2022 年 4 月 1 日

機構改革・人事異動のお知らせ

当社の機構改革・人事異動および当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 ※２０２２年４月１日付
（１）医薬事業部 医薬品研究所内の管理課を「総務管理部」とする。
（２）ＳＤ事業部内に 「ＩＥＳ営業部」を新設する。
（３）再生医療事業部 製造統括本部 札幌ＣＰＦ内の「技術部」を、製造統括本部の直轄とする。

人事異動 ※２０２２年４月１日付
１．国内事業部
＜昇進＞
新職名
流通統括部 部長代理
メディカル営業本部 仙台支店
支店長(次長)
メディカル営業本部 東京第二支店
支店長(次長)
メディカル営業本部 横浜支店
支店長(次長)
メディカル営業本部 北陸支店
支店長(次長)
メディカル営業本部 京都支店
支店長(次長)
メディカル営業本部 阪和支店
支店長(次長)

氏 名
梶塚 裕章
小林 正樹
橋本 景
茂木 潤
下保 幸夫
田村 公平
村上 和彦

旧職名
流通統括部 部長代理代行
メディカル営業本部 仙台支店
支店長(次長代行)
メディカル営業本部 東京第二支店
支店長(次長代行)
メディカル営業本部 横浜支店
支店長(次長代行)
メディカル営業本部 北陸支店
支店長(次長代行)
メディカル営業本部 京都支店
支店長(次長代行)
メディカル営業本部 阪和支店
支店長(次長代行)

