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さらなるステップアップに向けて
創薬機能の再構築を中心とした新薬事業を
強化するために、川崎研究所を「湘南ヘルス
イノベーションパーク（湘南アイパーク）」へ移転。

東京証券取引所 
市場第一部に
指定替え

19931993

あすか製薬の100年年、、そしてその先へ

事業基盤を確立して株式上場
戦争により焼失した本社・工場を戦後、新体制
で再建。研究、生産設備の新設、営業体制の
拡充により、新製品を相次ぎ開発、上市。動
物薬事業にも取り組む。1955年に東京証券
取引所に上場。
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あすか製薬

ホールディングス
誕生

ホルモン製剤の 
研究・製造・販売 
からのスタート

1920
私たちのあゆみ
あすか製薬の創立から100年余。私たちは、ホルモン製剤のパイオニアとして事業を
展開し、発展してきました。医療用医薬品（あすか製薬）、動物用医薬品（あすかア
ニマルヘルス）や検査事業（あすか製薬メディカル）とともにホールディングス体制
となった当社は、これからも社会に貢献すべく、“トータルヘルスケアカンパニー ”
へと進化を遂げてまいります。

製薬企業として創立
1920年、横浜市南吉田町に、創業者 山口
八十八が帝国社臓器薬研究所を創設。動物
の臓器から有用な医薬品を創り出すという独
創的な発想により、ホルモン製剤の研究・製
造・販売を開始。1936年、高津工場(旧 川崎
研究所)を開設。
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経営の多角化と大型新製品の上市
「内科」「産婦人科」「泌尿器科」を重点3領域
とし、スペシャリティファーマとしてのポジショ
ニングを強化。臨床検査事業、医薬品原料・
食品・医療器具などの事業にも取り組む。
1980年、いわき工場を開設。1997年、ドイツ・
フランクフルトに国際駐在員事務所を開設。
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あすかアニマルヘルス株式会社の誕生
あすか製薬（旧 帝国臓器製薬）のアニマルヘルス
事業を分社化して設立。繁殖・免疫と栄養をテー
マに事業展開。

「知ることは、自分を守ること」　
あすか製薬の創立100周年を記念し、
社会貢献活動の一環として「女性のための
健康ラボMint+」を設立。
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あすか製薬株式会社の誕生
2001年、本社ビルを竣工。2005年にグレラン
製薬株式会社と合併し、「あすか製薬株式会社」
が発足。新薬への展開を強化するとともに、
ジェネリック医薬品事業にも本格的に参入。
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株式会社あすか製薬メディカルの誕生
株式会社メディカル・システム・サービス神奈川を
前身に、改称・合併を経て設立。2020年「湘南ヘ
ルスイノベーションパーク」（神奈川県藤沢市）に
移転し、検査事業に特化。



