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プレスリリース 

三菱化学メディエンス株式会社 

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 

 

 

三菱化学メディエンスグループ 3社の合併に関するお知らせ 

 

三菱化学メディエンス株式会社（本社：東京都港区、社長：吉富敏彦 以下 三菱化学メディエン

ス）は、下記の通り、完全子会社である株式会社三菱化学ヤトロン（本社：東京都新宿区、社長 

吉富敏彦 以下 三菱化学ヤトロン）および株式会社三菱化学安全科学研究所（本社：東京都港区、

社長：吉富敏彦 以下 三菱化学安全科学研究所）の両社を、2009 年 4 月 1 日をもって吸収合併

することといたしましたのでお知らせいたします。これにより三菱化学ヤトロンおよび三菱化学

安全科学研究所は解散いたします。 

 

三菱化学メディエンスグループは、2007 年 4 月に、当時三菱化学株式会社の子会社でありました

株式会社三菱化学ビーシーエル（現三菱化学メディエンス）、三菱化学ヤトロン、三菱化学安全

科学研究所の 3 社の事業を、一貫化することによる事業競争力の強化、新たな事業展開の推進を

図るため、三菱化学メディエンスを事業持株会社として事業統合し、事業活動を行ってまいりました。 

 

今般、三菱化学メディエンス、三菱化学ヤトロン、三菱化学安全科学研究所の３社を完全統合す

るために必要となる許認可事項の承継の手続が完了する目途がついたこともあり、本年 4 月 1 日

をもって、当初の統合目的を達成するために 3 社を合併し、名実ともに一体化運営をすることと

いたしました。 

 

合併後は 3 社が培ってきた技術・経験・実績・ネットワーク等をより一層有機的に結合させ、 

「  ～Medical Science による健康で安心な社会の

創造に向けて～」 を経営ビジョンとして一層の発展を目指してまいります。 

 

記 

１．合併要旨 

１）期日     ： 2009 年 4 月 1日 

２）合併方式   ： 三菱化学メディエンスを存続会社とする吸収合併方式です。 

三菱化学ヤトロン、三菱化学安全科学研究所は解散します。 

 

２．新社概要 

 １）商号     ： 三菱化学メディエンス株式会社 

 ２）本店所在地  ： 東京都港区芝浦四丁目2番8号 

 ３）資本金    ： 30億円 

 ４）代表者    ： 代表取締役社長 吉富 敏彦 

 ５）売上高（連結）： 822億円（2008年3月期） 

６）社員数（連結）： 3,270名（2008年3月期） 

 



３．新社組織   

３社合併後の組織は、三菱化学ヤトロンの組織を診断検査事業本部へ、また三菱化学安全科学

研究所の組織をメディケム事業本部へそれぞれ移管します。  

 

 

 

 



４．役員（執行役員を含む）一覧（2009 年 4月 1 日付） 

 

 

５．主要人事（2009年 3 月 31 日付, 4月 1 日付） 

 

役員およびライン部長級人事につきましては別紙をご覧ください。 

 

 

【 本件に関するお問い合わせ先 】 

 

