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要検討

お客様とともに
お客様からの相談対応

基本的な考え方

お客様の声から生まれたサービス向上や
製品への工夫

適切な情報提供の取り組み

私たちの提供するサービス・製品は、
いずれも
「お客様の健

当社では、それぞれの製品形態に合わせて、お客様から

康を維持・改善するため」
に使用されます。
このことを経営ビ

の相談に対応しています。体外診断用医薬品・医療機器で

ジョン、
品質方針を通じて全従業員が念頭に置いて、
より良い

は、製品性能、製品照会、資料請求、学術的問い合わせなど

治験に関する記録は医薬品の製造販売の承認を受ける

品質で、
ミスのないサービス・製品を提供することを心がけて

について、年間１,０００件以上の問い合わせがあります。臨

日まで、10年以上の長期間保管することがGCP省令に規

ディエンスFORUM」
は、
2003年に
「最近注目すべき感染症」

います。
また、
お客様からの貴重な御意見に耳を傾け、
答えを

床検査では、
データ問い合わせ、検査方法・基準値、検体量・

定されており、治験センターが受託した業務では、検査の記

をテーマに開催したのが始まりで、
一つのテーマにスポットを

出し、
満足度を向上することも私たちの使命です。
「お客様と

検体種、所要日数、文献請求などについて、年間約８０,０００

録が重要資料としてこれに該当します。検査センターの検

当てて、
講演と総合討論により来場者の皆様に医療の最先端

ともに」
は三菱化学メディエンスの心からの想いです。

件の問い合わせがあります。これらの問い合わせへの対応

査資料は長期間保管しておらず、多くのお客様より、長年不

の状況を発信することを目的としています。2012年の第10

を通じて、問い合わせの多い案件については専用の資料を

満足と指摘されてきましたが、治験センターが検査セン

回を節目に、従来の感染症をテーマにしたものから、
お客様

作成してお客様に配布するなどの対応策により、顧客満足

ターより検査資料を引き取り、長期間保管する体制を確立

のニーズに広く対応するため、
そのとき旬と思われる話題に

度の向上を図っています。

したことでお客様満足を獲得することができました。

変更した内容になっています。2013年は7月に東京にて開催

お客様の困っていることやこうしてほしいといった要望
を捉え、
ソリューションを提案していくことはＫＡＩ
ＴＥＫＩ社会
を実現していくうえで重要であるという認識のもと、顧客満

