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Constantly Challenging Ourselves
“To Become a World Leading Medical Company”

Sekisui Medical provides the pharmaceutical sciences sector with a diverse range of products and 
services based on our corporate mission to “contribute to the realization of healthy and enriched 
lifestyles for all people.”
Our company was established through the merging of the Medical Products Division of Sekisui 
Chemical with Daiichi Pure Chemicals in 2008, and has become the core company in Sekisui 
Chemical’s life sciences business. In addition to consolidating and expanding our key diagnostics 
and pharmaceutical sciences businesses here in Japan, we are accelerating our global business 
expansion in regions such as North America, Europe and Asia.
In recent years, social and consumer needs for medical care have been diversifying in line with the 
dramatic transformations of the global medical environment. Accordingly, we will continue to 
embrace change and challenge new frontiers so that we can create unique, high-quality products 
and services that will leave our customers truly satisfied. I would like to ask for your further support 
and encouragement, while we continue to challenge ourselves to become a world leading medical 
company.

Global medical company

「世界に際立つメディカルカンパニー」を
目指し挑戦し続けます
私たち積水メディカルは「人々の健康と豊かな生活の実現に貢献する」というミッションのもと、

医療に携わるみなさまに様々な製品やサービスを提供しております。

当社は2008年に積水化学工業（株）のメディカル事業部門と第一化学薬品（株）との統合により

発足して以来、積水化学グループのライフサイエンス分野を担う中核会社として歩んでまいり

ました。現在では検査事業と医療事業を柱として、国内はもとより北米、欧州、アジアなどで

事業展開を加速しグローバル化を進めております。

近年、世界のメディカル領域を取り巻く環境は大きく変化しており、社会やお客さまのニーズも

多様化しています。そのような中で、私たちは変化を恐れずフロンティアへの挑戦を続けることで、

お客さまにご満足いただける高品質でオンリーワンの製品やサービスを創出してまいります。

私たちは、これまで支えていただいたすべてのみなさまへの感謝を忘れることなく、これからも

「世界に際立つメディカルカンパニー」への挑戦を続けてまいります。

今後とも一層のご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

海外拠点
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S E K I S U I  M E D I C A L  C O . ,  L T D .

進化する医療に貢献する製品・システム・サービスで
グローバルに健康・長寿社会を支える

積水メディカル株式会社

Advancing heal thcare  through new products ,  
systems and serv ices ,

to  support  g lobal  heal th  and longevi ty .

３つのカンパニー
＋

コーポレート

３つのカンパニーをまとめる全社的役割と、
将来的に大きな発展を目指す事業や
次世代技術開発を担っています。

Direct ing the three divis ional  companies,  
developing businesses for  the future,  

and advancing next  generat ion technology.

コーポレート

積水メディカル株式会社

developing businesses for  the future,  developing businesses for  the future,  
and advancing next  generat ion technology.and advancing next  generat ion technology.

メディカル分野
Medical Field

高機能プラスチックスカンパニー
High Performance Plastics Company

環境・ライフラインカンパニー
Urban Infrastructure &Environmental Products Company

Corporate Headquarters

Three Divisional Companies
and

Corporate Headquarters



インセパックⅡシリーズ
強度に優れたプラスチック製真空採血管を世界で初
めて実用化。安全性、機能性、使いやすさを追求し、
さらに、高速凝固採血管の開発により、検査時間の
短縮や検査精度の向上にも役立っています。

Sekisui Medical was the world’s first company to achieve practical implementation of 
vacuum blood collection tubes made from high-strength plastic. In addition to pursuing 
safety, functionality, and ease of use, our company also contributes to improved analytical 
accuracy and shortened analysis time through the development of high-speed clotting 
blood collection tubes.

INSEPACK ⅡSeries

ラピッドピア
小型・軽量のイムノクロマトリーダーで、簡単・
迅速に測定が可能です。救急の現場、ベッドサ
イド、かかりつけ医など、様々な場で活躍します。

A compact and lightweight immunochromatographic reader that enables 
simple and fast measurement. Rapidpia is useful in a wide variety of 
situations such as in medical emergencies, bedside treatment, and general 
practitioner’s clinics.

Rapidpia

コレステスト N　HDL、コレステスト　LDL
世界でもトップシェアを誇る、動脈硬化の要
因となる善玉コレステロール、悪玉コレステ
ロールを測定する臨床検査薬です。

Cholestest N HDL and Cholestest LDL, dominating the world market, are 
clinical diagnostic reagents for measuring “good” cholesterol and “bad” 
cholesterol that causes arteriosclerosis.

Cholestest N HDL, Cholestest LDL

ノルディア N　HbA1C
糖尿病の治療経過観察、早期発見に必要なヘ
モグロビンA1cを測定する、世界初の酵素法を
原理とした臨床検査薬です。

NORUDIA N HbA1C is the world’s first clinical diagnostic reagent based on the 
enzymatic method to measure hemoglobin-A1c, a marker essential for the earli 
and follow-up essential for the early detection and follow-up of diabetes.

NORUDIA N HbA1C

ラピッドテスタ　FLUスティックsp
インフルエンザウイルス感染症の迅速な診断
に貢献する、ディップスティックタイプの簡便
キットです。

RapidTesta FLU Stick sp is a simple “dip-stick” type kit contributing to 
the rapid diagnosis of influenza virus infection.

RapidTesta FLU Stick sp

ナノピア　KLー 6
間質性肺炎に特異性が高いバイオマーカー
であるKLー 6を測定する臨床検査薬です。

Nanopia KL-6 is a highly specific Biomarker for 
interstitial pneumonia that is used for di�erential diagnosis as well as evaluation 
of disease progression and in monitoring the e�ectiveness of treatment.

Nanopia KL-6

事
業
紹
介
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日本｜つくば

中国｜蘇州

カナダ｜プリンスエドワード島

アメリカ｜サンディエゴ
ヨーロッパ・アフリカ・中近東 アジア・オセアニア 南北アメリカ

検査事業

高い付加価値を持った体外診断用医薬品の製造・販売を通じ、
先進の医療ニーズにグローバルに貢献している当社のコア事業です。

Through the manufacture and sales of in vitro diagnostic products
that possess high added value, our company’s core business
makes global contributions to advanced medical needs.

