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2021 年 5 月 31 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）は、2021 年 7 月 1

日付における組織の改編・新設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．組織の新設・改編（別添の『組織図』をご参照ください） 

I. DX 推進本部の新設 
デジタル技術を用いたヘルスケアソリューションの創出とその実現を支えるデータ活用

および IT/セキュリティ基盤の構築を担う機能として「DX 推進本部」を新設する。経営戦

略本部デジタルインテリジェンス部を編入し、経営戦略本部経営企画部およびヘルスケア

戦略本部データサイエンス室の関連機能を本部傘下組織として再編し、「IT&デジタルソ

リューション部」および「データサイエンス部」とする。 
 

II. 医薬研究本部の改編 
疾患の予防・治療に関する研究と診断・バイオマーカーに関する研究の連携をこれまで以

上に強化するため、独立した組織であったバイオマーカー研究開発部を医薬研究本部に編

入する。 
 

III. 医薬事業本部の改編 
営業企画部の機能を再編し、医薬事業本部全体の業務改善・改革、統括を担う「営業企画

室」および大学病院を中心とした基幹病院への活動を通じて疾患戦略の浸透を図ることを

含む営業活動の企画・推進を担う「営業推進室」を新設する。 
 

IV. ヘルスケア戦略本部の改編 
Commercial strategyを研究フェーズから市販後に至るまでグローバルで一貫したものに

するために、ニュープロダクトプランニング部に疾患戦略部を編入・統合し、ヘルスケア

サービスに関する総合的な戦略企画機能の更なる深化を図る。国内疾患領域毎の企画機能

は「疾患戦略室」として、ニュープロダクトプランニング部の傘下組織とする。 
 

V. 海外事業本部の改編 
海外事業と調達・供給戦略立案機能の業務連携を強化するため、経営戦略本部グローバル

サプライチェーン戦略部を海外事業本部傘下の組織とする。 
 

VI. 経営戦略本部の改編 
中期経営計画 STS2030 の中核を為す活動である多様なパートナーとの協創をより戦略的

に進めるため、海外事業本部事業開発部を経営戦略本部に編入する。 
 

VII. 経営支援本部の改編 
公正な企業活動を推進し、ガバナンスおよびコンプライアンス機能のさらなる充実を図る

ため、経営戦略本部経営企画部サステイナビリティ推進室を経営支援本部傘下に「サステ

イナビリティ推進部」として編入し、本部内組織との連携を深める。一方、内部監査機能

の独立性をより明確な形とするため、内部統制部を全ての本部から独立した社長直下の組

織とする。 
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2．人事異動 (2021 年 7 月 1 日付) 

新職（継続職含む） 氏名 ふりがな 旧職 

[DX 推進本部] 

DX 推進本部長 
兼 IT&デジタルソリューシ

ョン部長 
塩田 武司 しおた たけし 経営企画部長 

データサイエンス部長 北西 由武 きたにし よしたけ データサイエンス室長 

[医薬研究本部] 

医薬研究副本部長 
兼 創薬開発研究所長 吉本 淳 よしもと じゅん 

医薬開発副本部長 
兼 臨床開発部長 

研究企画部長 神尾 祥子 かんお しょうこ プロジェクトマネジメント部 

創薬疾患研究所長 阪口 岳 さかぐち がく バイオマーカー研究開発部長 

先端医薬研究所長 水川 貴史 みずかわ たかし 研究企画部長 

バイオマーカー研究開発部長 雪澤 智之 ゆきざわ ともゆき 
シオノギファーマコビジラン
スセンター(株)社長 

[医薬開発本部]  

臨床開発部長 上原 健城 うえはら たけき 医薬開発本部 

安全管理部長 兼藤 雅子 かねとう まさこ 創薬開発研究所長 

[CMC 研究本部]  

CMC 企画室長 坂井 剛志 さかい たけし CMC 企画室 

製薬研究所長 井埜 章 いの あきら 先端医薬研究所長 

製剤研究所長 長谷川 稔 はせがわ みのる 創薬疾患研究所長 

分析化学研究所長 青山 恭規 あおやま やすのり 製薬研究所長 

[医薬事業本部]  

営業企画室長 今村 渉 いまむら わたる 営業企画部 

営業推進室長 黒岩 正敬 くろいわ まさのり 営業企画部 

スペシャリティ―プロダクト
室長 青井 敏幸 あおい としゆき 第五営業部長 
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第二営業部長 中村 篤史 なかむら あつし 営業企画部 

第四営業部長 勝間田 将史 かつまた まさし 
シオノギマーケティングソリ
ューションズ(株)社長 

第五営業部長 石田 和也 いしだ かずや 第六営業部長 

第六営業部長 森下 雅生 もりした まさお 
スペシャリティ―プロダクト室
長 

第七営業部長 光武 聡一郎 みつたけ そういち

ろう 
営業企画部 

[ヘルスケア戦略本部]  

疾患戦略室長 浦郷 洋司 うらごう ようじ 疾患戦略部 

CSR 推進部長 
兼 こどもの未来支援室長 田中 裕幸 たなか ひろゆき CSR 推進部長 

医薬情報センター長 福永 孝 ふくなが たかし メディカルアフェアーズ部 

[信頼性保証統括] 

品質保証部長 沼 久美子 ぬま くみこ 分析化学研究所長 

[海外事業本部]  

海外事業本部長 花﨑 浩二 はなさき こうじ 経営戦略本部長 

[経営戦略本部]  

経営戦略本部長 Keller, John けらー じょん 海外事業本部長 

経営企画部長 光森 進 みつもり すすむ 疾患戦略部長 

[経営支援本部]  

経営支援本部長 
兼 法務部長 岸田 哲行 きしだ のりゆき 経営支援本部長 

サステイナビリティ推進部長 工藤 昌子 くどう まさこ サステイナビリティ推進室長 

[その他]  

内部統制部長 松尾 健二 まつお けんじ シオノギビジネスパートナー
(株)社長 

[グループ会社]  

シオノギファーマコビジラン
スセンター(株)社長 新見 由佳 にいみ ゆか 安全管理部 

シオノギマーケティングソリ
ューションズ(株)社長 光田 稔 みつだ みのる 

医薬事業副本部長 
兼 営業企画部長 
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シオノギビジネスパートナー
(株)社長 藤田 茂樹 ふじた しげき 経理財務部 

 
以上 

 
[お問合せ先] 
塩野義製薬ウェブサイト：https://www.shionogi.com/jp/ja/quest.html#3. 

https://www.shionogi.com/jp/ja/quest.html#3.


塩野義製薬株式会社　組織図　（2021年7月1日）
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：組織の新設または変更
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