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組織変更および人事異動について 

 

 

当社は、品質とサービスを従前にも増して向上を図るため、組織名称の一部変更および人事異動を

実施することにいたしましたので、ご案内いたします。 

 

 

Ⅰ．実施日  2013年 1月 4日（金） 

 

Ⅱ．組織変更 

  生産本部富山工場の固形剤包装グループを包装ライン一グループと包装ライン二グループに分割し

管理体制を強化いたします。 

 

Ⅲ．組織名称変更 

 １．営業本部 

支店名 新組織名 現組織名 

東海エリア営業グループ 営業第一グループ 
東海北陸支店 

北陸エリア営業グループ 営業第二グループ 

京都エリア営業グループ 営業第一グループ 
大阪支店 

大阪エリア営業グループ 営業第二グループ 

西九州エリア営業グループ 営業第一グループ 
福岡支店 

東九州エリア営業グループ 営業第二グループ 

 

 ２．生産本部 

 （１）富山工場 

   新組織名 現組織名 

固形剤製造部 秤量・造粒グループ 生産第一部 製剤一グループ 

固形剤製造部 打錠・カプセルグループ 生産第一部 製剤二グループ 



固形剤製造部 検査グループ 生産第一部 製剤三グループ 

固形剤包装部 包装ライン一グループ 

       包装ライン二グループ 
生産第一部 製剤四グループ 

固形剤包装部 顆粒剤包装グループ 生産第二部 製造グループ 

品質管理部  製剤試験グループ 品質管理部 品質管理一グループ 

品質管理部  原料・安定性試験グループ 品質管理部 品質管理二グループ 

 

 （２）愛知工場 

   新組織名 現組織名 

注射剤製造部 注射剤製造グループ 製造部 製剤一グループ 

注射剤製造部 注射剤包装グループ 製造部 製剤二グループ 

品質管理部 原料・製剤試験グループ 品質管理部 品質管理一グループ 

品質管理部 無菌・安定性試験グループ 品質管理部 品質管理二グループ 

 

 （３）埼玉工場 

   新組織名 現組織名 

液剤製造部 液剤製造グループ 製造部 製剤一グループ 

液剤製造部 液剤包装グループ 製造部 製剤二グループ 

品質管理部 原料・製剤試験グループ 品質管理部 品質管理一グループ 

品質管理部 無菌・微生物試験グループ 品質管理部 品質管理二グループ 

 

 （４）山形工場 

   新組織名 現組織名 

外用液剤製造部 外用液剤製造グループ 製造部 製造グループ 

 

Ⅳ．人事異動 

 １．委任型執行役員 

氏 名 新所属・役職 現所属・役職 

富樫 美津雄 

上席執行役員  

生産本部埼玉工場長  

兼生産業務部長  

上席執行役員  

開発・企画本部副本部長 

 

 

 

 

 



 ２．執行役員 

氏 名 新所属・役職 現所属・役職 

金井 達夫 

執行役員  

開発・企画本部副本部長  

兼製剤開発部長 

開発・企画本部製剤開発部長 

 

 ３．部長 

氏 名 新所属・役職 現所属・役職 

伊藤 正幸 
生産本部山形工場長  

兼外用液剤製造部長 

生産本部山形工場長  

兼製造部長 

原 豊 生産本部富山工場固形剤製造部長 
生産本部富山工場生産第一部長  

兼生産第二部長 

村井 宏之 生産本部富山工場固形剤包装部長 

生産本部埼玉工場長 

兼生産業務部長  

兼生産推進グループマネージャー 

中尾 武司 
生産本部富山工場品質管理部長  

兼原料・安定性試験グループマネージャー 

生産本部富山工場品質管理部長  

兼品質管理二グループマネージャー 

松岡 泰三 生産本部愛知工場注射剤製造部長 生産本部愛知工場製造部長 

冨樫 弘喜 

生産本部埼玉工場液剤製造部長  

兼液剤包装グループマネージャー 

兼生産業務部生産推進グループマネージャー

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 

広崎 康信 生産本部富山工場固形剤製造部担当部長 生産本部富山工場生産第一部担当部長 

 

