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人々の生命を救い

人生を健やかにするために、

挑みつづける。
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M S Dは、グローバルヘルスケアリーダーMerck ＆ Co., Inc., Kenilworth, N.J., U.S.A.の一員として、

日本の皆さまに医療用医薬品やワクチンをお届けし、革新的なヘルスケア・ソリューションを提供しています。

M SDのミッション
私たちのミッションは、
「人々の生命を救い、生活を改善する
革新的な製品とサービスを発見し、開発し、提供すること」です。

すべての人々へ最良の医薬品・ワクチンを届けるために。

そして、健やかな人生を過ごせるように。M S Dの社員全員が、

このミッションのもと日々の仕事に全力で取り組んでいます。

“

“創業当初からかわることのない理念

ジョージ・W・メルク

医薬品は、
人々のためにあるのであり、
利益のためにあるのではない

M SDのビジョン
「サイエンスと医療の最前線に立つヘルスケア企業へ。
すべては、患者さんのために」
それが、私たちの目指すビジョンです。

ビジョンの実現に向けて

「サイエンス」「医療」「ヘルスケアビジネス」の

3つの最前線に立つことを目指します。

革新的な医薬品とワクチンで

日本の医療ニーズを満たし続けます

サイエンスの最前線

患者さん

高い倫理観を持つ優れた

人財を育成し、次の革新を

起こすために成長し続けます

ヘルスケア
ビジネスの
最前線

先進的な方法によって、

患者さんへ届ける

価値を最大化します 

医療の最前線

MSD株式会社　代表取締役社長

カイル・タトル

M S Dについて
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つぎの “革新 ” を
創り出していく
M S Dが掲げるビジョン実現のための

戦略 “Forefront (最前線) ”。

「科学的革新」「顧客エンゲージメント」

「人財・組織」の 3つを

私たちの最優先事項としています。

顧客エンゲージメントとは、お客様が本当に求めているニーズ

を発見し、優れた体験を提供することで、信頼されるパート

ナーになることを意味します。MSDのお客様には、患者さんを

中心として、医療従事者、行政・保険者 (健康保険組合など )、

流通関係者 (医薬品卸、薬局など )の方々がいます。これらす

べてのお客様との対話や情報提供の質を高めるとともに、デジ

タルの活用などにより関わり方を洗練させることで業界最先

端のモデルを追求し、患者さんにお届けする価値を最大化します。

患者さん中心で最先端の
顧客エンゲージメントモデルを
実現します。

顧客エンゲージメント 人財・組織

部署や階層を問わず権限委譲を進め、個人が責任を

持って自ら学び、成長して、結果が出せる組織を目指

します。また、多様な価値観や考え方を尊重し、相互に

高め合うダイバーシティ＆インクルージョンを促進しま

す。自発的に変革を提唱し、リーダーシップを持って

実行していく人財や、高い倫理観のもと正しい判断を

行い、正しい方法で実行していく人財を支援、育成し、

挑戦を推奨する企業文化を醸成します。

高い倫理観、誠実さ、能力を備える
人財を育て、持続的成長を遂げる
業界トップレベルの組織を目指します。

開発の早い段階から社内外の関係者と協働して、製

品の有効性、安全性から費用対効果など医療経済性

に至るまで幅広いデータを収集し、新薬を確実に提

供できるようにします。また、製品開発のスピード

を最適化することで、より良い製品をより早く患者

さんに届けていきます。MSDの強みを活かす積極的

な事業提携を行い、長期的な視点で日本の医療現場

の変革に貢献します。

革新的な医薬品・ワクチンの
開発・提供により、日本の医療現場を
変革しつづけます。

科学的革新

アジャイル組織
10か年戦略“Fore f ront ”を
実現するための新しい働き方

急速に変化する医療環境の中で革新的な医薬品やワクチンを提供し続け、日本の患者さんや顧客に最大の価値を提供することを目的に、2020年

1月より新しい働き方を取り入れた「アジャイル組織」が発足しました。「アジャイル組織」は、変化する環境に迅速に適応し、新たな機会や課題

に積極的に取り組むことを促進し、共通のゴールのもとに社員が一体となって活動することを可能にします。私たちは、スピード、効率化、透明

性を高めることにより常に変化の先に立ち、医療への貢献を目指しています。
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ヒト免疫不全ウイルス 1型 ( HIV-1 ) 感染症の治療薬です。

