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医薬品を通して、皆さまに
“安全と安心”をお届けしています
私たちが安全かつ安心して暮らすためには、医薬品が欠かせません。
医薬品が皆さまのお手元に届くまでの流れをご紹介します。

患者さま

東邦薬品（株）と
共創未来グループ

（医薬品卸売事業）

②

東邦薬品（株）の物流センター⑤

製薬会社・
医療材料メーカー

製薬会社・
医療材料メーカーの

配送車

EMS

薬剤師 MS

患者さま 薬剤師

調剤薬局

MS

医師

薬剤師

物流センターの
配送車

医薬品卸売事業と調剤薬局事業によって
皆さまの健康をサポートしています

私たちはこの２つの事業を中核事業として、
全国的に業務を展開しています。
医薬品の配送と販売を通して、皆さまの健康に
寄与することが私たちの使命です。

事業概要 ■■■■■■■■

患者さまのお住まい

東邦ホールディングス（株）
（純粋持株会社）
①
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製薬会社が製造した医薬品は、東邦薬品（株）および共創
未来グループのMS（マーケティング・スペシャリスト）と呼
ばれる営業スタッフによって、病院やクリニック、調剤薬局
に販売されます。MSとともに配送を担当するのは、各事業
所のEMS（エニフ・マーケティング・サポーター）という物
流スタッフです。MSとEMSは、製薬会社から物流センター
（P.10 ～ 11）を経由して各事業所に運ばれた医薬品を、最寄
りの医療機関にお届けしています。
医薬品は医療機関の医師や薬剤師の手を経て、皆さまのも
とに届けられます。近年は、在宅医療や在宅介護の普及にと
もない、患者さまのご自宅に、医師が訪問して治療をした
り、薬剤師が医薬品を届けて、服薬指導（薬の正しい服用の
方法や副作用の情報を伝えること）をしたりすることも増え

てきました。在宅医療や在宅介護においては、医療材料（点
滴用チューブや創

そう

傷
しょう

被
ひ

覆
ふく

材
ざい

、注射器などの消耗品や器具な
ど）も必要です。私たちは医療材料のスムーズな流通にも力
を入れています（P.20）。
MSは、医薬品の販売はもちろん、医療機関に向けて、「顧

客支援システム」（P.12 ～ 13）を提案しています。
また、私たちは、連結および非連結の子会社の調剤薬局を

支援・管理しています。各地の調剤薬局では、薬剤師が医師
の処方せんにしたがって薬を調剤し、患者さまに服薬指導を
行っています。
こうして私たちは、皆さまが安全かつ安心して暮らせるよ

う、医薬品を必要なときに、必要な場所へ、必要な量だけ、
確実にお届けしています。

東邦薬品（株）と共創未来グループの
事業所

⑥

そのほかの子会社
（海外事業、コンサルティング事業など）
④

MS 医師

患者さま

クリニック

病院

ファーマクラスター（株）
（調剤薬局の管理事業）
③

医師

東邦薬品（株）および共創未来グループ計６社は、医薬品や検査
薬、医療機器を、病院やクリニックと調剤薬局に販売しています。
また、患者さまと医療機関向けに、業務効率化のためのサービス
（顧客支援システム）を独自に開発し、販売・提供しています。

②東邦薬品（株）と共創未来グループ
　（医薬品卸売事業）

純粋持株会社として、②東邦薬品（株）と共創未来グループ、③
ファーマクラスター（株）、④そのほかの子会社の事業を企画・管理
しています。

①東邦ホールディングス（株）
　（純粋持株会社）

連結および非連結の子会社の調剤薬局を支援・管理しています。

③ファーマクラスター（株）
　（調剤薬局の管理事業）

海外事業展開、データ処理・ソフトウェア開発およびシステム販
売、院内物流支援、企業経営・医業経営の総合コンサルティングサ
ービスなど、医療を支えるさまざまな事業を展開しています。

④そのほかの子会社
　（海外事業、コンサルティング事業など）

製薬会社から仕入れた医薬品を全国９か所の物流センターにいっ
たん集約して、効率よく各事業所（⑥）に配送しています。事業所
を経由せずに医療機関に直接納入することもあります。

⑤東邦薬品（株）の物流センター

東邦薬品（株）と共創未来グループの事業所は、事務スペースと
物流倉庫を備えています。MSとEMSが常駐し、配送の準備を行う
とともに、ここを拠点に医療機関を訪問しています。

⑥東邦薬品（株）と共創未来グループの事業所

※会社と物流センターの数は2014年7月1日現在

医薬品や
医療材料

情報・
システム
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いつでも医薬品を安定供給できるよう、
精度の高い物流システムを構築しています
私たちは、皆さまに確実に医薬品をお届けするために、
長年の経験を活かして、流通網を整備し、物流センターの機能を高めています。
物流システムの歴史と未来についてご紹介します。

安全・安心の医薬品流通網の原点
医療用医薬品は、患者さまの命や健康に直結します。だか
らこそ、医薬品の流通を担う私たちは、皆さまが必要なとき
に、必要な場所へ、必要な量だけ、確実に医薬品をお届けす
る「安全・安心の医薬品流通」を実現しなければならないと
考えています。
流通網の中心となるのは物流センター（TBC）です。物流

センターの始まりは、1988年に東京都大田区平和島に開設し
た「東京ブロック流通センター」でした。従来は東京エリア
の各事業所で保管していた医薬品の在庫をここに集約して、
医薬品を欠品なく確実にお届けできるようにしました。これ
以降、全国各地に物流センターの建設を進めています。2013
年7月には「TBC阪神」（兵庫県伊丹市）を、2013年10月には

「TBC札幌」（北海道札幌市）を、2013年12月には「TBC埼玉」
（埼玉県久喜市）を新たに稼働させました。2014年３月末時
点で、「WILL平和島」を含めて全国に９つの物流センター
を擁しています。物流センターでは、下の図のとおり、入荷
から６つの工程を経て出荷しています。患者さまのもとへ医
薬品を確実にお届けするために、私たちはとくに以下の４点
を重視しています。

物流センターで重視していること
①トレーサビリティの充実
トレーサビリティとは、製品の生産段階から消費者の手に

届くまでのプロセスが追跡可能な状態を指します。医薬品の
流通においても、トレーサビリティの充実を図ることが、皆

事業概要 ■■■■■■■■
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さまに正確に、迅速に医薬品を届けるために不可欠だと私た
ちは考えています。物流センターでは、ロット（製造番号）
別の在庫管理を導入し、すべての流通過程で医薬品がどこに
あるかを確認できるようになっています。TBC埼玉では、
商品の箱に印字されているロットや使用期限の文字を認識
し、自動的に入荷処理を行う「文字自動認識装置」を導入し
ました。今後も、トレーサビリティのさらなる高度化を追求
していきます。
②出荷精度の向上
物流センターでは、医薬品などの入荷から出荷に至る全工
程において、バーコードチェックを行うことで、誤出荷防止
に努めています。TBC東京では、バーコードチェックと独
自の「光るICタグ」を組み合わせて出荷精度を上げていま
す。配送先ごとに分けた出荷用のオリコン（プラスチック製
の箱）のバーコードを読み取ると、そのオリコンに投入しな
ければならない医薬品が入ったカゴのICタグが点灯します。
ICタグが点灯したカゴから医薬品を取り出して、該当のオ
リコンに入れます。
高度な自動化を図ることで、出荷精度のさらなる向上と徹
底した効率化に取り組んでいます。すべてのTBCで出荷精
度99.99999％（セブン９）にチャレンジしています。
③徹底した温度管理
近年、オーファンドラッグをはじめ、厳格な温度管理を必
要とする医薬品が増えつつあります。そこで物流センター内
に、医薬品を一定の温度で管理できる保冷品倉庫を設置して
います。配送の際にも専用に開発した保冷ボックスを用い、

一定の温度を維持するよう細心の注意を払っています。
④災害時における安定供給
物流センターと営業所では災害時の停電に備えて、非常用

自家発電機または自社開発の代替保冷庫（保冷コンテナ）を
設置しています。物流センターが被災した場合には、すみや
かに供給元を近隣の物流センターに切り替え、各事業所に医
薬品を届けられる体制を整えています。
情報管理の面では、物流を支える基幹システムを東京のデ

