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組織変更および人事異動について 

 

 

 第 50 期のスタートにあたり、国内外の企業活動拡大に対応するため、組織変更および人事異動

を下記の通り実施いたしますことをご案内いたします。 

 

記 

 

Ⅰ．実施日  2013 年４月１日（月） 

 

Ⅱ．組織変更 

 １．経営企画室（新設） 

    国際事業および高度な法務・渉外事項に対して迅速に意思決定を行い展開を図るため、社長直轄

の組織を東京本社に新設し、組織内に専門部署を設置いたします。 

（１）東京本社に経営企画室を新設する。 

 （２）国際企画部を国際企画グループに、東京総務部を総務グループに改組し、経営企画室内に設置

する。 

 （３）タイ駐在員事務所を経営企画室内に新設する。 

 （４）法務グループ、渉外グループを経営企画室内に新設する。 

 

 ２．営業本部 

 （１）首都圏での営業力強化のためチームを増設 

  ① 東京第１支店営業グループ第５チーム新設 

    神奈川県の売上市場規模拡大に伴い4チーム制から５チーム制に変更（東京都3チーム、

神奈川県 2 チーム） 

② 東京第 2 支店病院グループ第 2 チーム新設 

  （千葉県 1 チーム、埼玉県 1 チーム） 

 

 ３．信頼性保証本部 

 （１）信頼性監査室の改組（信頼性監査チーム） 

    信頼性監査室を改組し医薬情報部薬制グループ内に薬制チームと２チーム制として設置 

  

 



 

Ⅲ．役員異動 

氏名 新部門 現部門 

浦山 秀好 
取締役 専務執行役員  

「超品質」担当 

取締役 専務執行役員  

超品質担当 兼生産戦略担当 

赤根 賢治 
取締役 専務執行役員  

社長室担当 兼内部監査担当 

取締役 専務執行役員  

経営全般担当 兼内部監査担当 

河上 大山 
取締役 常務執行役員  

経営企画室担当 

取締役 常務執行役員  

社長室担当 

町田 英一 
取締役  

特命担当（マネージメントアドバイザー） 

取締役 常務執行役員  

東京本社担当 

 

