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企業市民活動報告書2017
サノフィ・ジャパングループ



日本の人々のために、
私たちにできること。

サノフィ・ジャパングループは、コミュニティへの参画を重点領域として

患者団体や医療関係者組織、NGO/NPO、社員などの声に耳を傾けながら、

さまざまな企業市民活動を行ってきました。

サノフィ・ジャパングループの「2017企業市民活動」をご紹介します。
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倫理と
透明性

ヘルスケア
への公平な 
アクセス   

コミュニティ
への参画

健全な地球環境
企業倫理と透明性の維持

・倫理とビジネスインテグリティに
基づき事業を行う

・患者さんの安全を守る
・医療倫理と生命倫理を確保する

・人権を促進し、擁護する

環境課題への取り組み
・CO2排出量を削減する
・廃棄物を削減する
・水の使用と医薬品残留物を縮小する
・気候変動と健康に及ぼす影響を啓発する

ヘルスケアの
アクセス向上への貢献

・ヘルスケアへの公平なアクセスを促進する

コミュニティの発展と
社員エンゲージメント
・地域社会との共存共栄を維持する
・社員の人財育成とコミュニティへの
　参画を後押しする

サノフィ・グループは、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、また環境課題に取り組み地球環境を守ることにあります。サノフィ・グループは、
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。

サノフィ・グループのCSR戦略
サノフィ・ジャパングループは、「コミュニティへの参画」を柱に企業市民活動を行ってい
ます。2017年は、ヘルスケアカンパニーとして健康上の課題に直面する人々の側に立ち、
支えること。企業市民として多様性を認め
あらゆる人々にとって活躍可能な環境創
出に努めることに主眼を置き、ボランティ
アとダイバーシティにフォーカスして活動
を展開しました。

2017企業市民活動テーマ

［サノフィについて］サノフィ・グループは、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。

photoご支給ください



Voice ステークホルダーの皆さんとともに、企業市民活動を推進しています。
ボイス

医療ではカバーしきれない心の状態をポジティブ
にいざなうことを願い、アートの色彩や創造、コ
ミュニケーションを医療現場に運び続けてきまし
た。アートを心の薬として、心の応援に取り組んで
います。人間は生きるうえで心と身体のバランスが
必要です。医薬品を通じて健やかな身体をサポー
トする御社と、アートで前向きな心をサポートする
私たちのコラボレーションにより、心と身体の両面
から人々を支え続けていけたら何より幸せです。

ホスピタルアートプロデューサー／
Wonder Art Production代表

高橋  雅子

サノフィ株式会社　執行役員・渉外本部長

髙橋  大治

特定非営利活動法人　全国ポンぺ病患者と家族の会
理事長

岡崎  俊文

心と身体の両面から
人々を支え続けたい。

患者会としてNPO法人を設立し初めての活動となる
「Rare Disease Day」参加について、サノフィさんか
らお声がけいただきました。私が講演を務めさせてい
ただくこととなり、患者の立場からお話しをさせていた
だきました。チャリティランでは社員皆さんの笑顔と
エールに励まされ、いろいろな意味で私たち患者と家
族は助けられていることを実感した機会となりました。
今後もこのような活動に参加しながら多くの方々と一
緒に歩んでいきたいと思います。

Rare Disease Dayを通じて、
啓発の機会をいただきました。

製薬会社であるサノフィは、「Empowering L ife」
のスローガンの下、ヘルスジャーニー・パートナーとし
て人々を支えます。
事業活動を通じて社会に貢献することはもちろんで
すが、患者団体の皆様や社内外の様々な声に耳を傾
け、コミュニティの発展に、できる限り貢献していく
ことが肝要であると考えます。
今後も様々な企業市民活動を、積極的に推進してい
きます。

大事なのは、患者さんを
はじめとした人々の声を聞くこと。

障がいのある人はいつも誰かにサポートしてもら
うばかりでしょうか？ いいえ、そうではありませ
ん。私はラ・メゾンビジネスサポートセンターの
障がいのある社員が精神的、実務的に他の社員
の助けになっている実例を知っています。性別、
国籍、年齢、そして病気や障がいのあるなしにか
かわらず誰もが安心して働ける会社は様々なタ
レントが共鳴し、増幅し、大きな力を活かせる会
社になるのだと思います。

サノフィ株式会社 人事本部
ラ・メゾンビジネスサポートセンター長

杉本  文江

誰もが安心して働け、
力をいっそう発揮できる会社へ。



Volunteer
ボランティア 

がん患者さんを支援する日本で最大級のイベントが「リレー・フォー・ライフ
（RFL）」です。RFLでは例年、ライフケア関連企業が対がん啓発をテーマに様々
な展示やアクティビティを企画し、患者さんやその家族をはじめ来場者へ意識
啓発を行っています。サノフィの参加は9年目を迎え、2015年からは特別協賛
企業に名を連ねています。
2017年は、9月30日・10月1日に東京・上野公園で開催された「RFL東京2017」
に31名の社員と家族が参加。出展ブースでは、がん予防のパネル展示や日々
の食習慣の改善を呼びかけるアトラクションなどを行いました。バランスの良
い食事は、がん予防はもちろん健康のためにも大切ですが、食生活の中で野菜
が不足がちであることをプログラムを通じて実感していただきました。当日参
加した社員とご家族の参加費22,000円を「日本対がん協会」へ寄付させてい
ただきました。

