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アクティブファーマ株式会社

独立行政法人医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）

高品質「医薬品」のよきパートナーとして
【社会の要請に応じて】
急激に少子高齢化が進行する中、アクティブファーマは医療費抑制の柱
となる後発医薬品（ジェネリック医薬品）原薬の開発に積極的に取り組
んでおります。
【高品質を第一に】
私たちは、製材メーカー様と共に市場の求める「高品質」を第一に考え、
お客様にとってなくてはならないパートナーを目指します。

PMDA は、医薬品・医療機器・再生医療製品等の承認審査・安全対策・
健康被害救済の 3 つの業務を行う日本で唯一の組織です。これら 3 つの
業務を一貫して実施する仕組みにより、医薬品・医療機器・再生医療等
製品等の開発から実用化までを通じたライフサイクル全般を通して、国
民の健康・安全の向上に貢献しています。
国民の命を守り、医療の進歩を実現するために、高い志と誇りを持っ
て共に成長していける方をお待ちしています。

大塚製薬株式会社

京都薬品工業株式会社

大塚製薬は、‘Otsuka - people creating new products for better
health worldwide’を企業理念として、世界の人々の健康に貢献するこ
とを目標に、
「病気の治療に寄与する医療関連事業」と「日々の健康をサ
ポートする消費者関連事業」をビジネスの柱に、世界の人々の健康に役

当社は京都市内に立地する研究・技術志向型製薬企業で新薬研究、新
製剤開発、自社製品及び受託品の製造を行っており、販売は複数の提携
企業に委託しています。福知山市にある新鋭製剤工場は、医療用医薬品
および OTC の製造拠点として高品質の製品を生産しています。更に本年 1
月には本社に第 2 工場が竣工し、生産量の拡充を図っています。経営陣、
研究開発部門、生産部門、信頼性保証部門で多数の金沢大学出身者が活
躍しています。

立つ、革新的で創造性に富んだ製品の研究開発、製造、販売を行ってい
ます。

株式会社広貫堂

シミックヘルスケア・インスティテュート株式会社

広貫堂は、
くすりの富山の礎を築いた創業 144 年の歴史ある会社です。
配置薬を起源とし、現在はＯＴＣ事業、医薬品受諾事業、グローバル展
開といった多岐に亘る流通戦略を進めると共に、くすりに留まらず、化
粧品・食品・飲料…とさまざまな製品群の拡大を図っています。
「健康に
奉仕する」という当社の企業ポリシーに共感し、実践できる人が大いに
活躍できる環境です。

弊社は、医薬品誕生のために欠かせない臨床試験を行う医療機関を「治
験コーディネーター（CRC）」や「治験事務局（SMA）」の専門職が支援
する SMO（Site Management Organization：治験施設支援機関）のリーデ
ィングカンパニーとして、業界内に確固たる地位を築いています。医療
機関および製薬企業の双方から信頼され、選ばれる SMO として成長を続
けています。

十全化学株式会社

株式会社ツムラ

私たち十全化学は、医薬品の有効成分である原薬及び重要中間体の製
造受託を担っている富山の医薬品メーカーです。持ち前の技術力と提案
力を活かして、研究開発支援、治験薬製造、商用品の安定供給までをワ
ンストップで提供できる No.1 CDMO 企業を目指しています。今後はより
成長著しい海外市場を目指して「富山発のグローバル企業」となるべく、
さらなるチャレンジを続けていきます。

ツムラは、医療用漢方製剤の製造・販売を主たる事業としています。
「自然と健康を科学する」という経営理念のもと、「漢方医学と西洋医
学の融合により世界で類のない最高の医療提供に貢献します」という企
業使命を果たし、基本基調である「伝統と革新」に示すとおり、ツムラ
グループの強みを活かした革新的な創造により、持続的な成長を目指し
ています。

日医工株式会社

ニプロ株式会社

国内ジェネリック医薬品業界のリーディングカンパニーとしてジェネ
リック医薬品のシェア拡大を牽引しつつ、近年はバイオシミラー開発や
海外事業にも注力しています。第８次中期経営計画では「無限大の連繋
力で今を超える」をテーマに掲げ、グローバル総合ジェネリックメーカ
ーへさらなる進化を遂げます。

