
 

 

 

平成 21 年 9 月 24 日 
 
各      位 

                     会 社 名  シミック株式会社 
                     代表者名  代表取締役会長兼社長 CEO 中村和男 
                         （コード番号 2309 東証第一部） 
                      問合せ先  取締役執行役員 IR 広報担当 若井正雄     
                         （TEL．03－5745－7070） 
 
 

人事異動に関するお知らせ 

 
当社は、平成 21 年 10 月 1 日付で以下の通り人事異動を行いますのでお知らせいたしま

す。新任取締役につきましては平成 21 年 12 月 15 日開催予定の第 25 回定時株主総会の選任

および同株主総会後の取締役会の決議をもって正式決定となります。 
 

 
記 

 
当社は、取締役と執行役員の機能の明確化と分離を段階的に進めております。10 月から  

の新事業年度において、業務執行に関する事項については執行役員を中心とした経営会議で

検討することとします。また、取締役会は経営監督機能を強化するため、各事業責任者以外

は、業務執行に専念することとします。これに伴い以下の人事異動を行います。 
 
 
 
 

【１】役員人事予定 

（１）新任取締役候補（平成 21 年 12 月 15 日開催予定の株主総会に付議予定） 

 （氏 名）   （役職名※） 

 市川 邦英   執行役員（CMO カンパニー最高事業責任者） 

 清水 政男   執行役員（CEO 補佐、大阪担当） 

 中村 紘   執行役員（CEO 補佐） 

株式会社応用医学研究所 代表取締役社長 

 

                ※役職名及び兼任職は平成 21 年 10 月 1 日付のものです 

 

 



 

 

 

（２）退任取締役（平成 21 年 12 月 15 日付） 

（氏 名） （現役職名） 

望月 渉  取締役、執行役員（内部統制担当 Chief Internal Control Officer） 
菱沼 肇  取締役、執行役員（人材担当 Chief Human Resources Officer） 
小作 寛  取締役、執行役員（CRO カンパニー国際臨床開発担当） 
若井 正雄  取締役、執行役員（情報開示担当 Chief Disclosure Officer) 
松原 久雄  取締役、執行役員（企画・財務経理担当） 

  ※執行役員職は継続します 
 
 
【２】執行役員人事（平成 21 年 10 月 1 日より施行予定） 
 
（氏 名） （新役職名） （現役職名） 
中村 和男 会長兼社長 CEO 会長兼社長 CEO 
中村 宣雄 執行役員（CRO カンパニー最高事業責任者）

・CRO カンパニー長 
副社長 COO 
・CRO カンパニー長 

中村 圭子 執行役員（国際事業部門最高事業責任者）

・国際事業開発部長 
副社長 
・国際事業開発担当執行役員 

・国際事業開発部長 

市川 邦英 執行役員（CMO カンパニー最高事業責任者）

・CMO カンパニー長 

 

COO 
・CMO カンパニー長 

・CEO 補佐 

佐野 極 執行役員（CSO カンパニー最高事業責任者）

・CSO カンパニー長 

・株式会社シミックエムピーエスエス代表取締役社長 

COO 
・CSO カンパニー長 

・株式会社シミックエムピーエスエス代表取締役社長

安田 利正 執行役員 
・ヘルスケアカンパニー長 

・株式会社ヘルスクリック代表取締役社長 

・サイトサポート・インスティテュート株式会社取締役会長 

 
・サイトサポート・インスティテュート株式会社取締役会長

中村 紘 執行役員（CEO 補佐） 
・株式会社応用医学研究所代表取締役社長 

 
・株式会社応用医学研究所代表取締役社長

清水 政男 執行役員（CEO 補佐、大阪担当） 執行役員 
（サービス品質担当執行役員

Chief Value Officer） 
・CRO カンパニー長補佐、大阪担当 

望月 渉 執行役員 
（内部統制担当 Chief Internal Control Officer）
・内部監査部長 

執行役員 
（内部統制担当 Chief Internal Control Officer）
・内部監査部長 

菱沼 肇 執行役員 

（人材担当 Chief Human Resources Officer） 

・人材開発センター長 

執行役員 

（人材担当 Chief Human Resources Officer） 

・CRO カンパニーCRO 事業東日本本部副本部長 

・業務推進部長 



 

