
平成２８年度 富山県製薬企業における 

インターンシップ事業のご紹介 

（一社）富山県薬業連合会 



薬学生の皆さんは、製薬企業の仕事と聞くと、どんなイメージを持つ

でしょうか。製薬企業での仕事は多岐に渡りますが、その中には、皆さ

んが目指す『薬剤師』のスキルが求められる仕事が多くあります。 

 

今回、当会が企画し、皆さんにご紹介するインターンシップでは、そ

のような製薬企業での実際の業務の体験を通じて、皆さんの将来への選

択肢を拡げてもらうことを目的としています。 

 

このインターンシップは、次のように特長ある、他にないインターン

シップとなっております。製薬企業に興味のある方はぜひご参加いただ

き、製薬企業への理解や関心を深めていただければと考えております。 

 

○ 富山県内の有力製薬企業が１２社参加します 

○ これらの製薬企業２社を１グループとし、グループごとに少人数を割振り

実習を実施します 

○ ５日間で２社の製薬企業での業務が体験できます 

○ このインターンシップの特長 



○ 参加企業一覧及びグループ組み合せ 

No 会員名 担当クール 

1 金剛化学㈱ 第一クール（7/25～7/29） 

2 新新薬品工業㈱ 
第一クール（7/25～7/29）及び 
第二クール（8/1～8/5） 

3 救急薬品工業㈱ 

第二クール（8/1～8/5） 

4 ダイト㈱ 

5 日医工㈱ 

6 富士化学工業㈱ 

7 ㈱陽進堂 

8 リードケミカル㈱ 

9 ジャパンメディック㈱ 

第三クール（8/22～8/26） 
10 大和薬品工業㈱ 

11 東亜薬品㈱ 

12 日東メディック㈱ 

＜参加企業一覧＞ ＜グループ組み合せ＞ 

○ 第一クール：７月２５日から７月２９日 
 グループ１：前半・金剛化学 

後半・新新薬品工業 
 グループ２：前半・新新薬品工業 

後半・金剛化学 
 
○ 第二クール：８月１日から８月５日 
 グループ１：前半・救急薬品工業 

後半・日医工 
 グループ２：前半・ダイト 

後半・救急薬品工業 
 グループ３：前半・日医工 

後半・富士化学工業 
 グループ４：前半・陽進堂 

後半・ダイト 
 グループ５：前半・リードケミカル 

後半・陽進堂 
 グループ６：前半・新新薬品工業 

後半・リードケミカル 
 
○ 第三クール：８月２２日から８月２６日 
 グループ１：前半・ジャパンメディック 

後半・東亜薬品 
 グループ２：前半・大和薬品工業 

後半・日東メディック 
 グループ３：前半・日東メディック 

後半・ジャパンメディック 
 グループ４：前半・東亜薬品 

後半・大和薬品工業 



○ 各クールの動き 

  月曜日（午後） 火・水曜日 木・金曜日 

実施内容 概要説明会 
企業Ａにおける 
インターンシップ 

企業Ｂにおける 
インターンシップ 

＜各クールの日程の概要＞ 
 

＜概要説明会の日程（予定）＞ 
場所：〒９３０－００１８ 富山県富山市千歳町１－４－１ 

薬業会館 ３階３０６・７号室 

時 間 実施概要 内 容 

１４：００ 開会   

１４：００ 
～ 

１４：１５ 
各グループ内での自己紹介 ・実習に参加する学生と、担当企業の方との自己紹介 

１４：１５ 
～ 

１５：００ 
富山県医薬品産業の概要説明 

・事務局から富山県の医薬品産業や、製薬企業における
薬剤師の必要性、役割等について説明を行う 

１５：００ 
～ 

１５：２０ 
企業担当者の方からの説明 

・担当企業の方から、翌日以降の集合場所や時間、企業
の概要、実習スケジュール等について、説明を行っても
