3工場によ
大阪工場

岡山工場

患者さん

バックアップ体制を構築し、さらなる安定供給を実現

代理店

の要望を各部門へと迅速にフィードバックできる体制でもあ
ります。

東和薬品

また、業界最多のMRが情報提供・収集を行い医療機関から

病院・診療所・保険薬局

大阪工場は一般製剤の新製品導入を全て担う錠剤技術工場として、岡山工場はカプセル剤、散・顆粒剤をはじめ、多様な製品を扱う量産技術
工場として機能。山形工場は固形製剤、
無菌製剤とこれらの高活性製剤を扱う総合技術工場として機能しています。

るバックアップ体制を構築中です。

営業所

く、付加価値の高い製品であること。その製品を医療機関の

原薬確保

高度でクリーンな製造環境をお確かめいただけます。
3工場には見学ルートを設けており、
高度な製造環境、
最新鋭のクリーンな製造設備を実際にご覧いただけます。医療関係者
の方などに、
ジェネリック医薬品の製造環境をお確かめいただくことで、業界全体の信頼性の向上に貢献していきたいと考え
ています。

原薬を安定的に調達する取り組み
原薬メーカーに対し、
さまざまな基準や法令に則った製造がな
されているか定期的に調査・確認し、安定的に原薬が調達でき
るように管理しています。また、万一原薬の供給が停止した場
合でも安定的に調達できるよう、1つの原薬を複数のメーカー
から調達する取り組み
（複数購買化）
を進めています。
さらに、自社で製造方法を確立させた原薬をグループ会社の
原薬製造工場で製造することで、
さらなる安定確保に向けて取

大阪工場見学通路
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岡山工場見学通路

山形工場見学通路

り組んでいます。
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情報提 供

必要とされる情報を、
必要なときに的確にお伝えして
高い信頼づくりに努めています。

医療用医薬品メーカーとしての信頼を得るには、
迅速かつ適切に情報を提供することが大切です。
東和薬品は、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、専門知識や倫理観、
コミュニケーション技能などの研修を徹底してきた
MRを全国に配置。
ジェネリック業界最多のMR一人ひとりが
「医薬品情報の提供・収集」
を担当しています。
また、24時間365日体制で医療現場からの照会に対応する
「学術部DIセンター」
や、患者さんに対しては
「くすり相談」
を開設しています。
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MR体制

WEBサイト

国内ジェネリック医薬品メーカーで最多を誇るMRは東和薬品

コーポレートサイトと医療関係者向けサイトで情報発信をしております。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

の原動力です。その原動力により、医薬品情報の提供・収集・伝

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

達と、安定供給に取り組んでいます。診療所から地域の基幹病

ける資材を掲載しております。

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、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
報提供にも注力しております。

DIセンター
学術部DIセンターによる情報提供
迅速で確かな情報提供のため、
「 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。顧客情

情報提供

報と連携したコールセンターシステムを活用し、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。
また、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おります。

医薬品を安心して使用いただくための積極的な情報発信
東和薬品では、
薬を正しく使用していただけるよう、
薬の飲み方
の説明など、患者さん向けの資材や、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などを行っています。資材や研究結果
は、医療機関を通じて、患者さんやそのご家族へ提供されてい
ます。
また、医療関係者へ向けた情報として薬剤性の臓器障害で最

患者さんへの
「くすり相談」
も実施
一般・患者さんに対しては
「くすり相談」
の窓口を設置。飲み合

の試験結果な
も多い肝障害リスクを確認できる
「T-LEX法 ® 」
ど、医薬品を安心して使用いただくための積極的な情報発信を
行っています。

わせや副作用など、医薬品に関するさまざまな質問事項につい

ヒト肝細胞キメラマウスとトキシコゲノミクス
T-LEX法での活用ポイント

てフリーコールでお問い合わせいただけます。患者さんやその
ご家族に、
製品とともに安心を提供します。

製剤
ヒト

ヒト肝細胞
キメラマウス

共通

肝障害

ヒト肝障害
リスクを予測

遺伝子発現の変動を解析
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SDGsへの取り組み

働きやすい
職場づくり

国連サミットで採択された
「持続可能な開発のための

よりよい製品は、
よりよい環境から。

2030アジェンダ」
にて記載された2016年から2030年までの

当社は
「社員一人ひとりが自ら"やりがい"を持ち、

国際目標であるSDGsに取り組んでおります。

イキイキと働きつづけることができるような職場環境と、

コア事業でありますジェネリック医薬品の製造販売を

子育てしながら安心して働きつづけることができる企業」
を

とおして、
ゴール３
「すべての人に健康と福祉を」
を中心に、

目指し、育児、介護に関するさまざまな活動に

その他のゴールについても、
「いつの時代も世の中や

取り組んでいます。

地域社会に必要とされる企業であるために。」
目標を定め

東和ほほえみ保育園山形

取り組んでまいります。

東和ほほえみ保育園岡山

環境への取り組み

育児をしながら働く社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など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

