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旧職 継続職

▽ （診断薬事業本部長）
代表取締役社長 経営戦略企画部門長
CSO(Chief Sustainability officer)
兼 ㈱生命科学インスティテュート 取締役

伊藤　昭夫
（いとう　あきお）

▽ 顧問
（代表取締役 常務執行役員 臨床検査事業本部長
（担当）購買・物流部）

中村　文典
（なかむら　ふみのり）

▽ 顧問

（代表取締役 常務執行役員 アドミ部門長
CCO（Chief Compliance Officer）
（担当）内部統制推進・監査部
兼 ㈱生命科学インスティテュート 取締役 常務執行役員 管理部長
CCO（Chief Compliance Officer）
CHO（Chief Health Officer）)

遠藤　正志
（えんどう　ただし）

▽
代表取締役 常務執行役員 臨床検査事業本部長
（担当）購買・物流部

（取締役 執行役員 臨床検査事業本部 副本部長）
清水　良昭
（しみず　よしあき）

▽
常務執行役員
兼 基盤強化部門長
（担当）薬事部

(執行役員）
取締役
メディカルソリューション本部長

上岡　千介
（かみおか　かずゆき）

▽

取締役 アドミ部門長
CCO（Chief Compliance Officer）
（担当）内部統制推進部
兼 ㈱生命科学インスティテュート 取締役
CCO（Chief Compliance Officer)
CHO(Chief Health Officer)
(担当)総務・法務部、人材開発部、経理部、内部統制推進部

（アドミ部門 総務・法務・知財部長
兼 ㈱生命科学インスティテュート 管理部 総務・人事室長）

執行役員
兼 ㈱生命科学インスティテュート 執行役員

楠　智
（くすのき　さとる）

▽ (執行役員退任)
* （執行役員 内部統制推進・監査部長）

大谷　健司
（おおたに　けんじ）

▽ 顧問
（執行役員 臨床検査事業本部 健康検診事業部長
兼 ㈱生命科学インスティテュート 執行役員 経営企画部 健康サポート
プロジェクト主担）

近藤　功冶
（こんどう　こうじ）

▽ (執行役員退任)
* （執行役員 基盤強化部門長

（担当）薬事部）
藤崎　誠
（ふじさき　まこと）

▽ 兼 創薬支援事業本部 治験事業統括センター長 執行役員 創薬支援事業本部長
斎藤　穂高
（さいとう　ほたか）

▽ 執行役員 診断薬事業本部長 （診断薬事業本部 事業企画管理部長）
栗原　隆
（くりはら　たかし）

▽ 執行役員 創薬支援事業本部 統括営業部長
増田　毅
（ますだ　たけし）

*退任は平成29年3月31日付

新職 氏名
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９．「内部統制推進・監査部」を「内部統制推進部」、「監査部」に分離する。

１．診断薬事業本部 生産・R&Dセンターに「生産技術部」を設置する。

３．創薬支援事業本部 試験研究センターの「業務調整部」を「鹿島業務調整部」、「熊本業務調整部」に分離する。同センターの「安全性研究部」を「鹿島安全性研究部」、「熊本安全性研究部」に分離する。

４．創薬支援事業本部 試験研究センターの「プロジェクトマネジメント部」を廃止する。

７．経営戦略企画部門の「新規事業推進部」を廃止する。

８．経営戦略企画部門 経営企画部の配下に「プロジェクト推進室」を設置する。

５．メディカルソリューション本部 業務運営統括部の「臨床管理部」、「治験管理部」を統合し、「検査管理部」とする。

６．メディカルソリューション本部 臨床検査センターの「治験検査部」を廃止する。

Ⅱ.組織変更（平成29年4月1日付）

２．創薬支援事業本部に「治験事業統括センター」を設置する。同センターの配下に「治験管理部」、「プロジェクト管理部」、「海外治験推進部」を設置する。
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旧職 継続職

