フロントライン F R O N T L I N E

池田薬草株式会社

GMP認証工場である強みを生かした取り組みと展望

構築しています。 また、すべての生産エリアは、徹 底

した温湿度管理や清浄環境を維持する最新の空調設

備も完備していますし、品種切り替えごとに洗浄を実

施しています。 中でもスプレードライなど各主要装置

には CIP（ Cleaning in place=定置洗浄）機能を搭載

し、より確実に安全に洗浄できるシステムを確立して
います。これにより、コンタミネーションの防止にも最
大限の注意をはらい製造しています。

―GMP認証工場であることの強みは何ですか。
鍵政

医薬品に準じた管理体制で、機能性食品に使

われる原料や、健康食品、パーソナルケア製品などへ

展開できることです。当社は売り上げの約 95％がお客

様からの受託製品なのですが、医薬品ではないけれど

も、同じように管理をしてほしいという要望がありま
す。受託製品で最も多いのは、パーソナルケア製品の

ような身体に触れる製品であり、GMP認証工場である

ことが大きな強みとなって、需要の増加にもつながっ
ています。

―大まかな製造の流れを教えてください。
鍵政

まず、抽出エリアでは厳選された原材料からエ

キスを抽出・ろ過し、濃 縮装置で高濃 度 濃 縮します。

―池田薬草の概要と理念を教えてください。
鍵政

198 4（ 昭和 59）年、池田薬草は徳島県三好市

の清 流・吉野川沿いの自然 豊かな土地で創業しまし

た。 以 来、地 域 活性化の一助を担いたいという思い

ても、他社と比べてそんなに大きな

鍵政

ら、県や大学に働きかけて、産官学共同で開発を進め

置を保有していますし、粉末化の工

鍵政

自然界に存在する素材をエキス抽出し、粉末化

する技 術です。 現在の主な事業は、健 康食品や化成

品の粉末化を行う受託加工業務ですが、一方で、徳島

の特産品でありながら、産業廃棄物であったすだちの
ス

ダ

チ

ン

果 皮を原 料としたスダチ果 皮エキス末「 S udachin 」

の製造販売を行っています。
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―製造ラインの特徴を教えてください。
鍵 政 「 抽出エリア」と「 第一スプレードライエリア」、

「 粉砕エリア」は、GMP認証を取得した工場であるこ
とが一番の特徴です。 安心して使用していただける医

薬品原薬・食品原材料を供給できるように、製品の品

質保持についてGMP認証に基づいた品質保証体制を

人的な感 想ですが、私も3〜4カ月飲み続けていて特

に、体重は増えていません。 独特の苦みがあるので、

ヨーグルトに混ぜて摂る人もいるのですが、私はその
まま1日に小さじ3分の2ずつ直接摂取しています。 今

後、誰にでも飲みやすいように、打錠品を開発するこ

とも視野に入れています。

―DK Sからは、どんな影響を受けていますか。
鍵政

DK Sでは健康経営の推進を積極的に進めてい

ますので、これに共同して取り組み、社員の健康を増
進し、また職 場 環 境を整 備することで 健 康 経営を積

極的に進めていけると考えています。 そうすれば、地

域 活性化の一助を担いたいという創業時の思い通り

企 業である池田薬 草で 働きたいという人 が増えてき

多くなってきました。

設備ではないので、小回りが利きま

を会社理念として発展してきました。

てきました。

はい、動物試 験で肥満予防の効果があること

そうですね。 エキス抽出にし

す。 ろ過工程においても、ろ過する

きっかけでした。 当社だけではできない事業ですか

鍵政

が確認され、注目度が高まっています。 あくまで、個

―大型の受託製造はもちろん、多品種少量の小ロット

くためには、特 色を持たねばならないということが、

―得意とする技術は何ですか。
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いることが大きな強みです。

のもと、地元農家の作物を生薬として製品化し、四国

の地域活性化と人々の健康生活の向上に寄与すること

―すだちの果皮に特有に含まれる成分「 スダチチン」

には、優れた抗肥満効果が発見されています。

て、Uターンによる応募も増えています。入社希望者も

鍵政

たいという思いと、地 方で 中小企 業 が生き残ってい

できるものと考えています。

医 薬品と同じようにGMP認証に準じた管 理ができて

生産にも対応できるのですか。

地元の特産品であるすだちで地 域を活性化し

ルオイル（ 精油 ）も販売していますし、これら池田薬草

の独自製品の売上や利益を上げることで、DK Sに貢献

に、地 域の雇 用活性化に貢献できます。 今、地元の

―それまで捨てられていたすだちの果皮に着目すると

は、ユニークな発想ですね。

います。 また、Sudachinのほか、すだちエッセンシャ

この濃縮液をスプレードライで乾燥させて、粉末製品

を製造しています。製造においても、品質においても、

ライフサイエンス分野への本格的な参入に向けて、DK Sグループに加わった池田薬草。
GMP認証工場として、医薬品 GMPに則った製造・品質管理を強みとしている。

ライフサイエンス製品への一役を担えるものと考えて

サイズはさまざまなので各種ろ過装

程では、1週 間、10日間と、連 続し

て同じ製品を生産し続けることもで

きます。

―池田薬草の技術は、DKSグループ

の中でどう生かされていきますか。
鍵政

抽出技 術 や粉末化技 術を

DK Sへ提 供することにより、DK Sの
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―昨年、
「 徳島県頑張る中小企業大賞 」を受賞しまし

