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　オプジーボの価値を最大化させるために、パートナー企業であ

る米国ブリストル・マイヤーズ スクイブ社とともに、4つの観点で取

り組みを進めています。

オプジーボの価値最大化

　コロナ禍で医療機関への訪問がますます厳しくなるなか、オン

ラインでの面談・説明会・講演会に加えて、医療関係者を対象とし

た自社Webサイト（ONOメディカルナビ、ONOオンコロジー等）

を活用するなど積極的に情報提供活動を展開しています。また、

Webサイトの基盤を2020年度に刷新し、コンテンツ数を倍増さ

せた結果、医師会員数は約2倍となりました。チャットボットも開

設し、新製品から順に対応していく予定です。また、2020年10月

デジタルを活用した情報提供活動の推進

　日々進歩する医療の最新情報を医療の現場にいち早く提供する

とともに、情報を交換できる場を提供することも、医薬品メーカー

の役割の一つです。当社は、国内で開催される各学会でのシンポジ

ウムやセミナーに加え、地区ごとの研究会や講演会を通じての情

報提供を積極的に行っています。また、医療関係者向けのWebサ

イトを複数運営し、最新情報の発信に力を入れています。2020年

度は年間500回以上のWebライブセミナーを開催するなど、さま

ざまなニーズに対応したWebを活用した講演会や製品説明会を

実施し、医療現場への最新の医薬品情報の提供に努めています。

　メディカルアフェアーズ部門では、オンコロジー領域、プライマ

リー領域それぞれで、高度な専門性および学術知識を習得した

うえで、専門家との面会やアドバイザリー会議への参加などを通

じて、医療従事者の医学的・科学的ニーズの把握と収集に努めて

います。そして、透明性をもって、医療従事者の求めに応じて、エ

ビデンスに基づくそれらの医学的・科学的情報を提供すること

で、医療の現場に貢献しています。

医学的・科学的情報の迅速かつ適切な提供

　各製品の価値を最大化させるために、オンコロジー領域、プラ

イマリー領域ともに早期の段階よりマーケティング部門だけで

なく開発本部、CMC・生産本部、メディカルアフェアーズ統括部

など他部門と連携し、多面的な観点で医療ニーズを収集してい

ます。製品ライフサイクルのステージごとの環境変化を機敏に捉

え、競争優位性を発揮できるよう戦略・戦術を立案し、それを実

現するよう努めています。

　さらに、NBM（Narrative-based Medicine）=「患者さんの

ための実臨床に基づく医療」の構築に向け、医療従事者との面

会を通じて患者さんの声を収集し、潜在的な医療ニーズを把握

する取り組みを行っています。また、この取り組みを通じて得られ

たニーズをその後の情報提供活動に活かし、製品価値の向上を

図っています。

製品価値向上のためのマーケティング活動

　コロナ禍や「医師の働き方改革」による訪問規制強化
等の外部環境の変化により、従来の対面による情報提
供のみでは、真に情報を必要とされている医療従事者
へ当社製品の情報を届けることが難しくなっています。
　このような外部環境の変化や多様な情報提供ニーズ
に対応すべく、2020年10月よりリモートコミュニケー
ション課を新設し、Webを通して当社製品の情報提供・
収集・双方向コミュニケーションを進めています。どのよ
うな状況でも医療従事者に「情報につながれるメリッ
ト」を感じていただけるよう活動を進めるとともに、お困
りの患者さんやご家族へ当社製品をお届けしていきた
いと考えています。

TOPICS

リモートコミュニケーション課を新設

適応がん腫の
拡大

すでに日本で９がん腫の適応を取得しています
が、引き続き適応がん腫の拡大をめざした開発に
取り組んでいます。なお、2020年度は日本、韓国、
台湾で食道がんについて承認を取得しました。

進行・再発がんの患者さんにおいては、より早い
段階からお使いいただけるようにするための臨床
試験を進めています。また、一部のがん腫では、が
んの手術前後における補助療法としての開発も進
めています。なお、2020年度は日本、韓国、台湾で
非小細胞肺がんの一次治療について承認を取得
しました。

他の薬剤や治療法と併用することによって、治療効
果をさらに向上させる組み合わせを探索し、開発
を進めています。

オプジーボの治療効果がより期待できる患者さん
の予測を可能とするために、最適なバイオマー
カーの探索を推進しています。

治療ラインの
拡大

併用療法の
開発

バイオマーカーの
探索

高品質な医薬品の安定供給・信頼性保証
●グローバルな規制に準拠した品質保証体制の構築　●生産拠点のリスク管理体制の整備
●生産体制の強化　●医薬品の適正使用のための取り組み　●サプライチェーンマネジメント など

開発活動

早期の上市・
効能追加取得

●オプジーボの価値最大化
(適応がん腫の拡大、治療ラインの拡大、併用療法の開発、
　バイオマーカーの探索)

マーケティング活動

上市から最短での
ピークセールス達成

●常に競争優位性を担保しうる戦略の立案
●NBM（Narrative-based Medicine）の構築に向けた
　潜在的な医療ニーズの把握

情報提供・収集活動

製品価値の向上・
医療現場への貢献

●営業支援（SFA）システム、AIを活用したMR活動の効率化
●医学的・科学的情報の迅速かつ適切な提供
●地域に根差した活動の強化

P57

プロフィール ビジョン ハイライト 小野薬品の価値創造 ESG活動報告 データセクション

にリモートコミュニケーション課を新設し、e-MRとしてメールや

Zoomで医療関係者に情報を提供しています。今後蓄積されて

いくデータを基に、リアルとデジタルを融合させたシームレスな

ハイブリッド活動をMRが中心となり進めていきます。医療関係者

にとって適切な時間に、適切な場所・方法で、適切な情報を届け

るための体制を構築しているところです。

4つの成長戦略

製品価値最大化

積極的な研究開発活動により、早期の上市および効能追加取得を図ります。
また、製品ライフサイクルのステージごとの環境変化を機敏に捉え、常に競争優位性を担保しうる戦略立案を実現することにより、
上市から最短でピークセールスを達成し、各製品のポテンシャルを最大限引き出せるよう取り組んでいます。
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　当社は、医療ニーズの高いがんや免疫、神経、スペシャリティ領

