
 

 

2010 年 9 月 22 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  執行役員情報開示担当 松原久雄     
                          （TEL．03－5745－7070） 

 
組織変更および人事異動に関するお知らせ 

 
 
当社は、2010 年 10 月 1 日付で下記の通り組織変更および人事異動を行いますので、お知らせ

いたします。なお、新任取締役、新任監査役につきましては、2010 年 12 月 15 日開催予定の第

26 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 
【Ⅰ】組織変更（2010 年 10 月 1 日付） 
（１）ヘルスケアカンパニー 

 施設支援事業（Business to Site）、患者・消費者向けヘルスケア事業（Business to 
Consumer）を強化するために、以下の事業を本カンパニーに集約する。 
・L-FABP 事業部 
・新規事業開発部プロジェクトオペレーショングループ（臨床研究事業） 
・第 2DM 統計事業本部（臨床研究を中心としたデータマネジメント・統計解析事業） 

（２）CRO カンパニー 
 各事業本部をプロフィット制とするとともに、バイスプレジデント制を廃止して、責

任と権限をより強化する。 
 コンサルティング事業本部を新設し、以下の部門を移管する。 

・戦略・薬事コンサルティング部 
・メディカルライティング部 
・疫学・生物統計部 

 ファーマコヴィジランス本部をファーマコヴィジランス事業本部に改称する。 
 CRO 事業本部プロジェクトマネージメント部をカンパニー直下の組織とする。 

（３）コーポレート部門 
 経営企画部のグループ人材育成機能を分離し、人材開発センターに移管する。同セン

ターにおいて人材採用から人材育成までを一貫して担うことにより、それぞれの機能

を強化する。 
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 人事総務部を人事部と総務部に分離する。 



 

【Ⅱ】役員人事予定 
（１）新任取締役候補（2010 年 12 月 15 日開催予定の株主総会に付議予定） 

取締役 望月 渉  執行役員（内部統制・情報開示・財務経理担当） 
（２）新任監査役候補（2010 年 12 月 15 日開催予定の株主総会に付議予定） 

監査役 髙本 哲義  
（３）退任予定監査役（2010 年 12 月 15 日開催予定の株主総会終結の時をもって辞任の予定） 

監査役 堀井 宏晃 
 
【Ⅲ】執行役員人事（2010 年 10 月 1 日付） 
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氏  名 新役職名 現役職名 
望月 渉 執行役員 

（内部統制・情報開示・財務経理担当）

執行役員 
（内部統制担当 

Chief Internal Control Officer） 
・内部監査部長 

小作 寛 執行役員(渉外担当） 
CRO ｶﾝﾊﾟﾆｰ執行役員（ﾌｧｰﾏｺｳﾞｨｼﾞﾗﾝｽ

事業担当） 
・ﾌｧｰﾏｺｳﾞｨｼﾞﾗﾝｽ事業本部長 

執行役員（国際臨床開発担当） 
CRO ｶﾝﾊﾟﾆｰ執行役員（開発管理担当）

・CRO ｶﾝﾊﾟﾆｰ･ﾊﾞｲｽﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ 
・開発管理本部長  

若井 正雄 執行役員（海外事業推進担当） 
・経営企画部海外事業推進室長 

執行役員（海外関係会社担当） 

安田 利正 執行役員 
・㈱ﾍﾙｽｸﾘｯｸ 取締役会長 
・ｻｲﾄｻﾎﾟｰﾄ･ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ㈱ 取締役会長 

執行役員 
・ﾍﾙｽｹｱｶﾝﾊﾟﾆｰ長 
・㈱ﾍﾙｽｸﾘｯｸ 代表取締役社長 
・ｻｲﾄｻﾎﾟｰﾄ･ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ㈱ 取締役会長 

松原 久雄 執行役員 
・ﾍﾙｽｹｱｶﾝﾊﾟﾆｰ長 
・ﾍﾙｽｹｱ事業部長 
・㈱ﾍﾙｽｸﾘｯｸ 代表取締役社長 
・ｻｲﾄｻﾎﾟｰﾄ･ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ㈱ 取締役 

執行役員（情報開示担当 
Chief Disclosure Officer、 

     経営企画・財務経理担当） 
・経営企画部長 
・新規事業開発部長 

中橋 一泰 執行役員（人事・人材開発担当） 
 
 

・人事部長 

執行役員（ﾘｽｸ/危機管理担当 
     Chief Risk Management 

Officer） 
・人事総務部長 

竹之内 喜代輝 執行役員（eClinical担当） 
・ﾍﾙｽｹｱｶﾝﾊﾟﾆｰ ﾍﾙｽｹｱ事業部 

e-Solution室長 

執行役員（eClinical担当） 

井上 雅博 執行役員（新規事業開発担当） 
・新規事業開発部長 
CRO ｶﾝﾊﾟﾆｰ執行役員（ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ事業

担当） 
・ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ事業本部長 
・戦略・薬事ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部長 

 
 
CRO ｶﾝﾊﾟﾆｰ執行役員（戦略・薬事ｺﾝｻﾙﾃ

ｨﾝｸﾞ担当） 
・CRO ｶﾝﾊﾟﾆｰ･ﾊﾞｲｽﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ 
・戦略・薬事ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部長    

藤田 英司 執行役員 
（ﾘｽｸ/危機管理・渉外・IR広報・経営

企画担当） 
・経営企画部長 

  
 
 
・経営企画部担当部長 

   



 