▽ 兼 臨床検査事業本部 健康検診事業部長 臨床検査事業本部 第1統括営業部長
森　正典
（もり　まさのり）

▽ 診断薬事業本部 生産・R&Dセンター 生産技術部長
（経営戦略企画部門 経営企画部
兼 診断薬事業本部 生産・R&Dセンター）

横井　宏行
（よこい　ひろゆき）

▽ 診断薬事業本部 生産・R&Dセンター 生産管理部長 （診断薬事業本部 生産・R&Dセンター 生産RD推進GL）
江村　政彦
（えむら　まさひこ）

▽ （兼 創薬支援事業本部 試験研究センター 分析代謝研究部長） 創薬支援事業本部 試験研究センター長
平塚　秀明
（ひらつか　ひであき）

▽
兼 創薬支援事業本部 試験研究センター 鹿島業務調整部長
兼 同部 鹿島情報エンジニアリングGL

（兼 創薬支援事業本部 試験研究センター 業務調整部長(鹿島)
兼 同部 鹿島情報エンジニアリングGL
兼 同センター プロジェクトマネジメント部）

創薬支援事業本部 試験研究センター 鹿島研究所長
山本　恭之
（やまもと　やすゆき）

▽
（兼 創薬支援事業本部 試験研究センター 業務調整部長（熊本）
兼 同センター プロジェクトマネジメント部）

創薬支援事業本部 試験研究センター 熊本研究所長
野口　浩一
（のぐち　こういち）

▽ 創薬支援事業本部 試験研究センター 熊本業務調整部長 （創薬支援事業本部 統括営業部 第1営業部長）
大塚　辰雄
（おおつか　たつお）

▽ 創薬支援事業本部 試験研究センター 鹿島安全性研究部長
（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 同部 安全性1GL ）

大西　康之
（おおにし　やすゆき）

▽
創薬支援事業本部 試験研究センター 熊本安全性研究部長
兼 同部 安全性４GL

（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2GL）
内田　秀臣
（うちだ　ひでおみ）

▽ 創薬支援事業本部 試験研究センター 病理研究部長
（創薬支援事業本部 試験研究センター 病理研究部 病理1GL
兼 同センター プロジェクトマネジメント部）

菅野　剛
（かんの　たけし）

▽ （創薬支援事業本部 試験研究センター 病理研究部 統括部長）
創薬支援事業本部 試験研究センター 病理研究部
病理2GL

浜村　政夫
（はまむら　まさお）

▽
創薬支援事業本部 試験研究センター 分析代謝研究部長
兼 同部 業務支援GL

（創薬支援事業本部 試験研究センター 分析代謝研究部 薬物動態GL
兼 同センター プロジェクトマネジメント部）

中井　弘司
（なかい　ひろし）

▽ 創薬支援事業本部 統括営業部 第1営業部長
（創薬支援事業本部 試験研究センター 安全性研究部 統括部長
兼 同センター プロジェクトマネジメント部）

和泉　宏幸
（いずみ　ひろゆき）

▽ 創薬支援事業本部 試験研究センター 熊本業務調整部 業務調整GL
（創薬支援事業本部 試験研究センター プロジェクトマネジメント部長
(熊本)）

杉本　健二
（すぎもと　けんじ）

▽
創薬支援事業本部 環境リスク評価センター
兼 同センター 登録支援GL

（創薬支援事業本部 統括営業部 化学品営業部長）
黒岩　宏美
（くろいわ　ひろみ）

▽ 創薬支援事業本部 統括営業部 化学品営業部長
兼 創薬支援事業本部 統括営業部 化学品営業部 第
１GL

片山　実
（かたやま　みのる）

▽ 創薬支援事業本部 治験事業統括センター 治験管理部長 （臨床検査事業本部 営業推進部）
福嶋　克己
（ふくしま　かつみ）

▽ 創薬支援事業本部 治験事業統括センター プロジェクト管理部長
（メディカルソリューション本部 業務運営統括部 治験管理部 プロジェク
ト推進GL）

関　裕子
（せき　ひろこ）

▽ 創薬支援事業本部 治験事業統括センター 海外治験推進部長 （創薬支援事業本部 事業企画管理部 治験企画G）
佐野　桂一郎
（さの　けいいちろう）
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旧職 継続職

