
　政府による薬価制度の抜本改革は業界としても大きな

影響を受けると認識しており、ある推計によると、日本の

薬剤費は今後５年間は10兆円程度で推移し、医療用医薬

品市場は従来のような成長はしないとの予測がなされて

います。

　スズケングループでは、こうした状況を踏まえ、従来の

ような「売上と連動して利益が上がっていく」ビジネス

モデルは通用しなくなると認識しています。厳しい環境

下であっても持続的な成長を実現できる企業グループ

となるために中期成長戦略「One Suzuken 2019」を

推進しています。同戦略では、「医療と健康になくては

ならない存在となること」を目指す2025年ビジョンの

下、「Number One “顧客信頼度最大化への挑戦”」

「Only One “唯一無二のビジネスモデル”」「One Point 

Improvement “生産性向上による販管費率の改善”」

「One Group “共通の基盤、共通の価値観”」の4つの

「One」を実践しています。

　今後も厳しい環境が続くと予想されますが、持続的な

成長を実現するためのチャレンジを続けていきます。

社長メッセージ  

医療と健康に不可欠な
企業グループとして
持続的成長を目指します

株式会社スズケン
代表取締役社長

宮田 浩美

中期成長戦略の実践
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　2017年度の医療用医薬品市場は、後発医薬品使用促進と

Ｃ型肝炎治療剤市場縮小の影響があったものの、抗悪性腫瘍剤

市場の拡大により、わずかながら伸長したと推測されます。

　そのような中、当社グループは、中期成長戦略「One Suzuken 

2019」を推進し、顧客信頼度向上の取り組みや業務・コスト構造

改革による生産性向上などを実践しました。

　セグメント別の状況としては、医薬品卸売事業はＣ型肝炎

治療剤の販売減少の影響があったものの微増収・増益、医薬品

製造事業は糖尿病食後過血糖改善剤「セイブル錠」の後発医薬

品が上市されたことやニュートリション事業譲渡の影響などに

より減収減益、保険薬局事業と医療関連サービス等事業は増収

増益となりました。なお、医薬品卸売事業と医薬品製造事業に

おいて希望・早期退職者の募集を行い、特別退職金などの特別

損失を計上しました。また、保有資産の効率化を図るため、投資

有価証券の一部を売却し、特別利益を計上しました。

　これらの結果、連結の売上高は２兆1,239億98百万円（前年

度比0.1％減）、営業利益は197億36百万円（前年度比5.5％

増）、親会社株主に帰属する当期純利益は188億20百万円（前

年度比11.7％減）となりました。

　配当については、「安定的な配当の継続を基本に連結配当

性向30％を目処とした配当を実施する」との基本方針に基づき、

中間配当は27円、期末配当は普通配当27円に創立85周年の

記念配当10円を加えた37円とし、年間で１株当たり64円（配当

性向32.3％）の配当を実施しました。

　市場動向については、抗悪性腫瘍剤など新薬の寄与が見込

まれるものの、2018年4月に薬価改定があったことに加え、

後発医薬品のさらなる使用促進などにより、医療用医薬品市場

はマイナス成長になるものと推測されます。

　そのような中、連結の売上高は2兆700億円（前年度比2.5％

減）、営業利益は181億円（前年度比8.3％減）、親会社株主に

帰属する当期純利益は170億円（前年度比9.7％減）を見込ん

でいます。

流通改善ガイドラインへの対応

　2018年4月、「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者

が遵守すべきガイドライン（流通改善ガイドライン）」の運用が

始まりました。このガイドラインは、医薬品卸と製薬企業や医療

機関・保険薬局との取引において遵守すべき事項を定めたもの

で、国主導によるものであり、私たちは医薬品卸としてその意味

を重く受け止めています。

　また、生命関連商品を安心・安全にお届けするという医薬品
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生産性向上

　当社グループは、生産性向上に向け、業務・コスト構造改革を

推進しています。当社グループには１万６千人の従業員がいま

すが、一人一人の小さな改善が積み重なり、部署全体へ、そして

グループ全体へと広がり、低コスト経営が実現すると確信して

います。一方で、生産性向上には、単に無駄を削減するだけで

なく、活動の効率性を高めていくことも必要です。システムの

活用や新しいツールの導入により、営業、物流、販売事務の効率

化を進めるとともに、グループ全体でコミュニケーションの強化

を図っていきます。

　こうした取り組みは、単に自社内の「コスト削減」にとどまるも

のではなく、お得意さまやパートナー企業にその機能を提供でき

れば、「プロフィット（利益）の増大」にもつながると考えています。

新たなビジネスモデルの構築

　医薬品卸売事業においては、お得意さまへの従来型サービス

を高付加価値化するだけではなく、ビジネスモデルの転換期でも

あると位置づけており、従来の売上基準である「取引」による収益

モデルから、機能評価である「取組」による収益モデルの変革を

目指しています。

　グループ各社が連携することや、パートナー企業との協業に

よってお互いの機能を融合することで、スピードを上げて、新た

卸の社会的使命とその重要性を再認識し、そのために、適正利益

を確保し、持続的に発展しなければならないと考えています。

医薬品卸が、主体性を確保し、成長するためにも、当社グループ

は、流通改善ガイドラインに真摯に対応していきます。

株主還元方針の策定

　当社グループは新たな株主還元方針を策定し、2018年度から

適用することとしました。新たな方針には、これまで同様に「連

結配当性向30％を目処とした配当を実施すること」に加えて、

「2019年度までの2年間平均で総還元性向80％以上を目処

とした自己株式を取得すること」を盛り込みました。同方針の

下、さらなる株主還元の充実を実現し、企業価値と資本効率の

向上を目指します。なお、2018年度の１株当たり配当金は、中間

配当27円、期末配当27円の年間54円（配当性向30.1％）を

予定しています。

　当社グループにとって医薬品卸売事業は売上高の90％を占め

る中核事業です。当社グループを取り巻く環境は大きく変化して

おり、今後、医療用医薬品市場の成長が見込めない中、「生産性

向上」と「新たなビジネスモデルの構築」の2つを重要テーマとし、

中期成長戦略の取り組みを実践していきます。

中期成長戦略の重要テーマ

社長メッセージ  

中期成長戦略「One Suzuken 2019」

One
Suzuken

Number

One
“顧客信頼度
最大化への挑戦”

Point  Improvement
One

“生産性向上による
販管費率の改善”

Group
One
“共通の基盤、
共通の価値観”

Only

One
“唯一無二の
ビジネスモデル”

2025年ビジョン

Challenge
挑戦

Collaboration
協業

Cost
コスト最適化

Capability
能力

スズケングループは、
医療および介護分野における
新たな付加価値を創造し続け、
日本に加えアジアにおいても、

“医療と健康になくてはならない存在”
を実現します

“4つのOne”の実現に向けた
基本姿勢（4つのC）

中期成長戦略の実践

23



導入などを実施しました。今後、グループウェアを統一するなど、

グループ全体の生産性を上げる仕組みを構築する予定です。

Only One ──“唯一無二のビジネスモデル”

　収益モデルの変革を目指して取り組んでいるのが「Only One

“唯一無二のビジネスモデル”」の構築です。グループ連携や

パートナー企業との協業により、新たな価値を提供するビジネ

スモデルを構築していきます。

　厳格な温度管理が必要なスペシャリティ医薬品の新たな薬剤

管理システムであるキュービックスシステムもその一例です。

米国の医薬品卸大手のアメリソースバーゲン社、世界的通信

会社のAT&T社、薬剤管理用冷蔵庫の開発・製造をしている

ヤマト科学株式会社との協業により、このシステムを構築しま

Number One ──“顧客信頼度最大化への挑戦”

　中期成長戦略の4つの主要施策の一つ、「Number One 

“顧客信頼度最大化への挑戦”」の取り組みは、「お得意さまに

学ぶ」という創業のこころを受け継ぐ、当社グループの原点と

なる活動であり、「スマイル活動」と呼び、グループ一体でこの

活動に取り組んでいます。

　お得意さまに寄り添い、「お得意さまを最も知る存在となる」

ことが重要であり、お得意さまとの信頼関係を築きながら、お困

りごとやご要望を伺い、提案していく中で新たなニーズが見つ

かると考えています。今後はこうしたサイクルを繰り返しながら、

「スマイル活動」を進化させ、真のニーズを探り当て、ソリュー

ションの提供にまでつなげることを目指しています。

　さらに、お得意さまニーズを的確に把握することは、無駄な

コストを低減することにもつながり、生産性向上にも寄与する

という点も重要です。「スマイル活動」を推進することで、限られ

た経営資源を適切に配分し、効果と効率を両立させることを追求

していきます。

One Point Improvement

──“生産性向上による販管費率の改善”

