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わたしたちは、先進・独自の技術をもって、最高品質
の商品やサービスを提供する事により、社会の文
化・科学・技術・産業の発展、健康増進、環境保持に
貢献し、人々のクォリティ オブ ライフのさらなる向
上に寄与します。

わたしたちは、先進技術・独自技術の融合、差別化技
術の創出により、新たな価値を創造し、お客さまに満
足と信頼をいただける最高品質の商品、サービスを
提供し続けていきます。

そして、それによって、従来規定してきた『映像と情
報』の範疇を超え、社会の文化・科学・技術・産業の発
展、さらに、人々の健康や地球環境の保持にも貢献
していきます。

その継続的な企業活動が、「世界中の人々が、物質
面だけではなく精神面の豊かさや、充実感、満足感
を持ちながら人生を過ごしていける」社会の実現に
大きく寄与することを使命ととらえ、新たな企業理
念を定めています。

企業は、公正な競争を通じて利潤を追求すると同時
に、広く社会にとって有用な存在でなければならな
い。そのため富士フイルムグループは、次の5原則に
基づき、国の内外を問わず、事業活動の展開にあたっ
ては、人権を尊重し、すべての法律、国際ルールを順
守し、またその精神を尊重するとともに社会的良識を
もって、持続的発展に向けて自主的に行動する。

　1.  信頼される企業であり続けるために
　2.  社会への責任を果たすために
　3.  あらゆる人権を尊重するために
　4.  地球環境を守るために
　5.  社員が生き生きと働くために

経営トップは、本憲章の精神の実現が自らの役割で
あることを認識し、率先垂範の上、社内・グループ企
業に徹底するとともに、取引先に対して周知させる。
また、社内外の声を常時把握し、実効ある社内体制の
整備を行うとともに、高い倫理観の涵養に努める。本
憲章に反するような事態が発生したときには、経営
トップ自らが問題解決にあたる姿勢を内外に明らかに
し、原因究明、再発防止に努める。また、社会への迅速
かつ的確な情報公開と説明責任を遂行し、自らを含
めて厳正な処分を行う。

［富士フイルムグループ企業行動規範］
 http://www.fujifilmholdings.com/

ja/about/philosophy/law/index.html

富士フイルムグループの考えるCSRとは、誠実かつ
公正な事業活動を通じて企業理念を実践し、ビジョ
ンを実現することにより、社会の持続可能な発展に
貢献することです。

わたしたちは、

1. 経済的・法的責任を果たすことはもとより、さら
に、社会の要請にこたえるよう、企業市民として、
社会における文化・技術の発展や環境保全に寄
与していきます。

2. わたしたちのCSR活動が、社会の要請や期待に
適切にこたえているか、その活動が的確に実施
されているか、ステークホルダー（お客さま、株
主・投資家、従業員、地域社会、取引先など）との
対話などを通して、常に見直していきます。

3. 事業活動に対する説明責任を果たすため、積極
的に情報開示を進め、企業の透明性を高めます。

オープン、フェア、クリアな企業風土と先進・独自の
技術の下、勇気ある挑戦により、新たな商品を開発
し、新たな価値を創造するリーディングカンパニー
であり続ける。

わたしたちは、誠実・率直な客観的事実認識と合理
的判断のできるオープン、フェア、クリアな職場風土
を作り上げ、常に勇気をもって挑戦していきます。

わたしたちは、このような企業風土のもとで、当社の
持つ先進技術・独自技術をさらに磨き、お客さまに
満足と信頼をいただける新たな商品、サービスを開
発し、新たな価値を創造し続ける企業、フロンティア
として常に先頭を走る活力に満ちた企業であり続け
ます。
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特集　クォリティ オブ ライフの向上
Part 1　ヘルスケア事業の取り組み

総合ヘルスケアカンパニーとして一層の飛躍を
図るために2010年6月に誕生した医薬品事業部
は、2つの役割を持っています。それは富士フイル
ムの医薬品事業の拡大と医薬品グループ会社の
一体運営です。

医薬品事業の拡大のために、海外事業展開の
推進、M&Aやライセンス戦略の立案実行、グルー
プ間の研究開発の機能の強化といった、富士フイ
ルムグループの医薬品事業の基本戦略を立て、そ
して事業ドメインの設定と新しいビジネスモデル

特長ある医薬品事業展開のために
富士フイルム医薬品事業部の役割と体制 を構築しています。

次に、医薬品グループ会社の一体運営のため
に、事業計画や研究・生産の管理、薬事や品質保
証体制の管理を通じ、本社機能としてのグループ
一体運営体制の構築を行っていきます。富士フイ
ルムグループの一体感の醸成、全体最適といった
考え方に基づき、「R&D委員会」「生産体制委員会」

「ライセンス委員会」「薬事委員会」「医薬品グルー
プ会社連絡会」といった各種委員会や連絡会を設
置しています。

富士フイルムの技術リソースと関連会社の特性
を活かし、グループ総力を結集し特長ある医薬品
事業を展開していきます。

富士フイルムグループは、2008年に富山化学工業をグループに迎え入れ、医薬品事業に本
格参入しました。2010年度は、「総合ヘルスケアカンパニー」として加速を始めるための、ダイ
ナミックな変革の一年であったといえます。2010年6月には、医薬品事業全体を統括する医薬
品事業部が誕生。また、医薬品研究所とライフサイエンス研究所を統合し、医薬品・ヘルスケア
研究所が発足しました。付加価値の高いジェネリック医薬品の開発・販売を手がける富士フイル
ムファーマの事業開始、再生医療のパイオニアであるジャパン・ティッシュ・エンジニアリングと
の資本提携など、垣根を越えた医薬品事業の体制づくりが進行しました。

医薬品事業への本格参入から2年を経て、
富士フイルムグループは総合ヘルスケアカンパニーとして
飛躍しようとしています。
富士フイルム、富山化学工業、富士フイルムRIファーマ、
そして富士フイルムファーマといったグループ企業間の
連携をさらに深め、先進・独自技術を追求していきます。

深化するグループの
連携によって
新たな価値を創生

ヘルスケア事業の取り組みPart 1

「総合ヘルスケアカンパニー」船出の1年

富士フイルム先進研究所

富士フイルム医薬品事業部と各グループ会社

富士フイルムグループの研究開発体制



やりたい
（ミッション）

やるべきやれそう

経営資源

（ニーズ／戦略）（シーズ）

● ブランド力
● 近代経営力
● 技術力
● 販売力

合理性

情熱／夢
使命感

起業家精神

● 市場性
● ユーザーニーズ
● 差別性
  （価値の創生）
● 企業戦略

富山化学の新薬
インフルエンザ治療薬

T-705

従来のインフルエンザ
治療薬と異なり

ウイルスの増殖そのものを
抑える画期的な新薬
（PhaseⅢ）

富士フイルムの
診断薬

+ 高感度
イムノクロマト法

写真の増幅技術を活用、
従来品より100倍高感度
感染初期の診断が可能

診断と医薬とを一体化した
先進的な医療システム
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特集　クォリティ オブ ライフの向上
Part 1　ヘルスケア事業の取り組み