域を重点領域に定め、それぞれの領域における創薬競争力の強

化を目的にオンコロジー研究センター、イムノロジー研究セン

ター、ニューロロジー研究センター、スペシャリティ研究センター

を設置しています。各研究センターで疾患ノウハウを蓄積し、医療

ニーズを適切に捉える取り組みを推進します。また、オープンイノ

ベーションを推進することで、独創的な創薬シーズを獲得し、イン

フォマティクス技術やヒト疾患モデル作製技術、化合物作製技術

などの最新技術を利用して、医療インパクトのある画期的新薬の

創製をめざします。

　重点領域において7つの新薬候補化合物が臨床ステージに移

行しており、今後さらに創薬のスピードと成功確率を向上させる

ために、基礎と臨床の橋渡しを担うトランスレーショナル研究も

強化します。研究早期段階からヒトゲノム情報やヒトiPS細胞など

の研究ツールとバイオインフォマティクス技術を有機的に活用す

ることで、標的分子の疾患との関連性を深く理解し新薬候補化合

物のヒトにおける有効性をより正確に予測するとともに、臨床試

験において疾患に対する有効性を評価できる生理学的指標（バ

イオマーカー）を見出すことをめざします。

創薬方針

▶4つの重点領域ごとの創薬体制と主な取り組み

がん

免疫

神経

スペシャリティ

オンコロジー
研究センター

イムノロジー
研究センター

ニューロロジー
研究センター

スペシャリティ
研究センター

重点領域 創薬体制

ONO-4578
結腸・直腸がん、膵がん、
非小細胞肺がん、
固形がん・胃がん

急性白血病、固形がん、
非小細胞肺がん

神経変性疾患

自己免疫疾患

糖尿病性多発神経障害

血栓症

ナルコレプシー

ONO-7475

ONO-4685

ONO-2808

ONO-2910

ONO-2909

ONO-7684

主な開発品 対象疾患主な取り組み

腫瘍免疫のパイオニアとして、免疫チェックポイント阻害剤オプジーボの研
究開発で培ってきた経験や技術・ノウハウを活かし、第二、第三のオプジーボ
となる画期的な抗がん剤創製をめざしています。国内外の研究機関やバイオ
テク企業との共同研究を通じた最先端科学のオープンイノベーションやトラ
ンスレーショナル研究による、独創的な創薬シーズや新たな創薬モダリティ
の探索に挑戦しています。

オプジーボを生み出した土壌にもなった免疫研究を長年継続してきた経験
を活かし、免疫分野を主軸にバイオ医薬を基盤に据えた研究体制を構築す
ることで、腫瘍免疫および自己免疫の両領域への創薬をめざしています。セ
レンディピティとそれを見逃さない洞察力を強く意識したユニークな研究を
発展させていく方針で運営しています。

神経系を構成する神経細胞と、その生存や機能発現のために必要な環境の
維持と支援に寄与しているグリア細胞に着目しています。患者さんの組織や
iPS細胞を用いた解析により、高齢化が進む社会において大きな問題となっ
ている神経変性疾患や、社会的損失が大きい精神疾患、慢性疼痛の患者さ
んのための、対症療法だけではなく根治療法となる革新的な医薬品の創製
をめざしています。

適応疾患にとらわれず、アンメットニーズの高い疾患に対して、医療インパ
クトがあり、臨床的に価値のある医薬品の創製をめざしています。患者さ
ん、医療従事者、社会における真の医療ニーズを的確に捉え、独自性の高
い創薬に挑戦しています。

真に患者さんのためになる医薬品を開発して社会に貢献する

独
創
的
で
革
新
的
な
新
薬
を
創
製

研究開発理念

　当社では、化合物のヒト有効性を予測する手法の一
つとして、ヒトiPS細胞の利用を進めています。しかし、
iPS細胞の取扱いには熟練した技術が必要で、安定的
に調製することが難しいという問題があります。そこ
で2020年8月、水無瀬研究所にヒト型汎用実験ロ
ボット「まほろ」を導入しました。まほろは単に実験作
業を自動化するだけではなく、熟練の実験者の技や暗
黙知を数値化し、「技術」として体系化することができ
ます。また、ヒトには不可能な精密かつ正確な操作を
行えるほか、人工知能と組み合わせることで、短時間
でヒトが考え、検討できる条件と同等またはそれ以上
の範囲で実験を最適化することも可能です。
　現在既に、iPS細胞の一連の実験作業を「まほろ」に
習得させ、稼働しています。今後、人工知能や細胞解
析技術とも組み合わせ、独創性の高い創薬研究に資
する次世代の技術基盤として進化させていきます。

TOPICS

ヒト型汎用実験ロボット「まほろ」を導入

プロフィール ビジョン ハイライト 小野薬品の価値創造 ESG活動報告 データセクション

が ん 免 疫 神 経 スペシャリティ

オープンイノベーション テクノロジー

独創的な
創薬シーズの獲得

画期的な
創薬モダリティの利用

魅力的な
新薬候補化合物の導入

インフォマティクス技術
オミクス解析や計算化学など

ヒト疾患モデル作製技術
ヒトiPS細胞やゲノム編集など

化合物作製技術
低分子医薬や抗体医薬など

疾患専門性

4つの成長戦略

研究開発の強化

医療ニーズの高い疾患領域を重点領域に据えて疾患専門性を高め、
オープンイノベーションの取り組みを推進するとともに、インフォマティクス技術、ヒト疾患モデル作製技術などの
創薬テクノロジーを活用して自社創薬を推進しています。
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　当社は、医療ニーズの高いがんや免疫、神経、スペシャリティ領