ータセンターで運用していますが、同時に大阪のデータセン
ターでもバックアップシステムを運用し、常にデータの同期
をとりながら、災害が起きた場合には切り替えが可能なシス
テムを構築しています。さらに年数回、災害対策訓練を全社
規模で実施しています。

営業と物流の一体改革
現在、私たちがもっとも力を注いでいるのは、「営業と物
流の一体改革」です。具体的には、各営業所ではなくコール
センターが一括して医薬品の注文を受けたり、問い合わせに
対応することによって、営業と物流の双方の業務の効率化と
コストの削減を図っています。TBC阪神およびTBC札幌で
は、それぞれ西日本コールセンター、札幌コールセンターを
併設しました。物流センターとコールセンターが緊密に連携
することによって、コールセンターから医療機関にリアルタ
イムで在庫状況や納期をお伝えできるようになりました。こ
れからも私たちは、安全・安心の医薬品流通を実現するため
に、営業と物流の一体改革に邁進してまいります。

東邦薬品（株）は、「第６回ロボット大賞」（主催：経
済産業省、一般社団法人日本機械工業連合会）におい
て、「ロボットビジネス・社会実装部門」の優秀賞を受
賞しました。受賞したのは、（株）ダイフク、日本電気
（株）、（株）安川電機との４社共同プロジェクトとして、
TBC埼玉で構築した「医薬品物流センター高度化ロボ
ットシステム」です。
私どもがロボットの導入に踏みきった理由は、おもに
２つあります。ひとつは、少子化が進むにつれて物流セ
ンターの従業員確保が困難になることが予想されるた
め。もうひとつは、出荷精度のさらなる向上を追求する
ためです。
流通業では、サイズと重さの異なるさまざまな商品を
扱うため、ロボットの導入はむずかしいといわれていま
す。しかし、東邦ホールディングス（株）の代表取締役
社長 濱田矩男の強い熱意のもと、プロジェクトチーム
を結成し、開発に取り組みました。
TBC埼玉は、約２万8,000種類もの医薬品を取り扱っ
ており、ロボット導入は困難をきわめましたが、2013年
12月に本格的に稼働することができました。

１人あたりの生産性を77％アップ
TBC埼玉では、現在、20台のロボットによって、梱

包単位商品（ケース品）のピッキングの85％以上を、包
装単位商品（ピース品）のピッキングの63％を自動化し
ています。ケース品のカーゴ台車への積載もロボットが
行っています。こうした自動化によって、従業員の数は
同規模のTBCより130名減、一方、一人あたりの生産性
は77％アップしました。出荷精度も、99.999986％（2014
年度前半期）に達し、目標のセブン９まで手の届くとこ
ろにきています。流通サービスにおけるイノベーション
を実現し、ロボットの社会実装の好例となったことが評
価され、今回の受賞となりました。

（左）梱包単位商品（ケース品）のピッ
キングロボット。（右）包装単位商品

（ピース品）のピッキングロボット

TOPIC TBC埼玉のロボットシステムがロボット大賞の優秀賞を受賞
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「顧客支援システム」を開発し、
医療機関と患者さまをサポートしています
私たちは、病院や調剤薬局の方々、患者の皆さまのお役に立てるように、
独自の「顧客支援システム」を開発し、日々進化させています。
システム開発を始めた経緯とともに、代表的なシステムをご紹介します。

顧客支援システムの原点
東邦薬品（株）および共創未来グループは、医療環境の整
備に寄与するために、さまざまな「顧客支援システム」を開
発し、全国の医療機関に供給しています。
私たちが営業で医療機関を訪問すると、病院やクリニック
の前に早朝から患者さまが並んでいるのをよく見かけまし
た。また、診療開始後も、患者さまが２、３時間待合室で順
番を待っていました。体調が悪いときは、だれもが少しでも
早く診察を受けて、早く薬を出してもらいたいと思うはずで
す。一方、日々医療に従事する方々と接するなかで、「医薬
品をもっと簡単に発注したい」「在庫管理の効率化を図りた
い」といった声を耳にしました。こうした思いや声に応える
仕組みを医療機関に提供することができれば、その医療機関
は、患者さまへより良質な医療サービスを提供することに専
念でき、医療機関も患者さまも満足していただけると考えま
した。健康を願うすべての皆さまが幸せになる仕組みをつく
りたい。これが顧客支援システムの原点です。

顧客支援にかける熱意
私たちにとっての顧客とは、病院やクリニック、調剤薬局
で働く方々と患者さまです。皆さまに喜んでいただけるシス
テムを提供していきたいと、さまざまなシステムの開発に取
り組んでいます。さらに、システムの導入はもちろん、最大
限に活用していただくことをめざしています。
そのために、重視していることが２つあります。ひとつ

は、導入したシステムを継続的に使っていただけるよう、常
に皆さまのニーズに耳を傾け、システムを進化させていくこ
とです。地域の医療機関に足を運んでいるMS（マーケティ
ング・スペシャリスト）が、皆さまからシステムに関するご
要望をうかがい、開発部門へフィードバックしています。
もうひとつは、顧客の皆さまを手厚くフォローすること

です。MSは、システムを最大限活用していただけるよう
お手伝いしています。MSを対象に、「MTP（Medical Total 
Planner）研修」なども実施し、MSがよりいっそうシステム
に習熟できるよう努めています。このように、常に顧客の皆
さまの立場に立ったシステム開発を心がけています。

診療予約を可能にした「LXMATE HeLiosシリーズ」
患者さまの待ち時間をどうすれば解消できるか。それをめ

ぐって浮上してきたキーワードが「予約」でした。私たちは
「自宅から電話で予約できれば、待たなくてすむ」をコンセ
プトに、1990年代初頭から診療予約システムの開発に着手し
ました。1995年に「LXMATE（エルエックスメイト）」を完
成させ、専用の端末を病院やクリニックに販売しました。患
者さまは、電話の音声ガイドに従って、簡単に診察日時を予
約できるようになりました。また2000年には、LXMATEの
後継機種「LXMATE HeLios（エルエックスメイト・ヘリオ
ス）」を発売しました。その後、インターネットの普及にと
もない、「電話だけではなくネットでも予約したい」という
患者さまの要望が高まり、2003年には、パソコンや携帯電話
からインターネットで予約できる「HeLios-i（ヘリオス・ア
イ）」というオプションをリリースしました。さらに、2007
年には、インターネット専用の診療予約システム「SELENE
（セレネ）」を、2011年には「LXMATE Heriosインターネッ
ト簡易版」をリリースしました。

薬局業務を効率化した「ENIF」
薬剤師の皆さまからは、業務をより効率化していきたいと

の声をよく耳にします。私たちは、そのご要望を受けて医
薬品の発注業務に注目し、高機能の情報端末「ENIF（エニ
フ）」を開発しました（1997年リリース）。端末で商品のバー
コードを読み取り、注文数を入力して送信すれば、簡単に発
注することができます。さらに、「在庫があるか」「納品は
いつになるか」などの情報がすぐに返信されます。電話や
FAXによる従来の発注方式に比べると、時
間が短縮されるだけでなく、ミスの削減にも
つながりました。
1998年には、ENIFのユーザーに向けて

「ENIFclub（エニフクラブ）」を設立しまし
た。薬局経営をサポートする各種サービスの
ほか、「薬剤師webラーニング」など、薬剤
師のスキルアップを支援するサービスも提供
しています。 next-ENIF

事業概要 ■■■■■■■■
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情報端末についてもバージョンアップを図り、2012年には
「i-ENIF（アイ・エニフ）」を、2014年には「next-ENIF（ネク
スト・エニフ）」をリリースしました。

多岐にわたる顧客支援システム
このほかにも、私たちは多くの顧客支援システムを開発し
てきました。1998年には、処方せんFAXシステム「ENIフ
ァーマシー」をリリースしました。患者さまは病院やクリニ
ックに設置されたENIファーマシーから処方せんを調剤薬局
にFAXすると、調剤薬局での待ち時間が短縮でき、すぐに
薬を受け取ることができます。
2009年には、音声認識による薬歴作成支援システム

「ENIFvoice（エニフボイス）」をリリースしました。薬剤師
の声が自動的にテキスト化されるため、薬剤師の薬歴作成
業務の時間短縮につながります。2010年には「ENIFvoice 
SP」にバージョンアップしました。
2011年には、「e健康ショップ」を立ち上げ、OTC医薬品
の取り寄せサービス「おくすり予約システム」をスタートさ
せました。消費者がe健康ショップのサイト上でOTC医薬品

