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　地域の皆様と共生し、より開かれた会社に
なる事を目指して、私たち旭化成メディカル
MT（以下、AMMT）は初めてRC報告書を策
定致しました。今回は昨年度（2019年度）の
活動を中心に整理していますが、今後も継続
して毎年発行することで、地域の皆様のご理
解をいただきたいと思っております。是非、
ご一読いただき、ご意見、ご感想を賜れば幸
いです。
　AMMTは、医療領域で世界的な事業を展
開している旭化成メディカル傘下のグループ
会社として2013年10月に設立されました。
AMMTは、大分及び延岡の両地区に拠点を
持ち、ユニークな膜分離・吸着技術を基本と
した医療機器・医療部材の開発と製造を担う
事で、旭化成のグループ理念にもある「世界
の人びとの“いのち”」を支え、社会に貢献し
ています。
　旭化成メディカル及びAMMTは、世界の
お客様に安心と安全をお届けするために、国
内のみならず国際的な医療規制・規格にも
適合した独自の品質マネジメントシステム
（QMS）を保持し、かつ環境に配慮したシス
テムを構築しています。AMMTでは、QMS
とRCを両輪とした活動を展開しており、3現
主義（現場に出向き、現物を観察し、現実を
認識して問題解決を図る）の実践をモットー
とした全員参加型の安全活動や、環境負荷軽
減活動を展開することで、労働安全、健康増進、
保安防災、環境保全について前向きに、真摯

に取組み、活動の質のさらなる向上を図って
います。
　2020年は新型コロナウイルス（COVID-19）
の世界的蔓延で、私たちの生活は影響を受け、
世界経済も大きな打撃を受けました。このよ
うな状況の中、私たちは、医療機関へのマスク、
PCR検査時のウェアの提供や、COVID-19
治療薬開発向けの製品供給等を行っています。
私たちは私たちができる社会貢献を今後も継
続し、社会的な混乱の早期終息の一助となる
ように、精一杯の努力を続けていく所存です。
　私たちAMMTは、今後も「安全は全てに
優先する」価値観を念頭に置き、地域の皆様
に信頼され、愛される会社を目指した活動を
進めてまいります。引き続き、皆さまからの
ご支援、ご指導をいただければ幸甚です。今
後ともよろしくお願い申し上げます。

ごあいさつ

旭化成メディカルMT
RC（レスポンシブル・ケア）報告書発行にあたって

代表取締役社長 福田 達也

2020年11月
旭化成メディカルMT株式会社
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編集方針
対象範囲：大分事業所・延岡地区工場のすべての組織を対象にしています。
対象期間：掲載データは2019年度（2019年4月～ 2020年3月）実績です。但し、写真の一部は期間外のものも使用しています。
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旭化成メディカルMTの概要

旭化成メディカル株式会社

事 業 内 容：医療機器の開発・製造・販売
　　　　　　ダイアライザー（人工腎臓）及び関連商品の開発・製造・販売
　　　　　　血液浄化（アフェレシス）商品の開発・製造・販売
　　　　　　輸血用白血球除去フィルター（セパセル）の開発・製造・販売
　　　　　　生物製剤精製工程用ウイルス除去フィルター（プラノバ）などの開発・製造・販売
本社所在地：東京都千代田区
代　表　者：代表取締役社長　住吉 修吾
創　　　業：1974年7月

旭化成メディカルMT株式会社

事 業 内 容：ダイアライザー（人工腎臓）及び関連商品の開発・製造
　　　　　　血液浄化（アフェレシス）商品の開発・製造
　　　　　　輸血用白血球除去フィルター（セパセル）の開発・製造
　　　　　　生物製剤精製工程用ウイルス除去フィルター（プラノバ）などの開発・製造
本社所在地：大分県大分市
代　表　者：代表取締役社長　福田 達也
創　　　業：2013年10月

旭化成メディカルの開発と製造を担う100％グループ会社で、
大分県大分市と宮崎県延岡市を拠点として６工場と３技術開発部及び共通部門からなる。

旭化成メディカルMT　大分事業所全景

岡富工場

プラノバ工場
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旭化成メディカルＭＴの製造拠点と製品例

大　分
事業所

人工腎臓工場、アフェレシス工場
セパセル工場、プラノバ大分工場

延 岡
地 区

岡富工場、プラノバ工場

ダイアライザー製品 アフェレシス製品 セパセル製品 プラノバ製品
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RC活動とは