２．医薬事業部
＜昇進＞
新職名
医薬品研究所 開発薬事部
部長代理
医薬品研究所 臨床開発部
部長代理

氏 名
滝沢 弘美
中島 克敏

旧職名
医薬品研究所 開発薬事部
部長代理代行
医薬品研究所 臨床開発部
課長

＜異動＞
新職名
医薬品研究所 埼玉研究所
副所長 兼 第二研究部 部長
医薬品研究所 埼玉研究所
製剤研究部 部長 兼 分析研究部 部長

氏 名
鮫元 博文
森田 豊

旧職名
医薬品研究所 埼玉研究所
副所長 兼 分析研究部 部長
医薬品研究所 埼玉研究所
製剤研究部 部長

３．ファーマパッケージング事業部
＜昇進＞
新職名

氏 名

グローバル生産統括本部
グローバル生産技術部 部長 兼

グローバル生産統括本部
森内 和久

びわこ工場 施設部 部長
グローバル生産統括本部 びわこ工場
工場長

旧職名
グローバル生産技術部 部長代行 兼
びわこ工場 施設部 部長代行

横田 稔

グローバル生産統括本部 びわこ工場
副工場長 兼 製造部 部長

＜異動＞
新職名
グローバル生産統括本部 本部長

氏 名
近藤 晃

旧職名
グローバル生産統括本部 本部長 兼
びわこ工場 工場長

４．生産事業部
＜昇進＞
新職名

氏 名

大館工場 生産管理部 部長代理

千葉 紀和

大館工場 第四製造部 部長代理

佐藤 栄治

旧職名
大館工場 生産管理部 部長代理代行
大館工場 第四製造部 ＰＥＳ二課
部長代理代行

＜異動＞
新職名
常務取締役 生産事業部長

氏 名
こばやし

きょう え つ

小林 京 悦

旧職名
常務取締役 生産事業部長 兼
大館工場長

新職名
執行役員 生産事業部 副事業部長 兼
大館工場 工場長

氏 名
米森 吉春

旧職名
執行役員 生産事業部 副事業部長 兼
大館工場 副工場長

５．企画開発技術事業部
＜昇進＞
新職名
総合研究所
第五研究開発部 部長代理

氏 名
谷川 昌洋

総合研究所

旧職名
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 部長代理 兼

川村 慎一

人工臓器開発センター 主席研究員 兼

ＭＤｘ研究室 室長

ＭＤｘ研究室 室長

商品企画本部 部長 兼

商品企画本部 部長代理

再生医療事業部 部長
【ネクストオーソサージカル Ｉｎｃ．

松村 謙一

兼 再生医療事業部 部長代理
【ネクストオーソサージカル Ｉｎｃ．

ジェネラルマネージャー(出向)】

ジェネラルマネージャー(出向)】

国内商品開発・技術営業本部

国内商品開発・技術営業本部

ホスピタルケア商品開発・技術営業部

川勝 謙一郎

部長

ホスピタルケア商品開発・技術営業部
部長代理

国内商品開発・技術営業本部
検査商品開発・技術営業部 部長
医療器械開発・技術営業本部 部長代理

木下 良治
萩原 泰伸

医療器械開発・技術営業本部
医療器械開発・技術営業部 部長代理
【ニプロ医療電子システムズ㈱

国内商品開発・技術営業本部
検査商品開発・技術営業部 部長代理
医療器械開発・技術営業本部 課長
医療器械開発・技術営業本部

羽畑 元晴

医療器械開発・技術営業部 部長代理代行
【ニプロ医療電子システムズ㈱

第二技術開発部 部長代理(出向)】

第二技術開発部 部長代理代行(出向)】

医療器械開発・技術営業本部

医療器械開発・技術営業本部

技術管理部 部長代理

小林 忠夫

技術管理部 部長代理代行 兼
医療器械開発・技術営業部 部長代理代行

＜異動＞
新職名

氏 名

総合研究所
第四研究開発部 部長 兼
医療用硝子開発センター 部長

旧職名
総合研究所

本田 稔

第四研究開発部 部長

６．ＳＤ事業部
＜昇進＞
新職名
CVS 営業部 部長代理

氏 名
坂上 崇文

旧職名
CVS 営業部 草津駐在 課長

＜異動＞
新職名

氏 名

CVS 営業部 部長 兼
オーソペディック営業部 部長 兼

旧職名
CVS 営業部 部長 兼

岸上 兆一

オーソペディック営業部 部長

IES 営業部 部長
７．バスキュラー事業部
＜昇進＞
新職名
営業管理部 部長

氏 名
大久保 裕康

海外営業部 部長

旧職名
営業管理部 部長代理
海外営業部 部長代理

（兼 尼普洛医療器械貿易(上海)有限公司

山本 敬介

董事長 兼 総経理(出向) ）
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三部 部長

達摩 豊弘

