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当社と連結子会社の組織変更および人事異動について 

 

   当社グループは新年度における新しい体制と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 2011年 12月１日（木） 
 

２．組織変更 

  本部長を補佐する副本部長をすべての本部に任命し、本部長を補佐し、指示命令の徹底と迅速性を

強化する。 

（１） 営業本部 

① 市場開発部を広域推進部に改組 
グループ病院・チェーン調剤に対する営業強化を目的に増員し、広域推進部に改組する。 

② 東京第一支店・東京第二支店の開設 
首都圏営業力強化を目的に東京支店を東京第一支店と東京第二支店の2支店体制にする。 

③ 支店体制について 
ア．首都圏・名阪（東京第一・東京第二・東海北陸・大阪）は病院担当ＭＲを増員し、ＤＰ

Ｃ対策を拡大する。 

     イ．札幌・関東・広島・福岡支店は支店長、ＭＧＲの下，ＴＬＤＲが指揮するチーム内に病

院担当ＭＲを配して、特約店担当ＭＲとの相互協力によるエリア内戦略展開のスピード

アップを図る。 

 

（２） 開発・企画本部 

① 開発本部に企画本部を統合 
製品開発や海外業務展開における企画基盤の強化が実現したことから、更に企画と開発の連

携迅速化を狙いに、企画本部を開発本部に統合する。 

② 製剤技術部を新設 
製剤設計・工業化検討を新規開発・既存品改良いずれも、開発・企画本部で首尾一貫対応す

るために、生産本部生産技術部を開発・企画本部に新設する製剤技術部に移行する。 

③ 開発センター廃止 
開発本部をハニカム棟に移転したことから、開発センターを廃止する。 

 



（３） 生産本部 

委受託推進部を「生産全般に関する企画・管理」ならびに「生産重要プロジェクトの調査・企

画・管理」を行い、日医工グループ全体の製品流通の安定化と生産効率促進を図る観点から生

産企画部に改組する。 

（４） 管理本部 

基幹系システムの更新・運用管理に重点をおいた体制に加え、情報系システムの戦略的な活用

を企画推進するシステム企画グループを新設する。 

 
 

３．人事異動（2011年 12月 1日付） 

 【日医工株式会社】 

（１）役員 

氏名 新所属・役職 現所属・役職 

浦山 秀好 
取締役専務執行役員 生産本部担当 

          兼滑川事業所担当
取締役専務執行役員 生産本部長 

赤根 賢治 
取締役専務執行役員 経営全般担当 

兼内部監査担当 
取締役常務執行役員 管理本部長 

 

 

（2）委任型執行役員 

氏名 新所属・役職 現所属・役職 

吉川 隆弘 常務執行役員 開発・企画本部長 常務執行役員 企画本部長 

稲坂  登 常務執行役員 管理本部長 兼財務部長 上席執行役員 管理本部財務部長 

石瀬  徹 常務執行役員 生産本部長 執行役員 生産副本部長 

富樫 美津雄 上席執行役員 開発・企画本部副本部長 常務執行役員 開発本部長 

 

 

（3）執行役員・理事 

氏名 新所属・役職 現所属・役職 

金澤 徹 執行役員 営業本部副本部長 執行役員 営業本部営業推進統括部長 

高石 正俊 執行役員 生産本部副本部長 
日医工ファーマ株式会社 執行役員  

愛知工場長 （出向） 



柿本 成道 
執行役員 

管理本部副本部長兼総務部長 
執行役員 管理本部総務部長 

宮川 良三 理事 営業本部東京第一支店長 執行役員 営業本部営業企画統括部長 

川岸 浩 理事 生産本部滑川工場長 
執行役員 生産本部滑川工場長 

兼生産第一部長 

平田 晴彦 理事 開発・企画本部国際企画部長 
執行役員 企画本部副本部長 

 兼国際企画部長 

 

 

（4）顧問 

氏名 新所属・役職 現所属・役職 

飯野 輝夫 顧問 内部監査グループ 
日医工ファーマ株式会社 執行役員 

山形工場長 

 

 

