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組織変更および人事異動について 

 

Ⅰ．組織変更 

  日医工株式会社と日医工ファーマ株式会社の6月1日統合および中期経営計画推進を目的として関

連部署を含めた組織変更を実施する。 

 １．生産本部 

  生産本部に滑川工場、愛知工場、埼玉工場、山形工場、生産企画部、購買部を置く。 

 （１）滑川工場 

   ① 生産第一部、生産第二部、生産業務部、品質管理部、GMP 推進部を置く。 

   ② 中期経営計画 Pyramid に基づく生産数量増大に対応するため、生産第一部の製剤 2 グルー

プ（打錠、カプセル充填、コーティング、外観検査）と 3 グループ（包装）を 2 グループ（打

錠、カプセル充填、コーティング）、3 グループ（外観検査、バラ包装）と 4 グループ（PTP

包装）に改組し効率化と指示命令のスピード化を図る。 

 （２）愛知工場 

   ① 製造部、生産業務部、品質管理部、GMP 推進部を置く。 

   ② 生産業務部の新設 

     業務の効率化と指示命令のスピード化を図るため工場全般を管理する生産業務部を新設し、

製造部内に配置している業務グループ及び、生産管理グループを生産業務グループ及び、生産

推進グループに改称して置く。 

   ③ 新たに自社製造を始める凍結乾燥製剤に対応し、且つ指示命令のスピード化を図るため、製

造部製剤グループを改組し製剤１グループ（秤量から製剤）と製剤２グループ（検査包装）を

置く。 

   ④ GMP 推進部の効率化を図るため、GMP 推進グループと薬事グループを統合し、GMP 推進

グループを置く。 

   ⑤ 日医工統合により製造部生産技術グループを廃止し、業務の一部を開発企画本部製剤技術部

に移管する。 

 （３）埼玉工場 

   ① 製造部、生産業務部、品質管理部、GMP 推進部を置く。 

   ② 生産業務部の新設 

     業務の効率化と指示命令のスピード化を図るため工場全般を管理する生産業務部を新設し、



製造部内に配置している業務グループ及び、生産管理グループを生産業務グループ及び、生産

推進グループに改称して置く。 

   ③ GMP 推進部の効率化を図るため、GMP 推進グループと薬事グループを統合し、GMP 推進

グループを置く。 

   ④ 日医工統合により製造部生産技術グループを廃止し、業務の一部を開発企画本部製剤技術部

に移管する。 

 （４）山形工場 

   ① 製造部、品質管理部を置く。 

   ② 業務の効率化を図るため、製造部の生産管理グループと業務グループを統合し、生産業務グ

ループを置く。 

 （５）生産企画部 

    日医工統合及び中期経営計画 Pyramid を効率的かつ迅速に推進するため、新たに委受託推進グ

ループを置く。 

 （６）購買部 

    日医工統合及び中期経営計画 Pyramid による資材発注・改版業務の増大化・一元化に対応し、

効率化、スピードアップを図るため、新たに資材グループを置く。 

２．開発企画本部 

 （１）製剤開発部 

口腔内崩壊錠開発強化を目的に製剤開発第三グループを製剤開発 OD グループに変更する。 

３．信頼性保証本部 

   信頼性保証本部に医薬情報部、品質保証部、安全管理部、信頼性監査室を置く     

 （１）品質保証部 

   ① 品質保証部に品質マネジメント部を統合のうえ、安全管理業務と薬事監査業務を独立した

部・室とする。 

   ② 日医工生産拠点で製造される製品の品質保証を担う品質保証グループと日医工以外の工場で

製造される製品･原薬の品質保証を担う対外品質保証グループを置く。 

  （２）安全管理部 

    安全管理業務強化を目的として、市販後安全情報を管理する安全管理グループと適正使用情報

をタイムリーに提供する適正情報グループを置く。 

 （３）信頼性監査室 

    従来の GCP 監査に加えて、試行してきた GQP ならびに GVP もあわせて監査する信頼性監査

室を置く。    

 

記 
 
 
 

（１）委任型執行役員 

氏名 新所属・役職 現所属・役職 

石瀬 徹 常務執行役員 信頼性保証本部長 常務執行役員 生産本部長 

長野 信幸 常務執行役員 生産本部長 生産本部生産企画部長 

小林 宏希 上席執行役員 生産本部愛知工場長 常務執行役員 信頼性保証本部長 



 

