
 

1／5 

2020 年 2 月 4 日 

各 位 

 

組織変更および人事異動に関するお知らせ 

 

田辺三菱製薬株式会社（本社：大阪市、代表取締役社長：三津家 正之）は、下記の通り、

組織変更および人事異動を行いますのでお知らせいたします。 

 

１． 組織変更について（2020 年 4 月 1 日付） 

１） 本部の新設 

・当社製品に関わるクオリティマネジメント、適正使用情報マネジメントをグローバルに

強化するため、コーポレートと育薬本部から一部機能を移管し、「QV（クオリティ&ビジ

ランス）本部」を新設する。 

 

２） コーポレート 

・ポートフォリオマネジメント部を、「製品戦略部」に改称する。 

・経理財務部に経営企画部の管理機能を統合し「経営管理部」に改称する。 

・経営企画部を「経営戦略部」に改称する。 

・海外事業推進部に中国事業統括室を統合し、中亜を統括する 「アジア事業推進部」に改

称する。 

・欧州事業統括室は廃止し、欧州事業は、欧州事業担当役員が担当する。 

 

３）営業本部 

・製品育成部の一部機能を移管し、「糖尿病・腎領域部」を新設する。 

・流通政策部に「九州流通部」を新設する。 

・東京支店に「病院部」を新設する。 

・北関東支店、甲信越支店を統合し「北関東甲信越支店」を新設する。 

・中国支店、四国支店を統合し「中四国支店」を新設する。 

 

４）育薬本部 

・メディカルインテリジェンス部、メディカルコミュニケーション部、メディカルアフェ

アーズ部を「メディカルインテリジェンス部」 、「メディカルアフェアーズ部」に再編

する。 

 

５）QV 本部 

・コーポレートから、「グローバル QA 部」、「薬事監査部」を移管する。 

・育薬本部から「安全性推進部」、ファーマコビジランス部を移管し、ファーマコビジ

ランス部を「グローバル PV 部」に改称する。 
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２．人事異動について（2020 年 4 月 1 日付） 

１）取締役に関するもの 

・委嘱・担当業務の変更 

新 氏 名 旧 

代表取締役社長 

社長執行役員 
上野 裕明 

取締役 常務執行役員 

（担当）人事部、総務・法務

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 

取締役 常務執行役員 

（担当）経営管理部、広報

部、総務・法務部、総括製造

販売責任者室 

田原 永三 

取締役 常務執行役員 

（担当）経営企画部、ニュー

ロダーム室、経理財務部、広

報部 

 

２）執行役員に関するもの 

・昇任 

新 氏 名 旧 

常務執行役員 

サプライチェーン本部長 

（担当）ワクチン室 

川島 一剛 

執行役員 

ポートフォリオマネジメント

部長 

（担当）ラジカヴァ室 

 

・新任 

新 氏 名 旧 

執行役員 

営業本部長 

（担当）ヘルスケア事業部 

吉永 克則 営業本部 九州支店長 

執行役員 

ミツビシ タナベ ファーマ デ

ィベロップメント アメリカ取

締役社長 

九鬼 秀紀 

グループ理事 

ミツビシ タナベ ファーマ デ

ィベロップメント アメリカ取

締役社長 

執行役員 

営業本部 副本部長 兼 営

業本部 営業企画部長 

奥野 直樹 

理事 

営業本部 副本部長 兼 営

業本部 営業企画部長 
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・委嘱・担当業務の変更 

新 氏 名 旧 

常務執行役員 

（担当）製品戦略部、ラジカ

ヴァ室、ニューロダーム室、

経営戦略部、ビジネスディベ

ロップメント部、人事部、医

療政策部、東京本社 

田中 栄治 

常務執行役員 

米国事業統括 グローバルビ

ジネスディベロップメント統

括 兼 ミツビシ タナベ フ

ァーマ ホールディングス ア

メリカ社長 

（担当）ビジネスディベロッ

プメント部 

執行役員 

米国事業統括、欧州事業統

括、ミツビシ タナベ ファー

マ ホールディングス アメリ

カ社長 

川上 泰利 

執行役員 

営業本部長 

（担当）ヘルスケア事業部、

東京本社 

執行役員 

QV 本部長 

（担当）内部統制推進室 

チーフ・コンプライアンス・

オフィサー 

大瀧 芽久美 

執行役員 

（担当）グローバル QA 部、

内部統制推進室、総括製造販

売責任者室、薬事監査部 

チーフ・コンプライアンス・

オフィサー 

 

３）理事に関するもの 

・新任 

新 氏 名 旧 

理事 

ニューロダーム室長 
井崎 仁史 

ニューロダーム室 ミッショ

ンマネジャー 

理事 

医療政策部長 
土屋 直和 医療政策部長 

理事 

人事部長 
福田 洋一 人事部長 

理事 

QV 本部 グローバル QA 部長 
河野 雅信 グローバル QA 部長 

 

