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再生可能エネルギー
導入目標を設定

再生可能エネルギー
への転換を牽引

新たな環境配慮設計
基準認定制度を開始

社会での
CO2排出削減に貢献

動物実験の
代替法を開発

動物実験の
「3Rの原則」※を推進

※動物実験の「3Rの原則」：Replacement（代替）、Reduction（削減）、Refinement（改善）

1.…気候変動への対応
2.…資源循環の促進
3.…脱炭素社会の実現を目指した…
エネルギー問題への対応

4.…製品・化学物質の安全確保
富士フイルムグループでは「持続的な発展」を達成するた
め、環境面においても先進企業になることを目指し、グリー
ン・ポリシーの下、世界の全グループ会社が環境課題に取
り組んでいます。生産活動により生じる環境負荷低減はも
とより、お客様先での使用や廃棄に至るまでの製品ライフ
サイクル全体を対象とし、CO2排出削減、水をはじめとし
た資源の有効利用を進めています。また、社会全体での環
境負荷低減に貢献するために、省エネ・省資源効果の高い
製品・サービスを提供するとともに、研究開発においても、
エネルギー問題などの環境課題を解決すべく新たな技術
開発に取り組んでいます。

産業革命以降私たちの生活が豊かになるとともに、様々な
環境課題が発生してきました。気候変動による海水面の上
昇や異常気象の発生、陸上資源の枯渇、森林破壊、水の汚
染・枯渇、生態系の変化などの問題が、地球規模で深刻化
しています。国際社会においてもパリ協定ですべての国が
温室効果ガスの排出削減に取り組むことが掲げられるな
ど、今後も持続可能な発展を遂げるためには、経済活動と
環境課題の解決の両立が必須です。

（重点課題）
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（1）2030年度までに当社グループによるCO2排出を30％削減（2013年度比）
（2）2030年度までに社会でのCO2排出削減50百万トンに貢献

富士フイルムグループは、パリ協定が目指す脱炭素社会実現に向け、目標を設定しました。製品のライフサイクル全体

（原材料の「調達」、製品の「製造」、「輸送」、「使用」、「廃棄」）でのCO2排出削減とともに、製品・サービスの提供を

通じた社会でのCO2排出削減への貢献も進めていきます。また「製造」では、省エネ推進・エネルギー利用効率最大化

に加え、再生可能エネルギーの導入・活用も含めたエネルギー源の低炭素化にも注力していきます。

●…生産工場での省エネルギー施策の普及・拡大
（冷凍機、空調機の統廃合によるエネルギー
ロス削減、製造条件の見直しによる省エネ）

●…気候変動に関する情報開示促進の提言
（TCFDによる提言）に賛同
●…再生可能エネルギー導入目標を設定し、再生
可能エネルギーへの転換を推進する国際イ
ニシアチブRE100に加盟（P15参照）

●…中国のFUJIFILM…Printing…Plate（China）に
太陽光発電設備を導入

●…富士フイルムグループ「Green…Value…Products」…認定制度スタート
●…富士フイルムが2018グリーンプリンティング認定制度で「GP資機材環境大賞」を受賞
●…富士ゼロックスが「平成30年度地球温暖化防止活動環境大臣表彰」受賞
▶︎関連資料・データ： マネジメント編 P49…気候変動戦略、P58…プロダクトスチュワードシップ（環境配慮設計）

●…生産工場での省エネルギー施策のさらなる普及・拡大
●…再生可能エネルギー導入目標達成に向けた、さらなる施策（再エネ由来電源の調達、再エネ設備導入など）
の探索、実現

●…「Green…Value…Products認定制度」による環境配慮製品の創出推進

2030年
目標

2018年度
の活動

今後の
活動＆目標

気候変動への対応
重点課題1

CO2排出量と貢献量の推移製品ライフサイクル全体でのCO2排出量の推移
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※2030年度には「富士フイルムグループがライフサイクル全
体で排出するCO2の累積量」と同等レベルの「社会での
CO2削減への貢献」を目指す
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FUJIFUILM	Printing	Plate（China）	Co.,Ltd.に設置した太陽光発電設備
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Sustainable Value Plan 2030 環境

当社グループでのCO2排出削減
　2018年度、富士フイルムグループは製品ライフサイク
ルでのCO2排出量を対前年8.3％減と大幅に削減しまし
た。目標「2030年度までにCO2排出量30％削減（2013年
度基準）」に対し22％削減と、着実にCO2排出削減を進めて
います。特に、製品ライフサイクルの｢製造｣ステージでの
排出削減には、全社で推進している省エネルギー活動が寄
与しています。2018年度は富士フイルム神奈川事業場で、
磁気記録テープ塗布工程で用いる乾燥風を効率的に加温
させるための熱の再利用や、溶剤揮発量に合わせて送風量
をフレキシブルにコントロールする送風設備の導入により、
大幅な省エネにつなげることができました。
　2016年度、FUJIFILM…Manufacturing… Europe…
B.V.は使用電力の100％を再生可能エネルギーとし、さ
らに2018年度にはFUJIFILM…Printing…Plate… (China)…
Co.,Ltd.が大型の太陽光発電設備を設置するなど、積極的
に再生可能エネルギーを導入しています。また、富士フイ
ルムグループでは、お取引先への説明会で省エネや再エネ
設備導入を働きかけると同時に、富士フイルムエンジニア
リングの保有する省エネ技術を紹介する活動などで、サプ
ライチェーン全体での気候変動への対応を進めています。
　富士フイルムグループは、2019年1月、再生可能エネル
ギー導入目標を策定しました（P15参照）。省エネルギーの
追求と、再生可能エネルギーの導入を両軸としてCO2排出
削減を推進します。
　富士フイルムグループは、2030年に向けたCO2排出削
減の取り組みにより、「We…Mean…Business※」の気候変動
イニシアチブ「SBT（Science…Based…Targets）」の認定を
受け、「気候変動対策への責任ある関与」にもコミットして
います。
※We…Mean…Business：企業や投資家の温暖化対策を推進している国
際機関やシンクタンク、NGO等が構成機関となって運営している環境
プラットフォーム

社会でのCO2排出削減への貢献
　富士フイルムグループは、「製品の環境配慮設計」の社内
規則に基づき、製品・サービスによる環境負荷の削減を進
めています。2018年度には、さらなる環境配慮製品の創
出のため、環境配慮の一定基準を満たした製品を社内認定
する「Green…Value…Products」認定制度をスタートし、92
製品を認定しました（P15参照）。
　目標「2030年度までに社会での50百万トンのCO2排
出削減に貢献」に対し、2017年度から2018年度までの累