学会での報告・展示、
医療情報誌
「アニムス」
などにより、
広く
社会に対して情報提供を実施しています。特に
「三菱化学メ

しました。新生
「三菱化学メディエンスFORUM」
の1回目は

苦情クレームへの対応

● 生産物流センター

当社では、
お客様からご指摘のありました苦情クレームに

「 がん 早期発見の重要性」
と題して、
当社が受託検査として

当社の汎用自動分析試薬のラベルは単色印刷であった

実施している
「子宮頸がんとＨＰＶ」
「肺がんとＡＬＫ」
「胃がんと

つきまして最優先にて対応をしています。
まず、
発生した苦情

ため、お客様より
「表示内容が小さすぎて見づらい」
「
、Ｒ１、

ＡＢＣ分類」
をテーマとし、
いずれも斯界の専門家の先生にご

クレームに対しては即時に可能な限りの対応をします。次に、

Ｒ２のボトル識別が困難」
などの表示に対する改善要望をい

講演いただき、
その後総合討論を実施し、
多くの聴衆が熱心

め、臨床検査事業において
「顧客満足度に関するアンケート

恒久対策を実施しますが、
その内容については社内にて十分

ただきました。早速、診断薬事業部内でラベルデザインの

に講演、総合討論に耳を傾けました。来場者数は223名、

調査」
の仕組みを構築し、当社が検体検査を受託している

に吟味して、
厳正なレビューを実施して再発防止を図ります。

改善を検討し、
ボトルラベルと外箱ラベルの設計変更を行

アンケートの満足度は97%でした。今後さらに多くの皆様

首都圏の開業医様を中心に満足度アンケート調査を実施

対策の効果については、
一定期間後にフォローアップを実施

いました。最終的には69製品に対して変更を行い、多くの

の参加をいただくように、
テーマを厳選していきます。

し、
２１７名のお客様にご回答いただきました。

して確認しています。

お客様より
「Ｒ１、
Ｒ２の搭載ミスがなくなる」
などのお言葉

足度を向上させることを経営指標であるMOS指標に設定
しています。
２０１２年度は定量的かつ客観的にお客様の声を捉えるた

をいただきました。

「弊社の臨床検査サービスの総合評価をお聞かせくださ
い。」
という質問に対しては、
「５
：非常に満足、
４
：満足、
３
：どちら
ともいえない、
２
：不満、
１
：非常に不満」
の５段階評価で平均３．
９の結果が得られ、
ご回答いただいたお客様の約８０％から
「５
：
非常に満足」
もしくは
「４
：満足」
という回答をいただきました。
一方で、
率直なご意見も数多くいただき、
ＰＤＣＡサイクルを
回していくことにより、
お客様満足度を向上させ、
ＫＡ
Ｉ
ＴＥＫ
Ｉ実
現につなげていこうと考えています。

声

試薬ボトルラベルの設計変更

「本質的な品質を」
品質トラブル撲滅 は あたりまえ の品質であって、そ
の実現にお客様は対価を支払ってくださっている訳ではな
いと考えています。品質トラブルがないことを前提とした
サービス・製品の実現でなければ、我々の本質的な品質と
もお客様にご理解いただけないものになると思い、今後も

非常に満足

2%

従業員の

いえる
「信頼性」
や
「正確性」
は、
どんなに美辞麗句を並べて

臨床検査顧客満足度アンケート総合評価結果
不満

ステークホルダーとともに

お客様満足度向上への取り組み

● 治験センター

当社では、
Good Health Creatorとして、
ホームページ、

10%

品質トラブル撲滅に取り組んでいき

外箱ラベルの設計変更

三菱化学メディエンスFORUMの様子

ます。

どちらともいえない

15%

センター基盤強化部門
品質保証部 品質保証企画グループ

太田 浩

満足

73%
※回答数：217名
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私の“KAITEKI”

現場の一人ひとりの真摯な想いがお客様へのサービス提供に
うまく反映されるような職場の実現こそがKAITEKIだと思います。

センター基盤強化部門
品質保証部
検査信頼性保証グループ

内田 恵美子

私の“KAITEKI”

品質を守るため、より適切な検査方法の
確立をめざしています。

生産物流センター
品質管理部
品質管理グループ

野澤 良章

KAITEKI Report 2013
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お取引先とともに

従業員とともに

基本的な考え方

「お取引先の皆様へ」

私たちは三菱ケミカルホールディングスグループの
一員として
「ＫＡＩ
ＴＥＫ
Ｉ社会の実現」
のため、当社グループの
経営方針、品質方針ならびに環境・安全方針に則り、購買活
動を行っています。

私たちは基本方針と行動規範に基づき購買活動を行ってまいりますが、
お取引先の皆様におかれましても、適切な企業活動をお願いいたします。

業員）
であるという特色があります。まさに
「人」が中心の

置しました。
メディエンス・イデアセンターは、当社の経営理

る各国、地域において適用される法令や社会規範の遵守をお願い

ビジネスであり、経営理念の３つのチャレンジの一つに

念を具現化できる人材の育成を目指し、
ビジネスマナーか

「Pride」
を掲げたのも、
こうした認識が根底にあるからに

ら各種専門教育、経営哲学・手法まで幅広く教育・研修を行

（４）
贈収賄などの不公正な行為の禁止
（５）
環境法令の遵守

❷健全な事業経営の推進

取引を継続的に行い、相互の信頼関係を築くために健全かつ透明

私たちは、国内外のすべての企業に対し、開かれた購買姿勢で
対応し、供給者の評価に当たってはコストの競争力・技術・開発
力・企業姿勢
（法令、社会規範遵守への取組、環境への配慮、人
権の尊重）
を透明性を持って総合的に考慮します。
また、
すべての供給者は事業遂行のパートナーであるとの基本
認識に立ち、相互の信頼関係に根ざした購買活動に努めます。

