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サノフィ・ジャパングループ



社会の笑顔のために
できること、
ひとつひとつ。 サノフィは、CSR／企業の社会的責任を果たすことを

事業戦略の中核に据えています。そのアプローチは、
企業倫理と透明性の維持を事業活動の基盤として、
ヘルスケアへの公平なアクセスに貢献すること、事業
を展開する地域コミュニティの発展に寄与すること、
環境課題に取り組み地球環境を守ることにあります。
ここに掲げた4つの領域においてアクションプランを
策定し、CSR活動を推進しています。人々の健康を守
り、患者さんの生活の質（QOL）を向上させるための
新しい方法を見出しています。

サノフィのCSR戦略

サノフィ・ジャパングループは、グローバルに展開さ
れるCSR戦略のうち、コミュニティへの参画と健全な
地球環境をベースに、日本の人々が置かれた現状を
「健康」という視点から見つめ、また活動の継続性を
重視して2016年の企業市民活動のテーマを設定しま
した。ヘルスケアカンパニーとしての企業資源を発揮
できる「患者・健康支援」「子ども支援」「被災地支援」
「環境保護」の4つのテーマのもと活動を行いました。

2016年の企業市民活動テーマ

［サノフィについて］サノフィは、5つのグローバルビジネスユニット（糖尿病および循環器、ジェネラルメディスンおよ
び新興市場、サノフィジェンザイム スペシャルティケア、サノフィパスツール、コンシューマー・ヘルスケア）で組織さ
れ、グローバルヘルスケアリーダーとして、患者さんのニーズにフォーカスした治療ソリューションの創出・研究開発・
販売を行っています。日本においては「日本の健康と笑顔に貢献し、最も信頼されるヘルスケアリーダーになる」とい
うビジョンの実現に向けて、患者中心志向に基づき、各領域で医薬品の開発・提供に取り組んでいます。

サノフィは、世界100カ国以上で事業を展開する

ヘルスケアカンパニーです。

サノフィ・ジャパングループは、患者さんや困難を抱えた方々の

課題解決や軽減につながる企業市民活動を、

独自のテーマを設けて行ってきました。

患者さんを視点の中心に置き、できることを、ひとつひとつ。

NPOや地域の人々などステークホルダーと手を携えながら、

笑顔が広がる社会の実現のために活動を進めていきます。
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疾患啓発に取り組み、患者さん支援の輪を広げます。
患者・健康支援

リレー・フォー・ライフ
ポリオ撲滅チャリティー大会

572名

参加・来場者
（社員・家族・ブース来場者）

がんを征圧するために早期発見の重要性を訴える。

ポリオ撲滅のためにコミットメントを表すイベントに参加する。

ヘルスケアリーダーとしての使命を胸に、

疾患啓発などのさまざまな患者支援活動に参画しています。

患者さんに寄り添い、

その想いを発信するお手伝いをしています。

リレー・フォー・ライフ2016

日本対がん協会と各地のリレー・フォー・ライフ実行委員会が主催
するリレー・フォー・ライフ（RFL）は、がん患者さんとご家族、支援
者が交代でタスキをつなぎ24時間歩き続け、絆を深めるイベント
です。サノフィ・ジャパングループは、2009年より毎年参加してい
ます。2016年は9月～11月に7都市で開催されたRFLに参加し、
ブースでの啓発を中心に活動しました。9月に東京・駒沢オリン
ピック公園で開催されたＲＦＬ東京には44名の社員とその家族が
参加し、がんを予防する生活習慣の啓発を行うサノフィのブース
には173名の方が来場されました。ブースでは主に2つのプログ
ラムを提供。「運動不足チェック」では簡易検査によるチェック結果
とともに、適度な運動が健康に欠かせないことを再認識いただき、
クイズスタイルによる「野菜計量チャレンジ！」では1日に必要な野
菜の総摂取量を体感していただきました。身近なテーマを題材に
したプログラムで、がんの予防・健康維持のための生活習慣を呼
びかけました。

