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機 構 改 革 並 び に 人 事 異 動 

 
発令予定日  
 平成 24 年 12 月 21 日付  
 
機 構 改 革 
1. 社長室法務・監理部の下部組織として、法務グループ、監理グループを設置する。  
2. 研究開発本部研究開発戦略推進室を、研究開発本部研究開発戦略室、研究開発本部開発

部、研究開発本部総合研究所に改編する。  
  開発部の下部組織として、原体開発・ライセンスユニット、製品開発ユニット、登録ユ

ニットを設置する。  
総合研究所の下部組織として、研究業務ユニット、知財ユニット、合成ユニット（合成

１グループ、合成２グループ）、プロセス化学ユニット、製剤ユニット、生物ユニット

（昆虫グループ、病理グループ、植物グループ）、安全性・医薬ユニット（毒性・薬理

グループ、代謝・環境グループ）、ＱＡユニットを設置する。  
長沼ナーセリーを生物ユニットの下部組織とする。  

3. 化学品本部化学品部環境資材グループを化学品本部化学品部販売グループに改称する。 
4. 海外営業本部企画業務グループを廃止し、海外営業本部企画業務部を新設する。企画業

務部の下部組織として、企画グループ、業務グループを設置する。  
 

人事異動（役員）  
氏名 発令後 発令前

今埜　隆道 取締役　兼　常務執行役員、研究開発本部長、環境安全部担当 取締役　兼　常務執行役員、研究開発本部長、研究開発本部研究開発
戦略推進室長、環境安全部担当

細田　秀治 取締役　兼　常務執行役員、海外営業本部長、海外営業本部欧米営業部
長

取締役　兼　執行役員、海外営業本部長、海外営業本部欧米営業部長

古瀬　純隆 取締役　兼　常務執行役員、生産本部長 取締役　兼　執行役員、生産本部長

郷　和久 執行役員、研究開発本部副本部長、研究開発本部ライセンス担当 執行役員、研究開発本部研究開発戦略推進室副室長、研究開発本部研究開発戦略
推進室登録マネージャー

津幡　健治 執行役員、研究開発本部総合研究所長 執行役員、研究開発本部研究開発戦略推進室探索マネージャー

金井　和夫 執行役員、化学品本部医薬部長、化学品本部医薬部開発・安全管理グループチーフ 執行役員、化学品本部医薬部長、化学品本部医薬部販売業務グループチーフ

福富　学夫 執行役員、海外営業本部企画業務部長 執行役員、社長室関連業務部長

飯島　豊和 執行役員、社長室法務・監理部長、社長室法務・監理部法務グループチーフ、
社長室関連業務部長

社長室法務・監理部長、社長室法務・監理部課長

富田　啓文 執行役員、研究開発本部開発部長 研究開発本部研究開発戦略推進室総合研究所統括マネージャー、研究開発本部研
究開発戦略推進室長沼ナーセリー所長

井上　和美 研究開発本部技術顧問 執行役員、研究開発本部総合研究所長、研究開発本部研究開発戦略推進室安全性
マネージャー  

 



 

人事異動（部長、事業所長）  
氏名 発令後 発令前

池田　修 研究開発本部研究開発戦略室長　兼　研究開発本部プロジェクトマネー
ジャー

研究開発本部研究開発戦略推進室開発マネージャー

町谷　幸三 研究開発本部総合研究所探索マネージャー 研究開発本部研究開発戦略推進室ライセンスマネージャー

高木　和裕 研究開発本部総合研究所プロセス化学マネージャー 研究開発本部研究開発戦略推進室プロセス化学マネージャー

西松　哲義 研究開発本部総合研究所開発マネージャー　兼　研究開発本部総合研究所生物ユ
ニットチーフ　兼　研究開発本部総合研究所生物ユニット長沼ナーセリー所長

研究開発本部研究開発戦略推進室生物ユニットチーフ

元場　一彦 研究開発本部総合研究所安全性マネージャー　兼　研究開発本部開発部登録ユニッ
トチーフ

研究開発本部研究開発戦略推進室登録ユニットチーフ

 
 