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三部 部長代理

営業推進学術部 部長

山田 朋広

営業推進学術部 部長代理

ヘルスケアＩＴ企画営業部 部長

田中 英敏

ヘルスケアＩＴ企画営業部 部長代理

＜異動＞
新職名
バスキュラー営業本部 部長 兼
西日本営業部 部長

氏 名
金子 広志

旧職名
バスキュラー営業本部 部長

７．再生医療事業部
＜異動＞
新職名

氏 名

旧職名
企画開発技術事業部 総合研究所
ＣＲセンター臨床・研究推進部 部長代理

営業開発部 部長代理

渡邊 有理子

兼 市販後試験課 課長 兼 ＮＤＤ研究室
主席研究員 兼 再生医療事業部 営業開発部
部長代理

製造統括本部 東京ＣＰＦ 生産管理部

製造統括本部 東京ＣＰＦ 生産管理部

部長代理 兼 管理部 部長代理 兼
札幌ＣＰＦ 生産管理部 部長代理 兼

髙橋 陽

札幌ＣＰＦ 管理部 部長代理 兼

部長代理 兼 管理部 部長代理 兼
札幌ＣＰＦ 生産管理部 部長代理 兼
札幌ＣＰＦ 管理部 部長代理

技術部 部長代理
８．知的財産部
＜昇進＞
新職名

氏 名

旧職名

医療デバイス担当部長代理

秋山 剛司

主席

国際・医薬担当部長代理

山本 啓壱

主席

９．経営企画本部
＜昇進＞
新職名
経理部 決算税務担当部長代理
プロジェクト統括部 部長 兼
サステナビリティ推進部 部長

〈ニプロ医工株式会社〉
機構改革 ※２０２２年４月１日付
（１）館林工場に「第三製造部」を新設する。
（２）近藤工場に「第三製造部」を新設する。

氏 名
久多里 昌孝
多田 和年

旧職名
経理部 経理課 課長
プロジェクト統括部 部長代理 兼
サステナビリティ推進部 部長代理

〈ニプロ医療電子システムズ株式会社〉
人事異動 ※２０２２年４月１日付
＜異動＞
新職名
商品企画開発部 部長代理

氏 名
小塩 千春

旧職名
商品企画開発部部長代理
【インフラレデックス 部長代理(出向)】

〈ニプロファーマ株式会社〉
機構改革 ※２０２２年４月１日付
（１） 東日本生産本部および西日本生産本部を廃止し、「経口剤・外用剤生産本部」、「注射剤生産本部」
を新設する。「経口剤・外用剤生産本部」組織下に城北工場、鏡石工場、埼玉工場を置く。また「注射
剤生産本部」組織下に志紀工場、伊勢工場、大館工場を置く。
（２） 海外生産本部および生産統括本部を廃止し、「技術本部」、「経営本部」を新設する。また、「技術本
部」組織下に生産統括本部組織下の「生産企画部」、
「生産技術部」を移設し、「経営本部」組織
下に管理本部組織下の「経理部」
、
「経営戦略部」を移設する。
（３） 管理本部組織下に生産統括本部組織下の「購買部」
、「生産管理部」を移設する。
（４） 信頼性保証本部内に「品質保証部（ＧＭＰ監査）」、「品質保証部（注射剤）」、「品質保証部（経口剤・
外用剤）」を新設する。
（５） 埼玉工場 品質管理課を廃止し、「品質管理部」を新設する。
（６） 埼玉工場 生産技術部を廃止し、「製造部」に統合する。

人事異動 ※２０２２年４月１日付
＜昇進＞
新職名

氏 名

執行役員
信頼性保証本部 品質保証部 部長
（兼 ニプロファーマ・ベトナム・リミテッド

執行役員
宮脇 寿典

代表取締役社長 （出向） ）

鏡石工場 品質保証課 部長

（兼 ニプロファーマ・ベトナム・リミテッド
信頼性保証本部 品質保証部

唐澤 憲輝

兼 埼玉工場 第２プラント 品質保証課 部長
信頼性保証本部 品質保証部

信頼性保証本部 品質保証部 部長
工場長（出向） ）

信頼性保証本部 品質保証部
埼玉工場 第１プラント 品質保証課 部長

旧職名

埼玉工場 第１プラント 品質保証課 部長代理
兼
埼玉工場 第２プラント 品質保証課 部長代理

大竹 祥司

信頼性保証本部 品質保証部
鏡石工場 品質保証課 部長代理

新職名
注射剤生産本部 伊勢工場
ＰＪ推進部 部長
注射剤生産本部 大館工場
第４製造部 ＰＬＷ２課 部長
ニプロファーマ・ベトナム・リミテッド
品質保証部 部長（出向）

氏 名
中津 元宏

金谷 健一

田屋舘 恵介

信頼性保証本部 品質保証部
埼玉工場 第３プラント 品質保証課

旧職名
西日本生産本部 伊勢工場
ＰＪ推進部 部長代理
東日本生産本部 大館工場
第４製造部 ＰＬＷ２課 部長代理
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
信頼性保証本部 品質保証部

