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2020 年 3 月 16 日 

各 位 

 

会 社 名  日 医 工 株 式 会 社 

(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   執行役員 管理本部副本部長 兼 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、2020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  2020年 4月 1日 

 

Ⅱ．組織変更 

 １．営業本部 

  （１）札幌支店、仙台支店、名古屋支店のチーム編成を変更 

    要員の再構成とそれに伴う活動エリアの見直しにより、３支店のチーム構成をス

リム化する。 

  （２）流通推進部に代理店担当を置く  

    主要代理店も特約店と同様の進捗管理をするため、地域連携推進部 特販グループ

を廃止し流通推進部に代理店担当を置く。 

  （３）学術部に支店学術グループを新設 

    ＭＲ研修を強化するため、各支店に配置している学術部員を取りまとめる機関と

して支店学術グループを設置する。 

  （４）地域連携推進部にＭＰＳグループを新設 

    ①タイムリーな資料作成、②行政情報の質の確保のため、社長室コーポレート・

コミュニケーション部からＭＰＳ業務を分離しＭＰＳグループを設置する。 
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 ２．生産本部 

  （１）組織管理強化のため、富山工場 固形剤包装部を分割し、固形剤包装一部と固形

剤包装二部とする。 

  （２）富山工場 固形剤製造一部 打錠グループを固形剤製造二部に移管する。 

  （３）埼玉工場 液剤製造部をゼリー剤製造部に名称変更する。 

     あわせて配下の組織名称も変更する。（液剤⇒ゼリー剤） 

  （４）埼玉工場 生産業務部の生産推進グループと生産業務グループを統合し生産推進

グループとする。 

 

 ３．品質管理本部 

  （１）ＧＭＰ推進部をＱＡ部に改称 

     薬機法改正に付随する品質保証体制の充実とＦＤＡ対応を進めるための改称。 

  （２）品質管理部をＱＣ部に改称 

 

 ４．信頼性保証本部 

  （１）エルメッド株式会社の信頼性保証部門との融合 

    融合後の組織で当社とエルメッド社の製造販売業三役体制を両立させる。 

  （２）安全管理部に東京安全管理部を新設 

 

 ５．開発・企画本部 

  （１）製剤試験部の管理体制強化のため、製剤試験グループ配下の２つのチームをグ

ループに昇格させ、３グループ体制を４グループ体制とする。 

  （２）開発推進部の管理体制強化のため、１グループ体制を２グループ体制とする。 

 

 ６．管理本部 

   品質管理本部のＦＤＡ対応の取組みの一環で、情報システム部に静岡ＩＴサポート

グループを新設する。 

 

Ⅲ．人事異動 

１．委任型理事 

氏  名 新所属・役職 現所属・役職 

西野 英司 専任理事 営業本部 特命担当 
専任理事 営業本部 地域連携推進部 特

販グループ 特命担当 

長幡 武光 
専任理事 開発・企画本部  

バイオシミラー開発部長 

理事 開発･企画本部  

バイオシミラー開発部長 
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氏  名 新所属・役職 現所属・役職 

東  満之 
専任理事 社長室  

マネジメント・サポート部長 

執行役員 社長室  

マネジメント・サポート部長 

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  

品質管理本部 品質管理企画部長  

兼 ＦＤＡ対応グループ マネージャー 

 

２．執行役員・理事 

氏  名 新所属・役職 現所属・役職 

平田 孝則 
執行役員 営業本部 副本部長  

兼 業務部長 
理事 営業本部 業務部長 

古川  徹 執行役員 開発・企画本部 副本部長 
執行役員 開発･企画本部 開発企画部長  

兼 知財管理グループ マネージャー 

髙山 憲一 
執行役員 経営企画本部 副本部長  

兼 国際企画部長 
経営企画本部 国際企画部長 

永江 圭司 
執行役員 信頼性保証本部 副本部長  

兼 品質保証部長 
信頼性保証本部 品質保証部長 

原   豊 

理事 品質管理本部  

静岡工場品質管理統括部長  

兼 ＱＣ部長 

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 

 