リレー・フォー・ライフ2017

「Rare Disease Day（RDD）」は、希少・難治性疾患の患者さんの生活の質（QOL）の向上を目指すイベントです。サ
ノフィ・ジェンザイムでは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。2月の社内イベントでは、ポンペ
病患者さんのお父様に治療にいたる過程、病気への向き合い方などについて講演いただき、83名の社員が耳を傾けま
した。その後実施したチャリティランには67名が参加し、参加人数に応じた寄付金計134,000円(一人あたり2,000円)を
「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

1人でも多くの方に、疾病と
その現状を知っていただくために。

知ることが、サポートのための第一歩。

疾患啓発に取り組み支援の輪を広げるために、

患者さんとともに社会への呼びかけを行っています。
野菜350g
計量成功!

参加者

156,000円
114名

寄付額

リレー・フォー・ライフ
Rare Disease Day



©Wonder Art Production

©Wonder Art Production

Volunteer
ボランティア

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、クリスマスプレゼントとカードを贈る社員参加型のプロ
ジェクトです。2012年以降は、グローバルのイニシアティブ「Sanofi Season 

of Solidarity（サノフィ連帯の季節）」の一環として行っています。11月に本社と
川越でチャリティ・デー、12月にラッピング・デーを開催。Happy Doll Project

と連動企画したイベントでは130名が参加し、プレゼント代行サービスの売上
は108,300円となりました。サンタクルー活動では、プレゼントとカードを
「Wonder Art Production／Hospital Art Lab」を通じて病院の子どもた
ちに届けました。

クリスマス・チャリティ2017

サノフィ・ジャパングループでは、2009年よりNPO「Wonder 

Art Production／Hospital Art Lab」が主催するHappy 

Dol l  Projectをサポートしています。この活動は、病院での
アートワークショップを通じて、患者さん、医師、看護師のスト
レスを軽減するとともに、出来上がったHappy Dollで病院を
温かくすることを目的にしています。サノフィは協賛企業とし
ての支援のほか、社員ボランティア5名が病院でのワーク
ショップ運営と展示のサポートを行いました。

長期入院する子どもたちに
笑顔のひとときを届けたい。

サノフィ・ジャパングループの企業市民活動の

中心のひとつが子ども支援です。企業としての支援のほか、

多くの社員が参加して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しています。

●あいち小児保健総合医療センター
●国立病院機構山形病院
●国立病院機構福島病院
●公立相馬総合病院
●国立がん研究センター 

●国立国際医療研究センター
●東京都立墨東病院
●滋賀県立小児保健医療センター
●東京女子医大八千代医療センター

Happy Doll Project

サンタクルー2017 プレゼント届け先

参加者

108,300円

130名
プレゼント購入費

クリスマス・チャリティ



多様性を尊重し、
活躍機会の創出を図っています。

ダイバーシティ

ダイバーシティ（多様性）はパフォーマンスを高める源であると考えるサノフィ・グルー
プは、女性の活躍支援に取り組んでいます。3月に続き、9月に次世代の女性リーダー
のための「ジェンダーダイバーシティセッション」を開催しました。セッション前半の
パネルディスカッションでは4名のグローバルリーダーがロールモデルについて話さ
れ、サノフィ・ジャパングループの女性リーダー24名が加わった後半のグループディス
カッションではロールモデルについて意見交換を行い、具体的な姿を確認しました。

第2回「ジェンダーダイバーシティセッション」

「障害を持つ人々の社会参加を促進するため、広く社会に呼びかける日」として国
連によって宣言された障害者デー。サノフィ・グループは、国連の「障害者の権利に
関する条約」の遵守に尽力するとともに、障がい者の方々への理解を深めるために、
例年様々なイベントを行っています。2017年は、日本では知的障がい者が働くラ・
メゾンビジネスサポートセンター（LMBC）のメンバーが自らの活動を紹介するとと
もに、社会福祉法人日本介助犬協会から介助犬を招き、介助犬の仕事について学
びました。また、LMBCメンバーによる手作りメモ帳やカレンダー、および社会福祉
作業所から委託された米価の販売を行い、その売上を介助犬協会に寄付しました。

