
 
 
 
 

 

 

 

 

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、以下のとおり、お知らせ

します。 

〈ニプロ株式会社〉 

機構改革 ※２０１8 年４月１日付 

（１）国内事業部 医薬営業本部内の｢営業企画部｣と｢学術部｣を、国内事業部の直轄とする。 

（２）総合ファーマパッケージング展開を行い、医薬品販売へのシナジーを高める事業展開を行うため、医薬事

業部内の医療システム開発部および医療システム営業部を、ファーマパッケージング事業部へ移管し、それ

ぞれ「ファーマシステム開発部」、「技術営業部」に名称変更する。 

（３）ファーマパッケージング事業部内のびわこ工場 管理部を｢総務部｣に、商品企画開発技術営業部を「商品

企画開発部」に名称変更する。 

（４）生産事業部 生産技術センター内の、メカトロ設計部を「メカトロ第一設計部」「メカトロ第二設計部」に、シス

テム設計部を「システム第一設計部」「システム第二設計部」に分割する。 

（５）企画開発技術事業部 総合研究所 ＣＲセンター内に、「臨床・研究推進部」を新設する。 

（６）企画開発技術事業部内の国内商品開発営業本部を「国内商品開発・技術営業本部」に名称変更する。ま

た、国内商品開発営業本部内のホスピタルケア商品開発営業部を「ホスピタルケア商品開発・技術営業部」

に、透析・血液浄化商品開発営業部を「透析・血液浄化商品開発・技術営業部」に、検査商品開発営業部

を「検査商品開発・技術営業部」に、医療器械開発営業部を「医療器械開発・技術営業部」に名称変更し、

ＣＶＳ商品開発営業部をSD事業部へ、バスキュラー商品開発営業部をバスキュラー事業部へそれぞれ移管

する。 

（７）企画開発技術事業部内の国際商品開発営業部を「国際商品開発・技術営業本部」に名称変更する。また、 

国際商品開発・技術営業本部内に、「ホスピタルケア商品開発・技術営業部」「透析・血液浄化商品開発・技

術営業部」「医療器械開発・技術営業部」を新設する。 

（８）株式会社グッドマンとの営業統合に伴い、バスキュラー事業部内に「バスキュラー商品開発営業本部」 

および「バスキュラー営業本部」の２つの本部を新設するとともに、「営業管理部」「海外営業部」「営業推進

学術部」「新領域営業部」「ヘルスケア IT 企画営業部」を新設する。 

（９）細胞医薬品・培養関連製品の事業基盤強化のため、｢セル商品事業部｣を新設し、企画開発技術事業部内

の｢セル商品開発営業部｣および総合研究所内の｢再生医療研究開発センター｣を移管する。また、｢製造

統括部｣を新設する。 

 

 

 

機構改革・人事異動のお知らせ 

2018 年 4 月 3 日



 
 

人事異動 ※２０１８年４月１日付  

１．国内事業部 

新職名 氏 名 旧職名 

営業管理部 部長 兼 事業戦略室 部長 橋本 剛 
営業管理部 部長代理 兼 事業戦略室  

部長代理 

2．国際事業部 

新職名 氏 名 旧職名 

グローバル戦略部 部長 

（ニプロメディカルコーポレーション  

代表取締役社長） 

宮住 悟一 

グローバル戦略部 部長代理 

（ニプロメディカルコーポレーション  

代表取締役社長） 

グローバル戦略部 部長 

（ニプロメディカルコーポレーション出向） 
清水 明 

グローバル戦略部 部長代理 

（ニプロメディカルコーポレーション出向） 

3．医薬事業部 

新職名 氏 名 旧職名 

常務取締役 医薬事業部 

（兼 ニプロファーマ(株) 代表取締役会長） 
佐藤 誠 

常務取締役 医薬事業本部長  

（兼 ニプロファーマ(株) 代表取締役会長） 

取締役 医薬事業部長 兼 医薬開発推進

部長 

（兼 ニプロファーマ(株) 代表取締役社長） 

西田 健一 
取締役 医薬事業部 医薬開発推進部長 

（兼 ニプロファーマ(株) 代表取締役社長） 

医薬開発推進部 部長代理 岩池 真 

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）） 

医薬品研究所 第三研究部 部長代理 佐藤 仁 
医薬品研究所 第三研究部 部長代理 兼

第三研究室 室長 

医薬品研究所 第三研究部 部長代理 後藤 元彰 
ニプロファーマ(株) 事業開発本部  

海外市場開拓部 部長代理 

４．ファーマパッケージング事業部 

※２０１８年４月１日付 

新職名 氏 名 旧職名 

取締役 ファーマパッケージング事業部  

ファーマシステム開発部長 
岩佐 昌暢 

取締役 医薬事業部 医療システム開発部長 

兼 管理部長 

取締役 ファーマパッケージング事業部  

技術営業部長 
赤崎 五男 取締役 医薬事業部 医療システム営業部長

ファーマシステム開発部 部長代理 平山 壽和 医薬事業部 医療システム開発部 部長代理 

商品企画開発部 部長 竹内 稔 商品企画開発技術営業部 部長 

 

 

 



 
※２０１８年５月１日付 

新職名 氏 名 旧職名 

取締役 ファーマパッケージング事業部長  

兼 グローバル戦略室長 兼  

ニプロヨーロッパグループカンパニーズ N.V.