調剤薬局における薬剤師の業務は、服薬指導や薬歴の
作成だけでなく、医薬品の発注や在庫管理、会計など多
岐にわたります。近年は、在宅医療の担い手として患者
さまのご自宅や介護施設を訪問して業務を行うことも求
められています。東邦薬品（株）および共創未来グルー
プでは、調剤薬局の業務効率化と新規業務への取り組み
を支援するために、2013年に４つの製品からなる「調剤
ENI-Pharma（エニファルマ）シリーズ」を開発しました。

タブレット端末で訪問先での業務をスムーズに
シリーズのひとつ「在宅ENIF」は、薬剤師が訪問先

で服薬指導した内容をその場で迅速かつ簡単にタブレッ
ト端末に入力できるシステムです。事前にこのシリーズ
の「ENI-Pharma」に入力しておいた患者さま情報を確
認したり、医薬品や医療材料の最新情報を検索したり、
さらに訪問報告書を作成したりといった機能を備えてお
り、薬剤師の訪問先での服薬指導をサポートします。
「ENI-POS（エニポス）」は、調剤会計と
OTC医薬品などの物販会計を同時に行
えるPOSシステムです。医療用医薬品と
OTC医薬品の飲み合わせをチェックでき
る機能も搭載しています。
「ENI-Pharma」は、レセプトコンピュ
ータ（レセコン）と電子薬歴が一体とな
ったシステムです。薬歴の参照から服薬
指導、薬歴の入力、会計までの業務がス
ムーズに行えます。ENI-Pharmaは2014

年９月末までに全国400軒の調剤薬局で導入されていま
す。
「ENIF本部」は、調剤薬局のグループ各店舗の売上や
在庫を一元管理できるシステムです。データがリアルタ
イムに更新されるため、薬局経営者はタイムリーに経営
状況を把握できます。店舗から本部への報告業務も軽減
されます。これら４つの製品を連携させて、データを共
有することもできます。在宅ENIFとENI-POS、ENIF本
部は他社のレセコンとも連携できます。

迅速かつ親身なサポート体制を構築
シリーズを導入した調剤薬局からは、「MSが随時訪問

してシステムについての疑問点を解決してくれるので、
安心して利用できる」という声をいただいています。ま
た、このシリーズは、オンラインでバージョンアップも
可能です。今後も機能の充実に努めて、調剤薬局の業務
効率化、経営強化に貢献してまいります。

TOPIC 「調剤ENI-Pharmaシリーズ」で薬剤師の業務効率化をサポート

を予約すれば、指定した調剤薬局で薬剤師の適正な指導のも
と、医薬品を購入できます。
2012年には、「初診受付サービス」を開始しました。患者
さまは、「病院なび」などの医療機関検索サイトや各医療機
関のホームページから初診の受付を申し込むことができます。
同年、医療機関などが医療材料を必要な数だけ分割して購

入できるシステム「ENIFme（エニフミー）」を発売しました。
2013年には、調剤薬局の経営を助けるさまざまな機能を搭

載した高機能のレセプトコンピュータシステム「調剤ENI-
Pharma（エニファルマ）シリーズ」を発売しました。

これからの顧客支援システム
医療制度改革などにともない、顧客の皆さまの「困ってい

ること」は変化していきます。私たち東邦薬品（株）と共創
未来グループは、常に新しいニーズに応えるべく、進化して
いこうとしています。これからも顧客の皆さまの立場に立っ
て、システムを開発・提供し、最大限活用していただくため
に最善を尽くしていきます。
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６つの領域でバランスよく
CSR活動を遂行しています

CSR活動を６つの領域に分けて掲載しました。
2013年度の活動の成果と
次年度以降の目標をご報告します。

活動の達成度を常に点検し、
改善に向けて努力しています
中期CSR計画をもとにした2017年度までの目標と、
2013年度の達成度を一覧表にしました。

CSR活動を効率よく行なうためには、Plan（計画）、Do（実
行）、Check（点検）、Action（行動・改善）という「PDCAサ
イクル」が重要です。私たちは、中期CSR計画に基づき、

2017年度までに取り組むべき事項をリストアップし、それぞ
れ達成度を点検しています。各領域の課題については、対策
を講じて、すみやかに解決していきます。

重点
領域

掲載
ページ項目 2017年度までの目標

（中期CSR計画） 2013年度の活動と達成度

「e健康ショップ」の普及 １万2,600軒の薬局が加盟 ★★★ P.19

データの収集・分析によるPDCA Econos（エコノス）を運用 ★★ P.15-16

自然エネルギー活動の啓発 LECO Solar Editionの発行 ★★ P.17

CO2全体排出量の削減 CO2排出量４万1,742t ★ P.15

低公害車・低燃費車の導入 低公害車比率を49.9%まで向上 ★★ P.16

グリーン購入の取り組み 環境配慮商品構成比は40.1% ★ P.17

「初診受付サービス」の普及 1,500軒の医療機関で稼働 ★★★ P.18

「ENIファーマシー」の普及 40都道府県、410施設に展開 ★★★ P.19

「ENIFme」の普及 9,000施設に展開 ★★★ P.20-21

「ENIFvoice SP」の普及 2,084台を展開
大学薬学部および薬科大学のうち31大学に導入 ★★★ P.21

「ENIFclub 」の普及 1万3,015軒の医療機関が利用 ★★★ P.21

「ENIF」シリーズの普及 2万9,930台を展開 ★★★ P.21

仕事と育児の両立 育児休暇の取得者39人、
育児短時間勤務の取得者21人 ★★ P.22-23

★★★障がい者雇用の推進 障がい者雇用率は2.02% P.22

再雇用制度の整備 再雇用率は91.4% ★★★ P.22

本社における社会貢献活動 「スフィーダ世田谷FC」への支援、
「ゆび募金」への協力、世田谷地域の文化活動への支援 ★★ P.24-25

内部統制の運用 意思決定の迅速化、グループ経営に関する
監査・監督機能の強化 ★★★ P.26-27

コンプライアンス・リスク管理
体制の整備

共創未来グループ倫理綱領の徹底
コンプライアンス研修の実施 ★★★ P.27

「認知症サポーター養成講座」の開催 2,859人が受講 ★★ P.24-25

エコキャップの回収 各事業所で展開 ★★ P.25

書き損じはがきの回収 グループ各社・事業所で展開 ★★ P.25

患
者
さ
ま

患者さまに、
より満足して

いただくための
システムや情報の提案

顧
客

医療機関の業務を
効率化するための

システムや情報の提案

環
境 環境保全活動の推進

やりがいを
もって働ける

職場環境の整備
社
員

株
主

コーポレートガバナンス
の充実

コンプライアンスと
リスク管理の徹底

地
域
社
会

地域社会に
貢献する活動の推進

人材育成の強化 提案型MSへのさらなる進化 KMP、MTP研修、USセミナーの実施 ★★★ P.23

IR（投資家向け広報）活動 適時・適切な企業情報開示 決算説明会の開催、海外IRの実施 ★★★ P.27

達成度の見方　★★★ 達成　　★★ 一部達成　　★ 今後の課題　 ※中期CSR計画、2013年度の活動と達成度は抜粋

活動報告 ■■■■■■■■

2017年度までの目標と2013年度の活動実績
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社員ひとりひとりが身近なところから
エコアクトに取り組んでいます
環境保全は現代社会の喫緊の課題であり、企業も積極的に力を尽くすことを
求められています。私たちも社員各自が自覚をもって、
CO2排出抑制や省エネルギーに取り組んでいます。

「ひとりひとりのエコアクト」の推進
東邦ホールディングスでは、環境問題を現代社会の緊急課
題であるととらえ、環境負荷低減化の取り組みを強化してい
ます。製造部門を持たない当社は、製造業や大規模小売店と
異なり、新型機械の導入や大規模な店舗改装による省エネル

ギー化を実現することがむずかしい業態です。TBCのよう
な大型物流センターにしても、稼働後に頻繁に設備の入れ替
えを要する施設ではありません。また、多数の営業所につい
ても、建て替えや設備入れ替えの機会はほとんどありません。
一方で私たちには、地域密着型という強みがあります。当

社における省エネルギー活動の主軸は、社員ひとりひとりが
環境に対する問題意識を高め、身近なところから活動を積み
重ねていくことです。エネルギー使用量の把握をはじめ、社
員への啓蒙活動などを通して、環境保全活動に努めています。