「総合ヘルスケアカンパニーへ」という大きな構
想を抱きつつ、私たちは得意分野にフォーカスし、
ビジネスの効率とスピードを上げていく必要があ
ります。そのため、事業部では企業、部門を横断し
た数々のプロジェクトが進行し、すでに成果を上
げています。

例えば、先進的なインフルエンザ治療システム
の開発。これは、富山化学工業が開発したウイル
スの増殖を抑える新薬T-705と、富士フイルムの
写真増幅技術の応用による高感度の診断薬を組
み合わせたシステムです。その他、がん、中枢神
経疾患、炎症などの先進治療、FTD技術を付加し
て機能を高めたジェネリック薬の研究開発が、医
薬品・ヘルスケア研究所を中心とし、活発に行われ
ています。

一方、薬事法の異なる海外で治験を行い、今後
広く海外市場に展開するため、海外拠点の整備を
積極的に進めています。

誕生したばかりの医薬品事業部が力強く動き始
めた背景には、グループ内の活発な人材交流があ

新規事業の立ち上げには「やれそう」「やるべき」
「やりたい」の三条件が必要ですが、私たちが大き
く舵を切った理由はまさにこの三つがそろったか
らといえます。
「やれそう」は、企業体の潜在力です。富士フイ

ルムは創業間もない1936年より、レントゲン写真
のフィルムを通じて医療と関わってまいりました。
現在は医療用画像情報ネットワークシステムを提
供し、国内トップシェアを誇るなど、医療現場との
太いパイプがあります。

また、写真技術と製薬技術には、ファインケミカ
ル※という点で親和性があります。私たちは写真
フィルム事業などを通じて生み出してきた独特の
化合物ライブラリーを有しており、その総数は20
万種を数えます。その中には、抗腫瘍性を持つ色

富士フイルムファーマは、主に医薬品事業の開
発・販売を担う会社として、2010年4月にスタートし
ました。170品目を超えるジェネリック医薬品の販
売を皮切りに、11月には自社ブランドのジェネリッ
ク医薬品5品目を販売し、取引顧客数は10,000を
超えました。富士フイルムブランドへの市場の信頼
感は絶大なものがあると実感しています。

富士フイルムでは「一度きりのシャッターチャン
スを逃さない」という精神で、自主基準による厳し
い品質管理を行ってきました。自らを律して高品
質を実現する文化は医薬品事業にも引き継がれ、
富士フイルムファーマでは「原材料」「製造工程」

「情報」といった３つの品質に重点を置いて品質保
証に取り組んでいます。

私たちがジェネリック医薬品に目をつけた理由
は、富士フイルムの先端技術のうち医薬品に適用
できるFTD技術により、付加価値の高い医薬品を
開発しようと考えたからです。現在、富士フイルム

一流どうしの人材交流により
「オンリーワン」の医薬品を写真フィルム技術と医療の親和性

新たなる価値創造を目指して

富士フイルム
取締役・常務執行役員
医薬品事業部長

富士フイルム
ホールディングス株式会社
取締役

戸田 雄三

医薬品事業部の目指す姿

富士フイルムファーマの取り組み

ります。例えば富山化学工業は、素材の新薬への
可能性を判断する優れた「目利き」の面を持ち、発
売までの最短距離を見極めるシャープな研究者
集団であり、数々の独創性あふれる新薬を生み出
してきました。富士フイルムファーマには、製薬業
界を知り尽くし、かつチャレンジ精神あふれる人材
が集まっており、開発・販売のプロといえます。
各々が質の違う一流どうしであり、切磋琢磨し合う
ことで新たなシナジー効果が生まれます。オン
リーワンの新薬開発に向け、まさに最強の布陣が
できたと自負しています。

私たちは、異業種であるからこそ、既存の製薬
企業にはない独創的な視点で医薬品の研究開発
に努め、人々のクォリティ オブ ライフのさらなる
向上に貢献してまいります。

素など、医薬品としてのポテンシャルを持つもの
が少なからず存在します。また、皮膚や軟骨、靭帯
などの主成分であるコラーゲンはフィルムの基材
であり、コラーゲンの作成技術は再生医療への応
用が期待できます。高度な乳化・分散を可能にす
る独特のナノテクノロジーは、化合物を適切な形
で目的の部位へ、適切な量・タイミングで届ける
FTD（Formulation Targeting Delivery）技術
に応用が可能です。厚さ約18ミクロンのフィルム
には、100種もの化合物が使われており、その複
雑な相互作用により、はじめて商品として機能しま
す。写真フィルムに蓄積された膨大な技術は、ま
さに宝の山です。この技術を過去の遺産とせず、
親和性の高い医療分野に役立てることは、私たち
の使命といえるかもしれません。
「やるべき」は、いいかえれば市場性です。高齢

化が進む中、医療費の増大が社会問題となり、医
療に対するニーズや健康観も大きく変化しつつあ
ります。これからは、医療を「予防・診断・治療」の大
きな枠組の中で考えていく必要があり、富士フイ
ルムグループはそのいずれにも貢献する技術を
もっています。年々、新薬の開発数が減少の一途
を辿っている今こそ、技術ポテンシャルを持ちな
がら異業種であるという、私たちのようなプレー
ヤーが求められているのではないかといった思い
がありましたが、外部から新規参入へのエールを
いただくたび、それを強くしました。
「やりたい」はすなわち使命感と情熱です。独創

的な技術で、医療を変革していこう—医薬品事
業部には今、そんな気概があふれています。

の医薬品・ヘルスケア研究所と協働で、従来の医
薬品より品質や有効性を向上させた新製品の開
発に向け取り組んでいます。

近年、画期的な新薬が世に出にくくなっており、
医薬品業界では閉塞感が広がっています。そんな
中、富士フイルムファーマには、「何か新しいこと
が始まるのではないか」という期待を持った様々
な人材が集結してきています。今までの常識にと
らわれない「まっさら」な会社風土に、多様なメン
バーの知恵を集結することで、新たな価値が生ま
れるのではないでしょうか。

富士フイルムファーマは、将来的にはジェネリッ
ク薬から新薬まで手がける総合医薬品会社を目指
します。

「やれそう」「やるべき」「やりたい」の相関
富士フイルムグループが提供する  
インフルエンザ治療に関する解決策

※ ファインケミカル…素材を加工して付加価値を付けた精密化学品

富士フイルムファーマ
製品統括部長（取材当時）

※2011年7月1日付
富士フイルム

医薬品事業部 担当課長

村上 秀樹
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特集　クォリティ オブ ライフの向上
Part 1　ヘルスケア事業の取り組み

私は医薬品・ヘルスケア研究所の設立に先立
ち、2008年から1年間、富山化学工業に出向しま
した。研究者たちと机を並べて仕事をしてみて、
写真フィルムと製薬の仕事には、質的に大きな共
通点があることを実感しました。例えば、品質管理
の方法です。フィルムは多様な化学物質の相互作
用によって成り立つ製品であるゆえに、極めて精
密なワークフローによって再現性を保っており、そ
の手法は医薬品の繊細な検査法に通じるものが
ありました。