代表取締役社長 

山崎 剛司 
取締役 ファーマパッケージング事業部長  

兼 グローバル戦略室長 

５．生産事業部 

新職名 氏 名 旧職名 

大館工場 （PT. ニプロインドネシア JAYA 出

向）部長代理 
山崎 淳 

大館工場 （ニプロタイランドコーポレーション

出向）部長代理 

大館工場 副工場長 兼 品質保証部 部長

兼 品質管理二課 課長 
藤嶋 一彦 大館工場 副工場長 兼 品質保証部 部長 

大館工場 生産管理部 部長 兼 資材課

課長 兼 総務部 部長 兼 総務課 課長

兼 セル商品事業部 製造統括部 部長 

山形 善人 
大館工場 第五製造部 部長 兼  

第六製造部 部長 兼 業務課 課長 

大館工場 第一製造部 部長 成田 和夫 
大館工場 生産管理部 部長 兼 資材課

課長 

大館工場 第二製造部 部長 兼  

品質保全部 部長 
小野 清隆 大館工場 第二製造部 部長 

大館工場 第五製造部 部長代理 伊東 公徳 
大館工場 総務部 部長代理 兼  

総務課 課長 

生産技術センター メカトロ第一設計部 部長

兼 管理部 部長  
池脇 拓実 

生産技術センター メカトロ設計部 部長 

兼 管理部 部長  

生産技術センター メカトロ第二設計部 部長

代理 兼 Ｍ７課 課長 
米田 淳 

生産技術センター メカトロ設計部 三課  

課長   

生産技術センター システム第一設計部  

部長 兼 企画開発技術事業部 総合研究所 

ＬＦＲ研究開発センター 部長 

富永 成典 

生産技術センター システム設計部 部長 

代理 兼 一課 課長 兼 企画開発技術事

業部 総合研究所 ＬＦＲ研究開発センター 

部長代理 

生産技術センター システム第二設計部  

部長代理 兼 Ｓ２課 課長 
小林 敏明 

生産技術センター システム設計部 二課  

課長 

６．企画開発技術事業部 

新職名 氏 名 旧職名 

取締役 企画開発技術事業部 総合研究所 

人工臓器開発センター長 
白数 昭雄 

取締役 企画開発技術事業部  

国際商品開発営業部長 

総合研究所 第五研究開発部 部長代理 宮川 克也 総合研究所 第五研究開発部 主席研究員 

総合研究所 人工臓器開発センター 部長 
八木 秀樹 

総合研究所 人工臓器開発センター  

部長代理 

   



 
   

新職名 氏 名 旧職名 

総合研究所 CR センター 開発薬事部  

部長代理 
川崎 博之 

総合研究所 CR センター 臨床開発部 主席

研究員 

総合研究所 CR センター 臨床・研究推進部

部長  
堀江 政雄 総合研究所 CR センター 開発薬事部 部長

国内商品開発・技術営業本部 透析・血液浄

化商品開発・技術営業部 部長代理 
丸山 敬三 

国内事業部 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） 

国内商品開発・技術営業本部 医療器械開

発・技術営業部 部長 兼 医療器械センタ

ー 部長代理 兼 国際商品開発・技術営業

本部 医療器械開発・技術営業部 部長 

二階堂 拓 
国内商品開発営業本部 医療器械開発営業 

部 部長 兼 医療器械センター 部長代理 

国際商品開発・技術営業本部 本部長 兼 

透析・血液浄化商品開発・技術営業部 部長
貞廣 衝 

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 

国際商品開発・技術営業本部 ホスピタルケ

ア商品開発・技術営業部 部長代理 
上西 正之 

企画開発技術事業部 国際商品開発営業部 

ホスピタル商品課 課長 

国際商品開発・技術営業本部 透析・血液浄

化商品開発・技術営業部 部長代理 
松村 謙一 国際商品開発営業部 部長代理 

７．ＳＤ事業部 

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 
岸上 兆一 

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 

８．バスキュラー事業部 

新職名 氏 名 旧職名 

取締役 バスキュラー事業部長 兼  

バスキュラー商品開発営業本部長 

（兼 (株)グッドマン 代表取締役社長） 

大山 靖 
取締役 バスキュラー事業部長 

（兼 (株)グッドマン 代表取締役社長） 

バスキュラー商品開発営業本部  

バスキュラー商品開発営業第一部 部長代理
古田 統彦 販売促進部 部長代理 

バスキュラー商品開発営業本部  

バスキュラー商品開発営業第二部 部長代理
安江 彰 

(株)グッドマン マーケティング本部  

本部長 兼 プロダクトマーケティング部

部長 

バスキュラー営業本部 本部長 増田 章郎 営業本部長 

バスキュラー営業本部 部長 森 繁 営業部 部長 

   



