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Blind

ファイザー株式会社は、
視覚障害者柔道のオフィシャルパートナーです。

judo

Interview

Pfizer Japan is official sponsor of Japan Blind Judo Federation.

掴んだこの手は
絶対に離さない。
表彰台の一番高い所に立ちたい―強い決意で挑戦を続ける
視覚障害者柔道女子70kg級、小川和紗選手。

日本代表候補である彼女の、競技に懸ける思いに迫った。

小川 和紗
1 9 9 7 年 生まれ 、
千葉県出身。先天
性の視 神 経 膠 腫
のため視力は両眼
0.01程度。中学1年
〜高校1年まで健常者柔道に励み、高校卒業後に
視覚障害者柔道の世界へ。2017年IBSAワールド
カップウズベキスタン女子63kg級銅メダル。株式会社
オー・エル・エム所属。
柔道から離れると普通の女の子に戻る。試合前には
大好きなEDMを聞きながら、
ときには踊ったりもして
いるそう。
こう

しゅ

Ogawa kazusa
Born in 1997, from Chiba Prefecture. Visual acuity 0.01 for both
eyes due to congenital optic glioma. Engaged in judo for healthy
subjects from junior high school to senior high school. After
graduating from senior high school, she has turned to Blind
judo. The bronze medalist in the women's 63-kg division at the
2017 IBSA Judo World Cup in Uzbekistan. A member of OLM, Inc.
Outside of judo, she is just an ordinary young woman.
She listens to her favorite electronic dance music prior to a
match, and sometimes even dances to it.

視覚障害者柔道は組み合ってから
試合を始める。
「組み手争いがないため、安心して
できるところが魅力です」
The competitors with Blind Judo grasp each
other’s judoi to start a match. “I can stay
calm and feel relieved because I don’ t need
to worry about catching the opponent.”

Never loose my grip

視覚障害者柔道との出会い
視力が徐々に低下し、大好きだった陸上競技を諦めた。
途方にくれた中学1年の時、柔道と出会う。健常者として

2017年、世界大会であるIBSAワールドカップウズベキ

県大会を勝ち進むほどの実力だったが、高校2年で盲学校

スタン女 子 6 3 k g 級で初めて銅メダルを獲 得 。その時 、

へ転校、再び大好きなことを諦めざるを得なかった。

表彰台から見た景色が忘れられないと、小川選手は言う。

卒 業 時 、恩 師 から視 覚 障 害 者 柔 道 の 存 在を聞く。
「また柔道ができる！」。喜んだ彼女は、翌日にはもう道場に
立っていた。

「表彰台の一番低い所でしたけど、大きな拍手と歓声が
すごくて、カメラのフラッシュがたくさん光っていて……。
だから、一 番 高い所からの景 色は、
もっといいんだろう
なって」。

一番高い所の景色はどんなだろう
得意技は、重心の低さを活かした一本背負い。組んで
から始まる視覚障害者柔道だが、道衣のどこを掴むか、
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現 在は階 級を上げ 、世 界の強 豪ひしめく7 0 k g 級に
挑戦する。
「近い将来金メダルを獲って、応援してくださる皆さんに
恩返しがしたいです。1回だけじゃなくて」

微妙な違いが勝負を分ける。
「だからこそ、一度掴んだこの

表彰台の一番高い所からはどんな景色が見えるのか。

手は絶対に離しません」。この執念が小川選手の強さだ。

小川選手には、すでに見えているのかもしれない。

Kazusa Ogawa, a major candidate for the Japanese national team, talks about her passion for
the competition: “I hope to stand the highest place on the victory stand in 70-kg division”
Focus on the crux of her strong determination and challenging for Blind Judo.

Encounter with Blind Judo
Ms. Ogawa was gradually losing her eyesight and was forced to give up
athletic sports, an activity which she liked very much. She was in despair.
In her first year of junior high school, she encountered judo and devoted
herself to it, even winning competitions at a prefectural level as an
able-bodied person. However, in her second year of senior high school, she
moved to a school for the blind and once again had to give up another
passion she enjoyed. Upon graduating, her teacher informed her that
there is a judo class for people with visual impairments. She was thrilled
to return to the martial art and sport she fell in love with, and was
standing on the mat the very next day.

How is the view from the victory stand
Her favorite technique is the one arm shoulder throw from a low

position. In Blind Judo contests always start with the two competitors
already gripping each other’s judoi (the traditional uniform used for
judo). Slight differences in grasping positions decide the outcome of the
match. “That’ s why I never loosen my grip,” says Ms. Ogawa. Great
determination is her strength.
Ms. Ogawa won her first bronze medal in 2017 in the women’s 63-kg
division at the IBSA Judo World Cup in Uzbekistan. She said she will never
forget the view from the victory stand.
“I was in the lowest place. But, I was greeted with thunderous applause and
a barrage of camera flashes. The view from the highest place would be better.”
At present, she is fighting in a heavier 70-kg division which is packed
with strong competitors from all around the world.
“I hope to win a gold medal in the near future to show my gratitude to
everyone supporting me. Not just near future,” says Ms. Ogawa. What will
the view look like from the highest place on the victory stand? Perhaps
her eyes are already set on winning gold.
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企業目的
Our Purpose

ご挨拶
Introduction

〜患者さんの生活を大きく変えるブレークスルーを生みだす〜

代表取締役社長

原田 明久
President &
Representative Director

Akihisa Harada

ファイザーは世界をリードする研究開発型の製薬企業であり、革新的な医療用医薬品やワクチンを、
研究・開発・製造・販売しています。日本では65年以上にわたり、幅広い疾患領域で事業を展開しています。

私たちは「Breakthroughs that change patients lives
〜患者さんの生活を大きく変えるブレークスルーを生みだす〜」
という企業目的を果たすため、全社員が一丸となり、
日々活動しています
We all work together every day to fulfill our purpose
"Breakthroughs that change patients’ lives"

患 者さんの 生 活を大きく変えるブレークスルーを生 みだす 〜 Breakthroughs that change
patients lives〜 ファイザーはこの企業目的のもと、研究開発型の医薬品企業として患者さんに貢献します。
さらに企業市民として医薬品やワクチンの提供だけでは解決できない課題にも目を向け、患者団体などの
相互連携を深める「ヘルスケア関連団体ネットワーキングの会（VHO-net）」の支援や、NPO等への助成
「ファイザープログラム〜心とからだのヘルスケアに関する市民活動・市民研究支援」など、数々の社会
貢献活動にも取り組んでいます。
日頃のご愛顧に厚く御礼申し上げますとともに、今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、
よろしくお願い
申し上げます。

Pfizer is a world-leading, R&D-driven pharmaceutical company engaged in R&D, manufacturing and
marketing of prescription medicines. In Japan, we are deploying businesses in wide-ranging disease areas
and have been able to active for over 65 years.
Under the purpose of “Breakthroughs that change patients’ lives” , we are determined to contribute
to patients.
Also, as corporate citizens, we are looking at many challenges that cannot be solved by providing our
medicines and vaccine and running many CSR activities such as "Voluntary Healthcare Organization
Network (VHO-net)" which supports the mutual collaboration among patient-group etc. and "Pfizer
Program” which supports NPOs.
We are grateful for your continued patronage, and look forward to your unchanging support in the future.
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事業概要
Business Outline

私たちは、循環器、疼痛、炎症・免疫、がん、希少疾病、
ワクチン、感染症、泌尿器などの幅広い疾患領域で
事業を展開しています
We are deploying businesses in wide-ranging disease areas including the
cardiovascular system, pain, inflammation & immunology, oncology,
rare diseases, vaccines, infectious diseases and urology
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バリュー＆ビヘイビア
Values & Behaviors

私たちの行動は
Courage（勇気）、Excellence（卓越）、Equity（公平）、Joy（喜び）
という4つのValues ＆ Behaviorsに基づいています

Our behavior is based on four Values & Behaviors:
Courage, Excellence, Equity and Joy