らう 

１５：２０ 
～ 

１５：３０ 
事務局からの諸連絡 

・事務局から参加にあたっての機密保持について説明を
行う 

・解散までに、記載・押印のうえ提出していってもらう 

１５：３０ 閉会 ・閉会後は順次解散 



○ 企業情報 

◇ 金剛化学株式会社 

 金剛化学は、昭和16年10月にビタミンＢ1を合成・製造する企業として創業以来、有機合成のチ
カラで数々の医薬品原薬等を国内外の製薬メーカーに供給してきました。製品としてVitaminB1誘導
体、抗ヒスタミン剤、循環器系薬剤、鎮痛剤等約30品目以上の製品があります。その製品群の中に
は「世界シェアNo1」「国内生産オンリー1」の優れた製品もあります。 
 また、当社は、これまでの70年余りの経験で培った有機合成技術をさらに進化させ、国内最大級
の超低温反応（-90℃）、高温反応、水添反応等の得意技術を活用し、近年は、新薬メーカーとの共
同開発や、ジェネリック医薬品原薬の開発・製造等の分野にも積極的にチャレンジしています。 
 化学と生命の進化に貢献する為に、常に技術の進歩への不断の努力を積み重ねて社会が必要とす
る製品を供給する、これが私たちの使命です。 

情熱をもって「モノづくり」にチャレンジしたい方の応募をお待ちしております。 

・本社所在地       富山市日俣３番地 

・設立年月日 
 昭和20年4月 

・資本金額 
 3,000 万円 

・従業員数 
205名 

・直近の売上高 
37億7,000 万円 
(平成27年9月期） 

・福利厚生 
 社会保険加入（健康、厚生、雇用、労災）育児休業
制度、介護休業制度ほか 

○ 強み、アピールポイント 

貴社の外観の写真やロゴなど 



１日目の流れ ２日目の流れ 

午前 
会社説明、実習全体の説明 

品質管理業務の実習 
工場見学 

昼食 昼食会 社員食堂の雰囲気を体験 昼食会 

午後 
品質管理業務の内容説明及び実習 

製品開発業務の実習 
品質保証業務の説明 

１日のまとめ 全体の振り返り 

実習について（金剛化学㈱） 

○ 実習の流れ（予定） 

○ 実習場所 

 〒930-0912 富山市日俣３番地 金剛化学株式会社 本社工場  

○ 当社の実習の特長 

・品質管理、製品開発、品質保証に関する実習を中心に行います。 
・日本薬局方等の試験に係わる説明及び、原料、中間体、製品試験の一部を体験し 
 てもらいます。             
・製品開発では、検索ソフトを使った医薬品の洗い出しから、製法、特許等を実際 
 に調査してもらいます。 
・品質保証の業務について説明します。  



○ 企業情報 

◇ 新新薬品工業株式会社 

・本社所在地       富山市今市３２４番地 

・設立年月日 
 昭和２２年９月 

・資本金額 
 ３億２，０００万円 

・従業員数 
２１７名 

・直近の売上高 
３２億８，８７６万円 

(平成28年3月期） 

・福利厚生 
 社会保険加入（健康、厚生、雇用、労災）育児休業
制度、ほか 

○ 強み、アピールポイント 

当社は、富山県内外の数多くの医薬品メーカーと綿密なパートナーシップを築き、医薬品の
開発、受託製造、OTC販売を行っています。毎年新卒者を採用し、今年も20人余りの新人が
入社しました。今後も同様な採用を計画しており、若者の熱気があふれる会社です。業務外
ではバドミントン、山歩き、ジョギング、ゲーム、車、料理など趣味を同じくするもの同志
の交流が盛んに行なわれています。 
全社員が一丸となって、社会から必要とされる企業を目指して邁進してまいります。 



