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組織変更および人事異動について

当社は、2021 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

2021 年 4 月 1 日

Ⅱ．組織変更
１．製剤技術本部の新設
既存品が抱えている課題の早期解決と重複品目の統合および製造場所の検討を行い、
保有する各工場の生産機能の最適化および品質維持のための体制強化を目的として新
設いたします。
２．製剤技術本部の組織構成
（１）製剤技術統括部
開発・企画本部、生産本部静岡工場、日医工岐阜工場㈱内の製剤技術組織を統合
① 富山製剤技術部：
（現）開発・企画本部 製剤技術部
② 静岡製剤技術部：
（現）生産本部 静岡工場 技術部 生産技術グループ
③ 固形製剤技術部：
（現）日医工岐阜工場（株）生産技術統括部 固形生産技術
１～３グループ
④ 注射製剤技術部：
（現）日医工岐阜工場（株）生産技術統括部 注射生産技術
１・２グループ
（２）試験部
各改善製剤の評価および最適な試験法の確立を実施
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（３）企画部
各本部（生産、品質管理、開発・企画、営業、信頼性保証）と連携し、改善計画
立案と推進を実施
３．開発・企画本部の組織変更
（１）製剤開発統括部、製剤試験統括部を新設
① 製剤開発統括部： 製剤開発部、注射剤開発部、抗癌剤開発部（新設）を統括
② 製剤試験統括部： 製剤試験部、臨床試験部を統括
（２）製剤開発統括部 製剤開発部配下に２グループを新設
① 物性評価グループ
② プロセス開発グループ
４．生産本部
（１）富山工場 固形剤製造一部の『造粒グループ』を『造粒一グループ』と『造粒二グ
ループ』に分割
（２）愛知工場 生産業務部の『生産業務グループ』を『施設管理グループ』に改称
（３）静岡工場 技術部の『生産技術グループ』を製剤技術本部へ移管し、
『施設環境グ
ループ』
、『セファロ施設環境グループ』および『設備技術グループ』に再編
５．品質管理本部
（１）富山工場品質管理統括部 ＱＣ二部の『製剤試験一・二グループ』を『製剤試験グ
ループ』と『安定性試験グループ』に再編
（２）品質管理企画部の『品質管理企画グループ』を『グローバルＱＭＳグループ』と
『品質管理企画グループ』に分割
６．信頼性保証本部
開発・企画本部組織の『ＧＣＰ監査グループ』を信頼性保証本部 安全管理部 配下
組織へ移管
Ⅲ．人事異動
１．取締役
２０２１年８月に施行予定の改正薬機法に準拠した体制構築を早期に実現するため、
予め『責任役員』を任命し組織への浸透を図ります。
氏

名

吉川 隆弘

新

旧

代表取締役副社長 責任役員

代表取締役副社長

超品質・サプライチェーン・

超品質・サプライチェーン・

ＢＳマネジメント担当

ＢＳマネジメント担当

※責任役員…薬事に関する業務に責任を有する役員
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２．委任型執行役員・理事
氏

