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2 0 1 6 年 ３ 月 ７ 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、2016 年４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  2016 年４月１日（金） 

 

Ⅱ．組織変更  

 １．営業本部 

 （１）オンコロジー広域病院部の再編 

   オンコロジー・バイオシミラー担当グループを廃止する。マーケティング部のバイ

オシミラーグループを移管・再編し、2016 年度に上市を予定するバイオシミラー製

剤の早期の市場浸透を目指す。 

（２）マーケティング部の再編 

   営業企画グループを新設し、製品企画グループのＰＥＮＧＥチームを移管する。 

   バイオシミラーグループをオンコロジー広域病院部に、製品企画グループを業務部

にそれぞれ移管し、オンコロジーグループは廃止する。 

  

 ２．生産本部 

 （１）富山工場 

   固形剤製造部 秤量・混合グループの秤量・混合チームを秤量チームと混合チームに

再編する。 

   固形剤包装部 包装ライン一グループにバラ包装チームを新設する。 

   生産業務部 生産推進グループの生産推進チームを生産推進一チームと生産推進二

チームに再編する。 

 （２）山形工場 

   品質管理部の品質管理グループとＧＭＰ推進・薬事グループを統合し、品質管理グ

ループとする。 

 （３）ヤクハン製薬㈱ 

   品質管理部品質管理グループにＧＭＰ推進チームを置く。 
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 （４）日医工ファーマテック㈱静岡工場 

   管理部経理グループの購買チームを購買グループに昇格し、生産業務部に移管する。 

   管理部の経理グループを管理グループに改称し、生産業務部業務グループの安全チ

ームと事務チームを統合し総務・安全チームに改編するとともに管理部管理グルー

プに移管する。生産業務部の業務グループは廃止する。 

   技術部の３グループを２グループに改編し、施設環境グループ施設環境チーム、生

産技術グループ製造技術チームおよび設備技術チームを設置する。 

 

 ３．経営企画本部 

   経営企画部の国際企画グループを国際企画部に、法務グループを法務部にそれぞれ

昇格させ、渉外グループを社長室に、総務グループを管理本部総務部にそれぞれ移管

し、経営企画部を廃止する。 
 

 ４．管理本部 

   総務部に総務グループを新設し、経営企画本部経営企画部から総務グループを移管の

うえ東京総務グループに改称する。 

 

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 特命担当 
取締役 常務執行役員 

調達本部長 兼特命担当 

吉川 隆弘 取締役常務執行役員 調達本部長 取締役常務執行役員 開発・企画本部長 

※河上大山氏は異動日同日付で㈱イーエムアイ代表取締役就任予定 

 

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 

石瀬  徹 
常務執行役員  

開発・企画本部長 

常務執行役員  

副安定供給管理責任者 

（信頼性保証本部・生産本部副統括担当）

田村 智昭 
常務執行役員  

信頼性保証本部長 

常務執行役員 

信頼性保証本部長 兼安全管理部長 

小林 宏希 
専任理事  

社長室（渉外担当） 

専任理事  

経営企画本部（渉外担当） 

山口  浩 
専任理事  

生産本部付 
ヤクハン製薬㈱ 出向 
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氏  名 新所属・役職 現所属・役職 

中谷 弥志雄 
専任理事  

管理本部長付 

理事  

管理本部長付 

勝山 江美 
専任理事  

管理本部 総務部長 

理事  

管理本部 総務部長 

 

 

３．雇用型執行役員・雇用型理事 

氏  名 新所属・役職 現所属・役職 

宮川 良三 
執行役員  

営業本部 副本部長 

執行役員  

営業本部 副統括担当 

（クロピドグレルＰＭ） 

松川  学 
執行役員  

営業本部 流通推進部長 

執行役員 

営業本部 副本部長 兼流通推進部長 

中村 年之 
理事  

営業本部 特販部長 

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 

焼田 正幸 
理事  

営業本部 オンコロジー広域病院部長 

理事  

営業本部 大阪支店長 

鈴木 啓明 

理事  

営業本部 オンコロジー広域病院部  

バイオシミラーグループ 担当部長 

（インフリキシマブＰＭ） 

営業本部 マーケティング部  

バイオシミラーグループ 担当部長 

井黒 ひとみ 
理事  

営業本部 学術部長 

営業本部 マーケティング部  

製品企画グループ 担当部長 

坂  孝男 
理事  

生産本部 富山工場 ＧＭＰ推進部長 
生産本部 富山工場 ＧＭＰ推進部長 

庄谷 啓史 
理事  

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 兼生産業務部長 

村瀬 勝彦 
理事  

経営企画本部 国際企画部長 
経営企画本部 経営企画部長 
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４．部長 