ニプロは医療機器、医薬品、医療用包材及び再生医療と医療に必要な
あらゆる分野に製品を提供する総合医療メーカーです。医薬品分野にお
いてはジェネリック医薬品を主に取り扱い、あらゆる剤形に合わせてよ
り飲みやすく、より使いやすい製剤の開発を行っています。また、医療
機器、医薬品を組み合わせたニプロならではなの製品開発を行うことで、
医療現場のニーズに応えることができるのも魅力の一つだと思います。

久光製薬株式会社
久光製薬ではＣＭでおなじみのサロンパスのほかにも、ＴＤＤＳ（経
皮薬物送達システム）を応用して、さまざまな用途に応じた幅広い商品
を扱っています。ＴＤＤＳ製剤は、これまでのような皮膚疾患や筋肉痛
の治療にとどまらず、癌性疼痛、狭心症、高血圧、アルツハイマー病な
ど幅広い疾患領域で期待されている剤型です。当社はこのＴＤＤＳ製剤
のスペシャリティファーマとして、研究開発に力を入れています。
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あすか製薬株式会社

金沢市役所

内科、産婦人科、泌尿器科の重点 3 領域の中でも、特に産婦人科は女
性の一生をサポートする幅広い医薬品を揃えています。他にも様々な取
り組みで女性の健康をサポートしており、「女性からだ会議 2020」では
優秀賞を受賞しました。
産婦人科以外でも、難吸収性抗菌薬「リフキシマ錠」や甲状腺ホルモン
剤「チラーヂン」など、ニッチな領域ながら患者さんや医療関係者のニ
ーズに的確に応える医薬品を提供しています。

金沢市民のためという熱い思いを持って、積極的に挑戦し成長し続け
る方！自分で考え工夫し、行動する方！多様な人共に協力しベストを尽
くす方！薬剤師の資格を活かして、安全・安心のまちづくりに貢献しま
せんか。ぜひお待ちしています！（金沢市保健所，市立病院）

キョーリン製薬グループ工場株式会社

金剛化学株式会社

キョーリン製薬グループは、2023 年に創立 100 年を迎え、健康貢献企
業を目指すキョーリン製薬グループの一員です。高品質な医薬品を安定
的に供給し、人々の健康に貢献していきます。

当社は、ビタミン B1 の製造会社として創業し、令和３年には、８０周
年を迎え、これまで、抗ヒスタミン薬、鎮痛・鎮静薬などの原薬、そし
て医薬品中間体の製造により、有機合成技術を蓄積、発展してきました。
近年では、受託合成、ジェネリック医薬品の開発の拡大に注力しており
ます。

参天製薬株式会社

塩野義製薬株式会社

参天製薬（Santen）は、眼科に特化したスペシャリティ・カンパニー
として、医薬品の研究、開発、販売・マーケティング活動を行っており、
日・米・欧・アジアで事業活動を展開、世界約 60 カ国で製品を販売して
います。
眼科領域における専門性を活かし、製薬の枠にとらわれず「世界中の
一人ひとりが、Best Vision Experience を通じて、それぞれの最も幸福
な人生を実現する世界の創出」を目指しております。

シオノギ製薬グループは創業 140 年以上の歴史ある会社です。
「常に人々の健康を守るために必要な最もよい薬を提供する」これがシ
オノギの基本方針です。
これまで、「新薬の創出」を強みとしてきたシオノギですが、今後は
その強みをコアにして、医薬品の提供だけでなく、ヘルスケア領域の新
たなプラットフォームを構築し、ヘルスケアプロバイダーとして新たな
価値を社会へ提供していくことを目指します。
ぜひブースにお越しください！

辰巳化学株式会社

株式会社ニッポンジーン

当社は石川県金沢市に本社を置くジェネリック医薬品メーカーです。
平成 28 年には新工場が本格稼働し、安心で安全な医薬品をより効率的に
供給することが可能となりました。また、安定して長く働ける待遇や制
度に対する取組みが評価され、2017 年ワークライフバランス企業「優良
企業賞」を受賞、その他、2018 年には経済産業省より「地域未来牽引企
業」に選定されました。石川県で医薬品製造を通じて地域に貢献してい
きたい方のご応募をお待ちしております。

