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2019 年 2 月 12 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、2019 年 4 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  2019 年 4 月 1 日 

 

Ⅱ．組織変更 

 １．営業本部 

 （１）開発から販売戦略立案までを一元管理するためマーケティング部に「製品企画グ

ループ」を新設する。 

 （２）京滋北陸支店にエリア戦略推進のため「病院グループ」を新設する。 

 ２．開発・企画本部 

 （１）注射剤開発推進のため製剤開発部から注射剤グループを昇格させ、「注射剤開発部」

を新設し、配下に「新規注射剤グループ」「既存注射剤グループ」を置く。 

 （２）ＣＴＤ推進室と製剤開発部の開発推進グループを統合し、「開発推進部」に改組す

る。 

 ３．生産本部 

      業務効率のため静岡工場生産業務部の生産業務グループと生産推進グループを統

合し「生産業務グループ」とする。 

 ４．品質管理本部 

       業務効率のため埼玉工場品質管理統括部 品質管理部の原料・製剤試験グループと

無菌・微生物試験グループを統合し「品質管理グループ」とする。 

 ５．経営企画本部 

 （１）人財育成を推し進めるため「人財開発部」を新設する。 

 （２）国内外に拡大する業務対応のため「事業開発部」を社長室から移管する。 

 ６．管理本部 

 （１）東京本社の管理機能拡充のため、「東京管理部」を新設し、配下に「東京総務グル

ープ」「東京経理グループ」を置く。 

 （２）財務部の関係会社管理グループを「財務企画管理グループ」に名称変更する。 
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 （３）人事部の採用・研修グループを「労務グループ」に名称変更する。 

 （４）情報システム部のシステム管理推進グループを「ＩＴソリューショングループ」に、

システム企画グループを「ＩＴサポートグループ」に名称変更する。 

 ７．バイオシミラー開発室 

   経営企画本部のバイオシミラー開発部を「バイオシミラー開発室」として独立させ、

社長直轄に置いて開発を推し進める。 

 ８．社長室 

 （１）経営全般への管理強化のため「マネジメント・サポート室」を新設し、配下に秘

書グループを置く。 

 （２）事業分析強化のため「ビジネス・サポート推進室」を新設し、配下にＭＰＩグル

ープと医業経営研究所を置く。 

 

Ⅲ．人事異動 

１．取締役 

氏  名 新所属・役職 現所属・役職 

赤根 賢治 
取締役 副社長執行役員 

社長室担当 

取締役 副社長執行役員  

コンプライアンス・内部監査統括室担当

金剛寺 敏則 
取締役  

コンプライアンス・内部監査統括室担当

取締役 

エルメッドエーザイ㈱ 出向 

 

２．委任型執行役員・理事 

氏  名 新所属・役職 現所属・役職 

柏木  隆 専務執行役員 経営企画本部長 専務執行役員 営業本部長 

柘植 昭人 常務執行役員 営業本部長  

松山 研治 
常務執行役員  

バイオシミラー開発室長 
常務執行役員 経営企画本部長 

山内 茂樹 専任理事 バイオシミラー開発室 
専任理事  

経営企画本部 バイオシミラー担当 

伊藤 正幸 専任理事 生産本部 山形工場長 理事 生産本部 山形工場長 

小岱  正 専任理事 生産本部 静岡工場長 
理事 品質管理本部  

静岡工場品質管理統括部長 
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３．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 
執行役員 営業本部 副本部長  

兼 地域連携推進部長 

藤  浩之 
理事 営業本部 福岡支店  

営業推進グループ 担当部長 

理事 営業本部  

オンコロジー広域病院部長 

織部 博章 執行役員 生産本部 副本部長 生産本部 生産企画部長 

原   豊 

理事 品質管理本部  

静岡工場品質管理統括部長  

兼 品質管理部長 

理事 生産本部  

静岡工場 固形剤製造部長 

古川  徹 
執行役員  

開発・企画本部 開発企画部長 
 

松本 厚志 執行役員 調達本部 副本部長 調達本部 購買部長 

長幡 武光 
理事 バイオシミラー開発室  

バイオシミラー開発部長 

経営企画本部  

バイオシミラー開発部長 

宮川 良三 理事 経営企画本部 事業開発部 執行役員 調達本部 副本部長 

東  満之 
執行役員 社長室  

マネジメント・サポート室長 
執行役員 社長室長 

稲端 良次 
理事  

コンプライアンス・内部監査統括室長 
コンプライアンス・内部監査統括室長 

 