平居 鉄二

部長代理

埼玉工場 第３プラント 品質保証課
部長代理代行

経口剤・外用剤生産本部 鏡石工場
製造部 部長代理

磯目 忠信

経口剤・外用剤生産本部 埼玉工場
品質管理部 部長代理 兼
注射剤生産本部 大館工場

東日本生産本部 鏡石工場
製造部 部長代理代行
東日本生産本部 埼玉工場

佐藤 太

品質管理部 部長代理

品質管理課 課長 兼
東日本生産本部 大館工場
品質管理部 課長

＜異動＞
新職名

氏 名

常務取締役 経営本部長 兼
ニプロファーマ・ベトナム・リミテッド
監査役 兼

旧職名
常務取締役 生産統括本部長 兼

花園 和人

生産統括本部 原薬事業推進部長 兼
ニプロファーマ飛騨工場㈱ 取締役

ニプロファーマ飛騨工場㈱ 取締役

取締役
海外生産本部長 兼
取締役 技術本部長

河村 聡

海外生産本部 海外生産部長 兼
ニプロファーマ・ベトナム・リミテッド
代表取締役社長 兼 会長

取締役 経口剤・外用剤生産本部長 兼
経口剤・外用剤生産本部 埼玉工場長

田中 新也

取締役 注射剤生産本部長 兼
注射剤生産本部 伊勢工場長 兼
ニプロファーマ・ベトナム・リミテッド 会長 兼
ニプロファーマ飛騨工場㈱ 取締役

取締役 東日本生産本部長 兼
東日本生産本部 埼玉工場長
取締役 西日本生産本部長 兼

大市 貴洋

西日本生産本部 伊勢工場長 兼
ニプロファーマ飛騨工場㈱ 取締役

新職名

氏 名

取締役 管理本部長 兼
管理本部 人事総務部長 兼
管理本部 生産管理部長 兼

取締役 管理本部長 兼
森口 将人

ニプロファーマ飛騨工場㈱ 監査役
執行役員 信頼性保証本部
品質保証部（注射剤）部長

旧職名
管理本部 人事総務部長 兼
ニプロファーマ・ベトナム・リミテッド 監査役 兼
ニプロファーマ飛騨工場㈱ 監査役

岩間 孝樹

執行役員 信頼性保証本部
品質保証部 部長

執行役員
信頼性保証本部 ＱＭＳ推進部 部長 兼
信頼性保証本部

中道 崇

執行役員 信頼性保証本部
ＱＭＳ推進部 部長

品質保証部（経口剤・外用剤） 部長
執行役員

執行役員

技術本部 生産企画部 部長 兼
経口剤・外用剤生産本部 城北工場 工場長

大谷 昇平

兼 経口剤・外用剤生産本部 鏡石工場

信頼性保証本部 品質保証部（ＧＭＰ監査）
部長
経口剤・外用剤生産本部 埼玉工場
製造部 部長代理
経口剤・外用剤生産本部 埼玉工場
第４プラント 副プラント長
経口剤・外用剤生産本部 埼玉工場
第４プラント 製造部 生産技術課 部長

生産統括本部 生産管理部 部長 兼
生産統括本部 生産企画部 部長

副工場長
技術本部 本部長付 部長

西日本生産本部 城北工場 工場長 兼

鈴木 和彦

海外生産本部 海外生産部 部長

山田 健吾

信頼性保証本部 品質保証部 部長

石井 新

林 賢一

福山 一孝

東日本生産本部 埼玉工場
生産技術部 部長代理
東日本生産本部 埼玉工場
第４プラント プラント長付 部長
東日本生産本部 埼玉工場
第４プラント プラント長付 部長

〈全星薬品工業株式会社〉
機構改革 ※２０２２年４月１日付
（１）管理本部内の総務部を「総務人事部」に名称変更する。
（２）生産本部内に「製剤三部」および「和泉製造三部」を新設する。
（３）保証本部内に「信頼性管理部」を新設する。

人事異動 ※２０２２年４月１日付
＜昇進＞
新職名

氏 名

旧職名

管理本部 業務部長

山﨑 真紀

管理本部 業務部 業務二課長

保証本部 薬事部長

内藤 寿英

保証本部 薬事部 部長代理

保証本部 和泉品質保証部長

柴田 靖崇

生産本部 生産技術部長

佐薙 達夫

生産本部 生産技術部 生産技術二課長

生産本部 包装技術部長

氏原 啓太

生産本部 包装技術部 包装技術課長

保証本部 和泉品質保証部
和泉品質保証課長

生産本部 和泉製造一部長

砂原 篤

生産本部 和泉製造一部 和泉包装課長

生産本部 和泉製造二部長

中村 祐哉

生産本部 和泉製造二部 和泉製剤一課長

開発本部 開発企画推進室 担当部長

佐々木 修

開発本部 開発企画推進室 参与

＜異動＞
新職名

氏 名

旧職名

常務執行役員 管理本部長

澤井 俊哉

常務執行役員 管理本部長 兼 総務部長

管理本部 総務人事部長

岩田 武朗

管理本部 業務部長

常務執行役員 開発本部長

豊島 健三

執行役員 開発本部副本部長 兼
開発企画推進室長
開発本部 製剤技術部長 兼
製剤研究部長
保証本部 品質保証部長

山﨑 淳治
今井 淳
小栗 一也

保証本部 信頼性管理部長

東山 勝

常務執行役員 開発本部長 兼
開発企画推進室長
執行役員 開発本部副本部長 兼
製剤研究部長
開発本部 製剤技術部長
保証本部 和泉品質保証部長
保証本部 品質保証部長

保証本部 和泉品質管理部長

中島 公雄

生産本部副本部長 兼 生産管理部長

樋﨑 雅也

生産本部 製剤三部長

梶本 宜志

生産本部 包装技術部長

生産本部 和泉製造三部長

前田 達也

生産本部 和泉製造二部長

ニプロ株式会社

生産本部 和泉製造一部長
生産本部副本部長

兼

生産技術部長

生産管理部長

広報担当 TEL 06-6375-6700

※受付時間：9 時～17 時 45 分（土・日・祝日・当社休業日を除く）

兼

