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人事異動の件 　ご連絡

            三菱化学メディエンス株式会社



Ⅰ.役員関係人事（平成23年6月30日付）

  1. 代表取締役社長

新職 旧職 継続職 氏名

 ▽代表取締役社長 （取締役執行役員　創薬支援事業本部長） 　吉原　伸一

 ▽相談役 （代表取締役社長） 　吉富　敏彦

  2. 取締役

   1) 取締役の異動

新職 旧職 継続職 氏名

 ▽専務執行役員 （常務執行役員）
代表取締役　診断検査事業本部長
（担当）食の安全サポート事業部

　六本木　千明

 ▽代表取締役専務執行役員 （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

 ▽ （（担当）　研究開発部門）
取締役執行役員　志村事業所長
（担当）環境安全部・３Ｓ推進部・技術部

 上遠野　延行

   2) 新任取締役

新職 旧職 継続職 氏名

 ▽取締役 執行役員　診断検査事業本部　事業統括部門長 　中村　文典

 ▽取締役　創薬支援事業本部長 執行役員　創薬支援事業本部　事業統括部門長 　藤崎　誠

  3. 監査役

   1) 新任監査役

新職 旧職 継続職 氏名

 ▽常勤監査役 （人事部長） 　中江　隆政

   2) 退任監査役

新職 旧職 継続職 氏名

 ▽ （常勤監査役） 　増本　泰博
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  4. 執行役員

   1) 新任執行役員

新職 旧職 継続職 氏名

 ▽執行役員 研究開発部門長 　伊藤　昭夫
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代表取締役社長 吉原　伸一

代表取締役専務執行役員
診断検査事業本部長
（担当）食の安全サポート事業部

六本木　千明

代表取締役専務執行役員
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
（担当）　環境安全部・３Ｓ推進部・技術部

上遠野　延行

取締役執行役員 （担当）　経営企画部・海外部・ＩＴ企画部・経理部 板垣　克己

取締役執行役員 診断検査事業本部　事業統括部門長 中村　文典

取締役執行役員 創薬支援事業本部長　兼　同事業本部　事業統括部門長 藤崎　誠

非常勤取締役 露木　滋

常勤監査役 服部　清隆

常勤監査役 中江　隆政

非常勤監査役 山口　和親

執行役員 創薬支援事業本部　営業統括部門長 馬場　幸雄

執行役員 研究開発部門長 伊藤　昭夫

【参考】　役員(執行役員を含む）一覧　（平成２３年６月３０日付）



Ⅱ.人事異動（平成23年6月30日付）

  1. ライン部長級

新職 旧職 継続職 氏名

 ▽兼　内部統制推進部長 品質保証部長 　橋口　則重

 ▽人事部長 （内部統制推進部長） 　辻村　憲治

以　上
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略 歴 書 

 

      よしはら しんいち 

氏     名  吉原 伸一  

生年月日  1953 年（昭和 28 年）2月 23 日  

本  籍  東京都目黒区 

出 身 地  神奈川県横浜市 

学  歴  1975 年(昭和 50 年)   3 月 東京大学 文学部 卒業 

主な職歴  1975 年(昭和 50 年)   4 月 三菱油化㈱（現三菱化学㈱）入社 

      1975 年(昭和 50 年)   6 月 同社 四日市事業所 人事部 

      1994 年(平成  6 年)  10 月 三菱化学㈱ 四日市事業所 事務部 グループマネジャー  

                    兼 研究開発本部 四日市総合研究所 企画管理部  

      1995 年(平成  7 年)  7 月 同社 研究開発本部  横浜総合研究所  総務部 グループマネジャー 

      1998 年(平成 10 年)  6 月 同社 経営企画室 

      1999 年(平成 11 年)   4 月  同社 戦略スタッフ部門 部長 

      2001 年(平成 13 年)   5 月 三菱化学メディア㈱ CEO Office Chief Financial Officer 

2002 年(平成 14 年)  2 月 三菱化学インフォニクス社 Senior Vice President 

2003 年(平成 15 年)  4 月 同社 Managing Director 

2006 年(平成 18 年)  6 月 化成オプトニクス㈱ 常務取締役総務部長 

2008 年(平成 20 年)  7 月 三菱化学㈱ 理事 コーポレートマーケティング部長  

兼 ㈱三菱ケミカルホールディングス 理事 グループ基盤強化室 

2009 年(平成 21 年)  10 月 当社 メディケム事業本部 事業副本部長 

2010 年(平成 22 年)  6 月 当社 取締役執行役員 メディケム事業本部 事業副本部長 

2010 年(平成 22 年)  7 月 当社 取締役執行役員 創薬支援事業本部長 

2011 年(平成 23 年)  6 月 当社 代表取締役社長就任予定 

 

                                             以 上   

 


