新薬の開発を通じて社会への貢献をめざす

日本製薬工業協会の概要
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会員会社
旭化成ファーマ株式会社

〒100－0006 東京都千代田区有楽町1－1－2
（日比谷三井タワー）
TEL（03）6699－3600／FAX（03）6699－3680
URL https://www.asahikasei-pharma.co.jp/
消費者くすり相談窓口 TEL 0120－114－936

あすか製薬株式会社

〒108－8532 東京都港区芝浦2－5－1
TEL（03）5484－8361／FAX（03）5484－8351
URL https://www.aska-pharma.co.jp/
くすり相談室 TEL 0120－848－339

アステラス製薬株式会社

〒103－8411 東京都中央区日本橋本町2－5－1
TEL（03）3244－3000
URL https://www.astellas.com/jp
くすり相談センター TEL 0120－865－093

アストラゼネカ株式会社

〒530－0011 大阪市北区大深町3－1
（グランフロント大阪タワーB）
TEL（06）4802－3600
URL https://www.astrazeneca.co.jp/
消費者くすり相談窓口 TEL 0120－119－703

アッヴィ合同会社

〒108－6302 東京都港区芝浦3－1－21（msb Tamachi 田町ステーションタワーS）
TEL（03）4577－1111／FAX（03）4577－1011
URL https://www.abbvie.co.jp/
くすり相談室 TEL 0120－587－874

アムジェン株式会社

〒107－6239 東京都港区赤坂9－7－1
（ミッドタウン・タワー）
TEL（03）5293－9900
URL https://www.amgen.co.jp/
メディカルインフォメーションセンター TEL 0120－790－549

あゆみ製薬株式会社

〒104－0061 東京都中央区銀座4－12－15
（歌舞伎座タワー）
TEL（03）6264－3540／FAX（03）6264－3511
URL https://www.ayumi-pharma.com/
くすり相談室 TEL 0120－137－413

アルフレッサ ファーマ株式会社

〒540－8575 大阪市中央区石町2－2－9
TEL
（06）
6941－0300／FAX
（06）
6947－1548
URL https://www.alfresa-pharma.co.jp/
製品情報部 くすり相談室 TEL 0120－060－334

EAファーマ株式会社

〒104－0042 東京都中央区入船2－1－1
TEL
（03）
6280－9500／FAX
（03）
6280－9923
URL https://www.eapharma.co.jp/
くすり相談室 TEL 0120－917－719

ヴィアトリス製薬株式会社

〒105－0001 東京都港区虎ノ門5－11－2
（オランダヒルズ森タワー）
TEL（03）5656－0400／FAX（03）5656－0603
URL https://www.viatris.com/ja-jp/lm/japan
メディカルインフォメーション部 TEL 0120－419－043

エーザイ株式会社

〒112－8088 東京都文京区小石川4－6－10
TEL（03）3817－3700
URL https://www.eisai.co.jp/
エーザイhhc ホットライン TEL 0120－161－454

MSD株式会社

〒102－8667 東京都千代田区九段北1－13－12
（北の丸スクエア）
TEL（03）6272－1000
URL https://www.msd.co.jp/
カスタマーサポートセンター TEL 0120－024－964

大塚製薬株式会社

〒108－8242 東京都港区港南2－16－4
（品川グランドセントラルタワー）
TEL（03）6717－1400
URL https://www.otsuka.co.jp/
消費者くすり相談窓口 TEL 0120－922－833

小野薬品工業株式会社

〒541－8564 大阪市中央区久太郎町1－8－2
TEL（06）6263－5670／FAX（06）6263－2976
URL https://www.ono.co.jp/
くすり相談室 TEL 0120－886－336

科研製薬株式会社

〒113－8650 東京都文京区本駒込2－28－8
TEL（03）5977－5001／FAX（03）5977－5131
URL https://www.kaken.co.jp/
医薬品情報サービス室 TEL 0120－519－874

