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2019 年 2 月 19 日 
 

組織の改編と人事異動について

 

塩野義製薬株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：手代木 功、以下「当社」）は、 
2019 年 4 月 1 日付にて組織の改編ならびに人事異動を行いますので、下記の通りお知らせいた

します。 
 

記 

 
1. 組織の改編 (別添の『組織図』をご参照ください) 

1） 2019 年 4 月 1 日に、吸収分割により、当社の医薬品生産事業をグループ会社であるシオノギ

ファーマ株式会社 (SPH) に継承します。これに伴い、当社の生産本部および CMC 研究本部

傘下の治験薬製造室を SPH に移管します。 
2） 製品構成および国内営業を取り巻く環境変化への柔軟な対応と地域特性に応じた営業体制構

築のために、医薬事業本部傘下の東京病院部および地域連携推進部を発展的に解消し、その

機能を医薬営業第一、第二、第三、第四統括部に分配し、エリア戦略に則った組織営業の充

実をはかります。 
3） CMC 研究本部傘下の製薬研究センター、製剤研究センターおよび分析化学研究センターを

それぞれ、「製薬研究所」、「製剤研究所」および「分析化学研究所」に改称します。 
 

2. 人事異動 (2019 年 4 月 1 日付) 

3. 新職（継続職含む） 氏名 ふりがな 旧職 

[医薬研究本部] 

執行役員 

医薬研究本部長 
木山 竜一 きやま りゅういち 

執行役員 

経営企画部長 

開発研究所長 兼藤 雅子 かねとう まさこ 
プロジェクトマネジメ

ント部 

[医薬開発本部] 

プロジェクトマネジメント部長 出口 昌志 でぐち まさし 開発研究所長 

臨床開発部長 吉本 淳 よしもと じゅん 
プロジェクトマネジメ

ント部長 
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[CMC 研究本部] 

CMC 研究本部長 井宗 康悦 いそう やすよし 製剤研究センター長 

製剤研究所長 北村 英之 きたむら ひでゆき CMC企画室長 

CMC 企画室長 沼 久美子 ぬま くみこ CMC企画室 

[医薬事業本部] 

製品戦略部長 七條 通孝 しちじょう みちたか 

シオノギマーケティン

グソリューションズ㈱

社長 

スペシャリティープロダクト室長 守護 仁一 しゅご じんいち 東京病院部長 

[信頼性保証本部] 

安全管理部長 沢田 勝 さわだ まさる 

メディカルアフェアー

ズ部 

医薬情報センター長 

[経営戦略本部] 

執行役員 

経営企画部長 
塩田 武司 しおた たけし 

執行役員 

医薬研究本部長 

[経営支援部門 等] 

メディカルアフェアーズ部 

医薬情報センター長 
高野 修一 たかの しゅういち シオノギヘルスケア㈱ 

事業開発部長 竹内 幹也 たけうち みきや 経営企画部 

法務部長 冨士 雅弘 ふじ まさひろ 内部統制部長 

渉外部長 田村 典朗 たむら のりお 薬事部 

CSR 推進部長 石牟禮 武志 いしむれ たけし 
CSR推進部 

適正使用推進室長 

CSR 推進部 適正使用推進室長 外川 真吾 そとかわ しんご 営業企画部 

内部統制部長 高木 浩樹 たかぎ ひろき CSR推進部長 

[海外グループ会社] 

執行役員 

シオノギインク社長 
加藤 晃 かとう あきら 

執行役員 

事業開発部長 

[国内グループ会社] 

上席執行役員 

シオノギファーマ㈱社長* 
久米 龍一 くめ りゅういち 

上席執行役員 

CMC研究本部長 
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シオノギマーケティングソリューション

ズ㈱社長 
勝間田 将史 かつまた まさし 製品戦略部 

シオノギヘルスケア㈱社長 吉本 悟 よしもと さとる シオノギヘルスケア㈱ 

*シオノギファーマ㈱における新発令職は 2月 18日付 

 

以 上 

 [お問合せ先] 
塩野義製薬株式会社 広報部 
TEL：06-6209-7885 
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