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2019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（2019年 4月 1日付） 

１）コーポレート 

・「ラジカヴァ室」を新設する。 

・海外事業推進部の一部機能を移管し、「欧州事業統括室」を新設する。 

・「総括製造販売責任者室」を新設する。 

・フューチャーデザイン部を「デジタルトランスフォーメーション部」に改称する。 

・メドウェイ推進室を廃止する。 

 

２）創薬本部 

・創薬企画部と創薬推進部を統合し、「創薬企画部」とする。 

 

３）営業本部 

・営業研修部の機能を、営業企画部とマーケティング部に移管する。 

・東京支店、東海支店、九州支店に設置している医薬部を廃止する。 

 

２．人事異動について（2019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 専務執行役員 

（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）フューチャーデザイ

ン部、内部統制推進室、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 

チーフ・コンプライアンス・

オフィサー、チーフ・プライ

バシー・オフィサー 

取締役 石﨑 芳昭 

取締役 常務執行役員 

（担当）営業本部、ヘルスケ

ア事業部、東京本社 
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取締役 村上 誠一 

取締役 常務執行役員 

（担当）育薬本部、ワクチン

室 

取締役 田中 崇嗣 

取締役 常務執行役員 

（担当）サプライチェーン本

部 

 

２）執行役員に関するもの 

・昇任 

新 氏 名 旧 

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 

田中 栄治 

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 

常務執行役員 

育薬本部長 

（担当）グローバル RA部 

小林 義広 
執行役員 

育薬本部長 

 

・新任 

新 氏 名 旧 

執行役員 

サプライチェーン本部長 

（担当）ワクチン室 

田邉 良輔 
理事 

経営企画部長 

執行役員 

薬事監査部長 

（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 

チーフ・コンプライアンス・

オフィサー 

大瀧 芽久美 薬事監査部長 
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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）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 

常務執行役員 

創薬本部長 

（担当）知財・契約部 

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 

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）医療政策部 

執行役員 

営業本部長 

（担当）ヘルスケア事業部、

東京本社 

川上 泰利 
執行役員 

営業本部長 

執行役員 

デジタルトランスフォーメー

ション部長 

（担当）ICTマネジメント室 

チーフ・プライバシー・オフ

ィサー 

清水 良 

執行役員 

フューチャーデザイン部長 

（担当）ICTマネジメント室 

執行役員 

創薬本部長 兼 創薬本部 

創薬プロジェクト部長 

（担当）知財・契約部 

林 義治 

執行役員 

創薬本部 創薬プロジェクト

部長 

 

３）理事に関するもの 

・新任 

新 氏 名 旧 

理事 

総務部長 
矢野 功 総務部長 

理事 

知財・契約部長 
谷口 弘之 知財・契約部長 

理事 

営業本部 副本部長 兼 営

業本部 営業企画部長 

奥野 直樹 営業本部 炎症免疫部長 
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グループ理事 

ミツビシ タナベ ファーマ ア

メリカ社長 兼 ミツビシ タ

ナベ ファーマ ホールディン

グス アメリカ副社長 兼 ミ

ツビシ タナベ ファーマ カナ

ダ社長 

藤本 淳 

ミツビシ タナベ ファーマ ア

メリカ社長 兼 ミツビシ タ

ナベ ファーマ ホールディン

グス アメリカ副社長 兼 ミ

ツビシ タナベ ファーマ カナ

ダ社長 

 

・担当業務の変更 

新 氏 名 旧 

理事 

経営企画部長 
谷藤 道久 

グループ理事 

ミツビシ タナベ ファーマ ヨ

ーロッパ社長 

理事 

創薬本部 創薬企画部長 
東 浩 

理事 

創薬本部 創薬推進部長 

理事 

育薬本部 副本部長 兼 育

薬本部 安全性推進部長 

務臺 衛 
理事 

育薬本部 副本部長 

理事 

営業本部 副本部長 兼 営

業本部 東京支店長 

内藤 久士 
理事 

営業本部 東京支店長 

グループ理事 

ミツビシ タナベ ファーマ ヨ

ーロッパ社長 

千葉 雅俊 
理事 

サプライチェーン本部長 

 

