
4つの成長戦略

　当社は、創薬研究において、特長のある生理活性脂質や独自の

標的分子に着目して画期的な新薬候補化合物の創製をめざす創

薬アプローチ「化合物オリエント」をベースに、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て経営資源

を集中的に投入し、疾患専門性を高めています。それぞれの領域に

おける創薬競争力の強化を目的に、2019年4月には、オンコロジー

研究センターに加え、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新設する機構改革を行い

ました。各組織で疾患ノウハウを蓄積し、医療ニーズを適切に捉える

ことで、医療インパクトのある画期的新薬の創製をめざします。

　また、グローバルでオープンイノベーションを積極的に展開し、世

界最先端の技術・情報・ネットワークを取り入れつつ、従来の低分

子創薬に加え、抗体や核酸、細胞、ウイルスなどのモダリティも利用

しながら、医療現場に革新をもたらす新薬の創製をめざしています。

創薬方針
　独創的新薬は研究者一人ひとりの挑戦しようとする意欲と自由な

発想から生まれます。研究者の意欲向上のために高く明確な目標設

定を行い、自由な発想で研究を進めるために異なる先端技術を持つ

各分野の研究員が枠組みにとらわれずプロジェクトチームを結成し、

お互いが交流し、刺激しあえる体制を取っています。各プロジェクト

チームは、オープンイノベーションを積極的に進め、世界トップクラス

の研究者とともに、革新的な新薬の創製に挑戦しています。

　創薬研究は、水無瀬研究所、福井研究所、筑波研究所の三つの

拠点の連携のもとに行っており、創薬のさらなるスピードアップと成功

確率の向上をめざして活動しています。2019年4月には、基礎と臨

床の橋渡しにより研究を推進することを目的に、研究プロジェクト統

括部内にトランスレーショナル研究部を新設しました。

　また、「ものづくり拠点」と位置付ける水無瀬研究所の第三研究棟

では、化合物の合成・分析など集約させた機能の融合が進み、創薬

シーズ探索の研究初期から治験にいたるまで、ものづくりに関わる研

究を一貫で進める体制が整い、研究員やチームそれぞれの知恵と技

術の連帯強化につながっています。

知恵と技術を結集する研究体制

が ん

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。国内外の研究機関との共同研究を通じて、最先端科学から
のイノベーションを追求し、独自創薬シーズの探索やトランスレーショナル研究を推進す
るとともに、新たな創薬モダリティにも挑戦しています。

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すべ
く、2016年4月に発足した免疫研究センターを前身として、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敷き、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や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。

免 疫

神 経

スペシャリティ

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

研究開発体制の変革

独自の創薬アプローチ「化合物オリエント」をベースに、

医療ニーズの高い疾患領域を重点領域に据えて、医療現場に革新をもたらす新薬の創出をめざします。

そのために、特定の研究分野で世界をリードする大学や研究機関、バイオベンチャー企業との研究・創薬提携を強化・拡充し、

医療ニーズの高い分野での革新的な化合物の導入や新技術の獲得も積極的に進めています。

4つの重点領域ごとの創薬体制

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

それぞれの領域で疾患ノウハウを蓄積・活用し、創薬の競争力を強化 

研究開発理念

独
創
的
で
革
新
的
な
新
薬
を
創
製

オープンイノベーション

疾患専門性を強化

アンメットニーズの高い4つの疾患領域を重点領域として取り組む

化合物の特性に応じて最適な適応疾患を見出す

独自の創薬シーズ

世界中から有望な新薬候補化合物を導入

ユニークな
薬理作用を有する
化合物を創製

が ん 免 疫 神 経 スペシャリティ

独自の創薬アプローチ「化合物オリエント」

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ます。そのためには患者さん、医療従事者、社
会における真の医療ニーズを的確に捉え、病因を理解して創薬に着想することが重要
です。当社独自の「化合物オリエント」という手法も活用し、創薬を行っています。 
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4つの成長戦略