人事異動（課長以上）  

氏名 発令後 発令前

梁川　浩 社長室法務・監理部法務グループ専任課長 社長室法務・監理部専任課長

菊田　英一 社長室法務・監理部監理グループチーフ 社長室法務・監理部専任次長

植松　安史 社長室法務・監理部監理グループ専任次長 社長室法務・監理部専任次長

野仲　信行 研究開発本部開発部原体開発・ライセンスユニットチーフ 研究開発本部研究開発戦略推進室専門次長

原山　博人 研究開発本部開発部原体開発・ライセンスユニット専門課長 研究開発本部研究開発戦略推進室プロセス化学ユニット主任研究員

西村　昭 研究開発本部開発部製品開発ユニットチーフ 研究開発本部研究開発戦略推進室製品開発ユニットチーフ

大塚　隆 研究開発本部開発部製品開発ユニット専門次長 研究開発本部研究開発戦略推進室製品開発ユニット専門次長

藤岡　伸祐 研究開発本部開発部製品開発ユニット専門課長 研究開発本部研究開発戦略推進室製品開発ユニット専門課長

佐藤　実 研究開発本部開発部登録ユニット専門次長 研究開発本部研究開発戦略推進室登録ユニット専門次長

池本　祐志 研究開発本部開発部登録ユニット専門次長 研究開発本部研究開発戦略推進室登録ユニット専門次長

重村　雅夫 研究開発本部開発部登録ユニット専門次長 研究開発本部研究開発戦略推進室登録ユニット専門次長

大田　晃司 研究開発本部開発部登録ユニット専門課長 海外営業本部海外マーケティング部開発普及グループ専任課長

木村　幸夫 研究開発本部開発部登録ユニット専門課長 研究開発本部研究開発戦略推進室登録ユニット専門課長

近江　哲人 研究開発本部開発部登録ユニット専門課長 研究開発本部研究開発戦略推進室登録ユニット専門課長

村田　伸治 研究開発本部開発部登録ユニット専門課長 研究開発本部研究開発戦略推進室登録ユニット専門課長

中西　弘幸 研究開発本部総合研究所研究業務ユニットチーフ 研究開発本部研究開発戦略推進室研究業務ユニットチーフ

高石　日出男 研究開発本部総合研究所知財ユニットチーフ 研究開発本部研究開発戦略推進室知財ユニットチーフ

上原　正浩 研究開発本部総合研究所知財ユニット専門次長 研究開発本部研究開発戦略推進室知財ユニット専門次長

黒田　潔 研究開発本部総合研究所知財ユニット専門課長 研究開発本部研究開発戦略推進室知財ユニット専門課長

日野　智和 研究開発本部総合研究所合成ユニットチーフ　兼　研究開発本部総合研究所合成ユ
ニット合成１グループリーダー

研究開発本部研究開発戦略推進室合成ユニットチーフ　兼　研究開発本部研究開発
戦略推進室合成ユニット合成１グループリーダー

古谷　敬 研究開発本部総合研究所合成ユニット合成１グループ主任研究員 研究開発本部研究開発戦略推進室合成ユニット合成１グループ主任研究員

村田　哲也 研究開発本部総合研究所合成ユニット合成２グループリーダー 研究開発本部研究開発戦略推進室合成ユニット合成２グループリーダー

三原　純 研究開発本部総合研究所合成ユニット合成２グループ主任研究員 研究開発本部研究開発戦略推進室合成ユニット合成２グループ主任研究員

児玉　浩宜 研究開発本部総合研究所プロセス化学ユニットチーフ 研究開発本部研究開発戦略推進室プロセス化学ユニットチーフ

夏目　文嗣 研究開発本部総合研究所プロセス化学ユニット主席研究員 研究開発本部研究開発戦略推進室プロセス化学ユニット主席研究員

遠西　正範 研究開発本部総合研究所プロセス化学ユニット主席研究員 研究開発本部研究開発戦略推進室合成ユニット合成２グループ主席研究員

阿部　登 研究開発本部総合研究所プロセス化学ユニット主任研究員 研究開発本部研究開発戦略推進室プロセス化学ユニット主任研究員

大平　力 研究開発本部総合研究所プロセス化学ユニット主任研究員 研究開発本部研究開発戦略推進室プロセス化学ユニット主任研究員