１日目の流れ ２日目の流れ 

午前 

・会社説明、実習全体の説明 ・当日の実習の説明 

・工場見学 
・品質保証部の業務内容説明 

・製造部門の説明、実習 

昼食 ・昼食会（先輩社員との交流） ・昼食会（先輩社員との交流） 

午後 

・研究開発部の業務内容説明 
・製品試作 

・品質管理部の業務説明 
・分析作業 

・１日のまとめ 
・薬剤師との座談会 
・全体の振り返り 

実習について（新新薬品工業㈱） 

○ 実習の流れ（予定） 

○ 実習場所 

 〒 ９３０－２２２１ 富山市今市３２４番地 

○ 当社の実習の特長 

・実際の製品を用いて分析業務を体験していただくので、製造・分析・出荷 
 といった仕事のつながりを感じることができます。 
・基礎的なことから丁寧に指導するので、職場の雰囲気に慣れながら無理 
 なく仕事を覚えられます。 
・法律上の管理業務だけでなく、研究開発や品質管理についても学ぶこと 
 ができ、スキルアップにつながります。 



○ 企業情報 

◇ 救急薬品工業株式会社 

・本社所在地  富山県射水市戸破32-7 

・設立年月日 
 昭和38年10月 

・資本金額 
 95百万円 

・従業員数 
220名 

・直近の売上高 
52億円(平成28年4月期） 

・福利厚生 
 社会保険完備、住宅手当、薬剤師手当、社員預金、
産休・育児休暇制度、時短勤務制度、資格取得・教育
支援制度、サークル活動 

○ 強み、アピールポイント 

貴社の外観の写真やロゴなど 

 当社は外用貼付剤を中心に、開発型の製薬企業として、自社で開発し、その製造を
行っています。 
 DDSの概念から注目される経皮吸収製剤も、その中の一つです。 

 また当社が製造する経皮吸収型貼付剤、口腔内フィルム製剤は、世界的にも数少な
い製薬メーカーしか製造することができない製剤です。日本のみならず世界の製薬
メーカーが当社の製剤技術に関心を持って、多くの共同開発を進めています。 
 平成29年には、新工場・新研究棟を竣工予定。新製品、グローバル製品に対応する
製造・研究体制を充実させます。 



１日目の流れ ２日目の流れ 

午前 
会社概要説明 

製剤技術室実習（製剤試作） 
工場・品管棟見学 

昼食 先輩社員と懇談会 先輩社員と懇談会 

午後 
信頼性保証部(品質管理)仕事体験 

研究開発部実習(試作製剤の分析、
オリジナル試験) 

まとめ・質疑応答 まとめ・質疑応答 

実習について（救急薬品工業㈱） 

○ 実習の流れ（予定） 

○ 実習場所 

 〒939-0351 富山県射水市戸破32-7 救急薬品工業株式会社 

○ 当社の実習の特長 

 研究開発部、信頼性保証部（品質管理）、生産物流部（製剤技術室）の担当者が、
実際に行っている仕事に近い体験をしてもらえるようなメニューを練りました。 
 製薬メーカーで働くということと、そのやりがいを体感できると思います。 



○ 企業情報 

◇ ダイト株式会社 

 原薬からジェネリック医薬品、一般用医薬品まで幅広い品目を製造してお
ります。新薬メーカーの製造受託を受けることにより、高い品質管理体制を
構築しており、海外向け製品の製造も可能です。 
 その他、自社で生産していない品目でも、独自の仕入れネットワークによ
り他社から仕入れて販売を行う商社機能も保有しております。 
 富山から世界へ活動のフィールドを広げる医薬品企業です。 

・本社所在地       富山市八日町326番地 

・設立年月日 
 昭和17年6月 

・資本金額 
 43億6,777 万円 

・従業員数 
590名(平成28年6月1日) 