データを収集し、課題を分析して
環境負荷の低減化に取り組んでいます

環境のために1
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活動報告 ■■■■■■■■

マテリアルフローの把握
東邦ホールディングスは、事業活動を通してさまざまなエ
ネルギーや水資源、製品、資材を使い（インプット）、その
結果としてCO2や汚水、廃棄物を排出しています（アウトプ
ット）。このインプットとアウトプットの流れを「マテリア
ルフロー」（P.15）といいます。環境負荷低減への取り組みを
効果的に進めるためには、マテリアルフローを継続的に把握
していかなければなりません。

データの「見える化」
東邦ホールディングスでは、2009年度より、イントラネッ
ト上で稼働する独自のシステム「Econos（エコノス）」を導
入し、環境にかかわるデータを収集しています。Econosで
収集したデータをもとに毎月「環境PD（パフォーマンスデ
ータ）分析表」を作成し、東邦薬品（株）および共創未来グル
ープ各社にフィードバックしています。
環境PD分析表は、「電力、灯油、A重油、都市ガス、LPガ
ス」の５項目について、消費量などを事業所や部署ごとにま
とめた一覧表です。項目すべてを原油換算した合計値や、
CO2排出量に換算した合計値、項目ごとの平均値などを算出
しています。事業所や部署ごとにエネルギーの消費量が「見
える化」され、比較しやすくなったことにより、各事業所や
部署はそれぞれの課題を分析し、より効果的な対策を実行で
きるようになりました。

使用したエネルギーの内訳
東邦ホールディングス（株）および東邦薬品（株）が、2013

年度に使用したエネルギーの比率は、電力が55.4%、ガソリ
ンが42.0%、その他が2.7%となっています。エネルギーのほ
とんどを電力とガソリンが占めており、これらのエネルギー
をいかに効率よく使用していくかが、今後の課題です。

電力消費量の推移
東邦ホールディングス（株）および東邦薬品（株）の2013年
度における電力使用量は、前年比で34.1%増加しています。
内訳は、本社16.7%増、TBC73.7%増、その他9.5%増です。
2013年度に新設された３か所のTBCにおける電力消費量

の増加分が大きく、また10月以降の企業統合により、営業所
数が増加したことが影響しています。

ガソリン使用量削減への取り組み
ガソリンはおもに営業車両の燃料として使用されていま
す。東邦ホールディングス（株）および東邦薬品（株）では、
営業車両のほとんどがリースによるものです。私たちはリー
ス会社を通して、低公害・低燃費の環境対応車両への転換に
努めてきました。両社における、2013年度の国土交通省認定
の低排出ガス車（☆☆☆☆＝有害物質75%低減レベル）の占
める割合は49.9%です。年々、低公害・低燃費車両数が増加
しています

水道使用量の推移
私たちの事業活動においては、水資源の用途は、トイレ

などの生活用水のほか、環境美化目的（清掃、植物への水
やり）、飲料、一部施設の加湿機能付き空調に限られていま
す。製造業のように上水と下水の量が大幅に異なることはあ
りません。
東邦ホールディングス（株）および東邦薬品（株）の2013

年度の水道使用量構成比は、営業所や営業部など、本社と

エネルギーと廃棄物の削減を通して
環境保全に取り組んでいます
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TBC以外の事業所が69.6％を占めています。TBCの増設およ
び事業所数の増加により、2013年度の水道使用量は、20.2％
増加しました。

廃棄物の内訳と有価物化
産業廃棄物とは、事業活動にともなう排出物のうち、廃棄
物処理法で規定された廃棄物です。そのうち、爆発性、毒
性、感染性など、人の健康または生活環境にかかわる被害を
生ずるおそれがある産業廃棄物は、「特別管理産業廃棄物」
として、とくに厳しく管理するよう求められています。
Econos導入各社においては、廃棄物のうち産業廃棄物が
94.6％を占め、残りが特別管理産業廃棄物です。2013年度は
東邦ホールディングス（株）および東邦薬品（株）で、産業廃
棄物総量が前年比96％減少しました。今後、よりいっそう削
減に努めていきます。またTBCや事業所においては、古紙
回収（医薬品の段ボール箱などの有価物化）に意欲的に取り
組んでいます。2013年度は、1,471ｔ（前年比7.3％の増加）に
達しました。

グリーン購入への取り組み
東邦ホールディングスでは、事務用品などの消耗品につい
て「カウネット」を利用し、グリーン購入法適用商品や環境
負荷の低い商品を積極的に購入しています。グリーン購入法
とは、環境負荷の低い物品の需要を喚起することを目的に
制定された法律です。環境負荷が低いと認められた商品に
は「グリーン購入法」のマークがついています。2013年度の
環境配慮商品の購入数量比率は40.1％で前年より減少しまし
た。前年度よりも環境配慮購入数量は増加しましたが、その
他の商品の購入数量の増加分が上回ったためです。なお、東
邦薬品（株）および共創未来グループでは情報端末「ENIF」
を活用して、カウネットの環境配慮商品を手軽に購入する仕

組みを医療機関向けに提供しています。

2013年度も、東邦ホールディングス（株）と東邦薬品（株）を
中心にグループ各社にも呼びかけ、クールビズ（５～ 10月）
とウォームビズ（12 ～３月）を展開しました。

情報誌で省エネルギーについて啓発
東邦ホールディングスのCSR事務局は、環境教育に特化
した社員向け情報誌「LECO（レコ）」を発行しています。
2014年８月から11月にかけては、電力の知識向上および省
エネルギー活動推進を目的として、特別版の「LECO Solar 
Edition」を発行し、EV（電
気自動車）をテーマにレポー
トしました。電力の重要性や
化石エネルギーの有限性など
を紹介すると同時に、エコド
ライブなどについても解説
し、社員のみならず、そのご
家族や顧客の皆さまにも、一
緒に省エネルギーを考えてい
ただくきっかけになるよう編
集しました。

クールビズ、ウォームビズを行い
地球温暖化対策に寄与しています

情報誌を発行し、自然エネルギーについて
社員を啓発しています

2013年９月４日発行の
「LECO Solar Edition」第18号



18

健康な毎日を支えるシステムを開発し、
普及に力を入れています
だれもが容易に質の高い医療を受けられるようなシステムを開発し、
普及させていくことは、私たちの大切な役割です。
初診の受付ができるサービスや、OTC医薬品などを予約購入できるサービスをご紹介します。

インターネットで初診の受付ができる
サービスを提供しています

パソコンやスマートフォンの普及にともない、患者さま
の「インターネットで病院やクリニックを探してから訪れた
い」という要求は、年々高まっています。実際、医療機関
検索サイトの「病院なび」には月間700万人もの人がアクセ
スしています。患者さまのこうしたニーズを満たすために
は、患者さまが知りたい情報が、各医療機関のホームページ
に明確に掲載されていることが重要です。そこで、東邦薬品
（株）および共創未来グループは、2010年に、医療機関のホ
ームページを作成する「病院なびホームページサービス」の
提供を始めました。ホームページには、診療科目、外来受付
時間、休診日といった基本情報はもちろん、医師のプロフィ
ールや専門分野、治療方針、設備といった詳細な情報も掲載
されます。さらに、医師やスタッフの人となりが伝わるよう
なブログなどのコンテンツも設けています。これらの情報に
よって、患者さまはより確実に自分に合った医療機関を選べ
るようになります。2014年３月末時点で、1,300軒の医療機
関が病院なびホームページサービスを利用しています。

事前に症状を伝えられるので、初診でも安心
患者さまが病院やクリニックを円滑に利用できるように、
2012年２月に新たなサービスとして「初診受付サービス」を
開発しました。初診受付サービスは、病院なびなどの医療機
関検索サイトや各医療機関のホームページから、24時間いつ
でも簡単に初診の受付ができるサービスです。初診受付サー
ビスには、症状を入力する欄があります。入力した内容は、
FAXやメールなどで医療機関に届きます。医療機関では、
いつどのような症状の患者さまが来院するかを把握できるた
め、事前に診察の準備をするなど、スムーズかつ質の高い診
療を行うことができます。患者さまにとっても、事前に症状
を伝えられるので、初診でも安心して受診できます。