　「One Point Improvement “生産性向上による販管費率の

改善”」として、業務・コスト構造改革を推進しています。

　業務の無駄を徹底的に排除するために、本社の組織再編や

帳票の削減、会議時間の短縮などのさまざまな取り組みを進め、

一人当たり総労働時間の短縮に努めています。また、2017年度

にはスズケンおよびグループ会社の一部において、希望・早期

退職者の募集を実施しました。

　今後は、例えば、グループ各社にある管理部門のオペレー

ション業務の集約化や共同調達をグループ全社に拡大するなど、

無駄を排除しコストを低減するための具体策を検討していき

たいと考えています。

　一方で、活動の効率性を高めるために、グループ卸会社にお

ける基幹システムの統合や営業活動を効率化する新ツールの

中期成長戦略の主な取り組み

なインフラやソリューションを創出し、より一層社会に貢献できる

ビジネスモデルの構築を目指しています。

プロフィール 中期成長戦略の実践 ガバナンス 財務セクション／企業情報価値創造の考え方
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した。2017年６月から東名阪の医療機関を中心に導入を開始

し、運用していただいています。2018年度には、東名阪の近隣

エリア、札幌、仙台、広島、福岡、松山などのエリアで導入を進め、

その後、順次全国へと展開していきます。

　ヤマト科学株式会社とは、2017年9月に資本業務提携をし、

新たな製品やサービスの開発も推進しています。現在展開して

いるキュービックスシステムは病院向けですが、保険薬局に対応

したモデルの開発も完了しており、2018年度からの導入を計画

しています。お得意さまからは、病院内での医薬品の管理を

効率化できるという点に加え、医薬品の廃棄ロスを削減する

というコンセプトも評価をいただいています。スペシャリティ

医薬品を安心・安全にお届けするという社会的使命を果たすと

ともに、社会的コストの低減にも貢献していきます。

　二つ目は、EPSグループとの協業です。CRO※1事業・SMO※2

事業・CSO※3事業を展開するEPSホールディングス株式会社と

2016年9月に資本業務提携を結び、さまざまな検討を進めて

きました。具体的には、希少疾病薬のメーカー物流業務から医療

機関への販売、使用成績調査の支援に至るまでの「ワンストップ

受託モデル」の受託や、24時間365日対応が可能な緊急物流

スキームの構築、キュービックスシステムのコールセンター構築

などです。また、中国においても事業の共同推進を図るとともに、

両社の既存事業を強化し、医療サービス事業における新たな

付加価値創出を目指しています。さらに、2018年10月には、

社長メッセージ  

2017年度の主な成果

スズケン本社の組織再編
7本部を4本部に集約

業界初の併設型複合センター 
西神物流センター（卸物流）の稼働

希少疾病薬の一気通貫流通を受託
（ムンディファーマ（株））

女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定」を取得
（4月：エス・ディ・ロジ、5月：スズケン、8月：翔薬）

「キュービックスⓇシステム」のサービス提供開始

2017年4月

エス・ディ・ロジで品質マネジメントシステム
「ISO9001：2015年度版」を取得2017年8月

ヤマト科学（株）との資本業務提携2017年9月

配送実績管理システムの導入

2017年11月

血友病治療薬の緊急物流スキーム構築
（ノボ ノルディスクファーマ（株））2017年12月

杏林製薬（株）とのライセンス契約締結
（KRP-N118・SK-1404）2018年3月

2017年5月

2017年6月

2型糖尿病治療用配合剤の製造販売承認申請

中期成長戦略の実践
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株式会社スズケン
代表取締役社長

EPSホールディングスとの合弁会社設立やEPSグループの株式

会社EPファーマラインへの出資を予定しています。これによっ

て製薬企業を中心としたヘルスケア関連企業に対し、より高度

な支援が可能になると考えています。当社のMS※4を活用した

市販後調査･使用成績調査などの事業化やEPファーマラインの

メディカルコンタクトセンターを活用したリモートディテール

サービスの展開など、「取引」から「取組」への収益モデル変革を

目指していきます。EPファーマラインとは、地域包括ケアシステ

ムにおける患者や地域の医療従事者に対する革新的なサービ

スの開発などを通じて地域医療への貢献を目指していきます。

　三つ目は、再生医療に対応したプラットフォームの構築です。

グループ会社である株式会社エス・ディ・コラボにおいて、2016年

10月から再生医療等製品の治験段階における配送および保管

業務を受託しており、今後、増加が見込まれる再生医療関連等

製品の上市に備え、厳格な温度管理やBCP対応などを実現した

インフラを全国に整備し、上市後の流通受託を目指します。

One Group ──“共通の基盤、共通の価値観” 

　他の３つの「One」を進める上で基盤となる取り組みとして、

当社グループでは、「ガバナンス」や「人材」面の強化を推進して

います。

　ガバナンスについては、社外取締役を3名選任するなど、コー

ポレートガバナンス・コードへの対応を積極的に進めてきました。

また、グループ卸会社で統一した基幹システムをガバナンスの

高度化にも活用していきます。さらに、2018年度からは取締役

会の実効性評価にも取り組むなど、今後、さらにガバナンス強化

を加速していきます。

　人材については、次世代を担う人材の育成に積極的に取り組ん

でいます。現在、グループ間の人材交流を進めており、困難な

課題にチャレンジする場を与えることで成長する機会を提供して

います。また、中期成長戦略を実践していく全社プロジェクトを

立ち上げ、グループ全体から人材を集めることで、４つの事業

セグメントが保有する資本の連携・融合につなげていきます。

※1 CRO（Contract Research Organization）：医薬品開発業務受託機関
※2 SMO（Site Management Organization）：治験施設支援機関
※3 CSO（Contract Sales Organization）：医薬品販売業務受託機関
※4 MS（Marketing Specialist）：医療機関・保険薬局を訪問し、医薬品の
紹介、商談、情報の提供や収集を行う医薬品卸の営業担当者

　当社グループでは、ＥＳＧ（環境・社会・ガバナンス）における

重要テーマを特定し、取り組むことで、長期的な価値創造・持続

的成長を目指しています。先ほど説明した「ガバナンス」と「人

材」以外の面でもさまざまな取り組みをしています。

　環境については、当社では経営理念として「地球の健康とすべ

ての人々の健康で豊かな生活に貢献する」を掲げ、環境方針を

策定し、環境マネジメント体制の下、CO2排出量や廃棄物の

抑制に取り組んでいます。また、グループ全体では多様な事業

の特性に合わせた活動に取り組んでいます。

　社会については、「健康創造」に関わる事業を通じて医療や

健康に関わる社会課題の解決に貢献していくことを重視してい

ます。超高齢社会となった日本では、医療や介護の分野において、

さまざまな課題があり、当社グループは健康創造に関わる4つ

の事業の強みを融合することで、新たな価値を創造し、社会に

提供していくことができると考えています。

　当社グループは今後も、特長ある4つの事業を通じて、社会

課題解決に貢献する新たな価値を創造し、持続的な成長を追求

していきます。

持続的な成長に向けて

さらには、生産性向上に向け、労働時間の短縮などを推進する

ことで、「働き方改革」も実践していきます。 

プロフィール 中期成長戦略の実践 ガバナンス 財務セクション／企業情報価値創造の考え方
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高齢化の推移と将来推計

出所：内閣府 「平成30年版 高齢社会白書」

医療用医薬品における業界売上高推移（販売価ベース）

出所：クレコンリサーチ＆コンサルティング（株）

国民医療費と薬剤費比率

出所：厚生労働省「中央社会保険医療協議会 薬価専門部会資料」
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事業別の概況

中期成長戦略の実践

取り巻く環境

日本の医薬品卸の特徴
　日本では医療用医薬品の流通の97％が医薬品卸会社を経由
しています。こうした状況下で、当社をはじめとする日本の医薬
品卸は物流機能だけではなく、製薬企業に代わり、販売促進や
情報提供の機能も担っています。さらに、病院、診療所、保険薬
局の経営環境が大きく変化する中、医業経営に関する課題解決
の支援も卸の大切な役割の一つとなっています。

