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「医薬品を通してより多くの人の幸せに貢献する」

デルの構築に挑戦し続けるノーベルファーマ社に身を置き、大手が手
掛けることのない分野でいち早く新薬を上市させるため、ラボでは主
に、薬剤の処方や製造法の基礎検討、成分の純度や化学的な安定性な
どを確認するための分析業務を行います。
　
【事業紹介】-　新たな挑戦
　ノーベルファーマ社は銅吸収阻害剤（難病指定されているウィルソ
ン病の治療剤）として“ノベルジン　”を販売していますが、これに味
覚障害などを惹き起こす“亜鉛欠乏”の治療薬としてわが国で初めて“低
亜鉛血症”の適応を取得、効能追加（既存の薬に新たな効果・効能を
見出し、医薬品として承認を取得すること）を果たしました。希少疾
病の治療薬が別の形で患者さんの治療を助け、それを会社の収益の柱
として育て上げ、また新たな希少疾病治療のための新薬・新製品を世
の中に送り出すといった好循環構築への新たな挑戦がノーベルファー
マ社で始まり、その一端を安澤さん、野村さんが担っています。

【これからの夢または目標は？】
　「医薬品開発において、携わった研究が製品化に至るのはほんの一
握りですが、わが社は希少疾病の領域において一つでも多くの医薬品
を製品化できるように、これからも様々なチャレンジを続けていきた
い。」
と安澤さん、
「薬は最終的にちゃんと服用されないといけません。特に子どもや高
齢者が服用しやすい薬の開発は大切な仕事なのです。これからも患者
側に立った医薬品づくりを進めていきたい。」
と野村さんは語ります。
　5月に入居され、着々と研究開発環境が整い、新しい薬を待ち望む
方のための仕事がこのＳＩＣの中で始まりました。　（ＳＩＣ片山）

※ＣＭＣ：Chemistry，Manufacturing and Controlの各頭文字を取っ
　た略語。

ノーベルファーマ株式会社
ＳＩＣ-1　202号室
URL : http://www.nobelpharma.co.jp/

【代表プロフィール】
ノーベルファーマ株式会社
ＣＭＣ研究室　
生産本部　ＣＭＣ開発部 部長　薬学博士
安澤　亨（やすざわ　とおる）
滋賀県出身、秦野市在住　59歳

生産本部　技術顧問
野村　達雄（のむら　たつお）
埼玉県出身、町田市在住　69歳

　ご家族とキャンプやスキーなど、アウトドアが好きな安澤さんと、
テニスが趣味で、昔やっていたサッカーをいずれお孫さんとプレイで
きるようにトレーニング中の野村さんはともに“料理好き”でいらっし
ゃいます。薬学や化学の研究職にある方は料理好きが多く、作るプロ
セスは実験と料理に共通するものがあるのだそうです。

　ノーベルファーマ株式会社は一般的に
は利益を出しづらい“希少疾病薬”という
ハイリスクなカテゴリーの開発に果敢に
挑戦し、社会貢献のために自ら経営資源
を投下しながら企業としての今後の成長
も大きく期待できることが評価され、
Japan Venture Awards2017で最優秀賞に
あたる経済産業大臣賞を受賞されていま
す。

【入居のきっかけは？】
　希少疾病用医薬品や医療機器の開発を手掛けるノーベルファーマ社
で、国立成育医療研究センターと共同での小児用医薬品の研究開発に
あたられていたお二人は、業務が一段落した折、新たな開発業務を担当
することになり、ＳＩＣを研究の場とするため入居されました。大手
薬品メーカーなどを経験されながら、医薬品業界で新たなビジネスモ
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ノベルジン　：ウィルソン病治療の他、低亜鉛血症　
　　　　　　　　の治療にも効能がある®
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SIC に入居されている企業様をご紹介します。その 142

>>> SIC-1 ノーベルファーマ株式会社



編集
後記

開催内容等、詳しくはＳＩＣホームページをご覧ください。

○今月の掲載記事紹介○
　新聞紙上に掲載された企業をご紹介します。ご紹介する記事は、
ＳＩＣ-1 と 2に掲示していますので、ご覧ください。
　
　6月 10 日（土）　 高瀬総合法律事務所      　　 かながわ経済新聞 -
　　　　　　　　　-下請法改正のポイント③- 
　6 月 20 日（火）　 （株）ＨＯＹＥＮ　　　       　　　　　読売新聞 -
　　　　　　　　　-触らず清潔　照明スイッチ - 

【お詫び】先月号（6 月号）の空き室情報において、ご入居されているお部屋を空き室として掲載してしまいました。大変申し訳
ありませんでした。謹んでお詫び申しあげます。【編集後記】さて、夏休みのご予定はいかがでしょうか。例年並みの 7 月後半梅
雨明けを期待して、夏らしい予定を立てたいですね。何をするにもまずは、健康が一番！年を考えて無理をしない！です。荻島