・担当業務の変更 

新 氏 名 旧 

理事 

経営戦略部長 
谷藤 道久 

理事 

経営企画部長 
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理事 

経営管理部長 
土井 敏秀 

理事 

経理財務部長 

理事 

アジア事業推進部長 
河邊 斉 

理事 

海外事業推進部長 

 

４）部長職に関するもの 

新 氏 名 旧 

製品戦略部長 武井 康次 ラジカヴァ室長 

ラジカヴァ室長 坂田 武志 
創薬本部 創薬プロジェクト

部 ミッションマネジャー 

創薬本部 安全性研究所長 桝富 直哉 
創薬本部 創薬企画部 創薬

企画グループマネジャー 

育薬本部 メディカルインテ

リジェンス部長 
佐藤 貢 

育薬本部 メディカルコミュ

ニケーション部長 

育薬本部 メディカルアフェ

アーズ部長 
園田 龍太郎 

育薬本部 メディカルインテ

リジェンス部長 

営業本部 流通政策部 九州

流通部長 
尾藤 正和 

営業本部 流通政策部 九州

グループマネジャー 

営業本部 糖尿病・腎領域部

長 
土居 大蔵 

営業本部 製品育成部 製品

１グループマネジャー 

営業本部 製品育成部長 川上 真一 
営業本部 製品育成部 製品

２グループマネジャー 

営業本部 北海道支店 エリ

アマーケティング部長 
塩地 康司 

営業本部 北関東支店 エリ

アマーケティング部長 

営業本部 東北支店長 小林 弘嗣 営業本部 横浜支店長 

営業本部 北関東甲信越支店

長 
小野田 全伸 

営業本部 甲信越支店 エリ

アマーケティング部長 

営業本部 北関東甲信越副支

店長 
田中 聡 営業本部 甲信越支店長 

営業本部 北関東甲信越支店 

エリアマーケティング部長 
西 昭英 

営業本部 九州支店 エリア

マーケティング部 プランニ

ンググループマネジャー 

営業本部 東京支店 エリア

マーケティング部長 
後藤 純一 

営業本部 埼玉支店 さいた

ま第一営業所長 

営業本部 東京支店 病院部

長 
伊藤 渉 

営業本部 東京支店 中央営

業所長 

営業本部 千葉支店長 田中 政光 
営業本部 埼玉支店 エリア

マーケティング部長 
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営業本部 千葉支店 エリア

マーケティング部長 
清水 通登 

営業本部 大阪支店 エリア

マーケティング部長 

営業本部 埼玉支店 エリア

マーケティング部長 
渡邉 益好 

営業本部 東海支店 エリア

マーケティング部長 

営業本部 横浜支店長 江熊 宏充 
営業本部 東京支店 エリア

マーケティング部長 

営業本部 東海支店 エリア

マーケティング部長 
中川 真一 

営業本部 エリアマーケティ

ング推進部 エリアマーケテ

ィング推進グループマネジャ

ー 

営業本部 京都支店長 杉本 真樹 
営業本部 北海道支店 エリ

アマーケティング部長 

営業本部 京都支店 エリア

マーケティング部長 
池田 邦弘 

営業本部 京都支店 京都第

一営業所長 

営業本部 大阪支店長 堀川 恭久 営業本部 千葉支店長 

営業本部 大阪支店 エリア

マーケティング部長 
下田 雄一郎 

営業本部 東海支店 エリア

マーケティング部 プランニ

ンググループマネジャー 

営業本部 神戸支店長 村瀬 隆義 
営業本部 京都支店 エリア

マーケティング部長 

営業本部 神戸支店 エリア

マーケティング部長 
佐藤 正宏 

営業本部 炎症免疫部 埼玉

グループマネジャー 

営業本部 中四国支店長 杉本 剛彦 営業本部 製品育成部長 

営業本部 中四国副支店長 香川 竜次 営業本部 四国支店長 

営業本部 中四国支店 エリ

アマーケティング部長 
松本 明久 

吉富薬品㈱ 営業本部 中四

国営業部長 

営業本部 九州支店長 倉垣 康隆 営業本部 北関東支店長 

QV 本部 グローバル PV 部長 福島 千晶 
育薬本部 ファーマコビジラ

ンス部長 

QV 本部 安全性推進部長 田村 知洋 育薬本部 安全性推進部長 

QV 本部 薬事監査部長 池川 るり子 薬事監査部長 

 

 

田辺三菱製薬株式会社 広報部 

（お問合せ先） 報道関係者の皆様 TEL：06-6205-5119 

株式市場関係者の皆様 TEL：06-6205-5110 

 