三菱化学メディエンス株式会社 総務人事部 総務Ｇ 広報担当 TEL 03-6722-4010 

役職 氏名 

代表取締役社長  吉富   敏彦 

代表取締役常務執行役員 メディケム事業本部長 鈴木  四郎 

代表取締役常務執行役員 診断検査事業本部長 

（担当）食品検査事業部 
六本木 千明 

取締役執行役員 人事部長 兼 内部統制推進部長 

（担当）総務部・購買部・品質保証部・環境安全部 
 黒川  清 

取締役執行役員 志村事業所長 兼 同事業所 検査センター長 上遠野 延行 

取締役（非常勤） 加賀  邦明 

監査役 瀬川  博 

監査役 増本  泰博 

監査役（非常勤） 馬渕 恵一郎 

監査役（非常勤） 木村  雄輔 

執行役員 経営企画部長 

（担当）ＩＴ企画部・経理部 
板垣  克己 

執行役員 コーポレートＲＤ部長 兼 エキスパートスタッフ室長 

（担当）事業企画部・生体防御研究室 
針田  達行 

執行役員 メディケム事業本部 安科研事業部長 春山  敏夫 

執行役員 診断検査事業本部 副本部長 山岡  恒夫 



新職 旧職 継続職 氏名

▽退任 （監査役）  千賀 功

新職 旧職 継続職 氏名

▽退任 （相談役）  佐川 直敏

新職 旧職 継続職 氏名

▽取締役 人事部長 兼 内部統制推進部長 （総務人事部長） 執行役員  黒川 清

▽取締役執行役員 志村事業所長 兼 同事業所 検
査センター長

（診断検査事業本部 検査センター長 兼 病理・細胞診センター
長）

 上遠野 延行

 2) 新任監査役
新職 旧職 継続職 氏名

▽監査役 （代表取締役常務執行役員）  増本 泰博

新職 旧職 継続職 氏名

▽執行役員 メディケム事業本部 安科研事業部長 （三菱化学安全科学研究所 取締役執行役員 熊本研究所長）  春山 敏夫

新職 旧職 継続職 氏名

▽ （兼 経理部長） 執行役員 経営企画部長  板垣 克己

▽コーポレートＲＤ部長 事業企画室長
執行役員
兼 エキスパートスタッフ室長

 針田 達行

 5) 顧問
新職 旧職 継続職 氏名

▽顧問 （取締役）  梅津 浩平

新職 旧職 継続職 氏名

▽理事役 (三菱化学ヤトロン 代表取締役常務取締役)  伊藤 道雄

▽理事役 （三菱化学ヤトロン 取締役）  好井 照雄

新職 旧職 継続職 氏名

▽診断検査事業本部 事業統括部門長 （診断検査事業本部 営業統括部門長）  中村 文典

▽兼 診断検査事業本部 事業管理部長 （兼 診断検査事業本部 営業統括部門 営業企画推進部長）
診断検査事業本部 事業統括部門 臨
床検査事業部長

 志立 潔

▽診断検査事業本部 薬事部長 （三菱化学ヤトロン 薬事部長）  三輪 直行

▽診断検査事業本部 信頼性保証部長 （三菱化学ヤトロン 生産物流センター 生産技術部長 ）  本間 保

▽診断検査事業本部 事業統括部門 診断薬事業部
長

（診断検査事業本部 事業統括部門 ＩＶＤ事業部長）  川村 雅英

▽診断検査事業本部 営業統括部門長 （診断検査事業本部 営業統括部門 関西支店長）  清水 良昭

▽診断検査事業本部 営業統括部門 営業企画推進
部長

（診断検査事業本部 事業管理部長 兼 事業管理部 与信グルー
プリーダー）

 永倉 康弘

▽診断検査事業本部 営業統括部門 北海道支店長 （診断検査事業本部 営業統括部門 関西支店）  千代延 善平

▽診断検査事業本部 営業統括部門 東京支店長 （診断検査事業本部 営業統括部門 関東支店長）  近藤 功治

▽診断検査事業本部 営業統括部門 関東支店長
（診断検査事業本部 事業統括部門 健康検診事業部 渉外グルー
プリーダー）

 森 正典

▽診断検査事業本部 営業統括部門 中部支店長 （診断検査事業本部 営業統括部門 東京支店長）  向田 直喜

▽診断検査事業本部 営業統括部門 関西支店長 （診断検査事業本部 営業統括部門 中部支店長）  丹羽 敏彦

▽診断検査事業本部 サテライトセンター 中日本
推進部長

（診断検査事業本部 検査センター 中部検査部長）  花田 政道

▽診断検査事業本部 生産物流センター長 （三菱化学ヤトロン 生産物流センター長 兼 物流部長）  秋本 雅治

 6) 理事役

Ⅱ．ライン部長級人事（2009年4月1日付）

 3) 新任執行役員

 4) 執行役員の異動

別紙

 1) 監査役の退任

 2) 相談役の退任

 1) 新任取締役

三菱化学メディエンス主要人事

Ⅰ．役員関係人事（2009年3月31日付）

Ⅱ．役員関係人事（2009年4月1日付）



新職 旧職 継続職 氏名
▽診断検査事業本部 生産物流センター 生産管理
部長

（三菱化学ヤトロン 生産物流センター 製造部長）  八角 久男

▽診断検査事業本部 生産物流センター 製造部長
（三菱化学ヤトロン 生産物流センター 生産技術部 生産技術一
課長）

 沢井 時男

▽診断検査事業本部 生産物流センター 生産技術
部長

（三菱化学ヤトロン 生産物流センター 生産技術部 生産技術二
課長）

 櫻井 錠治

▽診断検査事業本部 生産物流センター 品質管理
部長

（三菱化学ヤトロン 生産物流センター 生産技術部）  野中 和彦

▽診断検査事業本部 生産物流センター 筑波生産
部長

（三菱化学ヤトロン 生産物流センター 筑波分室部長）  河添 寧

▽診断検査事業本部 生産物流センター 物流部長
（診断検査事業本部 事業管理部 物流管理グループリーダー
兼 三菱化学ヤトロン 生産物流センター 物流部 管理課長）

