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日本の人々のために、
できることひとつひとつ。
サノフィ・グループのCSR戦略
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。

ヘルスケアの
アクセス向上への貢献

コミュニティの発展と
社員エンゲージメント

・ヘルスケアへの

公平なアクセスを促進する

ヘルスケア
への公平な
アクセス

コミュニティ
への参画

・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

倫理と
透明性

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

健全な地球環境

環境課題への取り組み

・CO 2 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

2018企業市民活動テーマ
2018 年サノフィ・ジャパングループは、CSR 戦略に基づき取り組みを進める中、特にヘルスケアのアク
セス向上への貢献を大きなテーマとして活動を行いました。ヘルスケアカンパニーとして疾病から生

一人ひとりの想いやアクションが、健康の問題などで
困っている誰かを笑顔とすることができる。

じる健康上の課題に直面する人々の側に立ち、生活の質（ QOL ）向上の寄与に貢献するプロジェクトを
推進。KiDS Projectとして、糖尿病をもつ子どもたちのより良い学校環境をサポートするプログラムを
展開しました。

私たちサノフィ・ジャパングループはそう信じて、企業市民活動を続けています。
患者団体、医療関係者組織、NGO/NPO 、社員の声に耳を傾け、
連携し、様々なプロジェクトを展開しています。
サノフィ・ジャパングループの「 2018 企業市民活動」
をご紹介します。

［サノフィについて］ サノフィは、健康上の課題に立ち向かう人々を支えます。私たちは、人々の健康にフォーカスした
グローバルなバイオ医薬品企業として、 ワクチンで人々を守り、革新的な医薬品で痛みや苦しみを和らげます。 希少疾患
をもつ少数の人々から、慢性疾患をもつ何百万もの人々まで、寄り添い支え続けます。 サノフィでは、100カ国におい
て 10 万人以上の社員が、革新的な医科学研究に基づいたヘルスケア・ソリューションの創出に、世界中で取り組んで
います。サノフィは、
「 Empowering Life 」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。

Access to
Healthcare
糖尿病の子どもたちの
より良い
学校 生活のために。

小・中学校教職員向け訪問プログラム KiDS Project
KiDS Project とは

１型糖尿病について

1 型糖尿病の子どもをサポートし、学校に通

糖尿病には、大きく分けて1 型と2 型の 2 種類の病型があります。1 型糖尿

う子どもたちに健康的なライフスタイルを

病はすい臓のβ細胞が破壊され、
イン

啓発するため、国際糖尿病連合
（ IDF ）
と国際

スリンがほとんど分泌できなくなる

小児思春期糖尿病学会（ ISPAD ）、サノフィ・

タイプです。子どもや若い人に多く
みられ、乳幼児を含め、
どの年齢の子

グループが 2013 年 9 月に立ち上げたのが
「KiDS Project」
です。日本では、公益社団法人日本糖尿病協会とサノフィ

どもにも発症する可能性があります。

株式会社が協同し、訪問プログラムと充実した情報資材を通して、①糖

また 1 型糖尿病は突然発症すること

尿病をもつ子どものより良い学校環境をサポートすること②青年期に

が多く、診断が遅れると生命を脅か

おける2 型糖尿病の予防に貢献することを目的に活動しています。

しかねません。

小・中学校の先生を対象とした 訪問型 プログラム
日本では、糖尿病に対する教職員の皆様の理解が広がりつつある一方、一部では糖尿病を
もつ子どもの学校環境整備が遅れている現状があります。糖尿病は、正しく管理すれば他

■KiDS Project タイムスケジュール例
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開会の挨拶と趣旨説明