「SIC 空き室情報」
　ＳＩＣの空き室情報です。
○セミラボ：実験、評価、分析などのウェットラボとして、設計、　
　試作など研究開発ラボとして、目的に合わせてご利用いただけます。
○スモールオフィス：数名での事業活動に最適なオフィスとしてご
　活用いただけます。
　増床・移転をご希望の方はご検討ください。
※ お問い合わせ先　担当：大谷・稲垣（ SIC-2 ）
 

● お申し込み・お問い合せ先　担当：大谷（SIC-2）

　　

空き室情報！
SIC空き室情報（平成29年6月3日現在）※お気軽にお問い合わせください。

　ＳＩＣ-1
　　☆現在、空き室は 6部屋ございます。☆
　　○スモールオフィスＡ（23.6 ㎡）　　　309 号室
　　○スモールオフィスＢ（17.3 ㎡）　　　318 号室
　　○スモールオフィスＢ（17.3 ㎡）　　　325 号室　　
　　○スモールオフィスＢ（17.3 ㎡）　　　326 号室
　　○スモールオフィスＢ（17.3 ㎡）　　　327 号室　　
　　〇セミラボＢ（35.5 ㎡）　　　　　　　209 号室

お知らせお知らせ

　ものづくり中小企業では、生産現場で働く人たちの日々のカイゼ
ン活動が、業績の改善に直結することも少なくありません。過去の
スクール修了生の方々は、作業時間の半減を果たし生産性を大きく
向上させる企業もあるなど、それぞれの現場で成果を上げる取り組
みを行ってきました。
　本スクールは、トヨタ生産方式に精通した講師陣による実践的な
スクールとして、2017 年も開講いたします。

● 開催日時　平成 29 年 9月 2日（土）～　12 月 9日（土）全 7回
　7月中旬～8月下旬　事前の現場診断およびカイゼンテーマを設定。
● 会　　場　ＳＩＣ、サン・エールさがみはら　他
● 対  象  者　製造等の現場リーダー層の方など
● 参  加  費　お一人　110,000 円（税別）
● 募集人数　15 名（1社から 4名まで参加可）　※先着順

主催：ＳＩＣ・( 株 ) カイゼン・マイスター
後援：相模原市
協力：横浜銀行、八千代銀行、西武信用金庫、日本政策金融公庫

※ お問い合わせ先　担当：樽川（ SIC-1 ）

　The HINT３５ （ＳＩＣミニセミナー） 特別版

実践！成果につながる

“ビジネス ・ コミュニケーション”
～なりたい自分へ！！話す・聴く・質問する力を磨く～

　今回の The HINT（特別版）は、提案内容の効果的な伝え方、具体
的なニーズや課題の引き出し方を参加者同士のグループワークを通
して学びます。さらに『３６０度評価』という考え方を取り入れな
がら、“今の自分” と “なりたい自分”、“自身が考える自分” と “相手
から見た自分” の間にあるズレを知ることで、“ビジネス・コミュニ
ケーション” のスキルアップを目指すセミナーです。

　　　　　　☆☆☆ こんな方におすすめ！！ ☆☆☆
○営業活動などで “社外とのコミュニケーション” が多い方
○社員との “社内コミュニケーション ” が増えてきた方
○経営者や管理職の方だけでなく、営業担当者やチームリーダー
　など、社員の皆様にもおすすめです！！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【講師】 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Stan Communications 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表　松尾 由紀子 氏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フリーアナウンサー。記者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アナウンサーとしての経験か
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ら、経営者やビジネスマン向
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　けの個別指導や、セミナー講
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　師などを数多く務める。

　＜主な内容（予定）＞

　・自分プレゼン ～相手とつながる力をアップ！～
　・説得の仕方 ～回数ではなく種類を変える～
　・取引先との人脈の作り方～ “buy me” よりも “trust me” ～
　・とことん聴く力 ～相手を巻き込み、動かす～
　・フィードバックの出し方 ～コミュニケーションを活性化～
　● 開催日時　平成 29 年 7月 12 日（水）13：30 ～ 16：30
　● 会　　場　サン・エールさがみはら（2階・第 1研修室）
　● 参  加  費　お一人　3,000 円（税込）当日受付にてお支払いください。
　 ※ お問い合わせ先　担当：樽川（ SIC-1 ）
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第5回 ＳＩＣ経営者交流会
７月 5日（水）18：30 ～開催！　お申し込みは 3日 4日までに延長！

※ ＳＩＣスタッフまでお声かけください。