HIV-1が持っている特有の酵素の働きを阻害し、細胞内に

HIV-1が増殖することを抑制します。

HIV-1感染症治療薬 ピフェルトロ®

肺炎球菌による感染症の予防に用いられるワクチンです。

1988年の発売以来、主に高齢者の肺炎球菌感染症予防に

使われています。

肺炎球菌ワクチン ニューモバックス®NP

ヒトパピローマウイルス (HPV )の感染による子宮頸がん

や尖圭コンジローマを予防するワクチンです。ガーダシル

は 4 つの HPV 型 (6/11/16/18 型 )に、シルガード 9 は 9 つ

の HPV 型 (6/11/16/18/31/33/45/52/58 型 )に対応して

います。

HP Vワクチン ガーダシル®/シルガード9® 

世界初のサイトメガロウイルス (CMV)ターミナーゼ阻害剤

で、同種造血幹細胞移植 (HSCT)患者におけるCMV感染症

の発症抑制の適応を有する薬剤です。2016年2月25日に、

厚生労働大臣より希少疾病用医薬品としての指定を受けて

います。[ 指定番号 (28薬 )第374号 ]

抗サイトメガロウイルス化学療法剤 プレバイミス®

世界で初めて承認されたDPP-4阻害剤です。血糖を一定に

保つ働きをするインクレチンを分解する酵素 (DPP - 4) を

阻害することにより、血糖が高い時にインスリン分泌促進

作用ならびにグルカゴン濃度低下作用を増強し、血糖コント

ロールを改善する2型糖尿病治療薬です。

経口2型糖尿病治療薬 ジャヌビア®

手術時に全身麻酔として使用された筋弛緩薬ロクロニウ

ム臭化物またはベクロニウム臭化物の筋弛緩作用を、手

術後、速やかに回復させる薬剤です。世界で初めて選択的

に筋弛緩剤を包接し、不活化する薬剤です。

筋弛緩回復剤 ブリディオン®

2014年に世界初のオレキシン受容体拮抗薬として、日本で

発売しました。覚醒維持に関わるオレキシン受容体へ作

用することで、寝つきをよくし、眠りを維持する働きのある

不眠症治療薬です。

不眠症治療薬  ベルソムラ®

ヒト化抗ヒトPD - 1モノクローナル抗体 (抗PD -1抗体 ) の

抗悪性腫瘍剤です。免疫チェックポイント ( PD - 1 経路 )を

阻害し、抗腫瘍効果を示す薬剤です。

抗悪性腫瘍剤  キイトルーダ®

主要製品

免疫チェックポイント阻害剤

などを提供し、より多くのがん

患者さんの治療に貢献します。

HIVをはじめ様々な感染症の

治療薬や、急性期疾患などに

対する画期的な薬剤を提供し

ています。

子宮頸がんなどのHPV 関連疾

患、肺炎球菌感染症、ロタウイ

ルス胃腸炎、B 型肝炎などの予

防に注力しています。

糖尿病、不眠症など生活の質

に影響を及ぼす健康課題の解

決に向けて、患者さんのニー

ズに応え続けます。

プライマリーケア ワクチン
がん

スペシャリティ

重点領域と主要製品
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人々と社会の
期待に応える

河川盲目症  撲滅への取り組み
河川盲目症 (オンコセルカ症 )は、ブヨなどを媒介とする寄生虫感染症で、全

身の皮膚にかゆみが起こり、進行すると失明にいたる可能性もあります。

1987年、MSDは世界保健機関 (WHO)などの協力のもと、症状を緩和し病

気の進行を食い止めるための治療薬をアフリカ、中南米、イエメンなどの地

域を中心に無償提供を開始しました。この取り組みは、特定の疾患の撲滅を

目的とした医薬品寄贈プログラムとして世界で最も長く継続しているもの

です。毎年 2億5,000万人以上、通算 20億処方以上を配布しており、すでに

一部の地域では感染終息が見られ、撲滅の兆しが表れています。

2015年、この治療薬の開発につ

ながった抗生物質アベルメクチ

ンの発見で、当社の元研究員ウィ

リアム C. キャンベル博士と北里

大学・大村智博士がノーベル生

理学・医学賞を受賞しました。
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予防医療への取り組みを応援し、全国のすぐれた
健康増進活動を発信する「予防医療. jp」

予防医療は、生活習慣の改善や予防接種などによって病気を防ぐだけ

でなく、たとえ病気になっても早期に発見・治療して重症化を防ぎ、さ

らには病気からの回復を早め、再発を防ぐことまで含めた広い概念で

す。より多くの人が予防医療に関心をもち、予防医療に取り組んでいた

だくために、全国の企業や自治体の成功事例などの情報を、「予防医療 .