日本の医療保険制度と薬価基準制度
　日本の医療保険制度の特徴は、国民全員が一定の自己負担
により、良質な医療を受けることができる「国民皆保険」と、受診
する医療機関を自由に選択することができる「フリーアクセス」
です。
　こうした医療保険制度の下、日本では薬価基準制度によって、
医療保険から医療機関や保険薬局に支払われる際の薬剤費
（薬価）は公定価格として決められています。これに対して医薬
品卸から医療機関・保険薬局への納入価格は自由競争の下で
成立しています。なお、薬価は医薬品卸から医療機関・保険
薬局への納入価格（市場実勢価格）に基づいて現行2年ごとに
見直されています。（2018年3月末現在）



2017年度の実績と2018年度の見通し

売上高 営業利益
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2017年度実績と主な取り組み

　2017年度の医療用医薬品市場は、わずかながら伸長したものと推測しています。

そのような中、売上高は、C型肝炎治療剤の販売減少の影響があったものの、抗悪性

腫瘍剤の販売増加やグループ全社を挙げて取り組んでいる「スマイル活動」（顧客

信頼度最大化への挑戦の取り組み）の成果などにより微増収となりました。

　営業利益は、販売費及び一般管理費の抑制に努めたことなどにより増益となりま

した。

　これらの結果、売上高は2兆308億56百万円（前年度比0.0％増）、営業利益は

143億93百万円（前年度比3.3％増）となりました。

顧客信頼度最大化への挑戦

2017年度実績

　顧客信頼度最大化への挑戦は、スズケングループにとって最優先の取り組み

です。「お得意さまに学ぶ」という創業のこころを引き継ぎ、「スマイル活動」として

グループ全社を挙げて実践しています。

　さらに、このスマイル活動を進化させ、お得意さまも気付いていない真のニーズに

まで深く踏み込み、ソリューションを提供し、最終的には新たなサービスやビジネス

モデルの創出につなげていきます。この活動を継続することが、お得意さまからの

信頼度を確実に向上させ、その信頼が当社グループの大きな強みの一つになると

考えています。

　また、お得意さまのニーズを的確に把握し、お得意さまが真に必要としているサー

ビスに絞って提供するなど、営業・物流における効果・効率的な体制を実現し、顧客

信頼度を最大化していきます。

医療流通プラットフォームの強化
　医薬品卸としての社会的使命である医薬品の安定供給のため、社会インフラと

なっている医療流通プラットフォームへの継続的な設備投資や品質向上に向けた

取り組みを実践していきます。

併設型複合センターの本格稼働

　2017年4月から、卸物流を担う「西神物流センター」が神戸市内で稼働しました。同

建物内にはメーカー物流を担う「六甲物流センター」、輸配送業務を行うターミナルが

併設されており、メーカー物流・卸物流・輸配送ターミナルの3つの機能を有する

業界初の併設型複合センターとなりました。徹底したBCP対策やセキュリティ対策を

行い、西日本を中心とした広範なエリアで機動性が高く、効率的かつ高品質な保管と

主な取り組み

プロフィール 中期成長戦略の実践 ガバナンス 財務セクション／企業情報価値創造の考え方



医療用医薬品の販売先別売上高構成比
（2017年度）

中小病院
5.7%

大病院
26.1%

その他
1.3%

保険薬局
52.9%

診療所
14.0%

大病院：200床以上
中小病院：50～199床
診療所：49床以下

商品群別売上高構成比（2017年度）

医療用医薬品
91.3%

その他
1.4%

医療機器・材料
3.3%

診断薬
4.0%

※1 PIC/S（医薬品査察協定および医薬品査察共同
スキーム）：各国政府や査察機関の間のGMPと
GDPにおける二つの協力機関Pharmaceutical 
Inspection Convention（PIC）および
Pharmaceutical Inspection Co-operation 
Scheme（PICS）の統合呼称

※2 GDP（Good Distribution Practices）：医薬品
の輸送・保管過程における品質管理基準

※3 RFID（Radio Frequency Identification）：
記憶された人やモノの個別情報を無線通信に
よって読み書きする自動認識システム

事業別の概況　医薬品卸売事業
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カテゴリーチェンジへの対応
　厳格な温度管理が必要なスペシャリティ医薬品の市場拡大や後発医薬品の使用

促進など医療用医薬品の製品カテゴリーチェンジへの対応も急務となっています。

スペシャリティ医薬品の対応

　スズケンでは、新たな流通モデルとなるキュービックス®システムを米国医薬品卸

大手のアメリソースバーゲン社、世界的通信会社のAT&T社、薬剤管理用冷蔵庫の

開発・製造を委託しているヤマト科学株式会社と共に構築しました。2017年度から

東名阪エリアの医療機関で導入し、運用を開始しています。このシステムはRFID※3

を搭載し、インターネットでリアルタイムに温度管理や在庫管理をすることが可能で、

輸送中の温度変化や衝撃も24時間監視できるというものです。これまで医療機関

において管理が困難であったスペシャリティ医薬品の使用期限・在庫状況・温度状況

の把握が効率的にできるようになり、医薬品の廃棄ロス削減にもつながります。

2018年度からは、東名阪の近隣エリア、札幌、仙台、広島、福岡、松山エリアで導入

を開始し、順次全国で展開する予定です。また、2018年度より、保険薬局に対応した

モデルの導入を開始しています。

　2017年9月にヤマト科学と資本業務提携を締結しました。両社の協力体制を

強化し、キュービックス®システムの全国展開や新たに保険薬局に対応したモデルの

導入を進めるとともに、お得意さまへの新たな価値創造に向けて、製品やサービス

の共同開発を促進していきます。スペシャリティ医薬品を安心・安全にお届けする

という社会的使命を果たすインフラをより強固にし、社会的コストの低減にも貢献して

いきます。

後発医薬品の対応

　後発医薬品の流通においても、メーカー物流・卸物流・輸配送ターミナルの3つの

輸配送により安定的な医薬品供給を実現しています。今後も、グループ各社が

有する機能やノウハウを融合し、メーカー物流から卸物流に至るまで、一気通貫で

高品質な物流サービスを提供するとともに、災害時においても医薬品の安定的な供給

を目指します。

GDPに準拠した流通品質への対応

　日本のPIC/S※1加盟によりGDP※2基準の厳格化が進み、医薬品保管や輸送に

おいてもさらなる品質管理の強化が求められています。国内では、2018年度中に

GDPガイドラインが発表されることが予定されており、日本版GDPに準拠した流通

品質への対応が必須となります。

　当社グループは、卸物流において、2005年から業界に先駆けてトレーサビリティの

仕組みを導入し、保管・輸送の品質を担保しています。現在は、メーカー物流で培った

品質管理のノウハウを卸物流にも移植する取り組みを進め、物流センターや支店で

日本版GDP基準に準拠した医薬品流通を実現していきます。

中期成長戦略の実践



カ所18

医薬品卸売事業における
全国の拠点・車両台数（2018年3月31日現在）

卸物流センター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

台1,814運送事業用車両・・・・・・・・・

カ所240支店・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

※4 CRO（Contract Research Organization）：
医薬品開発業務受託機関

※5 SMO（Site Management Organization）：治験
施設支援機関

※6 CSO（Contract Sales Organization）：医薬品
販売業務受託機関

※7 BPO（Business Process Outsourcing）：企業
を運営する上で必要な業務やビジネスプロセス
を専門企業に外部委託すること

※8 MS（Marketing Specialist）：医療機関・保険
薬局を訪問し、医薬品の紹介、商談、情報の提供
や収集を行う医薬品卸の営業担当者
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パートナー企業との協業による緊急物流スキームの構築
　全国の血友病患者の止血治療をより速やかに開始できるように、ノボ ノルディスク

