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2020 年 2 月 25 日 
 

役員人事ならびに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、

2020 年 2 月 25 日開催の取締役会において、2020 年 6 月開催予定の第 155 回定時株主総会に付

議する役員人事の内定を行ないましたのでお知らせいたします。 
また、あわせまして 2020 年 4 月 1 日付における執行役員人事、組織の改編ならびに人事異動

につきまして下記の通りお知らせいたします。 
 

記 
 

1. 新任取締役候補者の選任について (2020 年 6 月予定) 

(新) 氏名 ふりがな (現) 

社外取締役 高槻 史 たかつき ふみ 弁護士法人 大江橋法律事務所 パートナ

ー 
* 現代表取締役会長の塩野 元三および社外取締役の茂木 鉄平は、第 155 回定時株主総会の終結

をもって退任予定です。また、退任後、塩野 元三氏へは特別顧問を委嘱する予定です。 

 

2. 新任監査役候補者の選任について (2020 年 6 月予定) 

(新) 氏名 ふりがな (現) 

非常勤監査役 奥原 主一 おくはら しゅいち 日本ベンチャーキャピタル株式会社 
代表取締役会長 

* 現非常勤監査役の横山 進一は、第 155 回定時株主総会の終結をもって退任予定です。また、

奥原氏については、2020 年 3 月 12 日開催予定の日本ベンチャーキャピタル株式会社の取締役

会において承認されることを前提としています。 

 

3. 執行役員の選任について (2020 年 4 月 1 日付) 

(新) 氏名 ふりがな (現) 

上席執行役員 
経営支援本部長 
兼人事部長 

岸田 哲行 きしだ のりゆき 執行役員 
人事総務部長 

上席執行役員 
医薬研究本部長 木山 竜一 きやま りゅういち 執行役員 

医薬研究本部長 
執行役員 
グローバルビジネス

部長 
吉田 達守 よしだ たつもり グローバルビジネス部長 

* 現上席執行役員の久米 龍一、加茂谷 佳明および現執行役員の日裏 深雪は、2020 年 3 月 31
日付にて離任します。 
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4. 組織の改編・新設 (別添の『組織図』をご参照ください) 
 