　病気で苦しんでいる世界中の患者さんに、医療ニーズを満たす

新薬を一日でも早くお届けするために、スピーディーな臨床開発を推

進しています。

　現在、開発パイプラインには、オプジーボに加えて、抗体医薬品を

含む新薬候補化合物などがあり、早期の上市に向けて開発を進め

ています。なかでも、がん治療の領域はアンメット・メディカル・ニーズ

が高いことから、重要な戦略分野と位置付けて取り組んでいます。

　また、欧米において臨床開発から承認申請まで自社で行える体

制を構築すべく、2019年4月にグローバル臨床開発部の機能を米

国に移しました。今後、欧米で臨床試験を実施するとともに、承認申

請業務を行えるよう組織体制を整えていきます。

開発方針
　新薬候補化合物の導入をめざすライセンス活動については、既存

品および開発パイプラインも考慮した事業戦略性・効率性が高い化

合物、あるいは医療ニーズの高い疾患に対する魅力がある化合物の

導入をめざして引き続き積極的に活動し、継続的な新薬上市につな

がる開発パイプラインの拡充に努めています。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

的薬や細胞治療など幅広い領域を対象に、候補化合物の導入を進

めています。

　また、米国・欧州での自社販売に向けた活動を進めるとともに、予

定効能や市場規模を考慮して自社創製の新薬を世界中の患者さん

に早くお届けできる最適の方策を検討し、開発化合物によっては提

携企業に導出できるよう、ライセンス活動を担う部署が中心となって

取り組んでいます。

積極的なライセンス活動の推進
　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年に創設した米国小野財団（Ono Pharma Foundation）

を通じて、将来を見据えたアカデミアへの研究助成にも取り組んで

オープンイノベーション
います。毎年、研究助成対象者を選出し、将来イノベーションを起こ

すような魅力的な基礎研究への助成を行うことで、助成対象者によ

る最先端科学のネットワーク構築にもつながっています。

　これらの活動をさらに強化・加速し、より戦略的に幅のあるオープ

ンイノベーションを実現するため、2020年5月には、米国子会社

「Ono Venture Investment, Inc.」を設立しました。Ono Venture 

Investment, Inc.では、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目的として、米国でベンチャー企業等へ

の投資を行う投資ファンド「Ono Venture Investment Fund I, L.P.」

（2020年7月設立）の管理運営を行い、創業初期バイオベンチャー

を中心に投資を行います。オープンイノベーションにバイオベン

チャーとの資本提携・投資という新たな枠組みを加えることで、創

薬・研究開発におけるさらなる競争力の強化を図ります。 

〈2019年度の主な成果〉
2019年6月　米国のラファエル社とがん代謝阻害剤「ONO-2912（CPI-613）/Devimistat」およびその関連化合物に関する
                 ライセンス契約を締結 
2019年7月　米国のフォーティ セブン社と抗CD47抗体「ONO-7913/Magrolimab」に関するライセンス契約を締結
2020年3月　スイスのニューマブ社と新たな創薬提携契約およびオプション契約を締結

国内外の主な提携先オープンイノベーションへの取り組み （2020年7月24日現在）
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創薬を見据えた
共同研究・留学 創薬提携・化合物導入

投資による戦略的リターン

（Ono Pharma Foundation）
探索研究提携部・事業開発部

（日本・米国・欧州）

ONO Venture Investment, Inc.（米国）

アカデミア ベンチャー
創薬技術・開発品

ベンチャー
（スタートアップ）
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米国

メルク
ブリストル･マイヤーズ スクイブ
アムジェン
ボシュ ヘルス
ギリアド・サイエンシズ
ファイザー
ラファエル

ファイザー
ローカス
バイオシーク
レセプトス
ライガンド
シュレーディンガー
フェイト
トゥザー

アジレント
（診断薬開発）

フランス

ポルトガル セルヴィエ

ドメイン
ベクトルス

ビアル

英国
〈販売提携〉
アストラゼネカ

〈創薬提携〉
〈創薬提携〉

〈創薬提携〉

〈創薬提携〉

〈ライセンス契約〉

〈創薬提携〉

〈ライセンス契約〉

〈ライセンス契約〉

ゼンション
バイオフォーカス
キャンサー・リサーチUK
ライフアーク

オランダ

メラス

ドイツ

エボテック
スキルプロテインズ

〈ライセンス契約〉
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日盛新薬

〈ライセンス契約〉

〈ライセンス契約〉
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スイス

ノバルティス
ヘルシン

ニューマブ
ニュリミュン

カナダ日本

大日本住友製薬
アステラス製薬
杏林製薬
Meiji Seika ファルマ
参天製薬

武田薬品工業
バイエル薬品
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〈創薬提携〉 〈開発提携〉

リペア
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米国小野財団

将来を見据えた研究助成
創薬を見据えた
共同研究・留学 創薬提携・化合物導入

投資による戦略的リターン

（Ono Pharma Foundation）
探索研究提携部・事業開発部

（日本・米国・欧州）

ONO Venture Investment, Inc.（米国）

アカデミア ベンチャー
創薬技術・開発品

ベンチャー
（スタートアップ）
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4つの成長戦略

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（Narrat ive-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