2017年「国際障害者デー」

サノフィ・グループは、人財の多様性を新たな価値につなげていくために障が
いのある方の雇用に努めています。そのひとつが2009年に設立されたラ・メゾ
ンビジネスサポートセンター（LMBC）で、現在16名の知的障がいのある社員
が本社（新宿区）の職場で働いています。
入社以来継続してパーソナルスキルの向上を目指したトレーニングを行い、就
労の継続を実現するとともに、名刺作成・各種印刷・DM発送・ファイリング・
データ入力・PDF化などのビジネスサポートを通じて、会社の経費削減や生産性の向上に貢献しています。
また、LMBCでは特別支援学校から積極的にインターンシップを受け入れ、就業体験の機会を提供するとともに、様々な
企業からの見学を受け入れることによって、障がい者雇用に関するノウハウを共有し、障がいのある方々の働きやすい環
境づくりに貢献しています。

多様な人材の雇用を創出

ジェンダーや障がいによる多様性や能力を認め、

活躍のステージを整える。

サノフィ・ジャパングループは、人の可能性の追求が

企業パワーの源泉だと考えています。

Diversity 参加者

136,000円

350名
寄付額

国際障害者デー



糖尿病をもつ子どものよりよい学校環境づくりのサポートと、青年期における2型糖
尿病の予防への貢献を目的に、国際糖尿病連合（ IDF）と国際小児思春期糖尿病学
会（ISPAD）、サノフィ・グループは2013年9月に「KiDS Project」を立ち上げました。
日本では、公益社団法人日本糖尿病協会とサノフィ株式会社が協同し、小・中学校教
職員向け訪問プログラムを2017年9月にスタートしました。糖尿病の児童・生徒の
健やかな毎日を守るためには、学校、そして教職員の皆さんが重要な役割を果たし
ます。訪問プログラムと充実した啓発資材を通して、糖尿病の正しい理解の促進と、
糖尿病をもつ子どもの自信につながる環境の醸成をめざします。

教職員向け訪問プログラム「KiDS Project」スタート

2017年9月に日本大学第二中学校にて行われたパイロットでは、校長先生をはじめ、糖尿病の生徒が在籍するクラス担
任や養護教諭など15名が参加しました。日本糖尿病協会から派遣された専門医の内潟安子先生（東京女子医科大学東
医療センター病院長）、インスリンメンターの坂本辰蔵さんによる講演とQ&Aセッションを通じて、糖尿病に関する情報
提供を行うとともに、日ごろ先生方が抱える疑問や悩みにお答えしました。

日本大学第二中学校にてパイロットを実施

非感染性疾患の対策に取り組むマルチステイクホルダーによる初めてのイニシアティブです。
医薬品企業22社とともに、世界銀行や国際対がん連合と連携し、低所得国や低中所得国にお
ける非感染性疾患の医薬品アクセスを巡る様々な障壁の克服を支援していきます。「KiDS 

Project」はAccess Acceleratedが進めるプログラムのひとつです。

KiDS Project

糖尿病の子どもたちの
より良い学校生活をサポート。

トピック

パートナー

Topic

糖尿病の正しい理解が促進され、

糖尿病をもつ子どもの自信につながる

環境の醸成をめざして、

啓発プログラム「KiDS Project」をスタートしました。



厚生労働大臣が認める「えるぼし」とは、女性の職業生活に
おける活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）に基づ
く認定制度です。サノフィ株式会社は2017年2月付けで、
女性活躍推進法に関する状況などが優良な企業として、こ
の「えるぼし」の中でもっとも優良な「3つ星」に認定されま
した。サノフィ株式会社では、女性管理職比率25％以上の
達成に向け女性のキャリア意識向上の支援に取り組み、ダイバーシティとワー
クライフバランス推進の両輪から社員の意識改革や職場の文化醸成を行って
います。応募総数約15,740社のうち「3つ星」企業は180社という厳しい審査。
選ばれたことを誇りに、今後もダイバーシティの進化に取り組みます。

女性活躍推進法に基づく「えるぼし」企業に認定

サノフィ株式会社は東京都より、特色ある優れた障がい者雇用の取り組みを行っている企業として「障害者雇用エクセレ
ントカンパニー賞」を受賞しました。受賞のポイントは、当社が障がい特性を理解し、障がいに応じた職場環境の整備や
個々に適した業務を提供している点でした。特にラ・メゾンビジネスサポートセンターにおける職業的困難度の高い障が
い者の積極的採用と、多彩なツールによる教育サポートなどについて評価されました。

「障害者雇用エクセレントカンパニー賞」受賞

RobecoSAM社は世界の代表的な投資分野の調査・格付会社で、世界の大企業3500

社以上を対象に、経済・環境・社会の側面から企業の持続可能性についての評価・格付け
を行っています。サノフィ・グループはこの格付けでブロンズクラスに選定されました。

サノフィ・ジャパングループの
CSR活動を評価いただきました。

活動評価

Sanofi CSR 
Award

CSRを企業活動の根幹と考え、

様々な企業市民活動をつづけてきました。

2017年にはダイバーシティの取り組みで

国と東京都から高い評価をいただきました。