域を重点領域に定め、それぞれの領域における創薬競争力の強

化を目的にオンコロジー研究センター、イムノロジー研究セン

ター、ニューロロジー研究センター、スペシャリティ研究センター

を設置しています。各研究センターで疾患ノウハウを蓄積し、医療

ニーズを適切に捉える取り組みを推進します。また、オープンイノ

ベーションを推進することで、独創的な創薬シーズを獲得し、イン
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4つの成長戦略

　当社は、「オープンイノベーション」という言葉が盛んに使われる

ようになる以前から、大学など研究機関との提携を通じて新たな創

薬シーズを見出し、そのシーズを出発点として画期的な新薬の創

製につなげてきました。現在も、探索研究提携部・事業開発部が主

体となり、重点研究領域を中心に世界トップクラスの研究者やバイ

オベンチャーとの創薬提携および積極的な化合物ライセンス活動

を行っています。他社に先駆けて最先端の研究情報を掴み、その情

報を基に素早く創薬を進めるため、提携活動にもスピード感をもっ

て取り組んでいます。創薬研究の現場で経験を積んだ研究員が米

国・英国の現地法人にそれぞれ駐在し、世界をリードする欧米の研

究者やベンチャー企業を訪問して新たな提携を立ち上げています。

　また、2017年には、将来を見据えたアカデミアへの研究助成に

取り組むため、米国小野財団（Ono Pharma Foundation）を設

立し、助成対象者による最先端科学のネットワーク構築につなげて

います。2020年には米国子会社「Ono Venture Investment, 

Inc.」を設立し、画期的な新薬の創製に向けた創薬標的や先端技

術への戦略的投資を行うことで、創薬・研究開発におけるさらなる

競争力の強化を図っています。

　2020年度には、新興バイオベンチャー企業の育成を支援する

民間非営利機関である米国のLabCentralおよびMBC BioLabs

とスポンサーシップ契約を締結し、新興バイオベンチャー企業が

持つ最新情報に早期からアクセスできる体制を構築しました。ま

た、全米最多の生物医学研究者が所属するとされるカリフォルニ

ア大学の創薬コンソーシアムに参画しており、今後同大学の早期

段階の研究テーマにアプローチすることで、当社の重点領域にお

ける研究開発をさらに促進していきます。

オープンイノベーション

　自社の創薬研究により生み出された化合物やライセンス活動

により獲得した化合物を、病気で苦しんでいる世界中の患者さん

に一日でも早くお届けするため、スピーディーな臨床開発の推進

と成功確率の向上をめざしています。また、ヒトでの有効性、安全

性の予測精度を向上させるために、蓄積した疾患情報、臨床試験

開発方針

　自社での創薬研究によるパイプラインの拡充に加え、国内外

の製薬企業やバイオベンチャー企業が開発中の新薬候補化合

物の導入をめざしたライセンス活動も積極的に進めています。

導入に際しては、既存製品や開発パイプラインも考慮して事業

戦略性・効率性が高いと判断された化合物、あるいは医療ニー

ズの高い疾患に対する魅力のある化合物に注目しています。

2020年度は、抗てんかん薬や抗がん剤の候補として3化合物

の導入に成功しました。そのうち1つは、グローバル展開を見据

えてアジアのみならず、グローバルでの開発・販売権を獲得致

しました。特に、がん領域においては、オプジーボを有している

強みを活かして、抗悪性腫瘍剤を含む分子標的薬や抗体など

幅広い治療法を対象に候補化合物の導入を進めています。　

ライセンス活動によるパイプラインの拡充

▶2020年度のライセンス活動

契約締結年月 導入・提携先 効能提携内容

てんかん部分発作

リンパ球系血液腫瘍

固形がん

2020年10月

2020年12月

2021年2月

エスケー社（韓国）

コーディア社（日本）

ライボン社（米国）
PARP7（ポリADPリボースポリメラーゼ7）阻害剤「RBN-2397」を、日本、韓国、
台湾、ASEAN諸国で独占的に開発、商業化するライセンス契約

粘膜関連リンパ組織リンパ腫転座1（MALT1）阻害剤「CTX-177」およびその関連
化合物を、全世界で独占的に開発、製造、商業化するライセンス契約

抗てんかん薬「Cenobamate」を、日本で独占的に開発、商業化するライセンス契約

https://www.ono.co.jp/company/rd/licensing.html

国内外の主な提携先の詳細は、当社のWebサイトで紹介しています。

　オープンイノベーションは、プロスタグランジン関連製品からオプジーボまで、革新的な
新薬を創出してきた当社にとって生命線です。世界トップレベルのアカデミアとの共同研究
や最先端技術を手掛けるバイオベンチャーとの創薬提携によって、独自の標的分子に対し
てヒト疾患バイオロジーを掘り下げるとともに、適切なテクノロジーも利用して、当社研究
員一人ひとりのアイデアを新薬候補化合物の創製につなげていきます。これまで、Merus
社の多価抗体技術を利用して自己免疫疾患に対する新薬候補ONO-4685を創出し、既に
臨床試験を開始しています。また、米国Fate社のiPS由来CAR-T技術を利用した新薬候補
の創製を進めていますし、Schrödinger社の計算化学を利用した新薬候補の創製も加速
させています。今後もオープンイノベーションを積極的に推進して魅力的な新薬候補の創
製に努めます。

