
基本的な考え方

昨今の世界情勢の変化や、事業のグローバル化などにより、

テルモグループの事業を取り巻く環境は急速に変化しています。

これと同時に、事業活動に影響を及ぼすリスクも多様化・複雑化

しつつあります。テルモグループでは、こうした背景を踏まえて、

2015年度からグループ横断的なリスクマネジメント体制の整備を

進めています。

「グループリスク管理規程」を定め、グループ全体のリスクを把

握・分析し、適切なマネジメントを行っています。各種のリスクに

関して、経営陣による適切かつ果敢なリスクテイクを支える環境

を整備するとともに、ステークホルダーの信頼を獲得し、企業価

値の向上につなげることを目指します。

また、代表取締役社長からテルモグループの全アソシエイトに

向けたメッセージとして「アソシエイト一人ひとりがリスクを意識

して業務を遂行する組織風土の実現」を目標に掲げ、企業活動の

一つとしてリスク管理の重要性を社内に発信しています。

リスクマネジメント

リスクマネジメント体制

テルモでは、グループ全体のリスクマネジメントを統括する組

織として、取締役会の下部組織という位置付けでリスク管理委員

会を設けています。リスク管理委員会は、代表取締役社長を委

員長とし、執行役員を兼ねる取締役、委員長が指名する関係機

能部門の代表、顧問弁護士などから構成され、年2回開催してい

ます。委員会では、重要リスクの審議と、対応策の策定、実行、

その後のモニタリングを実施しています。

重要リスクは、全社で洗い出したリスクを評価基準に基づいて

評価し選定します。評価基準は、「患者さんなどに多大な迷惑を

テルモでは、2016年度から、各部門長向けの説明会でリスク

マネジメントの重要性を改めて伝えるカリキュラムを盛り込んでい

るほか、アソシエイトに対しても、ワークショップ方式の参加型

かけてしまうリスク」と「経営を揺るがすリスク」の2つの影響に着

目して設定されています。全社で洗い出したリスク情報はデータ

ベース化し、各部門・子会社のリスク担当間で共有します。また、

重大問題が発生したときは、直ちに機能部門・子会社所管部門を

通じて経営組織に情報を上げる体制を整備しています。

リスクマネジメント教育

リスクマネジメント体制の整備

クライシスへの対応

クライシス（リスクが実際に発現・顕在化した場合）への対応に

あたっては、①人命の安全確保、②被害・損失の最小化、③社

会からの信頼性維持の3つの観点から、クライシスレベルに応じ

た社内体制を取るようグループリスク管理規程に定めています。

最高レベルのクライシス事象に対しては、委員長が本部長となり、

関係する部門長を副本部長とする対策本部が設置されます。
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リスクマネジメント体制

研修を実施しています。こうした取り組みを通じて、各人のリス

ク感度の向上に努めています。
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テルモグループでは、大規模災害などの不測の事態が発生し

