
 
 

2021年4月23日 
 

各  位 
会 社 名 あすか製薬ホールディングス株式会社 
代 表 者 名  代表取締役社長 山口 隆 

（コード番号  4886 東証第一部） 
問い合わせ先 グループ経営企画部長 長尾 智仁 

（TEL．03-5484-8366） 
 
 

当社子会社役員および執行役員の異動に関するお知らせ 
 
 2021年6月24日付子会社役員および執行役員の異動を下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいた

します。 
 
1. あすか製薬株式会社 
【役員】 

  現 新 

山口 隆 代表取締役社長 代表取締役会長 昇任 

丸尾 篤嗣 代表取締役専務取締役 取締役副会長 昇任 

山口 惣大 常務取締役 代表取締役社長 昇任 

福井 雄一郎 取締役常務執行役員 監査役 新任※ 

熊野 郁雄 取締役常務執行役員 ― 退任 

海堀 寛 執行役員 営業本部長 取締役常務執行役員 新任 

西岡 裕康 常務執行役員 
国際事業本部長、生産本部担当 取締役常務執行役員 新任 

小松 哲 監査役 ― 退任 

※取締役を退任後、監査役として新任 
 
【執行役員】 

  現 新 

殿村 英郎 
執行役員 
事業開発部、メディカルアフェア

ーズ部担当 

常務執行役員 
事業開発部、メディカルアフェア

ーズ部、プロジェクト・ポートフ

ォリオマネジメント部担当 

昇任 

蓮見 幸市 
常務執行役員 
特命事項担当、㈱あすか製薬メデ

ィカル代表取締役社長 
― 退任 



濱嵜 秀久 執行役員 
山口常務取締役付特命事項担当 ― 退任 

庭山 芳樹 執行役員 
特命事項担当 ― 退任 

知久 一博 執行役員 
管理本部 副本部長 

執行役員 
生産本部 副本部長 

委嘱 
変更 

関 浩人 営業本部 副本部長 兼 
営業企画部長 

執行役員 
営業本部 副本部長 兼 
営業企画部長 

新任 

髙梨 正哉 開発本部長 執行役員 
開発本部長 新任 

田村 聖彦 管理本部 副本部長 執行役員 
管理本部長 新任 

 
2. あすかアニマルヘルス株式会社 
【役員】 

  現 新 

丸尾 篤嗣 取締役 ― 退任 

桶川 峰浩 取締役 常務取締役 昇任 

田村 聖彦 
（現 あすか製薬ホールディングス㈱ 

グループ経営管理本部 副本部長 兼 

あすか製薬㈱ 管理本部 副本部長） 
取締役 新任 

熊野 郁雄 
（現 あすか製薬ホールディングス㈱ 

取締役 兼 あすか製薬㈱ 取締役常務

執行役員） 
監査役 新任 

鬼頭 秀滋 監査役 ― 退任 

 
3. 株式会社あすか製薬メディカル 
【役員】 

  現 新 

蓮見 幸市 代表取締役社長 ― 退任 

齋藤 淳一 （現 あすか製薬㈱ 営業本部  
東日本第 1 統括部長） 代表取締役社長 新任 

丸尾 篤嗣 取締役 ― 退任 

長尾 智仁 取締役 ― 退任 

田村 聖彦 
（現 あすか製薬ホールディングス㈱ 

グループ経営管理本部 副本部長 兼 

あすか製薬㈱ 管理本部 副本部長） 
取締役 新任 



渡邊 一雅 （現 日本硝子産業㈱ 代表取締役社

長） 取締役 新任 

小松 哲 監査役 ― 退任 

鬼頭 秀滋 
（現 あすか製薬ホールディングス㈱ 

監査役 兼 あすか製薬㈱ 監査役 兼 

あすかアニマルヘルス㈱ 監査役） 
監査役 新任 

 
 

以 上 



参考：役員一覧 

 
 
 

あすか製薬株式会社

 取締役・監査役

山口隆 代表取締役会長 〔　―　〕

丸尾　篤嗣 取締役副会長 〔社長補佐、業務全般担当〕

山口　惣大 代表取締役社長 〔全社統括〕

加藤　和彦 常務取締役 〔新規事業担当、ヘルスケア事業推進室長〕

海堀　寛 取締役常務執行役員 〔営業本部長〕

西岡　裕康 取締役常務執行役員 〔国際事業本部長、生産本部担当〕

鬼頭　秀滋 監査役 〔常勤監査役〕

福井　雄 一 郎 監査役 〔常勤監査役〕

 執行役員

殿村　英郎 常務執行役員 〔事業開発部、メディカルアフェアーズ部、プロジェクト・ポートフォリオマネジメント部担当〕

大窪　教道 執行役員 〔生産本部長　兼　国際事業本部 副本部長〕

知久　一博 執行役員 〔生産本部 副本部長〕

森　麻衣子 執行役員 〔信頼性保証本部長〕

関　浩人 執行役員 〔営業本部 副本部長　兼　営業企画部長〕

髙梨　正哉 執行役員 〔開発本部長〕

田村　聖彦 執行役員 〔管理本部長〕

 あすかアニマルヘルス株式会社

 取締役・監査役

山口　文豊 代表取締役社長 〔全社統括〕

桶川　峰浩 常務取締役 〔薬事・管理担当〕

寺本　裕国 取締役 〔社長補佐、営業・開発担当〕

田村　聖彦 取締役 〔非常勤〕

熊野　郁雄 監査役 〔非常勤〕

 株式会社あすか製薬メディカル

 取締役・監査役

齋藤　淳一 代表取締役社長 〔全社統括〕

田村　聖彦 取締役 〔非常勤〕

渡邊　一雅 取締役 〔非常勤〕

鬼頭　秀滋 監査役 〔非常勤〕


