レスポンシブル・ケア活動
Sustainability

Comfort

Health

RC活動の基本的な考え方
三菱化学メディエンスグループでは保安防災、労働安全
衛生、環境保全、化学品安全、品質保証の5本柱で活動を
進め、社 会とのコミュニケーションを図っています。
ＲＣ
活動はＫＡＩ
ＴＥＫＩ実現に向けて欠かすことのできない企業
活動の基盤であると認識し、
今後も推進・強化していきます。

三菱化学メディエンスグループ 環境・安全方針
明るく、
健やかな生活を営むためには、
かけがえのないこの地
球の自然環境を守ることが必須です。また、
環境・安全の確保は、
事業活動の何にも増して優先されるものです。三菱化学メディエ
ンスグループは
「Compliance」
と
「Quality」
を2つのベース、

当社グループのRC活動における課題を審議する会議体

「Medical Scienceによる健康で安心な社会の創造に向けて

として、
また担当役員の意思決定を補佐する機関として
「RC

（Good Health Creator, MEDIcal+sciENCE）
」
を経営ビジョ

る事業活動において、環境と安全に配慮し、自主的かつ継続的
に環境保全と安全確保に積極的に取り組んでまいります。

推進会議」
で策定された年間RC方針や年間活動計画に沿っ

3つのチャレンジ
Innovation

て、それぞれの部門・場所でその業務内容に応じた年間RC

り法令遵守はもちろんのこと、一

弛みなく挑戦し、新たな価値を創

活動計画を策定し、
活動を展開しています。

企業市民として果たすべき社会

造します

的責任を全うします

RC推進体制図

Quality

Pride

RC推進会議

私たちは、高い意識と倫理性によ

創薬支援
事業本部

営業統括
部門

研究開発部門
センター
基盤強化部門

私たちは、最先端の技術革新に

RCヒアリングの実施

となるべく、三菱化学メディエン

がるサービス・製品の提供を心が

スグループの一員であることに

けるとともに、
ご信頼戴ける品質

誇りを持って行動します

の一層の向上に努力します

Solution

います。これは全拠点のＲＣ活動
（保安防災、労働安全衛生、
環境保全、化学品安全）
に係るリスクを抽出し、関係する部
門と協同して問題点を解決することを目的としています。
各拠点のＲＣ活動を取りまとめ、
より高いレベルとなるよう

