田辺三菱製薬株式会社
導入事例

ID連携により文書アクセス権を自動更新
組織変更に伴う手作業をなくし利便性やセキュリティの向上へ
田辺三菱製薬株式会社は「ASTERIA WARP」で全社統合文書管理システムと人事マス
ターとのID連携を実現。これまで手作業で行っていた人事異動の際の「文書アクセス権の変
更作業」が不要になったばかりか、異動直後でも新組織の文書閲覧が可能になるなど利便
性が向上した。また退職者のID削除も、即時に実施され、セキュリティ対策面も強化された。
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検討すべき課題はまだ山積みです」
（小林氏）。
田 辺 三 菱 製 薬 は 今 後、ASTERIA WARP

を国内外のさまざまな課題解決に活用・展開

することで、同社ICTのさらなる発展を図る。
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