一方、フィルムのようなコンシューマー製品は、
市場に出た後もモデルチェンジを重ね、毎年のよ
うに新製品が発表されるのに比べ、医薬品は承認
までに膨大な時間と予算がかかるため、一度完成
した新薬は、以後ほとんど改良されることがあり
ません。安全性を厳しく追求する製薬の文化に、
最終ユーザー目線で改良を続ける文化をミックス
することにより、ジェネリック薬の分野などで新た
な可能性が開けるのではないか。そのような手応
えを得ました。

現在、医薬品・ヘルスケア研究所では、抗がん
剤、中枢神経疾患、炎症、FTD技術の研究、再生医
療などの領域で複数のプロジェクトが走っており、
富山化学工業と富士フイルムの研究者が互いの
得意分野を生かし、協力して研究を進めています。

研究所の運営に当たり、私たちが苦心したのは
マネジメントです。写真フィルム事業においては、
先輩が後輩に伝えるべき技術やノウハウが膨大に

蓄積されていたこともあり、連絡、報告、相談をこ
まめに行う文化が根づいていました。しかし、現在
は、高度に先進的なプロジェクトの研究内容を、マ
ネジャーがすべて詳細まで把握することは不可能
です。そのため、研究方法からスケジューリングま
ですべてプロジェクトチーム主導で行い、2カ月に
一度のレビュー会議で、各チームが成果発表を行
う形式をとっています。自ら設定した期日までに一
定の成果を出せなければ、プロジェクト自体が解
散となる場合もあるので、レビュー会議直前のラ
ボは特に活気にあふれ、20代、30代の研究者たち
が先頭で頑張っています。

不必要な会議や書類提出をできるだけなくすか
わりに、一刻も早い新薬完成にグループ全体の命
運がかかっていること、その「危機」と「使命」につ
いて、ことあるごとに研究者たちに伝えています。
マネジャーの役割は、子細な指示を出すことでは
なく、メンバーのモチベーションを上げ、進むべき
方向のベクトルを合わせて、誰も真似のできない

「新薬」のかたちに結実させることです。部門を越
えたコラボレーションはさらに進みつつあり、
2011年度早々には、グループ全体の研究者を結
集した技術交流大会を開催する予定です。

これからも、私たちは総力をあげて独創的な新
薬開発に取り組んでいきます。

異分野の研究者ネットワークが
ブレイクスルーを生む

ひらめきを形にする
「スピード」と「逞しさ」の融合

手法と技術のダイナミックな融合
 〈研究の現場から〉医薬品・ヘルスケア研究所  医薬品・ヘルスケア研究所の取り組み

富士フイルム
医薬品・ヘルスケア研究所
主任研究員

藤原 秀安

富士フイルム
医薬品・ヘルスケア研究所
研究員（富山化学工業より出向）

末広 貴史

医薬品・ヘルスケア研究所
所長

横川 拓哉

藤原秀安主任研究員（左）、末広貴史研究員（右）

抗がん剤や自己免疫疾患治療薬の新薬を見据
えたプロジェクトに所属し、有機合成を担当してい
ます。メンバーは富士フイルムと富山化学工業の
混合ですが、技術の軸は共通、各々が独自の手法
を持っているので、協力し合うことで仕事が迅速
に進んでいます。富山化学工業とのコラボレー
ションによって、新薬候補物質の効果を評価する
薬理、毒性試験や臨床試験といった新薬を市販す
るまでの道筋が見え、モチベーションが上がりま
した。研究所設立以前に富山化学工業に出向しま
したが、実験や承認手続きのノウハウにおいて頼
りになる仲間が多く、その当時の人脈に何度も助
けられています。研究者同士のネットワークが、困
難を乗り越えるブレイクスルーを生むのですね。

ここには解析技術センターや画像技術セン
ター、安全性評価センターといった基礎技術セン
ター群が併設されているので、最新鋭技術による
解析データを迅速に得られます。グループならで
はの強みですね。放射線医薬品のパイオニアであ
る富士フイルムRIファーマとも共同研究したい
テーマがあります。グループ内の連携と交流は、
今後さらに進めていくべきです。この恵まれた環
境をフルに活用して、一刻も早く、有力な新薬候
補を出したいですね。

この研究所の立ち上げ時から出向し、器具の購
入から実験棟の設計まで関わりました。中途採用
者も多かったので、まずは共通のルールづくりから
始めました。富士フイルムも富山化学工業も職人
的なプロ集団ですから、雰囲気はよく似ています。
各々がひらめきを自由に形にできるよう、互いのや
り方を認め合う空気はごく自然に生まれました。

違いがあるとすれば「時間とコスト」感覚。富士
フイルムには、クリエイティブな時間をつくり出す
ために、外注や機械の購入によって作業時間を短
縮するという時間管理の考え方が徹底し、それが
スピードにつながっています。一方、富山化学工
業には、POC（Proof of Concept）が明確であれ
ば、これまでに無い独創的な薬剤を創り上げると
いった逞しさがあります。「スピード」と「逞しさ」、
双方の良さを生かすことで、予期せぬ成果が得ら
れるのではないでしょうか。

昼休みを利用し、お弁当を食べながらのプロ
ジェクト横断勉強会も、自然発生的に行われてい
ます。研究成果を発表したい研究者がたくさんい
るのです。この刺激的な環境で、もっともっと面白
いことがやれるのではないか。現場はそんな熱気
に満ちています。

モチベーションを引き出すチーム運営

医薬品事業への本格参入を果たした富士フイルムグ
ループですが、今後、社会の構造変化により、これまでに

はなかった医薬品のニーズが出てくると考えています。そ
のような社会背景のなか、写真フィルム技術をもとにし
た、化合物ライブラリー、クォリティ オブ ライフの向上に
貢献するコラーゲンに関するノウハウ、そして効果的な投
薬、既存の薬の改良が可能になるであろうFTD技術と
いった、3つの強みが富士フイルムグループにはありま
す。これらの強みを軸にして、国内外において新しいマー
ケットをぜひ切り開いていただきたいと考えます。また、
画像技術と創薬技術を融合、つまり薬の効果の見える化
というイノベーションをもって、社会課題の解決に寄与す
ることを期待しています。

ケアの時代に
必要とされる価値創造を

医療法人社団鉄祐会
祐ホームクリニック
一般社団法人
高齢先進国モデル構想会議
理事長 医学博士
武藤 真祐 氏

VOICE
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特集　クォリティ オブ ライフの向上
Part 2　富士フイルムグループの医療IT

近年、医療分野における
ITの活用がますます進んでいます。
富士フイルムグループは、
ITソリューションの提供により、
病院の診療作業の効率化や経営支援のほか、
遠隔医療や地域医療にも貢献していきます。