●

を常にお客様にご満足戴ける形

展開もしています。2012
リングを実施しました。

環境事故ゼロの継続
● 省エネ対策、
温室効果ガス排出削減

環境・安全行動指針
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保安事故ゼロ

保安安全活動の習慣化

ＲＣ推進会議、各場所安全衛生委員会など、あらゆる会合で徹底

防災訓練の計画的実施

年間計画どおり実施

各事業所・ブランチなどへのＲＣヒアリングの実施

26拠点に対して行い、指導と改善および良い点の水平展開を実施

各種規程類の整備および法令の調査と周知

セーフティアセスメント実施要領などの充実と周知徹底を実施

数値目標：休業災害ゼロ継続

休業災害ゼロ

数値目標：不休業災害＋軽微災害 １０件/年以下

不休業１件、軽微災害３１件発生

安全衛生委員会活動の充実

拠点衛生推進者選任と教育および
衛生推進者を中心とする活動の強化を推進

安全活動の習慣化

危険予知訓練の実施、
ヒヤリハット活動強化のキャンペーン実施
衛生管理者を対象とした実務セミナーを実施し深耕を図った

各種教育の実施

法定教育を主とした安全衛生教育を実施

数値目標：有責事故率 １０％/年未満

有責事故率１４．
４％

数値目標：重大加害人身事故
（入院以上）
ゼロ

重大加害人身事故
（入院以上）
ゼロ

交通事故撲滅活動の強化

交通事故撲滅キャンペ−ン、事故防止の啓発活動の実施

教育の充実

多発拠点の事故防止講習会、事故多発者教育、法定管理
者講習会などを実施、交通安全ハンドブック・ＤＶＤの制
作と全拠点への配付・教育の実施

数値目標：環境事故ゼロ継続

環境事故ゼロ

数値目標：原単位対前年度比１％以上削減

対前年度比2.2％削減

各事業所の環境コンプライアンス対応状況の確認

ＲＣヒアリングや訪問調査で確認とフォローを実施

環境法令の改正情報の周知と対応状況の確認

ＲＣ推進会議、安全衛生委員会、共通掲示板などで周知

各事業所・ブランチなどへのＲＣヒアリングの実施

26拠点に対して行い、指導と改善および良い点の水平展開を実施

省エネ体制の推進

省エネ法、温対法などの行政対応を確実・適切に実施

❶有害化学物質の排出削減、廃棄物の減量化と循環化・再資源化
に積極的に取り組みます。

従業員への啓発活動の推進

RCレポート2012の発行と配布実施

化学品の分類および表示に関する
世界調和システム
（ＧＨＳ）
への対応

ＧＨＳ講習会の実施、化学品教育の実施

❸全ての当社製品の全ライフサイクルを通じ、
また全てのサービ
ス提供・活動においても環境保護・保安防災、労働安全衛生の
確保に十分配慮します。
❹経営者から従業員の一人ひとりに至るまで、環境・安全に関する
国内外の法、規制・基準類を遵守して行動します。

化学品
安全

品質保証

●

教育・啓発の推進

各事業所・ブランチなどへのＲＣヒアリングの実施 26拠点に対して行い、指導と改善および良い点の水平展開を実施

品質トラブル
（アクシデント）
の撲滅
●

❺社員への教育訓練を徹底し、環境・安全意識をさらに向上させ、
保安環境事故や労災の防止に努めます。

その他

●

全社的RC活動の推進

●

RCレポート2012の発行

熊本研究所の環境保全、社会貢献を推進し、
地域の方に親しみある企業をめざします。

試験研究センター
業務調整部
熊本業務調整グループ

林田 満広

数値目標：重大アクシデント発生ゼロ件

重大アクシデント：５件

数値目標：アクシデント発生半減
（対前年度）

アクシデント：対前年度比20％低減

品質トラブル撲滅の活動推進

全社品質向上推進キャンペーンの実施

品質関連規程類の整備と周知

全社品質保証体制規程の改定、全社品質トラブル定義の策定

三菱化学メディエンスグループ
ＲＣ推進会議の充実

全社課題に優先順位をつけて検討と審議を実施

中央総合ラボラトリーISO14001認証維持(７月） ２０１２年７月維持
行政、地域、
お取引先などの利害関係者との
コミュニケーション推進

各場所とも地域行事へ積極的参加を行う

ＲＣレポート２０１２の発行：
２０１２年１０月発行
三菱化学メディエンスグループを報告対象とする
（１０月）

RCヒアリングの様子
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数値目標：保安事故ゼロ継続

以下の環境・安全行動指針は、
社内の全部門に対して適用されます。

また、
これらの環境・安全への取り組みを正しく社会へ公表する
事により社会から正当な評価と信頼を得るように努めます。
なお、
この環境・安全方針は三菱化学メディエンス以外の一般
の人たちも入手可能とします。

年度は26拠点のRCヒア

交通事故撲滅

●

環境保全

活動結果

各事業所・ブランチなどへのＲＣヒアリングの実施 26拠点に対して行い、指導と改善および良い点の水平展開を実施

❻環境と安全について目的・目標を定めて、継続的改善に積極的
に取り組みます。

当社グループ全体へ水平

労働災害の撲滅

労働安全
衛生

私たちは、多彩なサービス・製品

❷省資源・省エネルギー活動に積極的に取り組みます。

環境安全部では2010年度よりＲＣヒアリングを実施して

安全第一の浸透
異常兆候への
危険感性の向上

年間活動計画および数値目標

私たちは、一人ひとりが
「創造者」

で提供します
グループ
会社

保安防災

●

●

私たちは、お客様の安心につな

事務局:環境安全部

診断検査
事業本部

●

経営理念
2つのベース
Compliance

経営会議

当社グループ重点RC課題

私たちは責任ある企業人として、次の世代のために、あらゆ

会、全社省エネ委員会など、当社グループのさまざまな環
ても位置づけられています。各部門、
グループ会社では
「RC

RC項目

ンとして貢献してまいります。

議」
は環境安全担当役員を委員長とし、全社安全衛生委員
境・安全関連委員会の全社的・総合的な取りまとめ機関とし

について下記の表にまとめました。

レスポンシブル・ケア活動

業 の 研 究 開 発 お よび 食 品 衛 生 検 査 事 業 を 通じて

推進会議」
を設置し、定期的に開催しています。
「RC推進会

当社グループではRC活動の各項目において、
それぞれ活動計画と目標をかかげ、
活動を実施しています。2012年度の結果

「Innovation」
「
、Pride」
「
、Solution」
を3つのチャレンジとする経営
理念を掲げ、診断検査事業、創薬支援事業、新規商品･新規事

RC推進体制

2012年度のRC活動計画と結果

私の“KAITEKI”