氏  名 新役職名 現役職名 
佐野 安伸 執行役員（品質管理担当） 

・ｸｵﾘﾃｨ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ本部長 
 
・ｸｵﾘﾃｨ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ本部長 

佐藤 誠 CRO ｶﾝﾊﾟﾆｰ執行役員（CRO事業担当）

・CRO事業本部長 
CRO ｶﾝﾊﾟﾆｰ執行役員（CDM事業担当）

・CRO ｶﾝﾊﾟﾆｰ･ﾊﾞｲｽﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ 
・CDM事業本部長 
・eClinicalセンター長 

新井 譲一 CRO ｶﾝﾊﾟﾆｰ執行役員（CDM事業担当）

・CDM事業本部長 
CRO ｶﾝﾊﾟﾆｰ執行役員（CRO事業担当）

・CRO事業本部長 
・業務推進部長 

山崎 敦城 CMO ｶﾝﾊﾟﾆｰ執行役員 
・CMO ﾋﾞｼﾞﾈｽﾃﾞﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄ部長 

 
・CMO ｶﾝﾊﾟﾆｰ･ﾊﾞｲｽﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ 
・CMO ﾋﾞｼﾞﾈｽﾃﾞﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄ部長 

綛谷 正晴 CMO ｶﾝﾊﾟﾆｰ執行役員 
・CMO企画部長 

 
・CMO企画部長 

 
【Ⅳ】コーポレート部門長人事（2010 年 10 月 1 日付） 

氏  名 新役職名 現役職名 

北川 敦 内部監査部長 内部監査部ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

渡辺 健二 人材開発センター長 ※ 人材開発センター長 ※ 

佐野 裕己 総務部長 経営企画部担当部長 
※新たにグループ人材育成機能を担う 

 
【Ⅴ】その他の人事（2010 年 10 月 1 日付） 
＜ヘルスケアカンパニー＞ 

氏  名 新所属・役職名 現所属・役職名 
菅谷 健 L-FABP事業部長 L-FABP事業部長 
高栖 政博 ﾍﾙｽｹｱ事業部ｴﾋﾞﾃﾞﾝｽｾﾝﾀｰ長 新規事業開発部担当部長 

新規事業開発部ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｸﾞﾙｰ

ﾌﾟ長 
㈱ﾍﾙｽｸﾘｯｸ 臨床研究ｻﾎﾟｰﾄ部長 

十川 正吾 ﾍﾙｽｹｱ事業部第2DM統計事業本部長 第2DM統計事業本部長 
 
＜CRO カンパニー＞ 

氏  名 新所属・役職名 現所属・役職名 
宮 隆史 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ事業本部 

ﾒﾃﾞｨｶﾙﾗｲﾃｨﾝｸﾞ部長 
CDM事業本部 
ﾒﾃﾞｨｶﾙﾗｲﾃｨﾝｸﾞ部長 

松井 研一 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ事業本部 
疫学・生物統計部長 

CDM事業本部 
疫学・生物統計部長 

市原 日出男 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ部長 
CRO事業本部 
消化器・腎領域臨床開発部Director 

CRO事業本部 
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ部長 
消化器・腎領域臨床開発部Director 

金丸 恭子 CRO事業本部 
業務推進部長 

CRO事業本部 
業務推進部ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 
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氏  名 新所属・役職名 現所属・役職名 

阿佐 はる美 CRO事業本部 
循環器（心・血管）領域（Ⅱ）臨床開

発部Director 

CRO事業本部 
炎症・免疫・循環器（心・血管）領域臨

床開発部ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｰ 
川原 康忠 CDM事業本部 

eClinical ｾﾝﾀｰ長 
CDMD事業本部 
eClinical ｾﾝﾀｰ第1 ｸﾞﾙｰﾌﾟｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ 

久門 宏栄 ﾌｧｰﾏｺｳﾞｨｼﾞﾗﾝｽ事業本部 
東日本ﾌｧｰﾏｺｳﾞｨｼﾞﾗﾝス部長 

ﾌｧｰﾏｺｳﾞｨｼﾞﾗﾝｽ本部 
東日本ﾌｧｰﾏｺｳﾞｨｼﾞﾗﾝｽ部副部長 

柴田 力 CP事業本部長代理 
臨床開発部Director 

CP事業本部副本部長 
東日本CP部長 
医療機器・血液領域臨床開発部Director

田代 幾美 CP事業本部 
東日本CP部長 

CP事業本部 
東日本CP部ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞ  ー

 
＜シミックコーポレート部門＞ 

氏  名 新所属・役職名 現所属・役職名 

小笠原 千恵 経営企画部副部長（企画担当） 経営企画部担当部長 

西田 恭子 総務部副部長 人事総務部総務ｸﾞﾙｰﾌﾟ 
 
【Ⅵ】子会社代表取締役の異動（2010 年 10 月 1 日付） 

氏  名 新役職名 現役職名 
安田 利正 ㈱ﾍﾙｽｸﾘｯｸ 取締役会長 

ｻｲﾄｻﾎﾟｰﾄ･ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ㈱ 取締役会長 
㈱ﾍﾙｽｸﾘｯｸ 代表取締役社長 
ｻｲﾄｻﾎﾟｰﾄ･ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰﾄ㈱ 取締役会長 

松原 久雄 ㈱ﾍﾙｽｸﾘｯｸ 代表取締役社長 
 

ｼﾐｯｸ㈱ 
執行役員（情報開示担当 Chief 
Disclosure Officer、経営企画・財務

経理担当） 
・経営企画部長 
・新規事業開発部長 

清水 昭 ㈱ﾍﾙｽｸﾘｯｸ 取締役 
（ｼﾐｯｸ㈱ 特別顧問・ｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸｱﾄﾞ

ﾊﾞｲｻﾞｰ） 

㈱ﾍﾙｽｸﾘｯｸ 代表取締役会長 
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以  上 


