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Ⅰ.役員関係人事（平成22年6月30日付）

   1) 新任取締役

新職 旧職 継続職 氏名

▽取締役執行役員 メディケム事業本部 事業副本部長 吉原　伸一

▽取締役
執行役員　経営企画部長
（担当）ＩＴ企画部、経理部

板垣　克己

   2) 退任取締役

新職 旧職 継続職 氏名

▽三菱化学㈱　顧問待遇 （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

   3) 新任監査役

新職 旧職 継続職 氏名

▽常勤監査役 （田辺三菱製薬㈱） 服部　清隆

   4) 退任監査役

新職 旧職 継続職 氏名

▽ （常勤監査役） 瀬川　博

▽ （監査役（非常勤）） 三菱化学㈱ 馬渕　恵一郎

   5) 執行役員の異動

新職 旧職 継続職 氏名

▽常務執行役員 （執行役員）
取締役
（担当）人事部､総務部､購買部､品質保証部､内部統制推進部

黒川　清

   6) 新任執行役員

新職 旧職 継続職 氏名

▽執行役員 診断検査事業本部 事業統括部門長 中村　文典

▽執行役員

メディケム事業本部 企画室長
兼　同事業本部 治験事業部 事業管理部長
兼　同部 事業企画グループリーダー
兼　志村事業所 治験センター長

藤崎　誠

▽執行役員 メディケム事業本部 治験事業部長 馬場　幸雄

   7) 退任執行役員

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） 春山　敏夫

▽ （執行役員　（担当）研究開発部門） 山岡　恒夫
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Ⅱ．組織変更（平成22年7月1日付）

　１．診断検査事業本部

　２．メディケム事業本部

　　1) 「メディケム事業本部」を「創薬支援事業本部」に改称する。

　　7) 「治験事業部」に設置していた「分析技術開発部」を「志村事業所 治験センター」へ移管する。

　３．志村事業所

　　2) 「３Ｓ推進部」「環境安全部」「技術部（技術管理部から改称）」をコーポレートへ移管する。

　４．コーポレート

　　　 ② 試験研究支援機能として「鹿島事業所」および「熊本事業所」にそれぞれ設置されていた「業務管理部」「施設管理部」「信頼性保証部」を
　　　　  統合し、「事業統括部門」に「業務調整部」「施設部」「信頼性保証部」を置く。これにより組織上の「鹿島事業所」「熊本事業所」は廃止
　　　　  する（但し、事業所名称としては継続使用する）。

    3) 「営業統括部門 海外営業部」をコーポレートに新設される「海外部」に統合する。

　　4) ① 「鹿島事業所」および「熊本事業所」下にある試験研究機能を直接統括する組織として「事業統括部門」に「試験研究センター」を新設し、
　　　　  同センターに「安全性研究部」「病理研究部」「薬理研究部」「分析代謝研究部（「薬物動態研究部」と「薬物分析研究部」を統合）」
　　　　  「飼育業務部（「飼育管理部」から改称）」を設置する。

　　5) 「先端技術研究センター」の組織上の位置づけを「志村事業所」とし、同センターには「企画推進部」「遺伝子分析研究部」「薬効評価研究部」
　　　 「細胞機能研究グループ」を設置する。

　　　 ③ 「生化学研究部」を廃止し、その機能を「安全性研究部」「分析代謝研究部」「先端技術研究センター」にそれぞれ移管する。

　　1) 各事業部の商品・サービスを集約して当社海外戦略を遂行する「海外部」を新設する。

　　1) 「遺伝子検査部」を「先端技術研究センター 遺伝子分析研究部」に統合する。

　　8) 「安科研事業部 営業部」「治験事業部 営業部」を再編し、「営業統括部門」に「営業企画推進部」、「東日本営業部」、「西日本営業部」を
　　 　新設する。

    6) 「横浜研究センター」を「環境リスク評価センター」に改称し、「事業統括部門」に編入する。

三菱化学メディエンス

　　2) 「事業統括部門 動物検査事業部」を廃止し、その営業機能を「営業統括部門 営業企画推進部」に、また検査機能を「志村事業所」にそれぞれ
       移管する。