 柳屋 尚三

▽メディケム事業本部 事業本部長付 （診断検査事業本部 事業統括部門長）  伊藤 昭夫

▽兼 メディケム事業本部 治験事業部 事業管理
部長 兼 志村事業所 治験センター長

（兼 メディケム事業本部 企画室 事業管理グループリーダー
兼 メディケム事業本部 治験事業部 企画管理室長）

メディケム事業本部 企画室長  藤崎 誠

▽メディケム事業本部 安科研事業部 事業管理部
長 兼 同事業部 横浜研究センター長

（三菱化学安全科学研究所 横浜研究所長 兼 リスク評価研究部
長）

 斉藤 穂高

▽メディケム事業本部 安科研事業部 営業部長
兼 営業部 東京営業部長

（三菱化学安全科学研究所 執行役員 営業第１部長）  海上 智

▽メディケム事業本部 安科研事業部 営業部 大
阪営業部長

（三菱化学安全科学研究所 大阪支店長）  駒井 義生

▽メディケム事業本部 安科研事業部 鹿島事業所
長

（三菱化学安全科学研究所 取締役執行役員 鹿島研究所長）  武知 雅人

▽メディケム事業本部 安科研事業部 鹿島事業所
業務管理部長

（三菱化学安全科学研究所 企画管理室長）  高橋 要

▽メディケム事業本部 安科研事業部 鹿島事業所
施設管理部長 兼 熊本事業所 施設管理部長

（三菱化学安全科学研究所 鹿島研究所 施設管理部長 兼 熊本
研究所 施設管理部長 ）

 田子 穣

▽メディケム事業本部 安科研事業部 鹿島事業所
事務部長

（三菱化学安全科学研究所 事務部 人事グループリーダー 兼
鹿島研究所 総務部長）

 藤田 和史

▽メディケム事業本部 安科研事業部 鹿島事業所
信頼性保証部長

（三菱化学安全科学研究所 鹿島研究所 信頼性保証室）  東川 国男

▽メディケム事業本部 安科研事業部 熊本事業所
長 兼 生化学研究部長

（三菱化学安全科学研究所 執行役員 熊本研究所 生化学研究部
長）

 森安 眞津子

▽メディケム事業本部 安科研事業部 熊本事業所
業務管理部長

（三菱化学安全科学研究所 熊本研究所 業務管理室長）  野口 浩一

▽メディケム事業本部 安科研事業部 熊本事業所
事務部長

（三菱化学安全科学研究所 熊本研究所 総務部長 兼 同研究所
ＣＳＲ推進室長）

 村田 伊知郎

▽メディケム事業本部 安科研事業部 熊本事業所
信頼性保証部長

（三菱化学安全科学研究所 熊本研究所 信頼性保証室長）  溝口 重光

メディケム事業本部 安科研事業部 安全性研
究部 統括部長

 （三菱化学安全科学研究所 鹿島研究所 安全性第１研究部
長)

 平塚 秀明

メディケム事業本部 安科研事業部 病理研究
部 統括部長

（三菱化学安全科学研究所 執行役員 鹿島研究所 病理研究
部長)

 土谷 稔

メディケム事業本部 安科研事業部 薬理研究
部 統括部長

（三菱化学安全科学研究所 執行役員 熊本研究所 薬理研究
部長)

 直 弘

メディケム事業本部 安科研事業部 薬物動態
研究部 統括部長

（三菱化学安全科学研究所 鹿島研究所 薬物動態研究部長
兼 熊本研究所 薬物動態研究部長)

 中井 弘司

メディケム事業本部 安科研事業部 薬物分析
研究部 統括部長

（三菱化学安全科学研究所 鹿島研究所 薬物分析研究部長
兼 熊本研究所 薬物分析研究部長)

 大西 幹男

メディケム事業本部 安科研事業部 飼育管理
部 統括部長

（三菱化学安全科学研究所 鹿島研究所 飼育管理部長 兼
熊本研究所 飼育管理部長)

 佐久間 善仁

メディケム事業本部 安科研事業部 安全性研
究部 鹿島担当部長

（三菱化学安全科学研究所 鹿島研究所 安全性第２研究部
長)

 倉田 祥正

メディケム事業本部 安科研事業部 安全性研
究部 熊本担当部長

（三菱化学安全科学研究所 熊本研究所 安全性研究部長)  山本 恭之

メディケム事業本部 安科研事業部 病理研究
部 熊本担当部長

（三菱化学安全科学研究所 熊本研究所 病理研究部長)  浜村 政夫

メディケム事業本部 安科研事業部 薬理研究
部 鹿島担当部長

（三菱化学安全科学研究所 鹿島研究所 業務管理室長)  永井 賢司

メディケム事業本部 安科研事業部 薬物動態
研究部 熊本担当部長

（三菱化学安全科学研究所 熊本研究所 薬物動態研究部 グ
ループリーダー)