あすか製薬
ホールディングス

あすか製薬

あすか
アニマルヘルス

あすか製薬
メディカル

先端の創薬を通じて 
人々の健康と
明日の社会に貢献する

 経営理念

医薬品業界を取り巻く
環境変化に対応し、
企業価値の向上を
追求するため、
「トータルヘルスケアカンパニー」
を目指します

あすか製薬ホールディングス株式会社あすか製薬ホールディングス株式会社
代表取締役社長代表取締役社長　　
山口  隆山口  隆

企業価値の向上を一層追求すべく、
ホールディングス体制でさらなる発展と成長を

2021年4月、私たちは持株会社体制へと移行し、あすか製薬ホール

ディングス株式会社として新たにスタートいたしました。

ホールディングス化に伴い柔軟な組織体制の構築と迅速な意思決定だ

けでなく、より一層のガバナンス体制強化により、グループ全体のさらな

る持続的な成長を実現いたします。

あすか製薬ホールディングス株式会社においては、既存の事業を軸に「予

防、検査・診断、治療、予後」のヘルスケア市場全体にわたり、国内外にお

いて事業を展開する「スペシャリティファーマを基盤とするトータルヘルス

ケアカンパニー」を目指してまいります。

皆さまには、挑戦し続けるあすか製薬ホールディングス株式会社に変わ

らぬご理解とご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。



産婦人科
領域

泌尿器科
領域

内科領域
（消化器・甲状腺）

先端の創薬を通じて 
人々の健康と
明日の社会に貢献する

あすか製薬

中核子会社であるあすか製薬株式会社は医療用
医薬品、特にホルモン製剤を中心に、3つの領域に
重点をおいて事業を展開しています。
なかでも産婦人科領域では、子宮筋腫治療薬をはじめ
幅広いラインアップにより、ライフスタイルの変化や女
性のライフステージに寄り添い、いきいきと健やかに
毎日を生きる女性の健康を守るリーディングカンパ
ニーであり続けます。また、「知ることは、自分を守る
こと」をキーメッセージに掲げる「女性のための健
康ラボ Mint+」を立ち上げて、さまざまな症状・疾患
に関する啓発活動を行っています。
内 科 領 域では、1922 年 に発 売した甲 状 腺 薬 は
約100年を経た現在でも販売・展開を続けています。
また、2016年にオーファンドラッグとして発売した
肝 性 脳 症 治 療 薬 は、『 肝 硬 変 診 療 ガイドライン

2020＊』において推奨薬として記載されています。
いずれの薬剤もメディカルニーズに応えてまいりま
した。
これからも、高い専門性を活かし、創薬パイプライン
の拡充、高 品 質な医 薬 品 の 安 定 供 給、適 切な情
報 収集・提供を続けることで、人々の健康とQOL

（Quality of Life）の向上に貢献し、社会に確か
な価値を届けることに注力します。
＊ 日本消化器病学会・日本肝臓学会編集『肝硬変診療ガイドラ

イン2020（改訂第3版）』（発行：株式会社南江堂）

あすかアニマルヘルス株式会社は、動物用医薬品事業
と動物用飼料添加物事業の二本柱で事業を展開し、
わが国の食糧自給の基礎となる畜産および水産物
の生産性の維持向上、さらにはイヌおよびネコなど
のコンパニオンアニマルの健康維持に有用な動物用
医薬品などの研究・開発、製造、輸入、販売を通じ
て、生産農家や獣医療関係者の皆さまに貢献してい
ます。
特に畜水産分野では、当社の強みである“繁殖・免
疫と栄養”をテーマとして取り組み、主力製品の繁
殖用ホルモン剤やアミノ酸などの活用により、畜水
産物の生産性向上の一助となるべく取り組んでいま
す。
消費者の最大のニーズは食の安全であり、消費者の
皆さまが安心して食することができるよう弛まぬ努
力を続けることで、人と動物が共生できる社会づくり
に貢献するという、会社の企業理念を追求し続けます。

株式会社あすか製薬メディカルは、これまでに培っ
た高度な技術と豊富なノウハウを活かし、ステロイ
ドホルモンをはじめとする生理活性物質の測定（検
査事業）を中心に、基礎研究、臨床研究、診断など、
幅広い分野への貢献を目指しています。特に、当社
独自の技術により精度・感度を高めた液体クロマト
グラフィー・タンデム型質量分析（LC-MS/MS）を
活用した測定法の開発により、皆さまのニーズに
応じたさまざまな検体測定を受託しています。非侵
襲的な毛髪診断では、あすか製薬のヘルスケア事業
と協業することで事業の拡充を図ります。
予防医療、未病改善の重要性が高まるなか、検査
ニーズはますます多様化し、より広範な領域にわたる
高精度の検査が求められています。これらのニーズ
に対して真摯に応えていくことで、企業価値の向上を
目指していきます。

