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組織改編並びに人事異動のお知らせ 

 

2020年10月1日付にて組織の改編・新設並びに人事異動を行いますので、下記の通りお知らせいたし

ます。 

 

記 

 

1. 主要な組織改編 

 

1） 営業本部 

京滋北陸支店を関西支店及び（旧）名古屋支店に統合し、名古屋支店を「東海北陸支店」

と改称する。また、福岡支店を「九州支店」に改称する。 

 

2） 富山工場 

製造部生産管理グループを部として切り離し、生産管理及び物流部門を担う「生産管理

部」と製造を担う製造部に再編する。また、品質管理部ＧＭＰ管理室及びＧＭＰ推進室を

統合のうえ部として切り離し、ＧＭＰに関する業務を担う「ＧＭＰ管理部」と品質管理を

担う品質管理部に再編する。 

 

3） ＳＣＭ部 

原薬・資材の購買、製造委受託管理、安定供給への対応等を業務とするＳＣＭ部

（Supply Chain Management Department）を富山工場から切り離し、独立した部に再編す

る。 

 

2. 主要人事 

1）営業本部 

営業本部長       森田 周平 

営業企画部長      高橋 友明 



営業企画部 マーケティンググループ マネージャー  渡辺 浩之 

営業企画部 企画推進グループ マネージャー   國澤 朋弘 

営業企画部 学術支援グループ マネージャー  荒田 隆夫 

営業部長       松尾 貴典 

営業部 ﾘﾌﾟﾛﾀﾞｸﾃｨﾌﾞﾒﾃﾞｨｽﾝ専任グループ マネージャー 岡田 幸子 

営業部 北海道・東北支店長    岡 真一郎 

営業部 関東第一支店長     藤沢 隆司 

営業部 関東第二支店長     中島 博 

営業部 東海北陸支店長     廣瀬 圭嗣 

営業部 関西支店長     渡辺 一秀 

営業部 中四国支店長     三輪 大介 

営業部 九州支店長     北村 崇 

営業部 流通業務グループ マネージャー   光枝 広介 

 

2）富山工場 

富山工場長      笠井 隆行 

総務室 マネージャー     深谷 健司 

技術室 マネージャー     浜島 啓史 

製造部長       吉末 貴則 

製造部 第一製造グループ マネージャー   奥島 聖記 

製造部 第二製造グループ マネージャー   谷村 祐樹 

製造部 第三製造グループ マネージャー   尾島 正史 

生産管理部長      西山 順二 

生産管理部 原価管理室 マネージャー   久徳 正尊1 

生産管理部 生産管理グループ マネージャー  白尾 淳之 

品質管理部長      松山 幸子 

品質管理部 品質管理第一グループ マネージャー  古幡 咲恵 

品質管理部 品質管理第二グループ マネージャー  中島 有人 

品質管理部 品質管理第三グループ マネージャー  望月 しず恵 

ＧＭＰ管理部長      野村 将万  

ＧＭＰ管理部 ＧＭＰ管理グループ マネージャー  上野 祐子 

 

3）ＳＣＭ部 

ＳＣＭ部長      上出 豊幸 

ＳＣＭ部 ＳＣＭグループ マネージャー   中野 正隆 

 

4）研究開発本部 

 研究開発本部長      岩井 孝之 

                                                   
1 2021 年 1 月に内部監査室から生産管理部 原価管理室に異動し、同室マネージャーに就任予定 



 研究開発本部 副本部長     長縄 正之 

 臨床開発部長        雨宮 育生 

臨床開発部 臨床開発グループ マネージャー  平山 正史 

 開発企画部長 兼 企画グループ マネージャー  中下 啓 

 研究部長       金山 良成 

 研究部 第一研究グループ マネージャー   田中 和浩 

 研究部 第二研究グループ マネージャー   野嶋 秀明 

 

5）信頼性保証部 

信頼性保証部長      澤田 聡美 

信頼性保証部 品質保証グループ マネージャー  水口 円夫 

信頼性保証部 安全管理グループ マネージャー  長谷川 雅彦 

信頼性保証部 薬事グループ マネージャー   水野 あゆみ 

信頼性保証部 総括室 マネージャー   桜井 和久 

 

6）製品戦略部 

 製品戦略部長      三橋 厚弥 

 製品戦略部 製品戦略室 マネージャー   前田 貴生 

 製品戦略部 Ｅ4・ＭＰ事業推進室 マネージャー  大林 雅樹 

 

7）事業開発部 

 事業開発部長      尾崎 領 

 事業開発部 ヴァイスジェネラルマネージャー  チョードリー クシェンドラ 

 事業開発部 事業開発グループ マネージャー  殿村 吉秀 

 

8）経営企画部 

 経営企画部長      佐藤 武志 

 

9）経営管理部 

 経営管理部長 兼 経営管理グループ マネージャー 宇治 浩 

 経営管理部 人事グループ マネージャー   和田 輝夫 

 

10）内部監査室 

内部監査室 マネージャー     安井 伸介2 

 

【添付資料】 
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2 2021 年 1 月に内部監査室マネージャーに就任予定。 



 

 

GMP管理部
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八課

品質管理部

品質管理第一グループ

一課

二課

三課

品質管理第二グループ

東海第二営業所
二課 生産管理課

北陸営業所
三課 物流課

東海北陸支店
第二研究グループ 原価管理室

東海第一営業所
一課 生産管理グループ

千葉営業所
二課 六課

北関東営業所
三課 生産管理部

甲信営業所 特販推進課
第一研究グループ 四課

埼玉営業所 営業業務課
一課 五課

神奈川営業所 九州第二営業所
研究文書管理課 三課

関東第二支店 流通業務グループ
技術研究課 第三製造グループ

学術教育課
東京第二営業所 九州第一営業所

研究部 二課 総括室

中四国第二営業所
BS企画課 第二製造グループ 薬事一課

学術情報課
東京第一営業所 九州支店

知的財産課 一課 薬事二課

安全管理三課
営業企画課

関東第一支店 中四国第一営業所
ジェネリック企画課 四課 薬事グループ

学術支援グループ
東京病院営業所

委受託推進課 システム統括課 MP事業推進チーム 安全管理グループ
ラジオロジー＆オンコロジーチーム

北海道営業所 関西第一営業所
開発企画部 一課 人事グループ 安全管理一課

企画推進グループ
東北第一営業所 関西第二営業所

開発企画グループ 二課 人財開発課 安全管理二課
営業推進課

東北第二営業所 中四国支店
新薬企画課 三課 人事管理課

臨床開発グループ 技術室 SCMグループ ライセンス＆アライアンスチーム コーポレートコミュニケーション課 経理課 E4・MP事業推進室 品質保証一課
マーケティンググループ

リプロダクティブメディスン専任グループ 関西支店
臨床開発一課 製造部 購買課 海外事業チーム サステナビリティ推進課 総務課 JAPAN-ASEAN E4事業推進チーム 品質保証二課

ウィメンズヘルスチーム
北海道・東北支店 関西病院営業所

臨床開発二課 第一製造グループ

臨床開発部 総務室 安定供給推進課 事業開発グループ 経営企画課 経営管理グループ 製品戦略室 品質保証グループ
営業企画部 営業部

内部監査室 省エネ委員会

経営執行会議 サステナビリティ委員会

営業本部 研究開発本部 富山工場 SCM部 事業開発部 経営企画部 経営管理部 製品戦略部 信頼性保証部

ＯＤＣ 取締役会 安全衛生委員会

会長 衛生委員会

リスク管理委員会
社長

コンプライアンス委員会
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