積貢献量は9.1百万トン、18％の進捗率となりました。社
会でのCO2排出削減に貢献した代表的な製品は下記の通
りです。
●データアーカイブストレージシステム：アーカイブデータ
をサーバー保存から大容量磁気テープ保存へ転換する
ことによる省エネ
●印刷材料の無処理サーマルCTPプレート：現像工程が不
要になることによる資源やエネルギーの削減……………
●複合機及びそのソリューション：省エネ性能の向上や再
生機の活用、最適なプリント環境を管理するソリューショ
ンによる資源やエネルギーの削減
●医療ITシステム：業務の効率化による資源やエネルギー
の削減
　ドキュメントソリューション分野では、最適なプリント環境
を提供するオフィス機器の統合管理ビジネスと再生型機ビ
ジネスを統合・進化させ、省エネ・省資源・利用者の生産性
向上を実現するソリューション「マネージド・プリント・サー
ビス（MPS）」を展開。オフィスの出力環境の最適化を通じ
て、地球環境や働き方改革に顕著に貢献したとして「平成
30年度地球温暖化防止活動環境大臣表彰（対策技術先進
導入部門）」を受賞しました。
　その他、CO2排出削減の仕組みの一つ「カーボン・オフ
セット」※を、2016年度から化粧品に適用し、2018年度
には無処理CTPプレートにも拡大、2分野でお客様と共に
CO2排出量削減に取り組んでいます。

※カーボン・オフセット：日常生活や経済活動で避けることができない
CO2の排出について認識し、できる限り削減努力を行った上で、どうし
ても減らせなかった分のCO2排出量を、他の場所でのCO2排出削減
活動によって得られた削減分で埋め合わせ（オフセット）すること。本取
り組みは、経産省が推進する「カーボン・オフセット制度」で認証を取得

富士フイルムグループの2018年度の実績
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※排出権行使分を使用と廃棄に配分
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　富士フイルムグループでは、太陽光発電や風力発電など
の再生可能エネルギーの導入を進めており、2019年1月に
再生可能エネルギー導入目標を設定しました。2030年度に
購入電力の50％、2050年度にはすべての購入電力を再生
可能エネルギーに転換する目標です。さらに、高温の蒸気と
電力を同時に発生させるコジェネレーション自家発電システ
ム※１に使用する燃料を水素燃料に転換するなど新たな技術

を取り入れ、当社
が使用するすべ
てのエネルギー
でCO2排出量ゼロを目指します。
　富士フイルムホールディングスは、こうした取り組み
の一環として、事業活動で使用する電力を100％再生可
能エネルギーとすることを目指す国際的なイニシアチブ
「RE100」※2に加盟しました。本目標は、RE100の趣旨に
沿った取り組みとして、RE100を運営する国際NPO「The…
Climate…Group」から認定を受けています。当社はRE100
加盟を通じて、脱炭素化へのアプローチを社会に提示し、脱
炭素化社会の実現をリードしていきます。
※1… コジェネレーション自家発電システム：富士フイルムグループが

生産する各種高機能フィルムは、生産工程の一部で工程内を高
温状態に維持するための高温の蒸気が必要となる。そのため、
高温蒸気とその他の工程で使用する電気を同時に発生させる
コジェネレーション自家発電システムの活用により、生産工程内
での高いエネルギー効率を維持している

※2… RE100：気候変動対策を推進する国際NPO「The…Climate…
Group」が、企業に環境影響の情報開示・管理を促している国
際NPO「CDP」とのパートナーシップの下で運営するイニシア
チブ。事業活動で使用する電力を100％再生可能エネルギーと
することを目指す企業で構成されている

　富士フイルムグループは2018年度より、環境配慮製
品を社内認定する富士フイルムグループ「Green…Value…
Products」認定制度を導入しました。製品のライフサイクル
視点で、製品の用途や特徴に基づき評価項目やその重みづ
けを設定する「製品群別の評価基準」を策定。この評価基準
に基づく環境配慮設計アセスメントにより、製品の環境価値
を明確化し、各評価項目の総合評価点によって製品が3つの
ランクで認定される仕組みです。
　2018年度は、最高位ダイヤモンド・ランクとして、現像
処理不要により省資源、省エネルギー、水使用量削減、廃
棄物削減を達成した「新聞用完全無処理サーマルCTPプ
レートSUPERIA…ZN-II」を認定。ゴールド・ランクに、大幅
な省エネを達成した「枚葉型インクジェットデジタルプレス
JetPress750S」や、大容量磁気テープにより社会のCO2排
出削減に貢献する「データアーカイブストレージシステム」、
省エネと使いやすさの両立と静音性を進化させた「カラー複
合機ApeosPort…/…DocuCentre…C7773/7771シリーズ」

などを認定したほか、計92製品を認定
しました。
　今後もこの制度を利用し、開発段階から環境負荷を低減す
る製品・サービスの開発と普及を進めます。

再生可能エネルギー由来電力への変換
事業活動での100％再生可能エネルギー利用を目指す「RE100」に加盟

新たな環境配慮製品の仕組み
製品の環境負荷低減への貢献度を明確化し、3段階で評価

重点課題	
1

重点課題	
1

T O P I C S

富士フイルムグループの今後のエネルギー構成比推移

環境に配慮した製品・サービスの開発と普及　 https://www.fujifilmholdings.com/ja/sustainability/vision/greenpolicy/eco_products.html

自家発電
水素燃料転換
などにより
CO2排出量
ゼロ

購入電力の
100％を
再エネ化

再エネ：
再生可能
エネルギー

購入電力

2017年度（実績） 2030年度 2050年度

蒸気 蒸気 蒸気

電力

電力

電力

電力

再エネ
由来
電力

電力

再エネ
由来
電力購入

電力の
50％を
再エネ化

ダイヤモンド

ゴールド

シルバー

一般的な環境配慮製品

富士フイルムグループ
「Green Value
  Products」

業界における革新的な技
術を用いた大幅な環境負
荷低減に貢献する製品・
サービス

業界トップレベルで環境負荷
を低減する製品・サービス

業界の標準レベル以上で
環境負荷を低減する製品・
サービス
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Sustainable Value Plan 2030 環境

（1）2030年度までに当社グループによる水投入量を30％削減（2013年度比）
（2）2030年度までに社会での水処理量35百万トン/年に貢献
（3）2030年度までに当社グループによる廃棄物発生量を30％削減（2013年度比）
（4）2030年度までに当社グループによる資源投入原単位を30％改善（2013年度比）