お客様の検体を大切に扱うことおよび
検査項目の拡販を心がけています。

メディエンスサービス株式会社
関東ＣＳ部
茨城サービスオフィス

山本 唯

KAITEKI Report 2013
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レスポンシブル・ケア活動
Sustainability

Health

Comfort

労働安全衛生・保安防災・環境保全
労働安全衛生への取り組み

です。業務の効率化、
ノー残業デーの設定など、さまざま
な施策を実行し、個人への業務の偏りを正し、職制・所属員

「安全の確保を最優先にする」
ことを第一と考え、保安防

を目標に労働安全衛生活動に取り組んできました。残念な

全員が残業せずに成果を出すことを良しと思える職場づく

災活動を推進しています。事故や自然災害などの危機
（不

がら2012年度は目標未達となりましたが、全国の各拠点と

りをめざしています。

測の事態）
の未然防止はもとより、直面した危機に対して迅

「休業労働災害ゼロ」
「不休業・軽微労働災害10件以下」

コミュニケーションを図り、各種キャンペーン・セミナー・情
報伝達・RCヒアリングを実施しました。キャンペーン・セミ

健康支援室の取り組み

でいます。2012年度は、環境に関わる重大な法令違反や
環境事故の発生はありませんでした。
● 環境教育の実施
当社グループでは従業員に対し継続的に環境安全教育

全パトロール・作業前安全教育・危険予知トレーニング・防

を実施しています。毎年４月に開催している新入社員教育

災訓練などを計画的に行っています。

では
「RCレポート」
を教材に当社グループの省エネ活動へ

2011年度から3年間の計画でライン長を対象とした

RCヒアリングは、
現場と問題点を共有し、
是正・解決を進める

メンタルヘルス研修を実施しています。初年度は、
ライン長

また、職場に潜む危険箇所や不安全箇所についてリスク

の取り組みや環境法規制の遵守の重要性などについて説

安全活動として取り組みました。一人ひとりのかけがえのな

の役割、
所属員の健康管理のポイント、
自身のセルフケアを

の洗い出しを繰り返し行い、発見したリスクを速やかに改善

明し、各従業員が可能な限り環境に配慮して業務に取り組

い命を職場全体で守り、
さらなる安全衛生活動を進めます。

充実させるための方法などを紹介し、2012年度は、事例検

することで、職場に潜む危険を限りなくゼロにするように努

むように求めています。

討やアサーティブコミュニケーション※１に関する研修を行いま

めています。このようなリスク情報や法令改正などについ

した。2013年度は、
ライン長が中心となって所属員とともに

ては
「ＲＣ情報」
としてデータベース化され、過去の事故事例

風通しの良い職場環境を形成していけるよう、
職場改善のた

や安全に役立つ情報とともに社内ネットワークにより各職

めのアクションプランの作成と評価のサポートを行っていま

場間で共有し、防災・安全対策に活用するとともに、安全で

す。ライン長より、研修の継続や所属員への実施などの要

快適な職場環境の整備に取り組んでいます。

■ 休業災害

■ 軽微災害

■ 不休業災害

（件）

35
30
25
20

31
2
23

15

2
11

10
5
0

1

0

0

2010

2011

0
（年度）

2012

労働災害事故分類
■ 荷物運搬時
（腰痛）
・その他 ■ 挟まる ■ 機器・物品・ドアにぶつかる ■ 交通事故
■ 薬品・検体ほか飛散 ■ 動物取扱時 ■ 針刺しほかの刺し傷・切り傷 ■ 転倒・転落事故

