
（2019年8月1日現在）取締役

三津家 正之
代表取締役社長 社長執行役員

1982年
1999年

2004年
2007年

2008年
2009年
2012年
2014年

三菱化成工業（現：三菱ケミカル）入社
三菱東京製薬 横浜研究所
創薬基盤研究所長
ゾイジーン 取締役社長
三菱ウェルファーマ 理事 製品戦略部長
当社 理事 製品戦略部長
当社 執行役員 製品戦略部長
当社 取締役 執行役員 製品戦略部長
当社 取締役 常務執行役員 開発本部長
当社 代表取締役 専務執行役員
当社 代表取締役社長 社長執行役員（現任）
三菱ケミカルホールディングス 取締役
地球快適化インスティテュート 取締役
（現任）

1982年、三菱化成工業（現:三菱ケミカル）に入社。医薬部
門において、研究員として従事。海外での研究留学を経て、
1999年に三菱東京製薬 横浜研究所 創薬基盤研究所長
に就任。2000年には、三菱化学 戦略スタッフ部門経営
企画室 兼 ライフサイエンス事業推進室 次長に就任し、
研究開発体制の改革を担う。また、三菱東京製薬とウェル
ファイドとの合併にも携わった。その後、2002年に三菱
化学が設立したバイオ関連子会社ゾイジーンに異動し、
2004年には、同社取締役社長に就任した。当社発足後、
取締役 執行役員 製品戦略部長、常務執行役員 開発本部
長などを歴任。2014年、代表取締役社長 社長執行役員
に就任。2016年度から始まった「中期経営計画16-20 
Open Up the Future」で「4つの挑戦」の実行を進めて
いる。このほか、地球快適化インスティテュート取締役を
兼任。

担当：デジタルトランスフォーメーション
部

子林 孝司
代表取締役 専務執行役員

担当：経営企画部、ニューロダーム室、
経理財務部、広報部

田原 永三
取締役 常務執行役員

1980年
2004年
2007年
2009年
2012年

2014年
2015年
2016年
2017年
2018年

2019年

当社入社
当社 医薬営業本部 営業企画部長
当社 執行役員 経営管理部長
当社 取締役 執行役員 経営企画部長
当社 取締役 常務執行役員
事業部門・社長特命事項担当
当社 取締役 常務執行役員 研究本部長
当社 取締役 常務執行役員 創薬本部長
当社 代表取締役 専務執行役員 創薬本部長
当社 代表取締役 専務執行役員CMC本部長
当社 代表取締役 専務執行役員 内部統制
推進室、フューチャーデザイン部、グローバ
ルQA部、グローバルRA部、薬事監査部、
メドウェイ推進室担当
チーフ・コンプライアンス・オフィサー
当社 代表取締役 専務執行役員 デジタルト
ランスフォーメーション部担当（現任）

1980年、田辺製薬に入社。同社の安全性研究所において
研究員として従事。1997年に人事部に異動し、人事制度
の運用に携わる。管理本部 秘書室長、医薬営業本部 営業
企画部長を歴任。当社発足後、執行役員 経営管理部長を
経て、2009年に取締役 執行役員 経営企画部長に就任
した。その後、取締役 常務執行役員 事業部門・社長特命
事項担当となり、営業、コーポレート部門で、事業構造改革、
品質管理問題等の解決に取り組んだ。その後、研究本部長、
創薬本部長として、研究体制の改革を実行し、2016年には
代表取締役 専務執行役員 創薬本部長、2017年には
CMC本部長に就任。2019年からはデジタルトランス
フォーメーション部を統括し、ビジネスのデジタル化を加速
させ、AIやIoTを活用したデジタルメディスンなどの新
たなビジネス拡大の役割を担っている。

