
                                                                　　　　平成25年5月30日

                                   Ⅲ.役員関係人事（平成25年7月1日付）

人事異動・組織変更の件 　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25年6月27日付）

                                   Ⅱ.組織変更（平成25年7月1日付）

                                   Ⅳ.人事異動（平成25年7月1日付）

TEL 03-6722-4010

三菱化学メディエンス株式会社

【  お問い合わせ先  】

総務部　総務グループ　広報担当
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旧職 継続職

▽ 取締役
執行役員
創薬支援事業本部長　兼　同本部　国際共同治験部長

伊藤　昭夫
（いとう　あきお）

旧職 継続職

▽ （取締役）
執行役員
研究開発部門長　兼　同部門　エキスパートスタッフ室長

藤崎　誠
（ふじさき　まこと）

旧職 継続職

▽ （（担当）購買・物流部）
取締役　執行役員
（担当）経理部

板垣　克己
（いたがき　かつき）

旧職 継続職

▽ 執行役員
診断検査事業本部　診断薬事業部長
兼　生産物流センター長

秋本　雅治
（あきもと　まさはる）

▽ 執行役員 診断検査事業本部　臨床検査事業部長
上岡　千介
（かみおか　かずゆき）

1. 診断検査事業本部関連

　2) 取締役の異動

新職 氏名

三菱化学メディエンス

　2) 退任取締役

氏名

Ⅰ.役員関係人事（平成25年6月27日付）

 2) 「遺伝子分析研究部」を、治験センターから検査センターへ移管し、「遺伝子検査部」に改称する。

氏名

 1) 臨床検査事業部に「事業戦略部」と「検査開発部」を新設する。

新職

　1) 新任取締役

Ⅱ.組織変更（平成25年7月1日付）

　3) 新任執行役員

新職

 3) サテライトセンターに営業統括部門の「開発企画部」を併合して「ラボソリューションセンター」に改称する。併せてサテライトセンターにある「ラボ企画部」を「運営管理部」に改称し、ラボソリューションセンター直下に「企画
　　部」 と「ラボ開発部」を新設する。

 ４) 「診断薬カスタマーサポート部」を営業統括部門から診断薬事業部に移管する。

新職 氏名

 ５)「薬事部」を 診断検査事業本部直下から診断薬事業部の所管とする。
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2.営業統括部門関連

旧職 継続職

▽ 診断検査事業本部　副本部長 （創薬支援事業本部　治験センター長） 取締役 執行役員
馬場　幸雄
(ばば　ゆきお）

旧職 継続職

▽ 兼　研究開発部門　成田研究部長
執行役員
研究開発部門長　兼　同部門　エキスパートスタッフ室長

藤崎　誠
（ふじさき　まこと）

旧職 継続職

▽ 兼　診断検査事業本部　 診断薬事業部　薬事部長 （兼　診断検査事業本部　薬事部長） 診断検査事業本部　本部長付
串畑　隆
（くしはた　たかし）

▽ 診断検査事業本部　 事業企画管理部長 （営業統括部門　中部北陸営業部長）
丹羽　敏彦
（にわ　としひこ）

▽ 診断検査事業本部　臨床検査事業部 事業戦略部長 （診断検査事業本部　臨床検査事業部 開発グループリーダー）
瀬戸山　友一
（せとやま　ともかず）

▽
診断検査事業本部　臨床検査事業部 検査開発部長
兼　同部　商品計画グループリーダー

（営業統括部門　学術部長）
山下　哲次
（やました　てつじ）

▽ 診断検査事業本部　臨床検査事業部　検査センター　遺伝子検査部長 （研究開発部門 成田研究部長）
島津　光伸
（しまづ　みつのぶ）

　2) 執行役員の異動

新職 氏名

新職 氏名

 1) 「学術部」の機能を営業企画管理部に移管し、「学術部」は廃止する。

三菱化学メディエンス

　 1) 取締役の異動

新職 氏名

Ⅲ.役員関係人事（平成25年7月1日付）

Ⅳ.人事異動（平成25年7月1日付）

　ライン部長級

 2) 臨床検査の営業組織として「臨床第1営業部」と「臨床第２営業部」を新設する。「臨床第1営業部」は首都圏を所管し、「臨床第２営業部」はそれ以外の地区を所管とする。これに合わせて、現在の各地区の営業部は
　　「エリア」と改称する。