　　1) 「事業管理部」を「事業企画部」に改称し、「事業統括部門」に編入する。

　　2) 「安科研事業部」「治験事業部」を廃止し、事業機能と営業機能を一体化させ、「事業統括部門」「営業統括部門」を新設する。

　　3) 「事業統括部門」に「事業企画部」を新設し、「企画室」「安科研事業部 事業管理部」「治験事業部 事業管理部」を統合する。

　　2) 「コーポレート企画部」を新設する。
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Ⅲ.役員関係人事（平成22年7月1日付）

　1) 取締役の異動

新職 旧職 継続職 氏名

▽ コーポレート企画部長
取締役常務執行役員
（担当）人事部､総務部､購買部､品質保証部､内部統制推進部

黒川　清

▽（担当）研究開発部門、環境安全部、３Ｓ推進部、技術部
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

▽ 創薬支援事業本部長 （メディケム事業本部 事業副本部長） 取締役執行役員 吉原　伸一

▽（担当）海外部
取締役執行役員　経営企画部長
（担当）ＩＴ企画部、経理部

板垣　克己

   2) 執行役員の異動

新職 旧職 継続職 氏名

▽ 創薬支援事業本部 事業統括部門長

（メディケム事業本部 企画室長
兼　同事業本部 治験事業部 事業管理部長
兼　同部 事業企画グループリーダー
兼　志村事業所 治験センター長）

執行役員 藤崎　誠

▽ 創薬支援事業本部 営業統括部門長
  兼　同部門 営業企画推進部長

（メディケム事業本部 治験事業部長） 執行役員 馬場　幸雄

三菱化学メディエンス

代表取締役社長 吉富   敏彦

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

取締役常務執行役員
　コーポレート企画部長
（担当）人事部・総務部・購買部・品質保証部・内部統制推進部

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
 (担当）研究開発部門・環境安全部・３Ｓ推進部・技術部

上遠野 延行

取締役執行役員
  創薬支援事業本部長

吉原　 伸一

取締役執行役員
　経営企画部長
（担当）海外部・ＩＴ企画部・経理部

板垣　 克己

取締役（非常勤） 露木  　 滋

常勤監査役 増本　 泰博

常勤監査役 服部　 清隆

監査役（非常勤） 木村　 雄輔

執行役員
　診断検査事業本部　事業統括部門長

中村　 文典

執行役員
  創薬支援事業本部　営業統括部門長
　兼　同部門　営業企画推進部長

馬場　 幸雄

執行役員
  創薬支援事業本部　事業統括部門長

藤崎　   誠

【参考】役員（執行役員を含む）一覧（平成22年7月1日付）
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Ⅳ.人事異動(平成22年7月1日付)

   ライン部長級（1/2）

新職 旧職 継続職 氏名

▽診断検査事業本部 信頼性保証部長 （内部統制推進部 リスク管理グループリーダー） 鷲巣　正吉

▽診断検査事業本部 事業統括部門 事業企画部長
兼　同部 与信グループリーダー

（診断検査事業本部 事業管理部長
兼　同部 与信管理グループリーダー）

小倉　實

▽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 生産物流センター長
兼　同センター 品質管理部長）

秋本　雅治

▽兼　診断検査事業本部 営業統括部門 営業企画推進部 営業企
画グループリーダー

診断検査事業本部 営業統括部門 営業企画推進部長 永倉　康弘

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

▽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 営業企画推進部 営業推進グルー
プリーダー）

鈴木　充

▽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 事業統括部門 動物検査事業部長） 田口　精孝

▽診断検査事業本部 生産物流センター長 （志村事業所 ３Ｓ推進部長） 鈴木　開

▽診断検査事業本部 生産物流センター 品質管理部長
（診断検査事業本部 営業統括部門 カスタマーサポート部 アプリ
ケーショングループリーダー）

菅原　修二

▽創薬支援事業本部 事業統括部門 事業企画部長
兼　同部 事業調整グループリーダー

（メディケム事業本部 安科研事業部 鹿島事業所長） 武知　雅人

▽創薬支援事業本部 事業統括部門 試験研究センター長
（メディケム事業本部 安科研事業部 熊本事業所長
兼　同事業部 生化学研究部長
兼　同部 生化学グループリーダー）