司会より

30 分

糖尿病に関するご説明

糖尿病専門医より

リンメンターが実際に直面した問題など、体験談を紹介しています。
「 教師」
「 子ども」
「 一般

20 分

インスリンメンターによる体験談

１型糖尿病患者より

の保護者」
「 糖尿病の子をもつ保護者」それぞ

10 分

質疑応答・意見交換

登壇者全員

れの視点から糖尿病について学ぶことができ

5分

の生徒と変わらず学校生活を送ることができます。KiDS

Project は小・中学校教職員向け

訪問プログラムとして、日本全国の学校へ伺い、糖尿病専門医が正しい知識を伝え、インス

るKiDS

Project オリジナルの「学校用糖尿病

アンケート記入
閉会の挨拶

情報パック」
をはじめとした情報ツールを提供し、

司会より

約 70 分

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て
います。

インスリンメンターとは

日本糖尿病協会は、2015 年より患者が患者を支援するピアサポートの取り組みとして、インスリンメンター制度を
展開しています。インスリンメンターは、
自らの経験をもとに、後輩患児のサポートや社会への糖尿病啓発を行います。

パートナー

Access to Healthcare

4
326

訪問先

小・中学校教職員向け訪問プログラム KiDS Project

参加人数

ヵ所

名

2018年はプログラムを4回実施
2017年9月にパイロットプログラムを行ったKiDS Projectは、2018年に本格始動しプログラムを4回実施し、教職
員、養護教諭、将来教職を目指している大学生の方々、計 326 名にご参加いただきました。糖尿病専門医の講演、
インスリンメンターの体験談、情報ツールを用いたプログラムを通じ、糖尿病のイメージがポジティブに変化。ア
ンケートでは
「糖尿病に関する誤ったイメージが払拭された」
「 血糖値に振り回されず、本人を観察することが大事
だと分かった」
「 糖尿病だからといって普段の生活に大きな制限はないことが印象に残った」
などの回答をいただ
きました。各会場でいただいたご意見をプログラムに反映し、糖尿病の理解の輪を広げる活動を続けていきます。
KiDS Project 2018
訪問プログラム実施先

●兵庫県の小学校
（30名）

●秋田県の小・中学校教育研究会
（28名）

●大阪府の教育委員会
（246名）

●岡山県の大学
（22名）

KiDS Project プログラム参加者アンケート
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26%
プログラムは
役に
立ちましたか？

68%

本日のプログラムを
他の先生／生徒にも
薦めたいと
思われますか？

34%

29%

次回もこのような
プログラムがあれば
また参加したいと
思われますか？

29%
不自由な思いをする
糖尿病の子どもを
1人でも減らしたい
公益社団法人日本糖尿病協会 事務局長

38%

40%

堀 田 裕 子 様 からのメッセージ

KiDS Project は、教育現場に特化して先生方の不安
■ 満足
■ どちらでもない
■ 不満

■ やや満足
■ やや不満

「KiDS Project」
訪問プログラムの
お申し込み・お問い合わせ

■ ぜひ薦めたい
■ 機会があれば薦めたい
■ 薦めたくない

■ 薦めたい
■ あまり薦めたくない

■ ぜひ参加したい
■ 参加したい
■ 機会があれば参加したい ■ あまり参加したくない
■ 参加したくない

公益社団法人 日本糖尿病協会

〒102-0083 東京都千代田区麹町 2-2-4 麹町セントラルビル 8F
担当 ： 堀田様
TEL ：03-3514-1721 FAX ：03-3514-1725
MAIL：office@nittokyo.or.jp
※受付時間：9:00 〜 17:00

を解消し、明日からの行動変容に結びつけられるこ
とに意義があります。専門医は正しい知識の伝達を、
インスリンメンターは自らの経験を伝える役割を持
ちます。教室では「正しく知って、子どもの力を信じ
てそっと見守ってほしい」
というメッセージを伝えて
います。今後も、皆さんのご協力をいただきながら、
どこにでも出 張し、不自由な思 いをする糖 尿 病 の
子どもを 1 人でも減らしたいと考えます。