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　など

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を立案することにより、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。

　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

　マーケティング部門では、それぞれの製品の価値を最大化させる

ために、オンコロジー部門、プライマリー部門、それぞれのMR（医薬

情報担当者／Medical Representative）が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、市場分析を行ったうえで

常に競争優位性を担保しうる戦略を立案し、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

　MRが医療現場で収集した貴重な情報は、全社で共有される体

制になっています。また、FAQシステムやAIを活用したMR活動の

効率化も継続的に進めています。さらに、プライマリー領域では、よ

り地域に密着したエリア活動が可能な医療圏単位を基本とした営

業体制や、各領域が連携したチーム運営に努めています。オンコロ

ジー領域では、肺がん、腎細胞がんを中心としたチームと、消化器が

ん・血液がんチームに分けることで、MRの専門性を高め、医療従事

者に対する情報の質と量を充実させています。

効率的な営業体制の構築

　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。さらに、2019年度も

年間130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

　医薬品ごとのリスク管理計画策定と、安全性（副作用）情報の

収集および管理を行っています。収集した情報の内容を評価し、必

要に応じて添付文書の「使用上の注意」の改訂や医薬品の適正

使用に関するお知らせの提供などの安全性対策を実施していま

す。抗悪性腫瘍剤の上市後は国内外からの安全性情報が劇的に

増加しており、それらを社外の医学専門家の意見を踏まえて評価し

たうえで、各種情報提供資材や学会・医学雑誌を通じて発信するな

ど、適正使用を推進しています。

　なお、信頼性保証本部はデータ分析を担う部門を内包し、医薬

品プロファイルおよび適正使用等のための安全性情報の解析を

行っており、医療用データベースの利活用にも取り組んでいます。

信頼性保証活動を通じた製品価値の向上

　製品価値最大化のためには高品質な医薬品の安定供給が必須

です。自社工場、外部委託に関わらず、すべての医薬品を適切な品

質保証体制のもとで生産しています。また、「ICH Q10医薬品品質シ

ステムに関するガイドライン」に基づいた品質システムの強化、生産

拠点のリスク管理体制の整備など、さまざまな施策を通じて、高品質

な医薬品の安定供給に努めています。

　さらに、今後の事業拡大に向けた生産能力の増強に加え、事業継

続の面から大規模災害のリスク軽減を図るため、山口県に新たな工

場を建設しました。新工場は2020年春から稼働を開始しています。

高品質な医薬品を
安定供給するための取り組み

適応がん腫の
拡大

すでに日本で承認を取得している９がん腫を含め、
20を超えるがん腫への適応拡大をめざし、開発に
取り組んでいます。

治療ラインの
拡大

薬物治療において、3次治療から2次治療、1次治
療へと、より早期の段階からお使いいただくための
臨床試験を進めています。

併用療法の
開発

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
ています。

バイオマーカーの
探索

オプジーボで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。
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4つの成長戦略

海外への挑戦

ビジョン
V I S I O N

　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、アジ

アから事業展開に取り組んでいます。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。その後、それぞれ自社販売

を開始し、活動は順調に進捗しています。

　日本だけでなく世界各国で適応拡大が進んでいるオプジーボに

ついては、これまでに韓国で8つのがん腫、台湾では10のがん腫に

ついて、承認を取得しています（2019年6月現在）。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起用しながら

適正使用を促進するなど、安全性対策にも力を入れています。全国

規模の学術情報活動だけでなく、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み、アジアトップのオンコ

ロジー企業になるべく、活動に取り組んでいます。

　事業戦略本部内に、韓国や台湾での事業およびさらなるアジア

展開の構想を担う部署を置き、現地法人と密に連携して、課題の

調査や海外戦略の立案にあたっています。

アジアでの事業推進
　当社は、これまでに韓国と台湾にて自社販売体制を確立し、これら

以外の海外地域では、自社創製の新薬候補化合物をパートナー企

業にライセンスアウトすることで現地の医療現場にお届けしてきまし

た。しかし、今後は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、その事前段階として、現地に臨床開発

の拠点を設置し、臨床開発から承認申請まで自社で行える体制の整

備を進めています。2019年4月には、日本に置いていたグローバル臨

床開発部の機能を、米国の現地法人ONO PHARMA USA, INC.