富士フイルムグループは、創業当初より、水使用量削減・リサ

イクル使用、銀等資源の回収再利用、複合機・複写機の循環

システム確立など、資源循環に積極的に取り組んでいます。

3R（リデュース、リユース、リサイクル）を考慮した製品設計、

製造段階でのロス削減、使用済み商品の回収・リユース・リサ

イクル、廃棄物の有価物化・リサイクル活用など、ライフサイ

クルでの総合的な取り組みにより、資源の有効利用、廃棄物

削減を進めています。

●…水投入量　15％削減（2013年度比）… ●…社会での水処理貢献量　8.7百万トン/年
●…廃棄物発生量　5％増（2013年度比）… ●…資源投入原単位　28％改善（2013年度比）
●…富士フイルムグループの水リスクへの取り組みについて、日本地下水学会60周年記念講演会で講演
●…富士フイルム九州の地下水保全活動について、日本地下水学会シンポジウムで講演
▶︎関連資料・データ： マネジメント編 P54…資源循環

●…各地域・拠点の状況に合わせた着実な削減の取り組みを推進

2030年
目標

2018年度
の活動

今後の
活動＆目標

資源循環の促進
重点課題2

水投入量と水処理貢献量

（百万t／年）

水
量

（年度）20302020

投入量

201820172013

※2030年度には事業活動での環境負荷（投入量）と同等レベル
の社会での貢献を目指す

40
50
60

30
20
10
0

水処理貢献量
水貢献目標
35百万t

8.77.2

水リスクへの対応
　富士フイルムグループは、創業の事業である映画や写真
フィルムの製造において、清浄な水を多く使用していたこ
とから、早くから水投入量の削減、水のリサイクル利用に取
り組んできました。近年、国際的な重要課題として水リスク
への関心が高まっていることも鑑み、さらなる水資源の削
減・効率使用を進めています。各拠点での継続的な取り組
みの結果、2018年度の水投入量は前年比で2.5％減少しま
した。目標「2030年度までに30％削減（2013年度基準）」
に対し、既に15％削減と順調に進んでいます。
　水リスクにおいては、問題を抱える地域がさらに拡大す
る懸念も指摘されているため、2014年より、「水ストレス
地域」状況と「水投入量を踏まえた事業影響度」の2指標マ
トリックスを使った「水リスク評価」の仕組みを構築し、富士
フイルムグループの全事業拠点においてリスク評価を継続

水の投入量、リサイクル量及び排水量の推移
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※1 事業活動で使用した水、雨水、その他含む　※2 冷却水の使用も含めたリサイクル比率

投入量グループ合計 排水量※1グループ合計 リサイクル比率※2

2017 2018 （年度）201620152014
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45.0
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42.5
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42.8
41.2 40.7

133.6
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174.6169.1169.1

水投入 排水

リサイクル

使用

16 FUJIFILM Holdings Corporation Sustainability Report 2019



　写真感光材料・サーマルCTPプレートなどの製造を行う
FUJIFILM…Manufacturing…U.S.A.,… Inc.（FA）は、5年連続で
グリーンウッドメトロポリタン地区の工場排水の前処理プログ
ラムを順守したとして、IPP（産業前処理プログラム）ゴールド
賞及びゴールドスター賞を受賞しました。この賞は、地区の事
業者に対し、定期的なモニタリングや報告により排水の質を
保証・維持する取り組みを評価するもので、同社の継続的な
活動が高く評価されました。ゴールドスター賞の受賞以前に

も、10年連続のプロ
グラム順守によって
与えられるPalmetto
賞を受賞しており、FA
はこれで15年連続で
の受賞となりました。
　富士フイルムグループは今後も各工場の排水の監視や前
処理などにより、工場排水の適正な管理に努めます。

工場排水の前処理による環境負荷軽減
工場排水の前処理プログラムの順守が評価され受賞

重点課題	
2

T O P I C S

して実施しています。2018年度も、相対的に水リスクが高
い拠点を中心に、水管理・削減取り組み状況の確認を行い、
当社グループへの影響が低いことを確認しました。一方、
製品・サービスによる「社会での水処理への貢献」に関して
は、フィルトレーション材料提供によるかん水淡水化や廃
水処理、印刷用の無処理CTP版によるお客様先での水使
用量削減などを着実に進めています。2018年度の貢献量
は8.7百万トンで、「2030年度までに水処理量35百万トン
に貢献」という目標に対し25%の進捗となりました。なお、
2018年度実績の算定に際し対象を特に貢献度の高い内容
に絞り込んだため、2017年度実績も再算定しています。今
後も、社会での水処理用途を拡大して行くことで、さらなる
製品・サービスを通した社会での水処理貢献を高めていき
ます。
　富士フイルムグループはこれらの「水リスクや機会」
に対する取り組みを通じて、環境プラットフォーム「We…
Mean…Business」の水イニシアチブ（IMPROVE…WATER…
SECURITY）にもコミットしています。

廃棄物削減
　富士フイルムグループでは、製造工程だけでなく製品の
ライフサイクル全体にわたり、資源の有効利用、廃棄物の
削減に取り組んでいます。リサイクルや省資源を考慮した
製品設計とともに、製造段階での廃棄物については、各地
域の社会状況を踏まえた削減活動を進めています。日本で
は2011年度からグループ全体最適の視点による、廃棄物
の有価物化・リサイクルの質向上の活動を、製造拠点だけ
でなく、オフィスや物流倉庫なども含めた事業全体で取り
組んでいます。富士フイルムオプトマテリアルズ吉田工場

製品開発

製品製造

排出物処理

総合的な取り組みで廃棄物削減、資源有効利用を推進

〈資源有効活用の推進〉 再利用する

〈製造ロス削減〉 製造時の廃棄物をできるだけ減らす

〈環境配慮設計〉 廃棄物が少ない製品を設計する

製品への再活用、リサイクルの質の向上
（熱回収⇒マテリアルリサイクル）

不良品発生率や製造工程でのロスを削減

リデュース、リユース、リサイクルを考慮

富士フイルムグループでの廃棄物削減への取り組み

富士ゼロックス　部品リユースによる新規資源投入抑制量※
（日本国内とアジア・パシフィック地域、中国の合計値）

※製造過程でリユース部品を活用したことによって、新規資源を抑制できた量

0

1,000

2,000

3,000

4,000

2014 2015 2017 2018 （年度）

2,916

3,730

2,967
3,273

（ t ）

2016

3,809

廃棄物発生量※1、再資源化量及び最終処分量※2の推移
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最終処分量 海外
最終処分量 日本
再資源化量 海外
再資源化量 日本