担当役員メッセージ

当社の生命線オープンイノベーションをさらに推進させて

取締役専務執行役員
研究本部長

滝野 十一

データを用いて、研究本部とともに早期に対象疾患候補を定めて

トランスレーショナル研究を推進していきます。さらに、化合物の

製品価値をいち早く明らかにするべく、日本、米国、欧州の臨床開

発機能を柔軟に用いて、早期の臨床試験に取り組んでいきます。

　既存製品については、その製品価値を高めるための臨床開発

を進めていきます。オプジーボについては、適応がん腫の拡大、よ

り早い治療段階からの使用、治療効果を高めるための併用療法

の確立をめざした臨床試験を実施していきます。当社が実施して

いる臨床試験数はオプジーボを中心に増え、それに応じて承認数

も増加しており、2020年の日本における承認数は、当社において

これまでで最高となる11件で、国内承認取得数で業界1位でし

た。引き続き多くの臨床試験、承認申請に対応するために、正確、

かつ効率的に臨床試験を実施する体制が必要であり、臨床試験

に関する業務のデジタル化も進めていきます。

　今後も、新たな治療薬を待ち望む患者さんのために、国内のみ

ならず全世界で積極的に臨床開発を進めていきます。

プロフィール ビジョン ハイライト 小野薬品の価値創造 ESG活動報告 データセクション
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※AnswersNews「2020年 国内承認取得数ランキング…トップは11承認の小野薬品、新規成分はノバルティスが6つで最多」2021年2月15日（最終閲覧日：2021年9月1日）　　
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国内1位※

（2020年）

https://www.ono.co.jp/company/rd/licensing.html
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術への戦略的投資を行うことで、創薬・研究開発におけるさらなる

競争力の強化を図っています。

　2020年度には、新興バイオベンチャー企業の育成を支援する
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ア大学の創薬コンソーシアムに参画しており、今後同大学の早期

段階の研究テーマにアプローチすることで、当社の重点領域にお

ける研究開発をさらに促進していきます。

オープンイノベーション

　自社の創薬研究により生み出された化合物やライセンス活動

により獲得した化合物を、病気で苦しんでいる世界中の患者さん

に一日でも早くお届けするため、スピーディーな臨床開発の推進

と成功確率の向上をめざしています。また、ヒトでの有効性、安全

性の予測精度を向上させるために、蓄積した疾患情報、臨床試験

開発方針

　自社での創薬研究によるパイプラインの拡充に加え、国内外

の製薬企業やバイオベンチャー企業が開発中の新薬候補化合
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導入に際しては、既存製品や開発パイプラインも考慮して事業
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2020年度は、抗てんかん薬や抗がん剤の候補として3化合物
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▶2020年度のライセンス活動
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固形がん
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エスケー社（韓国）

コーディア社（日本）

ライボン社（米国）
PARP7（ポリADPリボースポリメラーゼ7）阻害剤「RBN-2397」を、日本、韓国、
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https://www.ono.co.jp/company/rd/licensing.html
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滝野 十一
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製品価値をいち早く明らかにするべく、日本、米国、欧州の臨床開

発機能を柔軟に用いて、早期の臨床試験に取り組んでいきます。

　既存製品については、その製品価値を高めるための臨床開発

を進めていきます。オプジーボについては、適応がん腫の拡大、よ

り早い治療段階からの使用、治療効果を高めるための併用療法

の確立をめざした臨床試験を実施していきます。当社が実施して

いる臨床試験数はオプジーボを中心に増え、それに応じて承認数

も増加しており、2020年の日本における承認数は、当社において

これまでで最高となる11件で、国内承認取得数で業界1位でし

た。引き続き多くの臨床試験、承認申請に対応するために、正確、

かつ効率的に臨床試験を実施する体制が必要であり、臨床試験

に関する業務のデジタル化も進めていきます。

　今後も、新たな治療薬を待ち望む患者さんのために、国内のみ

ならず全世界で積極的に臨床開発を進めていきます。

プロフィール ビジョン ハイライト 小野薬品の価値創造 ESG活動報告 データセクション
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　当社の海外展開は、海外自販に向けて、まず韓国・台湾で自社販

