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組織改正および人事異動に関するお知らせ

当社は、2017年4月1日付の組織改正および人事異動を下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいた
します。
記
１．組織改正
【改正理由】
組織の統合・再編成により機能の集約および権限の明確化をはかり、業務を効率化する。
（１）創薬研究本部
① 探索研究部を廃止し、薬理研究部と研究企画管理部に移管する。
② 安全性研究部と代謝研究部を統合し、名称を「安全性・代謝研究部」とする。
（２）開発本部
① 開発推進部にある薬制課を「薬制部」とする。
② ライセンス部を「事業戦略部」に改称する。
（３）営業本部
① プロダクトマネジメント部とウィメンズライフサポート部を統合し名称を「製品戦略部」とする。
② 支店制から統括部制へ変更し以下のとおり名称変更する。
・札幌支店と東北支店を統合し「北日本統括部」
・東京支店と横浜支店を統合し「東日本第 1 統括部」
・千葉・埼玉支店と北関東支店と甲信越支店の新潟営業所を統合し「東日本第 2 統括部」
・名古屋支店と甲信越支店の松本営業所、京都支店の金沢営業所を統合し「中日本統括部」
・京都支店と大阪支店と中国・四国支店の四国営業所を統合し「西日本第 1 統括部」
・中国・四国支店と福岡支店を統合し「西日本第 2 統括部」
③ 統括部に営業所を置く。
（４）管理本部
女性活躍推進室を廃止し、人事部ヒューマンリソース課に業務を移管する。

２．人事異動
氏名

新担当職務

現担当職務

萩原 雅文

創薬研究本部 副本部長

開発本部 ライセンス部長 兼 知的財産課長

桶川 峰浩

管理本部 人事部長付 調査役
（あすかアニマルヘルス（株） 出向）

信頼性保証本部 副本部長

設樂 一博

信頼性保証本部 副本部長 兼 品質保証
部長

信頼性保証本部 品質保証部長 兼 品質管理
課長

阿部 秀行

生産本部 副本部長 （製剤技術、製剤開発
担当）

生産本部 副本部長 （製剤技術、製剤開発担当）
兼 製剤技術部長

軍司 国弘

開発本部 副本部長 兼 事業戦略部長

営業本部 副本部長
（マーケティング・ビジネスデベロップメント担当）

鬼頭 秀滋

営業本部 副本部長 兼 西日本第 1 統括
部長

営業本部 副本部長 兼 大阪支店長（営業担当）

永瀬 秀樹

法務・コンプライアンス部長 兼 第1課長

法務・コンプライアンス部長

創薬研究本部 川崎総務部 総務課

創薬研究本部 川崎総務部長

神立 雄一郎
川﨑 二郎
佐藤 敦子
佐藤 潤
磯部 充威
藤方 明

創薬研究本部 川崎総務部長 兼 総務課
長
創薬研究本部 研究企画管理部 プロフェッ
ショナル
創薬研究本部 研究企画管理部長 兼 企
画管理課長 兼 品質管理課長
創薬研究本部 研究企画管理部 企画管理
課 審議役
創薬研究本部 安全性・代謝研究部 第 4 課
審議役

創薬研究本部 川崎総務部 総務課長
創薬研究本部 研究企画管理部長 兼 品質
管理課長
創薬研究本部 探索研究部長 兼 第1課長
創薬研究本部 安全性研究部長 兼 信頼性
保証課長
創薬研究本部 代謝研究部長

落合 浩之

創薬研究本部 安全性・代謝研究部長

創薬研究本部 代謝研究部 第2課長

村川 仁志

開発本部 開発推進部長 兼 薬制部長

開発本部 開発推進部長

中島 俊隆

生産本部 生産部長 兼 生産管理課長

生産本部 いわき工場 製造部長

木田 剛志

生産本部 いわき工場 製造部長 兼 経口
剤 2 課長

生産本部 いわき工場 製造部 経口剤 2 課長

奥戸 孝明

営業本部 中日本統括部 副部長

生産本部 生産部長 兼 生産管理課長

佐々木 和広

生産本部 製剤技術部長 兼 第１課長

生産本部 製剤技術部 第1課長

佐藤 泰紀

生産本部 製剤開発部長 兼 第2課長

生産本部 製剤開発部長

長尾 智仁

管理本部 経営企画部 調査役

営業本部 プロダクトマネジメント部長

営業本部 製品戦略部長

営業本部 ウィメンズライフサポート部長 兼 甲
状腺課長

営業本部 北日本統括部 副部長

営業本部 札幌支店長

渡辺 究
柴田 昌広

氏名
関 浩人

新担当職務

現担当職務

営業本部 東日本第 1 統括部長

営業本部 東京支店長

廣戸 政美

営業本部 東日本第 1 統括部 副部長

営業本部 横浜支店長

小林 秀昭

営業本部 西日本第 2 統括部 副部長

営業本部 千葉・埼玉支店長

営業本部 北日本統括部長

営業本部 北関東支店長 兼 １課長

安彦 明宏

営業本部 東日本第 2 統括部長

営業本部 甲信越支店長

坂口 貴彦

営業本部 中日本統括部長

営業本部 名古屋支店長

稲岡 成希

営業本部 西日本第 1 統括部 副部長

営業本部 京都支店長

田中 正哉

営業本部 西日本第 2 統括部長

営業本部 中国・四国支店長

臼杵 和宏

法務・コンプライアンス部 第 1 課 調査役

営業本部 福岡支店長

知久 一博

管理本部 人事部長

管理本部 人事部長 兼 ヒューマン・リソ
ース課長 兼 女性活躍推進室長

笹尾 類

管理本部 経理部長

管理本部 経理部長 兼 財務課長

堀 英紀

以 上