ニッポンジーンは、得意とする「遺伝子」と「抗体」の技術で、体外
診断用医薬品、バイオ基礎研究用試薬、その他検査・診断薬や装置を開
発・製造し、国内外のお客様に自信と信頼の品質をお届けしています。
体外診断用医薬品は医療現場の最適な治療に貢献する医薬品です。ニッ
ポンジーンは、大学で学んだ知識を活かしながら様々なチャレンジがで
きる環境を提供します。

持田製薬株式会社

ユースキン製薬株式会社

持田製薬グループは 1913 年に「独創研究」の考えのもとに創業しまし
た。先見性と独創性にあふれる製品を世の中に送り出すことにより、日
本の医療の発展に重要な役割を担ってまいりました。総合健康関連企業
の一員として「高い倫理観・責任感」をお持ちいただくことはもちろん
ですが、「自ら学び、気づき、考える」方でないと成果に結びつきませ
ん。すなわち「PDCA サイクル」を回せる方と是非ご一緒出来ればと考え
ます。

ひとりのご婦人の、手荒れの悩みをなんとかしたい。1957 年、町の小
さな薬局の店主が生み出したハンドクリームが、ユースキンの始まりで
す。「常にお客様の声に耳を傾ける」姿勢は、創業して 60 年以上経った
現在も変わりません。お客様との密なコミュニケーションを通して、長
年の信頼に応えながら、時代の要望に対応し続けること。この変わらぬ
姿勢が、お客様からのご支持につながっていると考えています。

リードケミカル株式会社
経皮吸収型貼付剤のスペシャリティファーマとして高い技術力を有し、
新薬の開発に取り組んでいます。また、積極的に市場のグローバル化を
推し進めており、ハイレベルな品質管理システムの下で生産された、有
用で高品質な医薬品を世界の皆様へお届けしています。
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石川県立中央病院

石川県病院薬剤師会

県内の三次救急・周産期・がん医療等を中心とする高度急性期病院で
す。薬剤師は病棟やチーム医療の中で専門性を生かし活躍しています。
入院前から退院までの一貫した病棟薬剤業務を行うとともに、抗がん薬
の外来服薬指導にも取り組んでいます。がん専門薬剤師や薬物療法専門
薬剤師等の研修施設として専門薬剤師の育成にも力を入れています。ほ
か石川県職員として、行政・研究等の分野を職務経験することが出来ま
す。

石川県病院薬剤師会の会員施設には、急性期、回復期や慢性期医療お
よび在宅医療へ関わる施設など様々な機能を持った病院・診療所があり
ます。また、新人教育等の情報交換も積極的に行っておりますので、是
非、説明を聞きに来てください。

株式会社エヌ・エム・アイ

金沢医科大学病院

アルファスグループとして医療・介護・食事に関する事業を展開して
います。
エヌ・エム・アイは、複数の医院を一カ所に集めた「メディカルゾー
ン」を中心に、新潟県内で 38 店舗の調剤薬局を運営しております（令和
3 年 1 月時点）
。
メディカルゾーンでは複数科の処方箋を応需するため、幅広い薬剤知
識や技術を習得し、薬剤師として成長できる環境があります。

当院は薬剤師の専門職能を通じて、高度な知識と技術、倫理観を備え、
社会に奉仕することを理念とし、患者さんの意思を尊重し、最適かつ有
益な治療に貢献するべく日々の業務に取り組んでいます。調剤、服薬指
導システム等、最新の設備を備えた衛生的で働きやすい職場環境の中、
充実した教育・研修体制を整えており、皆さんのスキルアップをサポー
トします。私たちは皆さんのような若くて元気な力を求めています。

社会医療法人財団董仙会

厚生連高岡病院薬剤部

恵寿総合病院

「いつでも、誰でも、たやすく安心して診療を受けられる病院にする」
という創業精神にのっとって設立された当病院は、能登の中核病院とし
て、患者さんから、地域社会から選んでいただける質の高いサービスを
提供し続けております。
これからも一人の病める患者さんに最善のサービスを提供していこうと
思っておりますので、その一員として活躍される薬剤師の皆さんをお待
ちしております。