 3) 「首都圏診断薬営業部」と「診断薬法人営業部」、並びに北海道、東北、中部北陸、関西、中四国、九州の各営業部の「診断薬グループ」を廃止し、診断薬の営業組織として「診断薬第１営業部」、「診断薬第２営業部」、
　　「診断薬第３営業部」を設置する。「診断薬第１営業部」は首都圏を、「診断薬第２営業部」は中部以西を、「診断薬第３営業部」は東北以北及び法人顧客を、それぞれ所管する。

 4) 創薬各営業部をプロダクト別に再編し、創薬第1営業部は非臨床試験、創薬第２営業部はＣＬＳ、創薬第３営業部はＢＡＳ、国際共同治験、市販後調査、新規市場開拓を所管し、さらに化学品に特化した「化学品営業部」
　　を新設する。
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旧職 継続職

▽ 診断検査事業本部　臨床検査事業部　ラボソリューションセンター長 （営業統括部門　営業企画管理部長）
永倉　康弘
（ながくら　やすひろ）

▽ 診断検査事業本部　臨床検査事業部　ラボソリューションセンター　企画部長 （営業統括部門　開発企画部　東日本グループリーダー）
東　義之
（ひがし　よしゆき）

▽
診断検査事業本部　臨床検査事業部　ラボソリューションセンター　運営管理
部長

（診断検査事業本部　臨床検査事業部　サテライトセンター長）
宮下　主税
（みやした　ちから）

▽
診断検査事業本部　臨床検査事業部　ラボソリューションセンター　 ラボ開発
部長

（診断検査事業本部長付）
佐々木　謙
（ささき　けん）

▽
診断検査事業本部　臨床検査事業部　ラボソリューションセンター　東日本推
進部長

（診断検査事業本部　臨床検査事業部　サテライトセンター　ラボ企画部
長　兼　同センター　東日本推進部長）

若林　隆
（わかばやし　たかし）

▽
診断検査事業本部　臨床検査事業部　ラボソリューションセンター　西日本推
進部長

（診断検査事業本部　臨床検査事業部 サテライトセンター　西日本推進
部 第６グループリーダー）

山本　隆之
（やまもと　たかゆき）

▽ 診断検査事業本部　診断薬事業部　診断薬カスタマーサポート部長 （営業統括部門　診断薬カスタマーサポート部長）
兼　診断検査事業本部　診断薬事業部　生産物流センター　物流
部 機器検査グループリーダー