I. 医薬研究本部の改編  
多様化する医療ニーズを先取りし、医薬を超えた新たなヘルスケア研究の強みを構築する

ための「イノベーティブ医療研究所」を創設します。当社の持つ低分子創薬の強みを更に

深化させる一方、新たなモダリティーの拡大を担うために、「先端医薬研究所」を新設し

ます。開発研究所を「創薬開発研究所」に改称し、創薬疾患研究所および創薬化学研究所

とともに創薬研究の更なる加速・強化をはかります。また、研究方針および運営の企画・

管理、他本部との連携をはかる研究企画統括室の機能を発展させ、「研究企画部」に改称

します。 

II. 医薬開発本部の改編  
医薬開発本部、CMC 研究本部および信頼性保証本部において機能毎に活動していた薬事

機能ならびに公官庁・業界団体等との渉外機能を医薬開発本部に集約し、薬事および渉外

を総合的に管轄する「薬事統括」を新設します。上記三本部の薬事機能を「開発薬事部」

および「薬制薬事室」に再編するとともに、渉外部を同統括に編入します。また、研究開

発の初期段階からグローバルに安全性情報を管理するために、安全管理部を信頼性保証本

部から医薬開発本部に編入します。 

III. 医薬事業本部の改編  
国内営業の強化をより一層推進するために、全国を 4 地域に分けて統括していた医薬営業

第一～第四統括部およびその傘下の 9 営業支店を第一～第七営業部に再編し、本部直轄組

織とします。これにより、機動性を高めるとともに地域毎の特性にきめ細かく対応した組

織営業を実現します。また、流通統括部から物流オペレーション機能を上記 7 営業部に統

合し、流通戦略企画に特化した「流通政策部」に改称します。 

IV. ヘルスケア戦略本部の新設  
疾患の啓発・予防・診断・治療戦略を立案すると同時に、健康を維持・増進する科学的な

エビデンスの構築および情報の収集・分析・提供を総合的に管轄する「ヘルスケア戦略本

部」を新設し、ヘルスケアビジネスを通じた社会貢献および企業価値の最大化をはかりま

す。同本部の傘下に、メディカルアフェアーズ部、CSR 推進部、医薬事業本部 製品戦略

部 (「疾患戦略部」に改称) を編入します。また、経営戦略本部 経営企画部 プロダクト

マネジメント室によるプロダクトマネジメントの役割を研究開発中の品目まで拡張し、

「ニュープロダクトプランニング部」と改称した上で同本部に編入します。さらに、医薬

開発本部 解析センターの一部機能を独立させ「データサイエンス室」を新設します。 

V. 信頼性保証本部の改編および改称  
医薬品の品質保証および情報提供におけるコンプライアンス順守の機能を独立させ、集中

的に強化するために、信頼性保証本部を「信頼性保証統括」に改編します。同統括の下に、

同本部傘下であった薬事管理部から医薬品情報の管理監督に関する機能を分設し、「医薬

情報審査室」と称します。 

VI. 海外事業本部の改編  
海外事業と事業開発の業務連携をより強固なものとするために、事業開発部を海外事業本

部傘下の組織とします。 

VII. 経営戦略本部の改編  
グローバルな原料調達および製品供給戦略機能を強化するために、経営企画部 サプライ
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チェーン戦略室を発展させ、「グローバルサプライチェーン戦略部」として本部の傘下機

能とします。また、ESG への取り組みを強化し、さらなる企業価値向上を目指すために、

CSR 推進部傘下の EHS 推進室等の関連機能を集約した「サステイナビリティ推進室」を

経営企画部の下に新設します。デジタルインテリジェンス部および知的財産部を、それぞ

れ、全社的なデジタルトランスフォーメーションおよび知的財産戦略の中核機能として、

経営戦略本部に編入します。 

VIII. 経営支援本部の新設  
企業活動におけるガバナンスおよびコンプライアンス機能を強化し、公正かつ効率的な経

営を支援するために、「経営支援本部」を新設し、法務部および内部統制部を同本部の傘

下機能とします。また、人事総務部および CSR 推進部傘下のコンプライアンス機能を「人

事部」ならびに「総務部」に再編し、同本部の傘下機能とします。 
 
5. 人事異動 (2020 年 4 月 1 日付) 
 

新職（継続職含む） 氏名 ふりがな 旧職 

[医薬研究本部] 

研究企画部長 水川 貴史 みずかわ たかし 経営企画部 

創薬化学研究所長 山脇 健二 やまわき けんじ 創薬化学研究所 

先端医薬研究所長 井埜 章 いの あきら 創薬化学研究所長 

イノベーティブ医療研究所長 山本 美奈 やまもと みな 研究企画統括室長 

[医薬開発本部]  

医薬開発副本部長 
兼 臨床開発部長 吉本 淳 よしもと じゅん 臨床開発部長 

薬事統括長 田村 典朗 たむら のりお 渉外部長 

開発薬事部長 岸本 千絵 きしもと ちえ 薬事部長 

渉外部長 石牟禮 武志 いしむれ たけし CSR 推進部長 

薬制薬事室長 久保 美奈子 くぼ みなこ 薬事管理部長 

[CMC 研究本部]  

CMC 研究本部長 
兼 CMC 企画室長 井宗 康悦 いそう やすよし CMC 研究本部長 

分析化学研究所長 沼 久美子 ぬま くみこ CMC 企画室長 

[医薬事業本部]  