性のある事業経営の推進と適切な情報開示をお願いいたします。

❸環境への配慮

地球環境の保護に配慮した事業活動、商品開発を積極的に推進す

るとともに、地球環境にやさしい原材料、資材の提供をお願いいた
します。

❹秘密情報の厳格な保持

当社との取引を通じて知りえた秘密情報は厳格に管理し、その保持に
努めるとともに、当社の了解なく公表しないことをお願いいたします。

行動規範

下請法の遵守を徹底

❶コンプライアンス
私たちは、企業も社会の一員として公明正大な行動が求めら
れているという基本認識の下、
コンプライアンス
（法令および
企業倫理の遵守）
を購買活動の基本に据え、職務の遂行に当
たります。反社会的な勢力とは一切関係を持たず、社会規範に
も留意します。

❷公正、公平
私たちは、職務の遂行において公正で公平な判断を徹底し、誠
実な対応を心がけます。私たちの購買活動に関して説明責任
があることを自覚し、正確・適切な情報開示を行います。

❸節度
私たちは、供給者との関係において
「公私のけじめ」
を厳格に
し、不適切な交際は慎み、社会通念に照らして誤解を招くこと
がないよう、節度のある行動を心がけます。

購買担当者の
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遵守するための体制を明確化するとともに、
下請法の趣旨や
適用対象、
発注・支払業務における遵守事項を具体的に定め

活躍できるよう、能力開

通じて、ライフステージに応じた生活の基盤を提供するこ

発 機 会 の 充 実 を 図って

とはもちろん、個々の成長・働きがいを重視し支援すること

います。
２０１２年度は、
さ

に力を入れたいと考えてい

らに教育の機会を増やす

ます。ワークライフバランス

ために
「テーマ別研修」
を

なども大切にしつつ、職場や

スタートさせました。今後

仕事を通して、一人ひとりの

は、将来の幹部候補を育

能力やモチベーションを高め

成する
「経営塾」
や、
グロー

ていけるよう施策を継続して

バル化に対応した人材育

いきます。

成のために
「国際化研修」

メディエンス・イデアセンターのメンバー
「研修は私たちがサポートします！」

を新規研修として立ち上

人事部長 川北 宏
「人を大切に考えています。」

げる予定です。
集合研修ではグループワークを中心に行い
ます

教育研修体系図
パートナー社員

ています。
２０１２年度は
「下請法遵守ルール」
の徹底を図るため、
全国
で勉強会を開催しました。
２０１３年度も引き続き勉強会の開催

階層別

新入社員

中堅

若手

管理職

新入社員研修
フォローアップ研修
昇格者対象研修

や監査体制の強化をし、
下請法の遵守を徹底していきます。

新任管理職研修

また、公正取引委員会などが主催している外部の講習会

経営塾
（予定）

へ積極的に参加し、
理解を深めることに努めています。

と感じています。

宮川 正行

国際化研修
（予定）
テーマ別研修
（29、38、47歳、
および50代後半）
コンプライアンス・個人情報保護・人権研修

材料、サービスを購入しています。この活動を通じてＫＡＩ
ＴＥＫ
Ｉ社

グループおよび三菱化学メディエンスの

会を実現するためには、購入品の評価基準として品質、性能、
コ

ＫＡＩ
ＴＥＫ
Ｉ実現に向けた取り組みについて

ストといった従来の指標だけでなく、
お取引先の製造工程におけ

お取引先にご説明させていただき、
また、
お取引先の状況につい

る環境への配慮や労働環境への配慮なども加える必要があると

てもお教えいただくなど、相互理解を深めるための活動を行い

思います。
しかし、
この徹底にはお取引先の皆様のご協力が必要

たいと思います。

法 令 および 社 会 規 範を遵 守した
健 全 な 購 買 活 動を行 います。

部長・GL研修
目的別

購買・物流部 調達グループ

まずは、三菱ケミカルホールディングス

私の“KAITEKI”