Courage

Excellence
エクセレンス
（卓越）

エクイティ
（公平）

ジョイ
（喜び）

Think big

Focus on what matters

Be inclusive

Take pride

大胆に発想する

重要なことに集中する

インクルージョンを常とする

誇りを持つ

Speak up

Agree who does what

Act with integrity

Recognize one another

率直に発言する

誰が何をすべきか合意する

インテグリティを持って行動する

互いに認め合う

Be decisive

Measure outcomes

Reduce healthcare disparities

Have fun

決断力を発揮する

成果を測る

医療の格差を縮小する

楽しむ

カレッジ
（勇気）

Equity

Joy

V lues &
Behaviors
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研究開発
Research and Development
未来の新薬の可能性を厳しく評価

長く険しい道のりの先に見えるもの。それは、私たちの願いです

研究所で創製した新薬候補化合物は、非臨床試験、臨床試験で医薬品としての
可能性を厳格に評価し、有効性と安全性が確認されたものが各国の規制当局に

ファイザーの人財と資源を有効活用するため、
研究開発体制をさらに強化・拡充

よって審査されます。承認された後も、使用実態下での安全性と有効性を確認する
ための製造販売後調査等を実施し、適正使用を推進します。これら一連の仕事を

医薬品の開発は人々の生命や生活に深く関わり、人類の未来を支える意義深い仕事です。一般に一つの
新薬が着想され、医療現場で使えるようになるまで10年以上かかり、その研究開発費は10億ドル以上と言われて
います。また、最終的に患者さんに製品として届けられるものは多くありません。これは、新薬が生み出されるのが

担うのが研究開発です。世界中の社員がチームを組み、国際共同治験等を実施し、
世界で同時に新薬を患者さんの手に届けられるよう世界各国の患者さんとその
ご家族、医療機関、規制当局等のステークホルダーと協力します。

長く険しい道のりであることを示しています。

Stringent evaluation of drug candidates

ファイザーは幅広い疾患領域のアンメット・メディカルニーズに対応するために、世界中の科学者とも連携し、
新薬候補化合物のパイプライン拡充を図っています。ブレークスルーを一つでも多く、そして少しでも早く患者さんの
手に届けるために、当社の人財と資源を最大限に活用できる生産性の高い研究開発体制を構築しています。

Newly discovered drug candidates undergo preclinical and clinical trials stringent evaluations to assess their potential as new
medicines, and those in which efficacy and safety are confirmed are reviewed by regulatory agencies in each country. After
approval, post-marketing surveillance studies are conducted to continue to evaluate safety and efficacy under actual practice,
and appropriate use is ensured. The R&D organization is responsible for this end to end processes. Colleagues around the globe
work as a team to conduct multi-regional clinical trials and collaborate with stakeholders such as patients and their families,
healthcare professionals, and regulators in various countries to simultaneously deliver new medicines in patients’ hands.

Beyond the long and challenging path of achieving the goals is our hope
Pfizer is enhancing and expanding its R&D system to
effectively utilize its talent and resources

新薬の開発から発売まで

Drug development is deeply related to people’s lives and daily life and significantly impacts the wellbeing of humans. In general,
it requires more than 10 years and more than 1 billion US dollars to convert a drug candidate to a new medicine that can be delivered to
patients, and not many make it to the end. This is why drug development is considering to be a long and challenging path.
To fulfill unmet medical needs in a wide range of therapeutic areas, Pfizer is expanding its pipeline of drug candidates including
collaborations with scientists across the world. To develop and deliver many breakthroughs in patients' hands as early as possible, we are
building a productive R&D organization that can maximize the use of our talent and resources.

創薬研究

前臨床および臨床開発

製造販売後調査

創薬研究は遺伝子・分子レベルの研究から始まり、
新たな治療アプローチにつながる機能分子の特定、
治療効果を示す化合物の探索へと進みます。化合
物が持つ可能性を入念に評価し、生物および化学的
研究等を重ねてスクリーニングし、新薬候補化合物を
選定します。大学やベンチャーとの共同研究を通じた
オープンイノベーションも積極的に推進しています。

前臨床段階では、臨床試験を開始するために新薬
候補化合物の薬理、薬物動態、薬剤分析、毒性を
in vitroおよびin vivoで評価します。臨床開発では、
第1相から第3相試験にわたって各国の医療従事者と
規 制当局と連 携をとり、患 者さんの意 見も取り入れ
ながら試験計画を立て、世界で同時に臨床試験を
行っています。また、臨床開発の効率向上を目指して
リアルワールドデータの活用等も進めています。

製品を発売後、使用成績調査やデータベース調査を
計画・実施し、医薬品の使用実態や副作用等の情報を
収集して安全性と有効性を確認し、適正使用を推進
します。

物理化学的性状の研究

ファイザーの主な研究開発または臨床開発拠点

新物質の探索

スクリーニング

フェーズ
Ⅰ

前臨床試験

フェーズ
Ⅱ

フェーズ
Ⅲ

フィードバック
情報

薬理研究

マサチューセッツ州
ケンブリッジ
アンドーヴァー

英国
サンドウイッチ
ケンブリッジ

Sandwich
Cambridge
ENGLAND

中国
上海

Shanghai
CHAINA
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日本
東京

Tokyo
JAPAN

カリフォルニア州
ラ・ホーヤ
サンフランシスコ

アメリカ
U.S.A

La Jolla
San Francisco
California

Cambridge
Andover
Massachusetts

薬物動態研究

申請

発売

薬剤分析研究

審査

薬価収載

承認・認可

毒性研究
新物質の発見 3〜5年

前臨床試験 1〜2年

フェーズ
Ⅳ

臨床試験 3〜5年

審査・承認 1〜1.5年

市販後調査

コネチカット州
グロトン

From drug development to product launch

Groton
Connecticut

Drug Discovery

Preclinical and Clinical Development

Post-Marketing Surveillance

Drug discovery begins from research at the genetic and
molecular level, advancing to the identification of
functional molecules that may lead to new treatment
approaches and search for compounds with potential
therapeutic effects. Compounds are thoroughly assessed, go
through rigorous biology and chemical research, and
screened, and drug candidates are selected. Open innovation
through collaborations with academia and bio-ventures is
also being actively pursued.

In preclinical phase, pharmacology, pharmacokinetics,
pharmaceutical properties, and toxicity of drug candidates
are evaluated in vitro and in vivo to start clinical trials. In
clinical development, Pfizer works closely with healthcare
professionals and regulatory agencies in each country,
incorporates input from patients to clinical trial protocols,
and conducts clinical trials simultaneously around the
globe through phase 1 and phase 3. Initiatives such as use
of real world data to enhance the efficiency of clinical
development are also ongoing.

After product launch, drug use investigations and database
researches are planned and conducted to confirm safety and
efficacy by assessing actual drug use and adverse drug
reactions and to promote appropriate use.