今村　孝幸
（いまむら　たかゆき）

▽ 創薬支援事業本部　治験センター長 （創薬支援事業本部　治験センター ＣＬＳプロジェクト推進部長）
今田　貴子
（いまだ　たかこ）

▽ 創薬支援事業本部　治験センター　CLSプロジェクト推進部長
（創薬支援事業本部　治験センター　ＣＬＳ業務部　資材作製グループリー
ダー）

三浦　公道
（みうら　こうどう）

▽ 創薬支援事業本部 治験センター　バイオアナリシス研究部長
（創薬支援事業本部　試験研究センター　分析代謝研究部　薬物分析１グ
ループリーダー）

中井　惠子
（なかい　けいこ）

▽ 創薬支援事業本部　 試験研究センター長 （営業統括部門　創薬第１営業部長）
平塚　秀明
（ひらつか　ひであき）

▽ 創薬支援事業本部　試験研究センター　安全性研究部長（鹿島）
兼　創薬支援事業本部　試験研究センター　安全性研究部 安全
性１グループリーダー

大西　康之
（おおにし　やすゆき）

▽  （兼　営業統括部門　営業推進部長） 営業統括部門　副部門長
近藤　功治
（こんどう　こうじ）

▽ 営業統括部門　営業企画管理部長 （診断検査事業本部 事業企画管理部長）
佐野　博
（さの　ひろし）

▽ 営業統括部門　営業推進部長　兼　同部　学術渉外グループリーダー （営業統括部門　開発企画部長）
田口　精孝
（たぐち　きよたか）

▽ 営業統括部門　臨床第１営業部長
（営業統括部門　首都圏第１営業部長　兼　同部門 営業推進部 営業推
進グループリーダー）

森　正典
（もり　まさのり）

▽
営業統括部門　臨床第１営業部　首都圏第１エリアマネージャー　兼　同エリア
東京第１営業所長

（兼　営業統括部門　首都圏第１営業部　東京第１営業所長）
服部　寿浩
（はっとり　としひろ）

▽ 営業統括部門　臨床第１営業部　首都圏第２エリアマネージャー （営業統括部門　首都圏第２営業部長）
平松　重親
（ひらまつ　しげちか）

新職 氏名

三菱化学メディエンス
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旧職 継続職

▽ 営業統括部門　臨床第１営業部　首都圏第３エリアマネージャー （営業統括部門　首都圏第３営業部長）
藤井　明彦
（ふじい　あきひこ）

▽ 営業統括部門　臨床第２営業部長 （営業統括部門　関西営業部長）
庄司　勝
（しょうす　まさる）

▽
営業統括部門　臨床第２営業部　北海道エリアマネージャー　兼　同部門　診
断薬第３営業部　北海道グループリーダー

（営業統括部門　北海道営業部　札幌営業所長　兼　同部　診断薬グルー
プリーダー　兼　同営業所　道東連絡所長）

千葉　直人
（ちば　なおと）

▽ 営業統括部門　臨床第２営業部　東北エリアマネージャー （営業統括部門 東北営業部長）
千葉　直樹
（ちば　なおき）

▽ 営業統括部門　臨床第２営業部　中部・北陸エリアマネージャー （診断検査事業本部　臨床検査事業部　ラボ企画部長）
山田　賢
（やまだ　まさる）

▽ 営業統括部門 臨床第２営業部 関西エリアマネージャー
（営業統括部門 関西営業部 大阪営業所長　兼　同営業所 大阪南連絡
所長）

國見　和宏
（くにみ　かずひろ）

▽ 営業統括部門　臨床第２営業部　中四国エリアマネージャー （営業統括部門　中四国営業部長）
松尾　宜輝
（まつお　のぶてる）

▽
営業統括部門　臨床第２営業部　九州エリアマネージャー　兼　同エリア 福岡
営業所長

（営業統括部門 九州営業部 福岡営業所長）
大山　隆央
（おおやま　たかお）

▽ 営業統括部門　診断薬第１営業部長 （営業統括部門 首都圏診断薬営業部長）
鈴木　充
（すずき　みつる）

▽ 営業統括部門　診断薬第２営業部長 （営業統括部門　九州営業部長）
山内　政司
（やまうち　まさし）

▽ 営業統括部門　診断薬第３営業部長 （診断検査事業本部 診断薬事業部　商品１グループリーダー）
植草　康
（うえくさ　やすし）

▽ 営業統括部門　創薬第１営業部長 （営業統括部門　創薬第３営業部長）
駒井　義生
（こまい　よしお）

▽ 営業統括部門　創薬第２営業部長 （創薬支援事業本部 治験センター バイオアナリシス研究部長）
田丸　博秋
（たまる　ひろあき）

▽ 営業統括部門　創薬第３営業部長 （営業統括部門　営業推進部　営業推進グループ）
大竹　史郎
（おおたけ　しろう）

▽ 営業統括部門　化学品営業部長 （営業統括部門　創薬第１営業部　第２グループリーダー）
黒岩　宏美
（くろいわ　ひろみ）

以上

三菱化学メディエンス

新職 氏名
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