75.4 72.2
80.1 79.3 81.2

20182017201620152014

7.3
2.5

31.5

34.1

7.1

32.2

30.6

2.3

11.2
3.3

30.4

35.2

11.9
0.8

29.0

37.7

13.5
2.9

24.5

40.2

表彰された排水処理担当メンバー。これまで15
年連続でプログラムを順守

では、原材料梱包材の材質変更により、これまで廃棄物と
なっていた梱包材を有価物として活用することで、廃棄物

※1… 廃棄物処理外部委託量とサイト内で単純焼却または単純埋め立てした量
※2… 外部委託及びサイト内で単純焼却または単純埋め立てした量
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　年月を経るごとに充実度が格段に増してきた富士フイ
ルムグループの環境への取り組みに改めて敬意を表しま
す。気候変動、資源循環、生物多様性などなど。更には、人
の健康までの満遍ない対応ぶりには目を見張る思いです。
　一方、世界に目を向けますと、続発する自然災害や様々
な地球社会の課題は一層過酷さを増し、国際社会はビジ
ネスにインパクトある対応を強く求め始めました。この9月
に国連主導の「責任銀行原則」が誕生する一方で、10代を
含む若者世代が国際世論を動かすなど、地球規模の課題
を巡る国際潮流は一変し、ビジネスの在り方が厳しく問い
直されています。
　既に様々な取り組みを実践してきた富士フイルムグ
ループにとって、これまで以上に欠かせないのが国際世
論と自社活動の結び付けです。その意味で2018年度の
RE100への参加は英断でした。
　自社の立ち位置を常に国際社会の中に求める企業姿勢
こそが、地球的課題の解決は固

もと

より、21世紀の新たな国
際競争に富士フイルムグループが勝ち残るために必要か
つ正しい道だと確信しています。

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
プロフィール

UNEP…FIに関わるほか、中央
環境審議会など各種審議会委
員、川崎市、鹿児島市の環境ア
ドバイザー、大学非常勤講師、
企業の社外役員、財団理事な
どを務めている。環境と金融、
企業の社会的責任などについ
て講演などで啓発に努める。

第三者意見を受けて

　当社が継続的に取り組んできた
気候変動や資源循環などの活動に
ついて、高く評価してくださり、誠に
ありがとうございます。
　気候変動に対する当社目標の実
現には、購入電力を再生可能エネル
ギー由来電力へ転換するだけでな
く、当社が保有するコジェネレーショ
ン自家発電の燃料について、水素燃
料の活用など今後開発されていく
新たな技術の開発・導入が欠かせま
せん。当社はRE100加盟を通じて、
脱炭素化へのアプローチを社会に
提示し、国際世論が求める脱炭素化
社会の実現をリードすることを目指
し、今後もオープンイノベーション
による技術革新を進めながら着実
に活動を行ってまいります。

（富士フイルムホールディングス
ESG推進部）

の削減につなげました。オフィスでは、富士ゼロックスのソ
リューションを導入・活用することで、過去5年間の紙の使
用量は毎年5～10%減となっています。
　しかし富士フイルムグループとして新規事業を拡大する
中、国際的なプラスチック輸入規制強化による排出プラス
チックの有価物リサイクル化率の低下などにより、2018年
度の廃棄物量は対前年2%増、「2030年度までに30％削減
（2013年度基準）」という目標に対しても5％増の状況で
す。今後は、各拠点の廃棄物とその処理方法を解析し、事
業ポートフォリオ変化も鑑み、富士フイルムグループ全体
での廃棄物削減についての長期戦略の検討、具体的施策
の立案と導入を進めます。

資源投入量削減
　富士フイルムグループは、資源投入量の削減状況を
把握するため、独自に設定した「資源投入原単位の評価
方法※1」に基づき評価をしています。2018年度は、省資源
化・小型化の環境配慮設計、生産拠点でのロス削減・端材
の原材料への再利用を継続して進め、前年比で4%投入量
が改善、「2030年度までに30％改善（2013年度基準）」と

いう目標に対しては28%改善と高い進捗率となりました。
　また、主力事業の一つであるドキュメント分野の複合機・
複写機については、「使用済み商品は廃棄物ではなく貴重
な資源である」との考えの下、お客様が使用した商品を回
収し、リユース・リサイクルする資源の有効化と、限りなく
廃棄ゼロを目指す資源循環活動を推進してきました。同製
品群における2018年度の使用済み商品再資源化率は、主
要海外拠点※2で廃棄ゼロ基準である99.5％以上、国内で
は99.9％を達成しています。一方、部品リユースによる新
規資源の投入抑制量は2,967トンになり、2017年度より
763トン減少しました。これは、生産台数が同じであっても、
小型軽量化（リデュース）によりリユース部品の活用重量が
減少傾向にあるためです。富士フイルムグループは、今後
も3Rトータルで資源投入量の抑制に努めます。

※1… 資源投入原単位の評価方法：富士フイルムグループの幅広い製品
ラインナップ(化学品、高機能材料、機器など)の資源投入量を同じ
指標で一律に評価をするため、省エネ法でも認められている「生産
時の使用エネルギー量を用いて種々製品の生産量を換算する換算
生産数量」を用いた「換算生産数量あたりの資源投入原材料重量」
を独自で設定。資源投入量の削減の指標にしている

※2… リサイクル拠点を変更した一部の海外地域を除く（当該地域で再資
源化率の数値が未確定のため）

O P I N I O N 	「環境」への第三者意見

Sustainable Value Plan 2030 環境
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高機能材料により再生可能エネルギーの創出・普及に貢献
富士フイルムグループは、パリ協定が目指す脱炭素社会の実現に向け、「創エネルギー」「蓄エネルギー」「省エネル

ギー」の3つの観点から高機能材料によるエネルギー関連技術の開発・提供を進め、社会での実装・普及を促すことに

より、再生可能エネルギーの創出、普及に貢献していきます。

化学物質による人・環境への悪影響を最小化
富士フイルムグループは、化学品、高機能材料、機器など幅広い製品を製造しているため、「化学物質の取り扱い管理」

及び「製品に含まれる化学物質の管理」の2つの側面から、製品の成り立ちに応じた管理規定を策定し、グループ全体

で運用管理を行っています。世界各国・地域の法規制動向も的確に把握し、早期に対応準備を開始する体制も構築し、

確実かつ効率的な化学物質管理を推進しています。

●…新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が産官学で連携で開始した、電気自動車向けの次世代
蓄電池「全固体リチウムイオン電池」の開発につき、自動車メーカーや電池メーカーなど全23社の1社と
して参画

