2019 年 9 月 13 日
各

位
会 社 名

日

医

工

株

(証券コード 4541

式

会

社

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、2019 年 10 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

2019 年 10 月 1 日

Ⅱ．組織変更
１．コンプライアンス推進室の新設
販売情報提供ガイドラインの遵守のため、営業活動状況の確認と法令順守に向け
た啓発活動を目的に、コンプライアンス・内部監査統括室のコンプライアンス機能
と合わせて『コンプライアンス推進室』を設置し、配下に『販売情報活動監督グル
ープ』を置く。
加えて、ガイドライン遵守のための確認・啓発等を監督するための機関として『審
査・監督委員会』を設置し、法務部および内部監査室と連携し定期的な確認を行う。
２．営業本部
（１）ＯＮＣＯ・ＢＳ部の新設
オンコロジー広域病院部とバイオシミラー部を統合し、専門部署として『ＯＮＣ
Ｏ・ＢＳ部』を新設する。
（２）広域営業部の新設
保険薬局部と広域病院本部担当グループを統合し『広域営業部』を新設する。
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（３）利益管理グループの新設
マーケティング部内に『利益管理グループ』を新設する。
３．生産本部

愛知工場注射剤包装部の新設

注射剤製造部の注射剤包装グループを部に昇格し『注射剤包装部』を新設する。
４．品質管理本部
（１）ＧＭＰドキュメントグループの新設
富山工場および静岡工場のＧＭＰ推進部に『ＧＭＰドキュメントグループ』を新
設する。
（２）顆粒剤試験グループの新設
富山工場品質管理部に『顆粒剤試験グループ』を新設する。
５．社長室

機能と組織の再編

コーポレート・コミュニケーション部、マネジメント・サポート室、ビジネス・
サポート推進室の機能・役割を整理し『マネジメント・サポート部』と『コーポ
レート・コミュニケーション部』の２部体制とする。
Ⅲ．人事異動
１．委任型理事
氏

名

小林 宏希

際

康友

新所属・役職

現所属・役職
専任理事

専任理事 内部監査室

コンプライアンス･内部監査統括室

専任理事 コンプライアンス推進室

理事

(コンプライアンス管理・指導担当)

コンプライアンス・内部監査統括室

２．執行役員・理事・顧問
氏

名

東

満之

藤

浩之

宮川 良三

新所属・役職

現所属・役職

執行役員 社長室

執行役員 社長室

マネジメント・サポート部長

マネジメント・サポート室長

理事 営業本部 流通推進部

理事 営業本部 福岡支店

九州エリア流通担当 担当部長

営業推進グループ 担当部長

理事 コンプライアンス推進室長

理事 経営企画本部 事業開発部
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氏

名

稲端 良次

新所属・役職

現所属・役職
理事

理事 内部監査室長

コンプライアンス・内部監査統括室長

社長室
菊地 祐男

コーポレート･コミュニケーション部
顧問

社長室 ビジネス・サポート推進室
医業経営研究所 顧問

３．部長
氏

名

橋本

曜

土井 敏裕

赤峰 秀敏

野中

誠

中垣 公彦

大島 伸行

邑本 哲文

澁谷 謙太郎

新所属・役職

現所属・役職

営業本部 広域営業部長

営業本部 保険薬局部長

営業本部 広域営業部

営業本部 保険薬局部

広域営業グループ 担当部長

保険薬局グループ 担当部長

営業本部 広域営業部

営業本部 保険薬局部

広域営業グループ 担当部長

保険薬局グループ 担当部長

営業本部 流通推進部

営業本部 保険薬局部

東京エリア流通担当 担当部長

保険薬局グループ 担当部長

営業本部 流通推進部

営業本部 京滋北陸支店

京滋エリア流通担当 担当部長

営業推進グループ 流通担当 担当部長

営業本部 流通推進部

営業本部 大阪支店

大阪エリア流通担当 担当部長

営業推進グループ 担当部長

営業本部 地域連携推進部

営業本部 オンコロジー広域病院部

特販グループ 参与

広域病院本部担当グループ 参与

営業本部 マーケティング部

営業本部 名古屋支店

営業企画グループ 担当部長

営業推進グループ 担当部長
営業本部 マーケティング部

今給黎 明彦 営業本部 学術部長

山口 博光

佐藤 秀弍

河鍋 佳久

営業企画グループ 担当部長

営業本部 ＯＮＣＯ・ＢＳ部長

営業本部 仙台支店長

営業本部 ＯＮＣＯ・ＢＳ部

営業本部 東京第一支店

オンコロジーグループ 担当部長

営業推進グループ 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
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営業本部 バイオシミラー部長

氏

名

新所属・役職

現所属・役職

営業本部 ＯＮＣＯ・ＢＳ部

営業本部 バイオシミラー部

バイオシミラーグループ 担当部長

バイオシミラーグループ 担当部長

棚田 純二

営業本部 仙台支店長

営業本部 オンコロジー広域病院部長

乾

勝紀

開発･企画本部 臨床試験部長

開発･企画本部 臨床試験部 担当部長

森

悦二

開発･企画本部 臨床試験部 参与

開発･企画本部 臨床試験部長

藤田 靖夫

穴田 武司

生産本部 富山工場 固形剤製造二部長

山口 直紀

生産本部 愛知工場 注射剤包装部長

大竹 博之

生産本部 静岡工場 固形剤製造部長

宇佐美 由季子 生産本部 静岡工場 固形剤包装部長

蓮池 隆一

生産本部
静岡工場 セファロ製剤製造部長

飯田 一男

生産本部 静岡工場 技術部 担当部長

森下 裕幸

生産本部 山形工場 外用液剤製造部長
品質管理本部 静岡工場品質管理統括部

幸山

誠

ＧＭＰ推進部長 兼 ＧＭＰドキュメント
グループ マネージャー

髙山 憲一

岡田 一也

北尾 太一

生産本部 富山工場 固形剤製造二部長
兼カプセル・検査グループ マネージャー
生産本部 静岡工場 固形剤包装部
包装二グループ マネージャー
生産本部 山形工場 副工場長
兼外用液剤製造部長
生産本部 静岡工場 固形剤製造部
製造二グループ マネージャー
生産本部 静岡工場 固形剤包装部長

生産本部 静岡工場 固形剤製造部長
生産本部
静岡工場 セファロ製剤製造部長
品質管理本部 静岡工場品質管理統括部
ＧＭＰ推進部長

経営企画本部 国際企画部長

経営企画本部 国際企画部 担当部長

社長室

社長室

マネジメント・サポート部 担当部長

コーポレート・コミュニケーション部長

社長室
コーポレート･コミュニケーション部長
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社長室 ビジネス・サポート推進室長

氏

名

新所属・役職

現所属・役職

社長室
長岡 俊広

コーポレート・コミュニケーション部
担当部長
コンプライアンス推進室

内海

滋

販売情報提供活動監督グループ
担当部長

杉本 智志

三枝 政清

社長室 ビジネス・サポート推進室
ＭＰＩグループ 担当部長
営業本部 オンコロジー広域病院部
広域病院本部担当グループ 担当部長

コンプライアンス推進室

営業本部 マーケティング部

販売情報提供活動監督グループ 参与

営業企画グループ 担当部長

内部監査室 参与

コンプライアンス･内部監査統括室 参与

以
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上

