
億円

2019年度
売上収益

2,924

05 06

小野薬品のあゆみ

ONO CORPORATE REPORT 2020 ONO CORPORATE REPORT 2020

1717
初代伏見屋市兵衞が大阪 道修町に
伏見屋市兵衞商店を創業

1960’s
医療用医薬品へ転換

1968
企業として初めて、プロスタグランジンの全化学合成 成功

“大げさに言えば、
  大西洋を西へ西へと
  サンタマリア号に乗って
  新大陸を求めたコロンブスの
  心境であります”

小野薬品工業株式会社設立
医科向け専門の創薬メーカーへ

1934

1947

300年以上にわたり
薬業一筋に邁進してきた挑戦の歴史
小野薬品は、1717年の創業以来300年以上にわたり、その時代の痛みを癒すことを考え、

患者さんの健康を願い邁進してきました。

「私たちにしかできない新薬がある」

革新的な医薬品の創製に向け、現在もたゆまぬ挑戦を続けています。

がん領域へ参入創業 大衆薬から医療用医薬品へ ライセンス活動強化

「伏見屋市兵衞商店之図」
慶応三年発行「浪花独案内」誌より

八代目 小野市兵衞

企業理念が刻まれた
石碑を背に立つ小野雄造

（旧本社社屋と
道修町2丁目界隈）

八代目市兵衞により、創業
以来続いた屋号を合名会
社「小野市兵衞（小野市）
商店」に改組・改称

世界初

不可能への挑戦、
プロスタグランジン発売への道のり

小野雄造 「第一回PG研究会」より

戦後、本格的に大衆薬市場に参入した小野薬品。しかし、景気の

変動や1961年の国民皆保険体制の確立を受けて、大衆薬を取り

巻く環境は、次第に厳しいものになっていきました。そのような中で、

ベルグストローム教授（スウェーデン・ルンド大学）による特別講演で

プロスタグランジン（PG）と出会います。

1965年当時、小野薬品は研究員20名のまだ小さな会社でした。

医療用医薬品の開発経験をほとんど持たない会社が、PGという得

体の知れないものに立ち向かうことになったのです。

当時はPGの化学合成法が確立されていなかったことから、方法は

生合成しかなく、少量を合成するにも多大な労力がかかりました。小

野薬品は、米国ハーバード大学のE.J.コーリー教授がPGの全化学

合成に成功したことをきっかけに、直ちに研究員を派遣。そして

1968年、世界に先駆けて初めてPGの全化学合成に成功した企

業となりました。

常識を覆すアプローチ、
「オプジーボ」研究20年

2014年、がん免疫療法薬「オプジーボ」を新発売。世界でも

革新的な新薬を生み出したのは、小野薬品が約20年にわたっ

て取り組んできた京都大学本庶研究室との共同研究でした。

1992年、京都大学においてPD-1が発見されましたが、そ

の機能は長く不明で、がん免疫の抑制に関与することが確

認されたのは10年後の2002年のことでした。

しかし免疫の力でがんを治療するという前例のないアプロー

チであるがゆえに、簡単に医療現場に受け入れられたわけ

ではありませんでした。それでも抗PD-1の可能性を信じて

粘り強く説明を続け、やがて1例、2例と顕著な効果が報告

されはじめました。

2014年7月、PD-1の発見から22年を経てオプジーボは世

界に先駆けて承認され、同年9月に発売されました。既存の

治療薬では効果がなかった患者さんを含め、医療の現場に

新たな治療薬の選択肢を提供しています。

1990’s～1970’s～
1980’s ライセンス活動強化、

グローバルオープンイノベーションを推進

自社創薬により画期的な
新薬を開発・上市 2010’s

がん領域に本格参入

2014
抗PD-1抗体「オプジーボ」発売

世界初

プロフィール

プロスタルモンF注射液
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注射用プロスタンディン
（1979年）

フオイパン錠
（1985年）
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