医療情報の
統合・効率化により
地域医療を変える

富士フイルムグループの医療ITPart 2

診療情報の一元化・ネットワーク化に貢献

富士フイルムは、1936年よりレントゲン写真を
通じて診断の現場と深く関わってきました。現在
では、デジタルＸ線画像診断システムや、内視鏡、
血液診断システムもカバーしています。これらす
べての診断画像を共有する「SYNAPSE」（医用画
像情報システム）は、国内トップシェアを誇り、医療
機関連携のプラットホームとしても活用されてい
ます。また、病院と診療所のネットワークを確立す
る「C@Rna」（ネットワーク医用サービス）があり、
富士フイルムは、これらのシステムとサービスを

他の医療ITと連携させ、全診療情報を統合したク
リニカルインフォメーションシステム（CIS）へ展開
することを目指しています。こうした取り組みの強
化を目指し、富士フイルムでは、2009年10月に
各機器・システムの開発拠点をまとめたメディカル
システム開発センターを設立しました。

病院での新たな動きとして、紙カルテをはじめ、
多種多様な文書をITで一括管理する、ドキュメン
トIT化ニーズが高まっています。また、各医療機
関のネットワーク化を進めるために、システムの汎
用性を上げ、診療情報の検索・閲覧をたやすくす
ることが急務となってきました。

富士フイルムのメディカルシステム事業部と富士
ゼロックスは、それぞれの特徴を活かしてこれらの
課題に取り組んでいます。富士フイルムのグループ
会 社 で は、「SYNAPSE」(Picture Archiving & 
Communication System)を中心に、顧客のニー
ズに合わせYahgee社も活用した統合診療情報シス
テムを提供しています。富士ゼロックスではDACS

電子カルテ導入が進む中、病院内には古い紙カ
ルテ、同意書、紹介状など、紙ベースの書類が数
多く存在し、ペーパーレス化がなかなか進まない
という現状があります。また、アプリケーションが
異なる情報システムとのネットワークがスムーズ
につながらず、診療情報の検索や閲覧に時間がか
かるケースも多くみられます。

診療記録統合管理ソリューションは、大阪大学
医学部附属病院 医療情報部が提唱するDACS

（Document Archiving Communication 
System,文書保管通信システム）のコンセプトに
基づいて開発されました。同ソリューションは、紙
文書から各種電子データまで、あらゆる診療記録
を仮想プリンターやスキャナーで「ドキュメント」に
変換し、一元管理します。ドキュメントはPDFや
JPEG、DocuWorksなど、汎用性の高いフォー
マットで保存されるため、将来にわたって幅広く活
用できます。また、ドキュメントに電子署名やタイ
ムスタンプ処理を施すことにより、作成者を明確に
し、不正な改ざんを防いで、厚生労働省がガイドラ
インに定める「真正性」を保証します。

同ソリューションの開発は、組織の枠を超えたプ
ロジェクトから出発。「いつでもどこでも最良の医療
を受けられる情報環境を構築する」というプロジェ
クトの理念に、数多くのメンバーが集結し、大阪大
学医学部附属病院の協力を得て実現しました。

Yahgeeの名は、紙を食べて栄養にすることができ
る、動物の「山羊」に由来しています。Yahgeeとは、病
院内の様々な診療情報を電子化し、データベースと
して蓄え、診療業務に活用しやすくするシステムで
す。様々な情報をひとつの画面に集約して全体像を
把握する、検索や抽出などデータの活用を容易にす
る、オーダー情報や電子カルテから情報を取り込ん
で転記し、書類作成を容易にする、文書に記載された
データを活用して、電子カルテが不得手とする様々
なワークフローを実現するなど、きめ細かな機能を備
えています。ほかにも紙文書のスキャンやデジカメ写
真の保存、データの集計機能にも優れています。

さらにYahgeeが提案するのは、病院内の様々な
システムから共通する機能を抜き出して行う「プラッ
トフォーム化」です。様々な部門業務をプラット
フォーム上に集めることで、複雑さを解消。最適な
環境で、複数のシステムの一元管理を実現します。

（Document Archiving Communication System,
文書保管通信システム）のコンセプトを軸とした診
療支援システムの構築を行い、各医療機関のニー
ズに応えています。将来的には、医療機関のネット
ワーク化が進み、一生分の診療記録がすべて集約
され、どこの施設でもデータを取り出せる「どこでも
MY病院」構想の実現が国内で進められています。

富士フイルムグループは、これらの様々な医療
ニーズに応えるために複数かつ複合的な解決策を
ご提供し、今後も医療最前線で活躍するスタッフを
サポートするとともに、医療の発展に寄与していきます。

より包括的な情報共有・地域の
医療連携を目指して

DACSコンセプトに基づく
診療記録統合管理ソリューション

診療支援統合システムYahgee（ヤギー）

富士フイルムグループ

富士ゼロックス

カルテの電子化、診断画像のデータ化など、医療におけるIT活用が、地域中核病院のみならず、
中小規模の医療施設でも急速に進んでいます。ITによる医療機関のネットワーク化が進めば、地域
内のすべての医療施設で診断情報を共有化でき、極めて効率的な医療体制が可能となります。富
士フイルムグループでは、画像・ドキュメントを含むすべての診断情報を一元化・ネットワーク化し、
診療効率を上げるために、ソリューションシステムの開発に積極的に取り組んでいます。

当院は、2007年にオーダリングシステムを、2008年に富
士フイルムの医用画像情報システム「SYNAPSE」を導入しま
した。その後、紙文書の保管スペースが不足し、院内の診療
情報を整備する必要に迫られたため、カルテをはじめ、院内
の様々な文書データをすべてデジタルへ移行することを決
意しました。こうして2010年3月、総合的な「医用画像＆ドキュ
メント管理システム」を導入しました。「SYNAPSE」による画像
情報管理に、文書作成・管理支援の「Yahgee」システム、文書
の原本保存・管理支援の「DACS」システムを組み合わせ、す
べての診療情報を一元管理する仕組みができました。

導入に当たって重視したのは、システムどうしの連携です。

「Yahgee」、「DACS」はともに、先に導入した「SYNAPSE」を
開発した富士フイルムグループのシステムですから、連携
が密であり、ひとりの患者さんの検査画像と所見レポートな
どを迅速に取り出すことができます。「Yahgee」システムは、
煩雑化する病院内外の文書の作成・管理を容易に作成でき
るよう、何百とある保険会社の診断書の様式にまで対応して
おり、効率化に大きく貢献しています。また、「DACS」システ
ムによって、患者さんのサインの入った同意書など、あらゆ
る文書の電子化が可能となり、重要文書はタイムスタンプ
を付けた電子証明書として確実に長期保存することができ
るようになりました。レスポンスの速さ、カスタマイズが可能
な柔軟性も、この総合システムの良さです。

5年後、10年後、さらに多くの診療情報が蓄積されていっ
たとき、このシステムの価値が、様々な現場で実感されると
確信しています。

医用画像  ＆  ドキュメント管理
システム導入で診療情報を一元化

社会保険中京病院  絹川 常郎 副院長

VOICE
医療情報システム

診療情報
統合システムIT

ドキュメント 富士フイルム
富士フイルムメディカル

Yahgee

診療
ドキュメント
管理システム
富士ゼロックス
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特集　クォリティ オブ ライフの向上
Part 3　動燃費削減プロジェクト