Press Release                 

 4 / 5 
 

医薬事業副本部長 
兼 営業企画部長 光田 稔 みつだ みのる 医薬営業第三統括部長 

第一営業部長 明石 佳之 あかし よしゆき 医薬営業第一統括部 

第二営業部長 向井 裕二 むかい ゆうじ 医薬営業第二統括部 

第三営業部長 萬木 義範 ゆるぎ よしのり 医薬営業第一統括部長 

第四営業部長 清水 大三 しみず だいぞう 医薬営業第二統括部 

第五営業部長 青井 敏幸 あおい としゆき 医薬営業第三統括部 

第六営業部長 石田 和也 いしだ かずや 医薬営業第三統括部 

第七営業部長 平野 幸二 ひらの こうじ 医薬営業第四統括部 

流通政策部長 古田 直人 ふるた なおと 医薬営業第二統括部長 

[ヘルスケア戦略本部]  

取締役 副社長 
兼 ヘルスケア戦略本部長 澤田 拓子 さわだ たくこ 取締役 副社長 

ニュープロダクトプランニング
部長 三春 洋介 みはる ようすけ プロダクトマネジメント室長 

疾患戦略部長 光森 進 みつもり すすむ 営業企画部長 

CSR 推進部長 田中 裕幸 たなか ひろゆき シオノギ総合サービス(株)社長 

データサイエンス室長 北西 由武 きたにし よしたけ 解析センター 

[信頼性保証統括]  

信頼性保証統括長 
兼 品質保証部長 
兼 総括製造販売責任者 

平井 淳一 ひらい じゅんいち 品質保証部長 

医薬情報審査室長 河村 英夫 かわむら ひでお 医薬営業第四統括部長 

[経営戦略本部]  

経理財務部長 細貝 優二 ほそがい ゆうじ シオノギビジネスパートナー
(株)社長 

グローバルサプライチェーン戦
略部長 沼 徹哉 ぬま てつや サプライチェーン戦略室 

サステイナビリティ推進室長 工藤 昌子 くどう まさこ 広報部 

[経営支援本部]  
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経営支援本部長 
兼 人事部長 岸田 哲行 きしだ のりゆき 人事総務部長 

総務部長 平尾 一代 ひらお かずよ 人事総務部 

[グループ会社]  

シオノギキャリア開発センター
(株)社長 淺木 敏之 あさき としゆき 創薬疾患研究所 

シオノギ総合サービス(株)社長 橿山 匡央 かしやま まさお 医薬事業副本部長 

シオノギデジタルサイエンス
(株)社長 中井 康司 なかい やすし 人事総務部 

シオノギビジネスパートナー
(株)社長 松尾 健二 まつお けんじ 経理財務部長 

 
 

 
  以 上 

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



塩野義製薬株式会社　組織図　（2020年4月1日）
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会 会 医薬開発本部 解析センター

プロジェクトマネジメント部
臨床開発部
メディカルサイエンス部
安全管理部
薬事統括 薬制薬事室
　開発薬事部
　渉外部

CMC研究本部 CMC企画室
製薬研究所
製剤研究所
分析化学研究所

医薬事業本部 営業企画部
第一営業部
第ニ営業部
第三営業部
第四営業部
第五営業部
第六営業部
第七営業部
流通政策部

スペシャリティープロダクト室

ヘルスケア戦略本部 ニュープロダクトプランニング部
疾患戦略部
メディカルアフェアーズ部 医薬情報センター
CSR推進部 こどもの未来支援室

適正使用推進室
データサイエンス室

信頼性保証統括 (総括製造販売責任者) 医薬情報審査室
　品質保証部

海外事業本部 欧米事業部
グローバルビジネス部
事業開発部

経営戦略本部 経営企画部 サステイナビリティ推進室
経理財務部
広報部
秘書室
グローバルサプライチェーン戦略部
デジタルインテリジェンス部
知的財産部

経営支援本部 人事部
総務部
法務部
内部統制部

東京支店

変更または新設

経営会議

監査役会 コンプライアンス委員会
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