クリスマス・チャリティ

235
173,300
参加者

Volunteer

プレゼント購入費

病と闘う患者さんたちに

クリスマス・チャリティ2018

Happy Doll Project

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

サノフィ・ジャパングループ

ことのできない子どもたちに、
クリスマスプレゼントを贈る社員参加型の

で は 、2 0 0 9 年 より N P O

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

「Wonder Art Production

（サノフィ連帯の季節）
」
の一環として行っています。
Season of Solidarity

笑顔を届けたい。

名
円

／Hospital Art Lab」
が主催

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。

するHappy Doll Project

Happy Doll Projectとの連動企画イベントでは延べ235名が参加し、プ

をサポートしています。この

レゼント代行サービスの売上は

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

173,300円となりました。サンタ

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

クルー活動では、
「Wonder Art

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、

Production／Hospital

社員ボランティアが病院でのワークショップ運営と展示をサポート。また、

Art

©Wonder Art Production

を通じてプレゼントを病院
Lab」

プロジェクトの一環として開催した社内イベントでは 54 名の社員が参加

の子どもたちに届けました。

し、病院で過ごす子どもたちの様子を知るとともにクリスマス・チャリティ
でプレゼントするHappy Doll 作りを行いました。

サンタクルー2018
プレゼント届け先

©Wonder Art Production

●東北大学病院

●国立国際医療研究センター病院

●熊本赤十字病院

●国立病院機構下志津病院

●あいち小児保健総合医療センター
●千葉大学医学部附属病院

●仙台エコー医療療育センター

●公立相馬総合病院

●滋賀県立小児保健医療センター

世界希少・難治性疾患の日／Rare Disease Day
「Rare Disease Day
（ RDD ）
」
は、希少・難治性疾患の患者
フィ・ジェンザイムビジネスユニットは2010 年から主要協賛

Rare Disease Day
in Tokyo

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

サノフィ株式会社が協賛企業とし

さんの生活の質（ QOL ）の向上を目指すイベントです。サノ

では、
ゴーシェ病患者さんのお母様に講演いただき、その後、
代々木公園において
「チャリティランRunning for RDD」
を
実施。また、参加者全員で希少疾患の数である7,000に合わ
せて、7,000 マイルの走行・歩行を目指すグローバルキャン
ペーン
「 Pledge for Rare 」
を開催しました。このチャリティ
ランには 47 名が参加し、寄付金計 94,000 円を
「日本難病・
疾病団体協議会」
に届けました。

て参加する
「Rare Disease Day
が2月28日に開催
2018 in Tokyo」
されました。患者さんや支援団体
による講演、疾患に関するパネル
展示やワークショップが行われ、
訪れた方々が希少・難治性疾患の
現状を知る機会となりました。

国際障害者デー

Diversity

300
132,168
参加者

寄付額

2018 年「国際女性デー」

名
円

1904年 3月8日にアメリカで行われた婦人参政権を求めたデモが起源となり、1975年に国連

誰もが活躍できる

により制定された
「国際女性デー」
。サノフィ・ジャパングループでは、初台本社でジェンダー

環境をめざして。

ワークライフバランスについて語りました。集まった社員は、女性リーダーや同僚が乗り越え

バランスイベントを開催し、様々なポジションで活躍中の女性社員 4 名が自身のキャリアや
てきた経験や本音の織り混ざったメッセージに、熱心に耳を傾け、自分のキャリアパスについ
て振り返るひと時を過ごしました。サノフィはグローバルで2025 年までに、革新性と多様性
を持つグローバル・ヒューマンヘルスケア企業として世界のトップ 3 社に入るという目標を掲
げています。