ホルモン製剤のパイオニアとして
人々の健康とQOLの向上に貢献します

人と動物が共生できる
社会づくりに貢献します

最新の測定技術を通して
豊かな健康社会づくりに貢献します

あすかアニマルヘルス あすか製薬メディカル

内因性ホルモン 
微量測定 毛髪診断コンパニオン

アニマルヘルス畜水産分野



 あすか製薬ホールディングスのサステナビリティ

 拠点情報
あすか製薬ホールディングス株式会社
あすか製薬株式会社

〒108-8532
東京都港区芝浦二丁目5番1号

〒108-0023
東京都港区芝浦二丁目15番6号
オアーゼ芝浦MJビル４F 

あすかアニマルヘルス株式会社

〒251-8555
神奈川県藤沢市村岡東二丁目26番1号
湘南ヘルスイノベーションパーク内

株式会社あすか製薬メディカル

私たちの使命は、ESGの観点から「SDGs（持続可能
な開発目標）」を踏まえた活動を通じて、時代のニーズ
に合った医療用医薬品の提供を中心に、動物用医薬
品事業、検査・診断事業を含めたトータルヘルスケア
カンパニーとしてステークホルダーの皆さまのお役に
立つとともに、持続可能な社会の実現に向け貢献する
ことです。
また、ホールディングス体制への移行と合わせて、ESG
委員会を設立しました。今後、グループ全体で取り組む
重要課題（マテリアリティ）を適宜精査し、経営理念の実現
と中長期的な企業価値の向上、そして、ステークホルダー
の皆さまとの信頼関係を深めるべく尽力してまいります。

経営理念「先端の創薬を通じて 人々の健康と明日の社会に貢献する」を実現するため、ホルモン（製品、研究など）に関連
する分野を中心にニッチなメディカルニーズに対応しています。
医療用医薬品、動物用医薬品の研究・製造・販売、ホルモン検査の研究・受託を通じ、持続的な成長を目指しています。

医療用医薬品、動物用医薬品の研究・製造・販売、ホルモン検査の研究・受託を通じて、高品質・安定供給を維持するた
めに、グループ企業それぞれにおける、品質保証体制と安全監視体制の継続的な強化に取り組んでいます。

あらゆる差別のない社会・企業の実現に向け、グループ企業それぞれにおいて社員の尊厳を守りながら一人ひとりが最大
限に力を発揮し合える職場づくりを進めています。
特に製薬では、ホルモン製剤を中心によりよい医薬品を提供することで、女性のライフデザインやリプロダクティブヘルス
へのサポートを通じて、女性のQOL向上に貢献しています。

畜水産分野において“繁殖・免疫と栄養”をテーマとして動物用医薬品・飼料添加物の販売を通じて、日本の食料自給の
基礎となるべく、畜水産物の生産性向上に取り組んでいます。
繁殖用ホルモン製剤やアミノ酸などを用いた、高純度・高品質の製品を提供することで、全国の生産者・獣医療関係者を
支援しています。

すべての事業活動を対象に、環境の保護と環境負荷の継続的低減を目指し、エネルギー使用量の減少、廃棄物の削減・
再利用の促進、大気汚染・水質汚濁・化学物質などの排出抑制に取り組んでいます。

研究アライアンス活動およびアカデミアや外部機関との協働、産官学連携による研究開発活動の促進による創薬パイプラ
インの拡充に取り組んでいます。
当社の歴史が根ざしたホルモン関連物質による健康生活の課題解決（QOL向上や予防など）に向けて、よりよい医薬品・
医療の開発を進めています。

あすか製薬ホールディングスが主に取り組むSDGs

患者さま・医療関係者の皆さま

地域社会の皆さま 株主・投資家の皆さま

社員の皆さま お取引先の皆さま

高品質な医薬品を安定的に提供するとともに、適切な医薬情報活動を
行います。また、革新的で独創的な医薬品を開発することで広く社会
に貢献します。

社会から信頼されるよき企業市民を目指し、
環境保全や地域とのコミュニケーションを推進
します。

公正・適時適切な情報開示を行うとともに、
安定的な利益還元に努めます。また、経営の
健全性を確保し、企業価値の継続的な向上に
努めます。

当社では、企業活動を推し
進めていく原動力は「人材」
であると考えています。社員
が安心して働くことができる
職場を確保し、多様性を尊重
しながら能力を発揮できる
有機的なフィールドを提供
します。

お 取 引 先 さまとの 関 係 を
良 好・健 全 に 保 つ た め に、
対等な関係を築き、不当な
不利益を及ぼさないように
努めます。



〒108-8532

東京都港区芝浦二丁目5番1号

TEL  03-5484-8845（代）

https://www.aska-pharma-hd.co.jp/
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