患者さまの要望に応えて、普及を推進
2014年３月から１か月間、病院なびの利用者を対象に、初

診の受付を希望するかどうかをアンケート調査したところ、
「希望する」という回答が27万件にのぼりました。これを受
けて、全国各地のMSが、病院やクリニックに初診受付サー
ビスの必要性を訴えたところ、医療機関もニーズの高まりを
認識し、導入が進んでいます。2014年８月末の時点で、2,600
軒の医療機関で稼動しています。これは２年前に比べて４倍
以上にのぼり、サービスを利用した患者さまは累計9万2,500
人に達しました。スマートフォンの普及が進み、外出先でも
容易にインター
ネットを閲覧で
きるようになっ

ています。今後
もサービスの充
実に取り組んで
いきます。

患者さまのために2

①日にちを指定 ②診療時間帯を指定 ③症状を入力

画面の案内に従って入力していけば、簡単に初診の受付ができ
ます。口頭では言いにくい症状でも画面入力なら伝えやすい

❷

体調不良を感じたときに、
すぐにパソコンやスマー
トフォンで初診の受付が
できます

❶ 事前に症状を伝えておけば、
患者さまは不安を軽減でき、
医師もスムーズな診察が行
えます

❸
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「初診受付サービス」の流れ



近くに
調剤薬局がない

たくさん
購入したい

自宅で受け取り

人に知られずに
購入したい

勤務先の近くで受け取りたい 薬局で受け取り

商品を注文する際に
受け取り方法を選べる

OTC医薬品の
第一類を購入したい

昼間は家にいないので
受け取れない
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たとえば、加盟薬局の薬剤師は、e健康ショップから配信さ
れる「熱中症予防」や「糖尿病対策」などの情報を参考にし
て、患者さまに医薬品の提案を行っています。

加盟薬局の増加
e健康ショップでは、希少な家庭薬や伝統薬も含めて、

2014年３月末時点で、3,200品目ものOTC医薬品を取り扱
っています。OTC医薬品以外にも、健康食品や日用品など
の商品にも対応しており、2014年３月末時点で取扱い品目
は１万3,300点に達しています。これらの商品については、
2011年のサービス立ち上げ当初から自宅配送を行っています。
e健康ショップの加盟薬局は、2014年３月末時点で、全国

で1万2,600軒にのぼります。患者さまが、町を歩いていて、
「探していた商品が見つかる薬局だ」「健康づくりの相談がで
きる薬局だ」とひと目でわかるように、加盟薬局には、e健
康ショップのステッカーが貼られています。e健康ショップ
のウェブサイトでも加盟薬局を検索できます。
自分自身で健康を管理し、病気を未然に防ぐセルフメディ

ケーションが注目されて
います。今後も、加盟薬
局を増やすとともに、サ
ービスの充実を図り、皆
さまのセルフメディケー

ションをサポートしてい

きます。

東邦薬品（株）および共創未来グループは、病院やクリニ
ックに処方せんFAXシステム「ENIファーマシー」を提供
しています。患者さまが、病院などから受け取った処方せん
を調剤薬局にFAX送信すると、あらかじめ医薬品が用意さ
れ、調剤薬局での待ち時間が短縮されます。2014年３月末ま
でに40都道府県、410施設に設置されました。

東邦薬品（株）は、1995年に医薬品卸会社としてはじめ
て、24時間いつでも診療時間を予約できる診療予約システ
ム「LXMATE（エルエックスメイト）」を開発、共創未来
グループとともに普及に取り組んできました。2000年には
後継機として「LXMATE HeLios（エルエックスメイト・
ヘリオス）」を発売しました。インターネットの普及を受
けて、2007年にはインターネット専用の診療予約システム
「SELENE（セレネ）」を、2011年には「LXMATE HeLiosイ
ンターネット簡易版」をリリースしました。
こうしたシステムを導入すれば、患者さまの待ち時間は大
幅に短縮されます。また、院内や待合室での滞在時間が短く
なるので、院内感染のリスクが軽減され、駐車場の混雑も緩
和されます。一方、医療機関は予約状況を容易に確認できる
ので、患者さまひとりひとりの診察時間が増えることにつな
がります。今後も患者さまが容易に、より安心して利用でき
るよう、システムの機能拡充に努めていきます。

東邦ホールディングスは、2011年１月にウェブサイト「e
健康ショップ」を立ち上げ、「おくすり予約システム」をス
タートさせました。これは、患者さまがウェブサイト上で
OTC医薬品を予約し、指定した調剤薬局（e健康ショップの
加盟薬局）で購入して受け取れるサービスです。
OTC医薬品は種類が多く、店頭に並ぶ商品はごく一部で
す。薬局が薬を取り寄せても、納品されるまでに時間がかか
るという問題もありました。e健康ショップでは、当社の物
流システムを利用することによって、１個からの予約でも、
３日程度で指定薬局にお届けしています。

患者さまのニーズを受けて、自宅配送を開始
2014年６月に改正薬事法が施行され、一般用医薬品は一定
の条件のもと、インターネット販売が可能になりました。患
者さまからも「自宅配送をしてほしい」という要望が多く、
e健康ショップでは、2014年８月にOTC医薬品の自宅配送サ
ービスをスタートさせました。体調が悪くて調剤薬局に出
かけられないという方に好評です。ただし、e健康ショップ
では、OTC医薬品のなかでも、第一類と指定第二類につい
ては自宅配送を行っていません。この２つは服用のリスクが
高いとされ、e健康ショップでは薬剤師が患者さまと対面し
て販売することを重視しているためです。もうひとつの理由
は、調剤薬局は地域住民の皆さまが気軽に健康相談できる拠
点であり、頻繁に足を運んでいただくことによって、ひとり
でも多くの方々の健康に貢献したいと考えているからです。

OTC医薬品のネット販売と対面販売で
セルフメディケーションを支援しています

診療予約システムの
機能拡充に努めています

加盟薬局に貼られたe健康ショップの
ステッカー

処方せんをFAX送信して
薬局での待ち時間を短縮します

「e健康ショップ」における受け取り方法
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必要なときに１本からでも
購入可能

ひとりひとりの患者さまに適した
医療材料を揃えやすくなった

顧客のために3

少子・超高齢社会の進展を背景に、患者さまの療養場所
は、病院からご自宅や地域の介護施設へと変化しています。
医療従事者は、継続的に患者さまのご自宅や介護施設を訪問
し、診療や看護、介護を通じてサポートしていかなければな
りません。そのためには各地域で、医師や看護師、介護職は
もちろん、行政の担当者などの多職種の専門家が緊密に連携
する必要があります。
薬剤師も、この多職種連携に積極的に参加することが求め
られています。これまで、薬剤師が介護施設やご自宅を訪問
して業務を行うことは、必ずしも一般的ではありませんでし
た。しかし、近年の診療報酬改定や社会的ニーズの増大にと
もない、薬剤師の訪問業務も増えています。
在宅療養における薬剤師のおもな役割は、医師の指示のも
とに患者さまを訪問し、薬がきちんと飲めているか、飲みづ
らくないか、薬の効果が出ているか、副作用はないかなどを
確認することです。このような服薬支援によって得た情報
は、医師やケアマネジャーなどに伝えて、医師が適切な剤形
に変更するなど治療方針を選択したり、ケアマネジャーがケ
アプランを立案したりできるようにします。
もうひとつの役割は、治療に必要な医療材料（点滴用チュ

ーブや創
そう

傷
しょう

被
ひ

覆
ふく

材
ざい

、注射器などの消耗品や器具）を患者さま
に供給することです。最近は、がんの患者さまの在宅療養が
増えて、栄養管理や疼痛管理のために持続注入ポンプやそれ
に関連する医療材料などが必要となる機会も多くなっていま
す。

医療材料を1本から購入できる「ENIFme」を開始
ところが、在宅医療や在宅看護、介護を進める際に、医療

材料の流通がネックとなっていました。医療材料は大きな包
装で流通されることが一般的で患者さまごとに必要な商品が
異なるため、在宅医療の現場では多くの不動在庫を抱えざる
をえませんでした。保管場所の確保や期限切れによる廃棄の
問題もあり、多種類の医療材料などを揃えておくのは困難な
のが実状でした。
東邦薬品（株）および共創未来グループは、こうした課題
を解決すべく、2012年に医療機関などが医療材料を必要な数
だけ分割して購入できるシステム「ENIFme（エニフミー）」
をリリースしました。医療機関は、ENIFで医療材料のバー
コードを読み取るだけで、医療材料を１本からでも簡単に購
入できるようになりました。
医療材料は、東邦薬品（株）の物流センターである「WILL