た際、人の生命に直結する医療機器や医薬品、サービスを提供

する企業の社会的責務として、事業活動の継続が重要であると

認識しています。

その責務を果たすために、「グループ事業継続マネジメント

（BCM）規程」において、事業継続に関するテルモグループ共通

の基本的な考え方および体制・対応事項を定めています。本規程

では、自然災害に限らず、事業継続に関わるさまざまなリスクを

対象としています。そして、①アソシエイトとその家族の生命を

守る、②社会的責任を果たす、医療を止めない、③会社の資産

を守るという3つの基本ポリシーに基づき、平時には緊急事態へ

の備えを、有事の際には事業の継続や復旧を図ります。

リスクマネジメント

テルモは、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」において指

定公共機関に選ばれており、指定公共機関としての「業務計画」

を策定しているほか、新型インフルエンザ等が発生した際にも事

業を継続できるよう、BCPを策定しています。

また、世界で発生・流行しているさまざまな感染症に対する予

防と、感染の拡大防止を目的に「感染症対策マニュアル」を作成

し、予防から感染者の職場復帰までのルールを定め、業務の遂

行に影響が出ないように対策を講じています。さらに、世界各地

の感染症状況を確認し、必要に応じて、アソシエイトへの注意喚

起や渡航の規制を行っています。

推進体制と主な取り組み

感染症対策BCM（事業継続マネジメント）・
BCP（事業継続計画）

基本的な考え方

本社コーポレートアフェアーズが中心となり、テルモグループ

全体の活動を推進しています。

事業継続に関わるリスクが発生した際には、テルモ株式会社

の代表取締役社長を対策本部長として「対策本部」を設置し、迅

速に対応を行います。

大規模災害発生時には、対策本部にて、アソシエイトや家族の

安否確認をはじめ、取引先の被害状況や被災地情報の収集など、

現状把握に向けた情報収集を行い、対策を立案・実行に移します。

併せて、被災地のニーズに応じたタイムリーな物的・人的支援も行

います。テルモグループのサプライチェーンや業務が一定期間停

止することが判明した場合には、早期の復旧を図ります。

平時においては、各生産拠点、原材料調達や物流などに携わ

る本社機能部門、各カンパニー、海外子会社のリスク担当者が

連携し、有事の際に事業を中断しないため、また万が一中断して

も早期に復旧・再開させるために、BCP（事業継続計画）を策定し

ています。また、テルモグループ各拠点で下記のような訓練を実

施しています。

対策本部長（代表取締役社長）

対策本部事務局（コーポレートアフェアーズ）

対策本部リーダー（コーポレートアフェアーズ部長）

カンパニー・事業部門 本社機能部門

カンパニー対策本部メンバー

カンパニー対策本部長
（カンパニープレジデント）

臨床開発部

地域統括拠点・関連会社

現地対策本部長工場 現地対策本部メンバー

国内営業本部

財務部 経理部

調達部 情報戦略部 コーポレートアフェアーズ

安全情報管理部

広報室

生産部

SCM推進室

品質保証部

人事部 レギュラトリーアフェアーズ

コールセンター

大規模災害発生時の
対策本部体制例

• 大規模災害発生等を想定した、災害対策本部の立ち上
げ、各災害対策本部員の役割確認等のBCP訓練

• アソシエイトの安否を迅速に確認するためのシステム導
入と安否確認訓練

• 消火や心肺蘇生、迅速な避難等の総合的な防災訓練

• 国内全アソシエイトを対象とした、BCM・BCP教育研修
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新型コロナウイルス感染症（COVID-19）への対応では医療現場

を支え、少しでも多くの患者さんが適切な医療を受けられるよう、

企業理念、コアバリューズ、BCPポリシーに基づき、次の３点を

基本方針とし、事業活動を推進しています。

情報セキュリティ

テルモグループでは、事業活動における情報に関するあらゆる

脅威（外部からの不正アクセス、人の過失による情報漏えい、改

ざん、破壊、盗難、情報システムの障害、自然災害など）から、

グループの機密情報および顧客・ビジネスパートナーから預かっ

た情報を適切に保護し、安全を確保するため、グローバル共通

の規程として、「グループ情報セキュリティ規程」を制定していま

す。さらに、この規程に基づき、各地域で「情報セキュリティルー

ル」を制定しています。個人情報については、個人情報保護法や

番号法などの法令に基づき、「個人情報保護基準」を制定し、個

人番号（マイナンバー）を含む全ての個人情報を適切に保護・管理

しています。また、2018年5月に施行されたEUによる個人情報保

護の新規制「EU一般データ保護規則（GDPR）」にもグローバルで

対応しています。

基本的な考え方

年に一度、各地域のセキュリティ対策状況を自己評価形式で

確認するとともに、地域ごとにアソシエイトを対象とした情報セ

キュリティ教育を実施しています。また、社内規程の遵守状況を

確認するため、内部および外部による監査を実施しています。

昨今、標的型攻撃や不正アクセス、個人情報漏えい事故など、

情報セキュリティに対する脅威が増している状況や、リモートワー

クなどの働き方の変化を踏まえ、詐欺メール対策や不正通信の

監視など多層で防御できるようにセキュリティ強化策を実施して

います。また、アソシエイトを対象とした、標的型メール攻撃訓

練を各地域で実施し、一人ひとりの情報セキュリティへの意識を

向上させています。

情報セキュリティ強化の取り組み

テルモグループでは、チーフインフォメーションオフィサー

（CIO）の指揮のもと、情報戦略部を主管としたグローバルな情

報セキュリティ体制を構築し、各国の法規制等に基づき、基準・

ガイドライン等の整備・運用、アソシエイトの教育・研修などをグ

ローバルで推進する体制を構築しています。テルモの情報戦略部

とグループ各社の情報システム担当部門は、グローバル会議を定

期的に開催し、サイバーリスクなどに関する情報交換やセキュリ

ティ強化策の検討などを行っています。

「グループ情報セキュリティ規程」および「情報セキュリティルー

ル」に基づき、日本では、グループ会社を含む各部門に情報セキュ

リティの責任者と実務担当者を設置し、自部門における情報の保

護・管理が適切に行われるよう管理・指導しています。また、日本

以外でも、地域ごとに情報セキュリティ責任者を、各関係会社に

情報セキュリティ体制

日本
部門

アジア
米州地域

欧州地域

血液・細胞テクノロジー
カンパニー（テルモBCT）

ISO

ISO

ISO

報告

情報戦略部

取締役会

内部統制委員会
内部統制室 （事務局）

内部統制委員長（代表取締役社長）

CIO

情報セキュリティ担当

部門

情報資産管理者

情報資産管理
責任者

情報資産管理者

情報資産管理
責任者

中国

ISM ISM

インド

ISO ： 情報セキュリティ責任者
 （Information Security Officer）

ISM ： 情報セキュリティ管理者
 （Information Security Manager）

グローバル情報セキュリティ体制

1.  全てのアソシエイトの健康と安全を最優先にした対応を
進めること

2.  医療を止めないため、製品の安定供給に最大限努める
こと

3.  テルモグループの力を結集して、当該ウイルスの感染防
止と治療に積極的貢献を図ること

情報セキュリティ管理者をそれぞれ設置し、グループ全体で適切

な情報の保護・管理に努めています。
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