キッセイ薬品工業株式会社

〒399－8710 長野県松本市芳野19－48
TEL（0263）25－9081／FAX（0263）25－7899
URL https://www.kissei.co.jp/
くすり相談センター TEL 0120－007－622

京都薬品工業株式会社

〒604－8444 京都市中京区西ノ京月輪町38
TEL（075）802－3371／FAX（075）802－3374
URL http://www.kyoto-pharm.co.jp/
お客様相談窓口 TEL
（075）
812－2246

杏林製薬株式会社

〒101－8311 東京都千代田区神田駿河台4－6
（御茶ノ水ソラシティ）
TEL（03）3525－4711／FAX（03）3525－4722
URL https://www.kyorin-pharm.co.jp/
くすり情報センター TEL 0120－409－341

協和キリン株式会社

〒100－0004 東京都千代田区大手町1－9－2
（グランキューブ）
TEL（03）5205－7200
URL https://www.kyowakirin.co.jp/
くすり相談窓口 TEL 0120－850－150

グラクソ・スミスクライン株式会社

〒107－0052 東京都港区赤坂1－8－1
（赤坂インターシティAIR）
TEL（03）4231－5000
URL https://jp.gsk.com
カスタマー・ケア・センター TEL 0120－561－007

クラシエ製薬株式会社

〒108－8080 東京都港区海岸3－20－20
TEL（03）5446－3300／FAX（03）5446－3371
URL https://www.kracie.co.jp/
お客様相談窓口 TEL
（03）
5446－3334

KMバイオロジクス株式会社

〒860－8568 熊本県熊本市北区大窪1－6－1
TEL（096）344－1211
URL https://www.kmbiologics.com
くすり相談窓口 TEL
（096）
345－6500／0120－345－724

興和株式会社

〒103－8433 東京都中央区日本橋本町3－4－14
TEL（03）3279－7005／FAX（03）3279－7250
URL https://www.kowa.co.jp/
くすり相談センター TEL 0120－508－514

サノフィ株式会社

〒163－1488 東京都新宿区西新宿3－20－2
（東京オペラシティタワー）
TEL（03）6301－3000
URL https://www.sanofi.co.jp/
消費者くすり相談窓口 TEL 0120－109－905

参天製薬株式会社

〒530－8552 大阪市北区大深町4－20
（グランフロント大阪タワーA）
TEL（06）6321－7000
URL https://www.santen.co.jp/
消費者くすり相談窓口 TEL 0120－127－023

サンファーマ株式会社

〒141－0031 東京都品川区西五反田8－9－5
TEL（03）5719－6663／FAX（03）5435－9611
URL https://jp.sunpharma.com/
くすり相談センター TEL 0120－22－6880

株式会社三和化学研究所

〒461－8631 名古屋市東区東外堀町35
TEL（052）951－8130／FAX（052）957－1066
URL https://www.skk-net.com/
コンタクトセンター TEL 0120－19－8130

JCRファーマ株式会社

〒659－0021 兵庫県芦屋市春日町3－19
TEL（0797）32－8591
URL https://www.jcrpharm.co.jp/
当社製品に関するお問い合わせ先 TEL 0800－100－8100

塩野義製薬株式会社

〒541－0045 大阪市中央区道修町3－1－8
TEL（06）6202－2161
URL https://www.shionogi.com/jp/ja/
消費者くすり相談窓口 TEL 0120－501－074

住友ファーマ株式会社

〒541－0045 大阪市中央区道修町2－6－8
TEL（06）6203－5321／FAX（06）6202－6028
URL https://www.sumitomo-pharma.co.jp
くすり情報センター TEL 0120－885－736

生化学工業株式会社

〒100－0005 東京都千代田区丸の内1－6－1
TEL（03）5220－8950／FAX（03）5220－8951
URL https://www.seikagaku.co.jp/
消費者くすり相談窓口 TEL
（03）
5220－8545

