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組織改正、執行役員の異動および担当職務変更ならびに人事異動に関するお知らせ 

 

 

 当社は、２０１５年４月１日付の組織改正、執行役員の異動および担当職務変更ならびに人事異動を下記の

とおり決定いたしましたのでお知らせいたします。 

記 

 

１．組織改正 

 （１）研究開発本部 

   組織のフラット化により、研究開発の効率化と迅速な意思決定を図るため、 

    ①川崎研究センターおよび臨床開発センターを廃止し、傘下の各部を研究開発本部直下に置く。 

    ②「薬制部」「川崎総務部」を研究開発本部下に置く。 

  

（２）マーケティング本部（新設） 

  マーケティング機能の向上および甲状腺薬事業をはじめとする領域別の戦略強化を目的に、 

  医薬事業本部を廃止し「マーケティング本部」を新設する。マーケティング本部下に以下の部を置く。 

・プロダクトマネジメント部 

・甲状腺薬事業推進室 

・マーケティング企画部 

・学術部 

・ライセンス部 

 

（３）生産本部 

  製剤技術センターを廃止し、傘下の各部を生産本部直下に置く。 

   

（４）営業本部 

  マーケティング本部との連携の下、営業力の強化を目的に、 

  医薬営業本部にあすかジェネリック事業本部を統合し「営業本部」に改称する。 

①医薬学術部をマーケティング本部の学術部へ移管する。 

②東京支店より横浜営業所を分離し「横浜支店」とする。 

③北関東・甲信越支店を「北関東支店」と「甲信越支店」に分割する。 

 

（５）管理本部    

  女性社員のキャリア形成を支援し、更なる活躍の推進を図るため、 

「女性活躍推進室」を新設する。 



 

 

 

 

 

２．執行役員の異動 （昇任） 

 

   常務執行役員    川原 真幸  （現 執行役員） 

 

 

 

３．執行役員担当職務変更 

氏名 新担当職務 現担当職務 

松葉 昌行 
常務執行役員 営業担当（ジェネリック事業

担当） 

常務執行役員 医薬営業本部長 兼 あすかジ

ェネリック事業本部長 

加藤 和彦 
常務執行役員 マーケティング本部長、研究

開発担当、信頼性保証担当 

常務執行役員 医薬事業本部長、研究開発担

当 

川原 真幸 常務執行役員 営業統括 執行役員 信頼性保証・EBM推進担当 

秋山 明 執行役員 あすかアニマルヘルス(株)出向 執行役員 医薬営業本部 副本部長 

齋藤 守信 執行役員 生産本部長 
執行役員 特命事項担当 (株)あすか製薬 

メディカル代表取締役社長 

木村 孝一 執行役員 特命事項担当 執行役員 生産本部長 

熊野 郁雄 
執行役員 特命事項担当 (株)あすか製薬 

メディカル代表取締役社長 
執行役員 特命事項担当 

 

 

４．人事異動 

氏名 新担当職務 現担当職務 

濱嵜 秀久 研究開発本部 副本部長 兼 川崎事業所長 
研究開発本部 副本部長 兼 川崎研究センター

長 兼 川崎事業所長 兼 西東京事業所長 

宮澤 克彦 研究開発本部 副本部長付フェロー 研究開発本部 臨床開発センター長 

桶川 峰浩 信頼性保証本部 副本部長 信頼性保証本部 エグゼクティブ 

足立 秀一 加藤常務執行役員付特命事項担当 生産本部 副本部長 

須田 祥司 生産本部 副本部長 兼 購買部長 
生産本部 購買部長 兼 購買管理Ｇ グループ

マネジャー 

阿部 秀行 
生産本部 副本部長（製剤技術・製剤開発

担当） 兼 製剤技術部長 

生産本部 製剤技術センター長 兼 製剤技術部

長 兼 第1Ｇ グループマネジャー 

庭山 芳樹 営業本部 副本部長 医薬営業本部 東京支店長 

軍司 国弘 マーケティング本部 副本部長 
あすかジェネリック事業本部 首都圏営業部長 

（東日本担当） 

寺本 裕国 営業本部長 
あすかジェネリック事業本部 関西営業部長 

（西日本担当） 

渡部 信雄 
管理本部 副本部長（経理・総務担当）兼 

総務部長 

管理本部 副本部長（経理・総務担当）兼 総務

部長 兼 総務Ｇ グループマネジャー 



 

 

