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2021 年 2 月 1 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：上野 裕明）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（2021 年 4 月 1 日付） 

１） コーポレート 

・広報部を「コミュニケーションクロスローズ部」に改称する。 

 

２） 創薬本部 

・創薬モダリティの多様化に伴う社内外の連携強化、研究ポートフォリオマネジメント機

能強化、および人材育成、リスク管理強化を加速させるため、現在の創薬企画部の戦略お

よび管理に関する機能および責任体制を二部に分け、創薬企画部および新設する「創薬管

理部」に再編する。 

 

３） 育薬本部 

・田辺三菱製薬プロビジョン（株）から、医薬情報センターの機能を移管する。 

 

４） 営業本部 

・研修機能を集約し、役割の明確化と研修精度を高め、コンプライアンス遵守を強化する

ため、「研修部」を新設する。 

 

５） サプライチェーン本部 

・新しいモダリティ対応を含め、変化に強いサプライチェーン研究部門として、機能融合

と新たなサプライチェーン研究部門としての探索を図るため、プロセス研究部、製剤研

究部、分析研究部を再編し、合成医薬品、デザインドファーマ品を担う「製品技術研究

所」と、バイオ医薬品を担う「戦略技術研究所」を新設する。 

・技術統括部を「サプライチェーンプロジェクト部」に改称する。 
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２． 人事異動について（2021 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 職 氏 名 現 職 

代表取締役 常務執行役員 

（担当）経営管理部、コミュ

ニケーションクロスローズ

部、総務部、総括製造販売責

任者室 

田原 永三 

代表取締役 常務執行役員 

（担当）経営管理部、広報

部、総務部、総括製造販売責

任者室 

取締役 常務執行役員 

育薬本部長 

（担当）グローバル RA 部、

デジタルトランスフォーメー

ション部、ICT マネジメント

室 

小林 義広 

取締役 常務執行役員 

育薬本部長 

（担当）グローバル RA 部 

 

２） 執行役員に関するもの 

・新任 

新 職 氏 名 現 職 

執行役員 

経営戦略部長 

（担当）医療政策部 

谷藤 道久 
理事 

経営戦略部長 

執行役員 

経営管理部長 
土井 敏秀 

理事 

経営管理部長 

 

・委嘱・担当業務の変更 

新 職 氏 名 現 職 

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、知

的財産部、東京本社 

田中 栄治 

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 

 

３） 理事に関するもの 

・担当業務の変更 

新 職 氏 名 現 職 

理事 

創薬本部 創薬管理部長 
東 浩 

理事 

創薬本部 創薬企画部長 
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４） 部長職に関するもの 

新 職 氏 名 現 職 

コミュニケーションクロスロ

ーズ部長 
泉川 達也 広報部長 

創薬本部 創薬企画部長 縄野 雅夫 
創薬本部 神経科学創薬ユニ

ット長 

創薬本部 神経科学創薬ユニ

ット長 
奥山 昌弘 

ミツビシ タナベ ファーマ ホ

ールディングス アメリカ 

創薬本部 創薬基盤研究所長 小口 泰 
創薬本部 創薬基盤研究所 

マネジャー 

創薬本部 薬物動態研究所長 水内 博 創薬本部 創薬基盤研究所長 

営業本部 エリアマーケティ

ング推進部長 
中川 真一 

営業本部 東海支店 エリア

マーケティング部長 

営業本部 研修部長 佐藤 直近 
営業本部 エリアマーケティ

ング推進部長 

営業本部 埼玉支店長 三部 康博 
営業本部 東北支店 エリア

マーケティング部長 

営業本部 東海支店長 和田 悟 営業本部 埼玉支店長 

営業本部 北海道支店 エリ

アマーケティング部長 
渡邉 敬介 

営業本部 千葉支店 千葉第

一営業所長 

営業本部 東北支店 エリア

マーケティング部長 
齋藤 稔 

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 横浜支店 エリア

マーケティング部長 
永田 良孝 

営業本部 炎症免疫部 マネ

ジャー 

営業本部 東海支店 エリア

マーケティング部長 
池田 邦弘 

営業本部 京都支店 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 
齊藤 浩史 

営業本部 九州支店 エリア

マーケティング部長 

営業本部 九州支店 エリア

マーケティング部長 
農端 康行 

営業本部 横浜支店 エリア

マーケティング部長 

サプライチェーン本部 サプ

ライチェーン企画部長 
田口 賢二 

サプライチェーン本部 SCM
推進部長 

サプライチェーン本部 SCM
推進部長 

矢木 信博 

サプライチェーン本部 SCM
推進部 グローバル SCM グ

ループマネジャー 

サプライチェーン本部 サプ

ライチェーンプロジェクト部

長 

南 宏一 
育薬本部 プロジェクトマネ

ジメント部 マネジャー 
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サプライチェーン本部 製品

技術研究所長 
杉本 昌陽 

サプライチェーン本部 製剤

研究部長 

サプライチェーン本部 戦略

技術研究所長 
有友 啓一 

サプライチェーン本部 プロ

セス研究部長 

QV 本部 グローバル PV 部長 田村 知洋 QV 本部 安全性推進部長 

QV 本部 安全性推進部長 百武 康成 

QV 本部 グローバル PV 部  

グローバル基盤整備グループ

マネジャー 

田辺三菱製薬研発（北京）総

経理 
吉田 裕道 田辺三菱製薬研発（北京） 

 

 

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 
 



 

 
 

＜参考＞ 役員および執行役員（2021 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 上野 裕明 

代表取締役 常務執行役員 

（担当）経営管理部、コミュニケーションクロスローズ部、総務部、総括

製造販売責任者室 

田原 永三 

取締役 常務執行役員 育薬本部長 
（担当）グローバル RA 部、デジタルトランスフォーメーション部、ICT
マネジメント室 

小林 義広 

取締役 藤原 謙 

取締役 ラリー・マイクスナー  
取締役 田邉 良輔 

常任監査役 工藤 弘治 

常任監査役 菊地 松夫 

社外監査役（公認会計士、榎宏公認会計士事務所 代表） 榎 宏 

社外監査役（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） 

丸 光惠 

 

〔執行役員〕 

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、知的財産部、東京本社 

田中 栄治 

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 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 創薬本部長 林 義治 

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 営業本部長 

（担当）ヘルスケア事業部 

吉永 克則 

執行役員 ミツビシ タナベ ファーマ ディベロップメント アメリカ社長 九鬼 秀紀 

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 

執行役員 経営戦略部長 谷藤 道久 

（担当）医療政策部  

執行役員 経営管理部長 土井 敏秀 
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