富山県の呉西地区高岡医療圏の基幹病院で、救命救急センター（第 3
次救急）、地域がん診療連携拠点病院などその他多くの指定を持つ急性
期医療を中心に行う病院です。各種認定、専門薬剤師を目指す方にも、
十分にスキルを発揮できる病院と思います。今年度中には、病棟薬剤業
務実施加算の取得を目指し進めているところです。また、給与面でも、
富山県内では、最高レベルの給与となっております。（各種手当を含め）

新潟県厚生農業協同組合連合会（JA 新潟厚生連）

新潟大学地域医療教育センター

本会は JA グループを母体とする公的医療機関開設団体です。新潟県内
に 14 病院（上越総合病院、長岡中央綜合病院、新潟医療センター他）を
運営しています。初任地配置希望制度があり希望する病院で勤務できる
他、本会独自の奨学金制度など各種就職支援制度があります。入職後も
専門認定資格の取得更新支援制度があります。北陸新幹線沿線にも上越
総合病院他 2 病院があり、新潟県出身者以外の就職も大歓迎です。

魚沼基幹病院は地域の急性期を支える中核病院です。H２７年６月に開
院しました。薬剤部では、最適な薬物医療と安全性を確保し、専門性を
生かしてチーム医療を支えています。新人教育・各種研修など個々のス
キルアップアップ支援や、マルチに活躍できる業務体制など、イキイキ
と仕事に取り組める環境です。当日は、金沢大学の卒業生が担当します。
病院薬剤師のお仕事や当院の魅力について、お話を是非聞きに来てくだ
さい。

株式会社富士薬品

特定医療法人社団勝木会 やわたメディカルセンター

創業から 90 年。配置薬事業からスタートし、現在は「セイムス薬局」
「ドラッグセイムス」「モリキ薬局」「アメリカンドラッグ」「ドラッ
グユタカ」など、グループで調剤薬局、調剤併設ドラッグストアを全国
に約 1,350 店舗展開している富士薬品グループ。医薬品の研究開発から
製造まで手掛ける医薬品メーカーとしての事業を展開しているのも大き
な特徴です。

当院は、石川県の南加賀に位置し、癒しと安らぎの空間を設けた「病
院らしくない病院」です。病床数 208 床、急性期２病棟、地域包括ケア
病棟、回復期リハビリテーション病棟があり、薬剤師は全ての病棟に専
任しています。
病棟業務を中心に ICT や NST 等のチーム医療はもちろん、
外来化学療法や外来糖尿病透析予防指導管理にも参加して機能を活かし
ています。

魚沼基幹病院
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株式会社ＬＳＩメディエンス

科研製薬株式会社

LSI メディエンスは、健康で安心な社会の創造に向け「臨床検査」「診
断薬」「創薬支援」の３事業を柱に様々なサービスを展開。また、日本
唯一の世界アンチドーピング機構公認ドーピング検査分析機関として、
スポーツの健全な発展へも貢献しています。現在、当社では金沢大学卒
業生７名が研究開発職、臨床検査技師職、分析検査職で活躍中！ヘルス
ケア分野における企業の使命、様々な活躍の場に興味がある方、ぜひご
参加ください！

科研製薬は、理化学研究所をルーツに設立され、72 年にわたり新薬研
究への挑戦を続けています。整形外科・皮膚科といった領域にとくに強
みを発揮しており、患者さんの少ない疾患や、生命の危険はないものの
痛みや不快感により QOL が低下する疾患についても目を向け、その疾患
に対応する医薬品を積極的に開発しています。患者さん・企業・社員の
三者に「よろこび」を創出する企業を目指しています。

協和ファーマケミカル株式会社

クラシエ製薬株式会社

キリングループの医薬品原薬メーカーとして、薬を待つ患者さまに当
社の製品が確実にお届けできるよう医薬品原薬を製造しています。高品
質で安定的に原薬を供給する為の製造方法の研究開発、製造、品質保証
を行っています。当社の強みである有機合成技術を活かし、グループ内
外の医薬品メーカーから受託製造し、高品質・低コストを実現していま
す。金沢大学の OB の方 36 名も各分野で活躍しています。

