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組織変更および人事異動について 

 

 

当社は、第６次中期経営計画「Pyramid」の折り返しにあたり、更なる各本部の体制強化を目的に

下記のとおり組織変更、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  2014 年 3 月１0 日（月） 

 

Ⅱ．組織変更 

 １．経営企画本部 

 （１）経営企画室を経営企画本部へ昇格することで、幅広い施策および案件を掌握し、トータ

ルな企画・運営を実現する。 

 （２）開発・企画本部高分子医薬開発部をバイオシミラー開発部に改称し同本部から移管する

ことで、経営企画本部内で各グループと一体的な運営を行いバイオシミラー開発のスピー

ドアップを図る。 

 ２．営業本部 

 （１）ＤＰＣ広域病院部をオンコロジー広域病院部に名称変更するとともに、広域病院本部担

当グループ、支店病院担当グループ、病院学術担当グループに分けることで、役割を明確

にしＤＰＣ病院、広域病院への学術支援強化、ＤＰＣ病院市場での戦略製品の早期市場浸

透を図る。 

 （２）学術部を抜本的に見直し、現在の支店学術を学術部学術グループに移管し各支店におけ

る学術調査、製品教育、学会活動、市販後調査等を一元管理することで、全体的なＭＲス

キルの向上を図る。 

 （３）マーケティング部を製品企画部に名称変更し、新製品および既存品に関するパッケージ

ングや販促物作成の強化を図る。 

 （４）流通管理グループを新設 

    業務部内に流通管理グループを新設し、マーケティング部営業企画グループの業務を移

管するとともに、卸ルートの流通管理強化を図る。 

 ３．開発・企画本部 

    制癌剤開発推進部の統合 

    制癌剤開発推進部を製剤開発部に統合し、製剤開発部内に固形剤開発グループおよび注

射剤開発グループを設置する。 

 ４．生産本部 

    顆粒剤包装部の新設 

    従来の顆粒剤の包装工程に加え、山形工場からの粉剤の移管と特定製剤の凍結・乾燥工

程設置のため固形剤包装工程から独立させる。 



 ５．信頼性保証本部 

    品質保証部の改組 

    品質情報グループを新設し、３グループとすることで、指揮命令の明確化と業務効率ア

ップを図る。 

 

Ⅲ．人事異動 

 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 超品質担当 

兼信頼性保証本部・生産本部統括担当

取締役 専務執行役員 信頼性保証本部長 

兼日医工富士工場設立準備室担当 

河上 大山 取締役 常務執行役員 経営企画本部長 取締役 常務執行役員 経営企画室担当 

 

 ２．委任型執行役員・委任型理事 

氏 名 新所属・役職 現所属・役職 

田村 智昭 
常務執行役員 信頼性保証本部長 

兼安全管理部長 
生産本部 愛知工場長 

松山 研治 
専任理事 経営企画本部 副本部長  

兼経営企画部長 
専任理事 経営企画室長 

山内 茂樹 

専任理事 経営企画本部 

シニアコンサルタント 

（バイオシミラー）  

専任理事 開発・企画本部 

シニアコンサルタント 

（バイオロジカルプロダクト） 

小林 宏希 専任理事 経営企画本部（渉外担当） 上席執行役員 経営企画室（渉外担当） 

石瀬  徹 
専任理事  

日医工富士工場設立準備室長 

常務執行役員  

日医工富士工場設立準備室長 

平田 晴彦 
専任理事 管理本部人事部付  

Nichi-Iko(Thailand) 出向 

専任理事 経営企画室  

バンコク駐在員事務所長 

 

 ３．執行役員・理事 

氏 名 新所属・役職 現所属・役職 

高石 正俊 執行役員 生産本部 愛知工場長 執行役員 信頼性保証本部 副本部長 

金澤  徹 理事 営業本部 流通推進部長 執行役員 営業本部 副本部長 

金井 達夫 理事 日医工富士工場設立準備室担当 執行役員 日医工富士工場設立準備室担当

森  博樹 
理事 管理本部人事部付 

ヤクハン製薬㈱出向 

日医工株式会社 執行役員  

信頼性保証本部 安全管理部長 

  ※森氏は異動日同日付でヤクハン製薬㈱取締役就任予定 

 ４．顧問 

氏 名 新所属・役職 現所属・役職 

富樫 美津雄 顧問 生産本部 埼玉工場付 上席執行役員 生産本部 埼玉工場長  

佐野 俊博 

顧問  

営業本部 オンコロジー広域病院部  

広域病院本部担当グループ 

顧問 営業本部 基幹病院担当 



 