（件）

5

25
20

12

3

15
10

4
2
4
2

4

2010

2011

1
1
1

5

フケア研修を行う予定です。

慣のある人は約18％しかおらず、
睡眠に課題を感じている人

※1 アサーティブコミュニケーション

や作業台上の機器・収納棚の転倒防止・滑り止め対策など、

は約26％と決して少なくありません。仕事と運動習慣のバラ

従業員の
「安全の確保を最優先」
して各種災害を想定した

ンスを取ることは決して簡単ではありませんが、
健康度と睡眠

自分も相手も尊重しながら、
誠実に、
素直
に、対等に、
自分の気持ちや意見を表現
すること。

アサーティブコミュニケーションの演習風景

安全対策を実施しています。
これらの活動により、
２０１２年度も
「保安事故ゼロ」
を継続
することができました。

環境保全への取り組み
方針」
を策定し、全社的な環境法令の遵守と事業活動が環

視聴者による 私の交通安全宣言 などに精力的に取り組

境に与える負荷を軽減するための環境管理体制の構築をし

んできました。残念ながら目標は未達成(14.4％）
でしたが、

ています。志村事業所では2002年度より国際規格である

車両保険を使用する大事故は大幅に減少するなど、一定の

ISO14001に基づいた環境マネジメントシステムを導入し、

れています。これは高度経済成長期といわれた時代からあ

成果を得ることはできました。重大事故
（死亡に至る事故）

活動しています。

まり変わっていない部分でもあり、残業することが良いこ

はゼロ継続中で、2013年度は『Mission Under１０
：有責

とのように認識される傾向があります。一方、
インターネッ

事故１００件以下を目指す！』
をスローガンに交通事故撲滅を

トの普及などに伴い、産業構造は劇的に変化しており、
また

推進しています。また当社グループが起こす交通事故で

当社グループでは環境法令遵守と事業活動に伴う環境

労働市場は女性の就業率向上や派遣社員など、雇用形態

発 生 頻 度 の 高 い ① 信 号 なし交 差 点での 出 合 い 頭 事 故

リスクを把握し、法令に基づく適切な管理と環境リスク低減

の多様化などが進んでいます。それらの変化に比べ、従業

② 車線変更時の接触事故③追突事故④駐車場での後進

活動を実施しています。そしてRCヒアリングを実施し、各拠

員の
「働き方」
への変革意識の低さは、当社の課題の一つ

時の事故撲滅に努めます。

点の現状を定期的に確認することにより、改善に取り組ん

2
（年度）

2012

時間外労働時間削減への取り組み
日本人は世界の中でも１人当たりの労働時間が長いとさ

KAITEKI Report 2013

私の“KAITEKI”

従業員の皆さんが 安心して働ける
職 場づくりのお手伝いを心がけています。

人事部
人材開発グループ

青樹 弘美

2012年度の健康診断時の問診によると、
定期的な運動習

の質の向上のために、
まずは週2回・各30分の有酸素運動、
就
寝前のストレッチから始めていくことをお勧めします。
今後も健康支援室では
「より良い回復の仕方」
「適度なスト
情報を発信し、
従業員の皆さんのストレス耐性を高めてもら

習所運転講習・スキッドトレーニング・交通教育DVD制作と

0

4

「有酸素運動」
です。

レスの加え方」
などについて、健康支援室便りや研修などで

当社グループでは2007年に全社方針として
「環境・安全

4
2

活き活きと仕事をするうえで最も効果的なものは
「睡眠」
と

いなどの訓練を拠点、職場単位で実施しています。床置き

動に取り組み、各拠点での交通安全講習・事故惹起者の教

5

社交・服薬などがありますが、心の健康問題を予防して、

ＢＣＰの策定や緊急事態を想定した避難、消火、
ＡＥＤ取り扱

2012年度は｢有責事故率１０％未満」
を目標に交通安全活

5

心の健康問題の回復の方法には、睡眠・食事・運動・趣味・

ン長以外にも心身両面のセル

当社グループでは約1,000台の社用車を使用しています。

1

「心の問題をサポートしていきます」

さらに、大規模な地震や火災が発生した場合を想定した

交通安全への取り組み

7

1

声

望もあり、次年度以降はライ

35
30

健康支援室からの

レスポンシブル・ケア活動

速かつ的確に対応できるよう、各職場における安全会合・安

ナーなどは安全衛生の周知と啓発として、
計画的に実施した

労働災害発生数

19

保安防災への取り組み

うとともに、
より健康に、
より安全に就業いただ
けるようサポートしてい
きたいと考えています。

健康支援室のメンバー

● 環境法令遵守と環境事故ゼロの継続

私の“KAITEKI”