ゼリア新薬工業株式会社

〒103－8351 東京都中央区日本橋小舟町10－11
TEL（03）3663－2351／FAX（03）3663－2352
URL https://www.zeria.co.jp/
お客様相談室 TEL
（03）
3661－0277

千寿製薬株式会社

〒541－0048 大阪市中央区瓦町3－1－9
TEL（06）6201－2512／FAX（06）6226－0406
URL https://www.senju.co.jp/
お客様インフォメーション TEL 0120－078－552

第一三共株式会社

〒103－8426 東京都中央区日本橋本町3－5－1
TEL（03）6225－1111
URL https://www.daiichisankyo.co.jp/
製品情報センター TEL 0120－693－132

大正製薬株式会社

〒170－8633 東京都豊島区高田3－24－1
TEL（03）3985－1111／FAX（03）3985－8627
URL https://www.taisho.co.jp/
消費者くすり相談窓口 TEL 0120－591－818

大鵬薬品工業株式会社

〒101－8444 東京都千代田区神田錦町1－27
TEL（03）3294－4527
URL https://www.taiho.co.jp/
消費者くすり相談窓口 TEL 0120－20－4527

武田薬品工業株式会社

〒103－8668 東京都中央区日本橋本町2－1－1
TEL（03）3278－2111／FAX（03）3278－2000
URL https://www.takeda.com/ja-jp
くすり相談室 TEL 0120－566－587

田辺三菱製薬株式会社

〒541－8505 大阪市中央区道修町3－2－10
TEL（06）6205－5085
URL https://www.mt-pharma.co.jp/
くすり相談センター TEL 0120－753－280

中外製薬株式会社

〒103－8324 東京都中央区日本橋室町2－1－1
TEL（03）3281－6611／FAX（03）3281－6607
URL https://www.chugai-pharm.co.jp/
メディカルインフォメーション部 TEL 0120－049－699

株式会社ツムラ

〒107－8521 東京都港区赤坂2－17－11
TEL（03）6361－7100／FAX（03）5574－6630
URL https://www.tsumura.co.jp/
お客様相談窓口 TEL 0120－329－930（03）5574－6600

帝國製薬株式会社

〒769－2695 香川県東かがわ市三本松567
TEL（0879）25－2221／FAX（0879）24－1555
URL https://www.teikoku.co.jp/
お客様相談室 TEL
（0879）
25－2363

帝人ファーマ株式会社

〒100－8585 東京都千代田区霞ヶ関3－2－1（霞ヶ関コモンゲート西館）
TEL（03）3506－4077／FAX（03）3506－4033
URL https://www.teijin-pharma.co.jp/
消費者くすり相談窓口 TEL 0120－189－315

トーアエイヨー株式会社

〒104－0032 東京都中央区八丁堀3－10－6
TEL（03）5542－8800／FAX（03）5542－8743
URL https://www.toaeiyo.co.jp/
くすり相談窓口 TEL 0120－387－999

東レ株式会社

〒103－8666 東京都中央区日本橋室町2－1－1
（日本橋三井タワー）
TEL（03）3245－5111／FAX（03）3245－5054
URL https://www.toray.co.jp/
消費者くすり相談窓口 TEL
（03）
3245－8659
（医薬事業部）

鳥居薬品株式会社

〒103－8439 東京都中央区日本橋本町3－4－1
（トリイ日本橋ビル）
TEL（03）3231－6811／FAX（03）5203－7333
URL https://www.torii.co.jp/
消費者くすり相談窓口 TEL 0120－316－834

日本イーライリリー株式会社

〒651－0086 神戸市中央区磯上通5－1－28（LILLY PLAZA ONE BLDG.）
TEL（078）242－9000
URL https://www.lilly.co.jp/
消費者くすり相談窓口 TEL 0120－245－970 （078）
242－3499

日本化薬株式会社

〒100－0005 東京都千代田区丸の内2－1－1
（明治安田生命ビル）
TEL（03）6731－5200
URL https://www.nipponkayaku.co.jp/
消費者くすり相談窓口 TEL 0120－656－216