 

小作 寛 執行役員（国際臨床開発担当） 
・CRO カンパニー執行役員（開発管理担当）  

・CRO カンパニー・バイスプレジデント  

・開発管理本部長 

執行役員（国際臨床開発担当）  
・CRO カンパニー執行役員  

・CRO カンパニー・バイスプレジデント  

 

若井 正雄 執行役員 
（情報開示担当 Chief Disclosure Officer) 
・IR 広報担当 社長室長 

執行役員 
（情報開示担当 Chief Disclosure Officer) 
・IR 広報担当 社長室長 

松原 久雄 執行役員（企画・財務経理担当） 
・企画部長 

・財務経理部長 

・新規事業開発部長 

執行役員（企画・財務経理担当） 
・企画部長 

・財務経理部長 

・新規事業開発部長 

小池 武義 執行役員 

（IT・情報管理担当 Chief Information Officer） 

・IT 部長 

執行役員 

（IT・情報管理担当 Chief Information Officer）

・IT 部長 

中橋 一泰 執行役員 
（リスク／危機管理担当 

Chief Risk Management Officer）
・人事総務部長 

 
 
・人材開発センター長 

・企画部担当部長 

慶野 晋一 執行役員（SMO 事業担当） 
・サイトサポート・インスティテュート株式会社代表取締役社長 

 
・サイトサポート・インスティテュート株式会社代表取締役社長

原 光信 執行役員（ライセンス担当） 

・新規事業開発部 担当部長 
執行役員（ライセンス担当） 

・新規事業開発部 担当部長 

曽根岡 邦成 CRO カンパニー執行役員  
（大阪支社担当）  
・大阪支社長 

CRO カンパニー執行役員  
（大阪支社担当） 
・大阪支社長 
・国際共同治験プロジェクトマネジメントオフィサー

新井 譲一 CRO カンパニー執行役員  
（CRO 事業担当） 
・CRO 東日本事業本部長 

・CRO 西日本事業本部長 

・業務推進部長 

CRO カンパニー執行役員  
（CRO 事業担当） 
・CRO 東日本事業本部長 

・CRO 西日本事業本部長 

佐藤 誠 CRO カンパニー執行役員  
（CDM 事業担当） 
・CRO カンパニー・バイスプレジデント 

・CDM 事業本部長 

CRO カンパニー執行役員  
（CDM 事業担当） 
・CRO カンパニー・バイスプレジデント 

・CDM 事業本部長 

三嶽 秋久 CRO カンパニー執行役員  
（ビジネスデベロップメント担当） 
・ビジネスデベロップメント本部長 

CRO カンパニー執行役員 
（韓国事業担当） 
・CMIC Korea Co.,Ltd. Vice-President 

髙本 哲義 CRO カンパニー執行役員  

（ファーマコヴィジランス担当） 

・ファーマコヴィジランス本部長 

CRO カンパニー執行役員  

（ファーマコヴィジランス担当） 

・ファーマコヴィジランス本部長 

赤﨑 盛昭 CRO カンパニー執行役員  
（アジア開発担当）

・アジア開発室長 

CRO カンパニー執行役員  
（アジア開発担当）

・アジア開発室長  



 

 

 
 
【３】子会社代表取締役の異動（平成 21 年 10 月 1 日付） 

氏  名 新役職名 現役職名 

清水 昭 
株式会社ヘルスクリック 
代表取締役会長 

株式会社ヘルスクリック 
代表取締役社長  

安田 利正 

株式会社ヘルスクリック 
代表取締役社長   
サイトサポート・インスティテュート株式会社

取締役会長  

 
 
サイトサポート・インスティテュート株式会社

取締役会長 
 
 
 

以  上 
 
 
 

 


