
- 1 - 
 

2016 年 9 月 20 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 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  2016年 10 月 1日 

 

Ⅱ．組織変更 

 １．営業本部 

 （１）バイオシミラー部新設 

   2017 年度に上市を予定しておりますバイオシミラー製剤を早期に市場浸透を行うた

め、オンコロジー広域病院部内のバイオシミラーグループを部に昇格させ、「バイオシ

ミラー部」を新設いたします。 

 （２）業務部内グループ再編 

   多様化する業務部の役割について見直し、「予算管理グループ」を新設し、「製品企画

グループ」を廃止いたします。 

 

 ２．生産本部 

 （１）富山工場  

   固形剤製造部錠剤グループを２チーム編成から３チーム編成といたします。 

 （２）山形工場  

   外用液剤グループのローション・スプレーチームをグループに昇格させ、「ローショ

ン・スプレーグループ」を新設いたします。 

 （３）日医工ファーマテック（株）静岡工場  

   セファロ製剤生産開始に伴い「セファロ製剤再構築推進室」から「セファロ製剤製造

部」に改称いたします。 

 

 ３．開発・企画本部 

 （１）製剤開発部 開発推進グループ新設 
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   自社製造する開発品目の進捗管理、ＣＴＤ申請に関わる統括業務を行うため、製剤開

発部に「開発推進グループ」を新設いたします。 

 （２）製剤試験部 原薬分析グループ新設 

   自社開発品目の原薬評価、ＣＴＤ申請における原薬セクション作成業務の強化を図る

ため、製剤試験部に「原薬分析グループ」を新設いたします。 

 

Ⅲ．人事異動 

１．雇用型理事 

氏  名 新所属・役職 現所属・役職 

鈴木 啓明 

理事 営業本部  

バイオシミラー部長  

（インフリキシマブＰＭ） 

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） 

 

２．部長 

氏  名 新所属・役職 現所属・役職 

瀧川 雅行 
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 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 

中尾 武司 
生産本部 富山工場  

品質管理部 参与 

生産本部 埼玉工場  

品質管理部長 

能登 明佐美 
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 原料・資材試験グループ 

マネージャー 

石瀬 早世子 
開発・企画本部 製剤試験部長  

兼原薬分析グループ マネージャー 
開発・企画本部 製剤試験部長 

山本 博光 管理本部 情報システム部長 
管理本部 情報システム部長  

兼システム企画グループ マネージャー 

 

３．マネージャー 

氏  名 新所属・役職 現所属・役職 

鳥井 洋一 

営業本部 バイオシミラー部  

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  

バイオシミラーグループ  

マネージャー 

渡邊 利明 

営業本部 バイオシミラー部  

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  

バイオシミラーグループ  

マネージャー 

剱寶  修 
営業本部 業務部  

予算管理グループ 担当マネージャー 

営業本部 業務部  

業務管理グループ 担当マネージャー 
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氏  名 新所属・役職 現所属・役職 

並川 宏英 
営業本部 業務部  

業務管理グループ 参事 

営業本部 業務部  

製品企画グループ 参事 

鈴木 淳也 
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 業務部  

製品企画グループ マネージャー 

川島  梓 

生産本部 富山工場  

品質管理部 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 安定性試験グループ  

安定性試験チーム リーダー 

坂口 直也 

生産本部 愛知工場  

注射剤製造部 注射剤製造グループ  

マネージャー 

生産本部 愛知工場  

注射剤製造部 注射剤製造グループ  

注射剤チーム リーダー 

奥山 正和 

生産本部 山形工場 外用液剤製造部  

ローション・スプレーグループ  

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  

ローション･スプレーチーム リーダー 

山縣 朋三 

生産本部 生産企画部  

生産企画グループ マネージャー 

（出向） 

日医工ファーマテック㈱静岡工場  

生産業務部 生産推進グループ  

マネージャー 

吉澤 菜穂子 
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 製剤技術部  

新規製剤グループ 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 参事 

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 

渡邊 純子 
開発・企画本部  

試験監査グループ マネージャー 

開発・企画本部  

試験監査グループ リーダー 

吉野 三智子 
開発・企画本部  

試験監査グループ 参事 

開発・企画本部  

試験監査グループ マネージャー 

平井 大二郎 
開発・企画本部 製剤開発部  

機能製剤グループ 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 

矢野 文晶 
開発・企画本部 製剤開発部  

開発推進グループ 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 マネージャー 

中嶋 信二 
管理本部 情報システム部  

システム企画グループ マネージャー 

管理本部 情報システム部  

システム企画グループ リーダー 
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Ⅳ.子会社人事異動 

  日医工ファーマテック㈱ 

氏  名 新所属・役職 現所属・役職 

松岡 泰三 セファロ製剤製造部長（出向） 
セファロ製剤再構築推進室 部長 

（出向） 

蓮池 隆一 
生産業務部 担当部長 

兼生産推進グループ マネージャー 

日医工㈱ 生産本部  

生産企画部 生産企画グループ  

マネージャー（出向） 

寺島 秀昭 

セファロ製剤製造部  

セファロ製剤製造グループ  

マネージャー（出向） 

日医工㈱ 生産本部 

愛知工場 注射剤製造部 

注射剤製造グループ マネージャー 

髙藤 正三 
ＧＭＰ推進部  

品質保証グループ 参事 
セファロ製剤再構築推進室 参事 

橋本 正之 
セファロ製剤製造部 

セファロ製剤製造グループ 参事 

セファロ製剤再構築推進室 

マネージャー 

 

 

以 上 

 