（２）執行役員 

氏名 新所属・役職 現所属・役職 

島崎 博 
執行役員 信頼性保証本部副本部長 

兼 信頼性監査室長 

執行役員 信頼性保証本部副本部長 

兼 医薬情報部長 

森 博樹 執行役員 信頼性保証本部医薬情報部長 
日医工ファーマ（株）取締役 

信頼性保証担当兼部長 

川岸 浩 執行役員 生産本部滑川工場長 理事 生産本部滑川工場長 

 

（３）部長職 人事異動 

氏 名 新所属・役職 現所属・役職 

酒井 和彦 営業本部東京第一支店営業学術担当部長 

日医工ファーマ（株）山形工場 

品質管理部長 

兼 ＧＭＰ推進・薬事グループマネージャー 

旗手 英文 営業本部特販部担当部長 営業本部保険薬局部担当部長 

金井 達夫 

開発・企画本部 

製剤開発部長  

兼 製剤開発ＯＤグループマネージャー 

開発・企画本部製剤開発部長 

石瀬 早世子 開発・企画本部製剤試験部長 
開発・企画本部 

製剤試験部製剤試験一グループマネージャー 

松浦 正明 信頼性保証本部安全管理部長 

信頼性保証本部 

品質保証部安全管理グループ担当部長 

（日医工ファーマ（株）より出向） 

大内 将斗 信頼性保証本部品質保証部長 信頼性保証本部品質マネジメント部長 

坂 孝男 生産本部滑川工場ＧＭＰ推進部長 

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 

（日医工ファーマ（株）より出向） 

中尾 武司 

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 

開発・企画本部製剤試験部長 

芳賀 基浩 

生産本部愛知工場 

生産業務部長 

兼 生産推進グループマネージャー 

日医工ファーマ（株）愛知工場 

製造部生産管理グループマネージャー 

松岡 泰三 生産本部愛知工場製造部長 日医工ファーマ（株）愛知工場製造部長 

秋松 範行 生産本部愛知工場品質管理部長 日医工ファーマ（株）愛知工場品質管理部長 

田村 智昭 生産本部愛知工場ＧＭＰ推進部長 日医工ファーマ（株）愛知工場ＧＭＰ推進部長 

伊藤 正幸 生産本部山形工場長 兼 製造部長 日医工ファーマ（株）執行役員 山形工場長 

三上 了三 

生産本部山形工場 

品質管理部長 

兼 GMP 推進・薬事グループマネージャー 

日医工ファーマ（株）埼玉工場品質管理部長 

村井 宏之 生産本部埼玉工場長兼生産業務部長 日医工ファーマ（株）埼玉工場長 



川腰 利之 生産本部埼玉工場品質管理部長 生産本部ＧＭＰ推進部長 

野口 幸広 生産本部埼玉工場 GMP 推進部長 日医工ファーマ（株）埼玉工場 GMP 推進部長 

冨樫 弘喜 
生産本部埼玉工場 

製造部長 兼 製剤二グループマネージャー 
日医工ファーマ（株）埼玉工場製造部長 

小川 尚久 生産本部生産企画部長 
生産本部滑川工場 

生産業務部生産推進グループマネージャー 

荒川 誉一 管理本部総務部人事グループ担当部長 日医工ファーマ（株）管理業務部マネージャー 

 