Diagnostics Business

事業概要 Business Outline

血液凝固・生活習慣病・感染症分野を中心とした各種臨床検査薬、臨
床検査に欠かせないプラスチック製真空採血管、全自動血液凝固分
析装置をはじめとする各種分析装置の製造・販売を行っています。

We conduct manufacturing and sales for a wide range of analytical equipment 
including fully-automated blood coagulation analyzers, plastic vacuum blood 
collection tubes which are essential for clinical analysis, and clinical diagnostic 
reagents with a focus on blood coagulation, lifestyle diseases, and infectious diseases.

カスタマーサポート Customer Support

検査室のパートナーとして5つの専門グループが国内外のお客様
へのサポートをいたします。
As a partner to laboratories, Sekisui Medical supports our customers in Japan 
and throughout the world through five specialized groups.

グローバル 販売拠点・生産拠点 Global Sales O�ices and Production Sites

国内外に生産・販売拠点を持ち、世界各国のお客様やアライアンス
企業への販売・流通を実現しています。また、拠点間のジョブ・ロー
テーションも行っています。

Sekisui Medical boasts production sites and sales o�ices in Japan and throughout 
the world. Through this network, we achieve sales and distribution to customers and 
partner companies across the globe. We also conduct job rotation among sites.

代表的な製品紹介 Product List

お客様のニーズに合わせて、各グループの専門メンバーが連携して
ベストなご提案を行います。
Expert members from each group cooperate to provide optimal proposals based 
on customer needs.

「ナノピア」「コレステスト」「ノルディア」「ラピッドテスタ」「インセパック」「ラピッドピア」
「ＣＰ３０００」およびその関連のロゴは、積水メディカル株式会社の日本およびそのほかの
国における商標または登録商標です。

"Nanopia", "Cholestest", "NORUDIA", "RapidTesta", "Rapidpia", "CP3000" and all related logos are 
trademarks or registered trademarks of SEKISUI MEDICAL CO., LTD. in Japan and/or other countries.
 "INSEPACK" is a trademark or registered trademark of SEKISUI MEDICAL CO., LTD. or SEKISUI 
CHEMICAL CO., LTD. in Japan and/or other countries. 

医療機器の見学・体験操作ができます。また製
品情報を最新の情報機器を使って分かりやす
く知ることができます。

We o�er tours, and experiences with for our medical devices. Furthermore, 
easy-to-understand product information is provided digitally.

We hold maintenance training and other seminars for customers who use our 
medical equipment. In addition to domestic customers, we also o�er training 
and seminars for overseas customers and distributors.

見学・体験サポート

Tours/Operation Support

医療機器をお使いのお客様へのメンテナンス
研修や各種セミナーを実施しています。国内の
お客様に加え、海外のお客様、代理店の研修・
セミナーにも対応しています。

研修・セミナー

Training/Seminars

ショールーム Showroom

生産 Production

国内生産拠点は茨城県にあり、臨床検査薬の製造を行って
います。ISO9001およびISO13485を取得し、高品質な
臨床検査薬をお客様に提供しています。また、製品包装の
簡易化などによる省資源化、廃棄物の減量化を図り、
ISO14001（環境マネジメントシステム）を取得し、環境保
全活動にも取り組んでいます。

Our clinical diagnostic reagents are manufactured at our 
manufacturing site located in Ibaraki Prefecture. This site is 
certified in ISO9001, ISO13485 and provides high-quality 
products to our customers.Furthermore, the site strives to 
conserve resources and reduce the weight of waste through 
simplification of product packaging, etc. The site has acquired 
the ISO14001 (environmental management system) certification 
and engages in environmental conservation activities.

物流 Logistics

グローバルサプライチェーン
の拠点として、製商品のロジ
スティクスを担っています。
As a base for our global supply 
chain, this site manages logistics 
for products and merchandise.

つくば工場（阿見）

SCMセンター

営業 Sales

全国に11営業所を置き、エリア毎にDMR
が情報提供活動を実施しています。

国内営業

Sekisui Medical has 11 o�ices throughout Japan, 
with DMR (Diagnostics Medical information 
Representatives) providing information to each 
area.

Sekisui Medical engages in global sales 
activities in North America, Europe, 
China, and Asia.

Domestic Sales Overseas Sales

欧米・中国・アジアエリアなど、世界
各国への販売活動を展開しています。

海外営業

安心のサポート
Customer Support

Japan｜Tsukuba

China｜Suzhou

Tsukuba Plant Ami O�ice

Supply Chain Management Center

USA｜San Diego

Canada｜Prince Edward Island 

Europe, Africa, the Middle East Asia, Oceania North and South America

販売拠点 生産拠点Sales O�ices Production Sites

ナノピア　Pー FDP、ナノピア　Dダイマー
血栓症やDICなどの要因となる血漿または血
清中のP-FDP、Dダイマーを測定する臨床検
査薬です。

Nanopia P-FDP and Nanopia D-dimer are clinical diagnostic reagents for 
measuring serum or plasma P-FDP and D-dimer that cause various diseases 
including thrombosis and DIC.

Nanopia P-FDP,Nanopia D-dimer

血液凝固自動分析装置 CP3000™
凝固時間法、合成基質法、ラテックス比濁
法の3種類の測定原理に対応する全自動血
液凝固分析装置です。

CP3000™ 
The CP3000™ is a fully-automated blood coagulation analyzer which utilizes on three 
measurement principles: the clotting time method, synthetic substrate method, and 
latex turbidimetry.

お客様の様々な
お問合せに対応します

コールセンター

customer
お客様

学術的情報を提供します

学術

特殊検体の解析などを
実施します

分析

Call Center

Technical SupportAnalysis

Academic Information Equipment services

医療機器に関する
研修・保守・修理などを

実施します

機器サービス

製品データなど測定上の
課題解決をサポートします

技術支援

Support for measurement
issues such as product data

Analyze unique samples, etc.

