
 
 

 

 

 

 

 

 

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 ※２０２０年４月１日付 

（1）国内事業部内に「ロジスティクス管理部」を新設する。 

（2）国内事業部 学術部を技術情報・教育管理部と統合して「学術情報部」に名称変更するとともに、同部の

医薬品情報機能を信頼性保証本部に移管する。 

（3）国内事業部内の販売促進部を「流通統括部」に名称変更する。 

（4）国内事業部 医薬営業本部内の九州支店を「福岡支店」および「南九州支店」に分割する。 

（5）国内事業部内の岡崎工場を生産事業部に移管するとともに、「愛知工場」に名称変更する。 

（6）国際事業部 グローバル戦略部を「グローバル戦略本部」に名称変更し、その組織下に「カスタムソリュー

ション部」「ニプロブランド戦略部」を新設する。 

（7）国際事業部内に「グローバルサプライチェーンマネジメント部」を新設する。 

（8）ファーマパッケージング事業部内のグローバル戦略室を「グローバル戦略部」に名称変更する。 

 (9)ファーマパッケージング事業部内の商品企画開発部を「商品企画開発本部」に名称変更し、その組織下

に「医薬用デバイス商品企画開発部」、「医薬用パッケージング商品企画開発部」を新設する。 

(10)ファーマパッケージング事業部内の技術営業部を「営業本部」に名称変更するとともに、その組織下に

「東京営業部」「大阪営業部」を新設し、各営業部の組織下に「技術営業部」と「事業推進部」を置く。また、

同営業本部下に「器材営業部」を新設する。 

(11)バスキュラー事業部内に「海外事業戦略室」を新設する。 

(12)バスキュラー事業部 バスキュラー商品開発営業本部の組織下に「バスキュラー商品開発営業第三部」を

新設する。 

(13)再生医療事業部内の医療情報支援室を廃止し、業務を「営業開発部」に移管する。 

(14)再生医療事業部内に「事業企画室」を新設する。 

(15)信頼性保証本部内に「医薬品情報室」を新設し、国内事業部 学術部の医薬品情報機能を移管する。 

 

 

 

 

 

機構改革・人事異動のお知らせ 

2020 年 4 月 1 日 



 
 

人事異動 ※２０２０年４月１日付  

 

１．国内事業部 

新職名 氏 名 旧職名 

ロジスティクス管理部 部長 兼  

事業戦略室 部長 
村澤 利春 業務部 部長 兼 事業戦略室 部長 

ロジスティクス管理部 部長代理 兼 

メディカル商品管理課 課長 兼  

舞洲物流センター センター長 

池田 生志 
業務部 メディカル商品管理課 課長 兼  

舞洲物流センター センター長 

業務部 部長 納土 弘文 
メディカル営業本部  

阪奈支店 支店長(部長代理) 

 

２．国際事業部 

新職名 氏 名 旧職名 

グローバル戦略本部 部長代理 兼  

ニプロブランド戦略部 部長代理 
岩崎 憲義 グローバル戦略部 部長代理 

グローバル戦略本部  

カスタムソリューション部 部長 
山口 和男 

ニプロメディカルコーポレーション  

部長(出向) 

グローバル戦略本部  

ニプロブランド戦略部 部長 

【ニプロメディカルコーポレーション  

Chief Financial Officer(出向)】 

清水 明 

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  

Chief Financial Officer(出向)】 

グローバル戦略本部  

ニプロブランド戦略部 部長代理 

【ニプロアジア ＰＴＥ ＬＴＤ  

Managing Director(出向)】 

土屋 聖吾 

グローバル戦略部 部長代理 

【ニプロアジア ＰＴＥ ＬＴＤ  

Managing Director(出向)】 

グローバル戦略本部  

ニプロブランド戦略部 部長代理 

【ニプロセールスタイランド  

Assistant General Manager(出向)】 

服部 嘉宏 

グローバル戦略部 部長代理 

【ニプロセールスタイランド  

Assistant General Manager(出向)】 

グローバル戦略本部  

ニプロブランド戦略部 部長代理 

【尼普洛貿易(上海)有限公司 

 董事長 兼 総経理(出向)】 

松野下 亮 

グローバル戦略部 課長 

【尼普洛貿易(上海)有限公司  

董事長 兼 総経理(出向)】 

グローバル戦略本部  

ニプロブランド戦略部 部長代理 

【ニプロメディカルコーポレーション 

Senior Director(出向)】 

高御堂 邦夫 

グローバル戦略部 課長 

【ニプロメディカルコーポレーション  

Senior Director(出向)】 



 
新職名 氏 名 旧職名 

グローバル戦略本部  

ニプロブランド戦略部 部長代理 

【ニプロメディカルコーポレーション  

Clinical Engineering Manager(出向)】 

荒木 実 

グローバル戦略部 課長 

【ニプロメディカルコーポレーション  

Clinical Engineering Manager(出向)】 

グローバルサプライチェーンマネジメント部  

部長代理 兼 サプライチェーン課 課長 
山本 裕美子 国際業務管理部 国際業務課 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 竹村 公紀 医薬開発推進部 部長代理代行 

