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2022 年 9 月 26 日 

各 位 

 

会 社 名  日 医 工 株 式 会 社 

(証券コード 4541 東証プライム市場) 

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 

 

本日、当社は、2022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  2022年 10月 1日 

 

Ⅱ．組織変更 

  事業再生を図り、生産性の高いモノづくりと安定供給実現に向けた本部組織体制の見

直しを行う 

  （１）『ＳＣＭ（サプライチェーンマネジメント）本部』を新設、調達本部を統合する 

  （２）生産本部に製剤技術本部を統合する 

  （３）営業本部に物流本部を統合する 

 

 １．ＳＣＭ本部 

  （１）『戦略企画推進部』と『サプライマネジメント推進部』を新設し、サプライ 

チェーンシステム全体の戦略的最適化を図る 

  （２）購買マネジメント部とＣＭＯマネジメント部を移設し、子会社の調達機能を融

合することにより、コスト戦略の推進を図る 

 ２．生産本部 

  （１）『製剤技術統括部』を新設し、注射製剤技術部・固形製剤技術部・富山製剤技術

部・静岡製剤技術部の４部体制とする 

  （２）生産本部の生産企画部と製剤技術本部の企画部を統合して『生産企画部』に 

改組する 

  （３）各工場組織の編成 
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    ① 富山工場 固形剤製造一部と固形剤製造二部を統合し『固形剤製造部』とする 

           固形剤包装一部と固形剤包装二部を統合し『固形剤包装部』とする 

    ② 埼玉工場 ゼリー剤製造部と生産業務部を統合し『ゼリー剤製造部』とする 

    ③ 静岡工場 固形剤製造部と固形剤包装部を統合し『固形剤製造部』とする 

 ３．営業本部 

  （１）『物流部』を新設する 

  （２）京滋北陸支店の京滋エリアを大阪支店、北陸エリアを名古屋支店に統合 

  （３）地域連携推進、バイオシミラー推進機能をマーケティング部へ移設 

（４）ＤＸ事業推進機能を広域営業部へ移設 

 ４．品質管理本部 

（１）各工場の品質管理統括部の組織構成を見直し、ＱＡ部を『ＱＡグループ』とし

て統括部配下に設置する 

（２）信頼性保証本部で設置する『副品質保証責任者』と連携し、逸脱・変更管理等

の現場対応を強化する 

 ５．信頼性保証本部 

 （１）品質保証部の配下として各工場に『副品質保証責任者』を置き、品質管理部本

部との連携を強化する 

 （２）品質保証部配下の品質マネジメントグループと品質システムグループを統合

し、『品質システムグループ』として再設置する 

 ６．管理本部 

（１）人財開発部を人事部に統合し『人財開発グループ』とする 

（２）東京管理部を総務部に統合し『東京総務グループ』とする 

（３）東京・大阪・福岡に経理担当を配置し経理部で一括管理を行う 
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Ⅲ．人事異動 

