
 
 

 

 

 

 

 

 

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 ※２０１９年４月１日付 

（１）国内事業部 メディカル営業本部内の東日本営業部および西日本営業部を廃止し、各店舗をメディカ 

ル営業本部の直轄とする。また、同本部内に「ＵＫ販促チーム」を新設し、従前の透析販促室を「透析

販促チーム」に名称変更する。 

（２）国内事業部 医薬営業本部内に、ニプロＥＳファーマ㈱の医療用医薬品営業部門を統合する。また、 

   同本部内に「千葉支店」と「神戸支店」を新設する。 

  （３）医薬事業部内に「海外市場開拓部」を新設する。 

（４）医薬事業部 医薬品研究所 研究企画部内の「信頼性保証室」を同所の直轄とする。また、同所内に

「埼玉研究所」を新設し、「製剤研究部」、「分析研究部」および「生物評価研究部」を設置する。 

（５）「生産技術開発事業部」を新設し、生産事業部内の生産技術センターを移管するとともに、「品質管理

部」を設置する。 

（６）企画開発技術事業部 総合研究所 ＣＲセンター内に「研究管理室」を新設する。 

（７）信頼性保証部を「信頼性保証本部」に名称変更するとともに、配下の部署を以下のとおり編成する。 

・メディカル品質保証一課の海外品質保証業務とメディカル品質保証二課を統合し、「メディカル品 

質保証部」を新設する。 

・医薬品質保証課を「医薬・再生医療品質保証部」に名称変更する。 

・メディカル安全管理課を「メディカル安全管理部」に名称変更する。 

・医薬安全管理課を「医薬・再生医療安全管理部」に名称変更する。 

 ・メディカル品質保証一課の海外薬事業務と、メディカル薬事課を統合し、「メディカル薬事部」を新 

設する。 

・医薬薬事課を「医薬・再生医療薬事部」に名称変更する。 

・「メディカル評価部」を新設する。 

 

 

 

 

 

機構改革・人事異動のお知らせ 

2019 年 4 月 1 日 



 
 

人事異動 ※２０１９年４月１日付  

 

１．国内事業部 

新職名 氏 名 旧職名 

業務部 部長  

兼 事業戦略室 部長 
村澤 利春 

業務部 部長代理  

兼 事業戦略室 部長代理 

販売促進部 統括部長 川合 和彦 販売促進部 部長 

国内事業部 医薬営業本部 副本部長  

兼 ニプロＥＳファーマ㈱ 代表取締役社長 
八田 雅夫 ニプロＥＳファーマ㈱ 代表取締役社長 

メディカル営業本部 副本部長 兼  

事業戦略室 部長 兼 地域医療連携チーム 

チームリーダー 

後藤 隆 メディカル営業本部 東日本営業部 部長 

 

２．国際事業部 

新職名 氏 名 旧職名 

グローバル戦略部 部長 山口 和男 グローバル戦略部 部長代理 

グローバル戦略部 部長代理 土屋 聖吾 グローバル戦略部 課長 

 

３．医薬事業部 

新職名 氏 名 旧職名 

医薬開発推進部 部長代理 真鍋 玲子 
ニプロファーマ㈱ 

事業開発本部 受託製造管理部 部長 

海外市場開拓部 部長 深堀 謙二 
ニプロファーマ㈱ 

事業開発本部 海外市場開拓部 部長 

医薬品研究所  

第一研究部 部長 
初鹿 稔 

医薬品研究所  

第一研究部 部長代理 

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

医薬品研究所 埼玉研究所  

製剤研究部 部長 
鮫元 博文 医薬品研究所 第三研究部 部付部長 

医薬品研究所 埼玉研究所 製剤研究部  

第四研究室 部長代理 
後藤 元彰 医薬品研究所 第三研究部 部長代理 

 

 

 

 

 

 

 



 
４．ファーマパッケージング事業部 

新職名 氏 名 旧職名 

びわこ工場 製造部 部長代理 横田 稔 びわこ工場 製造部 部長代理代行 

技術営業部 部長代理 長谷川 周司 技術営業部 部長代理代行 

管理部 部長 谷 昭男 管理部 部長代理 

管理部 部長代理 鈴木 浩 管理部 東京管理課 課長 

 

５．企画開発技術事業部 

新職名 氏 名 旧職名 

総合研究所 第二研究開発部 部長代理 井上 博行 総合研究所 第二研究開発部 主席研究員 

総合研究所 第三研究開発部 部長代理 馬場 利明 総合研究所 第三研究開発部 主席研究員 

総合研究所 第四研究開発部 部長代理 久保 朋彦 総合研究所 第四研究開発部 主席研究員 

総合研究所 ＣＲセンター 研究管理室 部

長代理 
土居 伸年 

総合研究所 ＣＲセンター 開発企画課  

主席研究員 

総合研究所 酵素センター 部長代理 木村 隆 総合研究所 酵素センター 開発課 課長 

商品企画本部 部長代理 大谷 友人 信頼性保証部 信頼性保証部付 部長代理 

 

６．バスキュラー事業部 

新職名 氏 名 旧職名 

事業戦略室 部長 藤田 望 事業戦略室 部長代理代行 

 