４）部長職に関するもの 

新 氏 名 旧 

ラジカヴァ室長 武井 康次 
ポートフォリオマネジメント

部 ミッションマネジャー 

ビジネスディベロップメント

部長 
橋本 敦 

ビジネスディベロップメント

部 事業開発１グループマネ

ジャー 

広報部長 高井 善章 
広報部 IRグループマネジャ

ー 
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人事部長 福田 洋一 

田辺三菱製薬プロビジョン

（株）社長 兼 田辺パルム

サービス（株）社長 

内部統制推進室長 伊藤 正也 
ミツビシ タナベ ファーマ コ

リア部長 

グローバル QA部長 河野 雅信 育薬本部 育薬企画部長 

総括製造販売責任者室長 村上 勝彦 育薬本部 安全性推進部長 

ヘルスケア事業部長 田村 貴司 
経営企画部 経営戦略グルー

プマネジャー 

欧州事業統括室長 兼 ミツ

ビシ タナベ ファーマ ゲーエ

ムベーハー社長 

南波 準也 
ミツビシ タナベ ファーマ ゲ

ーエムベーハー社長 

創薬本部 神経科学創薬ユニ

ット長 
縄野 雅夫 

ミツビシ タナベ ファーマ ホ

ールディングス アメリカ副社

長 

創薬本部 創薬基盤研究所長 水内 博 
創薬本部 創薬企画部 RD推

進グループマネジャー 

育薬本部 育薬企画部長 天野 元明 育薬本部 開発第一部長 

育薬本部 開発第一部長 丸山 暢子 
育薬本部 開発第一部 マネ

ジャー 

育薬本部 ファーマコビジラ

ンス部長 
福島 千晶 

育薬本部 ファーマコビジラ

ンス部 グローバル基盤整備

グループマネジャー 

営業本部 流通政策部長 小田 幸生 
営業本部 流通政策部 広域

推進グループマネジャー 

営業本部 炎症免疫部長 森野 茂樹 
営業本部 炎症免疫部 マネ

ジャー 

営業本部 甲信越支店長 田中 聡 営業本部 営業企画部長 

営業本部 東京支店 エリア

マーケティング部長 
江熊 宏充 

営業本部 東京支店 医薬部

病院第一営業所長 

営業本部 埼玉支店長 和田 悟 
営業本部 九州支店 医薬部

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 

 

 



 

 

2019年 2月 4日 ニュースリリース 
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＜参考＞ 役員および執行役員（2019年 4月 1日付） 

〔取締役および監査役〕 

代表取締役社長 社長執行役員  三津家 正之 

代表取締役 専務執行役員 

（担当）デジタルトランスフォーメーション部 

子林 孝司 

取締役 石﨑 芳昭 

取締役 村上 誠一 

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 

田原 永三 

取締役 田中 崇嗣 

取締役   松本 健 

社外取締役（株式会社島津製作所 相談役） 服部 重彦 

社外取締役（関西電力株式会社 代表取締役・取締役社長） 岩根 茂樹 

社外取締役（サッポロホールディングス株式会社 代表取締役・取締役会長） 上條 努 

常任監査役 工藤 弘治 

常任監査役 菊地 松夫 

社外監査役（弁護士、弁護士法人第一法律事務所 代表社員） 福田 正 

社外監査役（公認会計士、榎宏公認会計士事務所 代表） 榎 宏 

〔執行役員〕 

常務執行役員 

（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 

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 

田中 栄治 

常務執行役員 育薬本部長 

（担当）グローバル RA部 

小林 義広 

執行役員 ニューロダーム室長 日水 幹夫 

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 

川島 一剛 

執行役員 営業本部長 

（担当）ヘルスケア事業部、東京本社 

川上 泰利 

執行役員 デジタルトランスフォーメーション部長 

（担当）ICTマネジメント室 

チーフ・プライバシー・オフィサー 

清水 良 

 

執行役員 創薬本部長 兼 創薬本部 創薬プロジェクト部長 

（担当）知財・契約部  

林 義治 

執行役員 サプライチェーン本部長 

（担当）ワクチン室 

田邉 良輔 

執行役員 薬事監査部長 

（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 

チーフ・コンプライアンス・オフィサー 

大瀧 芽久美 

 


