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2 0 1 5 年 ９ 月 ４ 日 

各 位 

会 社 名                

  

(証券コード 4541 東証第 1 部) 

代 表 者 名  代表取締役社長  田 村 友 一 

お問合せ先  人 事 部 長  荒 川 誉 一 

TEL 076-442-8337 

 
組織変更および人事異動について 

 

当社は、2015 年 10 月 1 日付で下記のとおり、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。 

 

記 

 

 

Ⅰ．実施日  2015 年 10 月１日（木） 

 

Ⅱ．組織変更  

 １．調達本部 

   「調達本部」を新設し、本部内に独立組織として設置の「購買部」と開発・企画本

部開発企画部に設置の原薬開発グループを「原薬企画部」として組織昇格および改

称し、移管する。 

   「購買部」に「商品グループ」を新設し、２グループ体制から３グループ体制とす

る。併せて「購買グループ」を「原薬グループ」に改称する。 

   この編成により、原料、副原料、包装資材、商品の購入コスト低減と超品質管理を

更に強く推し進める。 

 ２．生産本部 

富山工場 

   固形剤包装部包装ライン１グループを１チーム体制から２チーム体制に編成し、生

産数量増大に対する稼働強化を図る。 

 ３．管理本部 

   「人事部」内に「人事グループ」と「採用・研修グループ」の２グループを新設し、 

   人事機能強化を図る。 

 

Ⅲ．人事異動 

１．役員 

氏  名 新所属・役職 現所属・役職 

河上 大山 
取締役 常務執行役員  

調達本部長 兼特命担当 

取締役 常務執行役員 

購買部担当 兼特命担当 
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２．雇用型執行役員 

氏  名 新所属・役職 現所属・役職 

角崎 哲夫 執行役員 開発・企画本部 副本部長 
執行役員 開発・企画本部 

副本部長 兼製剤開発部長 

 

３．部長 

氏  名 新所属・役職 現所属・役職 

橋本  曜 営業本部 保険薬局部長 
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 

細田  昇 営業本部 流通推進部 担当部長 営業本部 保険薬局部長 

邑本 哲文 
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 流通推進部 担当部長 

秋松 範行 生産本部 富山工場 品質管理部長 生産本部 愛知工場 品質管理部長 

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 
生産本部 埼玉工場 生産業務部長 

渡邉 英孝 生産本部 愛知工場 品質管理部長 
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

庄谷 啓史 生産本部 埼玉工場長 兼生産業務部長 生産本部 埼玉工場長 

中尾 武司 生産本部 埼玉工場 品質管理部長 生産本部 富山工場 品質管理部長 

河部 公映 
生産本部 埼玉工場 ＧＭＰ推進部長 

兼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 マネージャー 

小川 尚久 生産本部 山形工場長 兼品質管理部長 
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 

川腰 利之 生産本部 富山工場 ＧＭＰ推進部 参与 生産本部 埼玉工場 品質管理部長 

野口 幸広 生産本部 埼玉工場 ＧＭＰ推進部 参与 生産本部 埼玉工場 ＧＭＰ推進部長 
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氏  名 新所属・役職 現所属・役職 

三上 了三 生産本部 山形工場 品質管理部 参与 生産本部 山形工場長 兼品質管理部長 

小杉  敦 開発・企画本部 製剤開発部長 
開発・企画本部 製剤開発部 

固形剤グループ マネージャー 

田村  昇 開発・企画本部 開発企画部長 
開発・企画本部 開発企画部 

開発企画グループ マネージャー 

平田 孝則 調達本部 購買部長 購買部長 

永江 圭司 調達本部 原薬企画部長 開発・企画本部 開発企画部長 

北尾 太一 社長室 ＩＲ担当 部長 
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 

 

４．マネージャー 

氏  名 新所属・役職 現所属・役職 

山田 和広 

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  

東海エリア営業グループ  

第三チーム リーダー 

大場 良平 
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 

無菌・安定性試験グループ 

無菌・安定性試験チーム リーダー 

青城  優 
開発・企画本部 開発企画部 

開発企画グループ 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 担当マネージャー 

熊田 俊吾 
開発・企画本部 製剤開発部 

固形剤グループ マネージャー 

開発・企画本部 製剤開発部 

機能製剤グループ リーダー 

陳  暁前 調達本部 原薬企画部 マネージャー 
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 

牛込 雅彦 
調達本部 購買部 

資材グループ マネージャー 
購買部 資材グループ マネージャー 

亀島 康之 
調達本部 購買部  

原薬グループ マネージャー 
購買部 購買グループ マネージャー 

五十嵐まゆみ 
調達本部 購買部  

商品グループ マネージャー 

購買部 購買グループ  

担当マネージャー 
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氏  名 新所属・役職 現所属・役職 

松岡 孝二 
管理本部 人事部  

人事グループ マネージャー 
管理本部 人事部 マネージャー 

前川 直明 
管理本部 人事部  

採用・研修グループ マネージャー 
社長室 マネージャー 

小原 俊昭 
管理本部 人事部 

採用・研修グループ 参事 
管理本部 人事部 参事 

 

以 上 