●…各国規制などに先行して特定の化学物質の使用を自主的に制限する管理方針
に基づき、グローバルで使用する化学物質の点検を完了。代替、及び使用量/
排出量の削減の管理計画を作成・実行

●…皮膚感作性試験代替法「ADRA」がOECDテストガイドライン※442C…収載、ヒ
ト…3次元培養表皮｢ラボサイト…エピ・モデル…24｣を用いた皮膚腐食性試験法
がOECDテストガイドライン…431収載

●…化学物質情報伝達の仕組み「chemSHERPA」を中国で本格運用開始
●…動物福祉に配慮した安全性予測手法の開発に着手
●…化学物質の取り扱いにつき、試薬製品ユーザーへの教育開始
※OECDテストガイドライン：OECD（経済協力開発機構）が化学物質の特性や安全性を評価する試
験方法を国際的に共通化することを目的としたガイドライン

▶︎関連資料・データ： マネジメント編 P61…化学物質管理

●…引き続き、上記NEDOの活動への参画など、社外とも連携し、研究開発活動を継続

●…化学物質管理計画に基づき、より安全な物質への代替、及び使用量/排出量の削減推進
●…2019年度中の「chemSHERPA」新バージョンへの移行完了、及びRPA等ITツールを活用した順法徹底
●…化学物質取り扱い教育の試薬製品ユーザーへのさらなる拡大、社内教育の拡充
●…精度の高い安全性予測手法の開発　　●…次世代化学物質管理システムの構築
●…社内安全性評価での「動物実験代替法」の活用

2030年
目標

2030年
目標

2018年度
の活動

2018年度
の活動

今後の
活動＆目標

今後の
活動＆目標

脱炭素社会の実現を目指したエネルギー問題への対応

製品・化学物質の安全確保

重点課題3

重点課題4

ラボサイト	エピ・モデル	24
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化学物質管理
　富士フイルムグループでは、危険有害性、法規制の要求
事項、管理方針に基づき、特別に管理する化学物質を5つ
の区分に分類し、法律の要求事項より厳しい管理を実施し
ています。例えば、ある化学物質に重大な危険有害性が判
明した場合は、速やかにその代替物質の検討を始めます。
また新たな規制により、ある化学物質がより厳格な管理を
要求される候補に指定された場合、法律で使用が認められ
ている場合でも、代替化計画を立案することにしています。
さらに、新たにコンピュータシミュレーションを用いた安全
性予測手法の開発にも着手しています。富士フイルムグ
ループでは、全世界で使用している化学物質についてこう
した考え方を適用し、管理を実行しています。

試薬の安全管理教育
　富士フイルム和光純薬は試薬メーカーとして、2000年
度から企業、大学、病院、公的研究機関等のお客様向けに
「試薬の安全管理教育」研修を開催、これまでに400回以
上実施しています。お客様からは、紹介事例が多く、実務に
直結した分かりやすい内容であると高い評価をいただいて
おり、一部のお客様には、ご要望により毎年定例で研修を
実施しています。今後、より多くのお客様の要望に応えられ
るように、講師の人数を増強し、富士フイルムグループ内
でも同様の教育を定期的に実施することで、社会での化学
物質によるリスクの最小化に貢献していきます。

安全性評価における動物実験の代替化
　富士フイルムは、製品の開発初期から製品化に至る各段
階で、地球環境やヒトの健康に関わる化学物質の安全性評

価技術や管理手法の構築に取り組んできました。
　2019年6月、富士フイルムが開発した皮膚感作性試験代
替法「ADRA」が、OECD（経済協力開発機構）テストガイドラ
イン442Cに収載されました。「ADRA」は、富士フイルムが
持つ化学合成力・分子設計力をもとに開発した、検出感度
が高い試薬を用いることで、従来方法よりも幅広い化学物
質の皮膚感作性を試験できる評価法です。富士フイルムで
は、この評価方法が広く用いられることを目指し、2018年
9月、富士フイルム和光純薬の技術力を活用し、「ADRAキッ
ト」を開発、国内外へ提供を行っています。…さらに「ADRA」
の普及とスムーズな導入支援を目的に、2019年6月、富士
フイルム和光純薬にて技術セミナーを開催、幅広い業種の
企業の参加を得ました。
　また、グループ会社のジャパン・ティッシュ・エンジニアリ
ングでは、国内初の再生医療等製品である自家培養表皮な
どの開発・製造で培った細胞培養技術・ノウハウなどを生か
して、ヒトの細胞を培養した研究用ヒト培養組織｢ラボサイ
トシリーズ｣を提供しています。｢ラボサイトシリーズ｣で使
用しているヒト…3…次元培養表皮モデル「エピ・モデル24」を
用いた皮膚刺激性試験法と、角膜上皮モデル「角膜モデル
24」を用いた眼刺激性試験法は、…既にOECDのテストガイ
ドラインに収載され、動物実験の代替試験法として用いら
れています。2019年6月には、「エピ・モデル24」を用いた
試験方法が、皮膚腐食性試験法としても…OECDテストガイ
ドライン（OECD…TG431）の基準を満たしていることが追
加認定されました。
　富士フイルムグループは、今後も新たな評価技術などの
開発や普及に積極的に取り組み、実験動物を使用しない化
学物質の安全性評価の仕組み作りを進めていきます。

Sustainable Value Plan 2030 環境

　富士フイルムは、製品の原材料や部品、部材に含まれる化
学物質の基準を「富士フイルムグリーン調達基準」として定
め、お取引先と協力して製品に含まれる化学物質の適正な管
理を進めているほか、製品の化学物質情報を企業間で授受
する新たな仕組み「chemSHERPA」を導入しています。毎年
お取引先への説明会を開催しており、2018年度は20回実施
しました。さらに2018年6月には中国でも開催、蘇州富士膠
片映像機器有限公司にて現地の部品・部材メーカーに対する
説明会を行い、必要な化学物質情報の提供を要請するとと

もに、chemSHERPA
の仕組みと効率的に
情報授受するITツー
ルの操作方法など
を紹介しました。今
後は2019年度中に
「chemSHERPA」新
バージョンへの移行を完了し、さらに他のアジア地域へも拡
大していく予定です。