富士フイルムグループは2012年度までの生産拡大と燃料コストの高騰の見通しから、動燃費
が1.5倍に増加すると予測しています（対2009年度）。2010年7月に立ち上げた「動燃費削減プ
ロジェクト」の全体目標は、この動燃費上昇を予測より半減させることです。そして、この大幅な
コストダウン目標の達成が、CO2  削減にもつながり、グループの長期目標である「2020年度まで
にライフサイクル全体でCO2  排出量を30％削減（2005年度比）」の達成を強力に推し進める、重
要な施策でもあるのです。

エネルギーコストの削減は、
事業運営上の重要な継続課題です。
その主要施策は、言うまでもなく
省エネルギー化による使用エネルギー削減です。
そしてそれは、CO2 排出量削減にも直結します。

グループ全体で連携し、
工場・オフィスでの
CO2排出量を削減

動燃費削減プロジェクトPart 3

目標は、動燃費の上昇率を半減させること （エネルギー原単位の向上）

富士フイルムグループでは、これまでも、各社
でCO2 排出量を抑える活動を地球温暖化対策と
して推進してきました。2010年7月、新たにスター
トさせた「動燃費削減プロジェクト」は、従来からの

地球温暖化対策推進委員会や、各事業所の省エ
ネ活動などと連携しながら国内外のグループ全体
で様々な施策を進めています。

プロジェクトは、富士フイルムホールディングス
の技術管理部役員とCSR管掌役員がオーナー、
CSR部門長をリーダーとして、エネルギー使用量
を削減する取り組みと調達におけるコストダウン
の取り組みを行っています。

エネルギー使用量削減活動は、生産系とオフィ
ス系にわけて進めています。生産系では事業会社
である富士フイルムと富士ゼロックスがそれぞれ
の目標値を設定し取り組んでいます。また、オフィ
ス系では、富士フイルムホールディングスが目標
値を定め、事業会社である富士フイルム、富士ゼ
ロックスとが連携をとりながら進めています。

調達におけるコストダウンは、富士フイルム
ホールディングスの調達グループが中心となり、
各事業会社の資材などとともに、取り組みを進め
ています。

オフィス系の省エネ施策は、国内では富士フイ
ルムと富士ゼロックスが共同チームで、研究施設
およびオフィスビルの光熱費と社用車の燃料の削
減に取り組みました。

光熱費については、オフィスビルのエネルギー
使用の大部分を占める空調と照明を中心に省エ
ネ施策を検討し、グループ共通のオフィス環境
ルールにまとめ実践しています。

空調では、冬季暖房について高断熱仕様の六本
木本社ビルで空調を停止しても急激に温度が低
下しないことを確認。時間外空調を停止し大きな
省エネ効果を得るとともに、他の高断熱仕様ビル
に水平展開しました。

また、照明方法を抜本的に見直してLEDタスク
ライトを活用したタスクアンビエント照明を採用。
六本木本社ビルを皮切りに各オフィスに導入し、
ビル全体の電気使用量の10%強を削減しました。

社用車では、グループ各社の車両管理者横断
チームと連携した「安全・エコドライブ運動」による
燃費の向上と減車の推進により、グループ全体で
の燃料削減に取り組んでいます。

　
国内の主要６工場は、グループ全体のCO2 の

60％弱を排出しており、2012年までに、対1990
年度比で

の目標を掲げて、早くから省エネ活動を推進し
てきました。

各工場には、長年の省エネ技術が蓄積されてお
り、これらを結集して目標達成を目指しています。

2011年4月、神奈川工場足柄サイトに完成した
フラットパネルディスプレイ材料の新生産ライン
は、空調の省エネ、生産するフィルムの超広幅化、
ラインのスピードアップ、生産工程で発生する蒸
気の徹底的な再利用などの省エネルギー対策を
進め、単位面積あたりのエネルギー使用量を従来
の半分にまで削減しました。

2012年12月に稼動を予定しているフラットパ
ネルディスプレイ材料生産ライン、富士フイルム
九州第4工場第8ラインも、同様な省エネルギー
施策を水平展開し、さらなるエネルギー使用量の
削減を目指します。

また、国内主要6工場にある自家発電所のコー
ジェネレーション化も省エネルギー施策の一つで
す。コージェネレーション化とは、発電の際に発生
する廃熱を蒸気や温水などで回収、有効利用する
熱電併給システムで、1960年代から導入を進め
てきました。2003年度からは使用する燃料の重
油から天然ガスへの転換を順次進め、CO2 削減も
図っています。

● エネルギー原単位を30％改善
● CO２ 原単位を40％改善

国内外、各組織の総力を挙げて
有効な施策を水平展開する

効果のある省エネルギー施策は
水平展開

富士フイルムならではの
省エネ技術を生かす

動燃費プロジェクト推進体制

オフィス系における取り組み富士フイルム     国内生産系における取り組み

地球温暖化は一向にその進行が止まらず、その解決は
時間との競争になってきました。従って、この競争に勝つ
には社会そのものを変えていくスピードが鍵を握ってい

ます。とすれば、これからのリーディングカンパニーに求
められる第一の力は、社会を動かす明確なメッセージと企
業としてのコミットメントの「発信力」です。

第二の力は、これからの事業活動の中で社会にコミット
したことを実現する「実行力」です。既に、全社を挙げて取
り組み実績のある富士フイルムグループです。環境を事
業活動のより中心に取り込むことで経済と社会と三位一
体となった新たな世界モデルの構築が可能となるはずで
す。富士フイルムグループは、世界を相手に活動している
業界のリーダーです。これからは世界へ貢献する「有言実
行」の姿勢が一層問われることになるのです。

これからの社会における
リーディングカンパニーの
役割

国連環境計画 金融イニシアティブ
特別顧問
末吉 竹二郎 氏

VOICE

富士フイルムホールディングス
総務部CSRグループ

担当部長

兼 富士フイルム
環境・品質マネジメント 部長

福岡 正博

富
士
フ
イ
ル
ム
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

使用量の削減

調達における削減

生
産
系

オフィス系

富士
フイルム

（富山化学工業）

富士
ゼロックス

【国内】
・プロセスでの使用量削減
・エネルギー供給条件改善

【海外】
・海外生産での使用量削減

【国内】【海外】
・プロセスでの使用量削減

・オフィス、社有車等での
 使用量削減
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Part 4　一体感を醸成する活動

地球環境保全のため、私たち一人ひとりが行動し、
その行動を大きなものへと広げていく。
そうした活動を通じて生まれる連帯感が、
社会の持続可能な発展に
必要な要素となっていきます。

