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2018 年 9 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、2018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  2018年 10 月 1日 

 

 

Ⅱ．組織変更 

 １．品質管理本部を新設 

   生産本部各工場の品質管理部とＧＭＰ推進部を新設の品質管理本部に移管し、ＦＤＡ

査察対応の体制強化および品質管理業務とＧＭＰ基準の遵守に独立性を持たせる。 

（１） 品質管理統括部を新設 

品質管理部とＧＭＰ推進部を統括管理する組織として、品質管理統括部を新設す

る。 

 （２）品質管理企画部を新設 

    ＦＤＡ査察対応および品質向上の推進のために品質管理企画部を新設する。 

 

 ２．営業本部 

 （１）地域連携推進部を新設 

    地域包括ケアシステム構築推進、地域医療への貢献拡大を図るため地域連携推進部

を新設する。 

部内にマーケティング部の地域連携グループを移管し、特販部を特販グループに改

組して移管する。 

 

 ３．社長室 

 （１）コーポレート・コミュニケーション部の新設 

    更なる企業価値向上のため、投資家をはじめとしてステークホルダーの皆さまへの

情報開示の充実を目的に機能を独立させる。 
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（２）事業開発部の設置 

    国内外における当社グループの価値最大化に向けた企画・推進を強化するため、経

営企画本部に組織されていた事業開発部を改組し社長直轄の組織とする。 

（３） ＭＰＩグループの設置 

    営業本部内にあったＭＰＩ機能を組織化し、医療制度面からの分析結果や予測を

今後の事業展開に戦略的に活用することを目的として事業開発部に置く。 

 

 

Ⅲ．人事異動 

１．委任型執行役員・理事 

氏  名 新所属・役職 現所属・役職 

田村 智昭 常務執行役員 品質管理本部長 執行役員 生産本部 富山工場長 

長野 信幸 
専任理事 品質管理本部  

品質管理企画部長 
専任理事 生産本部 ＦＤＡ推進室長 

 

 

２．執行役員・理事 

氏  名 新所属・役職 現所属・役職 

三原  修 
執行役員 営業本部 副本部長 

兼地域連携推進部長 

執行役員 営業本部 副本部長 

兼マーケティング部長 

内山  修 
理事 営業本部 地域連携推進部  

特販グループ 担当部長 
理事 営業本部 特販部長 

庄谷 啓史 理事 生産本部 埼玉工場長 
理事 生産本部 埼玉工場長 

兼生産業務部長 

小岱  正 
理事 品質管理本部  

静岡工場品質管理統括部長 
理事 静岡工場 副工場長 

小杉  敦 執行役員 開発・企画本部 副本部長 
執行役員 開発・企画本部 副本部長 

兼製剤開発部長 

菊地 祐男 
理事 社長室 事業開発部 

兼日医工医業経営研究所 所長 

理事 営業本部 マーケティング部 

兼日医工医業経営研究所 所長 
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３．部長 

氏  名 新所属・役職 現所属・役職 

鈴木 淳也 営業本部 マーケティング部長 
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 

中川 孝信 
営業本部 地域連携推進部 

特販グループ 担当部長 

営業本部 特販部 特販グループ 

担当部長 

小川 尚久 生産本部 富山工場長 生産本部 富山工場 ＧＭＰ推進部長 

飯田 雅士 生産本部 富山工場 固形剤包装部長 
生産本部 富山工場 固形剤包装部 

包装ライン三グループ マネージャー 

菅田 信次 生産本部 埼玉工場 生産業務部長 調達本部 ＣＭＯマネージメント部長 

堀田 幹男 
生産本部 静岡工場 生産業務部長 

兼生産業務グループ マネージャー 
生産本部 静岡工場 生産業務部長 

渡邉 英孝 
品質管理本部  

品質管理企画部 参与 

生産本部 愛知工場  

ＧＭＰ推進部 参与 

村井 宏之 
品質管理本部  

富山工場品質管理統括部長 

生産本部 富山工場 副工場長 

兼固形剤包装部長 

秋松 範行 

品質管理本部  

富山工場品質管理統括部  

品質管理部長 

生産本部 富山工場 品質管理部長 

土肥 知子 

品質管理本部  

富山工場品質管理統括部  

ＧＭＰ推進部長 

生産本部 富山工場 ＧＭＰ推進部 

ＧＭＰ推進グループ マネージャー 

水落 弘一郎 

品質管理本部  

富山工場品質管理統括部 

ＧＭＰ推進部 参与 

生産本部 富山工場  

ＧＭＰ推進部 参与 

川合 真由美 

品質管理本部 

愛知工場品質管理統括部長 

兼ＧＭＰ推進部長 

生産本部 愛知工場 ＧＭＰ推進部長 

多田 欣央 

品質管理本部  

愛知工場品質管理統括部 

品質管理部長 

生産本部 愛知工場 品質管理部長 

河部 公映 

品質管理本部 

埼玉工場品質管理統括部長 

兼ＧＭＰ推進部長 

生産本部 埼玉工場 ＧＭＰ推進部長 
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氏  名 新所属・役職 現所属・役職 

能登 明佐美 

品質管理本部 

埼玉工場品質管理統括部 

品質管理部長 

生産本部 埼玉工場 品質管理部長 

三上 了三 

品質管理本部  

埼玉工場品質管理統括部  

ＧＭＰ推進部 参与 

生産本部 埼玉工場  

ＧＭＰ推進部 参与 

野口 幸広 

品質管理本部  

埼玉工場品質管理統括部 

ＧＭＰ推進部 参与 

生産本部 埼玉工場  

ＧＭＰ推進部 参与 

杉岡 早千夫 

品質管理本部 

山形工場品質管理統括部長 

兼品質管理部長 

生産本部 山形工場 品質管理部長 

幸山  誠 

品質管理本部  

静岡工場品質管理統括部  

ＧＭＰ推進部長 

生産本部 静岡工場 ＧＭＰ推進部長 

藤本 佳子 

品質管理本部  

静岡工場品質管理統括部  

品質管理部長 

生産本部 静岡工場 品質管理部長 

熊田 俊吾 開発・企画本部 製剤開発部長 
開発・企画本部 製剤開発部  

固形剤グループ マネージャー 

金井 達夫 
開発・企画本部 製剤技術部 

担当部長 
理事 開発・企画本部 製剤技術部 

林  祥弘 
開発・企画本部 製剤開発部 

担当部長 
（新任） 

千種 康恵 
信頼性保証本部 安全管理部長 

兼安全管理グループ マネージャー 
信頼性保証本部 安全管理部長 

中尾 武司 
信頼性保証本部 品質保証部 

品質情報グループ 参与 

生産本部 富山工場  

品質管理部 参与 

堀  克弘 調達本部 ＣＭＯマネージメント部長 
調達本部 ＣＭＯマネージメント部 

マネージャー 

亀島 康之 調達本部 購買部 担当部長 
調達本部 購買部 担当部長 

兼原薬グループ マネージャー 

岡田 一也 
社長室  

コーポレート・コミュニケーション部長 
管理本部 総務部長 

  



- 5 - 
 

氏  名 新所属・役職 現所属・役職 

杉山 博明 社長室 事業開発部長 社長室 部長 兼ＰＭＩ統括責任者 

岩田 直之 管理本部 総務部長 
生産本部 静岡工場 生産業務部 

生産業務グループ マネージャー 

 
 

以 上 