従業員に対し、適切な処遇や人事諸制度の整備などを

取引を行っています。
この
「下請法遵守ルール」
は、
下請法を

私たち購買・物流部では国内外のお取引先よりさまざまな原

KAITEKI Report 2013

い、
すべての従業員が経営理念の実現に向け一丸となって

当社は２０１２年１月に定めた
「下請法遵守ルール」
に則り、

声

「相互理解を深めていきたい」

ほかなりません。

ステークホルダーとともに

（２）
労働および安全衛生に関する法令の遵守と適切な労働環境の整備

❷オープンマインドとパートナーシップ

２０１２年４月、全社の人材育成に関する企画・立案・実行機

以下に例示する各号の他、取引先の皆様が事業活動を行われてい

（３）
人種、性別などによる差別の禁止、個人の尊厳の尊重

私たちは、健康で安心な社会の創造に向けて、お客様の安心
につながるサービス・製品の提供のため最適な原材料、
および
資材の調達に努めてまいります。

当社の診断検査、創薬支援などの事業には、人
（お客様）

能を有する組織として
「メディエンス・イデアセンター」
を設

（１）
原材料、資材の製造・販売に関する法令の遵守

❶最適な原材料、および資材の調達

人材育成に関する取り組み

の健康につながる、また同時に、その競争力の源も人（従

❶法令および社会規範の遵守

いたします。

基本方針

従業員の皆さんへ

部門別

購買・物流部
企画管理グループ

鎌田 潤一

自己啓発

私の“KAITEKI”

部門ごとの専門教育
通信教育
資格取得支援制度

従業員とご家族の生活と安心を支えていることを
意識しながら、健康保険手続き業務を行っています。

人事部
人事グループ

稲木 まり子

KAITEKI Report 2013
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従業員とともに
働きやすい職場をめざして

年代別人員数

当社グループでは、社員およびパートナー社員を合わせ
ると4,000名を超える従業員が働いています。全国の事業
所およびラボや営業所で、一人ひとりが気持ちよく勤務し
て全力を発揮できるような職場環境を整えていきたいとの

10代

20代

30代

40代

50代

60代
以上

計

289

662

761

553

120

2,387

従業員の

女性

3

377

656

620

271

27

1,954

「資格取得支援制度を利用しました！」

計

5

666

1,318

1,381

824

147

4,341

※上記データは2013年3月末現在の数値です。

（人）

を取得しました。危険物を取り扱うに当たり、最低限の知識
を取得するため受験しました。勤務しながらの勉強は大変
でしたが 、新しい

ワークライフバランスの
取り組みについて
仕事は、暮らしを支え、生きがいや喜びをもたらすもので

応援しています。従業員数の約半分を女性従業員が占める

すが、同時に、家事・育児、近隣との付き合いなどの生活も

当社では、従業員が制度を上手に活用して、
ライフイベント

暮らしに欠かすことができないものであり、その充実が

を乗り越えながら活躍し続けることをめざすとともに、
パー

あってこそ、人生の生きがい、喜びは倍増します。
しかしな

トナーを支えるべく男性従業員の育児休業取得も推進して

がら、現実は仕事と子育てや介護との両立に悩むなど、仕

います。高齢化が進む昨今では、育児休業制度のみならず、

事と生活の間で問題を抱えることも見られます。これらが、

介護休業制度も設けており、必要に応じて取得できる環

働く人々が将来への不安を感じ、
また豊かさを実感できな

境を整えています。また、グローバル化が進む社会に対応

い大きな要因となっており、仕事の取り組みへの活力の低

して、毎年少しずつ、外国人の雇用も進めており、海外ビジ

下や少子化・人口減少という現象にまでつながっていると

ネスのみならず、各職場で多様な人材が活躍しています。

いえます。それを解決する取り組みが、仕事と生活の調和
（ワークライフバランス）
の実現です。当社グループでは、

私の場合、
リフレッシュ休暇はちょっと変わっています。宮
城県女川町で東日本大震災に被災した両親を、茨城県の自
宅に引き取りましたが、故郷に帰りたいとの両親の希望で、
翌年、女川町の高台に実家を再建しました。たまたま、引っ
親の引っ越しにリフレッシュ休暇をまるまる使わせていただ