ポリオ撲滅チャリティー大会
サノフィパスツールは、世界中の子どもたちにワクチン
を提供しています。ポリオ撲滅をサポートするサノフィ
パスツールでは、2016年3月に開催された東京ロータ
リークラブ主催による第1回国際親善マラソンリレー
「ポリオ撲滅チャリティー大会」に16名の社員が参加し
ました。会場には募金箱や“END POLIO NOW”のロ
ゴ、「ポリオ撲滅には力強い最後の一押しが必要とされ
ている」というメッセージが展示されるなどポリオ撲滅
へのコミットメントが掲示され、同じTシャツを身につけ
たサノフィパスツールチームは16名全員でバトンをつ
なぎました。

参加・来場者
社員・家族：110名
ブース来場者：446名



患者・健康支援

VOICE

412名
イベント
参加者

137,280円募金額

RDD・国際障がい者デー

希少疾患や、障がいのある方々への理解を深めるために。

●サノフィ株式会社 人事・総務本部 
　ラ・メゾンビジネスサポートセンター　杉本 文江

サノフィの障がい者雇用に対するコミットメントを
実現し、日本の障がい者雇用に貢献するために
「ラ・メゾンビジネスサポートセンター（LMBC）」
は2009年に設立されました。知的障がいのある
社員を採用し、名刺作成やダイレクトメールなど
でビジネスをサポートしています。こうした雇用の
場の創出とともに重要なのが、障がいのある方々と共に働くことに関する
啓発です。毎年、川越サマーフェスティバルやファミリーデー、また国際障が
い者デーなどの社内イベントを通じて継続的に啓発活動を行っています。
同時に、社外に対しては、他企業の見学を積極的に受け入れ、先駆的に障が
い者雇用に取り組む企業としての役割を果たしています。

●公益財団法人 日本盲導犬協会 神奈川訓練センター
　郷様からのメッセージ

2008年、御社に視覚障がい者がマッサージサー
ビスを提供する施設が設置されるにあたり、その
利用料を寄付する先として私どもとの連携が始ま
りました。2014年にはLMBCから依頼を受け、川
越サマーフェスティバルにおいて盲導犬の活動を
ご紹介させていただき、翌年には、本社で開催さ
れた国際障がい者デーのイベントにおいても啓発の機会をいただきました。
御社には障がいのある方に対する理解が深い社員の方が多いと感じており
ます。2017年日本盲導犬協会は設立50周年を迎えます。これまでご支援い
ただいた皆様に感謝するとともに、引き続き盲導犬活動へのご理解とご支
援をお願いします。最後に、街中や駅で視覚障がいの方を見かけた際には、
積極的にお声かけをしていただけることも合わせてお願いいたします。

Rare Disease Day（RDD）は、希少・難治性疾患の患者さんの生活の質（QOL）向上を目
指して2008年にスウェーデンで始まったイベントです。サノフィ・ジャパングループの一員
であるジェンザイム・ジャパンは2010年から主要協賛企業としてRDDをサポートしてきまし
た。2016年は、世界的なライソゾーム病疾患啓発プログラムであるExpression of Hope

の展示、患者さんの立場からの声を聞くRDDセッションとチャリティランであるRunning 

for RDD、そして丸の内で行われたRDDイベント協賛の3つのイベントを行いました。RDD

セッションでは希少疾患ALD（副腎白質ジストロフィー）患者さんのお母様にお越しいただき、希少疾患共通の問題点やご苦
労についてお話を伺いました。また、チャリティランにはALD患者さんとご家族、社員の62名が参加し、希少・難治性疾患や
RDDへのコミットメントを表しました。本イベントは参加者1人につき2,000円をジェンザイム・ジャパンが寄付する仕組みと
しており、124,000円の寄付金を一般社団法人「日本難病・疾病団体協議会」に届けました。