日本ケミファ株式会社

〒101－0032 東京都千代田区岩本町2－2－3
TEL（03）3863－1211／FAX（03）3864－5940
URL https://www.chemiphar.co.jp/
消費者くすり相談窓口 TEL 0120－479－321

日本新薬株式会社

〒601－8550 京都市南区吉祥院西ノ庄門口町14
TEL（075）321－1111／FAX（075）321－0678
URL https://www.nippon-shinyaku.co.jp/
くすり相談窓口 TEL 0120－321－822

日本製薬株式会社

〒104－0044 東京都中央区明石町8－1
（聖路加タワー）
TEL（03）5148－7570／FAX（03）5148－7580
URL https://www.nihon-pharm.co.jp/
くすり相談窓口 TEL 0120－00－8414

日本臓器製薬株式会社

〒541－0046 大阪市中央区平野町4－2－3
TEL（06）6203－0441／FAX（06）6203－4661
URL https://www.nippon-zoki.co.jp/
くすりの相談窓口 TEL 0120－630－093

日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

〒141－6017 東京都品川区大崎2－1－1
（ThinkPark Tower）
TEL（03）6417－2200／FAX（03）5435－2920
URL https://www.boehringer-ingelheim.jp/
DIセンター TEL 0120－189－779

ノバルティス ファーマ株式会社

〒105－6333 東京都港区虎ノ門1－23－1
（虎ノ門ヒルズ森タワー）
TEL（03）6899－8000／FAX（03）6257－3634
URL https://www.novartis.co.jp/
消費者くすり相談窓口 TEL 0120－003－293

ノボ ノルディスク ファーマ株式会社

〒100－0005 東京都千代田区丸の内2－1－1
（明治安田生命ビル）
TEL（03）6266－1000／FAX（03）6266－1800
URL https://www.novonordisk.co.jp/
消費者くすり相談窓口 TEL 0120－180－363

バイエル薬品株式会社

〒530－0001 大阪市北区梅田2－4－9
（ブリーゼタワー）
TEL（06）6133－7000
URL https://www.pharma.bayer.jp/
消費者くすり相談窓口 TEL 0120－106－398

バイオジェン・ジャパン株式会社

〒103－0027 東京都中央区日本橋1－4－1
（日本橋一丁目三井ビル）
TEL（03）3275－1900／FAX（03）3275－1910
URL https://www.biogen.co.jp/
バイオジェン・パートナーコールくすり相談室 TEL 0120－560－086

一般財団法人阪大微生物病研究会

〒565－0871 大阪府吹田市山田丘3－1 大阪大学内
TEL（06）6877－4804／FAX（06）6876－1984
URL https://www.biken.or.jp/
メディカルアフェアーズ室 TEL
（06）
6877－4810

久光製薬株式会社

〒841－0017 佐賀県鳥栖市田代大官町408
TEL（0942）83－2101／FAX（0942）83－6119
URL https://www.hisamitsu.co.jp/
お客様相談室 TEL 0120－133250

ファイザー株式会社

〒151－8589 東京都渋谷区代々木3－22－7
（新宿文化クイントビル）
TEL（03）5309－7000
URL https://www.pfizer.co.jp/
製品情報センター TEL 0120－965－485

富士フイルム富山化学株式会社

〒104－0031 東京都中央区京橋2－14－1
（兼松ビルディング）
TEL（03）5250－2600／FAX（03）5250－2606
URL https://www.fujifilm.com/fftc/
消費者くすり相談窓口 TEL 0120－502－620

藤本製薬株式会社

〒580－8503 大阪府松原市西大塚1－3－40
TEL（072）332－5151／FAX（072）334－6757
URL http://www.fujimoto-pharm.co.jp/
消費者くすり相談窓口 TEL 0120－425－171

扶桑薬品工業株式会社

〒536－8523 大阪市城東区森之宮2－3－11
TEL（06）6969－1131／FAX（06）6969－2341
URL https://www.fuso-pharm.co.jp/
消費者くすり相談窓口 TEL
（06）
6964－2763

ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社

〒163－1328 東京都新宿区西新宿6－5－1
（新宿アイランドタワー）
TEL（03）6705－7000
URL https://www.bms.com/jp
患者さん専用ダイヤル TEL 0120－363－959

丸石製薬株式会社

〒538－0042 大阪市鶴見区今津中2－4－2
TEL（06）6964－3100／FAX（06）6965－5721
URL https://www.maruishi-pharm.co.jp/
消費者くすり相談窓口 TEL 0120－014－561

マルホ株式会社

〒531－0071 大阪市北区中津1－5－22
TEL（06）6371－8876／FAX（06）6371－2855
URL https://www.maruho.co.jp/
製品情報センター TEL 0120－458－712

株式会社ミノファーゲン製薬

〒160－0023 東京都新宿区西新宿3－2－11（新宿三井ビルディング二号館）
TEL（03）5909－2323／FAX（03）5909－0023
URL http://www.minophagen.co.jp/
くすり相談窓口 TEL
（03）
5909－2322

Meiji Seika ファルマ株式会社

〒104－8002 東京都中央区京橋2－4－16
TEL（03）3273－6030／FAX（03）3281－7046
URL https://www.meiji-seika-pharma.co.jp
くすり相談室 TEL 0120－093－396 （03）
3273－3539

メルクバイオファーマ株式会社

〒153－8926 東京都目黒区下目黒1－8－1
（アルコタワー）
TEL（03）6756－0800／FAX（03）6369－8707
URL https://www.merckgroup.com/jp-ja
メディカル・インフォメーション TEL 0120－870－088

持田製薬株式会社

〒162－0845 東京都新宿区市谷本村町1－1
TEL（03）3358－7211／FAX（03）3358－7887
URL https://www.mochida.co.jp/
くすり相談窓口 TEL 0120－189－722

株式会社ヤクルト本社

〒105－8660 東京都港区海岸1－10－30
TEL（03）6625－8904／FAX（03）6747－8028
URL https://www.yakult.co.jp/
くすり相談室 TEL 0120－058960

ヤンセンファーマ株式会社

〒101－0065 東京都千代田区西神田3－5－2
TEL（03）4411－7700／FAX（03）4411－5031
URL https://www.janssen.com/japan/
メディカルインフォメーションセンター TEL 0120－183－275

ユーシービージャパン株式会社

〒160－0023 東京都新宿区西新宿8－17－1
（新宿グランドタワー）
TEL（03）6864－7500
URL https://www.ucbjapan.com/
ユーシービーケアーズコンタクトセンター TEL 0120－093－189

わかもと製薬株式会社

〒103－8330 東京都中央区日本橋本町2－2－2
TEL（03）3279－0371／FAX（03）3279－6450
URL https://www.wakamoto-pharm.co.jp/
お客様相談室 TEL
（03）
3279－1221
（2022 年 4 月 1 日現在／73社）
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コード・コンプライアンス推進委員会

製薬協会員会社におけるコンプライアンスの推進を図るとともに、
製薬協コー
ド・オブ・プラクティスを管理運営し、且つ会員会社のコード遵守推進活動を
支援します。

製品情報概要審査会

医療用医薬品の適正な使用のために、会員会社が作成した医療用医薬品の製品
情報概要および専門誌広告等のプロモーション用資材を自主審査します。

産業政策委員会

医薬品業界を取り巻く環境の変化に迅速に対応するため、産業振興、イノ
ベ ー シ ョ ン 推 進、税 制、医 薬 品 関 税 撤 廃 ※ 等 に つ い て 課 題 検 討 や 政 策 提 言
を行うほか、
常設委員会で対応できない課題等について対応策を検討します。
※ International Trade Committee

