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当社と連結子会社の組織変更・人事異動に関するお知らせ 

当社グループは第 5次中期経営計画（Honeycomb 2012）に基づき、創造・企業力・成長・躍進・
融合・超品質の 6 つの目標達成をめざして企業活動を展開しておりますが、その一環といたしまして
次のとおり組織変更及び人事異動を実施することにいたしましたのでご案内いたします。 

記 
  
1．実施日 2010年 12月 1日（水） 
 
2．組織変更（組織図をご参照下さい） 

（1）企画本部 
企画本部を新設し、国際企画部と開発企画部による国内外一体化した企画推進強化を図ります。 

 
（2）営業本部 

これまで富山本社に設置していた学術部お客様サポートグループの東京駐在を設置すること

でステークホルダーからのお問い合わせ対応など営業サポート体制の充実を図ります。 
 
（3）生産本部 

流通安定推進本部を廃止し、委受託推進部・購買部を生産本部に移管することで生産業務の

連携強化を図ります。 
 
（4）開発本部 

高分子医薬開発準備室を高分子医薬開発部とし、バイオ後続品の開発推進強化を図ります。 
 
（5）管理本部 

財務部に IFRS（国際財務報告基準）担当を配置し、会計基準に柔軟に対応できる体制整備を
図ります。また、総務部総務人事グループを総務グループと人事グループに分け、対応力強化

を図ります。 
 
 
 

 
 



3. 人事異動（2010年 12月 1日） 

【日医工株式会社】 
（1）役員 

氏名 新所属・役職 現所属・役職 

河上 大山 常務取締役 社長室担当 常務取締役 流通安定推進本部長 

町田 英一 常務取締役 東京駐在 常務取締役 社長室担当 

瓜生 直樹 取締役 開発本部担当 取締役 開発本部長 
兼 高分子医薬開発準備室長 

    
（2）執行役員 

氏名 新所属・役職 現所属・役職 

富樫 美津雄 上席執行役員 開発本部長 兼 開発センター長 
執行役員 開発本部副本部長  

兼 開発センター長 

吉川 隆弘 上席執行役員 企画本部長 執行役員 流通安定推進本部副本部長 

石瀬 徹 執行役員 生産本部副本部長 
兼 GMP推進部長 

執行役員 生産本部副本部長 
兼 品質管理部長 兼 GMP推進部長 

川岸 浩 執行役員 生産本部滑川工場長  
兼 生産第一部長 生産本部滑川工場長 兼 生産第一部長 

平田 晴彦 執行役員 企画本部副本部長  
兼 国際企画部長 

執行役員 流通安定推進本部副本部長 
兼 国際企画部長 

 
（3）部長職  

氏名 新所属・役職 現所属・役職 

平田 孝則 営業本部 マーケティング部長 営業本部 福岡支店長 

金城 盛光 営業本部 福岡支店長 営業本部 福岡支店 
特約店営業グループマネージャー 

熊本 一夫 開発本部 高分子医薬開発部長 開発本部 高分子医薬開発準備室担当部長 
兼 臨床試験部臨床試験一グループマネージャー

坂 孝男 生産本部 滑川工場品質管理部長 
兼 品質管理二グループマネージャー 

生産本部 GMP推進部 
GMP推進グループマネージャー 

松岡 泰三 生産本部 委受託推進部長 流通安定推進本部 委受託推進部長 

中村 年之 生産本部 購買部長 流通安定推進本部 購買部長 

角崎 哲夫 企画本部 開発企画部長 開発本部 開発企画部長 

平塚 博邦 企画本部 国際企画部担当部長 流通安定推進本部 国際企画部担当部長 

村椿 亮一 内部監査室長 内部監査室参事 

 
 



（4）マネージャー職  
氏名 新所属・役職 現所属・役職 

宗山 嘉道 営業本部 マーケティング部 
営業企画グループマネージャー 

営業本部 マーケティング部 
製品戦略グループマネージャー 

井黒 ひとみ 営業本部 マーケティング部 
製品戦略グループマネージャー 

営業本部 マーケティング部 
製品戦略グループリーダー 

大谷 直 営業本部 福岡支店 
特約店営業グループマネージャー 

営業本部 福岡支店 
病院営業グループ第一チームリーダー 

中野 雅一 営業本部 福岡支店 
病院営業グループマネージャー 

営業本部 マーケティング部 
営業企画グループマネージャー 

宮本 鉄雄 開発本部 臨床試験部 
臨床試験一グループマネージャー 

開発本部 臨床試験部 
臨床試験一グループリーダー 

室岡 忠 生産本部 滑川工場生産第一部 
製剤一グループマネージャー 

生産本部 GMP推進部 
GMP推進グループ担当マネージャー 

石川 広泰 生産本部 滑川工場生産第一部 
製剤二グループマネージャー 

生産本部 滑川工場生産第一部 
製剤二グループリーダー 

菅田 信次 生産本部 委受託推進部 
委受託推進グループマネージャー 

流通安定推進本部 委受託推進部 
委受託推進グループマネージャー 

杉山 博明 生産本部 委受託推進部 
委受託推進グループ担当マネージャー 

流通安定推進本部 委受託推進部 
委受託推進グループ担当マネージャー 

堀田 幹男 生産本部 購買部  
購買グループマネージャー 

流通安定推進本部 購買部 
購買グループマネージャー 

田村 昇 企画本部 開発企画部 
開発企画グループマネージャー 

開発本部 開発企画部 
開発企画グループマネージャー 

永江 圭司 企画本部 開発企画部 
原薬開発グループマネージャー 兼 リーダー 

開発本部 開発企画部 
原薬開発グループマネージャー 兼 リーダー 

高山 憲一 企画本部  
国際企画部マネージャー 兼 法務担当 

流通安定推進本部  
国際企画部マネージャー 兼 法務担当 

杉林 茂 内部監査室マネージャー 内部監査室リーダー 

人見 博哉 管理本部 財務部 
関連会社管理グループ担当マネージャー 

日医工ファーマ（株） 管理業務部 
担当マネージャー 

山本 博光 管理本部 情報システム部 
情報システムグループ担当マネージャー 

管理本部 情報システム部 
情報システムグループリーダー 

小原 俊昭 管理本部 総務部 
総務グループマネージャー 

管理本部 総務部 
総務人事グループマネージャー 

岩田 直之 管理本部 総務部 
総務グループ担当マネージャー 

管理本部 総務部 
総務人事グループ担当マネージャー 

前川 直明 
管理本部 総務部 

人事グループマネージャー 
兼 日医工ファーマ出向 

管理本部 総務部 
総務人事グループ担当マネージャー 

 



【日医工ファーマ株式会社】 

氏名 新所属・役職 現所属・役職 

村井 宏之 日医工ファーマ（株） 執行役員 埼玉工場長 日医工ファーマ（株） 埼玉工場 製造部長 

富樫 弘喜 日医工ファーマ（株） 埼玉工場 製造部長 日医工（株） 生産本部 
滑川工場製剤二グループマネージャー 

 
以上 



組織図（2010年 12月 1日） 
 

 


