
 
 
 
 

 

 

 

 

弊社の機構改革・人事異動および弊社子会社の主な機構改革・人事異動について、下記のとおり、お知らせ

します。 

〈ニプロ株式会社〉 

機構改革 ※２０１７年４月１日付 

（１）「新規事業開発本部」を新設する。 

（２）企画開発技術事業部 国内商品開発営業本部内の第一商品開発営業部を「ホスピタルケア商品開発営業

部」に、第二商品開発営業部を「透析・血液浄化商品開発営業部」に名称変更する。 

（３）ＳＤ事業部内に整形外科部門として「オーソペディック営業部」を新設する。 

人事異動 ※２０１７年４月１日付  

１．国内事業部 

新職名 氏 名 旧職名 

取締役 国内事業部 メディカル営業本部長 

兼 事業戦略室副室長 
沓川 靖 取締役 国内事業部 メディカル営業本部長 

取締役 国内事業部 医薬営業本部長 兼 

事業戦略室副室長 
藤田 賢樹 取締役 国内事業部 医薬営業本部長 

販売促進部 部長代理 平井 康史 医薬営業本部 札幌支店 支店長（部長代理）

営業管理部 部長代理 下村 龍弘 営業管理部 課長 

メディカル営業本部 東日本営業部 

関東北支店 支店長（部長代理） 
大塚 友裕 

メディカル営業本部 東日本営業部 

関東北支店 支店長 

メディカル営業本部 東日本営業部 

東京第一支店 支店長（部長代理） 
片田 憲二 

メディカル営業本部 東日本営業部 

東京第一支店 支店長 

メディカル営業本部 東日本営業部  

東京第二支店 支店長（部長代理） 
丸山 敬三 

メディカル営業本部 東日本営業部 

東京第二支店 支店長 

医薬営業本部 仙台支店 支店長 

（部長代理） 
相澤 光男 

医薬営業本部 東京第二支店 支店長 

（部長代理） 

医薬営業本部 東京第一支店 支店長 

（部長代理） 
野島 琴樹 医薬営業本部 東京第一支店 支店長 

 

 

 

 

機構改革・人事異動のお知らせ 

2017 年 4 月 3 日



 
２．医薬事業部 

新職名 氏 名 旧職名 

医薬開発推進部 部長代理 

（ニプロファーマ(株) 事業開発本部  

ＣＤＭＯ推進部 部長代理 （出向）） 

岩池 真 医薬開発推進部 課長 

医療システム開発部 部長代理 平山 壽和 医療システム開発部 企画開発１課 課長 

医薬品研究所 副所長 川村 尚久 医薬品研究所 第三研究部 部長 

医薬品研究所 研究企画部 部長 兼 第二

研究部 部長  
西山 要 医薬品研究所 研究企画部 部長 

３．生産事業部 

※２０１７年３月１６日付 

新職名 氏 名 旧職名 

大館工場 品質保全部 部長 今川 信 
ニプロタイランドコーポレーション 総務部  

部長 

※２０１７年４月１日付 

新職名 氏 名 旧職名 

大館工場 総務部 部長代理 伊東 公徳 大館工場 総務部 部長代理代行 

大館工場 第四製造部 部長 安保 秀彦 大館工場 第四製造部 部長代理 

４．企画開発技術事業部 

新職名 氏 名 旧職名 

総合研究所 試験部 部長代理 田中 均 総合研究所 試験部 部長代理代行 

総合研究所 再生医療研究開発センター 

再生医療第二研究開発部 部長代理 兼 

第一研究開発部 部長代理 

笹山 典久 

総合研究所 再生医療研究開発センター 

再生医療第二研究開発部 部長代理代行 

兼 第一研究開発部 部長代理代行 

取締役 企画開発技術事業部  

商品企画本部長 
須藤 浩 

取締役 企画開発技術事業部  

商品企画本部 副本部長 

国内商品開発営業本部  

ホスピタルケア商品開発営業部 部長代理  
川勝 謙一郞

国内商品開発営業本部  

第一商品開発営業部 課長 

国内商品開発営業本部  

透析・血液浄化商品開発営業部 部長 
貞廣 衝 

国内商品開発営業本部  

第二商品開発営業部 部長 

国内商品開発営業本部  

検査商品開発営業部 部長代理 
木下 良治 

国内商品開発営業本部  

検査商品開発営業部 課長 

５．ＳＤ事業部 

新職名 氏 名 旧職名 

取締役 ＳＤ事業部長 兼 企画開発技術 

事業部 国内商品開発営業本部長 
伊藤 昌幸 

取締役 ＳＤ事業部長 兼 企画開発技術事業

部 国内商品開発営業本部長 兼  

第一商品開発営業部長 

   