ファーマ株式会社と共同で、血友病インヒビター治療薬「ノボセブン®HI静注用5mg

シリンジ」、KMバイオロジクス株式会社と共同で血友病治療薬「バイクロット®配合

静注用」を対象とした緊急物流スキームを構築しました。

　パートナー企業であるEPSグループの株式会社EPファーマラインが運営する

メディカルコンタクトセンターを活用することで、夜間・休日を含む24時間365日

体制で、医療機関からの要請に対応できる体制を確立しています。

　今後も、お得意さまや製薬企業のニーズに応じた物流スキームを構築するなど、

新たな価値の創出を目指します。

「取引」から「取組」への収益モデルの変革
　CRO※4事業・SMO※5事業・CSO※6事業を展開するEPSホールディングス株式

会社との合弁会社を設立（2018年10月予定）し、製薬企業を中心としたヘルスケア

関連企業に、BPO※7ビジネスのトータルコーディネートの提案を推進し、より高度な

支援につなげていきます。具体的には、当社グループ卸のMS※8を活用した市販後

調査などの事業化や、EPファーマラインのメディカルコンタクトセンターを活用した

リモートディテールサービスの展開など、従来の売上基準である「取引」による収益

モデルから、機能評価である「取組」による収益モデルへの変革を目指していきます。

地域包括ケアシステムへの対応
　地域包括ケアシステムへの対応として、多職種連携が重要な課題となっており、

当社グループの営業担当者が地域医療に携わる人々を「つなぐ」役割を担い、それを

バックアップできるような体制づくりを進めていきます。

　在宅医療への対応では、当社グループが長年築き上げてきたカタログ通信販売の

仕組みであるMSD（メディカル・セレクションズ・ダイレクト）を活用し、在宅医療や

施設介護向けの医療機器の開発・製造や医療材料の拡販に注力していきます。また、

当社グループの株式会社エス・ディ・ロジが持つ運送事業用車両の活用やアライアンス

なども視野に入れ、医療機関から患者までのラストワンマイルにおける新たな流通

モデルの構築を目指します。さらには、EPファーマラインとの協業により地域の医療

従事者に対する革新的なサービスを開発するなど地域医療に貢献していきます。

機能を有する併設型複合センターの特性を生かし、従来にない仕入機能を構築する

ことで、高品質かつ効率的な医薬品流通を実現し、顧客満足度のさらなる向上につなげ

ます。また、メーカー選定に当たっても、安定供給・情報提供・適正な利益確保を

重視しながら、低コストなサプライチェーン構築を目指します。

プロフィール 中期成長戦略の実践 ガバナンス 財務セクション／企業情報価値創造の考え方



BCP対策の強化S

重要なESGの取り組み

関東エリア

関西エリア
中部エリア

事業別の概況　医薬品卸売事業

　東日本大震災の教訓を生かし、従来の卸の発想を超えた新たな

BCPコンセプト「メーカー物流と卸物流の連携による東名阪を

基盤とした今までにない強靭な全国BCPネットワーク」を掲げ、

物流ネットワークの構築に取り組んでいます。災害発生時には

行政や製薬企業と協力し、災害拠点病院などの医療機関に医薬

品を確実にお届けするインフラとして、このネットワークを活用

することができます。

　中部エリアでは、南海トラフ巨大地震を想定し、BCP対策の

強化を目的の一つとして愛知県大府市に「名南物流センター」を

設置し、2016年4月に稼働しました。物流拠点が集中する関東

エリアでは、茨城県古河市にメーカー物流の「筑波物流センター」

を設置し、2017年1月に稼働しました。さらに2018年10月には、

大規模輸配送ターミナルセンターが埼玉県さいたま市で稼働

する予定です。多くの製薬企業の物流拠点が集積している関西

エリアでは、西日本全域への医薬品安定供給の要となる「六甲

物流センター（メーカー物流）」「西神物流センター（卸物流）」が、

日本初となるメーカー物流・卸物流・輸配送ターミナルの3つの

機能を併せ持つセンターとして2017年4月に稼働しました。これら

東名阪を中心とした全国BCPネットワークの基盤が完成したこと

で、有事の際も医薬品流通を途絶えさせない体制を構築しました。

いかなる有事の際にも安心・安全かつ安定的に医薬品を流通することは、

医薬品卸にとってまさに社会的使命です。東日本大震災の教訓を生かし、

今後想定される災害等に備え、全国の物流ネットワークを有する当社

グループ独自の供給体制の強化が必要だと考えています。

なぜ重要か？

関東、中部、関西、四国にヘリポートを設置。行政や製薬企業と協力し、医薬品
や物資などの搬送にも利用可能

72時間対応の自家発電設備を
東名阪に配備

業界初のメーカー物流・卸物流・輸配送
ターミナルの併設型複合センター

卸物流センター
メーカー物流センター
輸配送ターミナルセンター
ヘリポート設置場所

2016年に発生した熊本地震は私にとって忘れられない出来事です。私たち医薬品卸が機能しなければ、お得意
さま、患者さまが今必要としている医薬品を届けられないとの思いで、医薬品や支援物資を送るなど、被災地の
流通回復に努めました。改めて医薬品卸としての使命を実感した瞬間でした。現在、私が勤務している阪神物流
センターは、震災の教訓を生かし、72時間対応の非常用自家発電機やヘリポートの設置など、BCP対策の強化
に取り組んでいます。さらに神戸市と災害時の協定を結ぶなど、自治体と連携した取り組みも進めています。
これからも西日本における流通の中枢拠点として、社会的使命を果たしていきたいと考えています。

医薬品卸としての使命を果たすためにVOICE

（株）スズケン
阪神物流センター長

古川  聡

基幹システムのある名古屋が被災
した場合、札幌にあるバックアップ
システムが稼働

強靭な全国BCPネットワーク
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CO2排出量・エネルギー使用量の削減E

　スズケンは、環境方針を策定し、CO2の削減に向けて省エネ

車両への切り替えやテレマティクスサービス※の利用など、エコ

運転の取り組みを進め、2017年度のガソリン使用量を前年度

に比べ約4.5％削減しました。また、全社電気使用量の対前年度

比1%の削減目標を掲げ、LED照明の全事業所への導入や空調

の使用期間・設定温度の適正化などに取り組みました。その結果、

2017年度の電気使用量を前年度に比べ約1.6%削減しました。

事業活動によるCO2の排出は、配送車両が使用するガソリンと全国の

営業拠点などで使用する電力が大半を占め、事業と環境への影響は

相関関係にあります。環境に関する法律・規則などの遵守、地域社会と

協調した環境負荷低減への貢献は企業の責務であると考えています。

なぜ重要か？

女性の活躍推進S

　女性活躍推進法に基づく行動計画を策定し、さまざまな仕事と

育児の両立支援活動を実施しています。また、上司を対象とした

意識啓発を推進するなど、職場の理解醸成にも努めています。

企業の競争力を高め、持続的に成長するためには、ダイバーシティの推進

が欠かせません。医薬品卸売事業では男女の管理職比率の差や、平均

勤続年数の差などの課題があることから、積極的な取り組みが必要だ

と考えています。

なぜ重要か？
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スズケンのガソリン使用量の推移

（年度）
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5,400
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2016

4,390

2017

4,194

私は7年前に医薬品の配送ドライバーとして入社し、現在は副主任として支店を管理する業務に携わっています。
困難な仕事をやり終えたときには大きなやりがいを感じますし、自分の成長にもつながっています。また、みんなで
声を掛け合い、一緒に助け合う職場の雰囲気が私を支えてくれていると実感する日々です。スズケングループは
女性社員の育成や、育児や介護との両立支援に積極的に取り組んでおり、女性が半数を占める私の職場でも、多様
な働き方が広がっています。相手の意見に耳を傾けること、感謝の気持ちを忘れないことを常に心がけ、会社の
成長に少しでも貢献していきたいと思います。

自己の成長を実感でき、多様な働き方が広がる職場にVOICE

（株）エス・ディ・ロジ
住之江支店 副主任

藤田  法子

2017年には、スズケン、翔薬、エス・ディ・ロジにて、「えるぼし」

認定を受けるなど、着実に取り組みが浸透しています。

えるぼし認定：女性の活躍推進に関する取り組みの実施状況など
が優良な事業主を厚生労働大臣が認定するもの。（エス・ディ・
ロジは最高位、スズケン・翔薬は2段階目の認定を取得）

※ テレマティクスサービス：専用の車載機によって、車両１台ごとに走行デー
タを集積し、運行状況やドライバーの運転特性等をリアルタイムに把握す
るシステム
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スズケンの電気使用量の推移
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47,741
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ＭＲ※数の推移（各年3月末時点）

出所：MRセンター「2018年版 ＭＲ白書」

コントラクトＭＲ数（各年3月末時点）

出所：MRセンター「2018年版 ＭＲ白書」
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医薬品製造事業
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3,957 4,0544,139 3,986

糖尿病患者数の推移（各年10月）

出所：厚生労働省「平成26年患者調査」

「糖尿病が強く疑われる者」、
「糖尿病の可能性を否定できない者」の推計人数の年次推移

出所：厚生労働省「平成28年国民健康・栄養調査」
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事業別の概況

中期成長戦略の実践

※ MR（Medical Representative）：医薬情報担当者

2017

62,433

3,667

取り巻く環境

アンメット・メディカル・ニーズへの取り組み
　製薬企業は、アンメット・メディカル・ニーズ（いまだに有効な
治療方法が確立されていない疾病に対する医薬品・医療への
強い要望）の中でも、特に治療満足度や薬剤貢献度の低い領域
にある疾病の治療薬について、積極的な研究開発に取り組んで
います。