世界希少・難治性疾患の日／Rare Disease Day

サノフィは「障がいに基づく差別や排除をなくし、多様性を尊重する労働環境をつくる」とい
う国連の「障害者の権利に関する条約」の遵守に尽力しています。毎年、12月3日の国際障
がい者デーにあわせ、障がいのある方々への理解を深めるためにイベントを行ってきまし
た。2016年は、11月に本社で日本における障がい者雇用状況や知的障がいのある社員が
働くラ・メゾンビジネスサポートセンターの業務・実績などを紹介するパネルを展示。12月
には「第2川越いもの子作業所」による米菓販売、「福祉作業所ふれんど」のスリッパ販売な
どを行いました。販売にこられた障がいのある方々とサノフィ社員が一緒に販売。チャリ
ティ販売会での売上金の一部を公益財団法人日本盲導犬協会に寄付しました。

2016年「国際障がい者デー」

来場者
350名



クリスマス・チャリティ 2016

Happy Doll Projectと連動しプレゼント

子ども支援

「Sanofi Season of Solidarity（サノフィ連帯の季節。全世界のサノ
フィ社員がボランティアを行う毎年恒例のイベント）」の一環として開
催されるクリスマス・チャリティは、病気やけがのためにクリスマスを
家族と過ごすことのできない子どもたちにプレゼントとカードを贈る
社員参加型のプロジェクトで、2016年で10回目の開催となりました。
11月に本社と川越でチャリティ・デーを、12月に本社でラッピング・
デーを開催し、プレゼントとカードの受付およびラッピングボランティ
ア活動を行いました。このイベントには社員と家族・友人の144名が参
加し、プレゼント代行サービスの売上は92,562円となりました。サン
タクルー活動では、全国13病院へ520個のプレゼントを届けました。

今回のクリスマス・チャリティでは、病院でのアートワークショップ
を通じて、できあがったHappy Dollで病院を温かくすることを
目的とするHappy Doll Project（NPO「Wonder Art Production

／Hospital Art Lab」主催）と連動し、クリスマスを病院で過ごす
子どもたちに楽しいひとときを届けました。社員ボランティア27

名がハート型の色とりどりのマスコット127個をつくり、子どもた
ちにプレゼントしました。

サンタクルー2016 プレゼント届け先
●国立国際医療研究センター病院 
●独立行政法人国立病院機構埼玉病院 
●東京女子医大八千代医療センター 
●さいたま市民医療センター  ●熊本赤十字病院 
●あいち小児保健医療総合センター 
●鳥取市民病院 ●鳥取大学医学部附属病院 
●弘前大学医学部附属病院  ●さいたま市立病院 
●公立相馬総合病院  ●山形大学医学部附属病院 
●滋賀県立小児保健医療センターサノフィ・ジャパングループは、子ども支援を

企業市民活動の柱の一つに活動を続けています。

長期入院中の子どもたちにプレゼントを贈る

クリスマス・チャリティは、

2016年で10回目の開催となりました。

また、2016年にはHappy Doll Projectと連携企画し、

笑顔の輪を広げました。

入院している子どもたちに楽しいひとときをプレゼント。

©Wonder Art Production

144名参加者

92,562円
プレゼント
購入費

クリスマスチャリティ



被災地支援

復興支援とともに、健康維持のサポートを続けています。

Happy Doll Project in 熊本

熊本地震被災地支援ボランティア
東日本大震災以来最大の自然災害となった熊本地震。サノフィは、日本財
団およびピースボート災害ボランティアセンターと協働し、熊本被災地での
ボランティアをサポートしました。7月中旬から9月下旬にかけて、会社が現
地への交通費半額を負担し3回にわたり計30名の社員ボランティアを派遣。
熊本市や益城町などの避難所で暮らす被災者の生活環境整備や生活・健康
状況に関する聞き取り調査およびバランスのとれた食事のための炊出し支
援活動を行いました。ボランティア活
動に参加した社員は、サノフィの理念
である「患者中心志向」を実践。被災
者お一人おひとりの声に耳を傾ける
中で、困難な状況にあっても前を向く
大切さを教えていただきました。