   



 
新職名 氏 名 旧職名 

ＣＶＳ営業部 部長 兼  

オーソペディック営業部 部長 兼  

企画開発技術事業部 国内商品開発営業 

本部 ＣＶＳ商品開発営業部 部長 兼  

総合研究所 人工臓器開発センター  

センター長 

岸上 兆一 

ＣＶＳ営業部 部長 兼  

企画開発技術事業部 国内商品開発営業 

本部 ＣＶＳ商品開発営業部 部長 兼  

総合研究所 人工臓器開発センター  

センター長 

６．バスキュラー事業部 

新職名 氏 名 旧職名 

販売促進部 部長代理 古田 統彦 販売促進部 部長代理代行 

７．新規事業開発本部 

新職名 氏 名 旧職名 

取締役 新規事業開発本部長 箕浦 公人 
取締役 企画開発技術事業部  

商品企画本部長 

８．信頼性保証部 

新職名 氏 名 旧職名 

医薬品質保証課 部長代理 中井 進之 医薬品質保証課 部長代理代行 

医薬薬事課 部長代理 藤原 雅史 医薬薬事課 部長代理代行 

９．総務人事本部 

新職名 氏 名 旧職名 

総務部 部長代理 兼  

コンプライアンス課 課長 
森 淳 

国内事業部 メディカル営業本部  

西日本営業部 部長代理 

〈ニプロ医工株式会社〉  

人事異動 ※２０１７年４月１６日付 

新職名 氏 名 旧職名 

取締役 近藤工場 工場長 兼 第一製造部

部長 
矢野  毅 取締役 第一製造部 部長 

近藤製造部 部長 重冨 尚夫 近藤工場 工場長 兼 近藤製造部 部長 

第二製造部 次長 兼 セット B 課 課長 椎名 規哲 第二製造部 セット B 課 課長 

〈株式会社グッドマン〉 

機構改革 ※２０１７年４月１日付 

（１）国内営業推進本部を「営業推進本部」と「新領域営業本部」に分割する。「営業推進本部」の下に「営業推

進部」と「学術・臨床推進部」を移設する。 

（２）国際事業本部の名称を「海外企画本部」へ名称変更する。 

（３）組織戦略統括室に「グローバル事業開発室」を新設し、その下に海外事業会社の Avantec Vascular  

Corporation と Infraredx.Inc を移設する。 

（４）研究開発本部の関研究開発部を Goodman Medical Innovation Center に移動させ「第 3 研究開発部」と



 
名称変更する。 

（５）薬事・品質保証本部に「品質保証推進部」を新設し、各工場の品質保証を統轄する。 

人事異動 ※２０１７年４月１日付  

新職名 氏 名 旧職名 

営業推進本部 本部長 

兼 学術・臨床推進部 部長 
山田 朋広 

ニプロ(株) バスキュラー事業部 営業部  

北海道東北統括マネージャー 

新領域営業本部 本部長 

兼 CRM 事業部 部長 
久保田 正浩

国内営業推進本部 本部長 

兼 CRM 事業部 部長 

海外企画本部 本部長 

兼 海外企画部 部長 
山本 敬介 海外企画部 部長 

Infraredx.Inc（米国）Chairman 

兼グローバル事業開発室 室長 

兼グッドマン医療器械国際貿易（上海） 

有限公司 CEO 

名和 賢治 

Infraredx.Inc（米国）Chairman 

兼 国際事業本部 本部長 

兼 グッドマン医療器械国際貿易（上海） 

有限公司 CEO 

研究開発本部 第 3 研究開発部 部長 雲山 賢一 研究開発本部 関研究開発部 部長 

薬事・品質保証本部 本部長 

兼 品質保証・安全管理部 部長 

兼 品質保証推進部 部長 

兼 海外薬事室 室長 

森本 庸浩 
薬事・品質保証本部 本部長 

兼 海外薬事室 室長 

〈株式会社細胞科学研究所〉 

機構改革 ※２０１７年３月１日付 

事業部を廃止し「開発部」「品質保証部」「製造部」を新設する。 

人事異動 ※２０１７年３月１日付  

新職名 氏 名 旧職名 

代表取締役社長 兼 開発部長 伊藤 丈洋 代表取締役社長 兼 事業部長 

製造部長 兼 山形工場長 水口 昌宏 山形工場長 

品質保証部長 石屋 聡理 品質保証部次長 

〈ネクスメッドインターナショナル株式会社〉 

人事異動 ※２０１７年３月１日付  

新職名 氏 名 旧職名 

福岡支店長 道原 茂 関東セールススペシャリスト 

 