糖尿病性腎症の早期発見・適切な治療
　アンメット・メディカル・ニーズのある疾病の一つで、糖尿病の
合併症である糖尿病性腎症は、段階を経て病気が進行するため、

新薬創出・適応外薬解消等促進加算制度の運用
　革新的な新薬の創出を加速することを目的として、一定の
条件を満たした製薬企業が製造販売する新薬（後発医薬品が
上市されていないもの）に対して、薬価の引下げを猶予する制度
が運用されています。

できるだけ早期に発見し、適切な治療をすることが重要です。
糖尿病性腎症が原因で人工透析を受けることになった人が、
全透析患者のうち44.1％（2012年末現在）と最も多い割合を
占めています。
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2017年度の実績と2018年度の見通し

売上高 営業利益

（年度）

（百万円）
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52,264 48,700986

650

主な製品

「セイブル錠」

「アイピットミニ」 「A1c iGear Quick S」

プロフィール 中期成長戦略の実践 ガバナンス 財務セクション／企業情報価値創造の考え方

※1 DPP-4阻害剤：消化管ホルモン「インクレチン」
を分解する酵素「DPP-4」の働きを阻害すること
を目的にした薬

※2 MR（Medical Representative）：医薬情報担
当者。医薬品の適正使用のため医療従事者を
訪問し、医薬品の品質、有効性、安全性などの
情報提供、収集、伝達を行う

※3 導出：特定の医薬品を開発、販売するために必
要な知的財産権の相手による使用を許可する
こと

2017年度実績と主な取り組み

　売上高は、DPP-4阻害剤※1「スイニー錠」、高尿酸血症・痛風治療剤「ウリアデック錠」

などを中心に販売促進に努めたものの、2017年6月に糖尿病食後過血糖改善剤

「セイブル錠」の後発医薬品が上市されたことや2017年3月に実施したニュートリション

事業譲渡の影響などにより減収となりました。営業利益は、販売費及び一般管理費の

抑制に努めたものの、減収の影響により減益となりました。

　これらの結果、売上高は522億64百万円（前年度比18.3％減）、営業利益は9億86

百万円（前年度比64.3％減）となりました。

主力製品の処方拡大

2017年度実績

　糖の吸収を遅らせる「セイブル錠」、インスリン分泌を促進して血糖を低下させる

「スイニー錠」、インスリンが効きにくい状態を改善する「メトホルミン錠」（後発医薬品）

については、医師に説明する際に良質な血糖コントロールについて言及しながら、処方

拡大に努めています。「ウリアデック錠」については、新たなエビデンスも出ており、

グループ全体で、高尿酸血症治療の意義およびその中での本剤の製品特性について

MR※2のディテール活動（医師への説明行為）を強化しています。

　国内トップシェアを誇る血糖自己測定器については、「グルテストアイ」を2017年

5月に発売し、穿刺針と穿刺器具を一体化したディスポーザブル穿刺針「アイピット

ミニ」を2018年6月に発売しました。また、糖尿病の血糖コントロールマーカーで

あるヘモグロビンA1cを測定する「A1c iGear Quick S」を2018年5月に発売し

ています。

患者視点の研究開発を推進
　三和化学研究所は、長年にわたり“糖尿病治療のベストパートナー企業”としての

ブランドを築いてきました。今後は、まだ多くのアンメット・メディカル・ニーズが

残されている腎臓疾患領域を新たな成長市場と捉え、当領域を基軸とした新薬開発

に注力していきます。患者QOL（クオリティ・オブ・ライフ）の改善に貢献することを

目指し、患者視点で必要な医薬品の研究・開発を進めていきます。また、外部に評価

いただけるような自社開発に加えて、導出※3を含めたさまざまなアライアンスを

検討し、早期市場浸透を図ります。

　2017年3月にニュートリション（医療・介護食）事業を譲渡し、医薬品と診断薬の

2事業に経営資源を集中しました。今後も、アンメット・メディカル・ニーズ、ファースト・

イン・クラス※4に対応した「持続的成長に向けた新薬開発」を重点課題として取り

主な取り組み

「グルテストアイ」「ウリアデック錠」

「スイニー錠」

34



医薬品製造事業における拠点
（2018年3月31日現在）

カ所3医薬品製造工場・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

FUKUSHIMA工園

事業別の概況　医薬品製造事業

北海道工場

熊本工場

※4 ファースト・イン・クラス：新規性・有用性が高く、
従来の治療体系を大幅に変えるような画期的
新薬

※5 OSDrC（One-Step Dry-Coating）：三和化学
研究所オリジナルの製剤技術で、可変式の二重
構造杵を有するOSDrCロータリー打錠機は
ワンステップでの有核錠の製造を可能にする。
これによって、従来の有核錠はもとより、多種
多様な製剤、例えば内核を2つ持つ分割有核錠
や新しい配合剤など、付加価値の高い製剤を
設計・製造できる技術

※6 バイオシミラー（バイオ後続品）：すでに新有効
成分含有医薬品として承認されたバイオテクノ
ロジー応用医薬品と同等／同質の品質、安全
性および有効性を有する医薬品として、異なる
製造販売業者により開発される医薬品

パイプラインの状況（2018年6月30日現在）

開発コード（適応症） 開発状況

便秘症治療薬 製造販売承認申請中 ―

腎性貧血治療薬
（バイオ後続品） 第Ⅲ相試験 韓国の東亜ST（株）より導入し

（株）ジーンテクノサイエンスと共同開発

二次性副甲状腺
機能亢進症治療薬 第Ⅲ相試験準備中 EAファーマ（株）から導入

夜間頻尿治療薬 第Ⅱ相試験 杏林製薬（株）と共同開発

そう痒症治療薬 第Ⅱ相試験 宇部興産（株）と共同開発

2型糖尿病治療薬 製造販売承認申請中

SK－1202

SK－1401

KRP－N118
（SK－1404）

SK－1405

SK－1501 アナグリプチン/メトホルミン配合剤

備考

SK－1403

研究開発（パイプライン）の状況
　製薬企業としての持続的成長には新薬開発が不可欠であり、パイプラインを充実さ

せています。

　アナグリプチン（スイニー錠）とメトホルミンの配合剤（SK-1501）や便秘症治療薬

（SK-1202）の2018年度中の上市、早期の売上最大化に向け取り組んでいきます。

夜間頻尿治療薬（KPR-N118（SK-1404））の開発では、2018年3月に杏林製薬株式

会社と開発、製造および販売での業務提携に係るライセンス契約を締結しました。

今後は両社共同で開発を進め、早期市場浸透を図ることで、4,500万人いるとも言わ

れている夜間頻尿に苦しむ患者へ新たな選択肢を提供し、QOL改善に貢献したいと

考えています。また、バイオシミラー※6の腎性貧血治療薬（SK-1401）や二次性副甲

状腺機能亢進症治療薬（SK-1403）の開発も進めており、2023年までほぼ毎年、新

薬を発売できるパイプラインを整えています。

新たな協業モデル・サービスの構築
　研究開発力をベースに上市した自社製品を一人でも多くの患者に使用していただけ

るよう、三和化学研究所のMR、医薬品卸売事業のMSが一体となって活動しています。

さらに、各事業・機能の融合やパートナー企業との協業による新たなビジネスモデルの

構築を目指すとともに、グループ一体で経営体制を強化し、生産性の向上を目指します。

組みます。

　スズケングループの強みを生かし、医療機関や保険薬局との接点を持つ医薬品卸

各社や患者との接点を持つグループ薬局との情報連携を図り、より患者に寄り添った

製品開発を目指します。また、独自技術のOSDrC※5を活用し、DDS（ドラッグデリバ

リーシステム）技術などの製剤技術の向上を目指します。

中期成長戦略の実践
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※1 PRTR（Pollutant Release and Transfer Register）制度：人の健康や
生態系に有害な恐れのある化学物質が、事業所から環境（大気、水、土壌）
へ排出される量および廃棄物に含まれて事業所外へ移動する量を、事業
者が自ら把握し国に届け出をし、国は届出データや推計に基づき、排出
量・移動量を集計・公表する制度

※2 EHS（Environment、Health and Safety）：環境、衛生、安全の略で、製造委
託先の選定に際し、EHSに関する評価を重要視する製薬企業が増えている