Provide academic information
Conduct training, 

maintenance, repair, etc. 
for medical equipment

Respond to various of
 inquiries from customers
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納品
Delivery

製造・試験
Manufacturing

and Testing

規格設定
Agreement of
specif ication

サンプル
試作

Synthesis
of samples

お見積り
Price quotation

化合物の
ご指示
Disclosure

of compound
structure

秘密保持
契約

Confidential
Disclosure
Agreement

医薬品原薬・中間体

クレマスチンフマル酸塩、ピリドキサールリン酸エステル水和物、 ε-アミノ-ｎ-カ
プロン酸などMF登録した原薬のほか、特定の製薬会社と契約している製品など20
品目以上の原薬を製造しています。

Active Pharmaceutical Ingredients (APIs)

医薬品の活性成分である
医薬品原薬(API)・中間体、医薬用アミノ酸の受託製造を行い、
主に製薬会社に提供しています。

医薬事業
Pharmaceuticals &
Fine Chemicals Business

We mainly provide services to pharmaceutical companies
by manufacturing active pharmaceutical ingredients (APIs), 
intermediates, and pharmaceutical-grade amino acids.

事業概要 Business Outline

アミノ酸合成で培われた光学活性化合物の製造技術をベースと
して、医薬品原薬(API)・中間体などの受託製造を行っています。

The Iwate Plant was established in 1979 as a manufacturing facility for active 
pharmaceutical ingredients (APIs), intermediates, and pharmaceutical-grade amino 
acids. Based on our experience through inspections by the PMDA, FDA (USA), EDQM 
(Europe), and domestic/overseas pharmaceutical companies, we work toward an 
optimal cGMP system.

We handle all phases from synthetic route development to manufacturing in units of 
grams up to several kilograms, as well as from pilot manufacturing and production 
of clinical testing-use pharmaceuticals to commercial-scale production.

Based on our manufacturing technology for optically active compounds fostered 
through our experience in amino acid synthesis, we carry out contract manufacturing 
of active pharmaceutical ingredients and  intermediates.

In addition to MF-registered APIs such as Clemastine fumarate, Pyridoxal-5-phosphate, and 
ε-Amino-n-caproic acid, we manufacture more than 20 items of APIs including products contracted 
by specific pharmaceutical companies.

アミノ酸

L-、D-アミノ酸を合成法により製造しています。
輸液用アミノ酸、特殊アミノ酸、各種保護アミノ酸も製造可能です。

Amino Acids
We manufacture L- and D-amino acids chemically. We also manufacture amino acids for transfusion, 
special amino acids, and various types of protected amino acids.

岩手工場 Iwate Plant

医薬品原薬(API)・中間体、医薬用アミノ酸の製造工場として、1979年に
操業しました。（独）医薬品医療機器総合機構や米国食品医薬品局、欧州
医薬品品質部門（EDQM）のほか、国内外の製薬会社による査察の経験を
活かし、日々、最新のＧＭＰ体制の構築に取り組んでいます。

受託製造 Contract Manufacturing

製品群 Products

合成ルート開発からグラム・数キロ単位の製造、パイロット製造、
治験用原薬から商用規模の製造まで対応しています。

The Iwate Plant obtained ISO14001 certification in 2001. The methane gas, a byproduct of 
anaerobic wastewater treatment is efficiently used as boiler fuel consumed in the plant.

We place significant consideration on safer manufacturing 
through initiatives such as anti-static materials in 
manufacturing facilities and performing nitrogen substitution.

安全・環境 Safety & Environment

岩手工場は2001年にISO14001の認証を取得しました。
工場廃水の嫌気性処理で副生するメタンガスは、工場内で消費するボイ
ラー用燃料に有効利用しています。

帯電防止材質の製造設備、窒素置換の実施など、
安全面にも十分に配慮した生産を行っています。

The Iwate Plant  features mult ipurpose faci l i t ies of  var ious-s izes .   
The opt imal  product ion designs are proposed through making use 
of  e ight  manufactur ing bui ld ings and 10 c lean rooms .

製造設備 Manufacturing Facility

岩手工場は、マルチパーパスを志向した様々なサイズの設備を所有して
います。8つの製造棟・10のクリーンルームから、最適な生産方法をご
提案します。

事
業
紹
介

委託の
ご依頼

Customer's Inquiry

In addition to developing synthetic methods and industrialization processes for active 
pharmaceutical ingredients (APIs) and intermediates, we also develop new synthetic 
technology, manufacturing and analytical technologies.

生産技術 Production Technology

医薬品原薬(API)・中間体の合成法や工業化プロセスの開発を行うとともに、
新規合成技術、製造技術や分析技術の開発を行っています。

SUS 104, GL 67, 
ETFE 1,  FRP 7

≦500L 24, ≦1500L 27, 
≦5000L 49,  5000L＜ 79

≦30inch 5,  ≦42inch 11, 
48inch 19, 55inch 20

≦100L 2,  ≦1000L 5,  ≦2000L 4, 
≦3000L 7,  other3

hammer/knife 7, pin 4, jet 1

SUS 31, ETFE 17, RL 7

SUS 14, ETFE 1, GL 6

SUS 12 mill 12

reactor

centrifugal 55

total #

179

material size

dryer 21

ISO 14001
岩手工場

JCQA－E－0231

D
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スクリーニング試験

世界中の製薬企業やアカデミアなどを対象に、
高度な技術力で医薬品開発を総合的に支援する事業です。
We utilize advanced technological capabilities to provide comprehensive support to global 
pharmaceutical companies, academia and institutions involved in drug development. 

