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2005 年 7 月 1 日 

各 位 
 

大日本製薬株式会社 

住友製薬株式会社 
 
 

大日本住友製薬株式会社の組織および人事について 

 

大日本製薬株式会社（本社：大阪市、社長：宮武 健次郎、以下「大日本製薬」）と住友製

薬株式会社（本社：大阪市、社長：岡本 康男、以下「住友製薬」）は、2005 年 10 月 1 日に

両社が合併して発足する新社「大日本住友製薬株式会社」の組織および人事について、本年

5月 16 日に公表しましたが、このたび、組織の追加および人事を決定しましたので、お知ら

せいたします。 

 

１．組織の追加（2005 年 10 月 1 日付） 

 

研究本部にゲノム科学研究所を設置する。 

 

２．研究本部、開発本部部門長および GM（グループマネージャー）予定人事 

（2005 年 10 月 1 日付） 

・研究本部 
役職 氏名 現職（2005 年 7 月 1 日現在） 

研究統括部 

 研究企画推進 GM 
大野 一教 大日本製薬 研究統括部 研究企画推進ＧＭ 

研究統括部 

 研究管理 GM 
紙田 祐介 

住友化学 生物環境科学研究所 兼 住友製薬 開

発計画推進室 

研究統括部 

 研究調査 GM 
山岡 隆 住友製薬 創薬第二研究所長 兼 研究本部部長 

GLP 監査部長 兼森 絹子 住友化学 生物環境科学研究所 

化学研究所 

 化学研究第 1GM 
賀登 志朗 大日本製薬 化学研究所 創薬化学第２研究ＧＭ 

化学研究所 

 化学研究第 2GM 
中塚 正志 住友製薬 化学研究所長 

化学研究所 

 分析物性研究 GM 
黒野 益夫 大日本製薬 化学研究所 分析物性研究ＧＭ 

薬理研究所 

 薬理研究第 1GM 
泰地 睦夫 住友製薬 創薬第一研究所長 

薬理研究所 

 薬理研究第 2GM 
北浦 誠 

大日本製薬 研究統括部 研究企画推進Ｇ 兼 合併

準備室 
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役職 氏名 現職（2005 年 7 月 1 日現在） 

薬理研究所 

 薬理研究第 3GM 
西角 文夫 住友製薬 創薬第二研究所 

薬理研究所 

 探索薬理研究 GM 
井戸 基治 大日本製薬 薬理研究所 先端薬理研究Ｇ 

安全性研究所 

 安全性研究 GM 
関 高樹 住友化学 生物環境科学研究所 

安全性研究所 

 安全性薬理研究 GM 
三野 照正 住友化学 生物環境科学研究所 

薬物動態研究所 

 薬物動態研究 GM 
小室 勢津子 

住友化学 生物環境科学研究所 兼 住友製薬 研

究計画推進部 

薬物動態研究所 

 探索薬物動態研究 GM
水木 康之 

大日本製薬 薬物動態研究所 探索薬物動態研究Ｇ

Ｍ  

ゲノム科学研究所長 金岡 昌治 住友製薬 ゲノム科学研究所長 兼 研究本部部長 

ゲノム科学研究所 

 ゲノム研究第 1GM 
木村 徹 住友製薬 ゲノム科学研究所 

ゲノム科学研究所 

 ゲノム研究第 2GM 
平松 隆司 住友製薬 ゲノム科学研究所 兼 創薬第一研究所 

ゲノム科学研究所 

 ゲノム研究第 3GM 
藤原 巌 大日本製薬 化学研究所 構造化学研究ＧＭ 
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・開発本部 
役職 氏名 現職（2005 年 7 月 1 日現在） 

開発統括部長 兼 

 第 1GM 
中村 三孝 住友製薬 主幹 兼 開発計画推進室部長 

開発統括部 

 第 2GM 
大江 善則 大日本製薬 開発統括部 第２ＧＭ 

開発統括部 

 第 3GM 
田村 伸彦 住友製薬 開発計画推進室 

開発薬事部 

 第 1GM 
有田 洋 大日本製薬 臨床開発第１部 第２Ｇ 

開発薬事部 

 第 2GM 
小寺 良夫 住友製薬 開発本部 

開発業務部 

 第 1GM 
田中 康晴 住友製薬 開発本部部長 

開発業務部 

 第 2GM 
黒田 稔 大日本製薬 開発業務部 

生物統計部 

 第 1GM 
山部 良和 住友製薬 開発本部 

生物統計部 

 第 2GM 
出村 政嗣 大日本製薬 生物統計部 

臨床開発第 1部 

 第 1GM 
和田 理 大日本製薬 臨床開発第１部 第１ＧＭ 

臨床開発第 1部 

 第 2GM 
西村 和也 大日本製薬 臨床開発第１部 第２ＧＭ 

臨床開発第 2部 

 第 1GM 
一瀬 克章 住友製薬 開発本部部長 

臨床開発第 2部 

 第 2GM 
吉田 敬 住友製薬 開発本部部長 

臨床開発第 3部長 兼

 第 1GM 
洲崎 秀国 住友製薬 開発本部部長 

臨床開発第 3部 

 第 2GM 
岡田 真一 住友製薬 開発本部部長 

臨床品質管理部 

 第 1GM 
水野 雅之 住友製薬 開発本部 

臨床品質管理部 

 第 2GM 
林 寛 大日本製薬 臨床品質管理部 

市販後調査部長 兼 

 第 1GM 
鈴木 裕之 大日本製薬 市販後調査部長 

市販後調査部 

 第 2GM 
長谷川 寿一 住友製薬 医薬情報部 

市販後調査部 

 第 3GM 
香川 中 住友製薬 医薬情報部 
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３．営業本部支店長および副支店長予定人事（2005 年 10 月 1 日付） 
役職 氏名 現職（2005 年 7 月 1 日現在） 