医薬品研究所 研究企画部 部長代理 山脇 範彦 医薬品研究所 研究企画部 課長 

医薬品研究所 第二研究部 部長 沖本 和人 
医薬品研究所 開発薬事部 部長代理 兼  

第二研究部 部長代理 

医薬品研究所 臨床開発部 部長 中川 秀稔 
医薬品研究所 臨床開発部 部長 兼  

開発薬事部 部長 

医薬品研究所 埼玉研究所 所長 川村 尚久 医薬品研究所 副所長 兼 埼玉研究所 所長 

医薬品研究所 埼玉研究所  

製剤研究部 部長 兼 第一研究室 室長 兼  

分析研究部 部長 

鮫元 博文 医薬品研究所 埼玉研究所 製剤研究部 部長 

医薬品研究所 管理課 部長 西山 要 医薬品研究所 第二研究部 部長 

 

４．ファーマパッケージング事業部 

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  

副事業部長 兼 商品企画開発本部長 
岩佐 昌暢 

取締役 ファーマパッケージング事業部  

商品企画開発部長 

取締役 ファーマパッケージング事業部  

営業本部長 
赤崎 五男 

取締役 ファーマパッケージング事業部  

技術営業部長 

グローバル戦略部 部長 兼  

ニプロファーマ㈱ 常務取締役 管理本部長

(受入出向) 

宮﨑 健太 ニプロファーマ㈱ 常務取締役 管理本部長 

グローバル戦略部 部長代理 

【尼普洛(中国)投資有限公司 董事長 兼  

総経理 兼 尼普洛医薬包装容器(上海)有限

公司 総経理 (出向)】 

西迫 英之 

グローバル戦略室 課長代理 

【尼普洛(中国)投資有限公司 董事長 兼 総

経理 兼 尼普洛医薬包装容器(上海)有限公

司 総経理(出向)】 

グローバル生産統括本部 びわこ工場  

総務部 部長代理 
北浦 義紀 

グローバル生産統括本部 びわこ工場  

総務部 部長代理代行 兼 人事総務課 課長 

商品企画開発本部  

医薬用デバイス商品企画開発部 部長 
平山 壽和 商品企画開発部 部長代理 



 
新職名 氏 名 旧職名 

商品企画開発本部  

医薬用パッケージング商品企画開発部 部長 
竹内 稔 

ニプロファーマパッケージングインターナショナ

ル N.V. 代表取締役社長 (出向) 

営業本部 東京営業部 部長 河野 洋一郎 技術営業部 営業１課 課長 

営業本部 東京営業部 技術営業部  

部長代理 
冨田 昌克 技術営業部 営業２課 課長 

営業本部 大阪営業部 技術営業部  

部長代理 
岩池 真 医薬事業部 医薬開発推進部 部長代理 

営業本部 大阪営業部 部長 兼  

事業推進部 部長 
長谷川 周司 技術営業部 部長代理 

営業本部 器材営業部 部長代理 佐潟 大志 技術営業部 部長代理 

 

５．生産事業部 

新職名 氏 名 旧職名 

部長代理 

【尼普洛（上海）有限公司  

工場長(出向)】 

平田 聡 

課長 

【尼普洛（上海）有限公司  

工場長(出向)】 

部長代理 

【尼普洛医療器械(合肥)有限公司  

工場長(出向)】 

後藤 忠洋 

課長 

【尼普洛医療器械(合肥)有限公司  

工場長(出向)】 

大館工場 第一製造部 部長 藤嶋 一彦 大館工場 品質保証部 部長 

愛知工場 工場長 兼 製造課 課長 兼  

企画開発技術事業部 総合研究所  

第二研究開発部付 部長 

小池 紀夫 
国内事業部 業務部 岡崎工場 工場長 兼  

愛知工場準備室 室長 

 

