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１．取締役に関するもの：委嘱、担当業務の変更 

新 職 旧 職 継続する職 氏 名 

ﾍﾙｽｹｱ事業本部担当 ﾍﾙｽｹｱ事業部担当 取締役 
山下 正弘 

  ｷｮｰﾘﾝ製薬ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 代表取締役社長 

 営業本部担当 
専務取締役 
経営企画部・経理部担当 

穂川 稔 
  

ｷｮｰﾘﾝ製薬ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 専務取締役 
ｸﾞﾙｰﾌﾟ経営企画統轄部長（兼）ｸﾞﾙｰﾌﾟ経理

財務統轄部担当 

創薬本部長 
（兼）臨床開発ｾﾝﾀｰ長 研究開発本部長 常務取締役 知的財産部担当 

小室 正勝 
  

ｷｮｰﾘﾝ製薬ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 取締役 
ｸﾞﾙｰﾌﾟ知的財産統轄部担当 

医薬生産本部長 
（兼）信頼性保証本部担当

生産本部長 
（兼）信頼性保証室担当

取締役 丸林 和弘 

医薬営業本部長 
研究開発本部 副本部長

（兼）臨床開発ｾﾝﾀｰ長 
取締役 梶野 国雄 

事業開発本部担当 事業開発統括室担当 取締役 情報ｼｽﾃﾑ部担当 

荻原 豊 
  

ｷｮｰﾘﾝ製薬ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 取締役  
社長室長（兼）ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ統轄部・

ｸﾞﾙｰﾌ情報ｼｽﾃﾑ統轄部担当 

創薬本部 副本部長 
（兼）わたらせ創薬ｾﾝﾀｰ長 特命担当 取締役 

荻原 茂 
ｷｮｰﾘﾝ製薬ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 特命担当   ｷｮｰﾘﾝ製薬ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 取締役  
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２．執行役員に関するもの 

（１）新任執行役員 

新 職 旧 職 継続する職 氏 名 

執行役員  SCM 部長 前田 敏夫 

 
（２）執行役員人事異動 

新 職 旧 職 継続する職 氏 名 

人事部長 営業本部長 上席執行役員 杉林 正英 

人事部付部長 
ｷｮｰﾘﾝ ﾒﾃﾞｨｶﾙｻﾌﾟﾗｲ㈱出向 執行役員 開発管理部長  阿久津 賢二

＊阿久津 賢二氏は４月１日付で、ｷｮｰﾘﾝ製薬ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱の執行役員およびｷｮｰﾘﾝ ﾒﾃﾞｨｶﾙｻﾌﾟﾗｲ㈱の代表取締役社長に就任予定です 

ﾍﾙｽｹｱ事業本部長 ﾍﾙｽｹｱ事業部長 執行役員 二井 康夫 

ﾒﾃﾞｨｶﾙｱﾌｪｱｰｽﾞ 部長 育薬推進部長 執行役員 大室 宗治 

事業開発本部長 事業開発統括室長 執行役員 ｱﾗｲｱﾝｽ部長 高橋 敬 

東日本ｴﾘｱ統括部長 東京支店長 執行役員 辰巳 哲夫 

信頼性保証本部長 信頼性保証室長 執行役員 笹原 富弥 

わたらせ創薬ｾﾝﾀｰ 
薬理第一研究所長 

新薬創製ｾﾝﾀｰ長 
（兼）創薬研究所長 

執行役員 村上 浩二 

教育研修部長 
営業本部 副本部長 
（兼）医薬ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部長

執行役員 藤井 克典 

研究開発管理部長 研究開発統括部長 執行役員 萩原 幸一郎

西日本ｴﾘｱ統括部長 大阪支店長 執行役員 下川 泰幸 
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３．部門長定期人事異動  

新 職 旧 職 継続する職 氏 名 

ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ企画部長 創薬企画戦略部長  福田 秀行 

ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ企画部 

創薬研究ﾕﾆｯﾄﾘｰﾀﾞｰ室  

呼吸器研究ﾕﾆｯﾄ 部長 

学術部長 

 

 融 太郎 

ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ企画部 

創薬研究ﾕﾆｯﾄﾘｰﾀﾞｰ室  

新基盤研究ﾕﾆｯﾄ 部長 

POC ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進部長 

 

石川 聡 

薬理第二研究所長 開発研究所長  安江 徳太郎

開発三部長 開発四部長  小田島 正明

営業管理部長   吉田 毅穂 

ｴﾘｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部長   杉生 繁弘 

ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部長 医薬ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部長  加治 貴章 

学術部長 教育研修部長  鈴木 彰俊 

関越支店長 営業統括部長  田村 徳昭 

埼玉千葉支店長 関越支店長  片岡 勉 

東京支店長 埼玉千葉支店長  柳島 盛雄 

名古屋支店長 京滋北陸支店長  塚田 浩之 

京滋北陸支店長 人事部長  辻村 正博 

大阪支店長   
継国 義浩 

ﾍﾙｽｹｱ事業本部 部長 ﾍﾙｽｹｱ事業部 部長  
八尾 伸彦 

安全性管理統括部長   山中 滋 

知的財産部長   澤田 孝之 
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組織機構の変更 
 
１．研究開発本部 
技術を中心とした組織形態を再編。製品と技術を同時に実現するマトリックス組織とし、研究開発

の質の向上とスピードアップを図る 
 １）研究開発本部を創薬本部と改称 
 ２）本部の下に新薬を創製する「わたらせ創薬センター」を新設し、プロダクトポートフォリオ

企画部、創薬研究ユニットリーダー室、８研究所、管理部を設置 
 ３）臨床開発センターは、開発一部～四部を開発一部～三部と改変し、育薬推進部に変えてメデ

ィカルアフェアーズを新設 
 ４）研究開発統括部と開発管理部を再編し、研究開発全体を管理する研究開発管理部を新設 
 
２．生産本部を医薬生産本部と改称 
 
３．営業本部 
 製品を中心とした組織形態を再編。エリア（市場）とプロダクト（製品）をマトリックスした政

策展開をこれまで以上に推進し、製品普及の最大化を図る 
 １）営業本部を医薬営業本部に改称 
 ２）顧客施策・市場調査を行うエリアマネジメント部と、疾患に焦点を当てたプロダクトマネジ

メント部を新設 
 ３）各支店を統括する「エリア統括部（東日本エリア統括部・西日本エリア統括部）」を新設 
 
４．ヘルスケア事業部をヘルスケア事業本部と改称 
 
５．信頼性保証室を信頼性保証本部と改称 
 
６．事業開発統括室を事業開発本部と改称 
 
 

以 上 
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