毎日の運 転なので、安 全はもとより
エコ運転を心がけています。

メディエンスサービス株式会社
東京ＣＳ部
品川サービスオフィス

宮川 豊章
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レスポンシブル・ケア活動
Sustainability

Health

Comfort

環境保全・化学品安全
省エネルギー活動と温室効果ガスの
排出削減

化学物質の安全使用と管理の取り組み
当社グループの各事業所では、検査・分析、製造工程に

当社グループでは全社的なエネルギー管理体制のもと

おいて、
さまざまな化学物質を取り扱っています。これらの
使用においては関係法令に従い厳しく管理するとともに、

います。2012年度は改正省エネ法の趣旨に従い
「エネル

従業員の安全を第一に、作業環境測定、特殊健康診断を実

ギー消費原単位を中長期的に年平均１％以上削減する」
こ

施しています。また、各職場でSDS
（化学物質安全性データ

とを目標に活動しました。その結果、
2012年度における燃料・

シート）
などにより、使用する化学物質の安全教育を実施

電気の総エネルギー使用量は、
14,464kｌ
（原油換算）
となり、

し、一人ひとりの健康を守りながら事故の未然防止にも努

前年度比2.6％の減少となりました。ただ、温室効果ガスの

めています。さらに環境への配慮も含め、
より安全な化学物

排出量は実排出係数の大幅な変更により25,899t-CO２と

質への切り替え、排出量の削減も進めています。PRTR法に

なり、前年度比6.8％の増加となりました。

基づく2012年度届出としては鹿島研究所、
熊本研究所では

エネルギー使用量推移
■ 鹿島研究所

■ 志村事業所

■ 熊本研究所

■ 生産物流Ｃ八千代

■ その他

20,000

15,000

888

1,023
3,109

10,000

1,052
3,004

3,413
7,186

5,000

14,838

770

14,464
1,010
2,903

854

2010

■ 鹿島研究所

■ 志村事業所

制御の導入を進めました。外気温に合わせて冷水の供給量

1,530
6,423

5,375

ました。導入したことにより、電気消費量74%削減とガス消
費量9%削減を達成し、2012年度は363トン／年のCO2削

■ 生産物流Ｃ八千代
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●

臨床検査薬・機器の
開発、製造、販売

10,355

1,367

24,260

検査業務運営支援

3,806 GJ
LPG

1,578
6,342

1,168

4,804
10,368

2010

2011

私の“KAITEKI”