好浦　昭彦 研究開発本部総合研究所プロセス化学ユニット主任研究員 研究開発本部研究開発戦略推進室プロセス化学ユニット主任研究員

青柳　良樹 研究開発本部総合研究所プロセス化学ユニット主任研究員 研究開発本部研究開発戦略推進室プロセス化学ユニット主任研究員

三瓶　修 研究開発本部総合研究所プロセス化学ユニット主任研究員 研究開発本部研究開発戦略推進室プロセス化学ユニット主任研究員

秋永　浩通 研究開発本部総合研究所プロセス化学ユニット主任研究員 研究開発本部研究開発戦略推進室プロセス化学ユニット主任研究員

高鳥　尚彦 研究開発本部総合研究所製剤ユニットチーフ 研究開発本部研究開発戦略推進室製剤・化学品ユニットチーフ

 



 

氏名 発令後 発令前

坂田　和之 研究開発本部総合研究所生物ユニット昆虫グループリーダー 研究開発本部研究開発戦略推進室昆虫グループリーダー

下城　英一 研究開発本部総合研究所生物ユニット昆虫グループ主任研究員 研究開発本部研究開発戦略推進室生物ユニット昆虫グループ主任研究員

馬場　康治 研究開発本部総合研究所生物ユニット病理グループリーダー 研究開発本部研究開発戦略推進室生物ユニット病理グループリーダー

鎌田　祐介 研究開発本部総合研究所生物ユニット植物グループリーダー 研究開発本部研究開発戦略推進室生物ユニット植物グループリーダー

古賀　裕康 研究開発本部総合研究所安全性・医薬ユニットチーフ　兼　研究開発本部総合研究所
安全性・医薬ユニット毒性・薬理グループリーダー

研究開発本部研究開発戦略推進室安全性・医薬ユニットチーフ　兼　研究開発本部
研究開発戦略推進室安全性・医薬ユニット毒性・薬理グループリーダー

天沼　利宏 研究開発本部総合研究所安全性・医薬ユニット毒性・薬理グループ主席研究員 研究開発本部研究開発戦略推進室安全性・医薬ユニット毒性・薬理グループ主席研究員

栂　哲夫 研究開発本部総合研究所安全性・医薬ユニット毒性・薬理グループ主席研究員 研究開発本部研究開発戦略推進室安全性・医薬ユニット毒性・薬理グループ主席研究員

稲垣　勝裕 研究開発本部総合研究所安全性・医薬ユニット毒性・薬理グループ主任研究員 研究開発本部研究開発戦略推進室安全性・医薬ユニット毒性・薬理グループ主任研究員

正木　隆男 研究開発本部総合研究所安全性・医薬ユニット代謝・環境グループリーダー 研究開発本部研究開発戦略推進室安全性・医薬ユニット代謝・環境グループリーダー

香川　隆司 研究開発本部総合研究所ＱＡユニットチーフ 研究開発本部研究開発戦略推進室ＱＡユニットチーフ

山本　好伸 研究開発本部総合研究所ＱＡユニット主席研究員 研究開発本部研究開発戦略推進室ＱＡユニット主席研究員

高畠　治一郎 営業本部マーケティング部企画業務グループ専任課長 営業本部第一営業部業務グループチーフ

原　裕昭 営業本部第一営業部業務グループチーフ 営業本部マーケティング部企画業務グループ専任課長

冨田　康之 化学品本部化学品部販売グループチーフ 化学品本部化学品部環境資材グループチーフ

後藤　誠 化学品本部医薬部販売業務グループチーフ 化学品本部医薬部開発・安全管理グループチーフ

山口　博志 生産本部生産統括部専任課長 海外営業本部海外マーケティング部海外マーケティンググループ専任課長

藤田　恭浩 海外営業本部企画業務部企画グループチーフ 海外営業本部企画業務グループ専任課長

林　聴 海外営業本部企画業務部業務グループチーフ 海外営業本部企画業務グループチーフ

徳永　陽子 海外営業本部企画業務部業務グループ専任課長 海外営業本部企画業務グループ専任課長

塘岡　尚広 海外営業本部アジア営業部営業１グループ専任課長 （ニチノーアメリカインコーポレーテッド出向) 

 
 

以 上  