創薬支援事業
Drug Development
Solutions Business

事業概要 Business Outline

創薬支援として、探索から申請、市販後調査までの各ステージに
おいて、特に放射性同位元素（RI）標識化合物を用いた非臨床・臨
床試験を幅広く受託しています。また、米国XenoTech社を通じ
て、世界中の製薬企業へ受託試験サービスを提供しています。

As a drug development solution business unit, we provide comprehensive 
services in all stages of drug development, from exploration to application and 
post-marketing surveillance, particularly in the area of non-clinical study and 
clinical trial using radioisotope-labeled compounds. We are providing drug 
development solutions for pharmaceutical companies worldwide through 
XenoTech (USA).

臨床試験 Clinical Trial

創薬支援事業部では、「～動物からヒトへ～」
のコンセプトをもとに、ヒトを対象とした
マスバランス試験など、より付加価値の高い
臨床試験受託サービスを展開しています。
We provide added value by o�ering advanced clinical 
research services, conducting mass balance studies 
etc. in human subjects based on the concept of 
"Pre-clinical to Clinical". 

「40年を超える匠の技術と経験」で組換タンパク質等の大量製造を英
国で実施しています。診断薬原料から抗生物質工程管理用、バイオ医
薬品製造用酵素等、幅広い原料を全世界の診断薬・製薬企業に提供
しています。これらの技術・経験を基にCDMO事業も開始しました。

We draw on over 40 years of expert technology and experience to implement 
large-scale production for medical products, such as recombinant proteins in 
the UK. We produce a wide range of ingredients, from those for diagnostics, to 
enzymes for IPC of antibiotic production and biomedical products, and supply 
them to diagnostics and pharmaceutical companies around the world. We have 
also launched a CDMO business based on our extensive technology and 
experience.

非臨床試験 Non-clinical Study

We evaluate the pharmacokinetics, pharmacology and safety 
of candidate compounds in the exploratory stage of the new 
drug development process.

By utilizing our considerable experience and high level of 
expertise, we synthesize radioisotope-labeled compound 
using optimal synthesis methods. We also perform GMP 
manufacturing of API used in clinical trials.

We provide in vivo and in vitro pharmacokinetic studies in 
compliance with the reliability criteria guidelines of the 
Pharmaceutical and Medical Device Act.

We perform pharmacological studies with receptors, enzymes 
and cells using stream-lined, highly sensitive and cutting edge 
equipment.

In collaboration with each testing facility, we provide 
comprehensive drug development services ranging  from 
safety studies to highly sensitive sample analysis. 

Screening Studies

化合物合成

薬物動態試験

薬理試験

安全性試験

Chemical Synthesis

Pharmacokinetic Studies

Pharmacological Studies

Safety Studies

国内臨床試験委受託体制

●標識体合成
●臨床検体測定
●代謝物分析

積水メディカル

●マスバランス試験
●バイオアベイラビリティ試験PMDA

臨床試験
Clinical  Tr ia l

非臨床試験
Non-cl inical
Study

Cl inical  Stage
Non-cl inical  StageExploratory Stage Exploratory Ear ly

 Cl inical  Stage

SEKISUI
MEDICAL CO.,LTD.

Integrated CRO services
● Synthesis of Radioisotope-
   labeled compounds
● Analysis of biological samples
● Metabolite analysis

Contract
Agreement

Contract System for Domestic Clinical  Trials

Clinical  Contract

Contract
Agreement

New Drug
Application

Stage
Post-marketing

Surveillance

探索段階 非臨床段階 早期探索
臨床段階 臨床段階

Phase1 Phase2 Phase3

承認申請
段階

市販後
調査

化合物合成
Chemical  Synthesis

薬物動態試験
Pharmacokinet ic Studies

薬理試験
Pharmacological  Studies

安全性試験
Safety Studies

化合物合成
Chemical  Synthesis

スクリーニング試験
Screening Studies

委受託契約
委受託契約

統括CRO

臨床施設
治験契約

● Mass balance study
● Absolute bioavai labi l i ty  study

Clinical  Facil i t ies

Sponsor
治験依頼者

●モニタリング
●メディカルライティング
●DM/統計解析

● Monitor ing
● Medical  Writ ing
● DM/Stat ist ical  analysis

臨床CRO Clinical  CRO

●AMS測定

測定CRO
● AMS analysis

Analytical  CRO

●被曝量算出
●被曝量評価

● Calculation of amount of internal
  radiation levels
● Evaluation of
  radiation exposure levels
 

内部被曝
評価機関

Organization of Internal
Radiation Exposure Evaluation 

事
業
紹
介

臨床薬物動態試験～臨床検体測定・解析
Clinical Pharmacokinetic Studies~Measurement/Analysis of Clinical Samples

D
escription of B

usiness

各種試験施設と連携して、安全性試験の実施から検
体の高感度測定まで、一貫したサービスを提供します。

迅速かつ高感度な測定が可能な各種最新機器により、
受容体、酵素または細胞を用いた薬理試験を実施します。

医薬品医療機器等法の信頼性基準に対応したin vivo
およびin vitro薬物動態試験を実施します。

豊富な経験と知識を活かして、最適な合成方法で放射
性標識化合物の合成を行います。また、治験に使用する
原薬のGMP製造も実施します。

新薬開発過程における創薬初期段階での、薬物動態・
薬理・安全性の評価を実施します。

事業概要 Business Outline

酵素事業
Enzyme Business

創薬支援研究用試薬 Research Reagents for Drug Development Solutions

25年以上の経験を持つXenoTech社製の肝細胞・組織画分を中心に、
創薬を支援する研究用試薬を取り扱っています。

We are selling research reagents for drug development solutions, mainly 
hepatocytes and subcellular fractions prepared by XenoTech, which has 
more than 25 years of experience.

創薬支援センター Drug Development Solutions Center

創薬支援センターは、茨城県東海村にある研究施設で、（独）医薬品
医療機器総合機構のGLP適合性調査で、「適合」の評価を受けています。
さらに実験動物の取り扱いについてもAAALAC International 
（国際実験動物ケア評価認証協会）による完全認証を受けています。

The Drug Development Solutions Center is a research facility located in 
Tokai-mura, Ibaraki. The Center has undergone GLP compliance survey by 
the PMDA (Pharmaceuticals and Medical Devices Agency) and is fully 
accredited by AAALAC International (Association for Assessment and 
Accreditation of Laboratory Animal Care International). 

