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2022 年 3 月 18 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、2022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  2022年 4月 1日 

 

Ⅱ．組織変更 

 １．『製品戦略プロジェクト』の新設 

   当社グループが有する生産機能の最適化を目的に、社長直轄のプロジェクト（組織）

を立ち上げる。また、既存製品の製造・品質管理能力の向上を図った上で安定供給体

制を整え、将来の増産体制基盤の再構築につなげる。 

 ２．開発・企画本部 

 （１）開発品質ならびに承認申請の信頼性の更なる向上に向け、『開発薬事部』『開発保

証部』を新設する。 

    自社・共同開発を問わず、承認申請資料の作成ならびに監査体制を強化し、開発

品質の信頼性を保証する。 

 （２）『抗癌剤開発部』、『注射剤開発部』および『バイオシミラー開発部』を統合し、『機

能製剤開発部』を新設する。 

    各部が有している「知識」「情報」を一元化し、中長期的に注力すべき抗癌剤、バ

イオシミラー等の開発候補品への開発力強化を企図する。 

 （３）『国際企画部』を経営企画本部から移管する。 

 ３．製剤技術本部 

   固形製剤技術部の二グループに『原価低減チーム』を、三グループに『技術移転チ

ーム』をそれぞれ新設する。 
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 ４．品質管理本部 

 （１）『試験評価統括部』を新設する。 

    既存品の試験評価検討の強化のため、製剤試験部（開発・企画本部）、試験部（製

剤技術本部）およびＱＣ部（品質管理本部）の試験機能を集結し、試験に関連す

る情報の共有化および課題への対応を推進する。 

 （２）富山工場 品質管理統括部のＱＣ一部・ＱＣ二部をＱＣ部に改編し、５グループ８

チーム制から４グループ７チーム制とする。 

 ５．生産本部 

   富山工場 生産業務部に『生産業務グループ』と『設備保全グループ』を新設する。 

   資産管理および予算管理の徹底と設備保全業務の強化を図る。 

 ６．営業本部 

   ＯＮＣＯ・ＢＳ部配下のオンコロジーグループとバイオシミラーグループを統合し

『オンコロジー・バイオシミラーグループ』に改編する。 

 ７．物流本部 

   物流管理部配下を２グループ制に変更し、物流管理グループを『委託管理グループ』

に改称し、『ＧＤＰ管理グループ』を新設する。 

 ８．調達本部 

   ＣＭＯマネージメント部配下の商品グループと海外グループを『渉外グループ』と

『受託グループ』に再編する。 

 ９．社長室 

   『法務部』を経営企画本部から移管する。 

 10．管理本部 

   『人財開発部』を経営企画本部から移管する。 

 11．『経営企画本部』を廃止する。 

 

Ⅲ．人事異動 

 １．取締役 

氏  名 新 旧 

吉川 隆弘 
代表取締役 超品質・サプライチェーン

・ＢＳマネジメント担当 

代表取締役副社長 超品質・サプライ 

チェーン・ＢＳマネジメント担当 

赤根 賢治 
取締役  

ＣＳＲ・ＥＳＧ・ビジネス創造担当 

取締役副社長  

ＣＳＲ・ＥＳＧ・ビジネス創造担当 

稲坂 登 取締役 利益・資産管理担当 取締役専務 利益・資産管理担当 
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 ２．委任型執行役員・理事 
氏  名 新 旧 

三原 修 常務執行役員 営業本部長 上席執行役員 営業本部長 

成瀬 寬俊 常務執行役員 品質管理本部長 上席執行役員 品質管理本部長 

石田 修二 常務執行役員 管理本部長 上席執行役員 管理本部長 

神田 進 常務執行役員 社長室長 上席執行役員 社長室長 

古川 徹 
上席執行役員 開発・企画本部長  

兼 製品戦略プロジェクト 統括責任者 
上席執行役員 開発・企画本部長 

山内 茂樹 

専任理事 開発・企画本部  

製剤開発統括部 機能製剤開発部  

バイオシミラーグループ 

専任理事 開発・企画本部  

バイオシミラー開発部 

姉川 宏 
専任理事 開発・企画本部  

製剤開発統括部 機能製剤開発部長 

開発・企画本部 製剤開発統括部  

抗癌剤開発部長 

袴田 芳樹 
専任理事 信頼性保証本部 安全管理部長 

（エルメッド総括製造販売責任者） 

信頼性保証本部 安全管理部長 

（エルメッド総括製造販売責任者） 

原  豊 
専任理事  

信頼性保証本部 品質保証部 担当部長 

理事  

信頼性保証本部 品質保証部 担当部長 

 
 ３．執行役員・理事 

氏  名 新 旧 

柏木 隆 執行役員 国際担当 上席執行役員 経営企画本部長 

岡田 一也 

理事 社長室  

マネジメント・サポート部長  

兼 コーポレート・コミュニケーション 

部長 

理事 社長室  

マネジメント・サポート部  

担当部長 

秋松 範行 理事 製剤技術本部 本部長付 担当部長 理事 製剤技術本部 試験部長 
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 ４．部長 
氏  名 新 旧 