（5）部長・支店長職 

氏名 新所属・役職 現所属・役職 

焼田 正幸 営業本部営業企画統括部長 営業本部東京支店長 

竹内 重広 営業本部営業推進統括部長 営業本部関東支店長 

水無 克人 営業本部流通推進部長 営業本部東海北陸支店長 

五十嵐 俊博 
営業本部流通推進部 

特約店担当部長 
営業本部札幌支店長 

内海 滋 営業本部広域推進部長 営業本部市場開発部長 

旗手 英文 
営業本部広域推進部 

保険薬局グループ担当部長 
営業本部広島支店長 

内山 修 営業本部特販部特販グループ担当部長 
営業本部特販部 

特販グループマネージャー 

吉野 泰山 営業本部学術部長 
営業本部学術部 

学術グループ担当マネージャー 



歌 典 営業本部札幌支店長 
営業本部札幌支店 

病院営業グループマネージャー 

藤 浩之 営業本部東京第二支店長 
営業本部流通推進部長 

兼特約店担当 

浜田 正和 営業本部関東支店長 
営業本部関東支店 

病院営業グループマネージャー 

坪田 淳一 営業本部東海北陸支店長 
営業本部東海北陸支店 

特約店営業第一グループマネージャー 

高野 広幸 営業本部広島支店長 
営業本部広島支店 

病院営業グループマネージャー 

金井 達夫 開発・企画本部製剤開発部長 
開発本部製剤開発部長 

兼製剤開発二グループマネージャー 

角崎 哲夫 開発・企画本部製剤技術部長 開発本部副本部長 企画担当 

中尾 武司 開発・企画本部製剤試験部長 
開発本部製剤試験部長 

兼製剤試験二グループマネージャー 

平塚 博邦 開発・企画本部国際企画部担当部長 企画本部国際企画部担当部長 

平山 健 開発・企画本部開発企画部長 企画本部開発企画部長 

原 豊 生産本部生産第一部長 生産本部生産技術部長 

水落 弘一郎 生産本部滑川工場生産第二部長 

日医工ファーマ株式会社 愛知工場 

製造部長兼業務グループマネージャー 

（出向） 

庄谷 啓史 生産本部滑川工場生産業務部長 
生産本部滑川工場生産第二部長 

兼製造グループマネージャー 

長野 信幸 生産本部生産企画部長 生産本部ＧＭＰ推進部長 

川腰 利之 生産本部ＧＭＰ推進部長 
生産本部生産技術部 

生産技術二グループマネージャー 

 

 

 

 