・AAALAC完全認証取得：
 平成26年6月13日

・GLP適合性調査　評価結果適合:
 令和4年7月14日

・GLP compliance survey Evaluat ion result :
  Compliant   July  14 ,  2022

・Acquisit ion of  AAALAC ful l  accreditat ion:
  June 13.2014

SMCL Sekisui Medical Creative Laboratory

当社保有技術の電気化学発光免疫測定法(ECLIA)や質量分析法(LC/MS)
などを活用し、受託検査を行っています。新しい検査技術も積極的に導入
し、研究検査や新規マーカーなどの特殊検査に取り組んでいます。

We conduct contract testing using our technology such as Electro Chemiluminescence 
Immunoassay (ECLIA) methods and liquid chromatography-tandem mass spectrometry  
(LC/MS). We introduce new testing technology, and perform research testing and 
special testing such as new markers, etc.

（積水メディカルクリエイティブラボラトリー）

「ＳＭＣＬ」は積水メディカル株式会社の日本における登録商標です。
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N o r t h  A m e r i c a

Diagnostics Business

Sekisui Diagnostics, LLC
Sekisui Diagnostics P.E.I. Inc.

検査事業

北  米
E u r o p e

Enzyme Business/
Diagnostics Business

酵素事業/検査事業

欧  州
A s i a

Diagnostics Business
検査事業

アジア

Sekisui Diagnostics(UK)Limited
Sekisui Diagnostics GmbH

Veredus Laboratories Pte. Ltd.

積水医療科技（中国）有限公司
（北京分公司/上海分公司）
積水医療科技（蘇州）有限公司

徳山積水工業株式会社

検査事業

国内外の開発拠点の連携強化により、
グローバルパイプラインを構築することで、各事業のコア領域を拡充し、
お客様のニーズを満たす製品の開発を行っています。
We are establishing a global pipeline by strengthening the collaboration between our domestic 
and overseas development bases. This enables us to expand the core fields of each business 
and develop products that satisfy customer needs.

研究開発体制
Research & Development

信頼性保証体制
Compliance & Assurance

体
制
紹
介

D
escription of S

ystem

主要グローバル研究開発拠点 Global Research & Development

信頼性保証室 Compliance & Assurance Department

製商品に係る品質保証、法令やグローバル品質マネジメントシステム
コンプライアンスを確実なものにするなど、グローバルに展開している
当社およびグループ各社事業の信頼性保証を包括的に管理します。

We are comprehensively responsible for the global management of quality 
assurance on products, as well as the establishment of regulatory 
compliance and quality management systems for pharmaceutical drugs 
and medical devices to which our group companies also comply.

We are responsible for the management of quality 
assurance & regulatory compliance for all businesses 
including our Diagnostics, Pharmaceuticals & Fine 
Chemicals, Drug Development Solutions, and 
Enzyme Businesses.

Diagnostics Business

グローバル信頼性保証管理　Global Management for Quality Assurance & Regulatory Compliance

Management of quality assurance &
regulatory compliance for all businesses

Management of quality assurance &
regulatory compliance for all business sites

Appropriate response
to changes in business environmentTsukuba Research Institute

Compliance & Assurance
Department

SEKISUI MEDICAL CO., LTD.

全事業の信頼性保証管理 グローバル事業所の信頼性保証管理 事業環境変化への的確な対応

検査事業、医薬事業、創薬支援事業、
酵素事業すべての事業の信頼性保証管
理を行っています。

We are responsible for quality assurance & 
regulatory compliance for all group business sites 
in Japan, North America, Europe, and Asia.

We are responsible for appropriate response to 
changes in regulations, international standards, 
and the business environment.

日本、北米、欧州、アジアにあるグループ
事業所の信頼性保証管理を行っています。

法令や国際規格の変更、事業環境の変化
に対応した信頼性保証管理を行っています。

Tsukuba Research Institute Ami O�ice

免疫測定、遺伝子解析、および細胞培養技術
を用い、新規バイオマーカーの探索、高感度
な免疫測定法による臨床検査製品、および
感染症領域におけるポイントオブケア検査
薬の開発を行っています。

つくば研究所

生化学/免疫、血液凝固、糖尿病、感染症領域
を中心に、酵素分析法、ラテックス免疫比濁法
などによる自動分析装置用試薬、および高分子
微粒子を利用した分離技術に基づく糖尿病検査用カラムの研究開発を行っ
ており、独自技術による臨床検査製品を開発しています。

つくば研究所（阿見）

グループ開発拠点 Group Development Bases

TOKUYAMA SEKISUI Co., Ltd.　

積水化学グループの基盤技術でもある高分
子重合、成型、配合、組立技術を利用して、血
液検査に用いる真空採血管とその周辺器材
の研究開発、糖尿病検査用カラムなどの製造
技術開発を行っています。

SEKISUI DIAGNOSTICS, LLC.

生化学、血液凝固、感染症分野において欧米
の顧客ニーズに適合する臨床検査薬の開発
を行うとともに、国内開発製品を欧米導出す
るための臨床開発も行っています。 

徳山積水工業株式会社

医薬事業 Pharmaceuticals & Fine Chemical Business 創薬支援事業 Drug Development Solutions Business

Drug Synthesis R&D Center Pharmaceuticals Analysis Group, 
Tsukuba Research Institute

医薬品開発における非臨床領域や臨床領域
に対し、当社独自の免疫、遺伝子、機器分析
技術を駆使して、新しい医薬品モダリティ
やバイオマーカー等に関する新規評価系な
らびに関連製品の開発を行っています。

医薬合成研究センター

独自のペプチド合成技術を基盤として、特殊ペ
プチドに特化した製造技術を開発しています。
難合成環状ペプチドの効率的合成法、および
精製システムの開発・導入により、トップレベル
の治験薬の製造プロセス開発を行っています。

つくば研究所 創薬分析グループ

信頼性保証室
積水メディカル

検査事業
Diagnostics Business

法令に基づく体外診断用医薬品の登録、
ISO13485認証、米国食品医薬品局を
含む法規制コンプライアンスを達成して、
各種製品のグローバル展開を確実なも
のにしています。
We ensure that global operations for our medical 
devices continue to expand by satisfying 
registration requirements for each market, including 
ISO13485 certification, and the establishment of 
compliance in line with regulations specified by the 
authorities, including the FDA.