７．再生医療事業部 

新職名 氏 名 旧職名 

営業開発部 部長 兼 営業開発二課 課長 武田 和之 営業開発部 部長 

製造統括本部 本部長 兼  

札幌ＣＰＦ 工場長 兼 生産管理部 部長 
山形 善人 

生産事業部 大館工場 生産管理部 部長 兼 

資材課 課長 兼 総務部 部長 兼 再生医療

事業部 製造統括本部 本部長 兼  

札幌ＣＰＦ 工場長 兼 生産管理部 部長 

 

８．新規事業開発本部 

新職名 氏 名 旧職名 

部長代理 古川 裕紀 課長 

 

 

 

 

 

 

 



 
９．経営企画本部 

新職名 氏 名 旧職名 

経営企画部 部長代理 中森 久雄 経営企画部 財務統括課 課長 

経理部 部長 重廣 哲平 経理部 部長代理 

経理部 部長代理 兼 会計課 課長 寺西 祥一 経理部 会計課 課長 

情報システム部 部長代理 神田 真 情報システム部 情報インフラ課 課長 

業務推進室 室長 下村 龍弘 業務推進室 室長代理 

 

10．総務人事本部 

新職名 氏 名 旧職名 

総務部 部長 林 比佐志 

総務人事本部 総務部 部長  

兼 法務課 課長 兼 総務広報課 課長  

兼 危機管理室 室長 

総務部 部長代理  

兼 コーポレートサービス課 課長 
川口 敦 総務人事本部 総務部 部長代理 

総務部 部長代理  

兼 海外規制対応課 課長 
森 淳 

総務人事本部 総務部 部長代理  

兼 コンプライアンス課 課長 

 

〈株式会社細胞科学研究所〉 

人事異動 ※２０１９年４月１日付  

新職名 氏 名 旧職名 

代表取締役社長 

兼 営業部長 兼 製造部長  

兼 山形工場長 

伊藤 丈洋 

代表取締役社長 

兼 開発部長 兼 営業部長 

兼 製造部長 兼 山形工場長 

管理部長 兼 総務経理課長  

兼 業務課長 
太田 光彦 

管理部 次長 兼 総務経理課長  

兼 業務課長 

開発部長 兼 技術開発課長 鬼柳 由美子 開発部 次長 兼 技術開発課長 

製造部 次長 

兼 開発部 製造技術課長 

兼 山形工場長代理 

飯森 潤 開発部 製造技術課長 

品質保証部 次長 兼 品質保証課長 

兼 山形工場長代理 
三澤 諭 品質保証部 品質保証課長 

 

 

 

 

 



 

〈ニプロファーマ株式会社〉 

機構改革 ※２０１９年４月１日付 

（１） 生産本部を｢生産統括本部｣、｢東日本生産本部｣および｢西日本生産本部｣に分割する。 

（２） 管理部を｢管理本部｣へ名称変更する。 

（３） 経営戦略室を社長直轄から管理本部に移管する。 

人事異動 ※２０１９年４月１日付  

新職名 氏 名 旧職名 

常務取締役 生産統括本部 本部長 花園 和人 
常務取締役 生産本部 本部長  

兼 大館特命 

常務取締役 管理本部 本部長 宮﨑 健太 常務取締役 経営戦略室長 兼 管理部長 

取締役 

東日本生産本部 本部長  

兼 埼玉工場長 

田中 新也 
取締役生産本部 副本部長  

兼 埼玉工場長 

取締役 西日本生産本部 本部長  

兼 伊勢工場長 
大市 貴洋 取締役 生産本部 伊勢工場長 

東日本生産本部 大館工場 

第二製造部 部長代理 
田中 優樹 

生産本部 大館工場 

第二製造部 部長代理代行 

西日本生産本部 伊勢工場 

生産管理部 部長代理 
西井 崇 

生産本部 伊勢工場 生産企画室  

部長代理代行 

生産統括本部 SCM 統括部 生産管理部 

部長代理 
大谷 昇平 

生産本部 SCM 統括部 生産管理部 

部長代理代行 

信頼性保証本部 品質保証部      

伊勢工場 品質保証課 部長代理 
田屋舘 恵介 

信頼性保証本部 品質保証部 

伊勢工場 品質保証課 部長代理代行 

管理本部 経営戦略部 部長 西田 泰雄 経営戦略室 部長代理 

 

 

〈ニプロファーマ飛騨工場株式会社〉 

人事異動 ※２０１９年４月１日付 

新職名 氏 名 旧職名 

代表取締役社長 竹内 秀元 
ニプロファーマ㈱ 執行役員 生産本部 

大館工場 生産管理部長 

 

 

 

 



 

〈全星薬品工業株式会社〉 

機構改革 ※２０１９年４月１日付 

（１） 開発本部に「製剤研究部」を新設する。 

（２） 和泉製造部を「和泉製造一部」「和泉製造二部」の二部体制にする。 

人事異動 ※２０１９年４月１日付  

新職名 氏 名 旧職名 

開発本部副本部長 兼 開発企画推進室長 

兼 製剤研究部長 
沖本 和人 開発本部副本部長 兼 開発企画推進室長 

和泉製造一部長 中島 公雄 和泉製造部 部長代理 

和泉製造二部長 前田 達也 和泉製造部 和泉製造一課長 参与 

 

 

〈ニッショー保険トラベル株式会社〉 

人事異動 ※２０１９年４月１日付 

新職名 氏 名 旧職名 

部長 吉田 浩徳 部長代理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニプロ株式会社 広報担当  TEL 06-6375-6700 