ミズーリ州
セントルイス

ニューヨーク州
パール・リバー

St. Louis
Missouri

Pearl River
New York
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製造
Manufacturing

ファイザー・クオリティの伝統を受け継ぎ、
優れた品質の製品を生産しています

日本で世界一の品質の薬を創りたい
ファイザーの日本での生産拠点は、1967年に愛知県知多半島に設立された名古屋工場です。ここでは、
医薬品の最終製品を製造しており、ファイザーグローバル製造部門における重要な役割を担っています。

技術と品質の長い歴史と実績があります
1941年に世界で初めてペニシリンの商業化に成功し、医薬品メーカーとしての地位を確固たる
ものにしたファイザーのグローバル製造供給部門（Pﬁzer Global Supply）は、現在では世界に
49の工場をもつ生産ネットワークを有しています。一般的な固形製剤の他、注射剤、
ワクチン製品を

生産活動は、世界各国のGMP（Good Manufacturing Practice）を満たしたファイザークオリティスタンダード
という厳しい基準に沿って行われています。製造部門と品質管理部門が協力し、原料、生産工程における試験
検査のみならず、設備や製造プロセスの科学的な検証に基づく医薬品の製造により、総合的な品質保証を
行っています。全ての活動は患者さんのために、高品質な製品を安定供給しています。
また、環境安全衛生に
関するファイザーグローバル共通の基準に基づいた管理も行われており、地球と人に配慮した工場です。

生産し、長い歴史をもつ品質へのこだわりと実績によって顧客の信頼を得てきました。

Want to create the world’s best medicines in Japan
Pfizer’ s manufacturing base in Japan is Nagoya Plant, established in 1967 on the Chita Peninsular of Aichi
Prefecture. The plant manufactures medical end products and plays an important role in Pfizer’ s global
manufacturing operations. Manufacturing is conducted in accordance with Pfizer Quality Standards, stringent
standards that fulfill GMP (Good Manufacturing Practice) guidelines around the world. Quality Operations cooperate
with Manufacturing to conduct comprehensive quality assurance, carrying out not only studies and tests of the raw
materials and manufacturing process, but also ensuring quality through the validation of facilities and the
manufacturing process. All the plant’s activities are based on for patients, by providing a stable supply of high-quality
products. In addition, the plant is managed in accordance with Pfizer Global internal standards on environmental
health and safety, and it is a plant that respects people and the earth.

Premier products are the outcome of
Pfizer’s enduring commitment to quality
We have a long history and track record of focusing on utilizing advanced
technology and maintaining the highest quality standards
In 1941, we became the first company in the world to succeed in commercializing penicillin, solidifying our status as
a leading medicine manufacturer. Today, Pfizer Global Supply, the organization that manufactures and supplies
products on a global scale, has a production network of 49 factories around the world. We manufacture general solid
preparations, as well as injections and vaccine products. Our uncompromising focus on quality that goes back many
years and our impressive track record for maintaining a stable supply of medicines have helped us earn customer trust.

医薬品製造

Drug Products Manufacturing

医薬品は、人の治療に直接使用される製品であり、名古屋工場では厳重な品質
管理体制のもとで各種の固形剤／注射剤や非無菌／無菌製剤を製造しています。
また海 外や国 内の委 託 先で製 造された医 薬 品の検 査 、包 装も行っています 。
これらの医薬品を主には日本国内に出荷し、一部は海外にも輸出しています。

Pfizer’s drug products are used for the treatment of humans. The Nagoya Plant produces
various types of solid/liquid formulations and non-sterile/sterile drug products under strict
quality controls. It also inspects and packages imported products. The products produced at the
Nagoya Plant both serve the Japanese market and are exported to overseas markets.

配送

保管

最終製品

包装

検査
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バイアル充填

外部製造製品

粉剤

混合

注射剤

コーティング

細粒剤

コーティング

カプセル充填

カプセル剤

打錠

固形製剤

篩過／混合／粉砕／造粒

錠剤
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メディカル

品質と安全性の確保

Medical

Secure Quality and Safety

積極的な情報収集と分析に基づいた正しい情報提供で
ベネフィットとリスクバランスを最適化し、
医療と医学の発展に貢献します

患者さんの安心のため、医薬品の品質確保と
適正使用を推進しています
医薬品の製造・販売を行うには、総括製造販売責任者、品質保証責任者、安全管理責任者の
3役を任命して、製品の品質および患者さんへの安全性を確保する必要があります。信頼性保証

医療と医学におけるアンメットニーズを同定して
一貫した医薬品開発と育薬をリードすることで、
患者さんを中心とした医療の実践ならびに医学の発展に貢献
メディカル部門では、医学や科学の架け橋として医療関係者、マーケティング、医薬開発など様々な社内外の
関係者をつなぎ、アンメット・メディカル・ニーズを満たします。開発から市販後まで一貫して安全性や有効性に

本部では医薬品医療機器等法に則り、
この3役を通じて全ての製品の品質と安全性のマネジメントをしています。
品質のマネジメントにおいては名古屋工場の品質管理部門と協力して、製品の品質保証の責務を果たしています。
また、安全性のマネジメントにおいては医薬品リスク管理計画を作成し、
この計画に基づいて医療機関や顧客から提供いただいた
有害事象を適切に評価し、安全確保措置を実行しています。
さらに、私たちの活動をモニターして患者さんに安心をお届けしています。
製品の品質と安全性におけるクオリティマネジメントにより患者さんの安心と安全を維持するとともに、高品質な製品の供給、
適正情報の提供を継続するためのリスク管理活動を行っています。

関する情報を医療関係者等から収集し、それらを適切に分析して科学的な観点から正しい情報提供を行うことで、
製品のベネフィットとリスクバランスの最適化を図っています。
また、医療関係者や患者さんからのお問い合わせには、適正使用情報を提供することで患者さんの安全性を
確保しています。

Optimize benefits and risk balances by providing right information
based on proactive information collection and analysis,
we contribute to the development of medical treatment and medicine

For patient sense of security, we are promoting activities to
ensure quality and proper use of our pharmaceutical products
For manufacturing and marketing pharmaceuticals, it is necessary to set up three positions: Pharmaceutical Officer, Safety Management Officer and Quality
Assurance Officer so as to continuously secure product quality and patients safety. At our Corporate Quality and Safety Assurance Division, we are facilitating
management activities to ensure safety and quality of all our products through these three roles and in accordance with Pharmaceutical and Medical Device Act.
In quality management, we carry out our duty of assuring product quality in cooperation with Quality Control Division of our Nagoya Plant.
Also, in safety management, we develop a Risk Management Plan (RMP), and based on this plan, we properly evaluate adverse events reported by medical
institutions and customers and implement quality securement measures. In addition, we monitor our own activities to deliver a sense of security to patients.
We maintain patient’s safety and safety through quality management on product quality and safety, and we also conduct risk management activities to
continue supplying high quality products and providing appropriate information.

By identifying unmet needs in medical treatment and medicine, leading consistent drug development,
drug fostering and evolution, we contribute to realize the practice of medical treatment and
development of medicine centered on patients
As a bridge between medicine and science, Medical Department is connecting various internal and external stakeholders, including
marketing, development and healthcare professionals and so on to satisfy unmet medical needs. We aim to optimize the benefit and risk
balance of our products by collecting safety and efficacy information from healthcare professionals and so on, analize such date with
adequately and provide the information correctly from a scientific point of view.
Also, for inquiries from healthcare professionals and patients, the safety of patients is ensured by providing information on proper use.

総括製造販売責任者等の役割・組織・主な手順

Overall roles, organizations and procedures of Pharmaceutical Officer etc.
代表取締役社長

President & Representative Director
製造販売業者
Marketing Authorization holder
品質管理基準

GQP（Good Quality Prality Practice）
意見具申・報告

安全性確保・品質確保のための意見具申

Provision opinions for safety and quality assurance
総括製造販売責任者

Pharmaceutical Officer

意見具申・報告 Provision opinions/Report

Provision opinions/Report

品質保証責任者

管理監督等

Management supervision etc
製造管理者

安全管理責任者

Quality Assurance Officer

▶GQP省令に基づき、品質関連情報の収集・改善
▶Collect quality information and improve issues under GQP ordinance
▶市場への出荷の管理、各製造所のGMP管理監督
▶Managing the release to the market, oversight each manufacturing plant

Manufacturing manager

・製造所 ・工場 ・Manufacturing site

製造販売後安全管理基準

GVP（Good Vigilance Practice）

連携・協力

Cooperate

Safety Management Officer

▶GVP省令に基づき、安全性情報の収集・評価・措置の立案
▶Under the GVP ordinance, collection and evaluation safety information and planning of safety assurance measures
▶添付文書改訂等の措置の実施
▶Implement safety assurance measures such as revising the package insert

情報伝達の指示等

Direct distribution of safety information etc
安全管理実施責任者 Safety implementation maneger
・営業部門等 ・Sales division etc