Ⅳ．人事異動 

（１）委任型執行役員・理事 

氏名 新部門 現部門 

小林 宏希 上席執行役員 経営企画室（渉外担当） 上席執行役員 生産本部 愛知工場長 

松山 研治 専任理事 経営企画室長 専任理事 開発・企画本部 開発企画部長 

（２）執行役員・理事 

氏名 新部門 現部門 

金澤  徹 執行役員 営業本部 消毒薬担当 執行役員 営業本部 営業支援担当 

島崎  博 
執行役員 信頼性保証本部 副本部長  

兼医薬情報部長  

執行役員 信頼性保証本部 副本部長  

兼信頼性監査室長 

高石 正俊 執行役員 信頼性保証本部 副本部長  
執行役員 信頼性保証本部 副本部長  

兼品質保証部長 

森  博樹 執行役員 信頼性保証本部 安全管理部長 執行役員 信頼性保証本部 医薬情報部長 

平田 晴彦 理事 経営企画室 タイ駐在員事務所長 理事 開発・企画本部 国際企画部長 

中村 年之 理事 営業本部 副本部長 生産本部 購買部長 

焼田 正幸 理事 営業本部 大阪支店長 執行役員 営業本部 副本部長 

西野 英司 理事 営業本部 特販部長 営業本部 特販部長 

（３）部長 

氏名 新部門 現部門 

細田  昇 
営業本部 マーケティング部長  

兼営業企画グループマネージャー 
営業本部 大阪支店長 

三原  修 営業本部 仙台支店長 
営業本部  

大阪支店 病院グループマネージャー 

水落 弘一郎 信頼性保証本部 品質保証部長 信頼性保証本部 品質保証部 担当部長 



永江 圭司 開発・企画本部 開発企画部長 
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 

田村 智昭 生産本部 愛知工場長 生産本部 愛知工場 ＧＭＰ推進部長 

平田 孝則 生産本部 購買部長 営業本部 マーケティング部長 

織部 博章 
生産本部 生産企画部長  

兼委受託推進グループマネージャー 

生産本部 富山工場 生産業務部  

生産推進グループマネージャー 

杉岡 早千夫 生産本部 愛知工場 ＧＭＰ推進部長 
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 

小川 尚久 
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 
生産本部 生産企画部長 

冨樫 弘喜 生産本部 埼玉工場 液剤製造部長 

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 

芳賀 基浩 生産本部 埼玉工場 生産業務部長 生産本部 愛知工場 生産業務部長 

田苗 智史 管理本部 総務部長 管理本部 総務部長 兼東京総務部長 

松本 研二 開発・企画本部 製剤試験部 担当部長（出向） （株）イーエムアイ 取締役 

大内 将斗 ヤクハン製薬（株） 出向 信頼性保証本部 品質保証部 担当部長 

五十嵐 俊博 営業本部 流通推進部参与 営業本部 流通推進部 担当部長 

高田 秀之 営業本部 マーケティング部参与 営業本部 仙台支店長 

松浦 正明 信頼性保証本部 安全管理部参与 信頼性保証本部 安全管理部長 

永井 章夫 信頼性保証本部 医薬情報部 薬制グループ参与 信頼性保証本部 信頼性監査室参与 

（４）マネージャー 

氏名 新部門 現部門 

高山 憲一 経営企画室 国際企画グループマネージャー 開発・企画本部 国際企画部マネージャー 

内田 真代 経営企画室 法務グループマネージャー 
開発・企画本部  

開発企画部 開発企画グループ 法務担当 

杉山 博明 社長室 マネージャー 社長室 担当マネージャー 

守川  進 
営業本部  

学術部 学術グループマネージャー 

営業本部  

学術部 学術グループリーダー 

古邸 直人 
営業本部  

学術部 お客様サポートグループマネージャー 

営業本部  

学術部 お客様サポートグループリーダー 

柳  真吾 
営業本部  

東京第一支店 営業学術マネージャー 

営業本部  

東京第一支店 営業学術グループリーダー 



林  秀樹 
営業本部  

東海北陸支店 流通担当 マネージャー 
営業本部 東海北陸支店 流通担当 リーダー 

斎藤 敏之 営業本部 大阪支店 病院グループマネージャー 
営業本部  

東京第一支店 病院グループ 第一チームリーダー 

八木 伸治 
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 流通 担当マネージャー 

増山 俊英 
営業本部 ＤＰＣ広域病院部  

ＤＰＣ広域病院グループ 担当マネージャー 

営業本部  

東京第一支店 病院グループ 第二チーム 

久々湊 弘純 
営業本部 ＤＰＣ広域病院部  

オンコロジーグループ 担当マネージャー 
営業本部 広島支店 営業グループマネージャー 

北尾 太一 
営業本部 保険薬局部 担当マネージャー 

（東日本エリア担当） 
営業本部 長期収載品プロダクトマネージャー 

橋本  曜 
営業本部 保険薬局部 担当マネージャー 

（西日本エリア担当） 

営業本部  

マーケティング部 営業企画グループリーダー 

宗山 嘉道 
営業本部  

マーケティング部 営業企画グループ参事 

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 

藤樫 祐二 
営業本部  

学術部 学術グループ参事 
営業本部 学術部 学術グループマネージャー 

吉田 昌代 
営業本部  

学術部 お客様サポートグループ参事 

営業本部  

学術部 お客様サポートグループマネージャー 

水上 知己 営業本部 広島支店 流通担当参事 
営業本部  

広島支店 営業グループ 第一チーム参事 

幡谷 友行 
信頼性保証本部  

品質保証部 品質保証グループ 担当マネージャー 

信頼性保証本部  

医薬情報部 薬制グループ リーダー 

和泉  毅 信頼性保証本部 医薬情報部 薬制グループ参事 信頼性保証本部 信頼性監査室参事 

上滝 博夫 信頼性保証本部 医薬情報部 薬制グループ参事 信頼性保証本部 信頼性監査室参事 

土肥 知子 
生産本部 富山工場  

ＧＭＰ推進部 ＧＭＰ推進グループマネージャー 

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 

能登 明佐美 

生産本部 富山工場  

品質管理部 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 原料・安定性試験グループ  

安定性試験チームリーダー 

亀島 康之 
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 
ヤクハン製薬㈱出向 工場長付マネージャー 

菅田 信次 
生産本部 富山工場  

生産業務部 生産推進グループマネージャー 

生産本部 生産企画部  

委受託推進グループマネージャー 

工藤 貴司 

生産本部 富山工場  

固形剤製造部 打錠・カプセルグループ  

担当マネージャー（出向） 

ヤクハン製薬㈱ 生産部  

製造グループマネージャー 

西脇 武幸 
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 原料・製剤試験グループ  

製剤試験チームリーダー 

鈴木 成樹 
生産本部 愛知工場  

生産業務部 生産業務グループマネージャー 

生産本部 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 



川合 真由美 
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 

生産本部 愛知工場  

GMP 推進部 GMP 推進グループ  

GMP 推進チームリーダー 

後藤 陽一郎 
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 

生産本部 埼玉工場  

生産業務部 生産推進グループ  

生産推進チームリーダー 

桂澤 慎介 
生産本部 埼玉工場  

液剤製造部 液剤包装グループマネージャー 

生産本部 埼玉工場  

液剤製造部 液剤包装グループ  

分包包装チームリーダー 

鈴木 美紀 

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  

外用液剤製造部 外用液剤製造グループ  

充填・包装チームリーダー 

 

Ⅴ．子会社人事異動（ヤクハン製薬） 

（１）役員異動 

氏名 新部門 現部門 

飯野 輝夫 代表取締役 専務取締役 兼工場長 

平山 成信 取締役相談役 代表取締役 

（２）人事異動 

氏名 新部門 現部門 

山口  浩 工場長 生産部長 

村岡 義久 生産部 生産管理グループマネージャー 工場長付リーダー 

 

 

 

 

                                                                  

                                     以 上 


