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組織変更および人事異動について 

 

 

当社は、下記の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。 

 

 
 

記 

 

 

Ⅰ．実施日  2014年 10月 1日（水） 

 

Ⅱ．組織変更 

（１）管理本部 

   当社グループにおけるコスト管理、設備投資、投融資等の効果分析およびタイムリーな分析情報

提供を行い利益の最大化を目的として、利益管理部を新設する。 

   併せて、関係会社管理部を関係会社管理グループとして財務部内に置き、当社グループ関係会社

の管理強化を図る。 

（２）生産本部 

  ① 生産企画部の分掌変更 

    生産本部と当社グループの全生産拠点を横断的に統括し、総合的な調整業務を強化するため、

各工場組織より上位組織に置き統括管理強化を図る。 

  ② ＣＭＯマネージメント部の新設 

    委託製造品の安定供給の強化、委託先の選定並びに、委託製造品のオーダーと在庫管理を統括

するためＣＭＯマネージメント部を新設する。 

  ③ 富山工場 品質管理部の２グループを３グループに再編 

    原料試験および資材検査数の増加にともなう管理強化のため、原料・安定性試験グループを原

料・資材試験グループと安定性試験グループに分け、製剤試験グループと合わせ３グループに再

編する。 

（３）営業本部 

   市場環境変化に応じたマーケティング戦略の立案および製剤開発から製品戦略まで一貫した製品

企画体制構築の必要性から、製品企画部を製品企画グループとしてマーケティング部内に置き、マ

ーケティング戦略に沿った製品企画の取組強化を実現する。 

 

 

 



 

Ⅲ．人事異動 

１．雇用型執行役員・理事 

氏 名 新所属・役職 現所属・役職 

中村 年之 
執行役員 営業本部副本部長 

兼オンコロジー広域病院部長 
執行役員 営業本部 副本部長 

金澤  徹 理事 営業本部 東京第一支店長 理事 営業本部 流通推進部長 

宮川 良三 
理事 営業本部 マーケティング部 

マーケティンググループ 担当部長 
理事 営業本部 東京第一支店長 

 

 ２．部長 

氏 名 新所属・役職 現所属・役職 

松川  学 営業本部 副本部長 兼流通推進部長 営業本部 副本部長 

鈴木 直之 営業本部 副本部長 兼マーケティング部長 営業本部 マーケティング部長 

五味 克成 営業本部 学術部長 営業本部 オンコロジー広域病院部長 

井黒 ひとみ 
営業本部 マーケティング部  

製品企画グループ 担当部長 
営業本部 製品企画部長 

菊地 祐男 ㈱日医工医業経営研究所出向 営業本部 学術部長 

堀田 幹男 

生産本部 CMOマネージメント部長  

兼 CMOマネージメントグループ  

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 

織部 博章 生産本部 生産企画部長 
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 

中尾 武司 
生産本部 富山工場 品質管理部長  

兼原料・資材試験グループ マネージャー 
生産本部 富山工場 品質管理部長 

佐藤 貴彦 生産本部 埼玉工場 生産業務部 担当部長 
経営企画本部 経営企画部  

国際企画グループ 担当部長 

杉山 博明 管理本部 利益管理部長 社長室 マネージャー 

田苗 智史 
管理本部 財務部  

関係会社管理グループ 担当部長 
管理本部 関係会社管理部長 

 

 ３．マネージャー 

氏 名 新所属・役職 現所属・役職 

栗原 盛一 
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 東京第一支店  

営業グループ 第一チームリーダー 

浅井 隆史 営業本部 流通推進部 マネージャー 
営業本部 業務部  

流通管理グループ マネージャー 

北尾 太一 
営業本部 マーケティング部 

マーケティンググループ マネージャー 

営業本部 マーケティング部 

マネージャー 



今堀 悦朗 
営業本部 マーケティング部 

製品企画グループ マネージャー 

営業本部 製品企画部 

製品企画グループ マネージャー 

林  秀樹 
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 東海北陸支店  

流通担当 マネージャー 

川添 顕太郎 
営業本部 業務部  

業務管理グループ 担当マネージャー 

営業本部 学術部  

学術グループ 担当マネージャー 

蓮池 隆一 
生産本部 生産企画部  

生産企画グループ マネージャー 
日医工ファーマテック㈱静岡工場 

山口 太地 
生産本部 富山工場 生産業務部  

資材管理グループ マネージャー 

生産本部 愛知工場 注射剤製造部  

注射剤包装グループ  

注射剤包装チーム リーダー 

若林 哲朗 
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 固形剤製造部  

検査グループ マネージャー 

室岡  忠 
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 固形剤包装部  

包装ライン二グループ マネージャー 

桂澤 慎介 
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 埼玉工場 液剤製造部  

液剤包装グループ マネージャー 

能登 明佐美 
生産本部 富山工場 品質管理部  

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 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 マネージャー 

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－ 

植村  崇 
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 

生産本部 埼玉工場 生産業務部  

生産業務グループ  

工場事務チーム リーダー 

川崎 安重 
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 GMP推進部  

GMP推進グループ マネージャ－ 

松岡 孝二 管理本部 人事部 マネージャー 
管理本部 財務部  

経理グループ マネージャー 

上井 秀一 
管理本部 財務部  

経理グループ マネージャー 

管理本部 財務部  

財務グループ マネージャー 

人見 博哉 
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 

西村  徹 管理本部 利益管理部 マネージャー 
営業本部 業務部  

業務管理グループ マネージャー 

前川 直明 社長室 マネージャー 管理本部 人事部 マネージャー 

 

Ⅳ．子会社人事異動 

 日医工ファーマテック（株） 

氏 名 新所属・役職 現所属・役職 

袴田 桃代 
固形剤製造部  

包装二グループ マネージャー 

生産業務部  

製品資材管理グループ マネージャー 

増田  寛 
生産業務部  

製品資材管理グループ マネージャー 

管理部  

環境安全グループ 担当マネージャー 

 

                                        以 上 