６．生産技術開発事業部 

新職名 氏 名 旧職名 

生産技術センター  

メカトロ第一設計部 部長代理 
清水 一博 

生産技術センター  

メカトロ第一設計部 Ｍ１課 課長 

生産技術センター  

メカトロ第一設計部 部長代理 兼  

Ｍ３課 課長 

徳田 徹 
生産技術センター  

メカトロ第一設計部 Ｍ３課 課長 

 

 

 

 

 

 

 



 
７．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 田中 均 総合研究所 試験部 部長代理 

総合研究所 試験部 部長代理 佐野 修志 総合研究所 試験部 試験課 主席研究員 

総合研究所  

ＣＲセンター 臨床・研究推進部 部長代理 

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 

渡邊 有理子 

総合研究所  

ＣＲセンター 臨床・研究推進部 主席研究員  

兼 ＮＤＤ研究室 主席研究員 兼  

再生医療事業部 営業開発部 部長代理代行 

国内商品開発・技術営業本部  

医療器械開発・技術営業部 部長代理 
斎尾 英俊 

国内商品開発・技術営業本部  

医療器械開発・技術営業部 一課 課長 

 

８．バスキュラー事業部 

新職名 氏 名 旧職名 

海外事業戦略室 室長 増田 昭 バスキュラー営業本部 本部長 

事業戦略室 部長代理 能登 朗 バスキュラー営業本部 関東営業部 部長代理 

営業管理部  

部長代理 兼 海外管理課 課長 兼  

営業管理課 課長 

大久保 裕康 営業管理部 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一部 部長 
古田 統彦 

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 

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 
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一部 課長 

バスキュラー営業本部  

関東営業部 部長代理 兼  

関西営業部 部長代理 

城下 康 バスキュラー営業本部 関西営業部 部長代理 

 

９．再生医療事業部 

新職名 氏 名 旧職名 

再生医療研究所  

第一研究開発部 部長代理 兼  

製造統括本部 札幌ＣＰＦ  

工場長付部長代理 兼 技術部 部長代理 

富井 亮 

再生医療研究所  

第一研究開発部 部長代理代行 兼  

製造統括本部 札幌ＣＰＦ  

工場長付部長代理代行 兼  

技術部 部長代理代行 

 

１０．信頼性保証本部 

新職名 氏 名 旧職名 

医薬・再生医療品質保証部 部長 中井 進之 医薬・再生医療品質保証部 部長代理 

医薬・再生医療安全管理部 部長 西嶋 和泰 医薬・再生医療安全管理部 部長代理 



 
新職名 氏 名 旧職名 

医薬・再生医療薬事部 部長 藤原 雅史 医薬・再生医療薬事部 部長代理 

 

１１．経営企画本部 

新職名 氏 名 旧職名 

経営企画部 部長 兼 経営企画課 課長 重政 秀広 
経営企画部 部長代理 兼 経営企画課 課長 

兼 財務統括課 課長 

 

１２．総務人事本部 

新職名 氏 名 旧職名 

人事部 部長 兼 人事課 課長  伊藤 威晴 
人事部 部長代理 兼  

人事課 課長 兼 労務厚生課 課長  

人事部 部長代理 兼 人材採用課 課長 坂本 光永 人事部 人材採用課 課長  

 

〈ニプロ医工株式会社〉 

人事異動 ※２０２０年４月１日付  

新職名 氏 名 旧職名 

第一製造部 部長 大木 聡 第一製造部 部長 兼 品質保全部 部長 

第二製造部 部長 兼  

品質保全部 品質保全課 課長 
椎名 規哲 第二製造部 部長 

 

〈株式会社グッドマン〉 

人事異動 ※２０２０年４月１日付  

新職名 氏 名 旧職名 

薬事・品質保証本部長 兼  

品質保証安全管理部長 
森本 庸浩 

薬事・品質保証本部長 兼  

品質推進部長 兼 品質保証安全管理部長 

薬事・品質保証本部 品質保証推進部長 塚本 秀幸 
薬事・品質保証本部 品質保証推進部長代行

兼 品質保証推進課長 

 

 

 



 

〈ネクスメッドインターナショナル株式会社〉 

人事異動 ※２０２０年４月１日付  

新職名 氏 名 旧職名 

営業部長 品田 啓淳 ㈱ＩＭＣ ゼネラルマネージャー 

 

〈株式会社ＩＭＣ〉 

人事異動 ※２０２０年４月１日付  

新職名 氏 名 旧職名 

ゼネラルマネージャー 桑原 大輔 マネージャー 

 