地球環境とともに歩む
ワーク＋ライフスタイルへの
取り組み

一体感を醸成する活動Part 4

職場から家庭へと広がる“サステナビリティ”の意識

富士フイルムグループでは、2008年よりエコド
ライブ運動を展開しています。これを受け、2009年
には富士ゼロックス大阪株式会社が、環境省・独立
行政法人環境再生保全機構主催「エコドライブコン
テスト」の環境再生保全機構理事長賞を受賞。同社
では、社内コンテストを開催するなど、楽しみながら
エコドライブに取り組めるよう、独自に環境づくりを
進めています。その結果、1年間でCO2排出を約
180トン削減、燃費20％削減、約1,100万円相当の
コスト削減を達成、自責事故件数は半減しました。
この事例により、エコドライブが環境、経営、安全面
で優れた効果を上げることが検証されました。

このような質の高いエコドライブを全国的に展
開するため、富士フイルムグループは、2010年8

月より、対象をマイカー通勤車両約11,000台に
広げ、交通事故撲滅への取り組みを加えた新たな

「安全・エコドライブ運動」をスタートさせました。
スタートにあたり、富士フイルムグループは環

境再生保全機構が行う「一般ユーザーに対するエ
コドライブの普及による大気汚染の改善手法に関
する調査研究事業」のモデル事業者に選定されま
した。これにより、経済産業省の省エネ対策事業
の一環として開発されたエコドライブ支援ウェブ
サービス「ReCoo（レクー）」が、グループ専用にカ
スタマイズされ、利用できることになりました。
ReCooは、携帯電話
やパソコンから給油
データと走行距離を
登録すると燃費がグ
ラフ化され、ソフトな
発進、早めのアクセ
ルオフといったエコ

するのに適したメディ
アです。撮影者が自
然の中に身を置き、守
り、残さなければなら
ない生きものや自然
に触れて観察するこ
と。自然の中で体験した貴重な瞬間、残し続けた
い記憶を写真に記録し、伝えること。さらに、写真
を鑑賞することで撮影者の気づきや想いを感じと
ること――これらの機会を提供し、従業員やその
家族一人ひとりが生物多様性の保全について考
え、自発的な行動を起こすきっかけとなることが、
フォトコンテスト実施の目的です。

コンテスト応募者からは「写真に撮った絶景やそ
の感動を次世代に伝え、たくさんの人と共有する
ことが、この素晴らしい自然を守ることにつながる
のではないかと感じた」「家族で生きものや自然に
ついて話すきっかけになった」などの感想が寄せら
れました。

富士フイルムグループは、生物多様性保全を含
む環境保護活動に積極的に取り組むとともに、こ
れからも写真文化の発展に貢献し、写真の魅力・
素晴らしさを伝え続けていきます。

富士フイルムグループは、2010年「生物多様
性の保全」に関する啓発活動としてグループ会
社全社員とその家族を対象とした「生きもの・自
然フォトコンテスト」を実施しました。全部で
1,093作品が集まり、日本を代表する自然写真
家・吉野信氏と古森社長が審査員を務めました。
授賞式は同年12月に開催。すべての作品が東京
ミッドタウン・本社ギャラリー・ホワイエに展示
され、社員だけではなく一般の方々にも生物多
様性について考える機会を提供しました。

写真は、刻々と変わりゆく生命の“一瞬”を記録

ドライブの効果が一目でわかるサービスです。
また、富士ゼロックス大阪、ReCooを開発した

株式会社アスアのメンバーに協力を仰ぎ、各所で
エコドライブの講習会を行いました。その結果、社
員からは「運転技術の向上が、燃費とCO2削減に
つながると明確にわかるのでモチベーションが高
まる」「業務中だけでなく、家族と出かけるときもエ
コドライブを心がけるようになった」等の声があ
がっています。

エコドライブの効果を上げるためには、息の長い
取り組みが必要です。今後も具体的な指標の設定、
効果の検証、車両管理システムの改善、モチベー
ション維持・向上に向けた環境づくりに取り組んで
いきます。

マイカー通勤車もエコドライブ
燃費の「見える化」により意識向上へ

家族とともに、写真文化を通して
生物多様性を考える

安全・エコドライブ運動

生きもの・自然フォトコンテスト

真に持続可能な発展を実現するためには、環境のために何をなすべきかを自ら考え、行動し、
周囲を変えていく「人」の育成が重要です。富士フイルムグループでは、ワーク、ライフの両面
から、環境保全のための様々な取り組みを行っており、自然環境に配慮したライフスタイルが
職場から家庭へと広がっています。CO2削減や生物多様性保全について、ただ呼びかけを行う
だけでなく、具体的な行動やイベントへの参加を促し、自分なりに考える機会を提供すること
が、富士フイルムグループの環境活動の特徴です。地球とともに歩む生き方は、社員の生き生
きとした生活、ひいては、社会全体のクォリティ オブ ライフにつながると確信しています。

昨今の日本の社会問題である少子高齢化の時代。お年寄
りの面倒を見る家族がどれだけあるのでしょう。またお年
寄りの経験を伝承する、もしくは、家族の様々な経験を話し
合い、考える場がどれだけ残されているのでしょう。日本は
今、家族崩壊の危機に瀕しているのではないでしょうか。

健全な国家を営む上で、自分の家族がうまくいっている
こと、つまり、家族の幸せが守られていることが、所属して
いる集団において力を発揮する礎となっています。なぜな

ら集団の最小単位が家族であり、そこでの幸せが所属して
いる集団への健全な活動につながるからです。そんな場だ
からこそ、経験によって培ってきた知恵や知識を安心して
表面に出し、話し合い、考え、伝承され、明日への思いを夢
に描くことができます。

富士フイルムグループの取り組む活動は、まさに家族に目
を向け、個人から家族、会社、グループ会社と、タイトルにあ
る一体感を一人ひとりに考えさせる素晴らしい取り組みだと
思います。成長期から成熟期を迎えた日本が、量から質に変
化しなければならないことを気づかせてくれる気がします。

それだけに、この活動を通じて、生活としての質、つまり
金銭では推し量れない「家族の幸せ」を考えることへの取り
組みを、自社内に留めることなく、日本を「元気に」変える
きっかけになるように、広く「外」へ向かっても働きかけて
ほしいと思います。

地球環境保全への働きかけは
外へ向けても
継続的な取り組みを
公益財団法人 地球友の会
代表理事
宮内 淳 氏

VOICE

講習会では参加者が
熱心に聞き入りました

グランプリ受賞作品「恋する白鳥」

「エコプロダクツ2010」展の 
富士ゼロックス展示コーナー

FUJIFILM SQUARE  
（東京ミッドタウン本社） 
1階ミニギャラリーに展示
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現役の美術系大学や大学院の学生の方々を対
象とした、「富士フイルム／富士ゼロックス合同デ
ザイン研究会」を両社のデザイン部門が協働し
て、2006年から開催しています。

本研究会は、デザイナー志望の学生の方々と
両社のデザイナー（以下トレーナー）が6日間合宿
して、「デザインとは何か？」「良いデザインを生む
ために大切なことは何か？ そのプロセスは？」等
について、両社のトレーナーや参加者全員と一緒
に考えながら、テーマに沿って作品をつくりあげ
ていくカリキュラムになっています。加えて学校
では学ぶことのできない「プロのデザイナーとし
ての心構え」「企業におけるデザイン開発プロセ
ス」「企業内デザイナーの苦労や達成感」等につ
いても直接生の声を聞くことができ、参加者から
非常に好評を得ている研究会です。