名

小杉

敦

小岱

正

成瀬 寬俊

新

旧

上席執行役員 製剤技術本部長
上席執行役員 生産本部長
（安定供給管理責任者）
上席執行役員 品質管理本部長
専任理事 品質管理本部

長野 信幸

静岡工場品質管理統括部長
兼 品質管理企画部長

執行役員 開発・企画本部 副本部長

専任理事 日医工岐阜工場（株）出向

理事 ＧＭＰ監査室長

専任執行役員 品質管理本部 副本部長
兼 品質管理企画部長

山田 清孝

専任理事 ＧＭＰ監査室長（出向）

日医工岐阜工場株式会社

織部 博章

専任理事 ＧＭＰ監査室

上席執行役員 品質管理本部長

宮川 良三

専任理事 コンプライアンス推進室長

理事 コンプライアンス推進室長

稲端 良次

専任理事 内部監査室長

理事 内部監査室長

専任理事 日医工岐阜工場（株）出向

上席執行役員 生産本部長

（岐阜工場長）

（安定供給管理責任者）

高石 正俊

３．執行役員・理事
氏

名

永江 圭司

秋松 範行

原

豊

新

旧

執行役員 信頼性保証本部 副本部長

執行役員 信頼性保証本部 副本部長

（総括製造販売責任者）

兼 品質保証部長（総括製造販売責任者）

理事 製剤技術本部 試験部長

理事 開発・企画本部 製剤技術部長

理事 信頼性保証本部 品質保証部長
（品質保証責任者）

理事 品質管理本部
静岡工場品質管理統括部長
兼 ＱＣ部長
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４．顧問
氏

名

伊藤 正幸

新

旧

顧問 生産本部 山形工場長付

専任理事 生産本部 山形工場長

５．部長
氏

名

熊田 俊吾

吉澤 菜穂子

新

旧

開発・企画本部 製剤開発統括部長
兼 製剤開発部長
開発・企画本部 製剤開発統括部
注射剤開発部長
開発・企画本部 製剤開発統括部

杉浦 大介

製剤開発部 機能製剤グループ
担当部長

加島

玄

開発・企画本部 製剤試験統括部長
兼 製剤試験部長
開発・企画本部 製剤試験統括部

秋元

悟

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

林

祥弘

今井 啓二

丹郷 博喜

山内

崇

金井 達夫

開発・企画本部 製剤試験統括部
臨床試験部長
製剤技術本部 本部付 担当部長
製剤技術本部
製剤技術統括部長（出向）
製剤技術本部 製剤技術統括部
固形製剤技術部長（出向）
製剤技術本部 製剤技術統括部
注射製剤技術部長（出向）
製剤技術本部 製剤技術統括部
富山製剤技術部長
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開発・企画本部 製剤開発部長

開発・企画本部 注射剤開発部長

開発・企画本部 製剤開発部
湿製錠グループ 担当部長

開発・企画本部 製剤試験部長

開発・企画本部 製剤試験部
製剤試験一グループ マネージャー

開発・企画本部 臨床試験部長
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
日医工岐阜工場株式会社

日医工岐阜工場株式会社

日医工岐阜工場株式会社

開発・企画本部 製剤技術部 担当部長

氏

名

飯田 一男

原山

洋

新

旧

製剤技術本部 製剤技術統括部
静岡製剤技術部長
製剤技術本部 企画部長

生産本部 静岡工場 技術部 担当部長

ＧＭＰ監査室 マネージャー

杉岡 早千夫 生産本部 富山工場長

生産本部 富山工場 固形剤製造一部長

小川 尚久

生産本部 富山工場 固形剤製造一部長

生産本部 富山工場長

川原

生産本部 富山工場 生産業務部長

執行役員 生産本部 副本部長

生産本部 山形工場長

生産本部 富山工場 生産業務部長

宏

村井 宏之

蓮池 隆一

生産本部 静岡工場 ｾﾌｧﾛ製剤製造部長
兼 ｾﾌｧﾛ製剤グループ マネージャー
品質管理本部 富山工場品質管理統括部

能登 明佐美 ＱＣ二部長
兼 原料試験グループ マネージャー
千葉 寛之

島田 直毅

朝比奈 恵美

土肥 知子

大島 伸行

生産本部 静岡工場 ｾﾌｧﾛ製剤製造部長

品質管理本部 富山工場品質管理統括部
ＱＣ二部長

品質管理本部 富山工場品質管理統括部 品質管理本部 静岡工場品質管理統括部
ＱＡ部長

ＱＡ部長

品質管理本部 静岡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
ＱＣ二部 製剤試験一グループ
マネージャー

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
ＱＡ部 ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ
マネージャー
品質管理本部 富山工場品質管理統括部

ＧＭＰ監査室 担当部長

ＱＡ部長

営業本部 流通推進部

営業本部 流通推進部

東北エリア流通担当 参与

東北エリア流通担当 担当部長

以
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上