平和島」に集約され、各営業所に発送し、MSから各医療機
関などへ届けられます。ENIFmeは、2014年３月末時点で、
5,300品目を取り扱っています。医療機関のリクエストに応

医療材料の分割販売を通じて
地域医療を支援しています

業務がスムーズに進むようなシステムを
医療機関に提供しています
病院やクリニック、調剤薬局の皆さまの日々の業務が
スムーズに進むようにサポートすることも私たちの大切な役割です。
医療材料の分割販売や、情報端末と会員サービスの充実などの取り組みをご紹介します。

導入前 導入後

医療材料を箱単位で
購入しなければならなかった

「ENIFme」導入によってもたらされる効果

活動報告 ■■■■■■■■
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じて随時品目を増やしており、2014年度内の１万品目達成を
めざしています。ENIFmeに登録している施設数は、2014年
３月末時点で、9,000施設に達しました。
私たちは、在宅医療や在宅看護、介護に取り組む調剤薬局
に向けて、さまざまなサポートも展開しています。訪問先で
の具体的な業務の進め方や、医療材料の基礎知識と使い方を
掲載した小冊子を作成して、MSを通して配布しています。
また、医療材料についての研修会も開催しています。
私たちは、今後も調剤薬局への支援を進めて、患者さまが
最適な医療を受けられるように努めていきます。

東邦薬品（株）および共創未来グループでは、2014年、「丸
の内オフィス」内にショールームをオープンしました。クリ
ニックを開業しようとする医師や、調剤薬局を開局しようと
する薬剤師を支援するために、さまざまな展示を行っていま
す。約446㎡（135坪）のフロアには、待合室や診察室などを
再現したクリニックコーナーや、調剤室などを再現した調剤
薬局コーナーを設けています。医師や薬剤師の皆さまは、さ
まざまなメーカーの医療機器や調剤機器を操作しながら、
使い勝手やサイズなどを体感できます。診療予約システム
「HeLios（ヘリオス）」や「初診受付サービス」といった当社
の最新の顧客支援システムをすべて展示し、ご要望に応じて
専任の担当者による説明を行っています。
「丸の内オフィス」は、JR東京駅と直結したグラントウキ
ョウサウスタワー内にあり、アクセスはたいへん便利です。
開業、開局を考えている方だけでなく、改装や新たな機器の
導入を検討している皆さまにも、気軽にショールームを利用
していただいています。来館の際には事前に連絡をいただく
ことで、それぞれのケー
スに合わせて準備し、最
適な案内を行うように心
がけています。今後も、
定期的に展示をリニュー
アルして、常に新たな発
見や驚きのあるショール
ームをめざします。

「ENIF（エニフ）」は、東邦薬品（株）と共創未来グループ
が調剤薬局や病院、クリニックに提供している情報端末で
す。医薬品をはじめ、医療材料、事務用品、医学書、一般
雑誌（定期購読の場合のみ）などを、医療従事者がバーコー
ドを読み取るだけで発注でき、業務時間の短縮のほか、発

注もれや発注間違いの解消を実現します。2012年には新たに
「i-ENIF（アイ・エニフ）」、2014年には「next-ENIF（ネクス
ト・エニフ）」をリリースしました。ENIFをはじめとする情
報端末は2014年３月末の時点で、全国で２万9,930台が稼働
しています。
東邦薬品（株）および共創未来グループでは、ENIFを利用
している調剤薬局向けに「ENIFclub（エニフクラブ）」とい
う有料の会員サービスを提供しています。ENIFclubには、
「適正在庫を実現するサービス」と、「薬剤師のスキルアップ
を支援するサービス」があります。
「適正在庫を実現するサービス」のひとつは、「分割販売」
です。従来、医薬品は箱単位でしか発注できませんでした
が、分割販売では必要な医薬品をシート単位で必要な量だ
け購入できます。もうひとつは「棚卸機能」です。棚卸時
にENIFで在庫のバーコードを読み取り、在庫数を入力して
送信するだけで、棚卸金額が計算されて送付されます。さら
に、「DS掲示板」では、会員が相互に不動在庫情報を共有で
きる場を提供しています。

薬剤師のスキルアップを支援
「薬剤師のスキルアップを支援するサービス」では、「DI情
報」を提供しています。必要に応じて医薬品の添付文書や服
薬指導書をFAXやメールで送ってもらうことができます。
また、インターネットで受講できる「薬剤師webラーニン

グ」を展開しています。これは（財）日本薬剤師研修センタ
ーの研修制度に対応しており、「研修認定薬剤師制度」の単
位を取得できます。講義は、（公財）日本薬剤師会が推奨す
る「薬剤師に求められるプロフェッショナルスタンダード」
に準じた内容になっています。医薬品の併用禁忌等の情報を
定期的に見直しているため、常に新しい知識を取得できます。
2013年２月には、「薬局共創未来研究会セミナー」という
新メニューも追加しました。同セミナーは、薬剤師に必要な
情報を実践的な観点から収集しており、こうした情報を業務
に活用することもできます。
ENIFclubの会員となっている医療機関の数は、2014年３

月末時点で、１万3,015軒となっています。今後もさまざま
なサービスを通じて、薬局経営のお手伝いをしていきます。

東邦ホールディングスは、2009年６月に音声認識による薬
歴作成支援システム「ENIFvoice（エニフボイス）」をリリー
スしました。キーボード入力にあわせて音声入力を活用すれ
ば、効率よく薬歴を作成することができます。2010年5月に
は、薬剤情報や後発医薬品の検索など、服薬指導を支援する
ツールを搭載した「ENIFvoice SP」を販売しました。
2013年３月末時点で、全国の調剤薬局に2,084台導入され

ているほか、31の薬学系大学に教材として導入されています。

健康関連企業の「情報発信基地」として
ショールームを新たにオープンしました

「ENIF」の情報端末と会員サービスで
薬局経営をサポートしています

ショールームの入り口 音声入力システムによって
薬歴作成を手助けしています
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人物特性を重視した雇用
2014年３月末時点の東邦ホールディングス（株）および東

邦薬品（株）の従業員総数は4,888人です。2013年４月には２
社合同で72人を新たに雇用しました。社員の雇用にあたって
は、性別や国籍、年齢にかかわらず、人物特性を重視して選
考し、かたよりのない人員構成に努めています。

経験と能力がある社員を定年後も再雇用
2013年４月に「改正高年齢雇用安定法」が施行され、原則
希望者全員の65歳までの雇用が義務化されました。東邦ホー
ルディングス（株）および東邦薬品（株）は2006年から、継続
勤務を希望した社員を「キャリアスタッフ」の呼称で再雇用
しており、2013年度の再雇用率は91.4％となっています。

障がい者雇用を推進
障がい者の法定雇用率は、2013年４月に1.80％から2.00％

に引き上げられました。東邦薬品（株）では、企業統合によ
って従業員数が増加したため、雇用率が低下してしまいまし
た。2012年７月にプロジェクトを立ち上げて取り組んだ結果、
2013年度は2.02%となり、法定雇用率をクリアしました。今
後も雇用率の維持に努めるとともに、障がい者の方が働きや
すい職場を整備していきます。

働きやすい環境をつくるために福利厚生制度を整備
東邦ホールディングス（株）および東邦薬品（株）は、福利
厚生制度を整備し、その活用を促進しています。関連法律の
施行にともない規程を変更するなど、社員が働きやすい環境
を整備しています。

人物特性を重視して、
かたよりのない雇用を図ります

社員のために4

やりがいをもっていきいきと働けるよう、
福利厚生制度や研修制度を整備しています
社員が健康で前向きに働ける職場環境をつくることは、
人々の健康に寄与する企業として当然の責務です。
再雇用や福利厚生、研修の各制度についてご報告します。

活動報告 ■■■■■■■■
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次世代の経営幹部育成のための研修を開催
東邦薬品（株）および共創未来グループでは、次世代の経
営幹部を育成するために、30代、40代の社員を中心に、「共
創未来マネージメントプログラム（KMP）」を開催していま
す。全体把握力や問題発見能力、分析力、戦略立案能力、リ
ーダーシップなどを高めることによって、顧客ニーズの変化
に対応し、生産性の向上に貢献できる人材を育てています。
2013年度は、2013年８月から2014年３月にかけて合計12日間
開催し、18人が参加しました。最終日には、受講者が経営改
善案のプレゼンテーションを行いました。

