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高田製薬株式会社

■本社所在地：埼玉県さいたま市南区沼影

1丁目11-1

■設立：1928年11月（創業 1895年2月）

■資本金：10億8,884万円

■従業員数：854名（2017年9月30日現在)

■事業内容：医薬品の製造・販売、清涼飲

料水の製造

1895（明治28）年の創業以来120余年。「安心

品 質」「安 定 供 給」「安 全 情 報」と い う

「TAKATAの3つのA」を経営の基本に、ジェネ

リック医薬品を中心とした医療用医薬品の

開発・製造・販売や、清涼飲料水の製造を

行っている高田製薬。飲みやすく、使いやす

い製品開発力が評価されており、苦味の強

い原薬をひとつひとつコーティングした小

児用ドライシロップ製剤などユニークな医

薬品を生み出している。また、医療従事者の

利便性の向上や医療過誤の防止にも力を入

れており、研究開発型の企業として事業を

展開している。

富士ゼロックス埼玉株式会社

■本社所在地：埼玉県さいたま市中央区新

都心11-2　ランド・アクシス・タワー28階

■設立：1979年12月15日

■資本金：3,000万円

■従業員数：349人(2018年4月現在)

■事業内容：複合機、プリンター、コンピ

ューター等のオフィス機器および、ソフト

ウェアの販売とアフターサービスの提供／

ドキュメントソリューションの提供／ITシ

ステムの構築／文具・消耗品等のカタログ

販売事業（イー・クイックス）

医薬品の研究開発、製造、販売を展開している高田製薬株式会社（以下、高田製薬）では、本社移転を契機に

Create!Webフローを導入。その効果は、業務効率化とともに内部統制の強化にもおよんでいます。導入の経緯とね

らいについて、ご担当者様に詳しく伺いました。

（写真左より、高田製薬株式会社　コーポレート本部　情報システム部　課長　柴崎 拓人氏、伊藤 駿人氏、部長　永翁 千寿氏、平野 正博氏）

高田製薬株式会社 様 

利用状況／利用者約800人、年間の決
裁処理数は約6,000件

— Create!Webフローの利用状況について教えてく

ださい。

2015年10月より一部トライアル利用しておりました

が、2016年4月の本社移転を契機にCreate!Webフ

ローを本格導入、利用拡大しました。現在、稟議書

をはじめ約40種類の申請業務に適用しており、グ

ループウェア（サイボウズ ガルーン／サイボウズ株

式会社）の画面からシームレスに利用できるように

なっています。利用者数は約800名、 決裁処理数

は2017年度の実績で約6,000件となります。

現状、稟議書が最も利用されていますが、総務や

人事関連の申請業務が数多くワークフロー化され

ています。

製造

所轄 帳票名

対応しています。帳票フォームに関しては、これま

で使用していたMicrosoft ExcelやWordのデータ

をインポートして作成できるので、とても便利です。

目的／本社ー拠点間の稟議や申請業務
の円滑化をめざしワークフローを導入

— ワークフローを導入した背景を教えてください。

2016年の本社移転を契機に、事業の効率化と最適

化を図りました。

これまで同じ工場内でやり取りができていた部門

が本社に移ってしまうことで、業務や判断のスピー

ド感が落ちてしまっては本末転倒です。そのため、

本社と4か所の国内工場、そして7か所の営業拠点

間でスムーズにコミュニケーションができるよう、

グループウェアやWeb会議システムなどを導入しま

した。

ワークフローもその一環となります。本社と各拠

点間での稟議や申請のやり取りを円滑化すると同

時に、出張先などでも承認・決裁の業務をできる

ようにする、すなわち、紙文書の回付といった非効

率なプロセスを改善することが、ワークフロー導入

の目的となります。

選定理由／はじめて導入するワークフ
ローに違和感がないよう紙帳票の再現性
を重視

— Create!Webフローを採用した経緯を教えてくだ

さい。

当社ではワークフローの導入・利用経験がなかっ

たこともあり、複数のサポートベンダーから提案を

受けました。その中で富士ゼロックス埼玉から提

案を受けたのがCreate!Webフローでした。次のよ

うなポイントからCreate!Webフローの導入を決め

ました。

【選定理由1】ワークフローとしての基本機能

稟議書や各種申請書を承認・決裁するための基本

機能が揃っており、システムの規模も適正。

【選定理由2】導入実績

業種を問わず導入実績が豊富で、富士ゼロックス

埼玉においても販売実績があったことから、安心

して導入・利用できると判断。

【選定理由3】紙の帳票イメージを再現

旧来利用してきた紙の稟議書や申請書とほぼ同じ

帳票レイアウトを再現できるので違和感がなく、

直感的な操作が可能。

【選定理由4】グループウェアとの連携

同じタイミングで導入するグループウェアとシーム

レスに連携でき、シングルサインオンにも対応。

導入効果／申請者、承認・決裁者、そし
て各業務の担当者にも効果が波及

— Create!Webフローの導入効果について教えてく

ださい。