・直近の売上高 
340億5,865 万円 
(平成27年5月期） 

・福利厚生 
社会保険加入（健康、厚生、雇用、労災）、育児休業
制度、従業員持株会、財形貯蓄制度 

○ 強み、アピールポイント 



１日目の流れ ２日目の流れ 

午前 
会社概要説明 信頼性保証本部概要説明 

研究開発本部 ＧＭＰ教育 

昼食 昼食（薬学部出身者との懇談会） 昼食（薬学部出身者との懇談会） 

午後 
生産本部概要説明 見学＆実習（品質管理） 

原薬・製剤・包装工場見学 

実習について（ダイト㈱） 

○ 実習の流れ（予定） 

○ 実習場所 

 〒 939-8567 富山県富山市八日町326番地 

○ 当社の実習の特長 

研究開発、製造、品質管理の3つの部署について、会社紹介と仕事内容の理解を深
めてもらいます。 



○ 企業情報 

◇ 日医工株式会社 

当社では、「我々は、我々のジェネリック医薬品が世界の患者・薬剤師・医師・卸売業者・製薬企業に必要とされ、提供
し続けるために自ら存続する努力を行い、ジェネリックメーカーとして世界で卓越する。」というミッションステートメントの
もと、「世界への挑戦」を続けてまいりました。 
新中期経営計画「Obelisk オベリスク」（2016年4月から3カ年の取り組み）では、 

このミッションステートメントを浸透させるため、「圧倒的な存在感で創造をチカラに世界へのテイクオフ」をビジョンとして、
2016年4月からの3カ年を「世界市場に挑戦するための準備段階から新しい領域への発進」期間と位置づけ 
3つの基本戦略のもと世界TOP10入りを果たすとともに、TOP10メーカーに相応しい企業基盤の充実を図り圧倒的な存
在感を確立してまいりたいと考えております。 

皆様の要望に応え、迅速に実現していくことで、信頼され、選ばれるジェネリックメーカーになれると考えております。常
にチャレンジする精神を持ちつづけ、「日本のジェネリック市場の創造」、そして「世界への挑戦」を続けてまいります。 

・本社所在地    富山市総曲輪１丁目６－２１ 

・設立年月日 
 1965年7月 

・資本金額 
199億7,623万円 

・従業員数 
1,142名 

・直近の売上高 
143,513百万円 

（2016年3月期） 

・福利厚生 
 社会保険加入（健康、厚生、雇用、労災）育児休業
制度、ほか 

2019 



１日目の流れ ２日目の流れ 

午前 
8:30～ 

生産本部 見学 生産本部 業務体験 

生産本部 業務説明 生産本部 業務体験 

昼食 昼食会 昼食会 

午後 
～17:10 

生産本部 業務体験 生産本部 業務体験 

実習について（日医工㈱） 

○ 実習の流れ（予定） 

○ 実習場所 

 〒936-0857 富山県滑川市下梅沢205-1（富山地方鉄道 西滑川駅より徒歩１０分） 

○ 当社の実習の特長 

高品質で安全性に優れたジェネリック医薬品を、 
安定的に患者さまにお届けするための生産体制について、 
実際的な業務体験を通じ体感していただきます。 



○ 企業情報 

◇ 富士化学工業株式会社 

私たち富士化学工業は、今年で創業７０周年を迎えます。 
「創造と奉仕」という社是のもと、長年培った技術・ノウハウであるスプ
レードライ（噴霧乾燥）加工等に強みをもつ「医薬・原薬事業」をはじめ、
21世紀の予防医療の分野で用途開発が期待される天然アスタキサンチンによ
る「ライフサイエンス事業」でも新境地を切り拓いてきました。 
世界中の人々の健康に貢献できる製品づくりに取り組む当社でなら、皆さん
のやる気と能力次第で、世界を舞台に活躍もしてもらえます。 
オンリーワンの技術と開発力でグローバルな展開を進める当社で、一緒に働
いでみませんか！ 