森安　眞津子

▽創薬支援事業本部 事業統括部門 試験研究センター 安全性研
究部 統括部長

（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） 平塚　秀明

▽創薬支援事業本部 事業統括部門 試験研究センター 安全性研
究部長(鹿島)

（メディケム事業本部 安科研事業部 安全性研究部長（鹿島）
兼　同部 安全性１グループリーダー）

倉田　祥正

▽創薬支援事業本部 事業統括部門 試験研究センター 安全性研
究部長（熊本）

（メディケム事業本部 安科研事業部 安全性研究部長（熊本）） 山本　恭之

▽創薬支援事業本部 事業統括部門 試験研究センター 病理研究
部　統括部長
兼　同部長（鹿島）

（メディケム事業本部 安科研事業部 病理研究部 統括部長
兼　同部長（鹿島））

土谷　稔

▽創薬支援事業本部 事業統括部門 試験研究センター 病理研究
部長（熊本）
兼　同部 病理２グループリーダー

（メディケム事業本部 安科研事業部 病理研究部長（熊本）
兼　同部 病理２グループリーダー）

浜村　政夫

▽創薬支援事業本部 事業統括部門 試験研究センター 薬理研究
部長

（メディケム事業本部 安科研事業部 薬理研究部 統括部長） 直　弘

▽創薬支援事業本部 事業統括部門 試験研究センター 分析代謝
研究部 統括部長
兼　同部長(熊本)
兼　同部 薬物動態３グループリーダー
兼　同部 薬物分析２グループリーダー

（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
兼　同部長（鹿島）
兼　同部 薬物動態１グループリーダー）

中井　弘司

▽創薬支援事業本部 事業統括部門 試験研究センター 分析代謝
研究部長(鹿島)
兼　同部 薬物動態１グループリーダー

（メディケム事業本部 安科研事業部 薬物動態研究部長（熊本）
兼　同部 薬物動態３グループリーダー）

杉本　健二
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   ライン部長級（2/2）

新職 旧職 継続職 氏名

▽創薬支援事業本部 事業統括部門 試験研究センター 飼育業務
部 統括部長

（メディケム事業本部 安科研事業部 飼育管理部 統括部長） 佐久間　善仁

▽創薬支援事業本部 事業統括部門 業務調整部長(鹿島)
兼　同部 鹿島情報エンジニアリンググループリーダー

（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
兼　同部 情報エンジニアリンググループリーダー）

高橋　要

▽創薬支援事業本部 事業統括部門 業務調整部長(熊本)
（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
兼　同部 情報エンジニアリンググループリーダー）

野口　浩一

▽創薬支援事業本部 事業統括部門 施設部 統括部長
兼　同部 鹿島飼育器材グループリーダー
兼　技術部

（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　同事業部 熊本事業所 施設管理部長
兼　同事業部 鹿島事業所 施設管理部 飼育器材グループリーダー）

田子　穣

▽創薬支援事業本部 事業統括部門 信頼性保証部長(鹿島)
兼　品質保証部

（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） 東川　国男

▽創薬支援事業本部 事業統括部門 信頼性保証部長(熊本)
兼　品質保証部

（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） 溝口　重光

▽創薬支援事業本部 事業統括部門 環境リスク評価センター長 （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） 大西　幹男

▽創薬支援事業本部 営業統括部門 東日本営業部長
（メディケム事業本部 治験事業部 営業部長
兼　同事業本部 企画室）

福嶋　克己

▽創薬支援事業本部 営業統括部門 西日本営業部長 （診断検査事業本部 営業統括部門 関西支店長） 丹羽　敏彦

▽志村事業所 先端技術研究センター長
（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
兼　同事業部 事業管理部）

関島　勝

▽志村事業所 先端技術研究センター 企画推進部長
兼　同センター 遺伝子分析研究部 染色体第１グループリーダー

（志村事業所 検査センター 遺伝子検査部長） 細貝　昇

▽志村事業所 先端技術研究センター 遺伝子分析研究部長
（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 ゲノム
科学研究グループリーダー）