jp」で紹介しています。

妊産婦の生命を救う取り組み
「MSD for Mothers」

世界では、2秒に 1人の割合で女性が命を落としている妊娠・出産時の合

併症。MSDは科学技術とビジネスノウハウを活用し、世界のさまざまな

パートナーとともに優れたソリューションを提供しています。2011年か

ら10年間で5億ドルを拠出し、世界30カ国以上で40以上のパートナー、

30万人の妊婦のヘルスケアへのアクセスを支援、13,000人の医療従事

者をトレーニング。妊産婦の死亡率を下げる取り組みを支援しています。

2019年には、日本のNGOである公益財団法人ジョイセフがミャンマー

において実施する 3年間の妊産婦保健プロジェクトに対し95万ドルを

拠出し、住民主体の妊産婦支援体制作りの取組みを推進しています。

地域 NP O活動支援プログラム
 「Neighbor of Choice」

MSDが事業拠点を置く地域において、生活の質 (QOL)や環境の改善に

尽力する非営利団体 (NPO)の優れた取り組みを支援するプログラムで

す。2016年には、環境や医療サービスに関する幅広い取り組みを支援

するため、20地域のNPO 118団体に世界中のMSDから助成金を交付

しました。日本では、妻沼工場のある埼玉県熊谷市の環境保全活動に

20年以上にわたって取り組んでいるNPOの

支援を行いました。これからもMSDでは、社

員と共に地域のコミュニテイを支援しながら、

環境保全をはじめとする社会貢献活動を推進

していきます。

人々と社会の
期待に応える

100年以上にわたり提供している、
医学事典「MSDマニュアル」

世界でも最も信頼されている医学事典のひとつであるMSDマニュア

ル。1899年の初版以来、100年以上にわたり非営利事業の一環として

発行を続けています。健康に関する情報を得ることは全人類の普遍的な

権利であり、すべての人が正確な医学情報にアクセスする権利をもって

いると私たちは信じています。最新かつ最良の医学知識をゆがめずに維

持・保持し、それらを世界中の人々と分かち合うことで、患者さんと医

師の信頼関係の構築を促進し、世界中で医療のアウトカムを改善する、

これらを実現することが私たちの責任であると考えています。その証と

して、世界中の医療専門家や患者さんにご利用いただけるよう、MSDマ

ニュアルはプロフェッショナル版、家庭版の2版を無償公開しています。

また、言語の垣根を超えて多くの人がアクセスできるように在住・訪日

外国人向けに多言語での展開を進めています。この取り組みが高く評価

され、2021年には、厚生労働省主催の第 2回「上手な医療のかかり方

アワード」で医政局長賞・企業部門優秀賞を受賞しました。

医療課題を抱える海外諸国の支援サポート活動
「Global Fellowship Program」

この取り組みは、医療サービスや製品が不足している地域におけるNGO

の活動を支援するプロボノ・プログラムとして2012年にスタートしま

した。NGOが実施しているプロジェクトが成功するように、関連経験や

知識、また適切な技術を持つ従業員を現地に3カ月間派遣してサポート