2012

その他

熱量換算合計

28,004 GJ

創薬支援事業
医薬品開発
支援サービス

572,023 GJ

原油換算

194,364 m3

合計

255,833 m3

産業廃棄物

467.3 トン

感染性廃棄物

845.4 トン

放射性廃棄物

11.1 トン

●

環境リスク評価サービス

自動車など燃料使用量

1,323.8 トン

合計

リサイクル量

2,418 kℓ

ドーピング検査

紙類リサイクル
その他リサイクル

370.1 トン
48.3 トン

食品衛生検査

●

1,166

水使用量

画像読影支援サービス

●

800

上水

110,032 m3

600

地下水

158,597 m3

工業用水

144,732 m

合計

413,361 m3

0

下水道

化学物質の
各種安全性試験

14,759 kℓ

●

ガソリン

61,469 m3

廃棄物

検査関連事業

400

（年度）

河川・湖沼

564 GJ

1,000

9,873

排水量

●

1,200

5,632

26,892 t-CO2

11.1 トン

（kWh）

25,899
1,580
1,871
6,943

温室効果ガス排出量

●

■ その他

3

化学物質
PRTR法対象物質

7.6 トン

304

200

21

57,176 GJ

2012年度志村事業所節電効果
25,050

0

●

減に貢献することができました。

■ 熊本研究所

30,000

10,000

臨床検査

1,463 kℓ

●

6,666

（t-CO２）

20,000

A重油

志村事業所の節電対策

6,898

OUTPUT

診断検査事業

13,585 GJ

また、
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関

の冷水を供給しており、冷水発生機ポンプへのインバータ

温室効果ガス排出量推移

302 千m3

104 kℓ

志村事業所の空調システムではファンコイルへ冷房用

（年度）

都市ガス

灯油

3,030

2012

三菱化学
メディエンスグループの
事業活動

391,207 GJ

はキシレン、
アセトニトリルについて届出報告を行いました。

3,114

2011

40,113 千kWh

77,681 GJ

をインバータ制御することで、ポンプの使用電力を削減し
0

電力

蒸気

保管しています。今後、
関連法規に則り適切に処理します。
15,619

エネルギー使用量

焼却炉から発生するダイオキシン類について、
志村事業所で

する特別措置法」
に従って、
PCBが封入された変圧器を適切に

（kℓ）

INPUT

レスポンシブル・ケア活動

で、省エネルギー対策、温室効果ガス排出削減を推進して

事業活動と総環境負荷

インバータ制御なし

さまざまな問題解決に向け、関係先との
良き潤滑剤になれるよう心がけています。

インバータ制御あり

センター基盤強化部門
技術部
志村調整グループ

古庄 豊治

私の“KAITEKI”

従業員の健康と安全を守るため、
日々積極的に安全衛生活動を行っています。

研究開発部門
成田研究部

田代 芳恵
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レスポンシブル・ケア活動
Sustainability

Comfort

Health

品質保証
品質への取り組み

三菱化学メディエンスが取得している認定／認証など一覧

当社グループは、診断検査、創薬支援のほか、多岐にわ
たる医療関連サービスを展開しています。製品の品質につ

三菱化学メディエンスグループ

品質方針

当社は、
お客様に安心しておまかせいただけるよう、構築した体制の有効性を実証する外部認定・認証を取得し、継続的改善に努めています。
2013年5月31日現在

事業部

いては、品質方針をもとに、各事業に求められる法規制を
遵守して、
さらに最適な品質マネジメントシステムによる一
貫した製品管理からお客様の要望実現、過誤防止のための
2012年度は、
「品質トラブル撲滅」
をスローガンに全社品
質保証体系の策定・監視強化と部門間クロスチェック強化
による品質保証体制の強化に取り組みました。具体的には、

いうビジョンのもと、
『 私たちはお客様の安心につながるサー
ビス・製品の提供を心がけるとともに、ご信頼戴ける品質の

これを実践する為に以下の4つの方針に基づいて行動します。

状況が明確になるようにしました。また、全社横断的な活動

コミュニケーションを大切にし、お客様の期待に応えた

2013年度も品質保証体制強化の一環として①品質向
上推進者による品質向上推進活動の継続、②全社的な品
質向上推進の意識の定着を目的とした、
「 品質向上推進
キャンペーン」
の定期開催を行っています。私たちはお客様
の安心につながるサービス・製品の提供を常に心がけると
ともに、
ご信頼いただける品質の一層の向上に努力してい

2012年度は体外診断用医薬品の自主回収が2件発生す
るなど、重大アクシデントが５件発生し、それ以外でもアク
シデントが発生して品質トラブルの撲滅に至りませんでし

した体制の有効性を実証する外部認定・認証を取得し継続
的改善に努めます。
❸INNOVATION
科学的根拠に裏づけされた品質のサービス・製品を提供し
ます。お客様のご要望にお応えするため、
常に先進的な技術
食の安全サポート