理

医療品流通の透明化・効率化の実現に向け、様々な課題に対して、関係諸
団体や行政との協議を通して、課題解決に取り組み、製薬協としての政策
提言を行います。

医薬品評価委員会

医 薬 品 の 研 究、開 発、市 販 後 安 全 対 策・適 正 使 用 お よ び メ デ ィ カ ル ア フ ェ
アーズ活動を推進するため、これら各活動での技術・規制等に関する検討を
行い、政策提言および啓発活動を行います。

品質委員会

医 薬 品 GMP、医 薬 品 製 剤 の 製 造 技 術 お よ び そ の 特 性 評 価 関 連 事 項 を 調
査・研究するとともに、医薬品の品質に対する信頼性向上を図るための方策
を定め、
これを積極的に推進します。

バイオ医薬品委員会

バイオ医薬品の研究開発促進のための基盤整備に係る政策提言を行いま
す。また、バイオ医薬品の研究・開発から生産・市販後に至る技術的諸課題に
ついての調査・研究を行い、行政等に対して改善等の提言を行います。

薬事委員会

薬機法の制度運用上の諸問題や医薬品の承認審査、安全対策等に係る薬事規制
の諸事項について調査検討し、研究開発型製薬企業の立場から企業活動の効率
化や承認審査の迅速化等、
各種薬事行政に関する政策提言活動を行います。

知的財産委員会

我が国の製薬業界が国際経済社会の中で競争力を維持し、発展を続けていく
ために、日本国のみならず世界の知的財産制度に関して、関係省庁および他団
体と連携し、
積極的に政策提言を行います。
また、
ライフサイエンス分野における
知的財産問題の理解促進のために情報発信を行います。

研究開発委員会

研究段階から非臨床試験および臨床試験に係る重点課題に対する情報収集と
共有、AMED・省庁に対する施策提言、
オープンイノベーションの推進を通じて、
会員会社の効果的な創薬R&Dの実現を目指します。

国際委員会

国 際 展 開・国 際 協 調・グ ロ ー バ ル ヘ ル ス へ の 貢 献 の 3 つ の 視 点 よ り、各 国
の規制当局・製薬団体ならびに国際製薬団体連合会（IFPMA）との連携を
深め、業界・会員会社が抱える国際的課題解決のための活動を行います。

広報委員会

医薬品と製薬産業の認知向上と正しい理解を得るための活動を展開します。
また、製薬協が主張する政策提言の実現に向け、積極的な広報活動を推進し
ます。

患者団体連携推進委員会

患者団体と積極的に意見交換を行って相互理解を図り、患者視点に立った取り
組みを検討し、
患者団体とのより良い協働を図ります。また、
「企業活動と患者団
体の関係の透明性ガイドライン」
の周知徹底に努めます。

事
会

会

常任理事会

総

流通適正化委員会

企画政策会議

ICHプロジェクト

医薬品規制調和国際会議（ICH）に参画し、共通のガイドライン作成等によっ
て医薬品開発の迅速化・効率化を図る活動を実施します。また、会議報告
会、新ガイドラインの説明会等を開催します。

APACプロジェクト

アジア製薬団体連携会議（APAC）は「革新的な医薬品をアジアの人々に速やか
に届ける」というミッション実現に向け、課題抽出や提言を行うため、
アジアの
13の研究開発型製薬団体からなるプラットフォームです。定められたテーマに
関し、
関連するワーキンググループ並びにタスクフォース各々の調査・検討を
通し、官・アカデミアも交えて議論することで、ミッション達成に向けた成果
創出を目指します。

くすり相談対応検討会

国民への医薬品情報提供および企業くすり相談窓口の在り方等を検討・提言
することで、提供情報への信頼性および相談先としての認知度の向上を図り、
「患者参加型医療」
に貢献します。

環境問題検討会

地球環境保護に関連する諸問題についての対応を推進するための施策の検討
を行い、
環境保護活動の推進を目指します。

医薬産業政策研究所

製薬産業が社会に貢献し、健全な発展を遂げるために、中長期的な視点で、
総合的な政策研究や各種課題に対応した調査研究を行い、製薬産業内外に
対してその内容を発信します。
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