重要なESGの取り組み

省資源・廃棄物対策の推進E

　三和化学研究所では環境委員会を設置し、環境保全に向けた

目標と行動計画を策定しています。化学物質の排出量の把握や

PRTR制度※1に則った適切な管理に努め、大気汚染物質の排出

削減にも取り組んでいます。また、省エネ・地球温暖化対策として、

高効率なシステムへの切り替えやエネルギー使用量の見える化

を進め、廃棄物対策ではリサイクル量を増やし、最終処分率を

医薬品の成分として用いられる化学物質などは、製造過程での排出や

廃棄により生態系に影響を及ぼす可能性があるため、その影響を最小限

に抑制することを目的とした環境法令に基づく厳密な管理が必須です。

また、医薬品の有効性や安全性の確保だけでなく、製造工場における

環境管理・衛生管理への対応が重要だと考えています。

なぜ重要か？

糖尿病の予防・治療・療養への啓発運動S

　拡大を続ける糖尿病の脅威を踏まえ、毎年11月14日を「世界

糖尿病デー」と定めた国連の趣旨に賛同し、協賛企業として参画

しています。医療機関などと協力した糖尿病に関する講演会や

治療セミナーの企画・開催、スズケングループの医薬品卸売事

糖尿病は神経障害、網膜症や腎症などの合併症の誘発により、患者の

QOLを著しく低下させます。三和化学研究所では糖尿病治療のベスト

パートナー企業として、糖尿病に関する正しい知識や情報を提供し、広く

社会における認識を高め、すべての人々のQOL維持・向上に貢献する

ことが重要だと考えています。

なぜ重要か？

糖尿病とその合併症はQOLを著しく低下させるため、多くの患者さまが治療や療養に苦労されています。製薬
企業として、医薬品の開発だけでなく、広く患者さまの健康に携わりたいという思いから、講演会を企画・開催し、
啓発活動に取り組んでいます。講演会は、医師、薬剤師、看護師など医療従事者にとっても情報交換の場になって
おり、参加した先生から「患者さんを専門医に診てもらったところ、症状が大きく改善した」という話も伺っています。
糖尿病と合併症に苦しむ人を減らすことに微力ながらも役立っていると実感でき、活動を深化させる原動力に
なっています。

啓発活動を通じて早期発見、早期治療に貢献VOICE

（株）三和化学研究所
東海支社

  真梨子

業や保険薬局事業と協働した「世界糖尿病デー」の周知や血糖

値測定の啓発など、地域活動を展開しています。今後は、糖尿病

の合併症の一つである腎臓疾患領域でも、啓発運動を推進して

いく計画です。

はぜ

着実に低下させています。今後も製薬企業として、EHS※2に関

する対応を積極的に進めていきます。

世界糖尿病デーのシンボルマークである
ブルーサークルのバッジとオリジナルプレート オリジナルステッカー

省エネ・地球温暖化に関する目標

2020年度
CO2排出量

15%削減
基準年度：2005年度
原単位当たり

廃棄物管理における目標

2019年度
最終処分率

5%削減
基準年度：2016年度

プロフィール 中期成長戦略の実践 ガバナンス 財務セクション／企業情報価値創造の考え方

36



後発医薬品の使用割合の推移と目標 薬局における在宅患者訪問薬剤管理指導の実施状況

注）「使用割合」とは、後発医薬品のある「先発医薬品」および「後発医薬品」を分母とした「後
発医薬品」の使用割合をいう。

出所：厚生労働省「後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用促進について」 出所：厚生労働省「中央社会保険医療協議会 在宅医療（3）」
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全国の薬局数の推移

出所：厚生労働省「平成28年度衛生行政報告例の概況 薬事関係」
　　 厚生労働省「薬局数及び処方せん枚数の推移」

出所：厚生労働省「平成28年度調剤医療費の動向」
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事業別の概況

中期成長戦略の実践

調剤医療費総額、処方せん枚数の推移
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かかりつけ薬剤師・薬局に求められる基本的な機能
　地域包括ケアシステム（P43参照）の一翼を担うには、薬に
関することを、いつでも気軽に相談できるかかりつけ薬剤師が
いることや、かかりつけ薬剤師が役割を発揮でき、構造設備
（相談スペースの確保等）が整備されたかかりつけ薬局を確保
していく必要があります。かかりつけ薬剤師・薬局が有すべき
3つの機能は「服薬情報の一元的・継続的把握」、「24時間対応・
在宅対応」、「医療機関等との連携」です。（P39参照）

地域住民の健康維持・向上を担う健康サポート薬局
　健康サポート薬局は、医薬品医療機器法施行規則では、患者
が継続して利用するために必要な機能および個人の主体的な
健康の保持増進への取り組みを積極的に支援する機能を有する
薬局と定義されています。かかりつけ薬剤師・薬局の基本的な
機能を備えた薬局のうち、地域住民による主体的な健康の維持・
増進を積極的に支援する薬局です。（P39参照）



2017年度の実績と2018年度の見通し

スズケングループ薬局 店舗数の推移

（年度）

（軒）
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売上高 営業利益

（年度）

（百万円）
150,000

120,000

90,000

60,000

30,000

0

（百万円）
10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

2018
（予想）

2017

99,550 93,000

3,195

1,600

ファーコス薬局おおだい
（三重県多気郡）

薬局内に設置した無菌調剤室
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2017年度実績と主な取り組み

　売上高は、M&Aおよび新規出店や技術料収入の増加（基準調剤加算および後発

医薬品調剤体制加算の加算店舗数の増加、かかりつけ機能の強化）などにより増収

となりました。営業利益は、増収効果および販売費及び一般管理費の抑制に努めた

ことにより増益となりました。

　これらの結果、売上高は995億50百万円（前年度比1.8％増）、営業利益は31億95

百万円（前年度比109.7％増）となりました。

「かかりつけ薬剤師・薬局」として地域医療に貢献

2017年度実績

　保険薬局は、地域のキーステーションとしての「かかりつけ薬局」への変革が求めら

れています。さらに、地域住民による主体的な健康の保持増進を支援する「健康

サポート薬局」としての機能も期待されています。

　このような中、保険薬局事業では安心・安全な薬局としてのブランド構築に力を入れ、

M＆Aと事業基盤の強化による規模拡大と効率性向上、さらに医薬品卸などグループ内の

他事業とのシナジー強化に取り組んでいます。スズケングループ薬局は、2018年3月末

現在623店舗を展開しており、すべての薬局が「かかりつけ薬局」となること、「かかり

つけ薬剤師」を置くことを目指しています。

　当社グループ薬局では、地域住民からの健康保持・増進に関する相談に適切に

対応し、受診勧奨や紹介等を円滑に行っています。さらに、当社グループの医薬品卸や

介護事業とも連携し、地域医療に貢献していきます。

「薬局支援薬局」として薬学管理を支援
　現在、がんなどのターミナルステージを在宅で過ごす人が増えています。そうした

ニーズに応えるために、輸液等注射薬の調剤に必要な無菌調剤室を持つ薬局を増やし

ています。疼痛緩和に対するスムーズな麻薬の供給や中心静脈栄養、経腸栄養剤の

供給を通した在宅栄養管理を実施しています。

　また、無菌調剤室を持つ14店舗を地域の「薬局支援薬局」と位置付け、地域の薬局

を支援することを目的に、設備を共有することや調製技術に関する指導を請け負って

います。そのほか抗がん剤などの薬学的管理を支援する「高度薬学的管理機能」を

地域単位で提供するなど、支援体制づくりも積極的に行っています。

廃棄する薬剤を削減する取り組み
　保険薬局では、多くの医薬品の在庫を確保する必要があるため、不動在庫を抱える

主な取り組み

プロフィール 中期成長戦略の実践 ガバナンス 財務セクション／企業情報価値創造の考え方



事業別の概況　保険薬局事業

出所：厚生労働省「患者のための薬局ビジョン」（2015年10月23日）を参考に作成出所：厚生労働省「患者のための薬局

●高度な薬学的管理
ニーズへの対応
●専門機関と連携し抗がん剤
の副作用対応や抗HIV薬の
選択などを支援 等

「患者のための薬局ビジョン」 
～「門前」から「かかりつけ」、そして「地域」へ～

●副作用や効果の継続的な確認
●多剤・重複投薬や相互作用の防止
●ICT（電子版お薬手帳等）を活用し、
→患者がかかるすべての医療機関の処方情報
を把握
→一般用医薬品等を含めた服薬情報を一元的・
継続的に把握し、薬学的管理・指導

●夜間・休日、在宅医療への対応
●24時間の対応
●在宅患者への薬学的管理・服薬指導

かかりつけ薬剤師・薬局が
持つべき3つの機能

患者などのニーズに応じて
強化・充実すべき2つの機能

●疑義照会・処方提案
●副作用・服薬状況のフィードバック
●医薬品等に関する相談や健康相談への対応
●医療機関への受診勧奨
●医療情報連携ネットワークでの情報共有