製造管理及び品質管理基準

GMP（Good Manufacturing Practice）
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マーケティング

医薬情報提供活動

Marketing

Medical Representatives Activities

市販後の医薬品を適切に評価し、医療に貢献します
医薬品の適正使用情報を医療関係者に提供し、
医薬品を必要とする患者さんにお届けするために
マーケティングでは、市販後の医薬品で医療に貢献するために、製品の適正使用情報の提供はもちろん、

専門性を高め活動しています
医薬品の適正使用情報の提供を通じて
医療に貢献することが活動の原点
医薬品には、適正使用に関する情報が不可欠です。私たちが開発した医薬品の

市場ニーズの把握、
ライフサイクルマネジメントなど、あらゆる側面において患者さんを中心に考えて計画を

情報を医療関係者に適切かつ迅速に提供することがMR（医薬情報担当者）の

策 定し、実 行しています。また、メディカルや営 業など様々な部 門との連 携や、他の製 薬メーカーとの

使命です。日々進化するする医療現場においては、MRは高い専門性と迅速な

コ・プロモーションなどを通じて、必要とされる医薬品が患者さんにしっかりとお届け出来るよう努めています。

対応が求められています。ファイザーでは時代の変化に合わせ、革新的な医薬品や
ワクチン、長期収載品、バイオシミラーなどの情報を医療関係者に的確に届ける
体制を整えています。また、デジタルツールを活用した活動にも力を入れています。

Evaluate post-marketing product value appropriately
and make a greater contribution to healthcare
In order to provide proper usage information on medicines to healthcare
professionals and to deliver our medicines to patients who need
In order to contribute to healthcare with post-marketing medicines, we are not only providing proper use information of our
products, but also grasping market needs and life cycle management, and planning and implementing our measures with
focusing on patients. In addition, through cooperating with various departments such as medical and sales, co-promotion with
other pharmaceutical companies, we strive to ensure that the necessary medicines can be delivered firmly to patients.
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全ては患者さんのために。社員一人ひとりが力を合わせ、情報提供活動を展開
しています。

We are enhancing their expertise and providing information
Contributing to medical care through provision of proper usage information
on pharmaceuticals is the starting point of our activities
Information on appropriate usage of medicines and vaccines are crucial. It is MRs (Medical Representatives) mission to
provide the information on the medicines we have developed to healthcare professionals appropriately and promptly. In the
rapidly advancing field of healthcare, MRs activities are required to be more specialized and expected to respond at a faster
pace.We have created a system enabling us to provide accurate and valuable information on new innovative medicines,
long-listed drugs, bio similar, generics and vaccines to healthcare professionals in keeping with these rapidly changing times.
Currently, we are also focusing on providing information through digital tools.
For every patients, our employee works together.
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ダイバーシティ＆インクルージョン
Diversity & Inclusion

多様な働き方を可能にする取り組み
社員一人ひとりがイキイキと
生産性高く働ける職場に

ファイザーでは、社員の多様な働き方を可能にする取り組みを展開しています。ワークアットホーム制度では、職種により取得
回数について柔軟に対応しています。また、全社員が2週間もしくは1週間を2回というような連続休暇の取得や、男性社員への
育児休暇取得を奨励し、
メリハリのある働き方を目指しています。更に、在宅勤務の推進や水曜のノー残業デー、営業現場での
労働時間短縮などにより効率よく働き、様々な背景の社員が活躍できる、多様性を強みとする会社を目指しています。

ファイザーはビジネスを成功に導くために「ダイバーシティ＆
インクルージョン」がとても重要だと考えています。
私たちが目指すのは、性別・年齢・キャリア・ワークスタイルの

女性活躍推進

価 値 観やライフスタイルなどの「 違い」を認め、一 人ひとりの
個性と能力を十分に発揮出来る素晴らしい職場を実現する

ファイザーにおける女性活躍推進の目的は、会社の成長と

ことです。
また、やりがいを持ち、常に効率的に働くことで、個人と

ビジネスゴールの達成です。

会社の双方が成長し、成功することを目指します。そのための

2009年1月からは全世界での女性活躍推進を加速させる

様々なサポート制度を設け、最適な環境を実現していきます。

Realize e a workplace where every employee can work vigorously and productively
At Pfizer, we think “Diversity & Inclusion” is very important because it will lead our business in success.
“Diversity & Inclusion” we aim is to realize a wonderful workplace that recognizes the "differences" such as gender, age, career, value related
to the workstyle and lifestyles, and allow each individual to fully demonstrate their individuality and abilities.
In addition, we aim to grow and success both colleagues and company by searching working way that are always rewarding and efficient.
For these reasons, we set up many support programs and realize an environment for full participation.

• 成長に重点を置いた考課制度
• 個別能力開発プランによる上司との
キャリア面談
• 自己申告制度
• グローバルポジションを含む
社内公募制度
• タレントマーケットプレイス（短期的な
他部署での業務経験の機会）
• 多様な人財開発プログラム
• OJT
• メンタリングプログラム
• ファイザービジネススクール（選抜式）
• e-Learning
• キャリアセミナー
• キャリアチェンジ支援制度
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［営業社員の勤務地等にかかわる制度］
• 勤務地定住制度
• 結婚による勤務地選択制度

［出産・育児・介護にかかわる制度］
［本社勤務社員にかかわる制度］
• 産前産後休暇
• フレックスタイム勤務制度
• 育児休業制度
（コアタイムなし、金曜日16時終業）
• 保育施設補助
• ワークアットホーム制度
• 一時保育補助
（取得事由を問わない在宅勤務制度）
（ホームヘルパー・ベビーシッター補助） • ノー残業デー（毎週水曜日）
• 介護休業制度
［その他］
• 育児・介護事由による在宅勤務制度
• 再雇用登録制度
• 短縮勤務制度

Support for various carriers

Programs for flexible working style and work life management
[Programs for vacation and leave]
• Refresh vacation
• Family support vacation (Participation in
children's events, poor health and nursing
of family members including the person)
• 5+4 Campaign (Promotion of taking
nine consecutive days off between Saturday
and Sunday from July to September)
[Programs for work location for field force]
• Work location settlement program
• Post-marriage work location choice program

[Programs for childbirth, child raising and
nursing]
• Maternity and childbirth vacation
• Childcare leave
• Support for nursery facility
• Temporary childcare assistance
(home helper / babysitter assistance)
• Caregiver leave
• Work from home program for child
raising and nursing
• Reduced work hour

活用する資材のセット、ダイレクトメールの発 送 、案 内 状の
印刷などの業務を、25年以上にわたり行っています。また、

Women s Council）を設立し、
日本でも、
日本女性活躍推進

本センターに所属する本社スタッフは、会議室のメンテナンス、

委員会（JWC：Japan Women s Council）や、部門を超えた

消防点検など、快適なオフィス環境をサポートしています。

若手女性社員によるネットワーク
（JWCRG：Japan Women s

ファイザーの障がい者雇用の取り組みは広く評価されて

Colleague Resource Group）においてさまざまな活動を展開

おり、2008年にはその取り組みに積極的な企業や事業所を

しています。JWCのメンバーがロールモデルとしてJWCRGを

表 彰する、横 浜 市「ハマライゼーション企 業グランプリ」を

リードし、部門を越えたネットワークを創ると共に自己研鑽の

受 賞しました。また、2 5 周 年の節目となった2 0 1 7 年には、

場となっています。

神 奈 川 県および 横 浜 市をはじめとした関 係 各 所 からも、
地域貢献に対して感謝状をいただきました。

成長に貢献することを目指しています。

Efforts to Enable Diverse Work Styles
Pfizer develops various initiatives that enable employees to work in various ways. In the work at home system, we flexibly deal with the number of acquisitions
depending on job rank. In addition, all employees are encouraged to acquire consecutive leave such as two weeks or twice a week in a year, and take child care leave
especially for male employees, to make the distinction between work and private. In addition, by promoting work at home, no overtime work day on Wednesday
in the Head Office etc., shortening working hours at sales etc. we aim to be a company that enables employees to take an active role and has diversity as strength.