 ５．部長 

氏 名 新所属・役職 現所属・役職 

細田  昇 営業本部 保険薬局部長 
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 

五味 克成 営業本部 オンコロジー広域病院部長 開発・企画本部 制癌剤開発アドバイザー

菊地 祐男 
営業本部 学術部長  

兼（株）日医工医業経営研究所 出向

管理本部人事部付  

（株）日医工医業経営研究所 出向 

井黒 ひとみ 営業本部 製品企画部長 
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 

竹内 重広 営業本部 関東支店長 営業本部 流通推進部長 

浜田 正和 営業本部 広島支店長 営業本部 関東支店長 

内海  滋 
営業本部 オンコロジー広域病院部  

広域病院本部担当グループ担当部長 
営業本部 ＤＰＣ広域病院部長 

橋本 庄蔵 
営業本部 オンコロジー広域病院部  

支店病院担当グループ担当部長 

営業本部 東海北陸支店  

病院グループマネージャー 

酒井 和彦 
営業本部 オンコロジー広域病院部  

病院学術担当グループ 担当部長 

営業本部 東京第一支店  

営業学術 担当部長 

内田 雅之 

営業本部  

オンコロジー広域病院部 担当部長  

オンコロジープロダクトマネージャー

営業本部 ＤＰＣ広域病院部  

オンコロジーグループ 担当部長 

五十嵐 俊博 営業本部 仙台支店 流通担当 参与 営業本部 流通推進部 参与 

水無 克人 
営業本部 オンコロジー広域病院部  

支店病院担当グループ 参与 
営業本部 保険薬局部長 

吉野 泰山 営業本部 学術部 学術グループ 参与 営業本部 学術部長 

高田 秀之 
営業本部 業務部  

流通管理グループ 参与 
営業本部 マーケティング部 参与 

旗手 英文 営業本部 特販部 特販グループ 参与 営業本部 特販部 特販グループ 担当部長

庄谷 啓史 生産本部 埼玉工場長 生産本部 富山工場 生産業務部長 

冨樫 弘喜 生産本部 富山工場 顆粒剤包装部長 生産本部 埼玉工場 液剤製造部長 

広崎 康信 生産本部 富山工場 生産業務部長 
生産本部 富山工場 固形剤製造部  

担当部長 

中田 敏則 生産本部 埼玉工場 液剤製造部長 
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 



佐々木 克秀 
信頼性保証本部 品質保証部  

品質情報グループ 参与 

信頼性保証本部 品質保証部  

品質保証グループ参与 

森  悦二 開発・企画本部 臨床試験部長 

開発・企画本部 臨床試験部  

臨床試験二グループマネージャー 

兼高分子医薬開発部担当マネージャー 

梅澤 武彦 開発・企画本部 臨床試験部 参与 開発・企画本部 臨床試験部長 

黒崎 美保 開発・企画本部 製剤開発部 参与 開発・企画本部 制癌剤開発推進部 参与 

熊本 一夫 
経営企画本部  

バイオシミラー開発部長 
開発・企画本部 高分子医薬開発部長 

新村 哲三 
経営企画本部  

バイオシミラー開発部 担当部長 

開発・企画本部  

高分子医薬開発部 担当部長 

佐藤 貴彦 
経営企画本部 経営企画部  

国際企画グループ 担当部長 
経営企画室 国際企画グループ 担当部長 

 

 