Part5　富士フイルムグループの人材育成・人材交流

経営計画の達成に向けて、
富士フイルムグループとしての

「意識・風土変革」「人材交流の拡大実現」を柱とした
様々な取り組みを行っています。

グループ総合力強化に
向けた人づくり

富士フイルムグループの人材育成・人材交流Part 5

多様な階層・部門で育成と交流を展開

2010年度は、富士フイルム／富士ゼロックス
の部門長層を中心とした「変革リーダー合宿（Part
Ⅱ）」（参加者175名）を実施しました。富士フイル
ムグループ共通の重要課題の方向性と変革の実
現を阻む障害について、徹底した議論を基に、各
自が取り組むべき変革課題について思考する合
宿となり、経営層への報告会も8回実施しました。

また、2009年まで実 施してきたミドル 役 職

（リーダー）層に対する「富士フイルム／富士ゼ
ロックスシナジー研修」を拡大展開することとなり
ました。新たに両社の30歳前後の若手リーダー
144名を対象に、富士フイルムグループシナジー
創出に向けた場づくり、意識改革の醸成を狙いと
した研修を6回にわたり実施しました。

これらの取り組みによる成果として、両社の部
門長、課長（リーダー）層、若手リーダーの3つの
層にわたり相互の事業理解が深まることとなりま
した。さらなる人的交流の広がりにより、新たな事
業価値の創出や技術深化への契機となっていくこ
とが期待されています。

「変革リーダー合宿（PartⅡ）」と
「シナジー研修（若手層）」

人材育成・人材交流の拡大

「ナレッジフェスタ2010」
富士ゼロックスの展示コーナー

デザイン研究会の会場の様子

「生産技術シンポジウム」
ポスター展示会場の様子

富士フイルム（FF）と富士ゼロックス（FX）のシナジーを実現させるため、2010年度も様々な
施策を展開しました。FF／FX双方の事業を理解し、さらなるシナジー創出に向けた「変革リー
ダー合宿」や「シナジー研修」。さらに、新たな発想を生む地域交流会やデザイン研究会の開催な
ど、多様な階層・部門間で人材育成・交流の活動が活発になってきています。

TOPICS

富
士
フ
イ
ル
ム

富
士
ゼ
ロ
ッ
ク
ス

部門長
人材交流

相互配置

一般社員

ミドル役職者

部門長

一般社員

ミドル役職者

富士フイルムでは、グループの活性化や新たな
発想を生み出すきっかけづくりとして、多様な人材
が集まる技術交流会を定期的に開催しています。

2010年11月に開催された「生産技術シンポジ
ウム」では、富士フイルムの各部門や、富士ゼロッ
クスの関連会社などから延べ1,000名が集まり、

「専門外の誰にでも理解できる」をコンセプトとし

たポスター展示や技術発表などが行われました。
今回の機械等の会場設置や来場者が実際に技術
を体験できる試みは、技術のわかりやすさに加え
発表者の“思い”を実現する大きな出会いの場と
なりました。

また、12月には、今回で5回目となる「ナレッジ
フェスタ2010」を開催し、約1,200名の従業員
が参加しました。各自の研究開発テーマを発表す
るポスタープレゼンテーションでは、富士ゼロッ
クスの独自技術であるIH定着技術などが紹介さ
れました。参加者からは「現場の研究者レベルで
議論ができ、多くの気づきを得ることができた」
といった声が聞かれ、新たなシナジーを生み出す
よい機会となりました。

「生産技術シンポジウム」と「ナレッジフェスタ2010」

研究会を開催するにあたり、両部門の運営メン
バーとトレーナーが協働して、企画→準備→運営
していく中で、「組織運営方針」「デザイン指針」

「デザインプロセス」等を相互に理解・共有するこ
とになり、シナジー効果や合同プロジェクトチー
ムの立ち上げにもつながっています。

また、合同デザイン研究会を経験して入社した
新人デザイナーは、両部門の業務内容やメン
バー等を最初から理解できているため、連携・協
力していく意識が自然に強くなるとともに、視野
の広いデザイナーの育成にも役立っています。

合同デザイン研究会

一般的に組織は目的に向けた合理性が、その組織なら
ではの文化、慣習、ルール、価値観を形成します。その中
にいると気づかぬうちに発想の固定化が生まれ、新たな
価値が生まれにくい体質を作ることがあります。特に大企
業だとメンバーがパーツとなり、内向きになり、社会への

価値提供ができない、いわば公器たる企業形成がしにくく
なることがあります。

その点、富士フイルムグループは、事業や文化が違い、
しかもそれぞれ活性化している大企業がお互いに人レベ
ル、組織レベルで刺激を与え、新たな文化、新たな価値を
生み出そうと前向きに取り組んでいるように見えます。企
業理念にあるクォリティ オブ ライフの向上の実現に向け
て、人や組織レベルの活動にとどまらず、社会課題の解決
に向けた新たな事業レベルでの取り組みと成果につなが
る可能性に大いに期待しています。

社会に存在意義のある
会社であり続けるために

ブーズ・アンド・カンパニー
ディレクター・オブ・ストラテジー
坂野 俊哉 氏

VOICE
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Part5　富士フイルムグループの人材育成・人材交流

2011年6月29日、富士フイルムホールディングス人
事部が主催し、人材交流座談会を開催しました。富士
フイルムグループは、富士フイルム（以下FF）と富士
ゼロックス（以下FX）、それぞれの事業の強みを生か
し、さらに経営基盤の強化を目的に、活発な人材交流
を推進しています。
その実現に向けて、FFからFXへ、またFXからFFへ出
向・移籍したパネリストたちが、「FF・FXの印象」「さら
なるシナジー発展の可能性」「人材交流の拡大に向け
た提言」等のテーマについて、忌憚のない意見交換を
行いました。

人材交流座談会出席者

人材交流によりうまれる新しい企業風土
［人材交流座談会]

吉村　FFの技術分野では、トップダウン方式が多いで
すね。「いつまでにこれを」と（笑）。一方、FXはボトム
アップです。メンバーが考えたテーマを上司にプレゼ
ンして、現場からスパイラル状に上げていく。ただし、
どちらにも独自の良さがあります。
服部　営業に関してもFFはFXよりもトップダウンの

組織、という印象を持っていま
した。しかし実際には、海外
マーケティングの分野など現
地販売会社との折衝ではボト
ムアップ的であり、型にはまら
ず柔軟に対応しています。
岩瀬　FXの新規技術開発は、
自由なボトムアップが可能。や
り方を工夫すれば現実に即し
た製品や技術を提案できます。

吉村　FFでは目標を達成
したときの喜びが大きい。
トップダウンとボトムアッ
プの長所を取り入れた、富
士フイルムグループ独自の
システムができれば、最高
です。
田代　それぞれの風土の違
いは、交流が進んだからこ
そわかってきたこと。技術
交流は双方にメリットがある、という共通認識が育って
きました。富士フイルムグループとしての、新しい企業
風土が生まれようとしていると感じます。

