小野薬品の歴史

創業以来「患者さんのためになる医薬品」を追求。
社会の期待に応えて、
真摯に取り組み続けます。
当社は薬業一筋に邁進し、
約300年にわたる長い歴史を築いてきました。
培ってきた技術を生かし、
これからも人々の健康に役立つ医薬品開発に努めます。
した
（1988年に和解）
。当社はこの事件を教訓として、その後の医薬品の有効性、安全性の評価に努めています。
一方、企業としての成長は順調で、1962年に大阪証券取引所第二部に、
翌1963年には東京証券取引所に株式上場し､1969年には東証・大証一部に
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（享保2）
年

初代の伏見屋市兵衛が創業し､当社中興の祖である小野雄造(九代目小野市兵衛)の

指定替えを果たし、中央研究所第1、2別館完成
（1970、1974年）
、
フジヤマ

時代に、プロスタグランジンの研究開発を始め、1968年には企業として世界初のプロ

工場操業
（1976年）
と、研究・生産施設の充実も図られました。一部上場企業

スタグランジンの生化学合成に成功しました｡

となった当社は、経営の磐石化とさらなる飛躍を目指して中期経営計画を
立案し、1979年を第1次とし、3か年計画を実行していくこととなりました。

1970年までの我が国の医薬品生産量のトップはビタミン剤でしたが、1961年に国
民皆保険制度が始まり、医療用医薬品が普及していきました。そのなかで、当社も脂質

〜

年代

年代

小野雄造
（九代目小野市兵衛）

代謝改善薬を販売するとともに老人病研究会を

組織するなど医薬品製造販売に意欲を見せてはいたものの、
まだ本格的な

1980
年代

「フオイパン錠」
（ 1985年）
､世界初となるトロンボキサン合成酵素阻害剤でくも膜下出血術後の脳血管攣縮お
よびこれに伴う脳虚血症状改善剤の
「注射用カタクロット」
､世界初の循環器領域の経口プロスタグランジンE1

1990

医療用医薬品を持っていませんでした。1965年、仙台で開かれた第9回老

年代

人病研究会で、小野雄造は当社のエポックメイキングな出会いを果たしま

そして世界初となる製品を次々上市していきます。世界初の経口蛋白分解酵素阻害剤で慢性膵炎治療剤の

〜

1960
1970

フジヤマ工場

誘導体製剤で閉塞性血栓血管炎治療剤の
「オパルモン錠」
（いずれも1988
年）
などです。他に、膵炎治療の新しい道を切り拓いた蛋白分解酵素阻害
（1977年）。さら
剤の
「注射用エフオーワイ」
を上市したのもこの時期です

教授を招聘した同研究会で、脂質代謝を改善し血管を拡張して血圧を下げ

に研究開発面では、中央研究所第3別館完成、福井安全性研究所完成
（いず

るなど数々の効果をもたらすプロスタグランジン
（PGs）
を知ったのです。

小野薬品の歴史

した。のちにノーベル医学・生理学賞を受賞することになるベルグストローム

れも1985年）、水無瀬研究所（中央研究所改称）新研究棟竣工（1987年）

水無瀬研究所
（旧中央研究所）

同年、小野雄造は十分な研究員も施設もない状況でPGsの研究に着手し
「バラ色の夜明けを迎えるように」
との

などの施設拡充だけでなく、
ノーベル賞受賞者のJ.R.ベイン博士を招聘し、

思いで名付けた
「ローゼンモルゲンプロジェクト」
を始動させました。時を同じくして、中央研究所
（現：水無瀬研究所）

新たな領域における創薬へ歩み出しました。1982年に海外拠点第1号となるロンドン事務所を開設し、1990年

を完成させ、研究体制の強化を図りました。ローゼンモルゲンプロジェクトの成果がようやく実ったのが、1973年の

代は海外進出を本格化させた時代でした。1990年にシアトル事務所開設
（1994年閉鎖）
し、ボストン事務所を

陣痛誘発・促進、分娩促進剤
「プロスタルモンF注射液」
の製造承認でした。世界初のPGsによる医薬品の誕生と

開設しました。1998年にはアメリカにONO PHARMA USA,INC.を、
イギリスにONO PHARMA UK LTDを

あって、世界中から注目を浴びることと

設立し、海外における臨床開発の促進を図れる体制を構築していきました。

オパルモン錠

なり、このとき現在への方向性が定ま
りました。その後、1976年にプロスタ
グランジンE2製剤による経口型陣痛
誘発・促進剤
「プロスタルモンE」
を、3年

スタグランジンE1による循環器分野の

年代

ず組織・施設として、2003年にゲノム創薬の拠点となる筑波研究所を開設、2007年には自社創薬だけでなく､外
部からの創薬に果敢に挑戦する事業戦略本部を新設しました。当社が取り組んだ主要な新領域には、
「HIV」
「アル

2010

後の1979年には、
これも世界初のプロ
プロスタルモンF注射液

プロスタルモンE錠

医薬品となる、慢性動脈閉塞症治療剤
「注射用プロスタンディン」
を相次いで発売しました。
こうしたなか、世界の小野 の存在を示した事業展開に影を落とす事件が起こります。クロロキン網膜症という

2000年代、2010年代は、当社にとって未知の領域での創薬に果敢に挑戦し続ける時代であると言えます。ま

〜

2000

年代

ツハイマー型認知症」
「 がん」
の3つがあります。HIV治療薬については撤退を余儀なくされましたが、アルツハイ
マー型認知症に対しては、2011年に同症例に対する初めての経皮吸収型製剤となる
「リバスタッチパッチ」
を発売
し、認知症医療サイトの立ち上げなど、多方面での展開を進めています。そして、抗がん剤として現在特に注力し
ているのが自社開発品
「ONO-4538
（ニボルマブ）
」
です。
「 ONO-4538」

大型薬害事件です。1960年代は、サリドマイドやキノホルムなど日本を揺るがす大型薬害事件が次々と発生した

には、悪性黒色腫や非小細胞肺がん、腎細胞がん、血液がん、肝細胞がん

時代でした。薬害というものに対する社会的関心が高まるなか、当社が1961年に発売した腎疾患治療剤
「キドラ」

などさまざまながんに対しての開発が国内外で進められています。この

に含まれていたクロロキンを問題視する論文がドイツで発表されたのです。その当時は、現在の基準から見ると十分

「ONO-4538」
には、
「病気と苦痛に対する人間の闘いのために」
に資する製

な有効性や安全性の評価が行われていなかったこともあり、
また、医療関係者への注意喚起も十分でなかったことが

品、そして当社をさらなる高みへと飛躍させる製品として、社内外から多く

被害を拡大させ、日本ではクロロキンによる薬害が社会問題として知られるようになりました。1972年には
「クロロ

の期待が寄せられています。

リバスタッチパッチ

キン被害者の会」
が結成され、1975年には当社を含めた複数メーカーに対して東京地裁に提訴される事態となりま
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