売体制を確立しました。現在、韓国・台湾では売上の拡大を図ると

ともに、欧米において後期臨床試験～承認申請までを自社で実施

グローバル企業への成長に向けたステップ

プロフィール ビジョン ハイライト 小野薬品の価値創造 ESG活動報告 データセクション

できる開発体制、および米国では自社販売体制の構築を進めてい

ます。将来は、グローバル開発・自販展開により世界中の患者さん

に当社の医薬品をお届けすることをめざしています。

海外自販への
挑戦

当社は、収益基盤を海外に拡充するための足掛かりとして、まずアジアから事業展開に取り組みまし

た。韓国では2013年に韓国小野薬品を、台湾では2014年に台灣小野藥品を、それぞれ当社100%

出資子会社として設立しました。そして、自社による販売体制を構築し、韓国では2015年から、台湾

では2016年から、それぞれオプジーボの自社販売を開始しました。

Step1

真のグローバル
企業へ

当社が創製・開発した医薬品を世界中の患者さんにお届けするため、グローバル開発・自販展開でき

るグローバル企業への進展をめざします。世界最大のマーケットを持つ米国では、重点疾患領域にお

ける事業の拡大をめざします。欧州では、グローバル開発および販売体制の確立を進めていきます。

韓国・台湾では、オプジーボや他のがん領域の製品を通じてがん領域のプレゼンスを拡充するととも

に、他の重点疾患領域における事業の拡大を図っていきます。また、中国やASEANなどアジア市場で

の事業も拡大していきます。

Step3

欧米自販への
挑戦

自社販売体制を構築した韓国、台湾でのオプジーボについては、これまでに韓国で9つのがん腫、台

湾では11のがん腫について承認を取得しています（2021年8月現在）。また、韓国および台湾のがん

治療の発展に大きく寄与することを目的に学術活動を全国的に展開し、日本の医師や欧米の医師も

講師に招き適正使用を促進するなど、安全性情報の提供にも力を入れています。さらに、地域に根差

した小規模な情報提供活動も展開することで新たな風を吹き込んでいます。両国においてもコロナ

禍のため2020年2月以降は医師との面会など活動に制限がありますが、Webを使った面会やシン

ポジウムを有効に利用し、上記の活動を継続しています。今後も、ベレキシブルなどの自社品・ビラフ

トビなどの導入品を上市するとともに、オプジーボの保険償還範囲の拡大などにより日本同様にが

ん患者さんの治療に貢献していきます。

Step2
〈アジア〉

世界最大のマーケットを持つ米国および欧州においても自社販売を実現すべく、2019年４月に

グローバル臨床開発の機能を米国に移したのに続き、2021年4月には、今までの早期臨床試験

実施に加え、欧米で後期臨床試験から承認申請までを自社で実施できる体制、および米国での

自社販売体制を整備するために、米国現地法人であるオノ・ファーマ・ユーエスエー インクをマサ

チューセッツ州ケンブリッジに移転し、新オフィスを開設しました。今後、欧米での開発をよりスピー

ディに推進するとともに、自販展開を見据えた体制を構築していきます。

〈欧米〉

グローバル

欧  米

韓国・台湾 アジア

海外自販への挑戦
Step1

欧米自販への挑戦
Step2

Step3
真のグローバル企業へ

グローバル開発・自販展開

欧米発のグローバル開発欧米での開発・自販展開の始動

グローバル開発品の拡充売上合計100億円達成2015年 韓国自販開始
2016年 台湾自販開始

欧州

グローバル開発および
販売体制の確立

米国

自社販売の開始と重点疾患
領域における事業の拡大

中国・ASEAN

アジア市場での
事業拡大

韓国・台湾

がん領域の
プレゼンス拡充

▶中長期的にめざす姿

当社の新薬を世界中の患者さんに提供できるよう、まずは大規模な営業組織を必要としないニッチな領域の製品について、

海外での自社販売をめざして取り組んでいます。すでに、韓国・台湾では、現地法人を設立して製品の販売を行っています。

欧米については、今後の自社販売を視野に入れた開発を含めた体制の整備・強化に取り組んでいます。

グローバル

欧  米

韓国・台湾 アジア

海外自販への挑戦
Step1

欧米自販への挑戦
Step2

Step3
真のグローバル企業へ

グローバル開発・
自販展開

欧米発のグローバル開発
欧米での開発・
自販展開の始動

グローバル開発品の拡充売上合計100億円達成
2015年 韓国自販開始
2016年 台湾自販開始

4つの成長戦略

海外への挑戦

当社の新薬を世界中の患者さんに提供できるよう、まずは大規模な営業組織を必要としないニッチな領域の製品について、
海外での自社販売をめざして取り組んでいます。すでに、韓国・台湾では、現地法人を設立して製品の販売を行っています。
欧米については、今後の自社販売を視野に入れた開発を含めた体制の整備・強化に取り組んでいます。
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売体制を確立しました。現在、韓国・台湾では売上の拡大を図ると
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出資子会社として設立しました。そして、自社による販売体制を構築し、韓国では2015年から、台湾

では2016年から、それぞれオプジーボの自社販売を開始しました。
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治療の発展に大きく寄与することを目的に学術活動を全国的に展開し、日本の医師や欧米の医師も

講師に招き適正使用を促進するなど、安全性情報の提供にも力を入れています。さらに、地域に根差

した小規模な情報提供活動も展開することで新たな風を吹き込んでいます。両国においてもコロナ

禍のため2020年2月以降は医師との面会など活動に制限がありますが、Webを使った面会やシン

ポジウムを有効に利用し、上記の活動を継続しています。今後も、ベレキシブルなどの自社品・ビラフ

トビなどの導入品を上市するとともに、オプジーボの保険償還範囲の拡大などにより日本同様にが

ん患者さんの治療に貢献していきます。
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世界最大のマーケットを持つ米国および欧州においても自社販売を実現すべく、2019年４月に

グローバル臨床開発の機能を米国に移したのに続き、2021年4月には、今までの早期臨床試験

実施に加え、欧米で後期臨床試験から承認申請までを自社で実施できる体制、および米国での

自社販売体制を整備するために、米国現地法人であるオノ・ファーマ・ユーエスエー インクをマサ

チューセッツ州ケンブリッジに移転し、新オフィスを開設しました。今後、欧米での開発をよりスピー

ディに推進するとともに、自販展開を見据えた体制を構築していきます。
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当社の新薬を世界中の患者さんに提供できるよう、まずは大規模な営業組織を必要としないニッチな領域の製品について、

海外での自社販売をめざして取り組んでいます。すでに、韓国・台湾では、現地法人を設立して製品の販売を行っています。
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4つの成長戦略

企業基盤の強化

企業価値を向上させ、持続的に成長するために、継続的に企業基盤の強化に取り組んでいます。
また、さまざまな環境の変化に対応し、グローバル化を牽引できる人財育成や多様性向上を推進するとともに、
すべてのステークホルダーに対する社会的責任を果たすべく、
Environment（環境）、Society（社会）、Governance（企業統治）への取り組みも強化しています。 