新入社員のための研修を実施
新入社員に対する研修を下記の３つに分けて実施していま
す。2013年度は123人（東邦ホールディングス（株）、東邦薬
品（株）、共創未来グループ）が「Shion軽井沢」で受講しま
した。
・新入社員研修（４月に６日間、５月に６日間　
　ビジネスマナーや医薬品業界の基礎知識など）
・新人MS研修
  （９月に４日間　疾病に関する基礎知識や安全管理など）
・実践スキル習得研修
  （11月に３日間　トークスキルなど）

顧客支援に重点を置いた研修を実施
東邦薬品（株）および共創未来グループは、顧客のニーズ
に対してサービスを提案・発案し、成果を出せる社員を育て
るために、「MTP（Medical Total Planner）研修」を実施し
ています。受講者が実際に顧客支援システムに触れ、使用法
や顧客への提案方法について学びます。

MTP研修は１クール３泊４日を３クール実施します。
2013年度は、４グループ合計78人が受講しました。MTP研
修を修了した社員は、さらなるスキルアップをめざして、
「Senior MTP研修」を受けることができます。2013年度は、
20人が受講しました。

アメリカの医療業界を学ぶセミナーを開催
東邦ホールディングスでは、医療先進国であるアメリカの

薬局経営を学ぶ「USセミナー」を開催しています。2013年
度は、11月に８日間実施し、調剤薬局の方も含め合計19人が
参加しました。

東邦ホールディングス（株）および東邦薬品（株）では、社
員の社用車による交通事故ゼロをめざし、さまざまな取り組
みを行っています。
月に一度、全国の営業所ごとに事故件数や事故原因を報告

し、情報を共有して、交通事故の再発防止や注意喚起を呼び
かけています。
また、営業車に共創未来グループのステッカーを貼付する

など、ドライバーの意識向上に努めています。
2011年度から、運転の際に注意すべき点を映像にまとめた

「安全運転CD-ROM」を作成し、各営業所の安全運転日など
に上映し、交通規則や運転マナーの再確認に活用しています。
さらに、若年層の運転技量不足や車離れにかんがみ、新入

社員研修時に、新入社員を対象に教習所での「コメンタリー
教習」を実施しているほか、新入社員の車両には「エコサム
（ドライビングモニター）」を装着し、安全運転管理者による
指導効果の向上を図っています。

東邦ホールディングス（株）および東邦薬品（株）は、人事
評価制度を整備して運用しています。業績、能力、勤務態度
などの評価基準を職位ごとに設定し、イントラネット上のシ
ステムで人事評価を行っています。

東邦ホールディングス（株）および東邦薬品（株）では、
生活習慣病対策の一貫として、東邦薬品（株）の管理栄養士
が、東邦薬品（株）本社と近隣事業所の社員を対象に、１年
に１回、栄養セミナーと栄養相談を実施しています。

キャリアに合わせた研修を通して
力のある人材を育成しています

栄養相談を実施し、
社員の健康管理をしています

評価基準を設定し、
人事評価制度を整備しています

交通事故講習を実施し、
安全運転への意識を高めています

（左）医薬品についての講義を受ける。（右）救命救急法も学ぶ



24

東邦ホールディングスの母体である東邦薬品（株）は、
1948年に東京都世田谷区で創業しました。以来、ずっとこの
地に本社を置き、世田谷区内で、さまざまな地域活動に積極
的に取り組んできました。2012年12月には、東邦薬品（株）
の社員たちが、世田谷をホームタウンとする女子サッカー
クラブ「スフィーダ世田谷FC」の選手や監督、代表ととも
に、世田谷区の北沢川緑道の清掃活動を行いました。これを
契機に、東邦ホールディングスは、2013年からスフィーダ世
田谷FCのオフィシャルパートナーとして支援をスタートし
ました。
スフィーダ世田谷FCは2001年４月に、「サッカーに対し熱

く純粋な想いを持った女性へ最適な環境を提供すること」を
目的として設立されました。同クラブは、なでしこリーグ入
りをめざすチャレンジリーグ所属の「トップチーム」と、サ
ッカーの普及と選手の育成を目的とした「アカデミー」で構
成されており、あわせて約170人の選手を擁しています。こ

のスフィーダ世田
谷FCは、スポー
ツ活動を通じて地
域社会へ参加し、
新たなコミュニテ
ィを築くことを
めざしています。
私たちは2013年に
も、スフィーダ世
田谷FCとともに
北沢川緑道の清掃
活動を行いまし
た。また、スフィ
ーダ世田谷FCが
リーグ戦で獲得し
た勝ち点に応じて
難民支援機関の国

連UNHCR協会へ寄付しました。
私たちはこれからもスフィーダ世田谷FCとともに地域振
興に貢献していきます。

東邦ホールディングスは、
1996年からNPO法人「ジャ
パン・カインドネス協会」
が運営する募金型飲料自販
機を導入しています。募金
型自販機で飲料を買うと、
購入した金額から１円と、
飲料メーカーから１円の合
計２円が、社会福祉団体な
どに寄付されます。自販機
のボタンを指で押すことか
ら、「ゆび募金」と呼ばれて
います。東邦ホールディングスでは、「東邦基金」という独
自のファンドを設け、2013年度には、東日本大震災復興支援
のために（公財）パブリックソース財団に、さらに国際連合
世界食糧計画WFP協会、（公財）日本盲導犬協会、埼玉県自
閉症協会に寄付しました。東邦グループの自販機の総数は、
2014年３月末時点で、405台です。

「認知症サポーターキャラバン」に参加
東邦ホールディングスは、2009年度から厚生労働省の「認

知症サポーターキャラバン」に参加しています。
認知症サポーターキャラバンを運営する全国キャラバン・
メイト連絡協議会は、自治体や企業などと共同で、認知症
サポーター養成講座の講師「キャラバン・メイト」を養成

募金型飲料自販機とエコキャップ回
収ボックス

地域社会とのつながりを深めて、
その発展に貢献しています
私たちは全国各地の事業所を通して、地域に根ざした活動を行っています。
スポーツを通じた支援、認知症の方とそのご家族へのサポート活動など、
さまざまな地域活動をご紹介します。

「スフィーダ世田谷FC」への支援を通じて
地域活動に貢献しています

地域社会のために5

募金型飲料自販機を通して
寄付を行っています

「認知症サポーター養成講座」を開催し
認知症の方々の支援をしています

試合で活躍する「スフィーダ世田谷FC」の選手

活動報告 ■■■■■■■■
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しています。キャラバン・メイトによる認知症サポーター養
成講座を受講すると、認知症サポーターとして認定されま
す。2014年９月末現在、認知症サポーターは全国で約540万
人に達し（認知症サポーターキャラバンウェブサイトhttp://
www.caravanmate.com/より）、東邦グループ全体では、
2013年３月末時点でのべ2,859人が講座を受講しました。

社内のキャラバン・メイトが講座を開催
2013年度までに、東邦ホールディングス（株）で４名、東
邦薬品（株）で１名、ファーマクラスター（株）で１名がキャ
ラバン・メイトに認定され、社内講座の講師をつとめること
ができるようになりました。東邦ホールディングス（株）の
キャラバン・メイトは、新入社員研修（P.23）において、認知
症サポーター養成講座を開催しています。2013年度からは、
ファーマクラスター（株）のキャラバン・メイトも、子会社の
調剤薬局の新入社員研修において、認知症サポーター養成講
座を開催しています。
私たちは講座で身につけた知識に基づいて最適な医薬品を
提案すること、また認知症の方やそのご家族の方と積極的に
接していくことが社会貢献につながると考えています。これ
からも認知症サポーターを増やし、認知症の方やそのご家族
の方が暮らしやすい町づくりの一助となれるよう、活動を続
けていきます。

東邦ホールディングスは、グループ会社や事業所、部署ご
とにエコキャップ回収活動に取り組んでいます。

2013年度には、東邦ホールディングス（株）と東邦薬品
（株）の本社、TBC東京、営業所など合計10か所から、ペッ
トボトルのキャップを16万2,853個回収し、NPO法人「エコ
キャップ推進協会」に提供しました。提供したキャップは再
資源化され、その売上は、発展途上国の子どもたちへのワク
チン購入費として活用されます（16万2,853個は約189人分の
ワクチン購入費に相当）。上記以外のグループ内の事業所か
ら回収された１万195個のキャップは、小学校などの各種団
体へ寄付しました。