 杉本 健二

▽メディケム事業本部 安科研事業部 先端技術研
究センター長

（三菱化学安全科学研究所 鹿島研究所 先端技術センター長 兼
企画管理室 兼 メディケム事業本部 企画室）

 関島 勝

▽メディケム事業本部 安科研事業部 横浜研究セ
ンター 業務管理部長

（三菱化学安全科学研究所 横浜研究所 業務管理室長）  大堀 祐司

▽メディケム事業本部 安科研事業部 北九州研究
センター長

（三菱化学安全科学研究所 北九州研究所長 兼 同研究所 業務
管理室長 兼 同研究所 信頼性保証室長）

 山之内 秀木

▽メディケム事業本部 治験事業部長付
（メディケム事業本部 治験事業部 副事業部長 兼 同事業部 Ｃ
ＬＳ管理部長）

 門脇 久治

▽メディケム事業本部 治験事業部 営業部長 （メディケム事業本部 治験事業部 営業部）  福嶋 克己

▽メディケム事業本部 治験事業部 分析技術開発
部長

（メディケム事業本部 治験事業部 治験研究部 技術検討グルー
プリーダー）

 千田 直人

▽志村事業所 企画管理部長 （診断検査事業本部 検査センター 企画管理部長）  上岡 千介

▽志村事業所 施設安全部長 （環境安全部長）  渋井 孝

▽志村事業所 ３Ｓ推進部長 （診断検査事業本部 検査センター 免疫血清検査部長）  鈴木 開

▽志村事業所 検査センター 検査業務部長 （診断検査事業本部 検査センター 検査業務部長）  宿谷 和男

Ⅱ．ライン部長級人事（つづき）



新職 旧職 継続職 氏名

▽志村事業所 検査センター 生化血液検査部長 （診断検査事業本部 検査センター 生化血液検査部長）  宮下 主税

▽志村事業所 検査センター 免疫血清検査部長
（診断検査事業本部 検査センター 免疫血清検査部 免疫化学グ
ループリーダー）

 菅原 由人

▽志村事業所 検査センター 感染症検査部長 （診断検査事業本部 検査センター 感染症検査部長）  中嶋 治彦

▽志村事業所 検査センター 遺伝子検査部長
（診断検査事業本部 検査センター 遺伝子検査部 染色体グルー
プリーダー）

 細貝 昇

▽志村事業所 検査センター 食品検査部長 （食品検査事業部 検査部長）  國方 俊智

▽志村事業所 病理・細胞診センター長 （食品検査事業部長）  山田 勉

▽志村事業所 病理・細胞診センター 検査部長
（診断検査事業本部 病理・細胞診センター 検査部長 兼 同セ
ンター 企画管理部長）

 阿部 彰吾

▽志村事業所 病理・細胞診センター 検査管理部
長

（診断検査事業本部 病理・細胞診センター 検査管理部長）  福田 正彦

▽志村事業所 治験センター ＣＬＳ管理部長
（メディケム事業本部 治験事業部 治験監査グループリー
ダー）

 今田 貴子

▽志村事業所 治験センター ＣＬＳ業務部長 （メディケム事業本部 治験事業部 営業部長）  戸塚 史浩

▽志村事業所 治験センター ＣＬＳ検査部長 （メディケム事業本部 治験事業部 治験検査部長）  芦原 義久

▽志村事業所 治験センター 薬物分析研究部長 （メディケム事業本部 治験事業部 治験研究部長）  田丸 博秋

▽志村事業所 治験センター 業務管理部長 （メディケム事業本部 治験事業部 企画管理室）  石川 昭夫

▽志村事業所 アンチドーピングセンター長 （アンチドーピングセンター長）  陰山 信二

▽食品検査事業部長 兼 食品検査事業部 企画管
理部長

（食品検査事業部 企画管理部長）  馬瀬 薫

▽事業企画部長
（事業企画室 兼 同室インキュベーショングループリーダー 兼
同室ケアビジネスグループリーダー）

 島津 光伸

▽経理部長 （経理部 副部長）  藤井 瑞生

▽総務部長 （診断検査事業本部 営業統括部門 統合プロモーション室長）  中谷 志摩子

▽購買部長 （調達部長）  上林 裕

▽環境安全部長 （三菱化学安全科学研究所 執行役員 営業第２部長）  池田 保男

Ⅱ．ライン部長級人事（つづき）


