
2007 年 2 月 13 日 

 

ヘルスケア３社事業統合新社の概要、組織体制および主要人事について 

 

株 式 会 社 三 菱 化 学 ビーシーエル 

株 式 会 社 三 菱 化 学 ヤ ト ロ ン 

株式会社三菱化学安全科学研究所 

株式会社三菱ケミカルホールディングス 

 

株式会社三菱ケミカルホールディングス（以下「三菱ケミカルホールディングス」、本社：東京都港区 社長：冨

澤 龍一）のヘルスケア分野に属するグループ会社である、株式会社三菱化学ビーシーエル（以下「三菱化学

ビーシーエル」、本社：東京都板橋区 社長：佐川 直敏）、株式会社三菱化学ヤトロン（以下「三菱化学ヤトロ

ン」、本社：東京都新宿区 社長：吉富 敏彦）および株式会社三菱化学安全科学研究所（以下「三菱化学安全

科学研究所」、本社：東京都港区 社長：小川 洋美）の３社は、本年４月１日に実施する事業統合により発足す

る事業持株会社の概要につき、以下の通り決定いたしましたのでお知らせいたします。 

 

１． 事業持株会社の概要 

 

1） 会社名  三菱化学メディエンス株式会社 

  （英文名称：Mitsubishi Chemical Medience Corporation） 

2） 資本金  30 億円  

3） 主な株主  三菱化学株式会社 99.3％  

4） 本社所在地  東京都港区芝浦四丁目 2 番 8 号 

5） 社員数（グループ） 3,153 人（2006 年 4 月 1 日現在） 

6） 売上高（グループ） 788 億円（2006 年 3 月期実績合算） 

7） 発足日  2007 年 4 月 1 日 

 

２． 組織機構 

 

三菱化学メディエンス株式会社（以下「三菱化学メディエンス」）は三菱化学ビーシーエルを母体とした事業

持株会社として、三菱化学ヤトロン、三菱化学安全科学研究所とともに三菱化学メディエンスグループを形成

し、診断検査（診断機器・試薬の製造販売および臨床検査）と創薬支援（非臨床試験および治験）を主たる事

業とします。グループ全体の統括機能は三菱化学メディエンスの本社に集約し、グループの一体的・有機的

事業経営を行っていきます。 

三菱化学メディエンスは、診断検査事業を行う「診断検査事業本部」、創薬支援事業等を行う「メディケム事

業本部」および新規商品・新規事業の研究開発を行う「事業開発本部」を置く３本部体制とします。また、従来

三菱化学ビーシーエルで行ってきた食品衛生検査事業、ドーピング検査につきましては、３本部から独立し

た「食品検査事業部」「アンチドーピングセンター」を置くこととします。 

 （組織図は別紙１をご参照願います） 

 

３． 経営体制 

 

 三菱化学メディエンスでは、事業統合による事業規模の拡大に対応するため執行役員制を導入し、経営の

意思決定と業務執行の分離による責任・権限の明確化と決定・執行の迅速化を図ってまいります。 

 



４． 役員（執行役員を含む）一覧 

 

代表取締役社長 吉富  敏彦  

代表取締役常務執行役員 増本  泰博 
環境安全部、品質保証部、調達部、

経理部、総務人事部、監査室担当 

取締役常務執行役員 小川  洋美 メディケム事業本部長 

取締役常務執行役員 梅津  浩平 
事業開発本部長 

アンチドーピングセンター担当 

取締役執行役員 横山  泰三 経営企画部長 

取締役相談役 佐川  直敏  

取締役（非常勤） 中山   清  

監査役 千賀  功  

監査役 瀬川  博  

監査役（非常勤） 加賀  邦明  

監査役（非常勤） 辻村  憲治  

常務執行役員 六本木 千明 
診断検査事業本部長 

食品検査事業部管掌 

執行役員 石古  博昭 
事業開発本部 副本部長 

兼 新規事業開発部長 

執行役員 板垣  克己 経理部長 

執行役員 黒川  清 総務人事部長 

執行役員 針田  達行 事業開発本部 企画室長 

執行役員 山岡  恒夫 
診断検査事業本部 副本部長 

兼 事業統括部門長 

 

社長人事は2006年10月5日に発表しておりますが、あらためて略歴を別紙２のとおりお知らせいたします。 

 

５． 主要人事 

 

役員（執行役員を含む）およびライン部長級の人事につきましては、別紙３をご参照下さい。 

 

以上 

 

［本件に関するお問い合わせ先] 

   