東邦ホールディングスは、世田谷パブリックシアターが実
施する舞台芸術普及プログラム「未来の舞台人を創る」に協
賛しています。2013年度の「未来の舞台人を創る」のプログ
ラムには、計25校の中学校と高校から118名の生徒を割引料
金で招待しました。

2013年10月に「世田谷アートタウン」（主催：世田谷アー
トタウン実行委員会）が開催されました。私たちはこのイベ
ントの「フラッグリサイクルプロジェクト」に協賛していま
す。毎年、期間中は世田谷区の街路灯に当社の名称などを記
したフラッグ（旗）が掲げられます。東邦ホールディングス
は前年度に使用したフラッグを、障がい者の皆さまの就労支
援にもつながるように、世田谷区の福祉作業所に委託して、
エコバッグやトートバッグ、文房具入れなどにリサイクルし
てもらっています。リサイクルされた製品は、フェスティバ
ル実行委員会に寄贈して、フェスティバルのバザーで販売さ
れました。収益金は実行委員会が世田谷区の東日本大震災復
興支援金窓口を通して、被災児童や震災孤児を援護する団体
へ寄贈しました。

（公財）日本ユネスコ協会連盟では、書き損じはがきを回収
し、教育の機会に恵まれない人々への募金にあてています。
東邦ホールディングスは2013年１～３月に1,207枚を集め、
（公財）日本ユネスコ協会連盟に寄贈しました。

書き損じはがきを回収して
募金に協力しています

チャリティープロジェクトに協賛し
被災児童の援護に協力しています

演劇イベントへの協賛を通し
中高生の文化活動を支援しています

（上）新入社員研修で実施した認知症サポーター養成講座。（左下）認知症サポ
ーター養成講座のテキスト。（右下）認知症サポーター養成講座を受けると配布さ
れるリストバンド。「認知症の方やそのご家族の方をサポートします」という意志を
示す

エコキャップ回収活動に参加し、
その輪を広げています
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東邦ホールディングス（株）は、経営活動の透明性と健全
性を維持し、意思決定の迅速化、経営責任の明確化、経営に
関する監査や監督の強化を図るため、コーポレートガバナン
ス（企業の経営を管理・統制する仕組み）の充実に取り組ん
でいます。
毎月の取締役会および臨時取締役会では、経営上の意思決
定および監督を行っています。なお、機動的な経営体制を構

築するため、ならびに責任や評価を明確にするため、取締役
の任期は１年としています。2014年６月現在、取締役10名で
構成されています。なお、そのうち２名は社外取締役です。
これにより取締役の業務執行に対する監督や監視体制をいっ
そう強化するとともに、外部有識者の意見を反映できるよう
にしています。
取締役会での意思決定がスムーズに行われるように、取締

役会に提出される議案は、月に２回開催されるグループ経営
委員会で事前に審議しています。同委員会は、東邦ホールデ
ィングス（株）、東邦薬品（株）およびファーマクラスター（株）
の取締役・執行役員などで構成されます。

株主総会

各部門・グループ会社

グループ経営委員会
（議長：代表取締役社長）

代表取締役

業務執行取締役
執行役員

グループ
監査室

付議／報告

付議／報告

指示／監督

内部監査

指示／監督

監査

監査

報告

連携

取締役会
取締役10名

（うち社外取締役２名）
（議長：代表取締役社長）

監査役（監査役会）
常勤監査役５名

（うち社外監査役３名）

会計監査人
（監査法人）

監査 報告

連携

選任／再任の同意
会計監査相当性の判断

選任／解任
監督

選任／解任 選任／解任 選任／解任

会計監査

株主のために6

さらなるコーポレートガバナンスの
充実に取り組んでいます

皆さまの期待と信頼に応えるために
経営体制のさらなる強化を進めています
私たちは、株主や投資家の皆さまの期待と信頼に応える企業となるために、
コーポレートガバナンス体制とリスク管理体制の強化に取り組んでいます。
健全な経営のためのさまざまな方策をご紹介します。

東邦ホールディングス（株）の業務執行体制、経営監視体制および内部統制の関連図
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取締役会での意思決定プロセスについては、監査役５名
（うち社外３名）が監視し、議案内容の適法性を吟味すると
ともに、経営の透明性を確保しています。また、監査役は日
常的に取締役の職務の執行状況を監査しています。５名すべ
てを常勤とすることで、よりいっそう監査を強化しています。
さらに監査役は、グループ監査室（グループ各社の内部監査
を行う）や会計監査人（会計監査を行う）と定期的に情報共有
や意見交換を行って、さらなる監査体制の強化に取り組んで
います。監査役会は監査計画や監査報告書を作成しています。
グループ会社も取締役会を開いており、東邦薬品（株）の
取締役会は取締役23名、ファーマクラスター（株）の取締役
会は取締役14名で構成されています。

東邦ホールディングスは、2003年１月に定めた「東邦薬品
倫理綱領」に基づき、法令や社会規範を遵守し、企業として
の社会的責任を果たすべく努めてきました。なお、2009年４
月の持株会社への移行にともない、倫理綱領の見直しを進め、
2011年４月１日に共創未来グループとしての新たな倫理綱領
「共創未来グループ倫理綱領」を制定しました。
この新・倫理綱領は、東邦ホールディングスの「全ては健

康を願う人々のために」というグループスローガンや経営理
念に基づき、全社員の業務活動における行動指針を定めたも
のです。また、薬事法、独占禁止法、景品表示法とそれに基
づく医療用医薬品卸売業公正競争規約などの重要法規を遵守
するためのポイントも解説しています。この倫理綱領を全社
員（契約社員、派遣社員、アルバイト、パートタイマーを含
む）に配付したほか、各事業所に常備して、業務委託先のス
タッフにも周知徹底しています。

東邦ホールディングスは、リスク管理にも力を入れてい
ます。「リスク管理基本規程」に基づき、コンプライアンス
（法令の遵守と企業倫理の確立）を推進するとともに、経営
に重大な影響をおよぼすリスクを回避するため、「コンプラ
イアンス・リスク管理委員会」を設置しました。
2009年５月には、持株会社への移行にともない、この委員
会を「グループ・コンプライアンス・リスク管理委員会」に
改称し、前述の「共創未来グループ倫理綱領」も、同委員会
において策定しました。
実務現場のリスクを見逃さないよう、委員会は東邦グルー
プの各部署の代表者18名で構成されています。さらに、テー
マごとに数名の小委員会を設け、現場の声を反映させた実効
性のあるリスク管理体制の構築をめざしています。

新入社員および中途入社社員に、コンプライアンスの重要
性を認識させるために、入社時の研修の必須項目として、コ
ンプライアンス研修を実施しています。

東邦ホールディングスは、金融商品取引法などの関連法
令や証券取引所規則を遵守し、公平かつ適時・適切に企業情
報を開示して、IR活動（Investor Relations：投資家向け広
報）に取り組んでいます。こうした積極的なIR活動を通して、
企業価値の向上に努めています。
第２四半期（中間）決算と本決算後には、決算発表とあわ
せて、記者会見を行い、機関投資家・アナリストなどを対象
とした決算説明会を実施しています。また、当社ウェブサイ
トにおいて、決算説明会の資料を公開するほか、音声による
配信サービスも行っています。少人数のスモールミーティン
グや個別ミーティングにも積極的に取り組んでいます。
海外の機関投資家向けには、開示文書や決算説明会資料の

英訳をウェブサイトに掲示するほか、経営トップが諸外国に
赴いて、ミーティングを実施しています。2013年度は、シン
ガポール、香港、イギリス、スコットランド、アメリカでミ
ーティングを行いました。

東邦ホールディングスでは、毎年３月31日（当社期末）最
終の株主名簿に記載または記録された、１単元（100株）以上
を保有する株主へ、株
主優待品を贈呈してい
ます。

株主優待品の保湿ティッシ
ュとロールペーパー（花柄
模様のすかし入り）

倫理綱領を全社員に配布し、
法令や社会規範を周知しています

リスクを回避するために
リスク管理委員会を設置しています

新入社員および中途入社社員に
コンプライアンス研修を実施しています

適時・適切に情報を開示して
IR活動に取り組んでいます

株を１単元以上保有する株主へ
株主優待品を贈呈しています
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