▽
（兼 メディカルソリューション本部 業務運営統括部 企画部長
兼 同部 臨床管理部長)

メディカルソリューション本部 業務運営統括部長
清水　啓
（しみず　けい）

▽ メディカルソリューション本部 業務運営統括部 企画部長 （メディカルソリューション本部 業務運営統括部 治験管理部長）
戸塚　史浩
（とつか　ふみひろ）

▽ メディカルソリューション本部 業務運営統括部 検査管理部長 （診断薬事業本部 生産・R&Dセンター 生産管理部長）
松尾　義博
（まつお　よしひろ）

▽ メディカルソリューション本部 臨床検査センター （メディカルソリューション本部 臨床検査センター 治験検査部長）
林　明男
（はやし　あきお）

▽ メディカルソリューション本部 臨床検査センター 生化血液検査部長
（メディカルソリューション本部 臨床検査センター 生化血液検査部
RIAGL）

木戸脇　健
（きどわき　たけし）

▽ メディカルソリューション本部 臨床検査センター 感染症検査部 （メディカルソリューション本部 臨床検査センター 感染症検査部長）
中嶋　治彦
（なかじま　はるひこ）

▽ メディカルソリューション本部 臨床検査センター 感染症検査部長
（メディカルソリューション本部 業務運営統括部 臨床管理部 運営管理
GL）

恩田　きみ子
（おんだ　きみこ）

▽ メディカルソリューション本部 分子病態解析センター 病理細胞診解析部
（メディカルソリューション本部 分子病態解析センター 病理細胞診解
析部長）

宮下　主税
（みやした　ちから）

▽ メディカルソリューション本部 分子病態解析センター 病理細胞診解析部長 （メディカルソリューション本部 臨床検査センター 生化血液検査部長）
芹田　全功
（せりた　まさのり）

▽ （兼 経営戦略企画部門 新規事業推進部長）
経営戦略企画部門 経営企画部長
兼 ㈱生命科学インスティテュート 経営企画部

丹羽　敏彦
（にわ　としひこ）

▽ 経営戦略企画部門　経営企画部 プロジェクト推進室長 （㈱三菱ケミカルホールディングス 出向）
松本　英郎
（まつもと　ひでお）

▽
アドミ部門 総務・法務・知財部長
兼 ㈱生命科学インスティテュート 総務・法務部長

（㈱三菱ケミカルホールディングス 総務室
兼 三菱樹脂㈱ 総務部 GM
兼 ㈱三菱ケミカルホールディングスコーポレートスタッフ 法務部 GM）

野口　泰邦
（のぐち　やすくに）

▽
㈱生命科学インスティテュート 人材開発部長
兼 当社 アドミ部門

（アドミ部門 人材開発部長
兼 ㈱生命科学インスティテュート 管理部 総務・人事室）

川北　宏
（かわきた　ひろし）

▽ アドミ部門 人材開発部長 （アドミ部門 人材開発部 人事GL）
畑中　英之
（はたなか　ひでゆき）

▽ 三菱ケミカル㈱ 経理部 総合調整GM
（㈱生命科学インスティテュート
兼 当社 アドミ部門 経理部長)

長山　佳範
（ながやま　よしのり）

▽ 兼 当社 アドミ部門 経理部長
（兼 当社 アドミ部門 経理部 管理会計GL
兼 同部 税務会計・関連GL）

㈱生命科学インスティテュート
岸野　幸則
（きしの　ゆきのり）

▽ 内部統制推進部長 （創薬支援事業本部 プロジェクトマネジメント部 統括部長）
高橋　要
（たかはし　かなめ）

▽ 監査部長 （内部統制推進・監査部 監査室長）
本間　保
（ほんま　たもつ）

以上
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