医薬事業
Pharmaceuticals &Fine Chemicals Business

医薬品原薬（API）・中間体に要求される
GMP体制を維持し、日本当局、米国食品
医薬品局の法規制をクリアして高純度医
薬原料のグローバル展開を確実なものに
しています。
We ensure that our high purity pharmaceutical raw 
materials are globally distributed through the 
continuous improvement of a GMP system required 
for active pharmaceutical ingredients (API) and 
intermediates, and the establishment of regulatory 
compliance in line with the Japanese Pharmaceutical 
Authorities and the FDA.

創薬支援事業
Drug Development Solutions Business

受託試験に要求されるGLP体制を維持し、
新薬開発を行うグローバルカスタマーに
対し、高品質な試験実施を確実なものに
しています。

We ensure that high quality studies are 
implemented for global customers developing 
new pharmaceutical products through the 
continuous improvement of a GLP system 
required for contracted studies.

We use our immunoassay, genetic analysis and cell culture technology to search for 
new biomarkers, produce clinical diagnostics products using highly sensitive 
immunoassay methods and develop point-of-care test reagents in the field of 
infectious diseases.

Utilizing polymerization, molding, mixing and assembly techniques, which are the 
core technologies of the Sekisui Chemical Group, we conduct R&D for vacuum 
blood collection tubes and other equipment used in blood tests. We also develop 
manufacturing techniques for devices such as columns used in diabetes testing.

We develop new evaluation systems and products related to new drug 
modalities and biomarkers in the non-clinical and clinical fields of 
pharmaceutical development through the use of our proprietary technology 
based on immunology, genetic analysis, and instrumental analysis.

Primarily working in the fields of biochemistry and immunology,coagulation, diabetes 
and infectious diseases, we produce reagents to be used in automatic analyzers.  We 
utilize methods such as enzymatic analysis and latex immunoturbidimetric methods to 
conduct R&D of columns for diabetes testing using separation technology with 
polymer microparticles, and develop clinical diagnositcs products with proprietary 
technology.

We conduct R&D for clinical reagents in the fields of biochemistry, coagulation 
and infectious disease. In addition to performing R&D on clinical reagents to meet 
the needs of western markets, we are also conducting clinical development to 
introduce Japanese products to western markets.

We develop manufacturing techniques focused on specialty peptides based on our 
proprietary peptide synthesis technology. We also develop manufacturing 
processes for top-level investigational drugs through the development and 
implementation of purification systems and e�icient synthesis methods for di�icult 
to synthesize cyclic peptides.
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主要取引先（国内）Domestic Business Partners

仕入先
旭化成ファーマ（株）、味の素（株）、天野エンザイム（株）、（株）アルタ・ケミカル、
（株）カイノス、キッコーマンバイオケミファ（株）、協和ファーマケミカル（株）、
（株）クラレ、小西安（株）、シスメックス（株）、（株）ダイセル、東洋紡（株）、
富士レビオ（株）　ほか

販売先
アークレイ（株）、味の素（株）、アルフレッサ（株）、栄研化学（株）、キシダ
化学（株）、極東製薬工業（株）、シスメックス（株）、（株）スズケン、住商
ファーマインターナショナル（株）、第一三共（株）、武田薬品工業（株）、
田辺三菱製薬（株）、東邦薬品（株）、（株）日栄東海、富士レビオ（株）、
（株）メディパルホールディングス　ほか

その他提携先
（株）島津製作所、（株）日立製作所、（株）日立ハイテク、
ベックマン・コールター（株）、ロシュ・ダイアグノスティックス（株）　ほか

Suppliers 
Asahi Kasei Pharma Corporation / AJINOMOTO CO.,INC. / Amano Enzyme lnc. / 
ALTA CHEMICAL CO., LTD. / KAINOS Laboratories, Inc. / Kikkoman Biochemifa 
Company / KYOWA PHARMA CHEMICAL CO., LTD. / KURARAY CO., LTD. / 
KONISHIYASU CO., LTD. / SYSMEX CORPORATION / Daicel Corporation / 
TOYOBO CO., LTD. / FUJIREBIO lNC. / others

Customers

Other Business Partners 
SHIMADZU CORPORATION / Hitachi, Ltd. / Hitachi High-Tech Corporation / 
Beckman Coulter K.K. / Roche Diagnostics K.K. / others

ARKRAY, Inc. / AJINOMOTO CO.,INC. / Alfresa Corporation / EIKEN CHEMICAL 
CO., LTD. / KISHIDA CHEMICAL Co., Ltd. / KYOKUTO PHARMACEUTICAL 
INDUSTRIAL CO., LTD. / SYSMEX CORPORATION / SUZUKEN CO., LTD. / 
Summit Pharmaceut icals Internat ional  Corporat ion / DAI ICHI SANKYO 
COMPANY, LIMITED / Takeda Pharmaceutical Company Limited / Mitsubishi 
Tanabe Pharma Corporation / Toho Pharmaceutical Co., Ltd. / NICHIEI-TOKAI Co., 
Ltd. / FUJIREBIO INC. / MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION / others

会社概要 Company Overview

Foundation of Daiichi Pure Chemical Co., Ltd.
Start of domestic production of in vitro diagnostic reagents

1947 第一化学薬品株式会社創立
体外用診断薬の国産化に着手

積水メディカル株式会社発足
（積水化学工業株式会社のメディカル事業部門と
第一化学薬品株式会社との事業統合、
社名を積水メディカル株式会社に変更）

Establishment of SEKISUI MEDICAL CO., LTD.
(Sekisui Medical Co., Ltd. was formed after the Medical Products Division of 
Sekisui Chemical Co., Ltd. was merged with Daiichi Pure Chemicals Co., Ltd.)