レスポンシブル・ケア（RC）活動とは、化学物質を扱う企業が化学物質の開発から製造、物流、使用、最終消費を経て廃棄に
至るまで、自主的に「環境・安全・健康」を確保し、活動の成果を公表し社会とのコミュニケーションを図る活動です。
1985年にカナダで誕生し、1990年には、国際化学工業協会協議会（ICCA）が設立され世界的に活動を展開しました。
日本では1995年に日本レスポンシブル・ケア協議会（JRCC※）が設立され、旭化成グループは、JRCC設立時より参画し、幹
事会社としてRC活動を積極的に推進してきました。
旭化成グループは、ケミカル・繊維・エレクトロニクス事業分野などのマテリアル領域、建材事業分野も含めた住宅領域、およ
び医療・医薬事業分野などのヘルスケア領域の全事業領域においてRC活動を実施しています。これは旭化成グループの特徴
でもあります。
旭化成メディカル及び旭化成メディカルMTは医療事業分野で同様のRC活動を実践しています。

※ JRCC : 2011年4月より一般社団法人日本化学工業協会RC委員会として運営

旭化成
グループ

社会との
コミュニケーション

化学物質の
管理

労働安全衛生
および健康

品質保証 保安防災

地球環境

ヘルスケア
領域

マテリアル
領域

住宅
領域
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旭化成メディカルMTのRC方針及び環境方針

RC活動は、旭化成グループの重要な経営
基盤のひとつであり、全事業領域で取り組
んでいます。旭化成メディカル／旭化成メ
ディカルMTのRC方針を以下に示します。
旭化成メディカルMTは旭化成メディカル
と共に実直にRC活動を推進します。

旭化成メディカルMTは、環境マネジメントシステム（ISO14001）の認証を取得し、継続的にシステムの改善を図っています。
大分事業所の環境方針を以下に示します。延岡地区部場は、旭化成延岡支社の一部場として、同様にISO14001を推進してい
ます。

RC方針

環境方針
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旭化成メディカルMTの労働安全衛生への取り組み

事業所（地区）の方針・目標のもと部場ごとに目標・課題を
設定し、従業員や場内で働く人々の安全を確保するための
体制を構築しています。安全衛生委員会は月1回開催し、
職場における労働衛生の水準の向上を図っています。

マネジメント体制

定期的な職場巡視を行い、快適な職場環境づくりを推進し
ています。更に5S（整理・整頓・清掃・清潔・躾）活動を積
極的に展開し、職場環境改善を行っています。

職場巡視

新入社員には、入社時にRC基礎研修を行い従業員として
最低限必要な安全への取り組みを教育します。また、入社
して数年後の若い社員を対象にRCフォローアップ研修を
行っています。
RCフォローアップ研修
では、危険予知の基本的
な手法を学ぶことで、職
場で危険予知の向上につ
なげています。

RCフォローアップ研修

大分事業所では安全体感装置によ
る模擬体験教育を実施しています。
この教育により挟まれの模擬実感
を会得し、災害防止への活動に生
かしています。延岡地区の部場も
同様な教育を行っています。

安全体感装置での教育

「足元に注意して、落ち着いて歩く」「階段／ステップは、
手すりを持ち昇降する」などを繰り返し呼び掛け、災害の
キッカケを作らないよう人の不安全な行動にも焦点を当て
た取り組みを行っています。順守活動の事例として、「階
段／ステップは、手すりを持ち昇降する」対応では事務所
や工場において手摺設置や声掛けスピーカー活用、注意標
記等を進めています。

基本安全行動の順守活動
（人の不安全な行動を抑制する活動）

5 S（整理・整頓・清掃・清潔・躾）、HHK（ヒヤリ・ハット・
気がかり）、危険予知、パトロール、事例検討等の従来の
安全活動をベースに労働安全衛生マネジメントシステムの
考え方を取り入れリスクアセスメントを徹底することで労
働災害防止に取り組んでいます。

労働災害を防止するためには、職場の潜在危険性を抜
けなく挙げることが必要です。強制発想（トラブル想定）
の視点を入れて、モノの不安全な状態（設備、有害物、
騒音など）や人の不安全な行動、その組み合わせで発生
する危険事象に対する災害想定を幅広く実施します。

労働災害防止活動

リスクアセスメントに関する活動

① 潜在危険性の抽出

抽出された職場の潜在危険性について、災害の重篤性
と災害に遭遇する頻度との組み合わせからリスクを定
量化し、優先順位を付けます。リスクの高い重大リス
クから低減対策を実施します。

② リスク評価

重大リスク低減対策としては、モノの不安全な状態を
安全化する本質安全化（危険作業排除、自動化等）と安
全防護が極めて有効です。重篤な災害に至りやすい、
機械への挟まれ・巻き込まれ型災害の対策として、機械
設備等の本質安全化と安全防護（隔離と停止）による対
策を重点的に推進します。

③ 重大リスク低減対策

エアシリンダー挟まれ ローラー挟まれ チェーン巻き込まれ

RCフォローアップ研修の様子

安全体感装置による模擬体験
教育の様子
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旭化成メディカルMTのRC活動結果