しています。毎年、各国から約 30人のフェローが選出。これまでのべ

200名以上が参加し、26のNGOとのプロジェクトを支援してきました。

2018年から2年連続で日本よりフェローが選出。タンザニアの医療課題

の改善やペルーでのHPV関連疾患の予防・早期診断啓発に貢献しました。
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JLPは、優秀な人財を早期に発掘し、その成長を加速させることで、

将来の経営層やグローバルで活躍するリーダー候補の育成を目的と

したプログラムです。自己推薦をもとにセレクションが行われ、

選抜された社員をシニアリーダーが責任を持ってサポート。部門を

超えた会社全体に関わる重要プロジェクトのリードなど、3年間の

プログラムで複雑で困難なアサインメントに集中して取り組み

ます。プログラム終了後に、将来のキャリアパスにつながる業務へ

と就いていきます。

人財戦略

キャリア開発とリーダーの育成。社員の能力開発を積極的に実施しています。

上司による継続的なコーチング育成研修プログラムや、グローバルに連携したさまざまな

アサインメントなどを通じてリーダーシップを発揮し活躍できます。

すべての社員は自身のキャリア形成に責任を持ち、マネージャーはそれを支援する責務を担

います。能力開発は日々の業務を通じた成長を基本としており、研修はそれを補完します。

MSDはその機会を提供しています。また昇格に関しても、年齢や経験年数ではなく、社員それ

ぞれのスキルや行動に基づく実力主義で行っています。

社員一人ひとりが能力を最大限に発揮し、日々働きがいを感じられるように。

そして、絶え間ない社会変化と加速するグローバル化の中でも、確実に成長を成し遂げていくために。

私たちMSDは、キャリア開発とリーダー育成の2つの分野で、人財育成戦略を推進しています。

チャレンジングな
業務、

多岐にわたる経験

正確な
自己理解

マネジメントの
視点、

組織に関する知識

Japan Leadership Program (JLP)

持続的な成長を追求し、
挑戦を推奨する組織をめざす

キャリア開発

リーダーシップの
育成

MIRAIは、将来のリーダー候補の発掘・育成を目的

とした約 3カ月のプログラムです。各部門より推薦

された社員が、現業を持ちながら部門横断的なチーム

を構成し、クラスルーム参加や全社的な経営課題に

取り組み、解決策やアイディアを提案。プログラム

を通して、シニアマネジメントや他部門の参加者と

の協働の機会も得られ、多くの経験を積むことで、

より視野を広げリーダーとして成長できるようにな

ります。比較的短期間で多くの参加者を研修するこ

とで、組織全体のリーダーシップも向上します。

事前課題 クラスルームセッション
シニアマネジメントへの
プレゼンテーション

アクションラーニング
＆自己学習

次世代育成プログラム「MIR AI」
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製薬会社では先駆的な取り組みとして地域限定勤務の販促子会