氏名 新担当職務 現担当職務 

佐藤 潤 
研究開発本部 探索研究部長 兼 第 1Ｇ 

グループマネジャー 
研究開発本部 川崎研究センター 探索研究部

長 兼 第 1Ｇ グループマネジャー 

齋藤 智之 
研究開発本部 薬理研究部長 兼 生物検

定Ｇ グループマネジャー 

研究開発本部 川崎研究センター 薬理研究部

長 兼 生物検定Ｇ グループマネジャー 

慶野 勝幸 研究開発本部 合成研究部長 研究開発本部 川崎研究センター 合成研究部長 

礒部 充威 研究開発本部 安全性研究部長 研究開発本部 川崎研究センター 安全性研究部長 

藤方 明 研究開発本部 代謝研究部長 研究開発本部 川崎研究センター 代謝研究部長 

竹川 恵弘 研究開発本部 分析研究部長 研究開発本部 川崎研究センター 分析研究部長 

萩原 雅文 

マーケティング本部 ライセンス部長  兼 

事業開発Ｇ グループマネジャー 兼 知的

財産Ｇ グループマネジャー 

研究開発本部 研究企画管理部長 兼 第 1Ｇ 

グループマネジャー 

佐藤 敦子 
研究開発本部 研究企画管理部長 兼 品

質管理Ｇ グループマネジャー 

研究開発本部 研究企画管理部 品質管理Ｇ 

グループマネジャー  

新保 宣宏 研究開発本部 開発第一部長 
研究開発本部 臨床開発センター 開発第一部

長 兼 第 2Ｇ グループマネジャー 

桂 卓也 研究開発本部 開発第二部長  研究開発本部 臨床開発センター 開発第二部長 

長尾 康治 
研究開発本部 臨床管理部長 兼 品質管

理Ｇ グループマネジャー 

研究開発本部 臨床開発センター 臨床管理部

長 兼 品質管理Ｇ グループマネジャー 

村川 仁志 研究開発本部 臨床推進部長  研究開発本部 臨床開発センター 臨床推進部長 

森本 雅也 マーケティング本部 マーケティング企画部長  
医薬事業本部  医薬事業推進部長  兼  2Ｇ 

グループマネジャー  

松倉 竹雄 研究開発本部 薬制部長 医薬事業本部 薬制部長 

森 麻衣子 信頼性保証本部 ファーマコビジランス部長 
信頼性保証本部 ファーマコビジランス部長 兼 臨床調

査Ｇ グループマネジャー 兼 安全管理Ｇ グループマ

ネジャー 

桑山 典之 
生産本部 いわき工場 品質管理部長 兼 

品質保証Ｇ グループマネジャー 
生産本部 いわき工場 品質管理部長 

渡部 祐一 生産本部 生産部長 
生産本部 生産部長 兼 生産管理Ｇ グループ

マネジャー 

高橋 三郎 
生産本部 製剤開発部長 兼 第 1Ｇ グル

ープマネジャー 
生産本部 製剤技術センター 製剤開発部長 

桑原 誠也 営業本部 東京支店長 医薬営業本部 営業企画部長 

小林 秀昭 営業本部 千葉・埼玉支店長 
医薬営業本部 営業企画部 マーケティングＧ 

グループマネジャー 

友松 盛浩 

マーケティング本部 甲状腺薬事業推進室

長 兼 プロダクトマネジメント部 1G グルー

プマネジャー 

医薬営業本部 営業企画部 チラーヂン推進Ｇ 

グループマネジャー 

小川 ちさと 研究開発本部 臨床推進部 エグゼクティブ 医薬営業本部 医薬学術部長 

  



 

 

氏 名 新担当職務 現担当職務 

山田 洋一 
マーケティング本部 学術部長 兼 1Ｇ グ

ループマネジャー 

医薬営業本部 医薬学術部 1Ｇ グループマネ

ジャー 

本江 清郎 営業本部 東北支店長 
医薬営業本部 流通推進部長 兼 特約店Ｇ グループ

マネジャー 兼 あすかジェネリック事業本部 流通推進

部長 兼 特約店Ｇ グループマネジャー 

藤川 晋二 営業本部 流通推進部長 
医薬営業本部 流通推進部 特約店Ｇ エキスパート（東

北特約店担当） 兼 あすかジェネリック事業本部 流通

推進部 特約店Ｇ エキスパート（東北特約店担当） 

伊東 厚 営業本部 札幌支店長 医薬営業本部 札幌支店長 

萩原 龍太 
管理本部 人事部長付エグゼクティブ 

（あすか Actavis製薬(株)出向） 
医薬営業本部 東北支店長 

坂口 貴彦 営業本部 中国・四国支店長 
医薬営業本部 東北支店 1Ｇ グループマネジ

ャー 兼 郡山営業所長 

臼杵 和宏 営業本部 福岡支店長 医薬営業本部 千葉・埼玉支店長 

安彦 明宏 営業本部 甲信越支店長 医薬営業本部 北関東・甲信越支店長 

鬼頭 秀滋 営業本部 名古屋支店長 医薬営業本部 名古屋支店長 

渡辺 究 営業本部 横浜支店長 
医薬営業本部 名古屋支店 2Ｇ グループマネ

ジャー 兼 静岡営業所長 

長尾 智仁 
マーケティング本部 プロダクトマネジメント

部長 
医薬営業本部 京都支店長 

江原 貴之 営業本部 京都支店長 
医薬営業本部 京都支店 1Ｇ グループマネジ

ャー 

佐藤 仁 
管理本部 人事部長付エグゼクティブ 

（あすか Actavis製薬(株)出向） 
医薬営業本部 大阪支店長 

齋藤 淳一 営業本部 大阪支店長 医薬営業本部 中国・四国支店長 

関 浩人 営業本部 営業企画部長 医薬営業本部 福岡支店長 

堀 英紀 営業本部 北関東支店長 
あすかジェネリック事業本部  中国・四国 1Ｇ 

グループマネジャー 

小林 秀樹 管理本部 経営企画部長 
管理本部 経営企画部長 兼 企画Ｇ グループ

マネジャー 

知久 一博 管理本部 人事部長 兼 女性活躍推進室長 
管理本部 人事部長 兼 企画・給与Ｇ グルー

プマネジャー 

神立 雄一郎 研究開発本部 川崎総務部長 川崎総務部長 

 

以 上 