に移しました。今までの早期臨床試験実施に加え、欧米で後期臨床

試験を実施し、規制当局との協議を行い、承認申請業務を自社でで

きるように、組織体制を整えていきます。欧米事業の第一歩となる自

社創製品として、大規模な営業組織を必要としないスペシャリティ領

域において、競合品と比較しても優れた有効性および安全性が期待

でき、当社の海外プレゼンスを明確にできる新薬を想定しています。

現在のパイプラインのなかでは血液がんや神経変性疾患を対象に開

発中の化合物をグローバル開発品と位置付け、世界の患者さんにお

届けできるよう取り組んでいます。引き続き、グローバル開発体制の強

化とスピードアップのため、日本・アジア・米国・欧州において、新薬開

発の基盤整備を進めます。

欧米での事業展開への挑戦

●韓国、台湾での自社販売開始  ●アジアでの事業基盤づくり
●米国、欧州での新薬開発体制強化

●アジアでの売上拡大
●欧米市場での自社販売へ

●グローバル開発品の拡充
●欧米発の開発品を世界の患者さんへ

新薬を世界中に提供できるよう、

少人数でのマーケティング活動が可能なスペシャリティ製品について、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開始しています。

欧米については、今後の自社販売を視野に入れ、開発などの体制の整備・強化に努めています。
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4つの成長戦略

企業基盤の強化

ビジョン
V I S I O N

　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

いう概念が世の中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。

　また、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。マテリアリティ

のPDCA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
　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。さまざまな評価の中から、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。

外部評価の活用

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。 

ESG外部評価

ESGへの取り組みの変遷

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マイナス、
水：B

非採用
2.8点

非採用
スコア：BBB

未回答：
16/100点

254位/1413社

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
成長率全体4位

上位60～70％
回答1239社中

日経
スマートワーク

日経
SDGs経営

2017年度 2018年度 2019年度
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小野薬品の価値創造

●ミッションステートメント策定

●太陽光発電システムを導入
　（水無瀬研究所）

●フレックスタイム制度を導入

●託児所・ベビーシッター
　補助金制度を新設

●役員人事案検討会議の設置
●役員報酬案検討会議の設置
●ストックオプション制度の導入
●当社初の女性監査役就任

●執行役員への権限委譲の拡大
　（付議基準の見直し）

●内部通報制度
　認証を取得
●当社初の女性
　社外取締役就任

●時間単位年休を導入

●在宅勤務制度を本格導入
●がん就労支援制度を導入
●育児参加奨励休暇を新設

●健康経営への取り組みを開始
●「ONO SWITCH プロジェクト」を開始
●グローバルヘルス技術振興基金に参画

●「すこやカラダ大作戦」を開始（毎年実施）
●認知症をテーマとした出張授業を開始（毎年実施）
●「リレー・フォー・ライフ」に参加（毎年実施）

●太陽光発電システムを導入
　（新東京ビル）

●グリーン電力の購入を開始 ●「RE100」に
　加盟

●TCFDの提言に賛同

●中長期目標を設定
　（SBTiの承認を取得）

●中長期環境ビジョンを策定

●国連グローバル・コンパクトに参加

●マテリアリティを特定

社外取締役：2名 社外取締役：3名

取締役会実効性評価（毎年実施）

G

S

E

G

S
E

環境

●脱炭素社会の実現　▶P39-40、P42-43

●水循環社会の実現　▶P44

●資源循環社会の実現　▶P44

社会

●人財の育成と多様性の向上　▶P47-48

●健康経営の推進　▶P45-46

●医療アクセスの改善　▶P51-52

ガバナンス

●ガバナンスの強化　▶P55-58

●全社的リスクマネジメントの強化

　　　　　　　　　 ▶P53-54、P63-64
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小野薬品の価値創造
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