氏  名 新所属・役職 現所属・役職 

藤  浩之 営業本部 マーケティング部長 営業本部 東京第二支店長 

中川 孝信 
営業本部 特販部 特販グループ  

担当部長 
営業本部 札幌支店長 

邑本 哲文 
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 オンコロジー広域病院部  

広域病院担当グループ 担当部長 

瀧川 雅行 
営業本部 オンコロジー広域病院部  

バイオシミラーグループ 担当部長 

営業本部 マーケティング部  

オンコロジーグループ 担当部長 

佐藤 正昭 営業本部 札幌支店長 
営業本部 札幌支店  

営業グループ マネージャー 

松平 哲也 営業本部 仙台支店長 
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 

三原  修 営業本部 東京第一支店長 営業本部 仙台支店長  

坪田 淳一 営業本部 東京第二支店長 営業本部 東海北陸支店長 

今堀 悦朗 営業本部 東海北陸支店長 
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 

浜田 正和 営業本部 大阪支店長 営業本部 広島支店長 

土井 敏裕 営業本部 広島支店長 
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 

細田  昇 営業本部 流通推進部  参与 営業本部 流通推進部 担当部長 

石川 新治 
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 参与 

営業本部 オンコロジー広域病院部  

オンコロジー・バイオシミラー担当グループ

担当部長 

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 東海北陸 参与 

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 

旗手 英文 
営業本部 札幌支店  

営業グループ 第一チーム 参与 

営業本部 札幌支店 ヤクハングループ 

ヤクハンチーム 参与 
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氏  名 新所属・役職 現所属・役職 

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 生産業務部長 

（出向） 

堀田 幹男 生産本部 ＣＭＯマネージメント部長 

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 

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 固形剤製造部長  

兼秤量・混合グループ マネージャー 

芳賀 基浩 生産本部 愛知工場 生産業務部長 
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 

河部 公映 生産本部 埼玉工場 ＧＭＰ推進部長 
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 

小川 尚久 生産本部 山形工場長 
生産本部 山形工場長  

兼品質管理部長 

大竹 博之 生産本部 山形工場 外用液剤製造部長 
生産本部 山形工場 外用液剤製造部長 

兼生産業務グループ マネージャー 

杉岡 早千夫 生産本部 山形工場 品質管理部長 生産本部 愛知工場 ＧＭＰ推進部長 

川合 真由美 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 

千種 康恵 信頼性保証本部 安全管理部長 
信頼性保証本部 安全管理部  

安全管理グループ マネージャー 

内田 真代 経営企画本部 法務部長 
経営企画本部 経営企画部  

法務グループ マネージャー 

佐藤 裕久 経営企画本部 国際企画部 参与 
経営企画部  

国際企画グループ 担当部長 

新村 哲三 
経営企画本部  

バイオシミラー開発部 参与 

経営企画本部  

バイオシミラー開発部 担当部長 

岡田 一也 
管理本部 総務部 担当部長  

兼総務グループ マネージャー 
管理本部 総務部 担当部長 

大内 将斗 日医工ファーマ㈱ 出向 信頼性保証本部 品質保証部 参与 
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５．マネージャー 

氏  名 新所属・役職 現所属・役職 

岸本 友則 
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 保険薬局部  

保険薬局グループ リーダー 

鈴木 淳也 
営業本部 業務部  

製品企画グループ マネージャー 

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 

杉本 智志 
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 

営業本部 マーケティング部  

マネージャー 

蛇川 順司 
営業本部 業務部  

流通管理グループ 担当マネージャー 

営業本部 業務部  

流通管理グループ リーダー 

剱寶  修 
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 業務部  

業務管理グループ リーダー 

柳  真吾 
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 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 オンコロジー広域病院部  

オンコロジー・バイオシミラー担当グループ

マネージャー 

森  洋之 

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 東海北陸  

マネージャー 

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  

第一チームリーダー 

鳥井 洋一 
営業本部 オンコロジー広域病院部  

バイオシミラーグループ マネージャー 

営業本部 オンコロジー広域病院部  

オンコロジー・バイオシミラー担当グループ

担当マネージャー 

谷井 啓介 
営業本部 札幌支店  

営業グループ マネージャー 

営業本部 東京第二支店  

営業グループ マネージャー 

高橋 信行 
営業本部 関東支店  

営業グループ マネージャー 

営業本部 仙台支店  

流通担当 マネージャー 

松岡 昌彦 
営業本部 東京第二支店  

営業グループ マネージャー 

営業本部 東京第二支店 営業グループ 

第二チーム チームリーダー 

松島 大之 
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 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 参事 

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 
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氏  名 新所属・役職 現所属・役職 