できてとても良い

きました。少しは親孝行ができたとは思いますが、私自身が

経験となりました。

本当にリフレッシュできたのか、いまだに悩んでいます。と

今後も時間を見

はいえ、長いサラリーマン人生の中

つけて新たな資格

でこのような時間が取れる機会はな

取得に挑戦したい
と思っています。

「私のこんなリフレッシュ休暇」

越し時期がリフレッシュ休暇の取得可能時期でしたので、両

知識を得ることも

明けには短時間勤務制度を整えて、仕事と子育ての両立も

2013年度からは改正高年齢者雇用安定法に対応し、定

私たち同期3人は入社後、乙種４類危険物取扱者の資格

声

2012年4月創薬支援事業本部配属

小林 亮介・近藤 友香里・近藤 祐志

かなかないので、思い出に残る休暇
となりました。
創薬支援事業本部 試験研究センター

平塚 秀明

人権啓発の推進について
三菱化学グループの一員として、以下の
「人権啓発全社
重点課題」
を掲げ、人権啓発に取り組んでいます。
当社グループとして、取り組みの原点を再認識したうえ

従業員の

声

「周囲の助けに感謝です」
私は2011年に長女を出産し、
一年間の育児休業を取得し

仕事と生活の調和をめざして、育児休業制度や介護休業制

で、三菱ケミカルホールディングスグループの企業行動憲

ました。育休中は初めての子育てに戸惑いながらも娘との

ています。障がい者に関しては、
より適性や勤務スタイルに

度を整えています。特に育児休業制度については取得率が

章およびコンプライアンス行動規範、三菱化学グループ人

触れ合いの時間を十分に持つことができました。復帰直前

合った職場で力を発揮してもらう工夫をし、全国の事業所

高く、年間平均40名程度の従業員が取得しています。復帰

権啓発推進要綱に沿った人権啓発を継続し、人権意識の高

にてさまざまな職種で活躍しています。

後は、満3歳になるまでは短時間勤務制度を利用できると

い、働きやすい、心豊かな、社会から認められる企業集団と

いう、子育てをしながら無理なく勤務できるサポート体制を

なることをめざしています。

年後の再雇用については希望者全員を受け入れることとし

また、当社では個人のキャリアアップも大切なチャンスと
位置づけて、資格取得支援制度を整えています。この制度

整えています。また、
リフレッシュ休暇制度も導入しており、

は資格取得にかかる費用を全額会社が負担するというシス

これは長い職業人生の中で、仕事のみに終始するのではな

テムで、毎年200名弱が利用しています。

く、家庭や地域社会に関わり、従業員自身の啓発にも注げ

めまぐるしく変化する社会の状況を踏まえつつ、
どのよう

る時間として設けています。育児や介護に関わる従業員の

にしたら従業員が生き生きと働き続けられるのかを精査し

みならず、すべての従業員が生き生きと働けるよう、仕事

ながら、今後も働きやすい職場をめざしていきたいと考え

と生活のバランスを取りながら充実した毎日を過ごすこと

ています。

をめざしています。

ステークホルダーとともに

導入し、職種に合った勤務スタイルを提供したり、育児休業

従業員の

2

想いから、さまざまな取り組みを実施しています。例えば、
外勤が中心となる営業職などにはフレックスタイム制度を

声

男性

になり、仕事と育児を両立させられるだろうかと悩みました
が、周囲の後押しもあり職場復帰することができました。現
在は短時間勤務制度を利用し、朝夕に余裕のある出社をさ
せていただいています。
一年ぶりに復帰してからは仕事がで

２０１２年度人権啓発全社重点課題
❶部落問題の再理解・再認識と差別意識の払拭
❷セクハラ、
パワハラ等ハラスメントの理解と防止

２０１２年度には、階層別研修の中で、
「人権研修」
を実施し
ました。
（６回、
２３６名参加）

きることのありがたみを改めて感じるようになり、勤務時間
が短い分仕事の質を高めるよう努力しています。娘の病気
などで急にお休みしてしまうこともありますが、
上司や周りの
多くの方々の助けを得ながら、
やり
がいを持って仕事をしています。