社を設立。転勤せずに働く選択肢が広がったことで、ライフステー

ジや価値観に合わせた働き方を選ぶ社員が増えています。それ

とともに日本MSDは、地域医療への貢献を目指していきます。

地域限定の働き方  「日本MSD」
MSDでは9割以上の社員が勤務時間や休憩時間を自分の裁量で

柔軟に決められる働き方をしています。働く時間の長短ではなく、

ビジネスへの貢献度を重視した評価を行なっているため、時間に

縛られることなく自分に合った働き方が可能です。

柔軟な勤務時間

勤続 1 年以上の社員が既存の休暇制度に加え、年間最大40日ま

で取得可能な休暇制度です。制度の趣旨に沿っていれば理由は

問いません。分割取得も可能で、たとえば週 1 日の休暇を40週

間にわたり取得すれば、週休3日制の働き方もできます。

MSDではこれまでも副業を認めていましたが、2018年、全社員

に向けてガイドラインを作成しました。社員に社外での成長や

自己実現をより強く意識する機会を提供し、その経験を会社に

還元することで、イノベーションを促進する目的があります。

ディスカバリー休暇制度副業ガイドライン

MSD男性社員 9.0 % 78%

2015年 2020年

MSD男性社員の育休取得率 ( 2021年4月時点)

※ 1 配偶者が出産した男性社員のうち、育児休業を開始した男性の割合
※2 出典 : 厚生労働省「雇用均等基本調査 (令和2年度)」

持続的な成長を追求し、
挑戦を推奨する組織をめざす

2.65 % 12.65 %全国平均※2

育休取得率※1

8倍以上
増加

多様な働き方を取り入れているMSDでは、2014 年に「MSDダイバー

シティ＆インクルージョン宣言」を発表しました。その中で掲げた、

「2020年までに管理職における女性の比率を 25%以上にする」とい

う目標を 2019 年4月に達成することができました。それにより、管

理職における女性の比率、全社員における女性社員の比率の両方を

「2025 年までに40%以上」とする目標を新たに掲げました。また、

LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) に関しては、2018

年のパートナー登録制度の導入をはじめ、様々な環境整備を進めて

います。私たちは、国籍や経歴、価値観にかかわらず、あらゆる人が

活躍できる職場づくりを目指します。MSD の取り組みは、経済産

業省が主催する「ダイバーシティ経営企業 1 00選」(平成 25年度 )

に選出されるなど、高い評価を受けています。

MSDダイバーシティ＆インクルージョン

日数や理由を問わない  「テレワーク制度」 男性社員も取得しやすい  「育児休業制度」

MSDでは働き方改革に積極的に取り組んでおり、2016年を「働

き方推進年」と位置づけました。男性社員にも育児休暇を推奨

した結果、1年間で男性社員の育児休暇取得率が 3 倍以上に増加

しました。2017年には、育休中の社員が就業を希望した場合、

一時的な業務に限り就業できるよう、育児休業制度を改定しま

した。育休から職場に復帰する際の慣らし勤務として、また男

性社員の長期の育休取得を支援する制度でもあります。

M S Dでは、多くの社員がテレ

ワーク制度を活用し、生産性

向上に取り組んでいます。

2016年 4月には、テレワーク

の先駆的企業として総務省

「テレワーク先駆者百選」に

認定されました。

私たちは、MSDのミッションである「人々の生命を救い、生活を改善する革新的な製品とサービスを発見し、

開発し、提供する」を実現するために、以下のとおり、D&Iを推進していきます。

● インクルージョン

私たちは、組織の中で、社員一人ひとりの違いが認められ、多様な視点

が尊重され、考慮されることで、皆が帰属意識を持ち、周囲から受け入

れられていると感じられる職場にするために、たゆまぬ努力をするこ

とを約束します。

● ダイバーシティ

私たちは、性別、性自認、性的指向、年齢、障がいの有無、言語、文化、

出身国、人種や民族、社会的地位、経済的地位、および政治的な考え

といった、多様な背景を持つ人財で構成された組織の構築を推進しま

す。患者さんをはじめ、人々が生活している社会の構成を反映するよ

うな社員構成にしていきます。

MSDダイバーシティ＆インクルージョン宣言

日本のMSDにおける女性管理職比率の推移
( 2020年3月時点 )