・本社所在地  富山県中新川郡上市町横法音寺55 

・設立年月日 
 昭和21年10月 

・資本金額 
 10,000万円 

・従業員数 
425名 

・直近の売上高 
12,050百万円 

(平成28年3月期） 

・福利厚生 
 社会保険加入（健康、厚生、雇用、労災）育児休業
制度、ほか 

○ 強み、アピールポイント 



１日目の流れ ２日目の流れ 

午前 

事業概要、実習スケジュール説明 ＧＭＰ概要説明 

研究開発部門、品質保証・品質管
理部門の概要説明 

品質保証部 実習 

昼食 先輩社員と昼食会 先輩社員と昼食会 

午後 
工場見学 品質管理部 実習 

研究開発部門 実習 研修全体の振り返り 

実習について（富士化学工業㈱） 

○ 実習の流れ（予定） 

○ 実習場所 

 〒931-0397  
 富山県中新川郡上市町郷柿沢１番地 富士化学工業㈱ 郷柿沢工場  

○ 当社の実習の特長 

当社のインターンシップ実習では、原薬製造、スプレードライ加工、製剤、品
質保証、品質管理等の医薬品製造にかかる様々な業務を見学・実習してい
ただけるだけでなく、今後市場の拡大が見込まれる予防医療の領域におい
て大きく期待されている抗酸化素材アスタキサンチンのライフサイエンス事
業にかかる業務についても見学・実習していただけます。 



○ 企業情報 

◇ 株式会社陽進堂 

・本社所在地       富山市婦中町萩島 

・設立年月日 
 昭和37年5月 

・資本金額 
   300 百万円 

・従業員数 
645名 

・直近の売上高 
 40,078 百万円 
(平成28年4月期） 

・福利厚生 
 社会保険加入（健康、厚生、雇用、労災）育児休業
制度、住宅手当ほか 

○ 強み、アピールポイント 

 陽進堂は、原薬開発から最終製品製造までの一貫した生産体制の確立に
より、高品質なジェネリック医薬品を提供している医薬品メーカーです。国民
医療費の削減が叫ばれ、この業界の重要性が益々拡大する中、当社は製品
及び原薬の安定供給を支えるべく活動しています。また私たちはジェネリック
メーカーにとどまることなく、「世の中になくてならない会社」になるべく、2013

年には合弁会社を設立し、輸液・透析医薬品のエッセンシャルドラッグ分野に
も進出。さらにはバイオ分野など新たな分野へも挑戦しています。社会貢献す
るべく高い志を持って仕事に取り組める若い力を求めています。 



１日目の流れ ２日目の流れ 

午前 
会社説明・実習全体の説明 

研究開発（製剤）の仕事 
工場見学 

昼食 昼食会・先輩社員との交流 昼食会・先輩社員との交流 

午後 
研究開発（原薬）の仕事 品質検査の仕事 

1日のまとめ 全体振り返り 

実習について（㈱陽進堂） 

○ 実習の流れ（予定） 

○ 実習場所 

 〒939-2723 富山県富山市婦中町萩島3697‐8  

○ 当社の実習の特長 

・研究開発・品質検査に関する座学・実習や工場見学等を行います。 
・先輩社員との交流を通じて、薬剤師が法律上の管理者としてだけでなく、研究開  
 発や品質検査など、様々な分野に携わっていることを学んでもらいたいと考えて 
 います。 
・製薬企業での研究開発や品質検査の業務について知りたい、将来携わりたい方の 
 ご応募お待ちしております。 
 



○ 企業情報 

◇ リードケミカル株式会社 

21世紀の医薬品開発の中で注目されているのが、皮膚へ貼りつけるだけで効
果の得られる経皮吸収型医薬品。 最大の特徴は患者さんに対する利便性です。
当社は日本初の経皮吸収型鎮痛消炎剤の開発に成功した企業であり、経皮吸
収型製剤に特化したスペシャリティファーマとして、日本国内だけでなく、
海外においてもグローバルに事業展開しております。 