労働安全
衛生

項　目 2019年度のRC目標 2019年度のRC実績結果 達成度評価

健　康

保安防災

環境保全

2019年度RC目標の達成状況 ★★★ 達成　 ★★ ほぼ達成　 ★ さらに取り組みが必要

労働災害の撲滅

保安事故の撲滅

リスクアセスメントの実施

健康診断有所見者率の低減

休業災害が１件発生しました。
不休、応急手当災害が各１件発生しました。

通勤災害は減少（４件→３件）しました。

有所見者率はほぼ変動なしでした。

環境事故の撲滅 環境事故やトラブルはゼロでした。

交通安全活動の強化
（メディカル重点項目）

引火・爆発・漏洩危険箇所の
継続的見直し

対応未実施の工程はありませんでした。
また、非定常時の対策も完了しました。

循環型社会の形成
最終処分率0.1%以下の達成 最終処分率の目標は達成しました。

地球温暖化防止
エネルギー消費原単位の低減
５年間平均１％削減

★

★

★★★

★

★★

★★

★★

★★★

★★★

★★★

★★★

メンタルヘルス活動強化
（メディカル重点項目）

基本安全行動順守の徹底
（メディカル重点項目）

各部場で生活災害防止を重点項目として、基本
安全行動順守活動を進めましたが、不順守によ
る労災が発生しました。

メンタル疾患休業数を減少させるまでには至り
ませんでしたが、ｅ診断の総合健康リスクは減
少しました。

設備の新設／改造工事においてリスクアセスメ
ントを実施しました。

エネルギー消費原単位は、対前年比87％でした。
５年間平均で７％削減となっています。

重大保安事故、保安事故は発生しませんでした
が、軽微事故が２件発生しました。
  ●  恒富工場撤去工事での残留ポリマーへの溶接
　 火花による火災
  ●  大分事業所休転工事での液化窒素タンク安全
　 弁作動／騒音
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旭化成メディカルMTの労働安全衛生への取り組み
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旭化成メディカルMTの健康への取り組み

大分事業所では主に以下の２つの健康づくり運動を進めて
います。

健康づくり運動

こころの健康支援として、各種メンタルヘルス研修やスト
レスチェック（ｅ診断）を毎年実施しています。高ストレ
ス者へは面談を行うなど、メンタルヘルスへの早期対応を
行っています。また、ストレスチェックの組織診断に基づ
いた職場環境改善に努めています。大分事業所では、従業
員を直接指導するリーダー層に対して、部下のモチベー
ションを引き出すコミュニケーションをテーマにラインポ
スト研修を行いました。

メンタルヘルス対策

「改正健康増進法」が2020年4月1日から施行されるこ
とに先立ち、望まない受動喫煙を無くすことを目指して厚
生労働省のガイドラインに即した対応を進めています。大
分事業所では、４か所の屋内喫煙室を屋外に移設しました。
屋内喫煙室に対しても室内環境基準を満たすことを定期的
に評価しています。また、必要な掲示も行いました。延岡
地区部場も同様に受動喫煙対策を実施しています。

受動喫煙対策

体力向上と従業員間のコミュニケーションアップを目的に
2015年度から始めました。どのような事でも良いので体
を動かそう、そして従業員同士でチームを組み、お互い励
ましあいながら続けようという取り組みです。2019年度
は禁煙チャレンジ、2020年度は体重の５％削減を目指し
たダイエットチャレンジを対象に加えて活動しています。
年々、参加者が増えて2019年度は、600名を遥かに超え
る従業員が参加しました。

やっちょんかえ☆ヘルスラリー

リラックスすることやダイエットを目的として、ダンス、
ヨガなど月替わりで週１回のプログラムを実施中です。延
岡地区部場もヘルスラリーやその他の健康づくり活動で従
業員の健康管理を支援しています。

定時後の健康づくり

屋外喫煙所（大分事業所の一例）

ラインポスト研修の様子

定時後の健康づくりの様子（ヨガ教室）
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旭化成メディカルMTの保安防災への取り組み

保安防災管理においては、プラントの機能を健全に保ち、
安定・安全に運転することが重要です。プラント建設時に
リスクアセスメントを行うと同時に、既設プラントに対し
て火災・爆発防止、老朽化などの視点によるプロセス見直
しを繰り返すことにより、プラントにおける保安事故の撲
滅を図っています。

プラントの保安防災管理

保安事故あるいは大規模地震などの緊急事態が万一発生し
た場合に備え、防災体制を内規に定め運用しています。緊
急事態発生時の人的安全の確保と隣接地域への影響を最小
限に抑えるべく円滑な防災活動を行えるように体制を整え
ています。防災訓練は年間スケジュールを立て、定期的に
実施しています。