2018 年「国際障害者デー」
サノフィ・ジャパングループでは12 月3日の
「国際障害者デー」
を
記念して障がいのある方々への理解を深めるために様々なイベ
ントを行っています。2018 年は 12 月3 日から1 週間、初台本社で
認知向上のための展示を行い、最終日の 7 日には、チャリティ販
売に加え、公益財団法人日本盲導犬協会からPR 盲導犬ラズベ
リー号を招いて、盲導犬のお仕事について紹介していただきま
した。当日は300 名を超える方々がイベントに参加し、第 2 川越いもの子作業所の米菓と一般社団法人
盲導犬支援センターの盲導犬チャリティグッズ、そして、オーダーメイドクリアフォルダーをチャリティ販
売。チャリティグッズの売上など132,168円を日本盲導犬協会に寄付しました。

第10 回「ラ・メゾンサポーターズミーティング」
では2009 年の設立当初から、雇用する知的障
ラ・メゾンビジネスサポートセンター
（ LMBC ）
がいのある社員の育成に関して考えることを目的とした
「ラ・メゾンサポーターズミーティン
グ」
を開催してきました。法的＊に障がいのある社員が働き続けられる環境が整備されていく
なか、今回は
「働き続けられる社会人になるために」
をテーマに開催。メンバー、保護者、就労
支援関係者、特別支援学校、行政、また見学希望の企業を含め約 100 名が集まり、取り組む
べき課題を共有しました。特にワークショップでは、制度的には働き続けられる環境が整備さ
れても、就労継続を阻害する原因が身近にあること実例を通じて学び、メンバー、保護者、
就労支援担当者、企業が共に考えるよい機会となりました。
＊
「障害者差別解消法」
「 障害者雇用促進法改定」
「 労働契約法改定」

Environment
地球 環境を守る意識を
一人ひとりに。

2018年「世界環境デー」
「世界環境デー」
は1972年ストックホルムで開催された
「国連人間環境会議」
を記念して定め
られました。サノフィ・グループは健全な地球を守る
「環境デー」
の主旨に賛同し、グローバル
で環境イベントを行っています。サノフィ・ジャパングループでは4 月8日に、初台本社、川越
工場、サノフィ・ジャパングループの一員であるエスエス製薬成田工場の3カ所でイベントを
開催しました。意識啓発につながる環境ポスターを掲出し、環境ビデオを放映。成田工場で
は参加者 159名全員がグリーン T シャツを着て植樹式を行い、紙の消費量を減らすためのハ
ンドタオルの提供、紙を使用しないWebでの環境クイズなどを通じて、環境負荷要因やそこ
から関連する健康への影響を減らすことを学びました。

Award
「健康経営優良法人2018
（ホワイト500）」認定を取得
2017 年度より開始された「健康経営優良法人
（ホワイト500 ）」
は、健康保険組合と連携して優
良な健康経営を実践している法人を顕彰する
認定であり、健康経営実践法人の拡大を図る制
度です。経済産業省と日本健康会議が共同で
選出し、2020 年までに大規模法人で 500 社以
上の認定・公表を目指しており、
「ホワイト500 」
の愛称はこのことにちなんで名づけられました。

初台本社イベント風景

2018 年 2 月サノフィ株式会社は、この「健康経
営優良法人 2018
（ホワイト500 ）
」
の認定を取得。
経営理念・方針に健康経営について明文化され
ている点、また、健康経営の実行を推進する制
度の策定や施策が実行されている点が高く評

エスエス製薬株式会社 成田工場 植樹式

価されました。
川越工場イベント風景

Voice

一人ひとりの取り組みで大きな力に
エスエス製薬株式会社 成田工場エンジニアリング＆HSE部

草刈麻由美

年に一度、 世界環境デー が全社的に実施されます。2018 年
は一人ひとりの活動効果は小さくても、みんなで行えば大き
な力になるということをテーマに開催され、成田工場では、
従業員及びその家族から募集した環境ポスターの掲示、植
樹イベント、ペーパータオルの使用をやめて廃棄物を減らす
ためにオリジナルハンドタオルの配布、Webでの環境クイズ
を実施しました。身近でできる環境活動について考える一日
となりました。