7.7% 8.2%

11.7%

15.1%

27％

2009 2013 2016 2020 2025

目標

40%
以上

1615



“ “MSDのグローバル全体における理念

この言葉は、米国本社創業者の子息であり、創成期に社長を務めたジョージ・W・メルクが残したものです。

さらに彼は、こう続けています。「どうすれば、すべての人々に最良の医薬品を届けることができるか。

その答えを見つけ出し、その成果をすべての人々にもたらすまでは、休むことはできない。」

人を思い、人のために挑戦しつづけていく。私たちの医薬品づくりの原点は、決して変わることはありません。

ジョージ・W・メルク

医薬品は、
人々のためにあるのであり、
利益のためにあるのではない

※1 … 2020年12月31日現在　※2 … 108.38円換算 (2021年3月10日時点) 　※3 … 特定の項目を除くnon-GAAPベース

グローバルカンパニーとしてのM SD

Merck ＆  Co., Inc., Kenilwor th, N.J., U.S.A. は、医療用医薬品、

ワクチン、バイオ医薬品およびアニマルヘルス製品の提供を通じてお

客様と協力し、革新的なヘルスケア・ソリューションを提供していま

す。1891 年の創立以来、1 30 年以上にわたり世界で培ってきた知見

や経験を、日本の市場で活かしていきます。

グローバル事業の概要

従業員数

74,000名約
※1

(約9,971億円    )※2

$億92約
※1

19.2%
※1

研究開発費
※3

売上高

(約5兆 2,022億円    )※2

480 $億約
※1
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Global

米ニュージャージー州
ローウェーに最初の
研究施設開設

シェリング・コーポレーションと
プラウ・インクが合併し、
シェリング・プラウ社設立

Merck ＆  Co., Inc., Whitehouse Station, 
N.J., U.S.A.とシェリング・プラウ社が統合

米国本社元研究員ウィリアム・キャンベル
博士が、1987年発売された河川盲目症の
治療薬開発につながったアベルメクチンの
発見でノーベル生理学・医学賞共同受賞
ニュージャージー州ケニルワースへ本社移転

国連がめざす妊産婦死亡率の
75%削減をサポートするプログラム
「MSD for Mothers」を設立

創立130年独ダルムシュタットで
1668年に開業した
E.Merckの米国子会社として
事業開始

米フィラデルフィアを
本拠とする
Sharp ＆ Dohmeと合併

シェリングの研究者が
コルチゾンから
プレドニゾンの合成に成功

Merck ＆ Co., Inc., Whitehouse Station, N.J., U.S.A.と
シェリング・プラウ社が米国で合弁会社設立

シェリング・プラウ社がオランダの
オルガノン・バイオサイエンス社と統合

1891 1953 1955

HIV感染症治療薬
インジナビルの承認

19961933 19441899 1971 202120152011200920072000

会社沿革 130年以上にわたって受け継いできた、医薬品づくりへの思い。これまでも、

そしてこれからも、画期的な医薬品とワクチンを人々に提供しつづけます。

医師・薬剤師向け医学書
「MSDマニュアル第一版」出版
現在MSDマニュアルは、
10言語に翻訳されている

結核の治療に用いられた世界初の抗生物質
ストレプトマイシンの発見をもたらす
同年、世界初の副腎皮質ホルモン(ステロイド)
コルチゾン複合体の合成にも成功。発見者の
ケンダールらは 1950年ノーベル賞を受賞

M SD 株式会社

事業概要

本社

妻沼工場

代表取締役社長

資本金

医療用医薬品、ワクチンの開発・輸入・製造・販売

〒102- 8667  東京都千代田区九段北一丁目13番12号 北の丸スクエア

〒360-0214  埼玉県熊谷市西城810番地

カイル・タトル

263億49百万円 ( 2020年12月31日現在 )     

従業員数

URL
約3,200名 ( 2021年4月1日現在 )     

https://www.facebook.com/msd.co.jp/

http://www.msd.co.jp

https://twitter.com/MSD_ JAPAN

事業概要

所在地

代表者

創立

従業員数

Merck ＆ Co., Inc., Kenilworth, N.J., U.S.A. 