緊急事態への対応

延岡地区工場撤去工事での溶接火花による火災と大分事業
所休転工事での液化窒素タンク安全弁作動の騒音の２つの
事故では、地域の方々にご心配、ご迷惑をおかけしたと強
く反省しています。直接因への再発防止対策は既に実施済
みですが、間接因といえる潜在危険性の抽出が不十分で
あった点に関しては、全社一丸となってリスクアセスメン
トの徹底を図っていきます。

保安事故後の対応

安全確保を図る上でも、プラントの特性に適した方法が必
要になってきます。この考え方に則り、「計画保全システム」
を構築し、保全PDCAを回しています。計画保全システム
の特徴は、工場ごとに機器別に保全方法や周期等を定めた
「機器別管理基準」を策定し管理を行っていることです。

プラントの安全・安定生産への取り組み

プラントを運営する上で、化学工学の基本的な力量の確保
（設備に強くなる）は重要です。2019年度は、蒸留塔など
のプロセスの安全性を評価できる人材育成を目的とした
「化学工学基本コース」教育を技術系の管理職を中心に実
施しました。

保安防災教育

岡富工場　蒸留設備 プラノバ大分工場　蒸留設備

総合防災訓練の様子
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旭化成メディカルMTの環境保全への取り組み

1990年以降、医療系事業の急速な規模拡大に伴い生産量
が急増するなかで、産業廃棄物のゼロエミッション（最終
処分量削減）への取組みを行ってきました。2019年度は
乾燥機を撤去する際に内部の断熱材（アスベスト含有）の
埋立が発生しただけです。

循環型社会形成への取り組み：
ゼロエミッションの達成

大気汚染防止法での自主管理計画で対象とする有害大気汚
染物質の排出はありません。
VOCの削減に取り組み2019年度時点で有機溶剤として
使用するアルコールを中心に約60トン／年の排出量と
なっています。
また、PRTR法の対象になる物質のうち排出量の大きい
DMAc（N､N-ジメチルアセトアミド）の削減にも積極的
に取り組んでいます。

VOC及びPRTR法対象物質の
削減の取り組み

大分事業所では、河川の水質汚濁予防の一環として処理水
の排水は勿論のこと、一般排水（洗面所や浄化槽排水）に
対しても想定外の事態に対処できるように事業所内の監視
ピットでpHや油膜等を監視して問題ないと確認できたも
のだけを排水するように排水溝の整備を進めています。
2019年度には二期工事が完了し、2020年度は最終の三
期工事を計画しています。延岡地区部場でも同様に排水溝
の整備を進めています。

排水溝整備

総合排水監視ピット

注）VOC（揮発性有機化合物  Volatile Organic Compoundsの略称）：
　排出された時に気体状態の物質すべてを指し、光化学オキシダントの原因物質
　の一部とされています。

注）PRTR法（化学物質排出把握管理促進法）：
　2001年４月に施行され、指定された化学物質を取り扱う工場や事業所が、化
　学物質ごとに環境への排出などを把握・報告し、その結果を行政が公表する制
　度です。

VOC PRTR（DMAc移動量）

■ アセトン（延岡）　　　　　　■ ジメチルアセトアミド（延岡）　
■ プロビルアルコール（大分）　■ プロビルアルコール（延岡）
■ エチルアルコール（大分）　　■ メチルアルコール（延岡）

■ 恒富工場／産廃　■ 恒富工場／水域排出　■ 恒富工場／大気排出
■ 岡富工場／産廃　■ 岡富工場／水域排出　■ 岡富工場／大気排出
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大分事業所周辺美化活動を6月1日に旭化成（株）大分工
場と共同で実施しました。従業員とご家族の246名が６
つのルートで歩道上のごみ拾いを行いました。

工場周辺美化活動

大分県医師会からの要望で医師会産業医研修会を８月28
日に開催しました。産業医並びに産業医認定予定者ら36
名の参加者があり、「特に安全管理は医療現場にも通じる
示唆に富む内容で、大変勉強になった」とのお言葉をいた
だきました。

大分県医師会産業医（実地）研修会

延岡地区部場は延岡市教育委員会等が主催する “講師派遣
事業”に協力しています。
プラノバ工場では10月29日に北方学園中学、岡富工場で
は12月10日に西門川中学からそれぞれ１クラスの生徒を
工場に受入れて、総合学習の分野で実験や工場見学を交え
た授業を行いました。

中学校出前授業
大分市消防局へ救命救急講習用AEDトレーナー５器を寄
付し、8月29日に大分市から感謝状を頂きました。

救命救急用AED寄付

旭化成メディカルMTの
地域社会とのコミュニケーション

大分県医師会産業医（実地）研修会の様子

出前授業（岡富工場）の様子

工場周辺美化活動の様子（集合写真）

大分市長よりの感謝状
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お問い合わせ先　
大分事業所 大分環境安全部　TEL 097-593-1604

昨日まで世界になかったものを。