・本社所在地       富山市日俣77-3 

・設立年月日 
 昭和44年6月 

・資本金額 
 45,867 万円 

・従業員数 
461名 

・直近の売上高 
2,070,491 万円 
(平成28年5月期） 

・福利厚生 
 社会保険加入（健康、厚生、雇用、労災）育児休業
制度、ほか 

○ 強み、アピールポイント 



１日目の流れ ２日目の流れ 

午前 
オリエンテーション 

研究部における実習 
品質管理部門見学 

昼食 

午後 貼付剤生産ラインの見学 研究部における実習 

実習について（リードケミカル㈱） 

○ 実習の流れ（予定） 

○ 実習場所 

 〒930-0912 富山市日俣77-3 リードケミカル本社  

○ 当社の実習の特長 

 貼付剤の大規模な生産ラインを間近で見学できる。 
 経皮吸収に関わる実験を体験できる。 



○ 企業情報 

◇ ジャパンメディック株式会社 

・本社所在地       富山市横越168 

・設立年月日 
 昭和35年3月 

・資本金額 
 3,500 万円 

・従業員数 
100名 

・直近の売上高 
19億5,000 万円 
(平成28年2月期） 

・福利厚生 
 社会保険加入（健康、厚生、雇用、労災）育児休業
制度、介護休業制度ほか 

○ 強み、アピールポイント 

医薬品の製造・販売を通してお客様に健康・夢を提案します！ 

 当社では、薬局やドラッグストアなどで販売される一般用医薬品を中心に製造しています。 
中でも外用剤の分野に注力して、自社で開発した製品を大手製薬メーカー様などに提案しています。 
数多くのメーカー様にご採用いただいており、当社が開発・製造を手がける製品が、皆さんにもよく知られた 
ブランドを冠して全国の店舗にならんでいます。 
また、配置用医薬品メーカーを前身としており、現在も全国の配置薬取り扱い業者への販売を行っています。 
 
 



１日目の流れ ２日目の流れ 

午前 
・会社説明、実習全体の説明 

・企画開発部での実習（1日目つづき） 
・工場見学 

昼食 ・先輩社員との昼食会 ・先輩社員との昼食会 

午後 

・企画開発部の業務内容説明 
・製品の企画、製品試作 

・企画開発部での実習（午前のつづき） 

・1日のまとめ 
・薬剤師との座談会 
・全体の振り返り 

実習について（ジャパンメディック㈱） 

○ 実習の流れ（予定） 

○ 実習場所 

 〒931-8412 富山県富山市横越168  

○ 当社の実習の特長 

  ・企画開発に関する実習を中心に行います。自分で製品の企画をし、 
   その製品の試作品を作成していただきます。 
  ・｢自分の考えた製品を世の中に出したい｣｢新しい製品を作りたい｣と 
   いう方ご応募お待ちしております。 



○ 企業情報 

◇ 大和薬品工業株式会社 

・本社所在地 富山県富山市下奥井2丁目3番5号 

・設立年月日 
 1956年3月31日 

・資本金額 
 9,800万円 

・従業員数 
113名 

・直近の売上高 
45億7,000万円 

(平成27年5月期） 

・福利厚生 
 社会保険加入（健康、厚生、雇用、労災）育児休業       
制度、財形貯蓄、永年勤続表彰など 

○ 強み、アピールポイント 

“1ミクロンの品質への想い。”                                                      
医薬品業界における状況の変化に対応すべく、製造設備と社内体制の整備
に努め、各社が要求されるc-GMPの品質管理、製造管理に十分お応え出来る
体制を整えております。技術力、開発力そして最新設備を駆使して、机上
見積りからバリデーションを含めた実生産まで、スピーディにご要望にお
応え致します。      

医薬品原薬及び中間体の製造 
〈主力品〉 ロキソプロフェン、カモスタット 



１日目の流れ ２日目の流れ 

午
前 

品質保証部門の業務内容と実例 開発部門：原薬での開発について 

薬学部出身者との交流 実験室見学 

昼
食 

先輩社員との昼食会 先輩社員との昼食会 

午
後 

製造部門：工場見学（製造管理の視点） 品質管理部門：品質管理について、見学           

1日のまとめ 1日のまとめ 

実習について（大和薬品工業㈱） 

○ 実習の流れ（予定） 

○ 実習場所 

 〒 930-0817 富山県富山市下奥井2丁目3番5号 

○ 当社の実習の特長 
  1.当社は原薬メーカーなので、製剤メーカーとは違った視点から製薬業界について 
   知ることができます。 
  2.薬学部出身者との交流の時間を設けているため、直接、薬剤師の方から多くの 
   話が聞けます。 