1981年
2010年

2012年
2014年
2015年
2016年
2018年

三菱化成工業（現：三菱ケミカル）入社
三菱化学（現：三菱ケミカル） 経理部長
同社 理事 経理部長
同社 執行役員 経理部長
当社 執行役員 経理財務部長
当社 取締役 執行役員 経理財務部長
当社 取締役 常務執行役員 経理財務部長
当社 取締役 常務執行役員 経営企画部、
ニューロダーム室、経理財務部、広報部担当
(現任)

1981年、三菱化成工業（現：三菱ケミカル）に入社。同社
の黒崎工場 総務部で、経理財務業務に従事。1985年には、
同社経理部に異動し、全社展開する原価システムの統一
プロジェクトに携わる。その後、海外案件にかかわり、インド
ネシアやタイなどの現地工場建設を担当。1998年には、
エムシーシー・ピーティーエー・インディアのCFOとして、
インドに赴任。カルカッタに工場を建設するプロジェクトで
経理・財務・ITを担った。その後、2010年三菱化学 理事 
経理部長、2012年同社執行役員、2014年には、当社執行
役員 経理財務部長に就任。2015年に取締役に就任以降、
経営企画、経理財務等の責任者として、当社の企業価値
向上に寄与している。

取締役・監査役

非財務情報
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担当：人事部、総務部、海外事業推進部、
中国事業統括室、アセアン事業、欧州事
業統括室、医療政策部

上野 裕明
取締役 常務執行役員

1983年
2005年

2006年
2007年

2010年
2012年
2014年
2015年
2017年
2018年

2019年

三菱化成工業（現：三菱ケミカル）入社
三菱ウェルファーマ 創薬本部研究部門
創薬第四研究所長
同社 創薬研究本部 化学研究所長
当社 研究本部 創薬化学研究所 
化学第二部長
当社 研究本部 創薬化学第二研究所長
当社 理事 研究本部 創薬化学第二研究所長
当社 執行役員 研究本部 研究企画部長
当社 執行役員 ＣＭＣ本部長
当社 執行役員 創薬本部長
当社 常務執行役員 創薬本部長 知財・
契約部担当
当社 取締役 常務執行役員 人事部、総務部、
海外事業推進部、中国事業統括室、アセアン
事業、欧州事業統括室、医療政策部担当
（現任） 

1983年、三菱化成工業（現：三菱ケミカル）に入社。医薬
部門において研究員として従事し、2006年に三菱ウェル
ファーマ 創薬研究本部 化学研究所長に就任。当社発足
後も、研究本部において創薬化学第二研究所長や研究
企画部長など創薬研究における要職を歴任した。2015年
のCMC本部長を経て、2017年に創薬本部長に就任。
創薬本部のグローバル・オープンイノベーションを進める
ことで、次世代を担う新薬の創製に力を注いだ。2019年
に取締役に就任し、研究のバックグラウンドに基づいた
技術開発や製品戦略などの豊富な経験を活かし、総務、
人事、海外事業における責任者として、当社の企業価値
向上に寄与している。

担当：グローバルRA部

小林 義広
取締役 常務執行役員 育薬本部長

1983年
2004年

2007年
2009年
2010年
2012年

2014年
2015年

2016年
2017年

2018年
2019年

当社入社
当社 開発本部 臨床開発センター
臨床推進部長
当社 開発本部 開発第三部長
当社 開発本部 臨床計画第二部長
当社 開発本部 開発推進部長
当社 開発本部 グローバルプロジェクト
マネジメント第二部長
当社 製品戦略部長
当社 理事 製品戦略部長
当社 理事 育薬本部 育薬戦略部長
当社 執行役員 育薬本部 育薬戦略部長
当社 執行役員 育薬本部 副本部長 
日本・アジア開発担当
当社 執行役員 育薬本部長
当社 取締役 常務執行役員 育薬本部長 
グローバルRA部担当（現任）