2008

積水化学工業株式会社が米国マサチューセッツ州
Genzyme Corporation検査薬事業部門を買収後、
米国と英国に検査薬新会社Sekisui Diagnostics, LLCを設立

Sekisui Chemical Co., Ltd. acquired the Diagnostic Pharmaceuticals Division of Genzyme Corporation
in the U.S. State of Massachusetts and established Sekisui Diagnostics, LLC.

2011

積水化学工業株式会社が積水メディカル株式会社と
エーディア株式会社を事業統合
ペプチドリーム、塩野義製薬、積水化学の合弁契約により、
ペプチスター株式会社を設立

Sekisui Chemical Co., Ltd. merged Sekisui Medical Co., Ltd. and EIDIA Co., Ltd.
Establishment of PeptiStar Inc. through a joint venture agreement between PeptiDream Inc., 
Shionogi & Co., Ltd. and Sekisui Chemical Co., Ltd.

2017

Sekisui Chemical Co., Ltd. acquired 100% of the shares of EIDIA Co., Ltd.
Establishment of Sekisui Medical Technology (Suzhou) Co., Ltd. by Sekisui Chemical Co., Ltd.

積水化学工業株式会社が北京積水創格医療科技
有限公司と当社の子会社 上海達伊医智商貿有限公司を
統合し、積水医療科技（中国）有限公司を発足

Establishment of Sekisui Medical Technology (China) through the merger of Beijing Sekisui Trank 
Medical Technology Co., Ltd. (Sekisui Chemical’s subsidiary company) and Shanghai Daiichi 
Diagnostics Co., Ltd. (Sekisui Medical’s subsidiary company)

2010

積水化学工業株式会社がエーディア株式会社を買収
積水化学工業株式会社が積水医療科技（蘇州）有限公司を設立

2015

沿革 Company History

積水化学工業株式会社がシンガポール
Veredus Laboratories Pte. Ltd.を買収

Sekisui Chemical Co., Ltd. acquired Veredus Laboratories Pte. Ltd. in Singapore.2018

Corporate Data現況書
積水メディカル株式会社 SEKISUI MEDICAL CO., LTD.

社名
設立
資本金
年商
代表取締役社長
事業内容

 

従業員
株主 
決算期
本社
ホームページ

Name

Establishment

Paid in Capital

Sales

President & CEO

Lines of Business

Number of Employees

Shareholder

Fiscal Year End

Head O�ice

URL

SEKISUI MEDICAL CO., LTD.

April 1, 2008

1.275 billion yen

55 billion yen (for the year ended March 31, 2022)

Eiichi Takahashi

Diagnostics Business 

Pharmaceuticals & Fine Chemicals Business

Drug Development Solutions Business

Enzyme Business

1,280 (April 1, 2022)

Sekisui Chemical Co., Ltd. (100%)

End of March

1-3 Nihonbashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo

https://www.sekisuimedical.jp/english

積水メディカル株式会社
2008年4月1日
12億75百万円
546億円 （2022年3月期）
高橋 栄一
検査事業
医薬事業
創薬支援事業
酵素事業
1,280名 （2022年4月1日現在）
積水化学工業株式会社 （持株比率100％）
3月31日
東京都中央区日本橋二丁目1番3号
https://www.sekisuimedical.jp

組織図 Organization Chart

2022.10

代表取締役社長
President and CEO

監査室
Corporate Audit Department

信頼性保証室
Compliance & Assurance Department

経営統括部
Corporate Unit

経営企画部
Corporate Planning Department

法務部
Legal A�airs Department

情報システム部
IT Department

人事部
HR Department

技術・CS部
Technology & CS Promotion Department

つくば工場
Tsukuba Plant

生産統括部
Production Management Unit

医療事業部
Pharmaceutical Sciences Division

岩手工場
Iwate Plant

創薬支援センター
Drug Development Solutions Center

SMCLセンター
Sekisui Medical Creative Laboratory Center

SCMセンター
Supply Chain Management Center

創薬支援事業推進部
Drug Development Solutions Business Department

医薬酵素事業推進部
Pharma & Enzymes Business Department

開発管理部
R&D Management Department

開発企画部
R&D Planning Department

開発戦略・推進部
Diagnostics Strategy and Development Department

つくば研究所
Tsukuba Research Institute

研究開発統括部
Research & Development

検査事業部
Diagnostics Division

マーケティング部
Marketing Department

カスタマーサポートセンター
Customer Support Center

中部営業所
Chubu Sales O�ice

西日本第一営業所

中四国営業所
Chugoku & Shikoku Sales O�ice

九州営業所
Kyushu Sales O�ice

西日本第二営業所

営業推進室
Sales Promotion O�ice

北海道営業所
Hokkaido Sales O�ice

東北営業所
Tohoku Sales O�ice

東日本営業所
East Japan Sales O�ice

首都圏第一営業所

首都圏第二営業所

首都圏第三営業所

Metropolitan Sales O�ice Ⅰ

Metropolitan Sales O�ice Ⅱ

Metropolitan Sales O�ice Ⅲ

West Japan Sales O�ice Ⅰ

West Japan Sales O�ice Ⅱ

国内営業部
Domestic Sales Department

検査海外事業部
International Diagnostics Division

海外事業推進部
Business Promotion Department

海外営業部
Sales Department

国際開発部
Global Development Department
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事業所・営業所住所一覧 Domestic Network

営業拠点
Sales o�ice

本社
Head O�ice

流通拠点
Distribution

depot

研究開発拠点
R&D center

生産拠点
Manufacturing

base

〒103-0027 東京都中央区日本橋二丁目1番3号
TEL 03（3272）0671
1-3 Nihonbashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-0027, Japan