 １．取締役 
氏  名 新 旧 

三原  修 
取締役専務執行役員 経営改革本部長 

兼 営業本部、ＳＣＭ本部担当 

取締役専務執行役員 経営改革本部長 

兼 営業本部、物流本部、 

開発・企画本部担当 

成瀬 寬俊 

取締役常務執行役員 品質管理本部長 

兼 開発･企画本部、生産本部、 

信頼性保証本部、薬事薬制本部担当 

取締役常務執行役員 品質管理本部長 

兼 生産本部、製剤技術本部、 

信頼性保証本部、薬事薬制本部担当 

石田 修二 取締役常務執行役員 管理本部長 
取締役常務執行役員 管理本部長 兼 

調達本部担当 

２．委任型執行役員・理事 

氏  名 新 旧 

古川  徹 上席執行役員 ＳＣＭ本部長 
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 

小杉  敦 上席執行役員 開発･企画本部長 上席執行役員 製剤技術本部長 

平田 孝則 執行役員 営業本部  物流担当 上席執行役員 物流本部長 

松本 厚志 執行役員 ＳＣＭ本部 調達・受託担当 上席執行役員 調達本部長 

今井 啓二 
執行役員 生産本部 製剤技術統括部長 

（出向） 

執行役員 製剤技術本部 副本部長  

兼 製剤技術統括部長（出向） 

袴田 芳樹 

専任理事 信頼性保証本部 安全管理部長  

兼 ＧＣＰ監査グループ マネージャー 

（エルメッド総括製造販売責任者） 

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） 

長野 信幸 専任理事 信頼性保証本部付 
専任理事 信頼性保証本部  

品質保証部長（品質保証責任者） 

織部 博章 専任理事 品質管理本部 本部長付 
専任理事  

品質管理本部 本部長付 システム担当 

廣崎 康信 
専任理事 生産本部 愛知工場長  

兼 生産業務部長 
専任理事 生産本部 愛知工場長 
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 ３．部長 
氏  名 新 旧 

杉山 博明 ＳＣＭ本部 戦略企画推進部長 製品戦略プロジェクト プロジェクト長 

山縣 朋三 ＳＣＭ本部 戦略企画推進部 担当部長 
生産本部 生産企画部長 

（安定供給責任者） 

今堀 悦朗 
ＳＣＭ本部  

サプライマネジメント推進部長 
営業本部 製品戦略担当 部長 

堀  克弘 

ＳＣＭ本部  

サプライマネジメント推進部  

担当部長 

調達本部 ＣＭＯマネージメント部長 

最上  博 ＳＣＭ本部 購買マネジメント部長 
調達本部  

ＣＭＯマネージメント部 担当部長 

坂本 広昭 
ＳＣＭ本部  

ＣＭＯマネジメント部長（出向） 
日医工岐阜工場株式会社 

鳥谷  勲 
ＳＣＭ本部 ＣＭＯマネジメント部  

担当部長（出向） 
日医工岐阜工場株式会社 

早坂  充 営業本部 仙台支店長 
営業本部 仙台支店  

営業推進グループ マネージャー 

浜田 正和 営業本部 東京第二支店長 営業本部 大阪支店長 

篠田 浩之 営業本部 名古屋支店長 営業本部 京滋北陸支店長 

大谷  直 営業本部 大阪支店長 営業本部 福岡支店長 

土井 敏裕 営業本部 福岡支店長 営業本部 名古屋支店長 

服部 恒一 
営業本部 マーケティング部  

ＢＳグループ 担当部長 

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 

長岡 俊広 
営業本部 マーケティング部  

ＭＰＳグループ 担当部長 
営業本部 ＤＸ事業推進部 担当部長 
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氏  名 新 旧 