〈パイプラインの拡充〉

　グローバルでの開発を進めている自社創製の新薬候補化合物

は、日本ですでに販売しているベレキシブル錠（BTK阻害作用）に

加え、ONO-7475（Ax l /Me r阻害作用）、ONO-4685

（PD-1×CD3二重特異性抗体）、ONO-2808（S1P5受容体作動

作用）などがあります。また、グローバルの開発・販売権を取得した

導入品（CTX-177：MALT1阻害作用：コーディア社より導入）も

グローバル開発品として展開していきます。これらの開発品は、血

液がんや自己免疫疾患など医療ニーズが高い疾患を対象に開発

を進めており、当社のプレゼンスを明確にできる新薬になると期

待しています。今後は、さらに自社での創薬を推進するとともに、グ

ローバル権利の獲得を前提としたライセンス活動を推進し、パイ

プラインの一層の拡充を図っていきます。

グローバル展開のための基盤構築

〈米国自販に向けた体制整備〉

　韓国と台湾で自社販売の組織を構築・充実させてきた経験を

糧に米国で自社開発・自社販売を行うための体制づくりを進めて

います。そして、米国展開を行ううえで発生するさまざまな課題を

一つ一つ解決していくために、OPUS、事業戦略本部が中心とな

り、開発本部、信頼性保証本部、経営戦略本部、営業本部、CMC・

生産本部、メディカルアフェアーズ統括部など各部門との連携を

強化しています。

　また、オノ・ファーマ・ユーエスエー インクにおいては、2021年

4月に新オフィスを開設したのを機に、開発体制を拡充するとと

もに、自社販売に向けてマーケティングや営業の組織、ファーマ

コヴィジランス部門、メディカル部門、経営管理部門などにおい

て、グローバル組織の構築を進めています。

▶主なグローバル開発候補品

　「革新的な医薬品を世界の患者さんにお届けする。」そのために、臨床試験の実施地域を
日本、韓国、台湾から米国、欧州に広げています。本年4月に世界最大のライフサイエンス・
バイオクラスターのあるマサチューセッツ州ケンブリッジに米国新オフィスを開設しました。
この米国新拠点および英国にある欧州現地法人において、ONO-4059、ONO-7475、
ONO-2808等の複数の臨床試験をすでに実施しています。
　開発本部では、研究本部から創出される自社化合物および事業戦略本部が獲得する導入
品の開発を、順次、欧米で進め、世界の患者さんに革新的な新薬を届けていきます。

担当役員メッセージ

欧米の開発拠点の充実により、世界の患者さんに革新的な新薬を

取締役常務執行役員
開発本部長

出光 清昭

ベレキシブル錠
（ONO-4059）

ONO-7475

ONO-4685

CTX-177

製品名
（開発コード） 作用機序 対象疾患 開発ステージ

（日本）
開発ステージ
（海外） 自社／導入

BTK阻害作用

中枢神経系原発リンパ腫 上市 米国：Phase 2

米国：Phase 1／2

欧州：Phase 1

上市
自社

自社

自社

自社

Phase 1

Phase 1

Phase 1

Phase 1

急性白血病

非小細胞肺がん

固形がん

自己免疫疾患

リンパ球系の血液腫瘍 コーディア社より
グローバル権利を導入前臨床

原発性マクログロブリン血症
及びリンパ形質細胞リンパ腫

Axl/Mer阻害作用

PD-1×CD3二重特異性抗体

ONO-2808 神経変性疾患S1P5受容体作動作用

粘膜関連リンパ組織リンパ腫
転座1（MALT1）阻害作用

ー

ー

ー

ー

ー

ー

グローバル スペシャリティ ファーマ

革
新
的
な
医
薬
品
の
創
製

G

S
E

環境
●脱炭素社会の実現　▶P43-44
●水循環社会の実現　▶P48
●資源循環社会の実現　▶P48　など

社会
●人財育成の推進　▶P49-50
●働きがいのある職場環境作り　▶P53-54
●医療アクセスの改善　▶P55-56　など

ガバナンス
●コーポレート・ガバナンスの強化　▶P63-66
●法令遵守とコンプライアンスの徹底　▶P73-74
●リスクマネジメントの強化　▶P71-72　など

I T、デジタル基盤の整備

IT整備

DX推進

● Global IT共通化
▶理想の業務・ITの青写真整備
▶ビジネスの優先度に即したシステム移行

▶データレイク整備
▶データ活用人財拡充

● データ活用に向けた整備

● 取り組みテーマの高度化
● デジタル人財育成

グローバル展開・
全社横断的な
デジタル変革の加速

効果ポテンシャルの高いテーマの挑戦

さらなるDX価値の向上に資するテーマの実施

効果が実感しやすく容易度の高いテーマの実施Step1

Step2

Step3
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4つの成長戦略

企業基盤の強化

企業価値を向上させ、持続的に成長するために、継続的に企業基盤の強化に取り組んでいます。
また、さまざまな環境の変化に対応し、グローバル化を牽引できる人財育成や多様性向上を推進するとともに、
すべてのステークホルダーに対する社会的責任を果たすべく、
Environment（環境）、Society（社会）、Governance（企業統治）への取り組みも強化しています。 

〈パイプラインの拡充〉

　グローバルでの開発を進めている自社創製の新薬候補化合物
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ローバル権利の獲得を前提としたライセンス活動を推進し、パイ
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　韓国と台湾で自社販売の組織を構築・充実させてきた経験を
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強化しています。
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▶主なグローバル開発候補品

　「革新的な医薬品を世界の患者さんにお届けする。」そのために、臨床試験の実施地域を
日本、韓国、台湾から米国、欧州に広げています。本年4月に世界最大のライフサイエンス・
バイオクラスターのあるマサチューセッツ州ケンブリッジに米国新オフィスを開設しました。
この米国新拠点および英国にある欧州現地法人において、ONO-4059、ONO-7475、
ONO-2808等の複数の臨床試験をすでに実施しています。
　開発本部では、研究本部から創出される自社化合物および事業戦略本部が獲得する導入
品の開発を、順次、欧米で進め、世界の患者さんに革新的な新薬を届けていきます。

担当役員メッセージ
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　当社がESGに力を入れるようになった一つの大きなきっかけ