医療用医薬品、ワクチン、バイオ医薬品およびアニマル・ヘルス製品の開発・製造・販売

米国ニュージャージー州ケニルワース

ロバート・M・デイビス 最高経営責任者( CEO )
1891年
約74,000名 ( 2020年12月31日現在 )      

萬有舎蜜株式会社設立

萬有製薬株式会社に社名変更

Merck ＆  Co., Inc., Whitehouse Station, 
N.J., U.S.A.の持ち株比率50.02％になる

万有製薬株式会社に
社名表記を変更

C型慢性肝炎治療薬「ペグイントロン®」
(レベトール®との併用療法)発売
Merck ＆ Co., Inc., Whitehouse Station, 
N.J., U.S.A.の完全子会社となる

サルバルサンの合成に成功
萬有合資会社創立

20171915 1917 1925 2000 2004 2006 2009 2010 2011 2012 2015 20162014

Japan

深在性真菌症治療薬「カンサイダス®」発売
5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン
「ロタテック®」発売

ペニシリン公認製造許可
第 1 号を取得

高血圧治療薬「レニベース®」発売

世界初のカルバペネム系
抗生剤「チエナム®」発売

脂質異常症治療剤
「リポバス®」発売

世界初のアンジオテンシンII受容体
拮抗薬 (ARB) である高血圧治療薬
「ニューロタン®」発売

気管支喘息治療薬「シングレア®」発売
骨粗しょう症治療薬「フォサマック®」発売
C型慢性肝炎治療薬「レベトール®」発売

男性型脱毛症用薬
「プロぺシア®」発売

高血圧治療薬「プレミネント®LD」発売
肺炎球菌ワクチン「ニューモバックス®NP」発売

経口2型糖尿病治療薬
「ジャヌビア®」発売

世界初のHIVインテグラーゼ阻害剤
「アイセントレス®」発売

世界初の肺炎球菌ワクチン
「ニューモバックス®」発売
C型慢性肝炎治療薬「イントロン®A」発売

抗悪性腫瘍剤「キイトルーダ®」発売
クロストリジウム・ディフィシル感染症
再発抑制薬「ジーンプラバ®」発売

高血圧治療薬「プレミネント®HD」発売
C型慢性肝炎治療薬「バニヘップ®」発売   
不眠症治療薬「ベルソムラ®」発売

経口C型肝炎治療薬
「エレルサ®/グラジナ®」発売

経口2型糖尿病治療薬「マリゼブ®」発売

β-ラクタマーゼ
阻害剤配合抗生物質製剤
「ザバクサ®」発売

HIV-1感染症治療薬「ピフェルトロ®」発売
深在性真菌症治療剤「ノクサフィル®」発売

4価HPVワクチン「ガーダシル®」発売
MRSA感染症治療薬「キュビシン®」発売

高脂血症治療剤
「ゼチーア®」発売

Merck ＆  Co., Inc., Whitehouse Station, 
N.J., U.S.A.と販売提携を結ぶ
副腎皮質ホルモン製剤「コートン」発売

世界初のサイトメガロウイルス (CMV)
ターミナーゼ阻害剤
「プレバイミス®」発売

1946 1952 1986 1987 1988 1991 1998 2001 2019

9価HPVワクチン
「シルガード9®」発売

2021202020082005

筋弛緩回復薬「ブリディオン®」発売
2社が統合、MSD株式会社に

1984 2007 2018

2019



最先端の医薬品の創造。それは長く険しい道のりです。

懸命な研究開発の99 %以上は実を結ばない現実。

でも、決してあきらめない。

あなたや、あなたの大切な人の「いのち」のために、

革新的な新薬とワクチンの発見、開発、提供を

私たちは続けていきます。