株式会社三菱化学ビーシーエル 総務人事部 

TEL 03-5994-2153 

株 式 会 社 三 菱 化 学 ヤ ト ロ ン  総 務 部 

TEL 03-5206-2600 

株式会社三菱化学安全科学研究所 経営企画室 

TEL 03-3454-7571 

株式会社三菱ケミカルホールディングス 広報・IR 室 

TEL 03-6414-4870 



三菱化学メディエンス　組織図（2007年4月1日付）

社　長 診断検査事業本部 企画室

事業統括部門 臨床企画事業部
開発企画事業部
健康検診事業部
医療情報事業部
STACIA事業部
PATHFAST事業部
自動分析事業部
IL事業部
イムノ・ＲＩＡ事業部
ライフサイエンス事業部
法人企画部
学術部
事業管理部

営業統括部門 開発営業第一部
開発営業第二部
健康検診営業部
法人営業部
医療情報営業部
海外営業部
カスタマーサポート部
北海道支店
東北支店
東京支店
関東支店
中部支店
北陸支店
関西支店
中四国支店
九州支店

サテライトセンター ラボ管理部
東日本推進部
西日本推進部

検査センター 企画管理部
検査業務部
生化血液検査部
免疫血清検査部
感染症検査部
遺伝子検査部
中部検査部

三菱化学ヤトロン

メディケム事業本部 企画室

治験事業部 企画管理部
営業部
CLS管理部
CLS推進部
治験検査部
治験研究部
化学療法研究部
SMO部

治験監査グループ

三菱化学安全科学研究所

食品検査事業部 企画管理部
営業部
検査部
FHI部

事業開発本部 企画室
新規事業開発部
応用開発部
IVD開発部

アンチドーピングセンター

経営企画部
環境安全部
品質保証部
調達部
経理部
総務人事部
監査室

別紙１



別紙 2 

略  歴  書 

       

氏        名       吉
よ し

 富
と み

   敏
と し

 彦
ひ こ

 

 

生  年  月  日  1946(昭和21)年12月1日  

 

出    身    地  長崎県佐世保市 

 

学          歴    1969(昭和44)年   東京大学 工学部物理工学科 卒業 

 

1973(昭和48)年   ノースウェスタン大学（米国）工学博士（Ph.D.） 

 

 

主 な 職 歴  1974(昭和49)年    三菱化成工業㈱（現・三菱化学㈱）入社 

中央研究所光電研究部 

 

1988(昭和63)年   同社 経営企画室 

 

1991(平成 3)年    同社 情報電子事業本部 情報機材事業部 主席 

 

1995(平成 7)年    同社 情報電子カンパニー 情報機材事業部長 

 

1999(平成11)年    三菱化学アメリカ社 取締役社長 

 

2003(平成15)年      ㈱三菱化学ヤトロン 代表取締役社長  

 

2007(平成19)年4月   三菱化学メディエンス㈱ 代表取締役社長就任予定 

（㈱三菱化学ヤトロン代表取締役社長は継続） 

   

                                          

                                  以 上   



三菱化学メディエンス　主要人事
 ( 1/2)