は、2014年の抗悪性腫瘍剤「オプジーボ」の上市です。すでにESG

という概念が世のなかに広く浸透していたなか、オプジーボという

世界の患者さんにお届けできる革新的な新薬を生み出したこと

で、グローバル基準で評価される企業へと進化していくことの重要

性が高まりました。そこで、ミッションステートメントを定め、多様化

した社員や組織が、それを意識して事業を遂行できる体制を整え

るとともに、多様な人財が生き生きと働ける環境づくりや人財育成

の強化などを進めてきました。

　さらに、多様なステークホルダーの皆様の声にしっかりと耳を

傾け、社会課題の解決や持続可能な社会の実現に貢献していくこ

とが重要であると考え、ESGへの取り組みを継続的に強化してい

ます。2018年度には、外部環境の変化や社会からの要請を踏ま

え、当社がCSR経営に取り組むうえでの重要課題（マテリアリティ）

を特定するとともに、当社が特に実現に貢献すべきSDGsを定めま

した。さらに、2021年度には、社会環境の変化やステークホル

ダーの皆様からの要請を踏まえ、マテリアリティの見直しを行いま

した。マテリアリティのPDCAサイクルを確実に回し、ステークホル

ダーの皆様からの期待に応えることで、当社と社会の持続的な成

長を実現できると考えています。

ESGへの取り組み強化

　当社が掲げる4つの成長戦略に即した創薬バリューチェーン変

革をめざして、デジタルトランスフォーメーション（DX）の取り組

みを推進しています。研究・開発をはじめとする6本部・約200名

の社員が協力し、DXの主要な技術要素であるAI（人工知能）技術

を用い、主に業務の効率化や生産性向上を図る取り組みを推進

しています。すでに一定の効果が現れており、当社におけるデジタ

ル化の機運も高まっています。今後も引き続き新技術をキャッチ

アップしつつ、さらなる価値創出に取り組んでいきます。

〈デジタル人財の育成〉

　DX推進にあたり、社内のデジタル人財の育成にも取り組んで

います。教育プログラムを体系化し、各自のスキルや業務での活用

レベルに応じた研修を計画的に実施しており、すでに約200名が

受講しています。

〈グローバル化を視野に入れたIT整備〉

　国内業務を主な対象として構築・活用してきたITをグローバル

企業にふさわしいものにするため、「グローバル共通のシンプルな

業務・システム」の青写真を整備し、Green Field Approach（ゼ

ロベースでシステム・業務を構築するアプローチ）でビジネスの優

先度に即して順次、青写真の姿へ移行することを計画しています。

　さらに、デジタルを活用した業務効率化や変革にはデータ活用

が要となるため、その基盤となるデータレイクの整備を進めていま

す。データレイクではリアルワールドデータを含め社内外のデータ

を集積し、横断的なデータ抽出や分析が可能な環境を整えます。さ

らに、データサイエンティストをはじめとする人財の拡充を通じて、

データ活用による実業務・事業への価値創出をめざします。

I T、デジタル基盤の整備

　ESGへの取り組みを進めるにあたっては、外部評価の向上を指

針の一つとしています。さまざまな評価のなかから、ターゲットを8

つに絞り込み、それぞれ目標を定めて取り組んできました。その結

果、下表のように着実に進捗が見られています。

　2020年度は、世界の代表的なESG投資指標であるDow Jones 

Sustainability Indices（DJSI）において「DJSI World Index」お

よび「DJSI Asia Pacific Index」の構成銘柄に初選定されました。

外部評価の活用

▶全社におけるRWD解析ツール利用件数

▶ESG外部評価

CDP

FTSE

MSCI

DJSI

健康経営度
調査

東洋経済CSR
ランキング

気候変動：A、
水：B

ホワイト500取得

採用
3.2/5点

非採用
スコア：BBB

未回答：
19/100点

星3.5 星4.0

星4.5

180位/1501社

気候変動：A、
水：Aマイナス

健康経営銘柄取得
ホワイト500取得

採用
3.4/5点

採用
スコア：A

回答：
60/100点

121位/1593社

星4.0

星4.0

気候変動：A、
水：Aマイナス

ホワイト500取得

採用
4.1/5点

採用
スコア：A

World Index
（Industry Mover）

126位/1614社

日経
スマートワーク

日経
SDGs経営

2018年度 2019年度 2020年度

　2019年10月に発足したデータ戦略部が主体となり、リアルワー
ルドデータ（RWD）の全社的活用による企業活動の効率化と価値創
出に取り組んでいます。これまでの成果として、日米の商用RWDの
導入を一元化し、解析ツールを導入したことで、簡単な解析に関し
ては統計解析家の手を経ず、各本部で実施できるようになりました。
その結果、全社的にRWD解析ツールの利用件数が増加しています。
また、解析プラットフォームのクラウド化により、従来は5時間以上か
かっていた解析作業を約4分に短縮できたほか、在宅勤務でも会社
支給のコンピューターを使って解析を行うことが可能になりました。
現在は、「データレイク構想」として、統合データ利活用基盤の構築
を進めています（2022年末完成予定）。社内外の二次利用可能な
データを一元管理し、複雑なビッグデータをAI（人工知能）やML（機
械学習）を使って全部署で利活用できる環境を整える予定です。

●医薬品情報システム「MIRAIアンサー」
チャットボット（自動応答システム）が医薬品の安全性情報や臨
床試験（治験）、論文などの最新情報をMRに提供します。質問を
文章や音声で入力すると、1問につき10通りの答えを示します。
例えば「進行性肺がんについてのエビデンスを教えて」と尋ねる
と、関連度の高い答えを順に表示します。一度で必要な答えを見
つけやすく、MRの学習にもつながります。

●AI採点学習支援システム「MIRAIドクター」
医師との面談のロールプレイングを行うMR向け学習支援シス
テムで、従来は上司と取り組んでいた医師との面談練習をタブ
レット端末で実現しました。表示された質問に対して音声で回答
すると、AIが自動的に記録・採点を行います。効率よく自己研鑽
を行う場を提供することで、営業品質の向上に貢献しています。
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今後さらにデジタル人財を育成し、
DXを推進

延べ受講人数約200名

基本的なITスキル
ITプロジェクトマネジメント研修・ITパスポート研修

AIの基礎を理解
AI基礎講座

AIを実業務に適用
AIツール利用研修

AI技術を深く理解
AI上級講座

デジタル化に向けた主な取り組み

リアルワールドデータの全社的活用

〈営業部門〉　営業部門では、AIを活用したMR活動の効率化・活動品質向上の取り組みを進めています。

〈生産部門〉　生産部門では、人手で実施しているバイアル瓶内の異物検査にAIを活用し、業務プロセスを改革する取り組みを推進しています。
　　　　　　　50㎛レベルでの気泡の軌跡をAIが学習し、バイアル瓶内の気泡と異物を判別しています。