３．顧問 

氏  名 新所属・役職 現所属・役職 

松山 研治 顧問 開発･企画本部 アドバイザー 執行役員 開発･企画本部 アドバイザー 

 

４．部長 

氏  名 新所属・役職 現所属・役職 

野田 倫乃 営業本部 学術部長  

営業本部 学術部  

サポートセンターグループ  

マネージャー 

長岡 俊広 
営業本部 地域連携推進部  

ＭＰＳグループ 担当部長 

社長室  

コーポレート・コミュニケーション部  

担当部長 
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氏  名 新所属・役職 現所属・役職 

宝関 靖亮 営業本部 流通推進部 担当部長 営業本部 流通推進部 マネージャー 

金城 盛光 
営業本部 流通推進部  

代理店担当 担当部長 

営業本部 地域連携推進部  

特販グループ 担当部長  

大島 伸行 
営業本部 流通推進部  

東北エリア流通担当 担当部長  

営業本部 流通推進部  

大阪エリア流通担当 担当部長 

邑本 哲文 
営業本部 流通推進部  

北陸エリア流通担当 参与 

営業本部 地域連携推進部  

特販グループ 参与  

中川 孝信 営業本部 仙台支店長 
営業本部 地域連携推進部  

特販グループ 担当部長 

佐藤  明 
開発・企画本部 開発企画部長  

兼 知財管理グループ マネージャー 

開発・企画本部 開発企画部  

開発企画グループ 担当部長 

加島  玄 開発・企画本部 製剤試験部長 
開発・企画本部 製剤試験部長  

兼 原薬分析グループ マネージャー 

山本 能久 信頼性保証本部 品質保証部 担当部長  エルメッド（株） 

袴田 芳樹 信頼性保証本部 安全管理部長  エルメッド（株） （出向） 

小川 尚久 
生産本部 富山工場長  

兼 生産業務部長 
生産本部 富山工場長 

若田 辰裕 生産本部 富山工場 固形剤包装一部長 
生産本部 富山工場 固形剤製造一部  

造粒グループ マネージャー 

飯田 雅士 生産本部 富山工場 固形剤包装二部長 生産本部 富山工場 固形剤包装部長 

沙魚川 善郎 生産本部 富山工場 生産業務部 参与 理事 生産本部 富山工場 生産業務部長 

芳賀 基浩 生産本部 愛知工場 生産業務部長 
生産本部 愛知工場 生産業務部長  

兼 生産推進グループ マネージャー 

中田 敏則 生産本部 埼玉工場 ゼリー剤製造部長 生産本部 埼玉工場 液剤製造部長 
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氏  名 新所属・役職 現所属・役職 

土肥 知子 
品質管理本部  

富山工場品質管理統括部 ＱＡ部長 

品質管理本部 富山工場品質管理統括部  

ＧＭＰ推進部長 

能登 明佐美 
品質管理本部  

富山工場品質管理統括部 ＱＣ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 

川合 真由美 

品質管理本部  

愛知工場品質管理統括部長  

兼 ＱＡ部長 

品質管理本部  

愛知工場品質管理統括部長  

兼 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 ＱＣ部長 

品質管理本部  

愛知工場品質管理統括部 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 ＱＡ部長 

品質管理本部  

埼玉工場品質管理統括部長  

兼 ＧＭＰ推進部長 

高畑 友美子 
品質管理本部  

埼玉工場品質管理統括部 ＱＣ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 

杉岡 早千夫 

品質管理本部  

山形工場品質管理統括部長  

兼 ＱＡ部長 

品質管理本部  

山形工場品質管理統括部長  

兼 ＧＭＰ推進部長 

千葉 寛之 
品質管理本部  

静岡工場品質管理統括部 ＱＡ部長 

品質管理本部 静岡工場品質管理統括部 

ＧＭＰ推進部長 

 
 

以 上 