楠田 康順 営業本部 流通推進部長 
営業本部 流通推進部  

４大卸グループ 担当部長 

中川 孝信 
営業本部 流通推進部  

代理店グループ 参与 
営業本部 仙台支店長 

中垣 公彦 
営業本部 流通推進部  

４大卸グループ 担当部長 

営業本部 流通推進部  

エリア流通担当 担当部長 

高橋 信行 
営業本部 流通推進部  

４大卸グループ 参与 

営業本部 流通推進部  

４大卸グループ 担当部長 

野中  誠 
営業本部 東京第一支店  

支店流通担当 担当部長（出向） 

営業本部 流通推進部  

エリア流通担当 担当部長（出向） 

坪田 淳一 
営業本部 業務部長 兼  

営業サポートグループ マネージャー 
営業本部 業務部長 

藤田 靖夫 
営業本部 学術部  

情報管理グループ 参与 
営業本部 学術部 学術グループ 参与 

堀田 幹男 
営業本部 物流部  

岐阜物流グループ 参与 
物流本部 物流部長 

大林 勝之 

営業本部 物流部長  

兼 岐阜物流グループ マネージャー 

（出向） 

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） 

岸本 友則 
営業本部  

営業マネジメント担当 部長 
営業本部 本部長付 マネージャー 

山口 博光 
営業本部 営業本部長付 担当部長 

（特命・ＢＳ担当） 
営業本部 ＯＮＣＯ・ＢＳ部長 

陳  暁前 開発･企画本部 原薬企画部長 執行役員 調達本部 副本部長 

田村  昇 開発･企画本部 原薬企画部 担当部長 調達本部 原薬企画部長 

山内  崇 

生産本部 製剤技術統括部  

注射製剤技術部長  

兼 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） 

岩佐 昭仁 
生産本部 製剤技術統括部  

富山製剤技術部長（出向） 

生産本部 富山工場  

固形剤製造一部長（出向） 
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氏  名 新 旧 

浅井 正尚 

生産本部 製剤技術統括部  

静岡製剤技術部長  

兼 製剤技術グループ マネージャー 

製剤技術本部 製剤技術統括部  

静岡製剤技術部  

製剤技術グループ マネージャー 

飯田 一男 
生産本部 製剤技術統括部  

静岡製剤技術部 参与 

製剤技術本部 製剤技術統括部  

静岡製剤技術部長 

丹郷 博喜 生産本部 富山工場長（出向） 

製剤技術本部 製剤技術統括部  

固形製剤技術部長  

兼 富山製剤技術部長（出向） 

後藤 正浩 生産本部 静岡工場長 
品質管理本部  

静岡工場品質管理統括部付 担当部長 

大竹 博之 生産本部 山形工場長 生産本部 富山工場 固形剤製造二部長 

佐野 哲弥 

生産本部 富山工場 固形剤製造部長  

兼 固形剤製造部 設備保全グループ  

マネージャー 

生産本部 富山工場 生産業務部  

設備保全グループ マネージャー 

室岡  忠 生産本部 富山工場 固形剤製造部 参与 生産本部 富山工場 固形剤包装一部長 

飯田 雅士 生産本部 富山工場 固形剤包装部長 生産本部 富山工場 固形剤包装二部長 

原山  洋 生産本部 富山工場 生産業務部長 製剤技術本部 企画部長 

能登 明佐美 生産本部 富山工場 生産業務部 担当部長 製剤技術本部 企画部 担当部長 

坂口 直也 生産本部 愛知工場 注射剤製造部長 
生産本部 愛知工場 注射剤製造部  

注射剤製造グループ マネージャー 

芳賀 基浩 生産本部 愛知工場 生産業務部 参与 生産本部 愛知工場 生産業務部長 

後藤 陽一郎 生産本部 埼玉工場 ゼリー剤製造部長 生産本部 埼玉工場 生産業務部長 

中田 敏則 生産本部 埼玉工場 ゼリー剤製造部 参与 生産本部 埼玉工場 ゼリー剤製造部長 
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氏  名 新 旧 