DXによる業務の効率化・生産性向上

　創薬の成功確率を向上させるとともに、新たな事業ドメインへの展開を成功させるには、
日進月歩で進化するIT・デジタルをいかに活用するかがカギとなります。
　当社では、イノベーションマインドｘデジタルリテラシ―を重視した人財育成や、失敗を恐
れず新たな挑戦を推奨する社風の醸成、IT・デジタル基盤の整備を通じて、デジタルトランス
フォーメーションを推進しています。
　創薬バリューチェーンを変革し、まだこの世にない新しいソリューションを生み出すことで、
患者さんや社会にこれまで以上の価値を届けることが、これからの私たちの使命と考えてい
ます。
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　当社がESGに力を入れるようになった一つの大きなきっかけ

は、2014年の抗悪性腫瘍剤「オプジーボ」の上市です。すでにESG

という概念が世のなかに広く浸透していたなか、オプジーボという

世界の患者さんにお届けできる革新的な新薬を生み出したこと

で、グローバル基準で評価される企業へと進化していくことの重要

性が高まりました。そこで、ミッションステートメントを定め、多様化

した社員や組織が、それを意識して事業を遂行できる体制を整え

るとともに、多様な人財が生き生きと働ける環境づくりや人財育成

の強化などを進めてきました。

　さらに、多様なステークホルダーの皆様の声にしっかりと耳を

傾け、社会課題の解決や持続可能な社会の実現に貢献していくこ

とが重要であると考え、ESGへの取り組みを継続的に強化してい

ます。2018年度には、外部環境の変化や社会からの要請を踏ま

え、当社がCSR経営に取り組むうえでの重要課題（マテリアリティ）

を特定するとともに、当社が特に実現に貢献すべきSDGsを定めま

した。さらに、2021年度には、社会環境の変化やステークホル

ダーの皆様からの要請を踏まえ、マテリアリティの見直しを行いま

した。マテリアリティのPDCAサイクルを確実に回し、ステークホル

ダーの皆様からの期待に応えることで、当社と社会の持続的な成
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ESGへの取り組み強化

　当社が掲げる4つの成長戦略に即した創薬バリューチェーン変

革をめざして、デジタルトランスフォーメーション（DX）の取り組
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しています。すでに一定の効果が現れており、当社におけるデジタ

ル化の機運も高まっています。今後も引き続き新技術をキャッチ

アップしつつ、さらなる価値創出に取り組んでいきます。

〈デジタル人財の育成〉

　DX推進にあたり、社内のデジタル人財の育成にも取り組んで

います。教育プログラムを体系化し、各自のスキルや業務での活用

レベルに応じた研修を計画的に実施しており、すでに約200名が

受講しています。

〈グローバル化を視野に入れたIT整備〉

　国内業務を主な対象として構築・活用してきたITをグローバル
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業務・システム」の青写真を整備し、Green Field Approach（ゼ

ロベースでシステム・業務を構築するアプローチ）でビジネスの優

先度に即して順次、青写真の姿へ移行することを計画しています。

　さらに、デジタルを活用した業務効率化や変革にはデータ活用

が要となるため、その基盤となるデータレイクの整備を進めていま

す。データレイクではリアルワールドデータを含め社内外のデータ

を集積し、横断的なデータ抽出や分析が可能な環境を整えます。さ

らに、データサイエンティストをはじめとする人財の拡充を通じて、

データ活用による実業務・事業への価値創出をめざします。

I T、デジタル基盤の整備

　ESGへの取り組みを進めるにあたっては、外部評価の向上を指
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つに絞り込み、それぞれ目標を定めて取り組んできました。その結

果、下表のように着実に進捗が見られています。

　2020年度は、世界の代表的なESG投資指標であるDow Jones 

Sustainability Indices（DJSI）において「DJSI World Index」お

よび「DJSI Asia Pacific Index」の構成銘柄に初選定されました。

外部評価の活用

▶全社におけるRWD解析ツール利用件数

▶ESG外部評価

CDP

FTSE

MSCI

DJSI

健康経営度
調査

東洋経済CSR
ランキング

気候変動：A、
水：B

ホワイト500取得

採用
3.2/5点

非採用
スコア：BBB

未回答：
19/100点

星3.5 星4.0

星4.5

180位/1501社

気候変動：A、
水：Aマイナス

健康経営銘柄取得
ホワイト500取得

採用
3.4/5点

採用
スコア：A

回答：
60/100点

121位/1593社

星4.0

星4.0

気候変動：A、
水：Aマイナス

ホワイト500取得

採用
4.1/5点

採用
スコア：A

World Index
（Industry Mover）

126位/1614社

日経
スマートワーク

日経
SDGs経営

2018年度 2019年度 2020年度

　2019年10月に発足したデータ戦略部が主体となり、リアルワー
ルドデータ（RWD）の全社的活用による企業活動の効率化と価値創
出に取り組んでいます。これまでの成果として、日米の商用RWDの
導入を一元化し、解析ツールを導入したことで、簡単な解析に関し
ては統計解析家の手を経ず、各本部で実施できるようになりました。
その結果、全社的にRWD解析ツールの利用件数が増加しています。
また、解析プラットフォームのクラウド化により、従来は5時間以上か
かっていた解析作業を約4分に短縮できたほか、在宅勤務でも会社
支給のコンピューターを使って解析を行うことが可能になりました。
現在は、「データレイク構想」として、統合データ利活用基盤の構築
を進めています（2022年末完成予定）。社内外の二次利用可能な
データを一元管理し、複雑なビッグデータをAI（人工知能）やML（機
械学習）を使って全部署で利活用できる環境を整える予定です。
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