○ 企業情報 

◇ 東亜薬品株式会社 

 

技術力と開発力が強みです 
 

 東亜薬品株式会社の特長は、これまで培ってきた技術力と独自の開発力で
す。長年に亘り大手製薬会社との業務提携を通して培ってきた製剤技術力は、
多くのお取引先の信頼を得ています。 
 また、点眼剤や固形剤などの製剤開発にも力を注ぎ、沢山の製品を開発し
てきました。 
 特に最近は「DPI製剤」の開発に挑戦し、将来の布石を打つべく大きなテー
マに取り組んでいます。 

 
 
 

・本社所在地       富山市三郷２６ 

・設立年月日 
 昭和15年 9月 

・資本金額 
5億6,100万円 

・従業員数 
418名 

・直近の売上高 
162億2,000万円 

(平成27年 5月期） 

・福利厚生 
 社会保険加入、退職金制度、育児休業制度、 
 従業員持株会、社員預金、提携保養施設など 

○ 強み、アピールポイント 



１日目の流れ ２日目の流れ 

午前 
・会社概要、実習全体の説明 

・研究開発実習（DPI製剤の投与） 
・工場、品質管理見学 

昼食 
・昼食会 
・先輩社員との交流 

・昼食会 
・先輩社員との交流 

午後 
・研究開発実習（DPI製剤の調製） ・研究開発実習（DPI製剤の評価） 

・１日目のまとめ ・実習全体のまとめ 

実習について（東亜薬品㈱） 

○ 実習の流れ（予定） 

○ 実習場所 

 〒939-3542 富山市水橋開発277-10 東亜薬品株式会社 本社管理棟  

○ 当社の実習の特長 

・当社の実習は、研究開発職の就業体験に重点をおいた内容になっています。 
 そして実際の業務を体験することが、このインターンシップのコンセプトであり、 
 先輩社員のサポートを受けながら、皆さんが自分で考え、自分の手を動かして実 
 習を進めて行きます。 
・薬剤師資格を持つ先輩社員が中心になって実習を企画しました。先輩社員との交 
 流を通じて製薬企業での働きがいを知ることができるよい機会です。将来、製薬 
 企業の研究開発職を目指そうという方の応募をお待ちしています。 



○ 企業情報 

◇ 日東メディック株式会社 

・本社所在地    富山県富山市八尾町保内1-14-1 

・設立年月日 
平成6年3月24日  

・資本金額 
2億7,200万円 

・従業員数 
502名 

・直近の売上高 
153億9,000万円 
（2015年5月期） 

・福利厚生 
 社会保険（健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険 ）、提案
制度、従業員持ち株会、スタート会（期首）、社員旅行、短縮勤務申請
制度子の看護休暇子及び家族の介護休暇、休日社用車使用制度など 

○ 強み、アピールポイント 

 日東メディックは、医薬品の中でも高い技術ノウハウが必要な無菌製剤である点眼剤
（目薬）に特化した製薬会社です。同社は60社以上から製造を受託し13ラインを稼働
させ、高い生産制を実現し、業界トップクラスの生産本数を誇ります。また、製造は
無菌操作法で行うため、設備面だけでなく無菌操作技術の社員教育も高い水準で行っ
ています。 
 今後は国内のみにとどまらず、海外での販売にも視野を広げていきます。米国・欧
州からの要望により適合していくために、世界最高水準での生産体制を実現させるだ
けでなく、世界レベルの品質保証体制を整え、製品の輸出入も進めていく展望です。 