革と自己研鑚に努め、高い倫理性を追求するとともに、全
社的リスクマネジメントを推進します。

2004年3月

ＢＳ
Ｉグループジャパン株式会社

医療関連サービスマーク
認定

臨床検査（中央総合ラボ：1995年2月、中部ラボ：1997年2月）
病理･細胞診（1995年2月）

一般財団法人 医療関連サービス振興会

CAP認定

中央総合ラボ、治験Ｃラボ（1993年9月）

ＣＡＰ
（アメリカ）

ISO15189認定

中央総合ラボ（2005年9月）

公益財団法人 日本適合性認定協会

ISO14001認証

中央総合ラボ（2002年9月）

日本化学キューエイ株式会社

ISO／IEC17025認定

職域薬物検査（2010年9月）

ＮＡＴＡ
（オーストラリア）

ISO9001認証

1995年11月

一般財団法人 日本品質保証機構

ISO13485認証

2006年2月

ISO9001認証

治験センター（2000年11月）

日本化学キューエイ株式会社

NGSP認定

治験Ｃラボ（2006年1月）

ＮＧＳＰ
（アメリカ）

医薬品GLP（TK:A評価） 治験センター（2011年2月）

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構

医薬品GLP（Ａ評価）

鹿島研究所（2011年11月）、熊本研究所（2009年2月）

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構

医療機器GLP（Ａ評価）

熊本研究所（2009年2月）

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構

化学物質GLP（可）

鹿島研究所（2011年12月）、熊本研究所（2009年3月）

厚生労働省医薬食品局

化学物質GLP（可）

環境リスク評価センター（2010年3月）

環境省

化学物質GLP（可）

環境リスク評価センター（2009年11月）

独立行政法人 製品評価技術基盤機構
化学物質管理センター

農薬GLP（確認）

鹿島研究所（2011年7月）、環境リスク評価センター（2010年11月）、
独立行政法人 農林水産消費安全技術センター
熊本研究所（2011年10月）

安衛法ＧＬＰ
（可）

鹿島研究所（2011年7月）

AAALAC認証

鹿島研究所・熊本研究所（2012年11月）

ISO9001認証

1999年12月

ISO／IEC17025認定

2011年12月

公益財団法人 日本適合性認定協会

1985年4月

ＷＡＤＡ

ドーピング検査（1999年8月）

ＮＡＴＡ
（オーストラリア）

アンチドーピング ＷＡＤＡ
ラボラトリー
ISO／IEC17025認定

AAALACインターナショナル
（国際実験動物管理公認協会）
日本化学キューエイ株式会社

2012年度の品質向上推進キャンペーン成果

る
「品質向上推進キャンペーン」
の推進により、
お客様の安心につながるサービス・製品の提供に一層の努力をしていきます。

品質トラブル発生率（対2009年度）

が迅速な処理を行っています。

（％）

2012年度品質トラブルの原因分析
報告・連絡・相談

100

その他

4.1%

現時点で、健康被害につながった品質トラブルの発生は

80

認められていません。
2013年度は、2012年度比で、
アクシデントの発生件数

60

が48%になるように、
また自主回収、お客様の健康被害に

40

つながるような重大アクシデントを0件とする目標を定め、

20

品質向上推進活動を進めています。

0

一人ひとりの現場力をともに磨く を
Keywordに品質活動を行っています。

厚生労働省労働基準局

※ＧＬＰについては、最新更新年月

います。また、監督官庁、
お客様への報告を含めて担当部署

私の“KAITEKI”

一般財団法人 日本品質保証機構
ＬＮＥ/Ｇ-ＭＥＤ
（フランス）

不備」
が全体の4割、
「ヒューマンエラー」
が全体の3割と両原因で全体の過半数を占めていました。2013年度も引き続き品質向上推進者によ

所定書式にて経営陣に報告することを社内で周知徹底して

KAITEKI Report 2013

一般財団法人 医療情報システム開発センター

2012年度の品質トラブル発生率は、対前年度比で約８割まで低減させました。
しかしながら、品質トラブルの原因別分類では、
「方法・手順の

た。このような品質トラブルが発生した場合、発生部署より

23

創薬支援※

築します。お客様に安心しておまかせいただけるよう、構築

遵守します。お客様に信頼される企業として、常に意識改

ISMS認証

審査機関

2006年3月

ISO13485認証（SCC認定） 2009年1月

❷RELIABILITY
品質の高いサービス・製品を提供できる品質保証体制を構

❹COMPLIANCE
提供するサービス・製品に要求される各種法規制・基準を

アクシデントへの対応

診断薬医療機器

サービス・製品を提供します。

と知見を追求し続けます。

きます。

臨床検査

一層の向上に努力します。』

全社共通の品質トラブルの定義を策定し、品質トラブルの

定期的な全社品質向上推進会議を実施しています。

ISO27001

Medical Scienceによる健康で安心な社会の創造に向けて と

❶COMMUNICATION
お客様のニーズに応え御満足いただけるよう、お客様との

として、
２４の部署・関係会社に品質向上推進者を選定して、

JISQ15001：2006
プライバシーマーク認定

全社

認定・認証取得年月（初回取得年月）

レスポンシブル・ケア活動

各種活動を行っています。

規格名、省令

検査センター
企画部
企画グループ

佐藤 弓枝

3.2%

材料・備品

装置・設備
68

0.9%

4.1%

65

教育・管理

53

方法・手順

12.5%

41.7%
人

33.6%
2010

私の“KAITEKI”

2011

2012

（年度）

高い信頼性をお客様へ提供するため、事例
共有化による品質向上に取り組んでいます。

センター基盤強化部門
品質保証部
鹿島信頼性保証室

広瀬 公俊
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