Happy Doll Project は人形作りのワークショップ（WS）で、病院にいらっ

しゃる皆さんの心を和らげるプロジェクトです。6月に熊本大学医学部附属

病院でのWSに社員ボランティアが参加しました。同病院での開催は、2013

年に続き2回目。熊本地震で被災した皆さんへの応援メッセージも込めて

の再訪となりました。イベントでは子どもたちに加え、ご家族、保育士さん、

先生、看護学生の皆さんが集まり心穏やかな時間を過ごしました。

女川Happy Doll Project
サノフィ・ジャパングループは、2009年よりNPO「Wonder Art Production

／Hospital Art Lab」が主催するHappy Doll Projectをサポートし、2014

年からは東北支援活動の一環として女川でのワークショップ（WS）を支援し

ています。10月に女川町新田仮設住宅と石巻バイパス仮設住宅西集会所

でのWSに社員ボランティアが参加。女川での開催は延べ16回を数えまし

た。また、WS終了後には減塩に関するパンフレットを配布しました。

2016年4月、熊本で発生した大地震。

その復興支援のために、

サノフィは社員ボランティアを送り出しました。

東北被災地での支援活動の経験を生かし、

避難所での暮らしを余儀なくされている皆さんの

健康維持をサポート。

また、熊本と女川で、人形作りで心を和らげる

Happy Doll Projectのお手伝いをしました。

©Wonder Art Production

被災地支援活動

33名参加者



環境保護

© Denis FELIX

サノフィ 白石薬品

健康保険組合 健康保険組合員

　活動参加
者報告

　回収用封筒に
未使用医薬品を
入れて送付

　未使用医薬品
返送の案内／
回収用封筒の提供

　希望者に
返送用封筒
を送付

　委託する医療
廃棄物専門業者
が完全焼却

1

5

2

3 4

「未使用医薬品返送プログラム」に取り組んでいます。

未使用医薬品返送プログラム
身近を流れる河川が抗菌剤をはじめとするさま
ざまな医薬品により汚染されているといわれて
います。人間の排泄物や入浴時の排水を介して
排出される使用後医薬品、不適切な形で廃棄さ
れる不要医薬品、そして水・畜産業等で使用され
る医薬品、飼料添加物が主な起源であるとされ
ています。環境影響に関してまだ十分な研究は
なされていませんが、欧米では各規制当局によ
り医薬品の環境影響評価に関する指針が制定
され、日本においても厚生労働省により人用医
薬品の環境影響評価指針の策定と運用に向け
た準備が進められています。そうした医薬品の
環境リスクを少しでも回避するために、サノフィ・ジャパングループではサノフィ健康保険組合と連携し、未使用医薬品返送
プログラムを2014年より実施しています。常備薬斡旋の仕組みを活用し、協力会社である白石薬品に返送された薬を医療
廃棄物専門業者に委託し完全焼却。2016年には109名が本プログラムに参加しました。

地球環境に配慮することを企業テーマの一つとするサノフィで

は、未使用医薬品の回収・返送に積極的に取り組んでいます。欧

州・アジア・北南米の十数カ国でサポートプログラムを展開。医薬

品の環境影響の告知、返送プログラムの導入、そしてプログラム

への寄付を行い活動を推進しています。

グローバルな取り組みを進め、
世界十数カ国で医薬品返送をサポート。

健康を支えるための医薬品が、その廃棄や自然流出により

環境リスクの一因になっているとされています。

サノフィ・グループでは、世界十数カ国で、

医薬品返送のサポートを進め、日本においても初めての試みとして

未使用医薬品の返送プログラムをスタートさせ、

2016年には3年目となりました。

ヘルスケアカンパニーの責務として、

この活動に積極的に取り組んでいます。

サノフィ・グループの取り組み　

■返送プログラムの仕組み

未使用医薬品
返送プログラム

109名参加者



サノフィ株式会社　〒163-1488 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号 東京オペラシティタワー　www.sanofi.co.jp

サノフィで働く11万人の社員は、日々、世界中で、人々の健康を守り、
一人でも多くの患者さんがヘルスケアにアクセスできるよう努めています。
サノフィは、ヘルスケアカンパニーとして、品質、安全性、倫理、環境への配慮を企業活動の中心に置いています。