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  

第三チーム 参事 

営業本部 オンコロジー広域病院部  

オンコロジー・バイオシミラー担当グループ

担当マネージャー 

守川  進 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 

水口 義久 営業本部 特販部 特販グループ 参事 
営業本部 特販部  

特販グループ 担当マネージャー 

鈴木 一也 
営業本部 東京第一支店 営業グループ 

第二チーム 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 担当マネージャー 

内田  直 

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 参事 

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 

穴田 武司 
生産本部 富山工場 固形剤製造部  

カプセル・検査グループ マネージャー 

生産本部 埼玉工場 液剤製造部  

液剤製造グループ マネージャー 

原山  洋 
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 富山工場 固形剤製造部  

カプセル・検査グループ マネージャー 

蜷川 巨人 
生産本部 富山工場 固形剤製造部  

秤量・混合グループ マネージャー 

生産本部 富山工場 固形剤製造部  

造粒グループ マネージャー 

川崎 安重 
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 液剤製造部  

液剤包装グループ マネージャー 

志水 秀紀 

生産本部 ＣＭＯマネージメント部  

ＣＭＯマネージメントグループ  

マネージャー 

生産本部 ＣＭＯマネージメント部  

ＣＭＯマネージメントグループ  

ＣＭＯマネージメントチーム リーダー 

辻  勝彦 
生産本部 富山工場 固形剤製造部  

造粒グループ マネージャー 

生産本部 富山工場 固形剤製造部  

造粒グループ 造粒一チーム リーダー 

梶原 雅実 
生産本部 愛知工場 生産業務部  

生産推進グループ マネージャー 

生産本部 愛知工場 生産業務部  

生産推進グループ  

生産推進チーム リーダー 

富田 晃弘 
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 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 

白敷 大朗 
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 
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氏  名 新所属・役職 現所属・役職 

河端 倫弘 
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  

ゼリー・無菌包装チーム リーダー 

鈴木 裕也 
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 液剤製造部  

液剤製造グループ  

ゼリー・無菌充填チーム リーダー 

阿部 勝浩 
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 

管理本部 財務部  

経理グループ 担当マネージャー 

高瀬 宏樹 
信頼性保証本部 安全管理部  

安全管理グループ マネージャー 

信頼性保証本部 安全管理部  

安全管理グループ リーダー 

髙山 憲一 
経営企画本部  

国際企画部 マネージャー 

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 

谷口 兵庫 
経営企画本部  

法務部 担当マネージャー 

経営企画本部 経営企画部  

法務グループ 担当マネージャー 

村田 栄治 
管理本部 総務部  

東京総務グループ 担当マネージャー 
管理本部 総務部 担当マネージャー 

山田 慶輔 
管理本部 総務部  

東京総務グループ 参事 

経営企画本部 経営企画部  

総務グループ 参事 

 

 

Ⅳ．子会社人事異動 

 １．日医工ファーマテック㈱ 

氏  名 新所属・役職 現所属・役職 

小岱  正 理事 生産業務部長 生産業務部長 

鹿熊 久之 管理部長（出向） 
管理部長  

兼経理グループ マネージャー（出向） 

柴  正人 品質管理部長 
品質管理部長  

兼原材料試験グループ マネージャー 

木村 真隆 
生産業務部  

製品資材管理グループ マネージャー 

生産業務部 製品資材管理グループ  

製品資材管理チーム リーダー 

山縣 朋三 
生産業務部  

生産推進グループ マネージャー 

技術部 技術管理グループ  

技術管理チーム リーダー 
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氏  名 新所属・役職 現所属・役職 

山口 直紀 
固形剤包装部  

包装一グループ マネージャー 

技術部  

生産設備グループ マネージャー 

飯田 一男 
固形剤製造部  

製造二グループ マネージャー 

技術部  

技術管理グループ マネージャー 

西下  司 
品質管理部  

原材料試験グループ マネージャー 

品質管理部  

製剤試験グループ マネージャー 

髙浪 卓也 
品質管理部  

製剤試験グループ マネージャー（出向）

日医工㈱ 生産本部 富山工場  

品質管理部 製剤試験グループ  

製剤試験一チーム リーダー 

成田  聡 
技術部  

施設環境グループ マネージャー 

技術部  

基本設備グループ マネージャー 

浅井 正尚 
技術部  

生産技術グループ マネージャー 

固形剤製造部  

製造二グループ マネージャー 

岩田 直之 
管理部  

管理グループ マネージャー（出向） 

日医工㈱ 管理本部  

総務部 マネージャー 

植松 宏行 
生産業務部  

購買グループ マネージャー 

生産業務部  

業務グループ マネージャー 

深澤 政幸 生産業務部 生産推進グループ 参事 
生産業務部  

生産推進グループ マネージャー 

増田  寛 生産業務部 生産推進グループ 参事 
生産業務部  

製品資材管理グルー マネージャー 

古谷 英治 固形剤包装部 包装二グループ 参事 
固形剤包装部  

包装一グループ マネージャー 

百足山千代美 技術部 生産技術グループ 参事 技術部 生産設備グループ 参事 

袴田 桃代 管理部 管理グループ 参事 管理部 経理グループ 参事 
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 ２．ヤクハン製薬㈱ 

氏  名 新所属・役職 現所属・役職 

金澤  徹 代表取締役（出向） 
日医工㈱  

理事 営業本部 東京第一支店長 

川原  宏 工場長（出向） 生産部長（出向） 

菅田 信次 生産部長（出向） 

日医工㈱  

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 

丸田 晃生 品質管理部長（出向） 

日医工㈱  

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 

菊池  剛 管理部長 管理部 管理グループ マネージャー 

 

 

 

 

 

以 上 

 