Promotion of Women’s Participation and
Advancement in the Workplace

• Evaluation system focusing on growth
• Career interview with boss based on
individual development plan
• Self-declaration system
• Job posting including global position
• Talent marketplace (short-term work
experience in other departments)
• Various human resources development
programs
• OJT
• Mentoring program
• Pfizer Business school (By selection)
• e-Learning
• Career seminar
• Career change support system

活 躍している「 横 浜パッケージセンター」は、営 業 現 場で

ポテンシャルを持つ女性社員がイキイキと活躍し、
ファイザーの

柔軟な勤務形態・ワークライフマネジメントに関する制度
［休暇および休職にかかわる制度］
• リフレッシュ休暇
• ファミリーサポート休暇
（子どもの行事参加、本人を含む
家族の体調不良・看護時など）
• 5＋4キャンペーン
（7月から9月の間で、土日を合わせ
9日連続の休暇取得を推進）

障がいを持つスタッフがその特性や個性に応じた業務で

ために、グローバル女性活躍推進委員会（GWC：Global

本活動には多くの男性社員も参画しており、高い意欲と

多様なキャリアへの支援

横浜パッケージセンター

[Programs for Head office]
• Flex time system
(No core time, close office at 16:00 on Friday)
• Work at home system
(regardless of the reason for acquisition)
• No overtime work day (Wednesday)
[Others]
• Reemployment registration program

The purpose of Pfizer women’s participation and advancement in the
work place is to grow the company and achieve business goals.
From January 2009, we established the Global Women’ s Council
(GWC), as well as Japan Women’s Council (JWC) and Japan Women’s
Colleague Resource Group (JWCRG) which is the young female
colleagues’ network over divisions to accelerate the promotion of
women’s participation and advancement in the Workplace.Members of
JWC lead JWCRG as a role model, creating a cross-functional network and
becoming a forum for self-improvement.
Many male employees are also involved in this activity, and we aim to
contribute to Pfizer’s growth by making sure that female employees with
high motivation and potential work actively.

Yokohama Package Center
At the center, over 25 years, physically- or mentally-challenged staffers are
actively working in positions that suite their characteristics and personalities,
including setting of sales promotion materials, shipment of direct mails, and
printing of invitations. Also, the head office members belonging to the center
support comfortable office environment through the maintenance of
meeting rooms and the inspection of fire-protection equipment and facilities.
Pfizer’s efforts to handicapped people are widely evaluated. In 2008,
Yokohama City gave the company the “Hamalization Corporate Grand Prix”
award that publicly recognizes enterprises and other business organizations
positive toward the employment of physically- or mentally-challenged
people. Also, during the milestone of the 25th anniversary in 2017, we
received many thanks from the related parties including Kanagawa
Prefecture and Yokohama City for their contribution to the region.
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企業市民として
Corporate Citizenship

医薬品の提供だけでは解決できない社会の課題に対し
さまざまな社会貢献活動を展開しています

医学・医療に関する優れた記事を表彰する
ファイザー医学記事賞
ファイザーは、医学・医療の現実が適切な報道によって一般の人々に正しく理解

We have been engaged in various CSR activities to solve social challenges
that cannot be solved by providing our medicines alone

されることを願い、医学・医療記事を表彰する賞として「ファイザー医学記事賞」を
設けています。本賞は1981年に産声を上げ、審査員をはじめ多くの方に支えられて
います。これまでの受賞記事は218点、表彰した連載の一部は単行本としても出版
され、その数は50冊以上にのぼります。今後もファイザーでは、一般の方々に適切で

視覚障害者柔道連盟との
オフィシャルパートナーシップ
ファイザーは、特定非営利活動法人日本視覚障害者柔道連盟とオフィシャル
パートナーシップを締結しています。
2019年は、同連盟が主催する各種大会への協賛や、大会運営のサポートに
社員がボランティアで参加しました。ファイザ−は視覚障がい者柔道で活躍するアス
リートを支援し、障がい者スポーツの普及啓発活動などを通じて応援して参ります。

Pfizer and NPO Japan Blind Judo Federation (JBJF) have
officially entered into a partnership agreement

質の高い医学記事が届けられることを願い、また、記者の方々の励みとなるよう
当賞を継続して参ります。

Pfizer Science Writers Award for
outstanding articles about medicine
In hopes that the media will provide reliable information on the current situation
of medicine to ordinary people to promote proper understanding, Pfizer established
the “Pfizer Science Writers Award” to commend outstanding medical articles in
1981. The award has been backed by judges as well as many other notable figures.
Until now, 218 articles have been awarded, some of which were compiled into
more than 50 books. Pfizer continues giving this award to provide appropriate and
quality medical articles to ordinary people, and to further motivate journalists.

第38回ファイザー医学記事賞 受賞記事
［大賞］
『発達障害「生きづらさ」を生きる』
産経新聞社 「生きづらさ」を生きる取材班
『がんと生きる』
信濃毎日新聞社 編集局「がんと生きる」取材班
代表 大井 貴博（文化部）
［優秀賞］
『地域の明かりに』
愛媛新聞社 早瀬 昌美
『ほっとけない「ゲーム依存」』
四国新聞社 ほっとけない「ゲーム依存」取材班
『平成時代 DNAの30年』
読売新聞大阪本社 科学医療部
冬木 晶 諏訪 智史 佐々木 栄 今津 博文
『スポーツの力』
読売新聞社 「スポーツの力」取材班
（会社名五十音順・敬称略）
一般の読者を対象にした全国の新聞に、2018年4月から
2019年3月までに掲載された医学・医療関連記事89点
から選定。評価項目は、①着眼点、②構成、③的確で
バランスのとれた情報、④啓発性、⑤感動・説得力。

Pfizer is official sponsor of NPO Japan Blind Judo Federation.
In 2019, Pfizer supported various competitions sponsored by JBJF and dispatched employees as voluntary staff to help manage the
competitions. Pfizer is supporting Blind Judo athletes, and is actively increasing awareness about para-sports.

日本におけるヘルスリサーチの振興を目指して
サマーサイエンススクール
錠剤を作って薬を学ぼう！ 夏休みの最後は「サイエンス」
！
愛知県武豊町にあるファイザー・ファーマ名古屋工場では、地元の小学生を対象に、
「サマーサイエンススクール」を2000年から毎年夏休みに開校しています。2019年は
武豊町内の5年生33名を対象に開催し、サイエンスを通じて地域交流を深めました。
スクールでは社員がボランティアで参加し、講義や実験を通じて、小学生に 薬 に

介護福祉分野における科学技術の進展を人々の生活の質の向上に結び付ける
ことを目的に、1992年3月に設立されました。
事業活動の柱である研究助成事業では、国際および国内共同研究に対し、毎年
40件程度の助成をしています。
また、保健医療分野をはじめとした研究者だけでなく、ジャーナリストや一般の

ヘルスリサーチフォーラムでの発表の様子

ついて分かりやすく伝えました。実際の錠剤作りを体験してもらう実験では、
「製薬企業

方々も参加するユニークな「ヘルスリサーチフォーラム」を毎年12月に開催しています。研究成果はオーラルとポスターセッションで

で作っている錠剤はどうやってできるのか？」
「自分でも錠剤は作れるのか？」など、
目を輝かせて参加する小学生が印象的でした。

発表され、活発な意見交換が行われます。更に、ヘルスリサーチ研究における人材の 出会いと学び を目的とした「ヘルス

地域貢献と夏休みの思い出作りに繋がるこのイベントを、名古屋工場では今後も続けていきたいと考えています。

Summer Science School
Studying science at the end of the summer vacation! Making pills and learning about medicines!
The Pfizer Pharma Nagoya Plant located in Taketoyo Town, Aichi Prefecture, has been holding its “Summer Science School” summer
program for local elementary school students since 2000. In 2019, the program invited 33 Taketoyo Town students in grade 5 to interact
and exchange opinions with the local community through science.
The employees volunteering as teachers gave explanations about medicines in plain words through lectures and experiments. The
volunteers were impressed by the curious students who experimented making pills and asked several questions like, “How do
pharmaceutical companies produce medicines?” and “Can I make pills by myself?”
The Nagoya Plant will continue this program to contribute to the community and give students lasting and happy memories of summer.
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ファイザーヘルスリサーチ振興財団は、ヘルスリサーチの振興を通じて、保健医療・