1983年、田辺製薬に入社。2004年に開発本部 臨床開発
センター 臨床推進部長に就任して以降、2014年製品戦略
部長、2016年育薬本部 育薬戦略部長と開発関連業務の
要職を歴任し、医薬品開発の最前線において当社事業に
貢献した。2018年に育薬本部長に就任し、国内の重点
開発品の立案と遂行のみならず、海外プロジェクトにおい
ても海外関係会社とともに開発と承認を推進し、当社の
製品パイプラインの充実に寄与。2019年に取締役に就
任し、開発のバックグラウンドに基づいた高い専門性と遂行
能力などを活かし、当社の企業価値向上に寄与している。

松本 健
取締役

1983年
2002年

2003年
2004年
2007年
2008年
2010年

2012年

2014年
2015年

2018年

当社入社
当社 研究開発本部
創薬研究所 薬効評価ユニット長
当社 研究本部 薬理研究所長
当社 研究本部 探索研究所長
当社 研究本部 研究企画部長
当社 理事 研究本部 研究企画部長
当社 理事 研究本部
探索スクリーニングセンター長
当社 執行役員
研究本部 探索スクリーニングセンター長
当社 執行役員 開発本部長
三菱ケミカルホールディングス 執行役員 
経営戦略室長（ヘルスケア）
同社 常務執行役員 
経営戦略部門 ヘルスケア戦略室長（現任）
生命科学インスティテュート 取締役（現任）
当社 取締役（現任）

1983年、田辺製薬に入社。2002年以降、研究本部 薬理研
究所長、研究企画部長など、同社の創薬研究における要職
を務めた。その後、2012年に執行役員 研究本部 探索
スクリーニングセンター長、2014年には開発本部長に就任
した。2015年に、親会社である三菱ケミカルホールディン
グスの執行役員 経営戦略室長(ヘルスケア)に就任。
2018年には同社 常務執行役員 経営戦略部門 ヘルス
ケア戦略室長に就任し、ヘルスケア事業の執行責任者と
しての役割を担っている。同じく2018年に、当社の取締役
に就任。当社経営戦略を三菱ケミカルホールディングス 
ヘルスケア事業戦略に反映することにより、当社事業への
貢献を図っている。このほか、生命科学インスティテュート 
取締役を兼任。 
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（2019年8月1日現在）取締役

（当社との関係）
同氏と当社との間には特別の利害関係はありません岩根 茂樹

社外取締役

1976年
2005年
2007年
2010年
2012年
2013年

2016年

関西電力入社
同社 支配人 原子力保全改革推進室長
同社 執行役員 企画室長
同社 常務取締役
同社 代表取締役・取締役副社長
同社 代表取締役・取締役副社長執行役員
きんでん 社外監査役
当社 社外取締役（現任）
関西電力 代表取締役・取締役社長（現任） 

（選任理由）
2016年6月の就任以降、当社取締役会において、現役の
企業経営者としての経営視点、コーポレート・ガバナンスに
関する幅広い見識等に基づき、独立した客観的な立場から、
事業の収益性とリスクのバランスの確保、執行と戦略との
整合性等について的確な指摘、提言を行うなど、独立社外
取締役としての責務を果たしてきました。また、任意の諮問
委員会である報酬委員会の委員長、指名委員会の委員と
して、指名・報酬に係る取締役会の適正な経営判断、説明
責任の強化に寄与しています。引き続き独立社外取締役
として当社の経営を監督していただくことにより、当社グ
ループの企業価値向上に寄与することができると判断し、
社外取締役として選任しています。

（当社との関係）
同氏と当社との間には特別の利害関係はありません

上條 努
社外取締役

1976年

2001年
2003年
2007年
2009年
2011年

2017年

2018年
2019年

サッポロビール
（現：サッポロホールディングス）入社
サッポロビール飲料 取締役
同社 取締役 常務執行役員
サッポロホールディングス 取締役
同社 常務取締役
同社 代表取締役・取締役社長兼グループ
CEO
同社 代表取締役・取締役会長
当社 社外取締役（現任）
東北電力 社外取締役（現任）
サッポロホールディングス 取締役会長
（現任）