❷

❶

また、
コンプライアンス研修・個人情報保護教育・情報セ
2012年
キュリティ教育と併せて、各事業所において６０回、
２，
３３３名
の方が参加し、
「人権について」
とのテーマで、研修を実施し

制度取得状況と障がい者雇用率
2010年

2011年

2012年

育児休業取得者
（人）

57

37

34

リフレッシュ休暇取得率
（％）

90

92

96

1.58

1.83

1.86

障がい者雇用率
（％）
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私の“KAITEKI”

個人から職場、さらに次のKAITEKIへとつなげられるように
リフレッシュ休暇取得を推進しています。

ました。
今後も、人権擁護の重要性を考え、人権の啓発に鋭意取
り組んでいきます。

人事部
人事グループ

菅野 清美

私の“KAITEKI”

❶ＯＮ TIMEの私
仕事に集中！
ただ今真剣な表情でプレゼン中です。
❷OFF-TIMEの私
自宅にて。娘との触れ合いのひとときを
大切にしています。

より多くの学生さんにヘルスケアの仕事を
知ってもらえるような採用活動を心がけています。

診断検査事業本部
ラボソリューションセンター

人事部
人材開発グループ

浪江 望美

矢部 春花

KAITEKI Report 2013
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ステークホルダーとともに
Sustainability

Comfort

Health

地域社会とともに
地域社会の一員として
当社は、
「三菱ケミカルホールディングスグループ企業市
民活動方針」
に沿った
「企業市民活動」
に取り組んでいます。

従業員の

ステークホルダーの方々の声

声

私のボランティア体験

としているのがわかります。
まことに結構なことだと思いま

東日本大震災。この未曽有の大災害に対し、何か支援がで

三菱ケミカルホールディングスグループ企業市民活動方針
ている国々・地域の文化や習慣に対する理解を深め、
事業によ
る社会への貢献に加え、
良き企業市民として、
社会や人々から
の要請・期待に応える活動を実施し、KAITEKIを実現します。
三菱化学メディエンスの企業市民活動とは