リサーチワークショップ」を毎年1月末に開催するなど、ヘルスリサーチ分野の裾野を広げています。

Advancing health research in Japan
The Pfizer Health Research Foundation was established in March 1992 with the aim of connecting the development of scientific
technology in public health/medicine/nursing care to the improvement of everyone’s quality of life. As the mainstay of its activity, the
foundation subsidizes about 40 international/national joint research projects every year.
The foundation holds its unique “Health Research Forum” every December, attracting not only healthcare/medical researchers but also
journalists and ordinary people. Research results are publicized through oral/poster presentations, and opinions about them are actively
exchanged. The foundation is also interested in increasing the number of researchers in health research by holding a “Health Research Workshop,”
a place for meeting researchers who work in health research and providing them with study opportunities every year in late January.
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Interview

ヘルスケア関連団体ワークショップ
Voluntary Healthcare Organization Network: VHO-net

ヘルスケア関連団体のリーダーたちに
学びの場を創出しています

失敗を恐れず常にチャレンジする。
資金調達は団体のビジョンを達成するための重要な事業です
すべての難 病 患 者のQ O L（ 生 活の質 ）向 上を目指し、

第19回ワークショップのテーマは
「実践から学び活用できる資金調達」

資金調達について活発に意見を交わす参加者たち

2001年に沖縄県那覇市で設立されたアンビシャス。沖縄県
から難病相談支援センター事業などの委託事業、自主事業
である医療講演や難病就労相談会など数々の事業を通じ、
難病患者の自立支援に向けた活動を行っています。

ファイザーでは、疾病や障がいの違い、立場の違いを越えて、ヘルスケア関連団体のリーダーたちが

照喜名さんとVHO-netとの出会いは15年以上前。07年に

繋がることを目指した「ヘルスケア関連団体ネットワーキングの会（VHO-net）」の活動を、事務局として

VHO-netの地域学習会である沖縄学習会が発足し、その

支援しています。

地域世話人になって以来、17年からはワークショップ準備

VHO-netでは、ヘルスケア関連団体のリーダーと保健医療福祉関係者がテーマを決めて話し合う

「18、19年度のワークショップのテーマは資金調達でした。

注いでいます。2019年度のワークショップは18年度に引き続き
「資金調達」をテーマにして開催。その後、
2年分の成果をまとめた冊子『ヘルスケア関連団体の資金調達』が発行されました。さらに、日本初の
サポート・ワークショップの開催など、その活動は拡がっています。

『ヘルスケア関連団体の
資金調達』

また、ファイザーではヘルスケア関連団体等の活動を独自の視点で取材した情報誌『まねきねこ』を制作・発行し、団体や

とおる

認定NPO法人アンビシャス
副理事長
ヘルスケア関連団体
ワークショップ準備委員

Toru Terukina
Vice Chairperson,
NPO Corporation Ambitious
Preparatory committee for
VHO-net workshop

資 金としていますが、インターネットで情 報がたやすく手に

支援をする立場からの講演も大きな気づきとなりました」

入る時代となり、団体の入会者は全国的に減少しています。

就労支援を目的に実施した沖 縄指 笛の製 作道 具の開発

あるのかを議論しようとテーマ

資金を得るためのクラウドファンディングや、そこに至るまでの

が決まりました。1年目は資金

挫折も含めて試行錯誤のプロセスが語られました。

在宅就労支援で製作した沖縄指笛

Pfizer supports Voluntary Healthcare Organization Network (VHO-net) which aims to connect the leaders of healthcare-related organizations which serve
people with disabilities regardless of their disease/disability and social position. The secretariat of VHO-net is located in Pfizer.
VHO-net is striving to create study opportunities for these organization leaders, such as holding annual workshops where the leaders of healthcare-related
organizations and parties related to public health/medicine/welfare assemble to discuss a given subject, as well as holding local study meetings in 9
locations nationwide. The workshop in 2019 focused on “fund raising,” the same theme as that of 2018. The result of the 2-year activity was summarized in
and publicized as a booklet titled Fund Raising of Healthcare Related Organizations. They held Japan’s first PPI (Patient and Public Involvement in
medical research/clinical study) meeting and Peer Support Workshops for reliable peer support, and their activities are expanding.
Pfizer is making and issuing Maneki-neko (lit. “a beckoning cat” ), a journal covering the activities of healthcare-related organizations from a unique
perspective, and delivering it to various organizations, administrative offices and parties related to public health/medicine/welfare. As a corporate citizen
and a member of society, Pfizer will continue to support the network of healthcare-related organizations moving forward.

アンビシャスの資 金 調 達の講 演では、難 病 患 者の在 宅

そこで、会 費や助 成 金 以 外にどんな資 金 調 達の方 法 が

Creating study opportunities for the leaders of healthcare-related organizations
19th Workshop held under the theme of
“Fund raising: Learning from and making the most of past examples”

数多く発表され、
うちの団体でもこれならできるという発見が
あったことは大きな成果でした。また、ファイザーさんによる、

ネットワークの支援を続けて参ります。

19

な

多くの患者団体は会員会費と行政や企業からの助成金を

行政、保健医療福祉関係者などに配布・発信しています。これからも、社会を構成する企業市民として、ヘルスケア関連団体の

全体討論の様子

き

委員として企画・運営にも携わっています。

年1回のワークショップや、全国9地域での地域学習会など、団体リーダーの学びの場の創出に力を

PPI（ 医学研究・臨床試験における患者・市民参画）学習会、信頼されるピアサポートを目指すピア

てる

照喜名 通 さん

調達の成功事例に学び、2年

「成功例だけでなく、失敗例を聞くことは、こうすると失敗

目は実 際に自分たちができ

する、このタイミングでこうするとダメなんだと勉 強になる。

そうな 実 践 的 な 学 び へと

そして失敗を恐れずトライすることが大切です。資金調達は

フォーカスしました。クラウド

団体のビジョンや組織体制の確認をするとともに、企業でいう

ファンディングやバザー、
グッズ

事 業 継 続 計 画（ B C P ）の側 面を持ち、常に取り組むべき

販 売など 具 体 的な事 例 が

重要なことだと思います」

Try new ideas and do not be afraid to fail
Fund raising is important to realize the vision of an organization
NPO Corporation Ambitious was established in Naha City, Okinawa
Prefecture, in 2001. Aiming to improve the quality of life (QOL) of all
patients with intractable diseases, the corporation operates the Center for
Supporting Patients with Intractable Diseases which was entrusted by
Okinawa Prefecture and is taking the lead in helping patients with
intractable diseases find independence by holding a number of events,
including medical lectures and consultations about employment.
Mr. Terukina first encountered VHO-net more than 15 years ago. In
2007, the local study group of VHO-net known as the “Okinawa Study
Group” was inaugurated, and he was in charge of the area. He has been
responsible for planning and managing the workshop since 2017.
“The workshops in 2018 and 2019 focused on fund raising,” says Mr.
Terukina. “Many patient organizations depend on membership fees and
subsidies from governments and companies. Now that information is
accessible to people via the Internet, the number of members joining the
organizations is decreasing throughout the nation.