中山　光二

▽志村事業所 先端技術研究センター 薬効評価研究部長
兼　同部 薬効評価２グループリーダー

（志村事業所 検査センター 遺伝子検査部） 藤本　英也

▽志村事業所 治験センター長
兼　同センター 業務調整部長

（志村事業所 治験センター ＣＬＳ業務部長） 戸塚　史浩

▽志村事業所 治験センター ＣＬＳ業務部長
（志村事業所 治験センター ＣＬＳ業務部 物流グループリーダー
兼　同グループ 検体集材チームリーダー）

藤本　博之

▽志村事業所 治験センター ＣＬＳ検査部長
（志村事業所 治験センター ＣＬＳ管理部 国内プロジェクト１グ
ループリーダー
兼　同部 プロジェクト管理グループリーダー）

林　明男

▽志村事業所 治験センター 分析技術開発部長 （メディケム事業本部 治験事業部 分析技術開発部長） 千田　直人

▽兼　海外部
食品検査事業部 食品安全コンサルティング部長
兼　三菱化学(株) 出向

斉藤　和行

▽海外部長 （診断検査事業本部 事業統括部門 診断薬事業部長） 川村　雅英

▽兼　ＩＴ企画部 企画グループリーダー ＩＴ企画部長 大道　尚彦

▽環境安全部長 （志村事業所 環境安全部長） 渋井　孝

▽３Ｓ推進部長
（志村事業所 ３Ｓ推進部 ３Ｓ推進グループリーダー
兼　同部）

清水　啓

▽技術部長 （志村事業所 技術管理部長） 米田　稔

▽購買部長
（診断検査事業本部 営業統括部門 営業企画推進部 営業企画グルー
プリーダー）

佐野　博

▽ （兼　内部統制推進部 業務監査グループリーダー） 内部統制推進部長 辻村　憲治

三菱化学メディエンス
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三菱化学メディエンス

三菱化学メディエンス株式会社　組織概要（平成２２年７月１日）

薬事部
監査役会 CEO Office

株主総会 取締役会 　社　　長 診断検査事業本部

製造部

健康検診事業部

診断薬事業部

営業統括部門

サテライトセンター

中四国支店

物流部

品質管理部

筑波生産部

生産物流センター

九州支店

（検査センター）

（病理・細胞診センター）

ﾒﾃﾞｨｴﾝｽｻｰﾋﾞｽ社

中日本推進部

生産管理部

事業統括部門

医療情報部

臨床検査事業部

東北支店

信頼性保証部

事業企画部

ｶｽﾀﾏｰｻﾎﾟｰﾄ部

北海道支店

東京支店

ラボ企画部

西日本推進部

首都圏推進部

中部支店

北陸支店

関東支店

総務部

ﾀﾞｲﾔﾒﾃﾞｨｶﾙﾈｯﾄ社

営業企画推進部

開発営業部

法人営業部

生産技術部

東日本推進部

学術部

関西支店

経理部

研究推進部

成田研究部

八千代研究部

営業部

内部統制推進部

コーポレート企画部

購買部

品質保証部

技術部

人事部

環境安全部

３Ｓ推進部

経営企画部

海外部

ＩＴ企画部

（食品検査センター）

食品安全ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部

研究開発部門 ｴｷｽﾊﾟｰﾄｽﾀｯﾌ室

食品検査事業部 企画部

薬物分析研究部

分析技術開発部

業務調整部

ｱﾝﾁﾄﾞｰﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

ＣＬＳ業務部

ＣＬＳ検査部

遺伝子分析研究部

薬効評価研究部

治験センター ＣＬＳﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進部

品質保証部

先端技術研究センター 企画推進部

食品検査センター

病理・細胞診センター 検査部

生化血液検査部

免疫血清検査部

感染症検査部

検査センター 企画部

検査業務部

志村事業所 企画部

東日本営業部

西日本営業部

（治験センター）

営業統括部門 営業企画推進部

環境リスク評価センター

ATAC-1推進プロジェクト

（先端技術研究センター）

飼育業務部

業務調整部

施設部

信頼性保証部

病理研究部

薬理研究部

分析代謝研究部

創薬支援事業本部 事業統括部門 事業企画部

試験研究センター 安全性研究部
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