たね。
鍵政

はい。 化成品粉末受託事業の取り組みの成功

池田薬草株式会社
●本社・工場

徳島県三好市池田町州津中津18 0 8 -1

が 評 価され、平成 30 年10月11日に優 秀 賞を 受 賞し

この「 すだちエッセンシャルオイル」は

には社長の三浦と取締役の敷島が出席し、飯 泉徳島

有機溶媒などを一切加えない抽出方法でつくられています。

県知事より表彰状を受けとりました。 県でも特産のす

徳島県のすだちを用いた純国産品で、

だちをアピールしていますし、徳島県を代表するマス

市場にあまり出回っていない貴重なもの。

コットもすだちがモチーフの「 すだちくん」ですから、
と思います。

技術情報やフロントラインでご紹介しました池田薬草は
エキス抽出技術と高度な粉末化技術を保有しています。

ました。 アスティ徳島アリーナで開 催された授 賞式

Sudachinの開発は、県としても喜ばしいことだった

池田薬草の
Present 「 すだちエッセンシャルオイル」を
3 名様にプレゼント

酸味のあるさわやかなすだちの香りで癒されます。
緑豊かな自然環境に恵まれた池田薬草

お部屋やお風呂での芳香浴や、名刺に香りをつけてお楽しみください。

―これまで仕事のなかで大事にしてきたことは、何で

すか。 また、それを池田薬草で、どう生かしていきま

住所・氏名・電話番号・会社名と『 拓人 』へのご意見・ご感想に、
「 2019夏号プレゼント希望 」とお書き添えください。

すか。
鍵政

（ 応募いただいた個人情報は、プレゼントのお届け目的以外に使用することはありません。）

締切

大事にしてきたことは、
「 人とのつながりを大切

に、人が会社の未来をつくりだす」です。 池田薬草は
社 員が 30 名弱の中小企業ですから、一人ひとりの能

力が会社経営に与える影響が大きい。 一人ひとりの意

2019 年 8月19日 必着

当選者発表はお届けをもって代えさせていただきます。

《 プレゼント応募、ご意見ご感想はこちらまで 》
効率的にエキスを高濃度に濃縮できる濃縮装置

見を大切に、またその意見に対してしっかりと向き合

〒6 01- 8391 京都市南区吉祥院大河原町 5
e -mail：d-kouhou@dk s-web.co.jp

第一工業製薬（株）
『 拓人 』係

Fax. 075 -323 -5976

えるようにしていきたいと考えています。 その意見に

表紙は語る

真摯に向き合うことで、会社の未 来が決まってくるも

のと考えています。

編 集 後記

―今後の意気込みをお聞かせください。
鍵政

安定生産を基盤として、生産能力の向上、より

働きやすい職場環 境の整 備に取り組み、DK Sへの寄

表紙の写真は「 すだち」です。

ライフサイエンス事業に本格的に参入します。
化成品ラインの噴霧乾燥機

与、そして、地域のさらなる活性化も図っていきます。

2018年に2社が仲間入りしました。春号でご紹介

したバイオコクーン研究所のカイコ冬虫夏草は、新

設した株主優待制度の優待品としました。今号では

GMP認証工場として医薬品GMPに則った製造・品

質管理が強みの池田薬草をご紹介しています。エキ

ス抽出技術と高度な粉末化技術を保有。また、す

だちの果皮に含まれるスダチチンという成分に体重
増加抑制効果があることが見出され、その成分が含

医薬品・食品ラインの噴霧乾燥機

まれる製品「Sudachin®
」の製造・販売をしています。
ライフサイエンス事業の次期ステップとして、岡山

県吉備に用地と建物を購入しました。GMP認定の

取得を予定し、医薬品製剤やヘルスケア製品などの
製造も予定しています。

冬虫夏草のバイオコクーン研究所、抽出・粉末化

技術と「Sudachin®」の池田薬草、医薬品製剤の

鍵政 俊夫

吉備で、ライフサイエンス事業を加速します。
かぎまさ としお

池田薬草株式会社
取締役 製造管理部長
0883-72-5320
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表紙なにか分かりましたか?
す だ ち の マクロ の 世 界 で す。
こんな巨 大に見ることはない
ので別のなにかにも見えます。
すだちとカボスの簡単な見
分け方は大きさ。 すだちはゴ
ルフボールぐらいでカボスはテ
ニスボールぐらいです。
すだちは徳島県が全国生産
量の 98％以上も占めています。
収穫量の半分は搾汁され、搾
汁 粕が大 量に発 生することか
ら、徳島県は果 皮など搾汁粕
の利用方法の検討や、研究をされてきました。その結果、す
だちの果皮に含まれるスダチチンという成分に動物実験で体
重増加抑制効果があることを見出されたとのこと。
池 田 薬 草 は スダ チ チン 含 有 の スダ チ 果 皮 エ キス 末
「 SudachinR」や、すだちのエキスを抽出した「 すだちエッセ
ンシャルオイル」などを製造・販売しています。

「 徳島県頑張る中小企業大賞 」を受賞
左から三浦、飯泉知事、敷島
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● 編集・発行
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