（選任理由）
2017年6月の就任以降、当社取締役会において、企業経
営者としての豊富な経験とグローバル展開に関する幅広い
見識等に基づき、独立した客観的な立場から、特に各事業
の戦略面について多角的な視野からの助言・提言を、また、
事業リスクのマネジメントについて的確な指摘を行うなど、
独立社外取締役としての責務を果たしてきました。また、
任意の諮問委員会である指名委員会および報酬委員会の
委員として、指名・報酬に係る取締役会の適正な経営判断、
説明責任の強化に寄与しています。引き続き独立社外
取締役として当社の経営を監督していただくことにより、
当社グループの企業価値向上に寄与することができると
判断し、社外取締役として選任しています。 

（当社との関係）
同氏と当社との間には特別の利害関係はありません村尾 和俊

社外取締役

1976年
1999年
2000年
2005年
2008年
2009年
2012年
2018年
2019年

日本電信電話公社入社
日本電信電話 秘書室長
西日本電信電話 京都支店長
同社 取締役 経営企画部長
同社 常務取締役 経営企画部長
同社 代表取締役副社長
同社 代表取締役社長
同社 相談役（現任）
当社 社外取締役（現任）

（選任理由）
同氏は、2012年に西日本電信電話 代表取締役社長に
就任し、イノベーション創出のための多様な人材や価値観
の経営への活用、コンプライアンスの徹底や安全衛生、
健康経営の推進などにより、幅広い見識を有しています。
また、企業経営者としてＩＣＴによる社会の課題解決や、
ＳＤＧｓ達成への取り組みなど、豊富な経験を有しており、
独立社外取締役として当社の経営を監督していただくこ
とにより、当社グループの企業価値向上に寄与することが
できると判断し、社外取締役として選任しています。 

取締役・監査役

非財務情報
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（2019年8月1日現在）監査役

1981年

2006年
2010年

2012年
2014年
2016年

三菱油化（現：三菱ケミカル）
入社
日本ポリケム 経理部長
三菱樹脂（現：三菱ケミカル）
経理部長
同社 理事 経理部長
同社 執行役員 経理部長
当社 顧問
当社 常任監査役（現任）

工藤 弘治
常任監査役

1986年
2015年

2016年

第一法律事務所入所
エクセディ 社外監査役
（現任）
第一法律事務所 代表社員
（現任）
当社 社外監査役（現任） 

福田 正
社外監査役

1984年
2010年

2012年

2014年

2015年

2016年

2017年

当社入社
当社 開発本部 開発品質
管理部長
当社 信頼性保証本部 
信頼性企画部長
当社 理事 信頼性保証本部 
信頼性企画部長
当社 理事 研究本部 
薬理第一研究所長
当社 執行役員 研究本部 
薬理第一研究所長
当社 執行役員 育薬本部 
副本部長
当社 常任監査役（現任） 

菊地 松夫
常任監査役

1984年
1999年

2006年

2009年
2018年

等松・青木監査法人入社
トーマツ環境品質研究所
代表取締役
トーマツコンサルティング
代表取締役
トーマツ 代表社員
トーマツ パートナー
当社 社外監査役（現任）
榎宏公認会計士事務所 代表
（現任） 

榎 宏
社外監査役

1987年

1992年
1999年

2000年
2005年

2009年

2014年

2019年

国立病院医療センター小児
病棟 看護師
千葉大学看護学部 助手
米国アラバマ大学バーミン
ハム校大学院博士課程修了 
博士号（母子看護学）取得
北里大学看護学部 助教授
東京医科歯科大学大学院
小児・家族発達看護学 准教授
東京医科歯科大学大学院
国際看護開発学 教授
甲南女子大学
看護リハビリテーション学部 
国際看護開発学 教授（現任）
当社 社外監査役（現任）

丸 光惠
社外監査役 
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