ジェネリック医薬品の製造販売メーカーとして、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

に企業主導型保育施設を設置。

配慮、
メガソーラーを活用した省エネルギー化への取り組みも行っております。

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力をいれています。

健康経営の取り組み
健康経営優良法人制度とは、保険者と連携して優良な健康
経営を実践している法人を認定する制度で、2017年度より
実施されており、当社は3年連続での認定となりました。
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、
従業員の喫煙率ゼロに向けた取り組みを行っております。
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グループ企業の
紹介

ジェイドルフ製薬株式会社

海外のグループ企業

大腸肛門科領域へ特化した医療用医薬品の製造販売を行っております。

世界中の患者さんに高品質で付加価値のある、
ジェネリック医
薬品を提供できるグローバル事業基盤を確立。
ペンサファーマは、欧州5か国でのジェネリック医薬品販売事
業を行っております。
ブリッケンリッジ ファーマシューティカルは、米国でのジェネ
リック医薬品事業を行っております。
トーワ ファーマシューティカル ヨーロッパは、
医薬品の受託製
造事業、研究開発、製造拠点として活動しております。
スペイン、
カタルーニャ州バルセロナ マルトレージャス工場

国内の主なグループ企業

グリーンカプス製薬株式会社
ソフトカプセル製造を行っております。

大地化成株式会社
ジェネリック医薬品の原薬
（薬の主成分）
の合成研究、製造技術開発及び製造を行っております。

Tスクエアソリューションズ株式会社
ヘルスケア領域のデジタルトランスフォーメーションを支える
サービスを提供しております。
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東和薬品の歩み

HIST O RY

1951

1957

1964

1974

1975

1978

1982

1983

1984

1989

1987

1994

1997

1995

昭和26年

昭和32年

昭和39年

昭和49年

昭和50年

昭和53年

昭和57年

昭和58年

昭和59年

昭和62年

平成元年

平成6年

平成7年

平成9年

大阪市東区（現、中央区）
淡路町にて
「東和薬品商
会」
を創業

大阪市東区
（現、中央区）
道修町に移転し、
「 東和
薬品株式会社」
を設立

寝屋川市上神田に寝屋
川工場完成、蒲生工場
を閉鎖し統合

門真市松生町に新社屋
完成、本社機能移転

門真市桑才新町に門真
工場完成

本社敷地内に大阪工場
完成

門真市柳田町に大阪第
二工場完成

岡山県勝央町工業団地に
岡山工場完成

門真工場を閉鎖し、岡山
工場と大阪工場に統合

岡山工場敷地内に配送
センター完成

門真市新橋町に新社屋
完成、本社を移転

GLP適合のため開発研
究棟を増設

東和薬販(株)、阪神東和
薬販(株)、東和薬品東京
販売(株)の3社を吸収
合併

日本証券業協会に株式
を店頭登録

寝屋川工場を閉鎖し、大
阪工場と門真工場に統合

(名)別府温泉化学研究
所を買収し、大分工場と
して注射薬の製造開始

大阪市城東区蒲生町に
蒲生工場完成

門真市桑才新町に開発
研究棟完成
門真市深田町に配送セ
ンター完成

岡山工場完成

新社屋完成
大阪工場完成

新社屋完成
創業者

吉田雄市
開発研究棟完成

中央研究所完成

1998

山形第一工場

2003

大阪工場完成

2004

2005

2006

山形工場・西日本物流センター完成

2009

2010

2012

平成10年

平成15年

平成16年

平成17年

平成18年

平成21年

平成22年

平成24年

門真市一番町に中央研究
所・大阪配送センター完成
メクト(株)東北工場を買
収し、山形第一工場とし
て医薬品の製造開始

ジェイドルフ(株)の全株
式を取得し、子会社化

東京証券取引所市場第
2部へ上場

東京証券取引所市場第
1部へ上場

門真市松生町に大阪工
場完成、大阪第二工場
を閉鎖し統合

大分工場を閉鎖し、岡山
工場に統合

大地化成(株)の全株式を
取得し、子会社化

山形県上山市に山形工場・
東日本物流センター完成
岡山県勝央町工業団地に
西 日 本 物 流 セ ンタ ー 完
成 、大 阪・岡 山 配 送 セン
ターを閉鎖

2014
平成26年
山形第一工場を閉鎖

東日本物流センター完成

2016

2017

2018

2020

平成28年

平成29年

平成30年

令和2年

グリーンカプス製薬
（株）
を設立

山形県山形市に東日本
物流センター完成・移転

TIS（ 株）
と合弁会社Tス
クエアソリューションズ
（株）
を設立

ペンサインベストメンツ
の全株式を取得し子会
社化
グリーンカプス製薬静岡
工場完成

RACTAB技術が2012年
度グッドデザイン賞を受賞
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