 

〈ニプロベトナム COMPANY.,LIMITED〉 



 
人事異動 ※２０１７年３月１６日付 

新職名 氏 名 旧職名 

副社長 畠山 雄樹 生産事業部 大館工場 品質保全部 部長 

〈ニプロファーマ株式会社〉 

機構改革 ※２０１７年４月１日付 

（１）ニプロパッチ(株)の吸収合併に伴い、ニプロファーマ春日部工場、ニプロパッチ春日部工場および羽生工

場の計３製造拠点を統合し、生産本部内に埼玉工場を新設する。 

（２）ニプロパッチ(株)の吸収合併に伴い、ニプロパッチ大館工場を生産本部大館工場に吸収集約する。 

人事異動 ※２０１７年４月１日付 

新職名 氏 名 旧職名 

信頼性保証本部 副本部長 甲斐 俊哉 ニプロパッチ(株) 代表取締役社長 

常務取締役 生産本部長 兼 生産本部 

生産技術部 部長 
花園 和人 常務取締役 生産本部長 

執行役員 生産本部 埼玉工場長 田中 新也 執行役員 生産本部 生産技術部 部長 

執行役員 生産本部 大館工場 生産管理部 

部長 
竹内 秀元 執行役員 生産本部 生産管理部 部長 

生産本部 生産管理部 部長 西村 直也 生産本部 購買部 部長 

生産本部 購買部 部長（出向） 筒井 康浩 
ニプロ(株) 医薬品研究所 研究企画部 

部長代理 

事業開発本部 ＣＤＭＯ推進部 部長代理 吉田 浩徳 
ニプロ(株) 医薬事業部 医療システム開発部

企画開発１課 課長代理 

経営戦略室 部長 林 信康 ニプロパッチ(株) 生産統括部 部長 

経営戦略室 部長代理 多田 和年 経営戦略室 課長 

事業開発本部 海外市場開拓部 部長代理 後藤 元彰 ニプロパッチ(株) ビジネス開発部長付 主幹 

生産本部 埼玉工場 第１プラント長 鳥越 直之 生産本部 春日部工場長 

生産本部 埼玉工場 

第１プラント 製造部 部長代理 
高田 晃 

生産本部 春日部工場 製造部 部長代理 

兼 製造管理室 室長 

生産本部 埼玉工場 

第１プラント 品質管理部 部長 

兼 第２プラント 品質管理部 部長 

福山 一孝 

信頼性保証本部 品質保証部 部長 

兼 生産本部 春日部工場 

品質管理部 部長 

生産本部 埼玉工場 第２プラント長 大木 忠昭 生産本部 鏡石工場 副工場長 

生産本部 埼玉工場 第２プラント 製造部  

部長 兼 製剤課 課長 
田口 和広 

ニプロパッチ(株) 春日部工場 製造部 部長

兼 製剤課 課長 

生産本部 埼玉工場 

第３プラント長 兼 製造部 部長 
松村 浩之 

ニプロパッチ(株) 

羽生工場 製造部 部長 兼 管理部 部長

兼 業務管理課 課長 

新職名 氏 名 旧職名 

信頼性保証本部 品質保証部 部長 兼 清水 良弘 ニプロパッチ(株) 



 
生産本部 埼玉工場 第３プラント 

品質管理部 部長 

羽生工場 品質保証部 部長 

兼 品質管理課 課長 

生産本部 埼玉工場 生産管理部 部長 菅井 啓 生産本部 春日部工場 生産管理部 部長 

〈全星薬品工業株式会社〉 

機構改革 ※２０１７年４月１日付 

生産本部製剤部を「製剤一部」と「製剤二部」に分割する。 

人事異動 ※２０１７年４月１日付  

新職名 氏 名 旧職名 

生産本部 製剤一部長 中辻 成介 生産本部 製剤部長 

生産本部 副本部長 兼 製剤二部長 田辺 光徳 生産本部 副本部長 兼 生産技術部長 

生産本部 生産技術部長 樋﨑 雅也 生産本部 生産技術部 生産技術課長 

管理本部 工場管理部 部長代理 兼 

工場管理課長 
東尾 孝祐 管理本部 工場管理部 工場管理課長 

 

 

 

 

ニプロ株式会社 広報担当  TEL 06-6375-6700 