This theme was chosen to look for other resources than membership
fees and subsidies. We reviewed successful examples of fund raising in the
first year and shifted our focus to more realistic options for us, such as
cloud funding, bazaar and merchandising (event sales). It was
worthwhile to discover some feasible solutions. Pfizer, one of our
supporters, delivered a lecture, which gave us considerable insights.”
Ambitious told their fund-raising story, namely cloud funding for
developing the tools to manufacture Okinawa whistles to support the
employment of patients with intractable diseases and its challenging
process with several setbacks.
“It is helpful to learn from failures, to say nothing of successes,
because we understand what causes a failure and that timing decides the
outcome,” says Mr. Terukina. “It is important to not be afraid of failing
and to try out new ideas. Fund raising is always crucial and should go
hand-in-hand with confirming the vision/system of an organization and
preparing a corporate business continuity plan (BCP).”
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Interview

ファイザープログラム

ファイザープログラム 2019年度継続助成プロジェクト紹介

Pfizer Program
継続助成

心とからだのヘルスケアに関する
市民活動・市民研究支援
生きづらさを抱える中堅世代への
ヘルスケアに取り組む市民活動や研究を支援

特定非営利活動法人監獄人権センター〔東京都〕
中堅世代の刑事被拘禁者向け医療相談事業

被拘禁者が適切な医療を受けられる環境づくりを推進
助成決定書の贈呈

監獄人権センターは、日本及びアジア地域の刑事拘禁施設の人権状況を国際

ファイザープログラムは、心とからだのヘルスケアに関する市民活動・市民研究を支援する助成事業です。2000年の
創設以来、疾病や障がいを抱える方をはじめ、生活困窮者や公的制度の狭間で支援を必要とする方々など、従来の
「ヘルスケア」の枠にとらわれず対象者を支援するとともに、最長3年間の助成継続や人件費の助成など、現場の
ニーズに合った取り組みを続けています。2013年からは公的支援が届きにくい30〜50歳代の中堅世代に対象をしぼり、
同世代の心身のケアに関する課題に取り組む市民活動・研究への先駆的な対応として高く評価されています。
2019年度は、新規助成には全国から129件の応募があり、そのうち新規助成8件（助成総額1,481万円）、
また
継続助成として7件（助成総額1,283万円）を選出しました。
ファイザーでは、このような社会貢献活動を通じて、革新的な医薬品の開発と提供だけでは十分に果たすことの
できないヘルスケアの課題にも積極的に取り組んでいます。

基準に合致するよう改善することや、刑罰手段における差別の解消に取り組んで
います。
「社会的に理解されにくい活動ですが、
プログラムの助成に選ばれたことで自信が
持てました」
と同センターの塩田祐子さん。助成1年目は刑事拘禁施設における医療
実態に関するヒアリング調査を行い、ヘルスケアガイドを発行。その過程で、深刻な
心身の不調が疑われても適切な医療が受けにくい状況が判明したことから、2年目は
弁護士等の支援で適切な医療を受けられた事例集を制作。3年目の今年度は支援者
となる弁護士や医療関係者を対象に、事例集を活用した無料相談会やセミナーを
開催し、
また心身の不調を抱える被拘禁者の社会復帰についての分析や政策提言を
行うことを計画しています。
「適切な医療を受けられることは、スムーズな社会復帰につながります。刑事拘禁

Supporting the activities/research conducted by citizens
into healthcare for the mind and body
Supporting citizens’ activity and research into healthcare for the
middle-aged people who are facing difficulties in life
The Pfizer Program is a subsidized program for supporting citizens in their activities/research into healthcare for the mind and body. Since
its foundation in 2000, it has supported anyone beyond the traditional framework of “healthcare,” including patients with
diseases/disabilities, needy people and those left behind in public services taking measures to meet realistic demands, such as extended
subsidization up to three years and granting to cover personnel expenses. Since 2013, the program has targeted a group of middle-aged people
in their 30’s to 50’s who are often excluded from public support. Their pioneering measures for supporting these citizens, and their
activities/research into healthcare for the mind and body were highly regarded.
In fiscal 2019, the program accepted 8 new applications (subsidy totaling 14.81 million yen) out of 129 applications and decided on the
continuation of seven ongoing programs (subsidy totaling 12.83 million yen).
Through its CSR activities, Pfizer is enthusiastic about solving healthcare problems which may not be solved by solely developing and
delivering innovative medicines.

施設の人権状況が注目される社会動向もふまえ、積極的に活動したいと考えています」
塩田祐子さん

新規助成

認定特定非営利活動法人 おかやま入居支援センター〔岡山県〕
被災者など住宅確保要配慮者の相互見守りに役立つ空き家活用モデル提案事業

地域で、生きがいを感じて暮らせる、空き家の利活用を提案
おかやま入居支援センターは、障がい者や高齢者が地域で安心して生活できるよう、
民間アパートや公営住宅に入居する際、必要に応じて保証人となったり、入居後も
孤立させないために、行政、医療、福祉機関などを含めたネットワークを形成し支援
活動を行っています。
「近年、入居物件に空き家の利 活用という新たな方 向 性が
加わりました。岡山県内には多数の空き家・空室があり、私たちは不動産業者、成年
後見人などから空き家の紹介を受け、建築士と調査に入り、改修の要否を検討し、
住居及び地域の居場所としての活用方法を提案しています。2018年に発生した
西日本豪雨災害被災者への空き家提供にも力を入れています。今も、みなし仮設
住 宅に約 2 , 0 0 0 世 帯が住み、2 0 年には第 二の転 居の動きが来ます。今回のプロ
グラムの助成金を活用し、そういう人々への次のステップの方策を提示していきたい」
と
理事長の井上雅雄さん。単なる住居提供にとどまらず、安定し生きがいを感じられる
「暮らしの提案」を目指し、支援活動に取り組んでいます。

プロジェクトの概要をプレゼンする代表者
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理事長の井上雅雄さん
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沿革
Corporate History

ファイザー・インクの歩み

ファイザー日本法人の歩み

Pfizer Japan

1849

チャールズ･ファイザ−・アンド・カンパニーが 精 密
化学品会社として、アメリカで創立される

Charles Pfizer & Company opens as a fine-chemical business in
America.

1953

米 国ファイザー社 、田 辺 製 薬 株 式 会 社と合 弁で、
ファイザー田辺株式会社を設立。資本金1億円

Pfizer Tanabe Co., Ltd. established as joint venture of Pfizer Inc. and
Tanabe Seiyaku Co., Ltd. with one hundred million yen in capital.

1862

食 品および 化 学 製 品 産 業に欠か せない酒 石 酸と
酒石英を初めて国内生産

First domestic production of tartaric acid and cream of tartar, vital
to food and chemical industries, is launched by Pfizer.

1955

台糖ファイザー株式会社、大阪市東区に誕生。資本金
1億円、従業員278名。主力製品は「テラマイシン」
「テトラシン」
「ペニシリン」、食品添加物

Pfizer Taito Co., Ltd. established in Higashi-ku, Osaka, with one
hundred million yen in capital and 278 employees. The major
products are Terramycin, Tetracyn, Penicillin, and food additives.

1868

マンハッタンのウォール街地区メイデン通り81番地に
本社を新設

Pfizer opens new corporate office at 81 Maiden Lane in Manhattan’s
Wall Street district.

1956

1880

レモンとライムの濃 縮 液を使ってクエン酸を製 造 。
ファイザ−社の主要製品となり、その後の発展を促す
基盤となる

Using imported concentrates of lemon and lime, Pfizer begins
manufacturing citric acid, which becomes the Company’s main
product and the launching pad of its growth in the years to follow.

テラマイシン培養工場（神戸）完成。初の国内一貫
生産を開始。自社販売網の確立に踏み切る。
本社を東京に移す

Taito Pfizer K.K. builds Terramycin fermentation facility and starts
the first domestic integrated manufacturing.
Taito Pfizer K.K. relocates its Headquarters to Tokyo.

1967

名古屋工場完成。発送センターを名古屋に一本化

Nagoya Plant completed. Nagoya becomes the main distribution center.