 
   

新職名 氏 名 旧職名 

バスキュラー営業本部 部長 金子 広志 (株)グッドマン 国内営業本部 本部長 

バスキュラー営業本部 関東営業部  

部長代理 
北川 雅章 営業部 関東甲信越担当 課長 

バスキュラー営業本部 関東営業部  

部長代理 
能登 朗 

(株)グッドマン 国内営業本部 東京支店

支店長 

バスキュラー営業本部 関西営業部  

部長代理 
城下 康 

(株)グッドマン 国内営業本部 大阪支店

近畿営業所 所長 

営業管理部 部長代理 大久保 裕康
(株)グッドマン 営業サポート本部  

本部長 兼 営業管理部 部長 

海外営業部 部長代理 兼 海外営業課

課長 兼 グッドマン医療器械国際貿易

（上海）有限公司 CEO 

山本 敬介 

(株)グッドマン 海外企画本部 本部長 

兼 海外企画部 部長 兼 グッドマン医

療器械国際貿易（上海）有限公司 CEO 

営業推進学術部 部長代理 山田 朋広 
(株)グッドマン 営業推進本部 本部長 

兼 学術・臨床推進部 部長 

新領域営業部 部長 兼 CRM 営業開発室  

統括マネージャー 
久保田 正浩

(株)グッドマン 新領域営業本部 本部長

兼 CRM 事業部 部長 

ヘルスケアＩＴ企画営業部 部長代理 田中 英敏 

(株)グッドマン ヘルスケア IT 事業本部

本部長 兼 マーケティング部 部長 

兼 プロダクトマーケティング課 課長 

９．セル商品事業部 

新職名 氏 名 旧職名 

取締役 セル商品事業部長 兼 新規事業開

発本部長 
箕浦 公人 取締役 新規事業開発本部長 

営業開発部 部長 武田 和之 
企画開発技術事業部 セル商品開発営業部

部長代理 

再生医療研究開発センター センター長

兼 再生医療第一研究開発部 部長 兼  

生産準備室 室長 兼 企画開発技術事業

部総合研究所 第一研究開発部 部長 

吉川 義洋 

再生医療研究開発センター 副センター長

兼 再生医療第一研究開発部 部長 兼  

生産準備室 室長 兼 企画開発技術事業部

総合研究所 第一研究開発部 部長 

10．ニプロ・ライフサイエンスサイト 

新職名 氏 名 旧職名 

管理部 部長 足立 秀治 管理部 部長代理 

11．信頼性保証部 

新職名 氏 名 旧職名 

信頼性保証部 部長代理 大谷 友人 メディカル薬事課 部長代理 

医薬安全管理課 部長代理 西嶋 和泰 医薬安全管理課 部長代理代行 

 



 
 

12．経営企画本部 

新職名 氏 名 旧職名 

情報システム部 部長 兼  

ニプロファーマ(株) 情報システム部

部長 

玉置 康展 情報システム部 部長 

13．総務人事本部 

新職名 氏 名 旧職名 

総務部 部長代理 川口 敦 
ニプロファーマ(株) 生産本部 伊勢工場

総務部 部長 

人事部 部長代理 伊藤 威晴 
人事部 人事課 課長 兼 労務厚生課

課長 

 

〈ニプロ医工株式会社〉  

人事異動 ※２０１８年４月１日付  

新職名 氏 名 旧職名 

第二製造部 部長 椎名 規哲 第二製造部 次長 兼 品質保全課 課長 

総務部 部長 佐々木 哲也 総務部 総務課 課長 

 

〈株式会社グッドマン〉 

機構改革 ※２０１８年４月１日付 

（１）ニプロ(株)との営業統合に伴い、国内営業本部、新領域営業本部、営業推進本部、マーケティング本部、海

外企画本部、営業サポート本部を廃止する。 

（２）営業サポート本部よりヘルスケアＩＴ管理調達室をヘルスケアＩＴ事業本部へ移設し、｢管理調達室｣へ名称 

変更する。 

（３）ヘルスケアＩＴ事業本部のマーケティング部を改編し、｢アプリケーションサポート室｣へ名称変更する。 

人事異動 ※２０１８年４月１日付  

新職名 氏 名 旧職名 

ヘルスケアＩＴ事業本部 本部長 下條 安曇 ヘルスケアＩＴ事業本部 本部長補佐 

 