服薬情報の
一元的・継続的

把握

医療機関等
との連携

24時間対応・
在宅対応

高度薬学
管理機能

かかりつけ
薬剤師・薬局

健康サポート
薬局

●国民の病気の予防や健康サポートに貢献
●要指導医薬品等を適切に選択できるような
供給機能や助言の体制
●健康相談受付、受診勧奨・関係機関紹介 等

健康
サポート機能
健康

サポート機能

（株）ファーコスの薬剤師による訪問薬剤管理指導

（株）ファーコスの薬剤師4名が2017年の「第77回
国際薬剤師・薬学連合国際会議in 韓国」に参加
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多職種連携や在宅対応の取り組み
　各自治体で進めている地域医療構想に沿った形で、医師会の地域連携責任者、

地域の基幹病院、薬剤師会のキーマン、在宅医療に従事する医師、ケアマネジャー

などとの接点を増やしています。当社グループの医薬品卸や介護事業と連携し、地域

の多職種連携の「場づくり」を主導していきます。

　在宅専門薬局の展開や居宅介護支援事業所を併設するなど地域医療連携の取り

組みを実践しています。また、地域住民を対象とした糖尿病などの生活習慣病に

関するセミナーや薬剤師による薬や健康に関する相談会などの健康イベントを開催

しています。当社グループでは、すべてのグループ薬局で在宅業務を実施し、地域に

貢献することを目標とし、今後もグループ薬局間で協力、情報共有を図り、在宅業務を

遂行する能力をグループ全体で高めていきます。

学会などでの発表を通じた人材育成
　当社グループ薬局では、各種学術大会や医療薬学会で毎年多岐にわたる発表を

行っています。当社グループ薬局である株式会社ファーコスでは他職種の学会にも

積極的に参加し、年間20件以上の発表をしています。各自が持つ問題意識を形に

すること、患者視点で問題を解決することなどが将来につながるとの考えから、この

ような活動を通じて人材育成を積極的に進めています。

ことが薬剤の廃棄リスクとなります。当社グループ薬局では、グループ会社の株式

会社エス・ディ・ロジと連携し、その物流機能を活用して、各店舗の不動品を必要と

する店舗に振り分ける取り組みを進めています。効率的な在庫管理をすることで、廃

棄する薬剤を削減し、社会的コストの低減に貢献しています。

中期成長戦略の実践



※1 一包化：服用時期が同じ薬や1回に何種類かの錠剤を服用する場合、それら
をまとめて1袋にすること

※2 ブラウンバッグ運動：薬剤師が中心となって、患者が日常的に服用している
処方薬、OTC薬、サプリメントなどの量や種類、副作用や相互作用などの
問題をチェックする運動

重要なESGの取り組み

地域住民の健康増進S

　スズケングループ薬局では、地域住民の皆さまの健康をサポー

トするため、健康チェックや健康相談、こども薬剤師体験など、各

地でさまざまな健康イベントを開催しています。2017年度は全

医療・健康への関心が高まり、セルフメディケーションが推進される中、

地域住民が健康に関して気軽に相談できる場所は依然として少ないのが

実情です。そのため、地域包括ケアシステムの担い手として、地域住民

の健康に貢献できる薬局づくりが必要だと考えています。

なぜ重要か？

エスマイルでは、日ごろから地域の皆さまに「健康や薬のことなど、困ったことがあればいつでも薬局に相談に
来てください」と声掛けをしています。「健康フェア」はその一つの場であり、「薬局や薬剤師の存在をより身近に
感じていただきたい」「地域の皆さまの健康に貢献していきたい」との思いで取り組んでいます。2017年8月に
開催した産学連携による健康フェアでは、「iPS細胞と再生医療」をテーマにした大学教授の講演や、iPS細胞の
培養体験などを行いました。目を輝かせて参加するお子さんたちを見て、これからも健康づくりの一助となるよう
努力したいという気持ちがより強くなりました。

地域住民に寄り添い、健康サポートに広く貢献VOICE

（株）エスマイル
岡山事業部岡山中エリア長

佐伯  隆昭

国の135店舗で健康イベントを実施し、3,000名を超える地域

住民の皆さまにお集まりいただきました。今後も地域に根差し、

信頼される安心・安全な薬局を目指していきます。

2017年8月、（株）エスマイルの岡山エリアにて、初の産学連携による健康
フェアを開催。（写真左）こども薬剤師体験（写真右）健康測定・お薬相談

次世代への教育支援S

　次世代を担う薬学部の学生への教育に関する支援として、長期

実務実習やインターンシップを受け入れています。ファーコス

では、全国の薬局で実習生を受け入れ、100名を超える認定実務

実習指導薬剤師による実務実習で学生をサポートしています。

また、薬局や薬剤師を身近に感じ、将来像のイメージを持つこと

で学びへのモチベーションを高めることを目的に、大学1年生を

対象とした早期体験学習も実施しています。

医薬品の安全使用といった社会的要請に応えるため、医療の担い手として

質の高い薬剤師が求められています。2007年には6年制薬学教育が

開始され、保険薬局での研修が数週間の「見学型」から11週間の「参加

型」に変わるなど、次世代を担う薬学生への早期からの教育支援が必要

だと考えています。

なぜ重要か？

残薬防止への取り組みS

　スズケングループの薬剤師は患者に対し、飲み忘れ防止の注意

喚起を徹底するように努めています。一包化※1やブラウンバッグ

運動※2を推進し、「かかりつけ薬剤師・薬局」として処方薬の飲み

残し（残薬）の防止に取り組んでいます。

日本では高齢者などの薬の飲み残しが大きな課題となっており、こうした

社会的コストを最小限に抑えることを重要な経営テーマと位置付けて

います。残薬は飲み間違いや健康被害につながる危険もあり、薬剤師

による情報収集と、それに基づく患者への服薬指導などが求められて

います。

なぜ重要か？
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国内の再生医療の将来市場予測
介護分野と全職業における有効求人倍率の推移

出所：経済産業省「再生医療の実用化・産業化に関する研究会」 出所：厚生労働省「介護人材確保地域戦略会議」資料

40,000

30,000

20,000

10,000

0

（億円）

介護保険給付費用額の推移

出所：厚生労働省 「平成27年度介護保険事業状況報告（年報）」

要介護および要支援認定者数の推移（各年度末現在）

出所：厚生労働省 「平成27年度介護保険事業状況報告（年報）」
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再生医療等製品の特性
　再生医療の進展に伴い、それに関わる製品の配送・保管の
プラットフォーム整備が求められています。再生医療等製品は
下記のようなもので、人の細胞などを用いることから品質が
不均一で、有効性の予測が困難な場合があるという特性を有して
います。
●人の細胞に培養等の加工を施したものであって、
　① 身体の構造・機能の再建・修復・形成するもの
　② 疾病の治療・予防を目的として使用するもの
●遺伝子治療を目的として、人の細胞に導入して使用するもの

地域包括ケアシステムの構築
　重度の要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい
暮らしを続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活
支援が一体的に提供される「地域包括ケアシステム」の構築が
2025年を目処に進められています。このシステムは、保険者で
ある市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域
の特性に応じて作り上げていくことが必要となります。（P43参照）



※1 GMP（Good Manufacturing Practices）：
医薬品の製造における製造管理と品質管理基準

※2 GDP（Good Distribution Practices）：
医薬品の輸送・保管過程における品質管理基準

※3 ダイレクトクール：保冷医薬品（2～8℃）の配送
時の温度逸脱を防止するため、全国で運用する
輸配送ターミナルより各医薬品卸の物流セン
ターへ直送するサービス（PIC/S GDPに準拠）

2017年度の実績と2018年度の見通し

メーカー支援サービス 受託数の推移
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売上高 営業利益
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50,595 53,300

862 870

メーカー物流（治験薬物流含む）
希少疾病薬流通

台96

メーカー支援サービス事業における
全国の拠点・車両台数（2018年3月31日現在）

保冷車・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

カ所11メーカー物流センター・・・・・・・・・・・・・・・・・
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2017年度実績と主な取り組み