福岡 賢一 営業本部 広島支店長 
営業本部 東京第一支店  

営業推進グループ マネージャー 

服部 恒一 

営業本部 ＯＮＣＯ・ＢＳ部  

オンコロジー・バイオシミラーグループ  

担当部長 

営業本部 ＯＮＣＯ・ＢＳ部  

バイオシミラーグループ 担当部長 

長岡 俊広 営業本部 ＤＸ事業推進部 担当部長 
営業本部 地域連携推進部  

ＭＰＳグループ 担当部長 

藤田 靖夫 営業本部 学術部 学術グループ 参与 
営業本部 学術部  

学術グループ 担当部長 

加藤 善弘 営業本部付 参与 営業本部 広島支店長 

大林 勝之 

物流本部 物流管理部長  

兼 ＧＤＰ管理グループ  

マネージャー（出向） 

物流本部 物流管理部長  

兼 物流管理グループ  

マネージャー（出向） 

熊田 俊吾 開発・企画本部 製剤開発統括部長 
開発・企画本部 製剤開発統括部長  

兼 製剤開発部長 

衛藤 豪克 

開発・企画本部 製剤開発統括部  

製剤開発部長  

兼 物性評価グループ マネージャー 

開発・企画本部 製剤開発統括部  

製剤開発部 物性評価グループ  

マネージャー 

石瀬 早世子 開発・企画本部 開発保証部長 開発・企画本部 開発推進部長 

坂東 裕志 開発・企画本部 開発保証部 担当部長 
開発・企画本部  

バイオシミラー開発部 マネージャー 

矢野 文晶 開発・企画本部 開発薬事部長 
開発・企画本部 開発推進部  

開発推進一グループ マネージャー 

秋元 悟 開発・企画本部 製剤試験部長 

開発・企画本部 製剤試験統括部  

製剤試験部 担当部長  

兼 製剤試験一グループ マネージャー 

乾  勝紀 開発・企画本部 臨床試験部長 
開発・企画本部  

製剤試験統括部 臨床試験部長 
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氏  名 新 旧 

示森 洋平 開発・企画本部 国際企画部長 経営企画本部 国際企画部長 

能登 明佐美 製剤技術本部 企画部 担当部長 

品質管理本部  

富山工場品質管理統括部 ＱＣ二部長  

兼 原料試験グループ マネージャー 

加島 玄 品質管理本部 試験評価統括部長 
開発・企画本部 製剤試験統括部長  

兼 製剤試験部長 

鈴木 翔 
品質管理本部 試験評価統括部  

試験評価一部長 

開発・企画本部 製剤試験統括部  

製剤試験部 製剤試験二グループ  

マネージャー 

吉澤 菜穂子 
品質管理本部 試験評価統括部  

試験評価二部長 

開発・企画本部 製剤開発統括部  

注射剤開発部長 

大場 良平 
品質管理本部 富山工場品質管理統括部  

ＱＡ部長（医薬品製造管理者） 

品質管理本部 富山工場品質管理統括部  

ＱＡ部長 

中俣 忠博 

品質管理本部  
富山工場品質管理統括部 ＱＣ部長  
兼 試験検査推進グループ マネージャー  
（出向） 

品質管理本部  

富山工場品質管理統括部 ＱＣ一部長  

兼 管理グループ マネージャー（出向） 

川合 真由美 

品質管理本部  

愛知工場品質管理統括部長 

（医薬品製造管理者） 

品質管理本部 本部長付 

渡邉 英孝 
品質管理本部  

静岡工場品質管理統括部付 参与 
品質管理本部 品質管理企画部 参与 

柴  正人 

品質管理本部  

静岡工場品質管理統括部付  

アドバイザー 

品質管理本部  

品質管理企画部 アドバイザー 

大竹 博之 生産本部 富山工場 固形剤製造二部長 生産本部 静岡工場 固形剤製造部長 

穴田 武司 生産本部 静岡工場 固形剤製造部長 生産本部 富山工場 固形剤製造二部長 

諏訪部 雄大 
生産本部 静岡工場 技術部長  

兼 施設環境グループ マネージャー 

生産本部 静岡工場 技術部  

施設環境グループ マネージャー 



- 6 - 
 

氏  名 新 旧 

植田 利秀 
生産本部 静岡工場  

技術部 アドバイザー 
生産本部 静岡工場 技術部長 

勝又 恵子 
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 

村岡 義久 生産本部 山形工場 外用液剤製造部長 
生産本部 山形工場 外用液剤製造部長  

兼 生産業務グループ マネージャー 

幡谷 友行 
薬事薬制本部 医薬情報部長 兼 適正

情報グループ マネージャー 
薬事薬制本部 医薬情報部長 

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

兼 海外グループマネージャー 

最上 博 
調達本部  

ＣＭＯマネージメント部 担当部長 

社長室  

コーポレート・コミュニケーション部長  

梅田 博史 管理本部 人財開発部長 経営企画本部 人財開発部長 

井上 侑子 社長室 法務部長 経営企画本部 法務部長 

谷口 兵庫 社長室 法務部 担当部長 経営企画本部 法務部 マネージャー 

杉山 博明 製品戦略プロジェクト プロジェクト長 経営企画本部 事業開発部長 

 

以 上 