お取引先との化学物質管理の取り組み
化学物質情報伝達の仕組み「chemSHERPA（ケムシェルパ）」を中国で運用開始

重点課題	
4

蘇州富士膠片映像機器有限公司でのお取引先
向け説明会の様子

T O P I C S
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1.…アンメットメディカルニーズへの対応
2.…医療サービスへのアクセス向上
3.…疾病の早期発見への貢献
4.…健康増進、美への貢献
5.…健康経営の推進
「健康」は人々にとって最も関心が高く、重要なテーマで
すが、アンメットメディカルニーズだけでなく、医療の格
差、医師不足、医師負担の増加、医療費の高騰など、多
くの課題があります。また、事業活動を支える従業員の
健康を守るのも、企業として重大な責務です。富士フイ
ルムグループは、創業間もない1936年にレントゲンフィ
ルムからスタート、現在はトータルヘルスカンパニーを
目指し「予防・診断・治療」領域まで幅広く事業を手がけ
ています。当社グループの持つ技術、製品、サービスを
結集して様々な課題を解決し、さらなる医療の質の向
上、人々の健康維持増進に貢献していきます。

SDGsでは、「すべての人が、適切な健康増進、予防、治
療、機能回復に関するサービスを、支払い可能な費用で
受けられる＝ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）」
の達成を掲げています。UHCを達成するためには、誰も
が保健医療サービスを身近に受けることができる医療
インフラの整備、医療の質向上を推進するとともに、疾
病の予防や早期発見を重視する、健康を第一に考える
社会を作っていく必要があります。

富士フイルム	
グループが

SVP2030で
目指すもの

2018年度の活動ポイント

社会課題

Sustainable
Value	Plan
2030

健
康

ヘ
ル
ス
ケ
ア
に
お
け
る
予
防・診
断・…

治
療
プ
ロ
セ
ス
を
通
じ
て
健
康
的
な
社
会
を
作
る

OUTPUT OUTCOME

再生医療製品の
開発・普及

新たな治療方法の
普及への貢献

医療ITへの
AI技術の活用

医療の質向上、
医師の負担軽減

健康経営宣言の制定 従業員の健康、
活力の維持

（重点課題）
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再生医療、細胞治療を含めた新たな治療法の開発と普及
富士フイルムグループは、有効な治療法が確立されていない医療上のニーズ（アンメットメディカルニーズ）に対して、

新しい治療法の開発と普及に取り組んでいます。写真フィルムの開発・製造で培った高機能素材合成技術や高度なナノ

分散技術、解析技術、生産エンジニアリング技術等とのシナジーが期待できる、優れた技術をもつパートナーと積極的

に協働することで、再生医療、細胞治療など新たなソリューション開発と、こうした先端医療が広く普及するためのアク

セス向上の両面での貢献を目指します。

【目標】新たな治療ソリューションの開発（ 再生医療、 感染症への対応、 中枢神経系疾患への対応）

…「自家培養表皮ジェイス®」が遺伝性の皮膚難病である表皮
水疱症を治療する再生医療製品として保険適用
…自家培養角膜上皮（開発名：EYE-01M）の製造販売承認を眼
科領域の再生医療等製品において国内で初めて申請
…「自家培養表皮の開発」で平成31年度科学技術分野の文部
科学大臣表彰「科学技術賞」を受賞
…肺炎などの呼吸器感染症を主な適応症として中国でキノロ
ン系経口合成抗菌薬が輸入医薬品承認を取得
…中耳炎や副鼻腔炎など耳鼻咽喉科感染症の治療薬として日本で新規抗菌薬の製造販売承認申請
…国内初となる口腔粘膜付着型の抗真菌剤口腔咽頭カンジダ症治療剤「オラビ®錠口腔用50mg」新発売
…脳卒中後のリハビリテーション効果を促進する新薬候補化合物の臨床第Ⅱ相試験を開始

【目標】新たな治療ソリューションへのアクセス向上（ 開発・生産受託での貢献、 先端医療を支える製品の開発・普及での貢献）

…米バイオ医薬品※大手バイオジェン社の製造子会社を買収
…抗体医薬品の開発期間を大幅短縮、受託業界で最短となる34週間を実現
…培養から精製までの高性能・高効率な全工程連続生産システムを開発
…アルツハイマー型認知症などの神経疾患領域において、ヒト生体に近い環境で新薬の評価に貢献する
創薬支援用iPS細胞由来分化細胞「iCell®…Microglia（アイセル…ミクログリア）」発売
…新たに設立した「富士フイルム和光バイオソリューションズ」で創薬支援業務や検査業務の受託サービ
ス開始

※バイオ医薬品：化学合成でつくられる従来の低分子医薬品では実現できない作用を持つ、たんぱく質などの生体分子を活用した
医薬品で、インスリン、ワクチン、抗体医薬品などを含む。抗体医薬品とは、生体内で病原菌やがん細胞などの異常な細胞を認識
して生体を保護する免疫システムの主役である抗体を主成分とした医薬品

●…当社グループによる再生医療製品の上市・適応拡大及び同製品の製造受託拡大への取り組み
●…当社新薬パイプラインの開発の加速　　●…バイオ医薬品の製造受託拡大
●…新たな先端バイオ医療（遺伝子治療など）を支える「培地」や生産技術などの開発と普及

2030年
目標

2018年度
の活動

今後の
活動＆目標

アンメットメディカルニーズへの対応
重点課題1

自家培養表皮ジェイス（左）と自家培養角膜上皮（EYE-
01M）（右）

“根治治療”を可能にする再生医療製品の開発
　有効な治療法が見つかっていない疾病治療の解決策と
して期待されているのが、「再生医療」です。富士フイルム
グループは、再生医療のリーディングカンパニーを目指し
て、積極的な研究開発やM&Aを実施してきました。これに

より、再生医療に必要な3要素（細胞、足場材、培地/サイト
カイン）をすべて保有する世界で唯一の企業となり、事業拡
大を積極的に進めています。
　グループ会社であるジャパン・ティッシュ・エンジニアリ
ング（J-TEC）は、患者さんから採取された細胞を自社で培

Sustainable Value Plan 2030 健康
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再生医療の事業展開