村岡 義久 
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 
生産本部 山形工場 外用液剤製造部長 

宇佐美 由季子 生産本部 静岡工場 固形剤製造部長 生産本部 静岡工場 固形剤包装部長 

松岡 泰三 
生産本部 静岡工場  

セファロ製剤製造部長 
生産本部 愛知工場 注射剤製造部長 

勝又 恵子 生産本部 静岡工場 生産業務部長 
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 

蓮池 隆一 生産本部 静岡工場 生産業務部 参与 
生産本部 静岡工場  

セファロ製剤製造部長 

林  祥弘 
生産本部  

製剤技術統括部付 担当部長 
製剤技術本部 本部付 担当部長 

村井 宏之 生産本部付 参与 生産本部 山形工場長 

亀島 康之 生産本部 生産企画部長 調達本部 購買部長 

大場 良平 

品質管理本部  

富山工場品質管理統括部長 

（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 

（医薬品製造管理者） 

金井 達夫 
品質管理本部  

富山工場品質管理統括部 参与 
品質管理本部 本部長付 担当部長 

川原  宏 
品質管理本部  

富山工場品質管理統括部 参与 

生産本部 富山工場長  

兼 富山工場 生産業務部長 

森下 裕幸 
品質管理本部  

富山工場品質管理統括部 参与 

品質管理本部 富山工場品質管理統括部  

ＱＡ部 参与 

中川  涼 

品質管理本部  

愛知工場品質管理統括部長  

兼 ＱＣ部長 

品質管理本部  

愛知工場品質管理統括部 ＱＡ部長 

髙浪 卓也 
品質管理本部  

埼玉工場品質管理統括部 ＱＣ部長 

品質管理本部  

埼玉工場品質管理統括部 ＱＡ部長 
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氏  名 新 旧 

多田 欣央 

品質管理本部  

山形工場品質管理統括部長  

兼 ＱＣグループ マネージャー 

品質管理本部  

山形工場品質管理統括部付 担当部長 

市村 拓也 

品質管理本部  

山形工場品質管理統括部 担当部長 

（医薬品製造管理者） 

品質管理本部  

山形工場品質管理統括部  

ＱＡ部長 兼 医薬品製造管理者 

藤本 佳子 
品質管理本部  

静岡工場品質管理統括部長 
生産本部 静岡工場長 

岩田 皓生 

品質管理本部  

静岡工場品質管理統括部 担当部長 

（医薬品製造管理者） 

品質管理本部  

静岡工場品質管理統括部 ＱＡ部長  

兼 医薬品製造管理者 

渡邉 英孝 
品質管理本部  

静岡工場品質管理統括部 参与 

品質管理本部  

静岡工場品質管理統括部付 参与 

千葉 寛之 品質管理本部 品質管理企画部長 
品質管理本部  

富山工場品質管理統括部長 

横田 真也 
品質管理本部  

品質管理企画部 担当部長 

品質管理本部  

品質管理企画部 担当部長  

兼 グローバルＱＭＳグループ  

マネージャー 

川合 真由美 
信頼性保証本部  

品質保証部長（品質保証責任者） 

品質管理本部  

愛知工場品質管理統括部長  

兼 ＱＣ部長（医薬品製造管理者） 

沼沢  琢 

信頼性保証本部  

品質保証部 担当部長 

（副品質保証責任者 富山工場担当） 

信頼性保証本部  

品質保証部付 担当部長 

丸田 晃生 

信頼性保証本部  

品質保証部 担当部長 

（副品質保証責任者 埼玉工場駐在） 

品質管理本部  

埼玉工場品質管理統括部 ＱＣ部長  

兼ＱＣグループ マネージャー 

横田 聡司 

信頼性保証本部  

品質保証部 担当部長 

（副品質保証責任者 山形工場駐在） 

品質管理本部  

山形工場品質管理統括部長 

朝比奈 恵美 

信頼性保証本部  

品質保証部 担当部長 

（副品質保証責任者 静岡工場駐在） 

品質管理本部  

静岡工場品質管理統括部長 
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氏  名 新 旧 

髙山 憲一 薬事薬制本部 薬事部長 
執行役員 薬事薬制本部 副本部長  

兼 薬事部長 

内田 真代 薬事薬制本部 薬事部 参与 薬事薬制本部 薬事部 担当部長 

松岡 孝二 管理本部 財務部長 管理本部 財務部 担当部長 

松平 哲也 管理本部 総務部長 営業本部 地域連携推進部長 

荒川 誉一 管理本部 人事部長 
執行役員 管理本部副本部長  

兼 人事部長 

梶原 建二 
管理本部 人事部  

人財開発グループ 担当部長（出向） 

管理本部 人事部  

人事グループ 担当部長（出向） 

梅田 博史 
管理本部 人事部  

人財開発グループ 参与 
管理本部 人財開発部長 

山之内 治郎 管理本部 財務部 担当部長 管理本部 財務部長 

金城 盛光 内部監査室 参与 
営業本部 流通推進部  

代理店グループ 担当部長 

北尾 太一 
社長室  

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 

兼 ＤＸ推進担当 

岩田 直之 社長室 マネジメント・サポート部長 管理本部 総務部長 

 

 

以 上 