 

〈ニプロファーマ株式会社〉 

機構改革 ※２０２０年４月１日付 

(1)ＳＭＣ統括部を廃止し、「生産企画部」、「生産管理部」、「購買部」を生産統括本部の直轄とする。 

(2)城北工場内に「施設管理部」を新設する。 

(3)伊勢工場内に「ＰＪ推進部」を新設する。 

(4)大館工場内の第一製造部、第二製造部およびグループ制を廃止し、「製造管理部」および「第１～第５製

造部」を新設する。 

 

人事異動 ※２０２０年４月１日付  

新職名 氏 名 旧職名 

常務取締役 生産統括本部長  

兼 ニプロファーマ飛騨工場㈱ 取締役 
花園 和人 常務取締役 生産統括本部長 

取締役 海外生産本部 本部長 

兼 海外生産部 部長 

兼 ニプロファーマ・ベトナム 

代表取締役社長 

河村 聡 

取締役 海外生産本部 本部長 

兼 ニプロファーマ・ベトナム 

代表取締役社長 兼 工場長 

執行役員 

信頼性保証本部 品質保証部 部長 
岩間 孝樹 

執行役員  

西日本生産本部 伊勢工場 

工場長付ＰＪ推進部 部長 

執行役員管理本部 経営戦略部 担当部長 荒木 慎二 執行役員西日本生産本部 城北工場 工場長 

執行役員 

東日本生産本部 埼玉工場 

第３プラント プラント長 

木村 進 
執行役員 

海外生産本部 海外生産部 部長 



 
新職名 氏 名 旧職名 

生産統括本部 購買部 部長 森 文隆 
生産統括本部 ＳＣＭ統括部  

統括部長 兼 生産企画部 部長 

生産統括本部 

生産管理部 部長 兼 生産企画部 部長 
大谷 昇平 

生産統括本部 ＳＣＭ統括部 

生産管理部 部長代理 

西日本生産本部 

城北工場長 兼 志紀工場長 
大西 伊知郎 

西日本生産本部 伊勢工場 

製造部 第３グループ 課長 

西日本生産本部 城北工場 

施設管理部 部長 
楳原 浩幸 西日本生産本部 志紀工場 工場長 

東日本生産本部 大館工場 

製造管理部 部長 
矢口 早矢人 

東日本生産本部 大館工場 

第一製造部 部長 

東日本生産本部 埼玉工場 

第１プラント プラント長  
田中 優樹 

東日本生産本部 大館工場 

第二製造部 部長代理 

東日本生産本部 埼玉工場  

第２プラント プラント長  

兼 製造部 部長 

田口 和広 
東日本生産本部 埼玉工場 

第２プラント 製造部 部長 

東日本生産本部 埼玉工場 

生産管理部 部長 
松村 浩之 

東日本生産本部 埼玉工場 

第３プラント プラント長  

兼 生産管理部 部長  

生産統括本部 部長  宮本 英治 ニプロファーマ・ベトナム 副工場長 

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 工場長(出向) 
宮脇 寿典 信頼性保証本部 品質保証部 部長 

海外生産本部 海外生産部 

部長代理 （メコファ社駐在解除) 
鈴木 和彦 

海外生産本部 海外生産部 

部長代理（メコファ社駐在) 

 

 

〈全星薬品工業株式会社〉 

機構改革 ※２０２０年４月１日付 

（１） 管理本部に「情報システム部」を新設する。 

（２） 生産本部 製品部を「包装一部」「包装二部」の二部体制にする。 

（３） 保証本部に「和泉品質管理部」を新設する。 

 

人事異動 ※２０２０年４月１日付  

新職名 氏 名 旧職名 

生産本部 副本部長 兼 生産技術部長 樋﨑 雅也 生産本部 生産技術部長 

生産本部 包装一部 部長代理 丸井 としみ 生産本部 製品部 製品管理課長 

生産本部 包装二部 部長代理 松井 美津子 生産本部 製品部 製品一課長 

生産本部 和泉製造二部 部長代理 梶本 宜志 生産本部 和泉製造二部 和泉製造一課長 



 
新職名 氏 名 旧職名 

保証本部 和泉品質管理部長 中田 浩 
保証本部 上席参与 兼 

保証本部 和泉品質保証部 品質管理一課長 

管理本部 情報システム部 部長代理 大川 雅樹 管理本部 経理部 情報システム課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニプロ株式会社 広報担当  TEL 06-6375-6700 

 