深底タンク発酵技術を採用して「奇跡の薬」である
ペニシリンの量 産に成 功 。ノルマンディー上 陸 時に
連合軍が携帯したペニシリンのほとんどがファイザー
社製であった

Using deep-tank fermentation, Pfizer is successful in its efforts to
mass-produce penicillin and becomes the world’s largest producer of
the “miracle drug.” Most of the penicillin that goes ashore with
Allied forces on D-Day is made by Pfizer.

1974

本社を新宿三井ビルに移転

Taito Pfizer K.K. relocates its Headquarters to Shinjuku-Mitsui Bldg.

1983

持株比率変更、
ファイザー社100％出資に

Pfizer Inc. acquires 100% stake in Taito Pfizer K.K.

コネチカット州グロトンに世 界 最 大 規 模のクエン酸
発酵工場を建設

Pfizer builds the world’s largest citric acid fermentation plant in
Groton, Connecticut.

1989

台糖ファイザーからファイザー製薬へ社名変更

Corporate name changed to Pfizer Pharmaceuticals Inc.

2000

初の自社研究者が発見・開発した広範囲抗生物質を
ファイザー・ブランドで発売し、医薬品メーカーとして
本格的に出発。同年、国際部門を創設し、海外市場
へも進出

Terramycin, a broad-spectrum antibiotic that is the result of the
Company’s first discovery program, becomes the first pharmaceutical
sold in the United States under the Pfizer label. Pfizer expands into
overseas markets, and the International Division is established.

東京都大田区に研修所を新設
ワーナー・ランバート株式会社との事業統合

Training institute is built in Ota-ku, Tokyo.
Business merger with Warner-Lambert K.K.

2003

ファルマシア株式会社と事業統合。
社名を「ファイザー株式会社」
と変更
本社を渋谷区代々木に移転

Merger of Pfizer Pharmaceuticals Inc. and Pharmacia K.K. to form
Pfizer Japan Inc.
Pfizer Japan Inc. relocates its headquarters to Yoyogi, Shibuya.

1954

ファイザー社の研 究 者によって発 見された最 初の
純合成広範囲抗生物質であるテトラシンの発売開始

Tetracyn (tetracycline), the first purely synthetic broad-spectrum
antibiotic discovered by Pfizer researchers, is marketed.

2006

岩崎博充が代表取締役社長に就任

Hiromitsu Iwasaki is appointed President.

1961

マンハッタンのミッドタウン地区に本社を新設

Pfizer establishes new World Headquarters in midtown Manhattan.

2009

ビジネス・ユニット制を導入
梅田一郎が代表取締役社長に就任

Introducing the system of business units.
Ichiro Umeda is appointed President.

2000

米 国ワーナー･ランバート・カンパニーと合 併 。世 界
最大級のヘルスケア・カンパニーとなる

Pfizer merges with Warner-Lambert Company and becomes one of
the world’s largest healthcare companies.

2010

ワイス株式会社と事業統合

Business merger with Wyeth K.K.

2003

米国ファルマシア社と統合。世界最大の製薬会社と
なる

Merger of Pfizer Inc. and Pharmacia Corporation to become world’s
largest pharmaceutical company.

2016

ホスピーラ・ジャパンから製品の承継が完了

Succession of products completed from Hospira Japan.

2018

2009

米 国ワイス社と統 合 。世 界 最 大 手のバイオ医 薬 品
企業へ

Merger with Wyeth Inc. to be the world’s premier bio pharmaceutical
company.

原田明久が代表取締役に就任
日本法人創立65周年

Akihisa Harada is appointed President.
65th Anniversary of Pfizer Japan.

2010

イアン・リードが会長兼CEOに就任

Ian Read is appointed Chairman of the Board and Chief Executive
Officer.

2015

ホスピーラ社と統合

Merger with Hospira Inc.

2019

アルバート・ブーラがCEOに就任

Albert Bourla is appointed Chief Executive Officer.

1944

1946
1950
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Pfizer Inc.
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会社概要
Corporate Outline

ファイザー日本法人
Pfizer Japan
設

立

ファイザー株式会社
Pfizer Japan Inc.

1953年8月1日

Established: 1 August, 1953

事 業 内 容

医療用医薬品の製造・販売・輸出入

Business description: Manufacturing, sales, and import/export of prescription medicines

売

4,586億円（2019年度）

Revenues: ¥ 458.6 billion (FY2019)

上

本

高

社

工場・施設等

〒151-8589
東京都渋谷区代々木3-22-7新宿文化クイントビル
電話03-5309-7000（代表）

Head Quarter:
Shinjuku Bunka Quint Building 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ward, Tokyo 151-8589
Tel; 81-3-5309-7000 (Representative)

名古屋工場：
〒470-2393
愛知県知多郡武豊町字五号地2番地

Plant/Facility:
Nagoya Plant, Pfizer Global Supply Japan Inc.
5-2 Taketoyo-town, Chita-country, Aichi 470-2393

横浜パッケージセンター：
〒224-0054
神奈川県横浜市都筑区佐江戸町681

Yokohama Package center:
681 Saedo-town, Tsuzuki-ward, Yokohama-city, Kanagawa 224-0054

取締役および監査役
代表取締役社長 バイオファーマシューティカルズ事業部門／インターナルメディスン部門長

Akihisa Harada

取締役 執行役員 人事・総務部門長

Member of the Board and Operating Officer, Sr. Director, Human Resources & Global Operations

相原 修

Osamu Aihara

取締役 執行役員 オンコロジー部門長

Member of the Board and Operating Officer, Oncology Lead, Japan

小芦 尚人

Naoto Koashi

取締役 執行役員 ワクチン部門長

Member of the Board and Operating Officer, Vaccines Lead, Japan

藤本 陽子

Yoko Fujimoto

取締役 執行役員 炎症・免疫部門長

Member of the Board and Operating Officer, Inflammation & Immunology Lead, Japan

サビーネ・ジリアム

Sabine Gilliam

取締役 執行役員 希少疾病部門長

Member of the Board and Operating Officer, Rare Disease Lead, Japan

横山 文

Aya Yokoyama

取締役 執行役員 病院部門長

Member of the Board and Operating Officer, Hospital Lead, Japan

パトリック・ヴァンデルー

Patrick van der Loo

取締役

Member of the Board

本山 明克

Akiyoshi Motoyama

取締役

Member of the Board

石橋 太郎

Taro Ishibashi

監査役

Auditor

執行役員
執行役員 製造部門長

取締役および監査役
代表取締役社長

伊藤 雅彦
取締役

森 信之

ファイザーR&D合同会社
Pfizer R&D Japan G.K.
社長

石橋 太郎
取締役

相原 修
監査役

橋本 浩一

President & Representative Director

原田 明久

大武 和夫

ファイザー・ファーマ株式会社
Pfizer Global Supply Japan Inc.

Member of the Board and Auditor

Kazuo Ohtake

Operating Officer
Operating Officer, PGS Japan Lead

伊藤 雅彦

Masahiko Itou

執行役員 法務部門長

Operating officer, Sr. Director, Legal Japan

橋本 浩一

Koichi Hashimoto

執行役員 ファイザー・デジタル部門長

Operating officer, Sr. Director, Pfizer Digital

岡崎 昌雄

Masao Okazaki

執行役員 信頼性保証本部長

Operating Officer, Sr. Director, Corporate Quality & Safety Assurance

小原 教仁

Norihito Kohara

執行役員 メディカル本部長

Operating Officer, Sr. Director, Medical Japan

ハニ・イ

Hahn-Ey Lee

執行役員 グローバル・コマーシャル・オペレーション本部長

Operating Officer, Global Commercial Operations Japan Lead

吉田 晴彦

Haruhiko Yoshida

執行役員 コーポレートアフェアーズ・ヘルスアンドバリュー本部長

Operating Officer, Corporate Affairs, Health & Values

宮原 京子

Kyoko Miyahara

※2020年11月17日現在の情報です
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〜患者さんの生活を大きく変えるブレークスルーを生みだす〜
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