〈ニプロファーマ株式会社〉 

機構改革 ※２０１８年４月１日付 

（１）事業開発本部内の受託営業に係る機能をニプロ(株)に移管し、受託に関する社内調整および手続きを主

管する部署として、「受託製造管理部」を設置するとともに、「ＣＤＭＯ推進部」を廃止する。 

（２）管理部から「情報システム部」を独立させる。 

（３）生産本部の下に「ＳＣＭ統括部」を新設し、「購買部」「生産管理部」「生産企画部」を設置する。 

 



 
人事異動 ※２０１８年４月１日付  

新職名 氏 名 旧職名 

取締役 信頼性保証本部 副本部長 

（兼 ニプロ(株) 医薬事業部 医薬品

研究所 所長） 

甲斐 俊哉 

取締役 信頼性保証本部 副本部長 兼

ＱＭＳ推進部 部長（兼 ニプロ(株) 

医薬事業部 医薬品研究所 所長） 

執行役員 生産本部 副本部長 兼  

埼玉工場長 
田中 新也 執行役員 生産本部 埼玉工場長 

執行役員 生産本部 城北工場長 荒木 慎二 執行役員 生産本部 大館工場 副工場長 

執行役員 経営戦略室 部長 篠沢 一也 
執行役員 海外生産本部 海外生産部  

部長 

事業開発本部 受託製造管理部 部長 真鍋 玲子 事業開発本部 ＣＤＭＯ推進部 部長 

事業開発本部 受託製造管理部  

部長代理 
吉田 浩徳 事業開発本部 ＣＤＭＯ推進部 部長代理 

海外生産本部 海外生産部 部長 木村 進 生産本部 城北工場長 

海外生産本部 海外生産部 部長代理 鈴木 和彦 生産本部 鏡石工場 生産技術部 部長 

生産本部 ＳＣＭ統括部 部長 森 文隆 生産本部 購買部 部長代理 

生産本部 埼玉工場 第１プラント 

製造部 部長 
林 賢一 生産本部 鏡石工場 第一製造部 部長 

生産本部 埼玉工場 第３プラント 

製造部 部長代理 
浅利 一也 生産本部 大館工場 製造部 部長代理 

生産本部 埼玉工場 生産企画室  

部長代理 
斉藤 芳一 生産本部 埼玉工場 生産企画室 課長 

生産本部 鏡石工場 製造部 部長代理 高田 晃 
生産本部 埼玉工場 第１プラント 

製造部 部長代理 

生産本部 鏡石工場 製造部  

生産技術課付部長 
片山 直久 

ニプロ(株) 医薬事業部 医薬品研究所

第二研究部 部長代理 

生産本部 大館工場 第一製造部 部長 矢口 早矢人 生産本部 鏡石工場 副工場長 

生産本部 伊勢工場 品質管理部 部長 宮脇 寿典 
信頼性保証本部 品質保証部 部長 兼 

生産本部 伊勢工場 品質管理部 部長 

生産本部 伊勢工場 総務部 部長 藤原 良久 管理部 人事総務部 部長 

信頼性保証本部 ＱＭＳ推進部 部長 中道 崇 信頼性保証本部 品質保証部 部長代理 

信頼性保証本部 安全管理部 部長 井上 博 信頼性保証本部 安全管理部 参事 

信頼性保証本部 品質保証部 部長 清水 良弘 

信頼性保証本部 品質保証部 部長 兼

生産本部 埼玉工場 第３プラント 

品質管理部 部長 

管理部 人事総務部 部長 森口 将人 人事総務部 部長（総務担当） 

 

 

 



 
 

〈全星薬品工業株式会社〉 

人事異動 ※２０１８年４月１日付  

新職名 氏 名 旧職名 

執行役員 生産本部 副本部長 兼  

生産管理部長 
加藤 章 執行役員 生産管理部長 

執行役員 開発本部 副本部長 兼  

製剤技術部長 
山﨑 淳治 執行役員 製剤技術部長 

生産本部 副本部長 兼 製品部長 兼

配送課長 
赤銅 康敬 製品部長 兼 配送課長 

保証本部 副本部長 兼 和泉品質保証

部長 兼 ＧＱＰ管理室長 
岩本 健児 和泉品質保証部長 

業務部長 兼 業務一課長 岩田 武朗 業務部 業務一課長 

工場管理部長 兼 施設管理三課長 兼

工場管理課長 
東尾 孝祐 工場管理部 部長代理 兼 工場管理課長 

開発業務部長 長野 洋一 製剤技術部 製剤技術課長 

和泉製造部 部長代理 兼  

和泉製造管理課長 
中島 公雄 和泉製造部 和泉製造管理課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニプロ株式会社 広報担当  TEL 06-6375-6700 