Asia
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1
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5
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11
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3

岩手工場

東北営業所

北海道営業所

中部営業所

西日本第一営業所
西日本第二営業所中四国営業所

九州営業所

本社
営業拠点
流通拠点
生産拠点
研究開発拠点
受託検査拠点

創薬支援センター
SMCL 東海ラボ

つくば工場（阿見）
つくば研究所（阿見）

つくば工場
つくば研究所
医薬合成研究センター
SCMセンター

首都圏第一営業所
首都圏第二営業所
首都圏第三営業所

本社

東日本営業所

医薬営業所
創薬支援営業所

〒060-0005 北海道札幌市中央区北五条西6－2－2
TEL 011（272）7288

北海道営業所 

〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3－26－29
TEL 092（451）0511

九州営業所

〒103-0027 東京都中央区日本橋2－1－3
TEL 03（3272）0691

医薬営業所

〒103-0027 東京都中央区日本橋2－1－3
TEL 03（3271）5634

創薬支援営業所

〒732-0057 広島県広島市東区二葉の里３－５－７
TEL 082（261）7862

中四国営業所

〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3－3－31
TEL 06（6350）6581

西日本第一 ～ 第二営業所

〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1－5－11
TEL 052（209）7714

中部営業所

〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町1－114－1
TEL 048（729）5460

東日本営業所

〒135-0063 東京都江東区有明3－5－7
TEL 03（5520）1360

首都圏第一 ～ 第三営業所

〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1－1－1
TEL 022（263）8560

東北営業所

SCMセンター
〒301-0852 茨城県龍ケ崎市向陽台3－3－1
TEL 0297（62）7561

つくば工場
〒301-0852 茨城県龍ケ崎市向陽台3－3－1　　　　　
TEL 0297（62）7551

つくば工場（阿見）
〒300-1155 茨城県稲敷郡阿見町吉原3262－12
TEL 029（889）2241

岩手工場
〒028-7305 岩手県八幡平市松尾4－115　
TEL 0195（74）3161

創薬支援センター
〒319-1182 茨城県那珂郡東海村村松2117
TEL 029（282）0232

つくば研究所
〒301-0852 茨城県龍ケ崎市向陽台3－3－1
TEL 0297（62）6425

つくば研究所（阿見）
〒300-1155 茨城県稲敷郡阿見町吉原3262－12
TEL 029（889）2241

医薬合成研究センター
〒301-0852 茨城県龍ケ崎市向陽台3－3－1
TEL 0297（86）6625

Business description: Distribution and commercial 
of diagnostics reagents and diagnostic equipment. 
Manufacturing and commercial of blood collecting tubes.

Business description: Development, manufacturing and
commercial of molecular biological products.

7
SEKISUI MEDICAL TECHNOLOGY(CHINA) LTD. 
No.17, Tianzhu Road, Zone A, Tianzhu Airport Industrial Zone, 
Shunyi District, Beijing 101312, China
TEL+86-10-8048-6940

積水医療科技（中国）有限公司

8
SEKISUI MEDICAL TECHNOLOGY(CHINA) LTD. Beijing Branch
Unit 2103B-2107A, Tower A, Phoenix Place, 5A Shuguang Xili, 
Chaoyang District, Beijing 100028, China
TEL+86-10-6269-2662

積水医療科技（中国）有限公司 北京分公司

9
SEKISUI MEDICAL TECHNOLOGY(CHINA) LTD. Shanghai Branch
Room 711 and 712, 7th Floor, The Bund Center, No. 222 Yan'an East Road, 
Huangpu District  , Shanghai 200002,China
TEL+86-21-6350-6622

積水医療科技（中国）有限公司 上海分公司

Business description: Manufacturing, distribution and commercial 
of diagnostic reagents and distribution and commercial of diagnostic equipment.

10
SEKISUI MEDICAL TECHNOLOGY(SUZHOU) CO., LTD.
Unit B, Plant 6, Emerging Industry Industrial Workshop, 78th 
Xinglin Street, Suzhou Industrial Park, Suzhou 215026, China
TEL+86-512-6788-1190

積水医療科技（蘇州）有限公司

11
83 Science Park Drive #04-02 The Curie Singapore 118258
TEL +65-6496-8600

VEREDUS LABORATORIES PTE. LTD.

North America

Europe

1
One Wall Street, Burlington, MA 01803 USA
TEL +1-781-652-7800　
Business description: Development and commercial of diagnostic reagents 

SEKISUI DIAGNOSTICS, LLC.

5
Uhlandstr. 9 64297 Darmstadt Germany
TEL  +49-6151-3598520
Business description: Development and commercial of diagnostic reagents 

SEKISUI DIAGNOSTICS GmbH

Business description: Development, distribution 
and commercial of diagnostic reagents and enzymes

6
Liphook Way, Allington Maidstone, Kent, ME16 OLQ, 
United Kingdom
TEL+44-1622-607800

SEKISUI DIAGNOSTICS（UK）LIMITED

2
102 Pickering Way #510 Exton, PA 19341 USA
Tel:+1-610-594-8590
Tel:+1-800-999-6578(toll-free)
Business description: Distribution and commercial of diagnostic reagents

SEKISUI DIAGNOSTICS, LLC, Exton

Business description: Manufacturing, distribution and commercial 
of diagnostic reagents

3
6659 Top Gun Street, San Diego, CA 92121 USA
TEL +1-858-777-2600

SEKISUI DIAGNOSTICS, LLC, San Diego

Business description: Development, manufacturing and distribution 
of diagnostic reagents

4
70 Watts Avenue Charlottetown, Prince Edward Island C1E 2B9, 
Canada
TEL +1-902-566-1396
TEL +1-800-565-0265（toll-free）

SEKISUI DIAGNOSTICS P.E.I. INC.

2

受託検査拠点
Clinical

Laboratory

〒319-1182 茨城県那珂郡東海村村松2117
TEL 029（282）0232

SMCL 東海ラボ

海外拠点 Overseas Network現
況
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