札幌支店長 森川 仙治 大日本製薬 札幌支店長 兼 業務ＧＭ 

札幌支店副支店長 小野 仁史 住友製薬 千葉支店長 

北東北支店長 井上 雅由 住友製薬 東京支店副支店長 兼 特約店担当 

南東北支店長 新川 慶弘 大日本製薬 仙台支店長 

北関東支店長 岩崎 年史 大日本製薬 東京第２支店長 

北関東支店副支店長 森脇 道博 住友製薬 京都支店長 

甲信支店長 志村 幸二 大日本製薬 甲信越支店長 兼 特約店ＧＭ 

新潟支店長 西尾 義司 住友製薬 北関東支店長 

千葉支店長 岩城 一夫 住友製薬 広島支店長  兼 広島医薬第三課長 

埼玉支店長 岡本 博 住友製薬 甲信越支店長 

東京支店長 渋江 憲彦 住友製薬 主幹 兼 東京支店長 

東京支店副支店長 遠藤 道雄 大日本製薬 横浜支店長 兼 業務ＧＭ 

東京支店副支店長 渡辺 隆志 住友製薬 札幌支店長 

横浜支店長 持田 俊一 住友製薬 横浜支店長 

名古屋支店長 阿野 哲朗 住友製薬 主幹 兼 名古屋支店長 

静岡支店長 山田 壮八 住友製薬 静岡支店長 

三岐支店長 湯川 泰行 大日本製薬 名古屋支店長 

北陸支店長 高田 昌嗣 住友製薬 金沢支店長 

京滋支店長 緑川 千里 大日本製薬 京都支店長 兼 業務ＧＭ 

大阪支店副支店長 西川 元春 住友製薬 埼玉支店長 

大阪支店副支店長 磯谷 裕史 大日本製薬 神戸支店長 

神戸支店長 小田 寛 住友製薬 神戸支店長 

東中国支店長 玉置 昭 大日本製薬 広島支店長 

西中国支店長 中山 裕 住友製薬 岡山支店長 

四国支店長 黒川 篤 住友製薬 高松支店長 

九州北支店長 庄司 真一 大日本製薬 福岡支店長 

九州北支店副支店長 松村 雅史 住友製薬 九州北支店長 

九州南支店長 福原 庸介 住友製薬 九州南支店長 
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４．技術研究センター部門長および GM（グループマネージャー）予定人事 

（2005 年 10 月 1 日付） 
役職 氏名 現職（2005 年 7 月 1 日現在） 

技術研究統括部 

 企画推進 GM 
貴志 典生 住友製薬 生産・製剤計画推進室 

技術研究統括部 

 CMC 推進 GM 
山賀 博 住友製薬 経営計画室 

合成化学研究部長 先砥 庸治 
住友化学 技術・経営企画室 兼 住友製薬 経営計

画室 

合成化学研究部 

 合成研究第 1GM 
西川 義則 大日本製薬 合成化学研究部長 

合成化学研究部 

 合成研究第 2GM 
島児 孝三 

住友製薬 経営計画室 兼 住友化学 有機合成研

究所 

製剤研究部  

 製剤研究第 1GM 
岩田 基数 大日本製薬 製剤研究部 

製剤研究部  

 製剤研究第 2GM 
加藤 啓一 住友製薬 製剤開発研究所 

製剤研究部  

 製剤研究第 3GM 
納田 浩司 住友製薬 製剤開発研究所 

製剤研究部  

 創剤研究 GM 
佐野 明彦 住友製薬 製剤開発研究所 

分析研究部 

 分析研究第 1GM 
庄田 敏哉 大日本製薬 分析研究部 

分析研究部 

 分析研究第 2GM 
加藤 三典 住友製薬 製剤開発研究所 

分析研究部 

 分析研究第 3GM 
大神 泰孝 住友化学 有機合成研究所 

分析研究部 

 分析研究第 4GM 
浜詰 康樹 住友製薬 製剤開発研究所 

治験薬品質保証部 

 治験薬 QAGM 
幡 直孝 大日本製薬 治験薬品質保証部長 

治験薬品質保証部 

 QA 業務 GM 
橋本 保高 住友製薬 品質保証部 

 
 

以  上 

 
本件に関するお問合せ先 

 
大日本製薬㈱  広報部             住友製薬㈱ 広報部 
TEL  06-6203-1407           TEL  03-5159-2505 

 TEL  06-6229-5753 

 