亘理郡）、ワカメ漁のお手伝い（2013/3 南三陸町）など、

❸従業員の自発的なボランティア活動を支援する

木村 聡

興にはまだまだ時間がかかることを痛切に感じています。ま

ます。こうした活動は今後もずっと
続けていきたいと思います。

研究所施設グラウンドでの地域とのふれあい
熊本研究所では、地域への貢献活動の一環として、グラ

創薬支援事業本部 治験センター
業務調整部 情報エンジニアリンググループ

加川 隆彦

ウンドの貸出を行っています。当社の従業員も指導員とし
て参加し、地域との交
流を図っています。
（グ
ラウンド貸 出 実 績４１

従業員の

回、貸出先5団体）
当社従業員が指導する少年サッカーチーム

学生の職場体験プログラムの受け入れ
臨床検査の業務を行っている志村事業所では、1月22日

声

氏

とも重要ではないでしょうか。会社で働くすべての人たち

医療従事者が医療関連ビジネスに望むもの

に浸透するには、一人ひとりが「自分の言葉で」説明できる

医療は長足の進歩を遂げました。日本の平均寿命はトッ

また会社には、競争を勝ち抜く成長力が必要です。
ビジ

プクラスにあり、医療関連産業の貢献は大きいといえます

ネスチャンスを掴むにはルールを守ることに加えて世界を

が、医療に対する満足度は決して高くはありません。多くの

あっといわせる創造性も必要と考えます。
「出る杭」
を生か

医療従事者が過労死するほど働いても満足度の改善は

し、
「世界の三菱」
に相応しい独創性を導き出す強力なポリ

遅々として進まないようです。

シーも欲しいところです。

医療現場から見れば、
仕事が定時で終わり、
緊急呼び出し

ぜひ貴社の創造力で患者さんの不満と医療従事者の疲

もない業種は正直羨ましく見えます。その文脈で本書を読

弊にKAITEKIという救いの手を差し伸べ、国と人類を富ま

めば、
貴社が顧客と従業員の満足度を高め、
飛躍を遂げよう

せる産業を興されるよう期待する次第です。

は大したことないと思える軽微なコンプライアンス違反で

たところに、今回の社内ボランティアの募集がありました。

第三中学校より職場体験

あっても、小さいうちにその芽をつまないと、会社の存続
に関わる重大違反につながりかねません。
コンプライアン
ス違反で大企業が市場から退場させられた例は枚挙にい

ループの支援で、その中の科学実験教室が私にもお手伝い

熊谷綜合法律事務所 弁護士

できるものと考え、応募いたしました。数年ぶりの白衣で、

熊谷 信太郎

できるか不安でしたが、
ボランティアメンバーの協力を得、
無事
「色の不思議」
の実験講師として子どもたちの前に立つ
血液型の検査を体験する地元中学生の皆さん

地域行事に参加

ことができました。真剣に耳を傾け、輝いた眼差しで実験を

氏

る城山熊野神社例大
祭に参加して、地域の

1：29：300

ん。主体的に、自分の行動は①法令や会社の規則、企業倫

たとうかが い 、参 加して本 当に良

は労働災害における経験則の一つで、死傷事故のような重

張って説明できるか？③本当に正しいことか？と、常に問い

かったと感じました。

大事故1つの背後には29の軽微な事故があり、その背景

かけることが重要です。会社が存在することを社会から拒

には300の異常（ヒヤリ・ハット事例）が存在するというも

否されたら、利益どころではなく存続すらできなくなるの

のです。運送業者などは、重大事故を防ぐため、
日常的に生

ですから。

城山熊野神社例大祭に参加した皆さん

私の“KAITEKI”

思っている人もいるかもしれませんが、そうではありませ
理、社会の良識に違反していないか？②家族に対して胸を

創薬支援事業本部 治験センター
バイオアナリシス研究部 試験運営グループ

方々との交流を図っ

必須といっても過言ではありません。
コンプライアンスを

皆さんは
「ハインリッヒの法則」
をご存知でしょうか。
これ

とができました。後日、皆が喜んでくださり、無事に帰郷され

毎 年９月に開 催され

とまがなく、
コンプライアンス体制の構築が企業の存続に
遵守することと会社として利益を上げることが相反すると

する釜石市・大槌町
（岩手）
の子どもたちの姿、笑顔を見るこ

志 村 事 業 所 では 、

ようになることも大切だと思います。

震災復興支援に何か協力できることがないかと考えてい

てもらうことを目的とした三菱ケミカルホールディングスグ

ました。

が、用語が意味するところを、医師が患者さんにわかりや
すく説明しようと努めるように、平易な日本語で説明するこ

コンプライアンスでも同様のことが当てはまります。個々

その内容も被災地の子どもたちを東京に招待し元気になっ

学習の希望者を受け入れ

ル化に伴い、会社ポリシーも国際化する必要があります

三菱ケミカルホールディングスグループ主催
「東京へ行こう」
科学実験と水族館、TDLの旅
東日本大震災被災地復興支援ボランティアに参加して

から24日までの３日間のプログラムで、板橋区立志村

KAITEKI Report 2013

昭和大学横浜市北部病院
臨床病理検査部長

現地のニーズは変わっていきますが、
こうした活動を通し、復

に心から感動し、いつも逆に元気をいただいている自分がい

❷地域や社会ニーズとマッチした活動を行う

31

アンス、
ＲＣ活動・・・まばゆい外来語が並びます。グローバ

での瓦礫拾いから始まり、
ビニールハウスの解体
（2012/6

た、
ボランティアに参加する度に、現地の方々の優しさと強さ

❶
「Health分野」
を生かせる活動を行う

ています。

でもどうでしょうか。
コーポレートガバナンス、
コンプライ

加しています。2011年7月に初めて参加した宮城県亘理郡

一人でも多くの従業員が「企業市民活動」
を
実践できる仕組みづくりを考えていきます。

遠藤 成朗

総務部
総務グループ

大垣 奈緒美

ステークホルダーとともに

三菱ケミカルホールディングスグループは、
事業活動を展開し

す。

きないかと思い、被災地でのボランティア活動に継続的に参

ずる軽微なヒヤリ・ハット事例を減らす努力をしています。
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