　売上高は、主に、メーカー支援サービス事業（メーカー物流受託・希少疾病薬流通受

託）の受託数の増加や、介護事業の介護施設利用者数の増加により増収となりました。

営業利益は、メーカー支援サービス事業と介護事業の増収効果により増益となりました。

　これらの結果、売上高は505億95百万円（前年度比15.0％増）、営業利益は8億62

百万円（前年度比131.2％増）となりました。

　なお、2018年6月末時点で、メーカー支援サービス事業はメーカー物流（治験薬

物流を含む）48社、希少疾病薬流通は16社26品目を受託しています。

【メーカー支援サービス事業】

2017年度実績

　スズケングループは、2005 年からメーカー物流受託事業に参入し、GMPに準拠した

厳格な温度・品質管理を実現してきました。製薬企業に対する企画・提案を株式会社

エス・ディ・コラボ、保管や荷役に関わるオペレーション業務を株式会社エス・ディ・ロジ

が担っています。エス・ディ・ロジが運営する物流センターでは、2008年から「ISO9001」

の認証を取得し、GMPに準拠した品質管理を実現しています。新たに「2015年度版」を

取得したことで、「グローバル品質への対応」のさらなる充実に加え、PIC/S GDPに準拠

した品質管理が担保できると考えています。また、中央運輸株式会社の新たな輸配送

ターミナルセンターが、埼玉県さいたま市で2018年10月に稼働する予定であり、

関東圏の医薬共同配送機能を集約し、効率化を図るとともにGDP対応を可能にした

医薬品保冷サービス「ダイレクトクール」※3の提供エリア拡大を目指します。

　これからも当社グループは、品質マネジメントシステムの維持・向上に積極的に

取り組み、製薬企業にご安心いただけるサービスの提供を目指します。

　エス・ディ・コラボは、国内流通に関するさまざまな課題を解決し、製薬企業に対して

医薬品の上市支援を行ってきました。 製品特性に応じた希少疾病薬や治験薬の流通

受託の実績が評価され、2017年5月に ムンディファーマ株式会社、2018年5月に

アミカス・セラピューティクス株式会社の希少疾病薬に関して、メーカー物流業務

から医療機関への販売、使用成績調査の支援までの「ワンストップ受託モデル」にて

受託しています。今後、日本への進出を目指す海外の製薬企業からの要望が増えて

いくことが予想され、一気通貫流通での受託拡大に努めていきます。

主な取り組み
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「ISO9001 2015年度版」を取得しGMP※1やGDP※2に準拠した
品質管理を実現

希少疾病薬のワンストップ受託モデルの構築



事業別の概況　医療関連サービス等事業

出所：厚生労働省「地域包括ケアシステムについて」（2013年6月13日）を参考に作成

デイサービス、ショートステイを提供する
「エスケアステーション和光」（埼玉県和光市）

介護事業の売上高推移

（年度）

（百万円）
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9,000

6,000

3,000

0

2015 20172016

8,075
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サンキ・ウエルビィ エスケアメイト

地域包括ケアシステム

病気になったら…

非常時の医療
●急性期病院
●亜急性期・
回復期リハビリ病院

日常の医療
●かかりつけ医
●地域の連携病院 住まい

●自宅
●サービス付き
高齢者向け
住宅等

介護
介護が必要になったら…

在宅系サービス
●訪問介護　●訪問看護
●通所介護
●小規模多機能型居宅介護
●短期入所生活介護
●24時間対応の訪問サービス
●複合型サービス
（小規模多機能型
　居宅介護＋訪問看護）等

施設・居住系サービス
●介護老人福祉施設
●介護老人保健施設
●認知症共同生活介護
●特定施設入所者
生活介護 等

生活支援・
介護予防

介護予防サービス

注） 地域包括ケアシステムは、おおむね３０分以内
に必要なサービスが提供される日常生活圏
域（具体的には中学校区）を単位として想定

相談業務・
サービスのコーディネート
●地域包括支援センター
●ケアマネジャー

通院・入院

通所・入所

いつまでも元気に暮らすために…

●老人クラブ
●自治会

●ボランティア
●NPO 等

医療
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【介護事業】

　介護事業では、地域ニーズに合わせた介護サービスを提供しています。株式会社

エスケアメイトでは首都圏・中部圏で施設系サービスを中心に23拠点、サンキ・

ウエルビィ株式会社では、町村が多い中国地方で訪問介護を中心に約78拠点を運営

しています。当社グループ薬局から医薬品を届け、服薬指導する取り組みを開始し、

地域における卸・薬局との連携モデルの確立を目指しています。

　要介護認定者が増加する一方で、介護サービスを提供する職員の確保が重要な課題

となっています。エスケアメイトでは、介護福祉士をはじめとする資格取得支援制度

を新設するなど従業員の満足度向上を図るとともに、介護ロボットや転倒防止セン

サーの導入など介護職員の負担軽減につながる取り組みを進めています。

中期成長戦略の実践

　エス・ディ・コラボでは、2016年10月から再生医療等製品の治験段階における

保管および輸配送を受託しています。新たな取り組みとして、今後増加が見込まれる

再生医療等製品の上市に備え、液体窒素を冷媒とした安全性・信頼性の高いシステムや

輸送時の冷凍保存容器などによる厳格な温度管理、また、BCP対応など必要となるイン

フラを全国に整備し、上市後の流通受託を目指します。当社グループは、メーカー物流

や卸物流でのノウハウや経験を生かし、全国をカバーする再生医療等製品の流通

プラットフォームを構築することで、再生医療等製品メーカーのベストパートナーを

目指しています。

再生医療に対応したプラットフォームの構築

地域の特性に応じた、質の高い介護サービスを提供

介護職員確保のための取り組み



重要なESGの取り組み

環境経営・エコ運転への取り組みE

　中央運輸では環境活動方針を掲げ、環境に配慮した経営の推進

を目的に、全営業所で「グリーン経営」の認証を取得しています。

また、デジタル式運行記録計を導入し、ドライバーの運転技術

を経済性、安全性の両面から客観的に分析・評価することで、一

人一人のエコ運転・安全運転への意識および運転技術の向上に

つなげています。加えて、エコ運転につながる車両整備や、ドラ

イバーへの教育を定期的に実施しています。

より高度な品質管理が求められるメーカー物流において医薬品などを

確実にお届けするという使命を果たすためには、従業員と地域住民の

安心・安全の確保は重要な課題です。また、安全運転に取り組むことで、

CO2の削減など、環境に配慮したエコ運転につながると考えています。

なぜ重要か？

医薬品廃棄ロス削減への貢献S

　スズケングループでは、物流センターを活用し、保険薬局の

各店舗にある不動在庫を集約し処方が出ている店舗へ振り分け

る「店舗間配送」業務を受託し、医薬品廃棄ロスの削減やお得意

さまの業務効率化につなげています。今後もメーカー物流や卸

物流のノウハウや経験を生かし、お得意さまの物流ニーズに合わ

せて、責任を持って医薬品をお届けします。

保険薬局では多くの医薬品の在庫を抱える必要があり、不動在庫となった

期限切れの医薬品は廃棄しなくてはなりません。より正確かつ効率的な

在庫管理が求められているお得意さまの課題解決に取り組むことで、廃棄

ロスという「社会的コスト」の低減に貢献する必要があると考えています。

なぜ重要か？

私はドライバー歴15年で、主に保冷品を製薬企業の工場から卸物流センターまで運ぶ仕事をしています。日ごろ
から周囲をよく見て予測運転をすることや、急ブレーキ・急発進はしないなど、安全運転の基本を徹底しています。
当社はドライバーへの教育プログラムも充実しているので、常に責任感を持って仕事に取り組んでいます。
最近、小学1年生の娘から「パパが薬を運んでくれるから病気になっても大丈夫」と言われ、とてもうれしく、やりがい
のある仕事だと改めて感じました。これからも地域の皆さまの安全に最大限配慮し、医薬品流通を担う者として
社会的使命を果たしていきたいと思います。

安全・エコで子供にも自慢できる運転をVOICE

中央運輸（株） 加須営業所
か　ぞ

丸山  尚樹

地域住民への貢献S

　サンキ・ウエルビィでは、介護施設で利用者、家族、地域住民

が一緒に楽しめる季節行事やイベントを実施しています。また、

認知症サポーターを養成する「オレンジリング」にも取り組み、

地域住民や企業、学校などからの要請を受け、当社の講師・アド

日本では超高齢社会を迎え、認知症患者数も年々増加しています。地域

に根差した介護サービスの提供を目指す中で、地域の高齢者とその家族

とのかかわりを深める施策をはじめ、地域住民が安心して暮らせるまち

づくりへの貢献が必要だと考えています。

なぜ重要か？
バイザー資格保有者による「認知症サポーター養成講座」を開催

しています。2017年度は38回実施しました。

地域住民とのイベント

認知症サポーター養成講座
薬学部の学生や地域の児童を対象に認知症
についての理解を深めていただいています。
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