 ４．マネージャー 

氏 名 新所属・役職 現所属・役職 

下村 毅 
営業本部東海北陸支店 

東海エリア営業グループマネージャー 

営業本部東海北陸支店 

営業第一グループマネージャー 

中垣 公彦 
営業本部東海北陸支店 

北陸エリア営業グループマネージャー 

営業本部東海北陸支店 

営業第二グループマネージャー 

吉岡 大二郎 
営業本部大阪支店 

京都エリア営業グループマネージャー 

営業本部大阪支店 

営業第一グループマネージャー 

土井 敏裕 
営業本部大阪支店 

大阪エリア営業グループマネージャー 

営業本部大阪支店 

営業第二グループマネージャー 

楠田 康順 
営業本部福岡支店 

西九州エリア営業グループマネージャー 

営業本部福岡支店 

営業第一グループマネージャー 

大谷 直 
営業本部福岡支店 

東九州エリア営業グループマネージャー 

営業本部福岡支店 

営業第二グループマネージャー 

中田 敏則 
生産本部富山工場固形剤製造部 

秤量・造粒グループマネージャー 

生産本部富山工場生産第一部 

製剤一グループマネージャー 

蜷川 巨人 
生産本部富山工場固形剤製造部 

打錠・カプセルグループマネージャー 

生産本部富山工場生産第一部 

製剤二グループマネージャー 

若林 哲朗 
生産本部富山工場固形剤製造部 

検査グループマネージャー 

生産本部富山工場生産第一部 

製剤三グループマネージャー 



室岡 忠 
生産本部富山工場固形剤包装部 

包装ライン一グループマネージャー 

生産本部富山工場生産第一部 

製剤四グループマネージャー 

川原 宏 
生産本部富山工場固形剤包装部 

包装ライン二グループマネージャー 

生産本部富山工場生産業務部 

生産業務グループマネージャー 

石川 広泰 
生産本部富山工場固形剤包装部 

顆粒剤包装グループマネージャー 

生産本部富山工場生産第二部 

製造グループマネージャー 

村上 寛 
生産本部富山工場生産業務部 

生産業務グループマネージャー 

生産本部富山工場生産業務部 

生産業務グループ施設管理チームリーダー

土肥 知子 
生産本部富山工場品質管理部 

製剤試験グループマネージャー 

生産本部富山工場品質管理部 

品質管理一グループマネージャー 

森下 裕幸 
生産本部愛知工場注射剤製造部 

注射剤製造グループマネージャー 

生産本部愛知工場製造部 

製剤一グループマネージャー 

吉田 昌章 
生産本部愛知工場注射剤製造部 

注射剤包装グループマネージャー 

生産本部愛知工場製造部 

製剤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 

原料・製剤試験グループマネージャー 

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 

渡邉 英孝 
生産本部愛知工場品質管理部 

無菌・安定性試験グループマネージャー 

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 

穴田 武司 
生産本部埼玉工場液剤製造部 

液剤製造グループマネージャー 

生産本部埼玉工場製造部 

製剤一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 

原料・製剤試験グループマネージャー 

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 

高畑 友美子 
生産本部埼玉工場品質管理部 

無菌・微生物試験グループマネージャー 

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 

鯨井 和美 
生産本部山形工場外用液剤製造部 

外用液剤製造グループマネージャー 

生産本部山形工場製造部 

製造グループマネージャー 

大竹 博之 
生産本部山形工場外用液剤製造部 

生産業務グループマネージャー 

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 

永井 克昌 
生産本部富山工場固形剤包装部 

顆粒剤包装グループ担当マネージャー 

生産本部富山工場生産第二部 

製造グループ担当マネージャー 

 

                                                  

                                     以 上 