１）　役員人事(執行役員を含む）　　（2007年4月1日付）

新職 旧職 継続職 氏名

▽代表取締役社長 三菱化学ヤトロン　代表取締役社長  吉富　敏彦

▽代表取締役常務執行役員 三菱化学ビーシーエル　常務取締役  増本　泰博

▽取締役常務執行役員　メディケム事業本部長 三菱化学安全科学研究所　代表取締役社長  小川　洋美

▽取締役常務執行役員　事業開発本部長 三菱化学ビーシーエル　常務取締役治験事業本部長  梅津　浩平

▽取締役執行役員　経営企画部長 三菱化学ビーシーエル　取締役経営企画部長  横山　泰三

▽取締役相談役 三菱化学ビーシーエル　代表取締役社長  佐川　直敏

▽取締役（非常勤） 三菱ケミカルホールディングス　常務執行役員  中山　清

▽監査役 三菱化学ビーシーエル　監査役  千賀　功

▽監査役 三菱化学ビーシーエル　取締役経理部長　兼　社長室長  瀬川　博

▽監査役（非常勤）
三菱ケミカルホールディングス　執行役員 ヘルスケア戦略
室長

 加賀　邦明

▽監査役（非常勤） 三菱化学ビーシーエル　監査役 三菱ケミカルホールディングス　経営管理室  辻村　憲治

▽常務執行役員　診断検査事業本部長 三菱化学ビーシーエル　取締役営業本部長  六本木　千明

▽執行役員　事業開発本部　副本部長　兼　新規事業開発部長 三菱化学ビーシーエル　取締役検査本部長  石古　博昭

▽執行役員　経理部長 三菱化学ビーシーエル　理事  板垣　克己

▽執行役員　総務人事部長 三菱化学ビーシーエル　取締役総務人事部長  黒川　清

▽執行役員　事業開発本部　企画室長 三菱化学ヤトロン　ケアビジネス企画室長  針田　達行

▽執行役員　診断検査事業本部　副本部長
兼　事業統括部門長

三菱化学ヤトロン　カスタマーサービス部長  山岡　恒夫

２）ライン部長級人事　（2007年4月1日付）

新職 旧職 継続職 氏名

▽診断検査事業本部　企画室長 三菱化学ヤトロン　営業部門　病院営業部長  川村　雅英

▽診断検査事業本部　事業統括部門　臨床企画事業部長 三菱化学ビーシーエル　営業本部　中部営業部長  向田　直喜

▽診断検査事業本部　事業統括部門　開発企画事業部長 三菱化学ビーシーエル　営業本部　開発企画部  佐々木　謙

▽診断検査事業本部　事業統括部門　健康検診事業部長
兼　診断検査事業本部 営業統括部門　健康検診営業部長

三菱化学ビーシーエル　営業本部　健康・検診部長  宮澤　正彦

▽診断検査事業本部　事業統括部門　法人企画部長 三菱化学ヤトロン　営業部門　法人営業部長  高丸　尚登

▽診断検査事業本部　事業統括部門　医療情報事業部長
兼　診断検査事業本部　営業統括部門　医療情報営業部長

三菱化学ビーシーエル　営業本部　医療情報部長  細貝　幸雄

▽診断検査事業本部　事業統括部門　STACIA事業部長 三菱化学ヤトロン　事業部門　STACIA事業部長  小倉　實

▽診断検査事業本部　事業統括部門　PATHFAST事業部長 三菱化学ヤトロン　事業部門　POCT事業部長  伊藤　昭夫

▽診断検査事業本部　事業統括部門　自動分析事業部長 三菱化学ヤトロン　事業部門　自動分析事業部長  村野　俊夫

▽診断検査事業本部　事業統括部門　IL事業部長 三菱化学ヤトロン　事業部門　IL事業部長  中谷　志摩子

▽診断検査事業本部　事業統括部門　イムノ・RIA事業部長 三菱化学ヤトロン　事業部門　DPC・RIA事業部長  冨山　龍二

▽診断検査事業本部　事業統括部門　ライフサイエンス事業部長 三菱化学ヤトロン　事業部門　ライフサイエンス事業部長  竹脇　俊一

▽診断検査事業本部　事業統括部門　学術部長 三菱化学ビーシーエル　営業本部　学術部長  栗本　文彦

▽診断検査事業本部　事業統括部門　事業管理部長 三菱化学ビーシーエル　営業本部　営業企画管理部長  永倉　康弘

▽診断検査事業本部　営業統括部門長
三菱化学ビーシーエル　営業本部　副本部長
兼　開発企画部長

 中村　文典

▽診断検査事業本部　営業統括部門　開発営業第一部長
三菱化学ヤトロン　営業部門　病院営業部　西日本ブロック
統括

 今村　孝幸

▽診断検査事業本部　営業統括部門　開発営業第二部長 三菱化学ビーシーエル　営業本部　九州営業部長  田口　精孝

▽診断検査事業本部　営業統括部門　法人営業部長 三菱化学ヤトロン　営業部門　検査センター営業部長  宮川　透

▽診断検査事業本部　営業統括部門　海外営業部長 三菱化学ヤトロン　営業部門　海外営業部長  星　裕一

▽診断検査事業本部　営業統括部門　カスタマーサポート部長 三菱化学ヤトロン　営業部門　カスタマーサポート部長  串畑　隆

▽診断検査事業本部　営業統括部門　北海道支店長 三菱化学ヤトロン　営業部門　病院営業部 札幌営業所長  鈴木　充

▽診断検査事業本部　営業統括部門　東北支店長 三菱化学ビーシーエル　営業本部　東北営業部長  谷島　伸幸

▽診断検査事業本部　営業統括部門　東京支店長 三菱化学ビーシーエル　営業本部　首都圏第一営業部長  清水　敏之