養し、医療機関に提供する再生医療製品メーカーです。日
本初の再生医療等製品となる自家培養表皮「ジェイス」や自
家培養軟骨「ジャック」など、皮膚・軟骨領域の製品を開発し
てきました。最近では、角膜やがん領域にも進出。がん領
域では名古屋大学、信州大学と特許ライセンス契約を締結
し、がん細胞に対する攻撃性を高めたT…細胞（免疫細胞の
一種）を使ってがんを治療するCAR-T療法の治療薬開発を
始めています。さらに、眼科領域の再生医療等製品では国
内初の申請として、角膜上皮幹細胞疲弊症※の治療を目的
とした、自家培養角膜上皮(開発名：EYE-01M)の製造販売
承認申請を厚生労働省に行い、再生医療製品の領域を広
げています。
　またJ-TECは、製品開発で蓄積したノウハウやシステム
を生かして、再生医療製品の受託開発、培養技術を応用し
た研究支援キットなども展開しています。2017年に名古屋
市立大学病院より、白斑や難治性皮膚潰瘍などに対する自
家培養表皮移植の臨床研究に用いる培養表皮の製造を受
託していますが、2019年4月には蒲郡市民病院からも受託
できるようになりました。蒲郡市は、2013年度に「蒲郡市
ヘルスケア計画」を策定、「再生医療のまちづくり｣の活動
を積極的に推進しており、J-TECや蒲郡市民病院も本活動
に参画し、市民への再生医療の普及・啓発を行ってきまし
た。こうした経緯から、蒲郡市民病院は2018年に名古屋市
立大学病院と「再生医療の実施に係る相互協力に関する協
定」を締結。2019年3月末より白斑や難治性皮膚潰瘍など
に対する自家培養表皮移植の臨床研究を開始しています。
　再生医療はまだ発展途上の分野です。富士フイルムグ
ループは、今後の開発を加速し市場を拡大していくために、
自社グループだけではなく他社・団体とも積極的に協働し
ていくことで、再生医療の産業化をリードしていきます。

※角膜上皮幹細胞疲弊症：結膜と角膜の境界領域である輪部に存在する
角膜上皮幹細胞が、先天的もしくは外的要因によって消失することで
発症する疾患。角膜が混濁し、視力の低下や、眼痛などの臨床症状が
見られる…

有効な治療薬として期待されるバイオ医薬品の普及
　バイオ医薬品は、副作用が非常に少なく高い効能があ
り、アンメットメディカルニーズの有効な治療薬として期待
されています。富士フイルムグループは、写真フィルム事
業で培った生産や品質管理の技術を生かし、バイオ医薬
品のCDMO※事業を推進しています。生産能力増強のた
めに、中核となるFUJIFILM…Diosynth…Biotechnologies
（FDB）の米国や英国の生産拠点に対して、積極的に設
備投資を行っているほか、2019年8月には、米バイオ
医薬品大手バイオジェン社の製造子会社であるBiogen
（Denmark）Manufacturing…ApSを買収しました。同社
は大量生産設備を生かした生産を行っており、バイオ医
薬品をグローバルに提供してきた経験と実績があります。
FDBの少量～中量中心の生産設備に同社の大量生産設備
を加えることで、生産能力を大幅に増強し、少量から大量ま
での幅広いニーズに対応可能になりました。さらに技術面
でも、バイオ医薬品の開発・製造受託業界では初めて、培
養から精製までの高性能・高効率な全工程連続生産システ
ムを開発、2019年秋より本システムを用いたプロセス開
発の受託サービスを開始予定です。富士フイルムグループ
は、バイオ医薬品の生産能力増強や高生産性技術の開発
を進めることで、アンメットメディカルニーズを解決する顧
客の新薬創出をサポートしていきます。
※CDMO：バイオ医薬品生産プロセスの開発受託及び製造受託を行う会
社・組織。バイオ医薬品生産には高度な生産技術と設備が必要なため、
製薬企業などがプロセス開発や製造を委託するケースが世界的に急増
している

2013年 富士フイルムに再生医療研究所（現：バイオサイエンス＆テクノロジー開発センター）と再生医療事業推進室（現：再生医療事業部）が発足

2014年 日本初の再生医療製品を開発・上市したジャパン・ティッシュ・エンジニアリング（J-TEC）をグループ化

2015年 iPS細胞の開発・製造・販売のリーディングカンパニーであるCellular…Dynamics… International,… Inc.（現：FUJIFILM…Cellular…
Dynamics,Inc.（FCDI））をグループ化。創薬支援事業に参入

2017年 再生医療に不可欠な培地を扱う和光純薬工業（現：富士フイルム和光純薬（FFWK））をグループ化

2018年 培地のリーディングカンパニーであるIrvine…Scientific…Sales…Company,… Inc（現：FUJIFILM…Irvine…Scientific,… Inc.（FISI））とアイ
エスジャパン（現：富士フイルム和光純薬（FFWK））をグループ化

FDBでは多品
種少量化生産の
ニーズに応える
ため、製造する
薬剤の切り替え
作業を最小限に
できる生産設備
の導入を進めて
いる

23FUJIFILM Holdings Corporation Sustainability Report 2019



（1）ITを活用した医師や医療従事者の負担軽減
（2）グローバルヘルスに貢献する感染症診断システムの開発・普及
（3）新興国への診断技術指導と健康習慣の普及

急速な高齢化が進む日本や、人口増加・経済成長が進む新興国では、医療需要が増加し、医師や看護師などの人材不

足と過酷な労働環境、医療サービスの地域間格差が課題になっています。また、開発途上国では依然として感染症に

よる死亡率が高く、エイズ、結核、マラリアなどの伝染病根絶はSDGsの目標でもあります。富士フイルムグループは、

「予防・早期診断・早期治療」の実現のために、これまで培った独自の技術や医療IT分野で蓄積された大量のデータと

AI技術を融合させることで、医療環境の整備、医療従事者への貢献を目指します。

2030年
目標

医療サービスへのアクセス向上
重点課題2

医療IT分野におけるAI／IoTの活用
　富士フイルムグループは2018年4月、医療画像診断支
援、医療現場のワークフロー支援、医療機器の保守サービ
スまで活用できるAI技術の開発を進め、これらの領域で活

用できるAI技術を、“REiLI（レイリ）”というブランドで展開し
ていくことを発表しました。そして、その拠点として設立し
たのが、アカデミアとの共創で社会課題を解決する次世代
AI技術の研究開発を行うFUJIFILM…Creative…AI…Center

【目標】医療従事者の負担を軽減するAI／IoTを活用したサービスの拡大・普及
●…アカデミアとの共創で、健康をはじめとした社会課題を解決す
るより高度な次世代AI技術の開発拠点「FUJIFILM…Creative…
AI…Center…「Brain（s）（ブレインズ）」開設（2018年10月）