（6）マネージャー職 

氏名 新所属・役職 現所属・役職 

佐藤 正昭 
営業本部札幌支店 

営業グループマネージャー 

営業本部仙台支店特約店営業グループ 

第三チームリーダー 

高橋 信行 
営業本部仙台支店 

営業グループマネージャー 

営業本部仙台支店 

特約店営業グループマネージャー 

松野 洋峰 
営業本部関東支店 

営業グループマネージャー 

営業本部関東支店 

特約店営業グループマネージャー 

今堀 悦朗 
営業本部東京第一支店 

病院グループマネージャー 

営業本部東京支店 

特約店営業第二グループマネージャー 

神保 貴臣 
営業本部東京第一支店 

営業グループマネージャー 

営業本部東京支店 

特約店営業第一グループマネージャー 

松平 哲也 
営業本部東京第二支店 

病院グループマネージャー 

営業本部関東支店特約店営業グループ 

第二チームリーダー 

谷井 啓介 
営業本部東京第二支店 

営業グループマネージャー 

営業本部大阪支店特約店営業 

第二グループ第二チームリーダー 

橋本 庄蔵 
営業本部東海北陸支店 

病院グループマネージャー 

営業本部東海北陸支店 

病院営業グループマネージャー 

下村 毅 
営業本部東海北陸支店 

営業第一グループマネージャー 

営業本部広島支店 

特約店営業グループマネージャー 

鈴木 一也 

営業本部東海北陸支店 

営業第一グループ 

第三チーム担当マネージャー 

営業本部東海北陸支店 

特約店営業第一グループ 

第三チーム担当マネージャー 

中垣 公彦 
営業本部東海北陸支店 

営業第二グループマネージャー 

営業本部東海北陸支店 

特約店営業第二グループマネージャー 

三原 修 
営業本部大阪支店 

病院グループマネージャー 

営業本部大阪支店 

病院営業グループマネージャー 

中川 孝信 
営業本部大阪支店 

営業第一グループマネージャー 

営業本部大阪支店特約店営業第一グル

ープマネージャー 

邑本 哲文 
営業本部大阪支店 

営業第二グループマネージャー 

営業本部大阪支店 

特約店営業第二グループマネージャー 

磯田 誠司 
営業本部大阪支店 

流通担当マネージャー 

営業本部大阪支店 

特約店営業第一グループ 

流通担当マネージャー 



久々湊 弘純 
営業本部広島支店 

営業グループマネージャー 

営業本部広島支店 

病院営業グループ第一チーム 

八木 伸治 
営業本部広島支店 

流通担当マネージャー 

営業本部広島支店特約店営業グループ 

流通担当マネージャー 

大谷 直 
営業本部福岡支店 

営業グループマネージャー 

営業本部福岡支店 

特約店営業グループマネージャー 

若林 宗義 
営業本部広域推進部 

ＤＰＣ広域病院グループマネージャー 

営業本部東京支店 

病院営業グループマネージャー 

木本 達也 
営業本部広域推進部 

保険薬局グループマネージャー 

営業本部市場開発部 

保険薬局グループマネージャー 

浅井 隆史 
営業本部業務部 

業務グループ担当マネージャー 
営業本部業務部業務グループリーダー 

小杉 敦 
開発・企画本部製剤開発部 

製剤開発二グループマネージャー 

生産本部生産技術部 

生産技術一グループリーダー 

坂野 浩伺 
開発・企画本部製剤技術部 

製剤技術一グループマネージャー 

生産本部生産技術部 

生産技術一グループマネージャー 

立崎 稔章 
開発・企画本部製剤技術部 

製剤技術二グループマネージャー 

生産本部生産技術部 

生産技術一グループ担当マネージャー 

亀田 衛 
開発・企画本部製剤試験部 

製剤試験二グループマネージャー 

開発本部製剤試験部 

製剤試験三グループマネージャー 

加島 玄 
開発・企画本部製剤試験部 

製剤試験三グループマネージャー 

開発本部製剤試験部 

製剤試験三グループリーダー 

高山 憲一 

開発・企画本部国際企画部マネージャー

兼法務担当 

兼開発企画グループ担当マネージャー 

企画本部国際企画部マネージャー 

兼法務担当 

兼開発企画部開発企画グループ担当マ

ネージャー 

田村 昇 
開発・企画本部開発企画部 

開発企画グループマネージャー 

企画本部開発企画部 

開発企画グループマネージャー 

青城 優 
開発・企画本部開発企画部 

開発企画グループ担当マネージャー 

企画本部開発企画部 

開発企画グループ担当マネージャー 

永江 圭司 

開発・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 

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 

嘉藤 裕一 
開発・企画本部開発企画部 

知財管理グループマネージャー 

企画本部開発企画部 

知財管理グループマネージャー 



永井 克昌 
生産本部生産第二部 

製造グループマネージャー 

生産本部生産技術部 

生産技術二グループ担当マネージャー 

織部 博章 
生産本部生産業務部 

生産推進グループ担当マネージャー 
― 

菅田 信次 
生産本部生産企画部 

生産企画グループマネージャー 

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 

原山 洋 
生産本部生産企画部 

生産企画グループ担当マネージャー 

日医工ファーマ株式会社 埼玉工場 

製造部 製剤二グループマネージャー 

杉林 茂 内部監査グループマネージャー 内部監査室マネージャー 

上井 秀一 
管理本部財務部 

財務グループマネージャー 

管理本部財務部 

財務グループ担当マネージャー 

山本 博光 
管理本部情報システム部 

システム企画グループマネージャー 

管理本部情報システム部 

情報システムグループ 

担当マネージャー 

三枝 政清 

管理本部情報システム部 

システム管理推進グループマネージャ

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 

竹田 好秀 

日医工ファーマ株式会社 常務取締役

生産担当 

兼愛知工場長 

日医工ファーマ株式会社 

常務取締役 生産担当 

伊藤 正幸 

日医工ファーマ株式会社 執行役員 

山形工場長 兼製造部長 

兼製造グループ、生産管理グループ、 

業務グループマネージャー 

日医工ファーマ株式会社 山形工場 

製造部長  

兼製造グループ、生産管理グループ  

マネージャー 

松岡 泰三 
日医工ファーマ株式会社 愛知工場 

製造部長兼業務グループマネージャー 

日医工株式会社 生産本部 

委受託推進部長  

田苗 智史 

日医工株式会社 管理本部 

財務部関係会社グループ担当部長 

兼 日医工ファーマ株式会社 

富山本社 管理業務部長 

日医工株式会社 管理本部 

財務部関係会社グループ 担当部長 

冨樫 弘喜 

日医工ファーマ株式会社 埼玉工場 

製造部長 兼製剤二グループ、 

生産技術グループマネージャー 

日医工ファーマ株式会社 埼玉工場 

製造部長 

兼生産技術グループマネージャー 

 

以上 


