
 

 

 

2017 年 3 月 29 日 

各 位 

大日本住友製薬株式会社 

 

執行役員の異動に関するお知らせ 

 

 

大日本住友製薬株式会社（本社：大阪市、社長：多田 正世）は、以下のとおり、執行役員の異動を行い

ますので、お知らせします。 

 

（１） 新任執行役員（2017 年 4 月 24 日付け） 

Patricia S. Andrews （現 Boston Biomedical Pharma, Inc.） 

 

（２） 退任執行役員（2017 年 3 月 31 日付け） 

Chiang J. Li （現 執行役員、Boston Biomedical, Inc. 兼 Head of Global Oncology for 

Sumitomo Dainippon Pharma Group） 

 

2017年4月24日付けの米国連結子会社Boston Biomedical, Inc.の代表者の異動およびがん領域事業のグ

ローバルヘッドの新設に関しては、2017年3月22日に公表しています。 

 

以 上 

 

 

【参考として、役員・執行役員の担当業務（4 月 24 日付け）を添付しています】 

 

 

○本件に関するお問い合わせ先 

大日本住友製薬株式会社 広報・IR 担当 

（大阪） TEL 06-6203-1407/（東京） TEL 03-5159-3300 



（参考）役員・執行役員の担当業務（2017 年 4 月 24日付け） 

4 月 24 日付け役職 現     職 氏  名 

代表取締役社長 社長執行役員 代表取締役社長 社長執行役員 多田 正世 

代表取締役 専務執行役員 

経営企画、渉外、秘書、人事、経理担当 

取締役 専務執行役員 

渉外、秘書、経理、開発本部、特命事項担当 
野村 博 

取締役 常務執行役員 

営業本部長 

取締役 常務執行役員 

営業本部長 
小田切 斉 

取締役 執行役員 

再生・細胞医薬事業推進、再生・細胞医薬神戸センター、

研究本部担当 

取締役 執行役員 

経営企画部長 兼 再生・細胞医薬事業推進、再生・細胞

医薬神戸センター担当 

木村 徹 

取締役 

代表取締役 副社長執行役員 

研究、開発、技術研究、再生・細胞医薬事業、オンコロジー

事業担当 

野口 浩 

取締役 
取締役 常務執行役員 

コーポレートガバナンス、人事担当 
石田原 賢 

社外取締役 社外取締役 佐藤 英彦 

社外取締役 社外取締役 佐藤 廣士 

常勤監査役 常勤監査役 竹田 信生 

常勤監査役 常勤監査役 古谷 泰治 

社外監査役 社外監査役 内田 晴康 

社外監査役 社外監査役 跡見 裕 

社外監査役 社外監査役 西川 和人 

常務執行役員 

Sunovion Pharmaceuticals Inc. 出向 

常務執行役員 

Sunovion Pharmaceuticals Inc. 出向 
田村 伸彦 

常務執行役員 

生産本部長 兼 技術研究本部担当 

常務執行役員 

生産本部長 兼 技術研究本部長 
池田 善治 

常務執行役員 

Boston Biomedical, Inc. 出向 兼 オンコロジー事業推進、

オンコロジー臨床開発、オンコロジー学術企画、がん創薬

研究所担当 兼 Global Head of Oncology 

常務執行役員 

Boston Biomedical Pharma, Inc. 出向 兼 オンコロジー事

業推進、オンコロジー臨床開発、オンコロジー学術企画担

当 兼 Head of Global Oncology Office 

越谷 和雄 

執行役員 

信頼性保証本部長 兼 薬事、メディカルインフォメーショ

ン、メディカルアフェアーズ、 開発本部担当 

執行役員 

開発本部長 
原 信行 

執行役員 

経営企画部長 兼 法務、知的財産、ＩＴ＆デジタル革新推

進担当 

執行役員 

ビジネスディベロップメント、法務、知的財産、コーポレートＩ

Ｔ統括、海外事業推進担当 兼 Head of Global Business 

Development for Sumitomo Dainippon Pharma Group 

馬場 博之 

執行役員 

コーポレートガバナンス部長 兼 コーポレートサービスセ

ンター担当 

執行役員 

コーポレートガバナンス部長 兼 コーポレートサービスセ

ンター担当 

衣田 一 

執行役員 

研究本部長 

執行役員 

研究本部長 
原田 秀幸 



執行役員 

営業本部 副本部長 
営業本部 副本部長 谷口 充幸 

執行役員 

コーポレートガバナンス（社外広報）、人事（ダイバーシフィ

ケーション）担当 

シニアコミュニケーションオフィサー 樋口 敦子 

執行役員 

ビジネスディベロップメント部長 兼 海外事業推進担当 
ビジネスディベロップメント部長 西中 重行 

執行役員 

Sunovion Pharmaceuticals Inc. 兼 Head of Global Clinical 

Development for Sumitomo Dainippon Pharma Group 

執行役員 

Sunovion Pharmaceuticals Inc. 兼 Head of Global Clinical 

Development for Sumitomo Dainippon Pharma Group 

Antony Loebel 

執行役員 

Boston Biomedical, Inc. 

Boston Biomedical Pharma, Inc. 

 

Patricia S. 

Andrews 

 