主な導入効果は次の通りです。 

　・ 年間6,000枚以上の紙とその郵送費が不要と

なった（2017年度における実績）。

　・ 承認・決裁処理がスピードアップした（これま

で最大約3週間かかっていた決裁が約1週間で

完了）。

　・ PCで場所を問わず、承認・決裁・差し戻しが簡

単にできるようになった。

　・ 申請者が承認の進み具合を簡単に把握できる

ようになった。

・ 申請ルートを調査、確認する必要がなく

なった。

　・ 記載漏れや記載ミスが大幅に削減された。

　・ 申請済みリストの作成などが容易にできるよう

になった。

　・ 申請・決裁書類の保管作業が大幅に軽減され

た（必要な決裁書類は、PDFや紙で出力可能）。

　・ ワークフロー上では不正な処理やイレギュラー

な処理は許されず、業務プロセスも明確化さ

れた。

今後／外部システムとの連携やスマート
フォンでの活用も検討

— 今後の拡張予定などがあれば教えてください。

今後も引き続き、各部署からの要望を見極めなが

らワークフローの適用業務を増やしていきます。

また、Create!Webフローの対応状況やセキュリティ

などにもよりますが、スマートフォンでの活用も検

討していきたいと考えています。

一方、決裁された情報がCreate!Webフローの

データベースに格納されていますので、その活

用を模索すると同時に、人事や会計、勤怠管理な

どのシステムとの連携を図ることで、さらなる

業務の効率化や自動化にも取り組んでいきたい

と考えています。

— Create!Webフローおよびインフォテックに対する

期待などがあればお聞かせください。

導入して数年が経過して、既存の稟議・申請業務

をデジタル化するという使い方だけでなく、ワーク

フローの潜在能力を引き出すようなこれまでとは

異なる使い方をしたいという要望も出てきました。

より簡単に複雑な業務へと対応できるよう、

Create!Webフローの使い勝手や機能の向上に期

待しています。

また、インフォテックとは富士ゼロックス埼玉

を通じてサポートを受けることになりますの

で、販売パートナーへの支援体制の強化にも期

待しています。

— ワークフロー化する業務は、どのように決めてい

るのでしょうか。

稟議書はワークフロー導入の目的でもありました

ので、Create!Webフローの導入時から利用してい

ます。その他の業務は、最初から計画していたもの

もありますが、各部署からの依頼をきっかけに、効

果などを見極めながら反映しています。

— 帳票フォームの作成・修正やルート設定など、

Create!Webフローの運用体制について教えてください。

システムの導入、および導入時に作成した稟議書

に関しては、富士ゼロックス埼玉株式会社（以下、

富士ゼロックス埼玉）にサポートしてもらいました

が、その後の帳票フォームの作成・修正やルート

の設定、アクセスの設定などの運用管理は社内で

安全確保措置案承認依頼書、安全確保措置実施及び報告依頼書、添付文書確認依頼書

エリア拡販企画依頼書、廃棄指示・確認書、配布完了報告書

勉強会申請書

原薬廃棄の承諾・報告、商標回覧手続き、発明考案関連手続き

価格登録申請

IT依頼書兼報告書、パソコン廃棄連絡票、メール・ガルーン・ワークフロー利用申請書、

レンタルパソコン手配依頼 

eラーニング教材公開申請書、eラーニング登録申請書、慶弔見舞金申請書、災害報告書、

自己啓発支援補助金申請書、退職理由書、入退者等連絡票（派遣社員用）

工場見学等の申し入れ、廃棄処理決裁申請

社有車事故報告書、営業車報告書、ガソリンカード／ ETCカード報告書、

ガソリンカード／ ETCカード申請書、入退出・機械警備権限申請書、決算書開示のお願い、

社有携帯電話使用許可申請

稟議書、決裁書、法務審査

ワークフロー帳票一覧

生産

人事

安全管理

営業

学術

研究開発

渉外

情報システム

総務

総務（稟議）

「ワークフローにより業務プロセスが可視化され、非効率な
紙文書の回付も解消されました。業務のスピードアップにもつな
がっています。」
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グループウェアとCreate!Webフローの連携イメージ図
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高田製薬株式会社

コーポレート本部

情報システム部

部長　永翁 千寿氏

「場所に縛られず、稟議書や申

請書の承認・決裁ができるよう

になりました。」

高田製薬株式会社

コーポレート本部

情報システム部

平野 正博氏

「導入実績が豊富で、旧来の紙

の稟議書や申請書と変わりなく

利用できる点が導入の決め手で

した。」

高田製薬株式会社

コーポレート本部

情報システム部

伊藤 駿人氏

「決裁にかかる期間は確実に短

縮されました。」

高田製薬株式会社

コーポレート本部

情報システム部

課長　柴崎 拓人氏

「ワークフローの適用業務を、さ

らに増やしていきたいと考えて

います。」

グループウェアの画面に
Create!Webフローの
ポートレットを埋め込んで、
シームレスに利用できる。