 ６．マネージャー 

氏 名 新所属・役職 現所属・役職 

松平 哲也 
営業本部 保険薬局部  

保険薬局グループ 担当マネージャー 

営業本部 東京第二支店  

病院グループマネージャー 

松野 洋峰 
営業本部 保険薬局部  

保険薬局グループ 担当マネージャー 

営業本部 関東支店  

営業グループマネージャー 

若林 宗義 

営業本部 オンコロジー広域病院部  

広域病院本部担当グループ 

マネージャー 

営業本部 ＤＰＣ広域病院部  

ＤＰＣ広域病院グループマネージャー 

星野 直人 

営業本部 オンコロジー広域病院部  

広域病院本部担当グループ  

担当マネージャー 

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 

久々湊 弘純 

営業本部 オンコロジー広域病院部  

支店病院担当グループ 東京第一  

マネージャー 

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

増山 俊英 

営業本部 オンコロジー広域病院部  

支店病院担当グループ 東京第二  

マネージャー 

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 

内田  直 

営業本部 オンコロジー広域病院部  

支店病院担当グループ 東海北陸  

マネージャー 

営業本部 東海北陸支店  

病院グループリーダー 

斎藤 敏之 

営業本部 オンコロジー広域病院部  

支店病院担当グループ 大阪  

マネージャー 

営業本部 大阪支店  

病院グループマネージャー 

柳  真吾 
営業本部 オンコロジー広域病院部  

病院学術担当グループ マネージャー 

営業本部 東京第一支店 営業学術チーム 

マネージャー 

古邸 直人 

営業本部 学術部  

サポートセンターグループ  

マネージャー 

営業本部 学術部  

お客様サポートグループマネージャー 



今堀 悦朗 
営業本部 製品企画部  

製品企画グループ マネージャー 

営業本部 東京第一支店  

病院グループマネージャー 

浅井 隆史 
営業本部 業務部  

流通管理グループ マネージャー 

営業本部 業務部  

業務グループ担当マネージャー 

松島 大之 
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 営業グループ  

第三チームリーダー 

鳥井 洋一 

営業本部 オンコロジー広域病院部  

支店病院担当グループ 東京第一  

担当マネージャー 

営業本部 ＤＰＣ広域病院部  

オンコロジーグループ リーダー 

歌   典 

営業本部 オンコロジー広域病院部  

支店病院担当グループ 東京第二  

担当マネージャー 

営業本部 ＤＰＣ広域病院部  

オンコロジーグループ マネージャー 

中野 雅一 

営業本部 オンコロジー広域病院部  

支店病院担当グループ 大阪  

担当マネージャー 

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

川添 顕太郎 
営業本部 学術部  

学術グループ 担当マネージャー 

営業本部 マーケティング部  

営業企画グループ 担当マネージャー 

高野 広幸 
営業本部 オンコロジー広域病院部  

支店病院担当グループ 参事 
営業本部 広島支店長 

宗山 嘉道 

営業本部 オンコロジー広域病院部  

支店病院担当グループ 東京第一  

第一チーム 参事 

営業本部 東京第一支店  

病院グループ 第一チーム 参事 

大野  篤 

営業本部 オンコロジー広域病院部  

支店病院担当グループ 東海北陸 

第一チーム 参事 

営業本部 東海北陸支店  

病院グループ 参事 

塚下  勝 

営業本部 オンコロジー広域病院部  

支店病院担当グループ 大阪 

第三チーム 参事 

営業本部 大阪支店  

病院グループ 第三チーム 参事 

三倉 美保 営業本部 学術部 学術グループ 参事 
営業本部 東京第二支店  

営業学術チーム 参事 

早崎  薫 営業本部 特販部 特販グループ 参事 営業本部 保険薬局部 参事 

吉田 和弘 
営業本部 関東支店 営業グループ  

第二チーム 参事 
営業本部 保険薬局部 参事 

稲場 忠加津 
営業本部 東京第二支店  

営業グループ 第二チーム 参事 
営業本部 保険薬局部 参事 

木本 達也 

営業本部 大阪支店  

京都エリア営業グループ  

第三チーム 参事 

営業本部 保険薬局部 マネージャー 

亀島 康之 
生産本部 購買部  

購買グループ 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 

堀田 幹男 
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 購買部  

購買グループ マネージャー 

千葉 寛之 
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 

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 

石川 広泰 
生産本部 富山工場 顆粒剤包装部  

顆粒剤包装グループ マネージャー 

生産本部 富山工場 固形剤包装部  

顆粒剤包装グループ マネージャー 



永井 克昌 

生産本部 富山工場 顆粒剤包装部  

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 固形剤包装部  

顆粒剤包装グループ 担当マネージャー 

原山 洋 
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 生産企画部  

生産企画グループ マネージャー 

丸田 晃生 
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  

原料・製剤試験グループ  

原料・製剤試験チーム リーダー 

幡谷 友行 
信頼性保証本部 医薬情報部  

薬制グループ マネージャー 

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 

駒形 健志 
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 

信頼性保証本部 医薬情報部  

薬制グループ マネージャー 

青柳 勝吉 
信頼性保証本部 品質保証部  

品質情報グループ マネージャー 

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 

和田 千賀子 
開発・企画本部 臨床試験部  

臨床試験二グループ マネージャー 

開発・企画本部 臨床試験部  

臨床試験二グループ リーダー 

秋元  悟 
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・企画本部 製剤試験部  

製剤試験二グループ リーダー 

池内 裕一郎 
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 

開発・企画本部 製剤開発部  

製剤開発固形剤グループ マネージャー 

中島 安斉 
開発・企画本部 製剤開発部  

注射剤開発グループ マネージャー 

開発・企画本部 制癌剤開発推進部  

注射剤開発グループ マネージャー 

小杉  敦 
開発・企画本部 製剤開発部  

固形剤開発グループ マネージャー 

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 

佐川 勝彦 
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 

開発・企画本部 開発企画部  

知財管理グループ リーダー 

矢野 文晶 

開発・企画本部 製剤開発部  

固形剤開発グループ  

担当マネージャー 

開発・企画本部 製剤開発部  

製剤開発ＯＤグループ 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 参事 

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 

嘉藤 裕一 
開発・企画本部 開発企画部  

知財管理グループ 参事 

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 

高山 憲一 
経営企画本部 経営企画部  

国際企画グループ マネージャー 

経営企画室  

国際企画グループ マネージャー 

内田 真代 
経営企画本部 経営企画部   

法務グループ マネージャー 
経営企画室 法務グループ マネージャー 

坂東 裕志 
経営企画本部 バイオシミラー開発部 

マネージャー 

開発・企画本部 高分子医薬開発部  

マネージャー 

山田 慶輔 
経営企画本部 経営企画部  

総務グループ 参事 
経営企画室 総務グループマネージャー 

 

以 上 