４．顧問 

氏  名 新所属・役職 現所属・役職 

清  勝彦 顧問 生産本部 静岡工場 専任理事 生産本部 静岡工場長 

菊地 祐男 
顧問 社長室 ビジネス・サポート推進室

医業経営研究所 

理事 社長室 事業開発部  

兼 日医工医業経営研究所 所長 
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５．部長 

氏  名 新所属・役職 現所属・役職 

遠藤 弘康 営業本部 札幌支店長  

山口 博光 営業本部 仙台支店長  

佐藤 秀弍 
営業本部 東京第一支店  

営業推進グループ 担当部長 
 

久米 孝志 営業本部 関東支店長  

中垣 公彦 
営業本部 京滋北陸支店  

営業推進グループ 流通担当 担当部長 
営業本部 名古屋支店長 

佐藤 正昭 営業本部 名古屋支店長 営業本部 札幌支店長 

澁谷 謙太郎 
営業本部 名古屋支店  

営業推進グループ 担当部長 
 

大島 伸行 
営業本部 大阪支店  

営業推進グループ 担当部長 
営業本部 流通推進部長 

加藤 善弘 営業本部 広島支店長  

姉川 茂樹 営業本部 流通推進部長 営業本部 流通推進部 担当部長 

浅井 隆史 
営業本部 業務部  

流通管理グループ 担当部長 
エルメッドエーザイ㈱ 出向 

毛利 政美 営業本部 流通推進部 担当部長  

土井 敏裕 
営業本部 保険薬局部  

保険薬局グループ 大阪 担当部長 
営業本部 広島支店長 
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氏  名 新所属・役職 現所属・役職 

赤峰 秀敏 
営業本部 保険薬局部  

保険薬局グループ 担当部長 
 

野中  誠 
営業本部 保険薬局部  

保険薬局グループ 担当部長 
 

棚田 純二 
営業本部  

オンコロジー広域病院部長 
 

藤田 靖夫 
営業本部 バイオシミラー部  

バイオシミラーグループ 担当部長 
 

松平 哲也 営業本部 地域連携推進部長 営業本部 仙台支店長 

金城 盛光 
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 関東支店長 

藤本 佳子 生産本部 静岡工場 副工場長 
品質管理本部  

静岡工場品質管理統括部 品質管理部長

堀田 博紀 生産本部 生産企画部長 生産本部 生産企画部 担当部長 

室岡  忠 生産本部 富山工場 固形剤製造二部長 

生産本部 富山工場 固形剤製造二部長 

兼 錠剤コーティンググループ  

マネージャー 

佐藤 貴彦 生産本部 埼玉工場 生産業務部 参与 
生産本部 埼玉工場  

生産業務部 担当部長 

堀田 幹男 生産本部 静岡工場 生産業務部長 
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 

飯田 一男 生産本部 静岡工場 固形剤製造部長 開発･企画本部 製剤技術部長 

能登 明佐美 
品質管理本部  

富山工場品質管理統括部 品質管理部長

品質管理本部  

埼玉工場品質管理統括部 品質管理部長

高畑 友美子 
品質管理本部  

埼玉工場品質管理統括部 品質管理部長

品質管理本部  

埼玉工場品質管理統括部 品質管理部  

無菌・微生物試験グループ マネージャー
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氏  名 新所属・役職 現所属・役職 

秋松 範行 開発･企画本部 製剤技術部長 

品質管理本部  

富山工場品質管理統括部 

品質管理部長 

石瀬 早世子 開発･企画本部 開発推進部長 開発･企画本部 ＣＴＤ推進室長 

立崎 稔章 開発･企画本部 開発推進部 参与 開発･企画本部 ＣＴＤ推進室 参与 

吉澤 菜穂子 開発･企画本部 注射剤開発部長 
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 

林  祥弘 
開発･企画本部 製剤開発部 担当部長  

兼 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 担当部長 

杉浦 大介 
開発・企画本部 製剤開発部  

湿製錠グループ 担当部長 
 

田村  昇 
開発･企画本部 開発企画部  

知財管理グループ 担当部長 
開発･企画本部 開発企画部長 

佐藤  明 
開発･企画本部 開発企画部  

開発企画グループ 担当部長 
 

乾  勝紀 
開発･企画本部  

臨床試験部 担当部長 
㈱イーエムアイ 

亀島 康之 調達本部 購買部長 調達本部 購買部 担当部長 

梅田 博史 経営企画本部 人財開発部長  

杉山 博明 経営企画本部 事業開発部長 社長室 事業開発部長 

松岡 孝二 
管理本部 東京管理部長  

兼 東京経理グループ マネージャー 

管理本部 人事部  

人事グループ マネージャー 

岡田 尚之 
管理本部 財務部  

財務企画管理グループ 担当部長 
管理本部 財務部 部長 
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氏  名 新所属・役職 現所属・役職 

前川 直明 
管理本部 人事部  

労務グループ 担当部長 

管理本部 人事部  

採用・研修グループ マネージャー 

梶原 建二 
管理本部 人事部  

人事グループ 担当部長 
 

北尾 太一 社長室 ビジネス・サポート推進室長 エルメッドエーザイ㈱ 出向 

長岡 俊広 
社長室 ビジネス・サポート推進室  

ＭＰＩグループ 担当部長 

社長室 事業開発部  

ＭＰＩグループ マネージャー 

三枝 政清 
コンプライアンス・内部監査統括室 

参与 
管理本部 財務部 財務グループ 参与 

 
以 上 