井上　私は現在、医療機器・フィルムの海外マーケティ
ングを担当しています。中期の経営計画、需給調整、輸

出価格の決定、商品企画など、FXなら多部門で分担す
る業務が、FFでは各国ごとの市場担当に任されていま
す。それが自身の成長のきっかけになればと努力して
いますが、やはり任されることへのプレッシャーは大
きいですね。
石原　FXは、組織（チーム）で仕事を進める傾向が強いで
すが、FFは個人に任せるといった傾向があるようです。
岡元　FXでは、業務のマッピング、仕組み化が進んで
いて、ミッションがはっきりしていますね。一方、FFで
は課題がより広範囲にわたっており、それゆえ各自の
経験を生かすことが必要になってくる。FFでチャレン
ジすることによって「できることが増えていく」喜びを
感じることができました。
岩瀬　高度にマッピングされた組織の中で、専門分野
のピークを経験しつつ、俯瞰して業務に取り組んでいく
ことで、“狭く深く”に留まっていたことが“広く深く”な
るのはFXもFFもやはり同じではないでしょうか。	
　例えば、エンジニアでも技術だけではなく財務の知
識もあれば、低コストで効率的な生産ラインは、どう
やったらつくれるのか、別の視点で考えられる。これ
が大事です。	 	 	 　
田代　現在FXで部下に仕事を指示する立場にいます
が、裾野が広いマネジャー的な人材に育ってほしいと
考えているので、FFで経験してきた、一人で2、3の
テーマを同時進行するといった、業務配分をしていま
す。高い専門性と効率の良さを追究する意識によって
“広く深く”が芽生え、人材育成にもつながっています。

石原　一人ひとりがミッションやテーマを持って出向
していることも、シナジー効果を上げていると感じま
す。FFのメディカル機器のサービス売上を大きく成長
させることが、私の出向の目的でもありました。

井上　私のテーマは、全世
界を領域にしているFFでの
海外事業をしっかり経験し、
それを強みにすること。そし
て、FXのソリューション営
業の経験をFFの海外の現場
でさらに生かすことです。
岡元　私が所属するFFの海
外事業戦略室で推し進めた

いことは、FXの強みである「仕組み化」です。現地法人の
立ち上げなど、業務のプロセス化を一層深化させ定着
させたい。FFは新興国拠点を増やそうとしているので、
海外勤務の機会が多い。若手の海外経験を増やす意味
でも、さらに公募や人材交流を進めるべきです。

田代　モノづくりで重視されるのは、良いものを、い
かに早く安く作るか。そのための技術は、FFもFXも関
係なく共有化すべき基盤です。互いの技術をひとつの
基盤としていかに効率的に使うか。これからの課題で
はないでしょうか。
岩瀬　FF時代の経験から「こうすれば安くつくれる」
とFXで提案できることが多々あります。組織が大きく
なった現在、ノウハウが点在してしまって十分に浸透
しない。もったいないですね。
服部　マーケティング分野では、FXの強みをFFに取り
入れることが現在求められていると感じています。長
期的に人材交流していくことで、ノウハウや基盤技術
が磨かれ、強いシナジー効果が生まれるのではないで
しょうか。

石原 秀紀		 	 	 	
FF	メディカルシステム事業部	サービス事業推進G
井上 大輔		 	 	 	
FF	メディカルシステム事業部		
モダリティーソリューション部	海外マーケティングG
岩瀬 一人		 	 	 	
FX	モノ作り技術本部	自動化・マーキング生産技術部	T長
岡元 里奈     
FF	経営企画本部	海外事業戦略室
田代 朗	 	 	 	 	
FX	モノ作り技術本部	金型・部品技術部	G長
服部 智紀		 	 	 	
FF	グラフィックシステム事業部
吉村 耕作　	 	 	 	
FX	画形材開発本部	画形材研究開発部

人材交流に関する座談会は2008年度より継続して開催し
てまいりましたが、今回出席された皆さんの生の声を伺い、
改めてグループ総合力強化に向けた人づくりのための取り
組みが着実に根付き始めていることを実感いたしました。
富士フイルムホールディングスでは、主に富士フイルム

と富士ゼロックス相互の事業成長を狙いとした重点人事施
策として、人材の相互配置、変革リーダー合宿、シナジー研
修等を実施しておりますが、新たな企業風土の醸成と事業
創出に向けたシナジーを実現するため、今後も様々な実効
性のある仕掛け・機会を提供し、推進してまいります。

人材交流を
さらに拡大し、
加速させていきます。

富士フイルムホールディングス
執行役員	人事部長
末松 浩一

服部	智紀

左：井上	大輔　　右：石原	秀紀

左：吉村	耕作　　右：田代	朗

両社の風土が融合し、新たな企業風土へ

仕事の進め方  「チーム」と「個人」

ノウハウ、基盤技術のさらなる共有化を

岡元	里奈

岩瀬	一人

シナジーの先の可能性 
互いの強みを生かす
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ご報告　
東日本大震災の
復旧に向けた
富士フイルムグループ
の取り組み

生産拠点や事業所の… ……………………… 26
震災の影響と復旧活動

富士フイルムグループの支援活動… ……… 27

社会からの要請への対応… ………………… 29

富士フイルムグループは、東日本大震災の被

災地の復旧・復興支援のため、当社が事業を

通じて培ってきた知見やノウハウを活かし、様々

な支援活動を行っています。

富士フイルムホールディングス連結子会社
富士フイルムホールディングスの連結子会社は、2011年3月31日現在で239社あります。

http://www.fujifilmholdings.com/ja/business/group/index.html

富士フイルム および 関係会社

富山化学工業株式会社

富士ゼロックス および 関係会社

富士フイルムビジネスエキスパート株式会社

富士フイルム…およびその関係会社は、イメージン
グソリューション（カラーフィルム、デジタルカメラ、
フォトフィニッシング機器、現像プリント用のカラー
ペーパー・薬…品・サービス等）、インフォメーショ
ンソリューション（医療診断用・ライフサイエンス機
材、印刷システム機材、フラットパネルディスプレ
イ材料、記録メ…ディア、光学デバイス、電子材料、
インクジェット用材料等）事業分野における製品の
開発・生産・販売などを行っています。

富山化学工業株式会社は、「抗感染症」「中枢・循
環器」「抗炎症」の3つの領域について重点的に研究
開発を行い、合成ペニシリン製剤や抗菌製剤など
の医薬品、インフルエンザ治療薬、アルツハイマー
病治療薬など数多くの新薬候補を保有する創薬
メーカーです。

富士ゼロックス…およびその関係会社は、ドキュメン
トソリューション（オフィス用複写機・複合機、プリ
ンター、プロダクションサービス関連商品、用紙、
消耗品、オフィスサービス等）事業分野における製
品の開発・生産・販売などを行っています。

富士フイルムグループの総務・人事領域・間接材
購買および保険代理業、旅行代理業などの機能を
集約したシェアードサービス会社です。