▽診断検査事業本部　営業統括部門　関東支店長 三菱化学ビーシーエル　営業本部　首都圏第二営業部長  近藤　功治

▽診断検査事業本部　営業統括部門　中部支店長 三菱化学ビーシーエル　営業本部　北海道営業部長  丹羽　敏彦

▽診断検査事業本部　営業統括部門　北陸支店長 三菱化学ビーシーエル　営業本部　北陸営業部長  福嶋　克己

▽診断検査事業本部　営業統括部門　関西支店長 三菱化学ビーシーエル　営業本部　関西営業部長  清水　良昭

▽診断検査事業本部　営業統括部門　中四国支店長 三菱化学ビーシーエル　営業本部　中四国営業部長  庄司　勝

▽診断検査事業本部　営業統括部門　九州支店長
三菱化学ヤトロン　営業部門　病院営業部　中日本ブロック
統括

 坂本　秀樹

▽診断検査事業本部　サテライトセンター長
兼　診断検査事業本部　サテライトセンター　ラボ管理部長

三菱化学ビーシーエル 検査本部 ラボサービス統括部長  中江　隆政

▽診断検査事業本部　サテライトセンター　東日本推進部長
三菱化学ビーシーエル　検査本部　ラボサービス統括部
東日本ラボ推進グループリーダー

 舘下　孝光

▽診断検査事業本部　サテライトセンター　西日本推進部長
三菱化学ビーシーエル　検査本部　ラボサービス統括部
高知医療センターラボ長

 相川　恭一郎

▽診断検査事業本部　検査センター長 ㈱日本細胞病理ラボラトリー　取締役社長  上遠野　延行

▽診断検査事業本部　検査センター　企画管理部長 三菱化学ビーシーエル　検査本部　検査第二部長  上岡　千介

▽診断検査事業本部　検査センター　検査業務部長 三菱化学ビーシーエル　検査本部　検査第四部長  赤塚　弘恭

▽診断検査事業本部　検査センター　生化血液検査部長 三菱化学ビーシーエル　検査本部　検査第一部長  宮下　主税

▽診断検査事業本部　検査センター　免疫血清検査部長 三菱化学ビーシーエル　検査本部　検査第五部長  鈴木　開

▽診断検査事業本部　検査センター　感染症検査部長
兼　メディケム事業本部　治験事業部　化学療法研究部長

三菱化学ビーシーエル　検査本部　検査第三部長
兼　治験事業本部　化学療法研究部長

 小林　寅喆

▽診断検査事業本部　検査センター　遺伝子検査部長 三菱化学ビーシーエル　検査本部　遺伝子検査部長  山森　俊治

▽診断検査事業本部　検査センター　中部検査部長 三菱化学ビーシーエル　検査本部　中部検査部長  花田　政道

別紙３

　吉富敏彦、小川洋美の両氏は、2月20日に開催予定の三菱化学ビーシーエル臨時株主総会にて取締役に、また瀬川博氏は同総会にて監査役に、それぞれ選任され、４月１日就任予定
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   ライン部長級人事　（2007年4月1日付）

新職 旧職 継続職 氏名

▽兼メディケム事業本部　企画室長 三菱化学安全科学研究所　常務取締役  鈴木　四郎

▽メディケム事業本部　企画室  兼　治験事業部　企画管理部長 三菱化学ビーシーエル 治験事業本部 治験企画管理部長  志立　潔

▽メディケム事業本部　治験事業部長　兼 治験事業部　営業部長 三菱化学ビーシーエル　治験事業本部　治験営業部長  馬場　幸雄

▽メディケム事業本部　治験事業部　副事業部長
兼　治験事業部　CLS管理部長

三菱化学ビーシーエル　治験事業本部　ＣＬＳ管理部長  門脇　久治

▽メディケム事業本部　治験事業部　CLS推進部長 三菱化学ビーシーエル　治験事業本部　ＣＬＳ推進部長  高橋　七郎

▽メディケム事業本部　治験事業部　治験検査部長 三菱化学ビーシーエル　治験事業本部　治験検査部長  藤崎　誠

▽メディケム事業本部　治験事業部　治験研究部長 三菱化学ビーシーエル　治験事業本部　治験研究部長  田丸　博秋

▽メディケム事業本部　治験事業部　SMO部長 三菱化学ビーシーエル　治験事業本部　ＳＭＯ部長  山崎　智志

▽食品検査事業部長 兼　食品検査事業部　営業部長 三菱化学ビーシーエル　食品事業部長  山田　勉

▽食品検査事業部　企画管理部長 三菱化学ビーシーエル　食品事業部　食品企画管理部長  佐藤　浩二

▽食品検査事業部　検査部長 三菱化学ビーシーエル　食品事業部　食品検査部長  国方　俊智

▽食品検査事業部　FHI部長 三菱化学ビーシーエル　食品事業部　ＦＨＩ部長  斉藤　和行

▽事業開発本部　応用開発部長 三菱化学ビーシーエル　研究開発部長  島津　光伸

▽事業開発本部　IVD開発部長 三菱化学ヤトロン　事業部門　経営企画部長  曽我部　成一

▽アンチドーピングセンター長 三菱化学ビーシーエル　アンチドーピングセンター長  陰山　信二

▽環境安全部長 三菱化学ビーシーエル　環境安全部長  渋井　孝

▽品質保証部長 三菱化学ビーシーエル　品質保証部長  橋口　則重

▽調達部長 三菱化学ビーシーエル　調達部長  上林　裕

▽監査室長 三菱化学ビーシーエル　監査室長  梶原　文夫

以上

別紙３