１日目の流れ ２日目の流れ 

午前 

会社概要、工場見学 品質管理課にて就業体験① 

講義「製薬会社と薬剤師」 
（点眼剤の原材料試験・製品試験
の一部を体験） 

昼食 当社で働く薬剤師との交流 当社で働く若手社員との交流 

午後 
開発課にて就業体験 品質管理課にて就業体験② 

（点眼剤開発の一部を体験） インターンシップの総括 

実習について（日東メディック㈱） 

○ 実習の流れ（予定） 

○ 実習場所 

 〒939-2366 富山県富山市八尾町保内1-14-1 日東メディック株式会社 富山本社  

○ 当社の実習の特長 
 

 当社のインターンシップは、点眼剤開発業務、点眼剤の品質管理業務を経験でき
るプログラムです。実習の導入部では、「製薬会社と薬剤師」のタイトルで、薬剤
師資格をもつ方が製薬会社でどのように活躍できるのかを講義させて頂きます。ま
た、昼食時には薬剤師資格をもつ社員、若手社員との交流の場も設けております。 
  



○ 参加にあたっての注意事項① 

＜全般的な注意事項＞ 
 
１ 事前に実習担当企業のこと（概要、製品等）を調べておいてください。 

 
２ 実習に際しては、指導者、担当者の指示に従い、自分勝手な行動をしないでくだ

さい。 
 
３ 時間を厳守してください。 

 
４ 体調に注意してください。 

調子の悪い人、傷や怪我のある人は事前に企業の担当者に申し出てください。 
 
５ アクセサリー、マニキュア等は厳禁なのでしてこないでください。 

服装、身だしなみについては各社からの注意事項を守ってください。 
 
６ クリップ、ホチキスで留めたものは持ち込まないでください。 

 
７ 昼食は原則企業で食べることとなります。 

 
８ 各実習日程の終了後は順次解散となります。 

ただし、担当企業の方から別途お知らせ等がある時には、それに基づいて行動し
てください。 



○ 参加にあたっての注意事項② 

＜宿泊先等＞ 

このインターンシップについては、宿泊費、交通費及び日当の支給はございま
せん。ご負担となり恐縮ですが、実習期間中の宿泊先については、ご自身で手配
いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

なお、宿泊先は利便性の面から富山駅周辺で手配されることをお勧めします。
下記のＵＲＬから検索することもできますので、ご参考までにご覧ください。 
 
○ 富山県観光公式サイト『とやま観光ナビ』 
  http://www.info-toyama.com/reserve/ 
 
＜インターンシップ保険への加入＞ 

実習への参加にあたっては、インターンシップ保険に加入いただきますよう、
お願いいたします。 

加入は各大学で受け付けていることと思いますので、詳細は貴大学の学務課や
キャリアセンターのご担当者の方にお問合せください。 

なお、加入の際の領収書等の提示は不要です。 
 

＜その他＞ 

実習後、当事業の事後調査として、皆さまに就職状況のお問い合わせや、当会
で行う合同企業説明会のご連絡を差し上げることがございますので、予め申し添
えます。 

http://www.info-toyama.com/reserve/
http://www.info-toyama.com/reserve/
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○ エントリー、参加申込の受け付け 

この事業はマイナビ社を通じてエントリー等を受け付けています。 
下記リンク先からエントリーしていただければ、各グループへの申込み

フォームなどをお知らせいたします。 
 
＜（一社）富山県薬業連合会 インターンシップ紹介ページ＞ 

https://job.mynavi.jp/18/pc/corpinfo/displayInternship/index?c
orpId=101490&optNo=2fFp- 

 
＜特設サイト＞ 

http://mynavi-hokuriku.com/toyama_yakuren_is/ 
 

また、ご不明な点等ありましたら、下記お問合せ先までお気軽にご連絡
ください。 

お問い合わせ先：（一社）富山県薬業連合会 町田 
〒930-0018 富山市千歳町1丁目4‐1 

TEL．076-432-2765 FAX．076-432-2767 
E-mail．info@toyama-kusuri.jp 
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