●…京都大学と共同でAI技術を用いた間質性肺炎※1の診断支援
技術の開発に成功（2019年4月）

●…医療AIの技術ブランド「REiLI」初の製品として、AI技術を
活用し診断を支援するAIプラットフォーム「SYNAPSE… SAI…
viewer」を販売開始（2019年7月）

【目標】開発途上国における結核の早期発見診断システムの普及
●…富士フイルムとFIND※2が日本発の革新的な治療薬、ワクチン、診断薬の創出を目的とするグローバル
ヘルス技術振興基金（GHIT…Fund）を得て開発を進める、結核の高感度な迅速診断キット「TB-LAM」が
第2期（2018～2022年度）に採択され、臨床試験を継続

【目標】新興国での検診システムの普及、医療環境改善の支援
●…2014年度にJICAで採択され、2017年度より開始したブラジル「遠隔画像診断技術を活用した医療連
携普及促進事業」を継続実施（2019年3月終了）

●…南アフリカ、ミャンマー、キルギスなどで技術指導のためのワークショップを開催
※1… 間質性肺炎：肺に炎症が生じ、肺が硬くなる病気の総称。アスベストなどのじん肺のように原因が判明している間質性肺炎か

ら、原因が不明の特発性間質性肺炎まで多岐にわたる。特発性間質性肺炎は治療が困難な指定難病
※2… FIND（Foundation…for…Innovative…New…Diagnostics）：開発途上国に適した、感染症の新たな診断技術の開発と普及を目

的とした活動を行っているスイスの非営利組織

●…「Brain（s）」を拠点に先進医療AI技術の研究開発・ソリューションの社会実装を加速
●…「TB-LAM」のWHO推奨及び製品化に向けてさらなる臨床試験を実施。「2030年までに結核流行終息」
への貢献を目指す

●…新興国での検診システムの普及、医療環境改善のための教育指導の継続

2018年度
の活動

今後の
活動＆目標

Sustainable Value Plan 2030 健康

東京・丸の内に開設された「Brain（s）」。AI技術の開発と
ともに、AI／ICT人材の育成も行う
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「Brain（s）」（ブレインズ）です。これまで主に取り組んでき
た画像AI技術に加えて、研究機関や医療機関、優れたAI技
術をもつ国内外のベンダーとパートナーシップを組むこと
で、より早く、より高度な社会課題を解決する製品・サービス
につなげていくことが目的です。また「Brain（s）」では、ディー
プラーニング用として世界最速のスーパーコンピュータを
導入し、国内トップレベルの研究環境を構築したほか、日本
の未来をリードするAI/ICT人材の育成も行っていきます。
　AI技術に本腰を入れて取り組む富士フイルムグループ
の姿勢は、多くの医療関係者にも反響・共感を呼び、学会
や研究発表会などでのAI技術の講演依頼が増え、「Brain
（s）」を訪れる医療関係者も増加しています。また、京都
大学と間質性肺炎の診断技術の共同開発に成功、大阪大
学や米インディアナ大学医学部とも共同研究を開始しま
した。大阪大学には「人工知能画像診断学共同研究講座」
を開設、より高度なAI技術の開発を行い、その実用化を
目指します。順天堂大学が2019年7月にスタートした、新
たな医療技術の早期実用化を目指すオープンイノベー
ションプログラム「GAUDI（Global…Alliance…Under…the…
Dynamic… Innovation）」にも民間企業として参画。大学病
院としては病床数、患者数、国内トップクラスを誇る順天堂
大学の臨床実績をベースに、医師や現場スタッフと共に総
合的な医療AIの技術開発を行っていく予定です。2019年
7月には、“REiLI”として、CT画像からの臓器自動抽出や骨
の経時変化表示など、AI技術を活用した画像診断ワーク
フロー支援を実現するAIプラットフォーム「SYNAPSE…SAI…
viewer（シナプス…サイ…ビューワ）」を発売しました。AI技術
によって医師の作業を効率化し、本来時間を当てるべき診
断の時間を最大化するために、国内外のアカデミアと共創
し、ソリューションの社会実装を加速していきます。

新興国の医療環境改善への取り組み
　世界各地、特にアフリカやアジアなどの新興国におけ
るユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）※の達成は、
SDGsでも掲げられている国際的な目標です。国民皆保険
制度により日本はUHC模範国とされており、富士フイルム
グループはその日本で培ったノウハウを生かし、新興国の
医療技術向上、人材育成、検診習慣の普及等のサポートを
行ってきました。
　2018年度は、2017年度から実施してきたブラジル「遠
隔画像診断技術を活用した医療連携普及促進事業」を継
続実施。また各地で開催してきた「マンモグラフィー教
育セミナー」を南アフリカで初めて実施したほか、ミャン
マー、キルギスなどでは内視鏡検査に関するワークショッ
プを開催、医師や検査技師の技術指導、養成を積極的に
行っています。また、2016年からFINDと共同開発を行っ
ている、尿を検体として用いるHIV感染者の結核を検査す
るための高感度・迅速診断キット「TB-LAM」については、
2018年から南アフリカで臨床評価を開始し、エビデンス
を積み重ねています。今後は開発途上国での採用に不可
欠な世界保健機関（WHO）の早期推奨取得に向けて、CE
マーク（欧州整合規格）の取得と開発途上国での臨床試験
を加速していきます。
　なお富士フイルムグループは、2019年8月に横浜で開
催された「第7回…アフリカ開発会議2019（TICAD7）」に出
展、アフリカで進める医療への取り組みを紹介しました。
また、公式サイドイベントにも登壇したほか、フジフイル
ム…スクエアでは記念写真展を開催するなど、様々な面から
TICAD7の成功に向け協力しました。

※ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）：すべての人が適切な予防、治療、
リハビリ等の保健医療サービスを、支払い可能な費用で受けられる状態

①アフリカで課題とされる結核や乳が
んなどに関連するヘルスケア製品を
展示　②公式サイドイベント「UHC推
進への協業：顧みられない病気のため
の医療技術イノベーションとアクセス
促進」に登壇　③フジフイルム	スクエ
アでは開催記念写真展として「アフリ
カ、胎動する大陸」（主催：世界銀行グ
ループ）を開催。写真はオープニング
レセプション

【TICAD7への参加】

出展ブースでは、JICAに新たに採択された超音波画像診断装置によ
る妊産婦死亡率低減への取り組み（左、ケニア）、結核を検査するため
の高感度・迅速診断キット「TB-LAM」の診断性能（右）などを紹介
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