クラシエグループで医薬品の製造から販売を手掛けるクラシエ製薬は、
「葛根湯」「コッコアポ」等漢方薬に特化した製薬メーカーです。漢方
薬の特徴を活かし西洋薬ではカバー出来ない症状の改善、予防医療等漢
方薬の可能性を追求し続けています。「病気を治す」だけではなく「病
気にならない」が求められる現代、セルフメディケーション、健康寿命
の分野で漢方薬の持つ自然の力で人々の健康に貢献して行きます。

興和株式会社

全薬工業株式会社

「バンテリン」でおなじみのコーワです。コーワは商社機能とメーカ
ー機能を軸に様々な事業から成り立つ複合体企業です。医薬事業部門で
は「パルモディア錠」
「リバロ錠」などの医療用医薬品を世界各国へ販売
し、商社部門においては、港湾開発やインフラ整備、三国間貿易など多
岐にわたる事業を展開しています。環境・省エネ事業やホテル事業への
参入など、新領域への進出と挑戦は絶えず続いています。

「効きめを創り、効きめで奉仕する」の創薬理念のもと、独創的な医
薬品、化粧品、健康食品の研究開発・製造販売に挑んで参りました。
創業時より力を入れている OTC 医薬品分野では、永年に亘って育んで
きた技術を活かして、より優れた効きめと高い安全性を併せ持つ医薬品
の創生を第一の使命として取り組んでいます。スキンケアや健康食品の
フィールドでも医薬品の開発力を応用し、お客様のニーズに応える製品
を提供しています。

第一三共株式会社

大正製薬株式会社

第一三共は革新的な医薬品を世の中に数多く送り出してきた歴史ある
製薬企業です。現在 2025 年ビジョンとして掲げる、「がんに強みを持つ
先進的グローバル創薬企業」を目指し、研究の重点領域を「がん」、次
世代領域を「疼痛」「中枢神経系疾患」「心不全・腎障害」「希少疾患」
に定め、研究開発を進めています。このように、未充足な医療ニーズの
高い疾患領域に、新たな新薬を届けることで、世界中の人々の健康に貢
献していきます。

ファイトイッパーツ！リポビタンＤでおなじみ、ワシのマークの大正
製薬です。OTC 医薬品を中心とするセルフメディケーション事業と、処方
箋薬を扱う医薬事業を 2 つの柱に展開する総合医薬品メーカーです。海
外部門では、東南アジアに欧州を加えた二極体制で展開し、新たな国・
領域への展開にも積極的に取り組んで参ります。

トーアエイヨー株式会社

ニプロファーマ株式会社

他社が真似できないユニークな製剤で、循環器スペシャリティファー
マの地位を築いています。
循環器周辺領域の研究開発にも取り組む事で、多様な医療ニーズに応
えています。
若いうちから責任ある仕事に従事でき、自分の成長に繋がります。

当社はニプログループの医薬品製造に特化した製薬企業です。
国内最大級の自社生産拠点で、注射剤、経口剤、外用剤など様々な剤形
を製造しています。国内外大手製薬メーカーの医薬品を製造する受託製
造事業においては、国内 No.1 の実績があり、独自の技術力を魅力として
います。
医薬品製造に直接関わる生産系職種、医薬品の品質を守る品質保証職
種があり「安定的に製造できるか」「安心できる医薬品であるか」を日々
大切にしています。

日本臓器製薬株式会社
当社は、昭和 14 年の創立以来「独創性と安全性」を基本理念に、未知
に挑戦してきた研究開発型の製薬会社です。規模は中堅ながら、整形外
科・ペインクリニックなどの痛み領域では、医療用医薬品疼痛治療薬で
国内シェアトップクラスの「ノイロトロピン」などの製品を有していま
す。これから上市する新薬の他、新しいソリューションを提供する医療
材料や医療器械など、フロンティア精神で、患者さん・医療従事者のニ
ーズに応え、新たな未来を切り開いていきます。