（４）マネージャー職 人事異動 

氏名 新所属・役職 現所属・役職 

北尾 太一 

営業本部 

プロダクトマネージャー長期収載品担当 

兼 マーケティング部営業企画グループ担当マネ

ージャー 

営業本部 

プロダクトマネージャー長期収載品担当 

加島 玄 
開発・企画本部 

製剤試験部製剤試験一グループマネージャー 

開発・企画本部 

製剤開発部製剤開発三グループマネージャー 

千種 康恵 
信頼性保証本部 

安全管理部安全管理グループマネージャー 

日医工ファーマ（株） 

信頼性保証部安全管理グループマネージャー 

大渕 智恵子 
信頼性保証本部 

品質保証部適正情報グループマネージャー 

信頼性保証本部 

品質保証部安全管理グループリーダー 

青柳 勝吉 
信頼性保証本部 

品質保証部品質保証グループマネージャー 

日医工ファーマ（株） 

信頼性保証部品質保証グループマネージャー 

酒井 正幸 
信頼性保証本部 

品質保証部対外品質保証グループマネージャー 

信頼性保証本部 

品質マネジメント部品質マネジメントグループ

マネージャー 

亀島 康之 
生産本部滑川工場 

ＧＭＰ推進部ＧＭＰ推進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 

織部 博章 
生産本部滑川工場 

生産業務部生産推進グループマネージャー 

生産本部滑川工場 

生産業務部生産推進グループ担当マネージャー 

中田 敏則 
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 

生産本部滑川工場 

生産第一部製剤三グループマネージャー 

蜷川 巨人 
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 

生産第一部製剤一グループリーダー 

若林 哲朗 
生産本部滑川工場 

生産第一部製剤三グループマネージャー 

生産本部滑川工場 

生産第一部製剤三グループリーダー 

室岡 忠 
生産本部滑川工場 

生産第一部製剤四グループマネージャー 

生産本部滑川工場 

生産第一部製剤一グループマネージャー 

石川 広泰 
生産本部滑川工場 

生産第二部製造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マネージャー 

永井 克昌 
生産本部滑川工場 

生産第二部製造グループ担当マネージャー 

生産本部滑川工場 

生産第二部製造グループマネージャー 

 



大竹 博之 
生産本部山形工場 

製造部生産業務グループマネージャー 

日医工ファーマ（株）山形工場 

製造部業務グループリーダー 

鯨井 和美 
生産本部山形工場 

製造部製造グループマネージャー 

日医工ファーマ（株）埼玉工場 

製造部製剤一グループマネ－ジャー 

多田 欣央 
生産本部山形工場 

品質管理部品質管理グループマネージャー 

日医工ファーマ（株）山形工場 

品質管理部品質管理グループマネージャー 

杉岡 早千夫 
生産本部愛知工場 

GMP 推進部 GMP 推進グループマネージャー 

日医工ファーマ（株）愛知工場 

GMP 推進部 GMP 推進グループマネージャー 

森下 裕幸 
生産本部愛知工場 

製造部製剤一グループマネージャー 

日医工ファーマ（株）愛知工場 

製造部生産技術グループマネージャー 

吉田 昌章 
生産本部愛知工場 

製造部製剤二グループマネージャー 

日医工ファーマ（株）愛知工場 

製造部製剤グループマネージャー 

渡邉 英孝 
生産本部愛知工場 

品質管理部品質管理二グループマネージャー 

日医工ファーマ（株）愛知工場 

品質管理部品質管理二グループマネージャー 

鈴木 成樹 
生産本部愛知工場 

品質管理部品質管理一グループマネージャー 

日医工ファーマ（株）愛知工場 

品質管理部品質管理一グループマネージャー 

川崎 安重 
生産本部埼玉工場 

ＧＭＰ推進部ＧＭＰ推進グループマネージャー 

日医工ファーマ（株）埼玉工場 

GMP 推進部 GMP 推進グループマネージャー 

河部 公映 

生産本部埼玉工場 

ＧＭＰ推進部ＧＭＰ推進グループ担当マネージャ

ー 

日医工ファーマ（株）埼玉工場 

ＧＭＰ推進部ＧＭＰ推進グループマネージャー 

穴田 武司 
生産本部埼玉工場 

製造部製剤一グループマネージャー 

日医工ファーマ（株）埼玉工場 

製造部製剤一グループリーダー 

牛込 雅彦 
生産本部埼玉工場 

生産業務部生産業務グループマネージャー 

日医工ファーマ（株）埼玉工場 

製造部業務グループマネージャー 

山田 慶輔 
生産本部埼玉工場 

生産業務部生産推進グループマネージャー 

日医工ファーマ（株）埼玉工場 

製造生産管理グループマネージャー 

千葉 寛之 
生産本部埼玉工場 

品質管理部品質管理一グループマネージャー 

日医工ファーマ（株）埼玉工場 

品質管理部品質管理一グループマネージャー 

高畑 友美子 
生産本部埼玉工場 

品質管理部品質管理二グループマネージャー 

日医工ファーマ（株）埼玉工場 

品質管理部品質管理二グループマネージャー 

並川 宏英 生産本部購買部資材グループマネージャー 生産本部購買部購買グループ担当マネージャー 

菅田 信次 
生産本部 

生産企画部委受託グループマネージャー 

生産本部 

生産企画部生産企画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マネージャー 

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 

 
 
 

                                                                  

                                     以上 


