
松本　臣春

玉置　修吾

伊藤　洋

小幡　雅二

山口　隆央

亀井　温裕

橋爪　浩

下川　泰幸

代表取締役会長
杏林製薬株式会社 代表取締役会長

穂川　稔
1976年12月 杏林薬品（株）入社
2004年６月 杏林製薬（株）執行役員 経営企画部長
2005年６月 同取締役常務執行役員 経営戦略室長
2006年１月 当社取締役 
 経営戦略室長（兼）経営企画部長 経理担当
2010年４月 同取締役常務執行役員
 グループ経営企画統轄部長 
 グループ経理財務統轄部担当
2010年６月 同常務取締役 グループ経営企画統轄部長
 グループ経理財務統轄部担当
2012年６月 同専務取締役 グループ経営企画統轄部長
 グループ経理財務統轄部担当
2015年６月 同代表取締役社長
 グループ監査室担当
2017年６月 杏林製薬（株）代表取締役社長
2019年６月 当社代表取締役会長（現任）
2019年６月 杏林製薬（株）代表取締役会長（現任）

代表取締役社長
グループ監査室担当

荻原　豊
1990年４月 杏林製薬（株）入社
2011年６月 当社取締役 社長室長 
 コーポレートコミュニケーション統轄部・

グループ情報システム統轄部担当
2015年６月 同取締役 社長室長
2016年６月 同常務取締役 社長室長
2016年６月 杏林製薬（株）常務取締役
2019年４月 当社常務取締役 経営戦略室長
 グループ情報システム統轄部担当
2019年６月 同代表取締役社長（現任）
2019年６月 杏林製薬（株）取締役（現任）

専務取締役
杏林製薬株式会社 代表取締役社長

荻原　茂
1979年４月 杏林薬品（株）入社
2009年６月 杏林製薬（株）執行役員
2011年6月 キョーリンリメディオ（株）
 代表取締役社長
2011年６月 当社執行役員
2012年４月 同上席執行役員
2013年６月 同取締役
2015年６月 同取締役 創薬戦略担当
2016年６月 杏林製薬（株） 常務取締役
 創薬本部長（兼）わたらせ創薬
 センター長
2016年６月 当社常務取締役
 グループ知的財産統轄部担当
2017年６月 同常務取締役 グループ知的財産
 統轄部・研究開発担当
2019年６月 同専務取締役（現任）
2019年６月 杏林製薬（株）代表取締役社長（現任）

常務取締役
グループ総務人事統轄部・
グループ経理財務統轄部・グループ経営企画
統轄部・グループ製品戦略統轄部・
グループ情報システム統轄部担当

阿久津　賢二
1978年４月 杏林製薬（株）入社
2009年６月 同執行役員 製品戦略統括室長
2014年４月 同執行役員 開発管理部長
2015年４月 キョーリンメディカルサプライ（株）
 代表取締役社長
2015年４月 当社執行役員
2016年６月 同取締役
2017年６月 同取締役 グループ総務人事統轄部部長
 人事・ヘルスケア事業担当
2017年６月 杏林製薬（株）取締役 人事部長
2018年６月 当社取締役 グループ総務人事統轄部長
 ヘルスケア事業・グループ経理財務統

轄部担当
2019年６月 同常務取締役（現任）
2019年６月 杏林製薬（株）常務取締役（現任）

取締役
グループコンプライアンス統轄部・
信頼性保証担当

笹原　富弥
1986年４月 杏林製薬（株）入社
2013年４月 同執行役員 信頼性保証室長
2015年４月 同執行役員 信頼性保証本部長
2016年６月 同取締役
 信頼性保証本部長（現任）
2017年６月 当社取締役 信頼性保証担当
2018年６月 同取締役 信頼性保証・グループ
 コンプライアンス統轄部担当（現任）

取締役
GE事業担当
キョーリン製薬グループ工場（株）
代表取締役社長

大野田　道郎
1985年４月 杏林製薬（株）入社
2015年４月 キョーリンリメディオ（株）
 代表取締役社長
2015年４月 当社執行役員
2017年６月 同取締役
2018年４月 キョーリン製薬グループ工場（株）
　　　　　　　　（東京都千代田区）代表取締役社長（現任）
2018年６月 杏林製薬（株）取締役（現任）
2019年６月 当社取締役 GE事業担当（現任）

取締役
グループ法務統轄部・医薬営業・
ヘルスケア事業担当

杉林 正英
1981年4月 杏林薬品（株）入社
2006年4月 杏林製薬（株）営業本部埼玉千葉支店長
2009年4月 同営業本部東京第一支店長
2010年4月 同執行役員 営業本部東京支店長
2012年4月 同執行役員 営業本部長
2013年4月 同上席執行役員 営業本部長
2015年4月 当社グループ総務人事統轄部部長
2015年4月 杏林製薬（株）上席執行役員 人事部長
2017年4月 同上席執行役員  医薬営業本部長
2018年6月 同取締役  医薬営業本部長（現任）
2019年6月 当社取締役 グループ法務統轄部・
 医薬営業・ヘルスケア事業担当（現任）

取締役
グループ知的財産統轄部・研究開発担当

萩原　幸一郎
1983年４月 日清製粉（株）入社
1998年４月 日清キョーリン製薬（株）出向
2008年10月 杏林製薬（株）入社
2013年４月 同執行役員 研究開発統括部長
2016年４月 同上席執行役員 臨床開発センター長

（兼）研究開発管理部長
2017年４月 同上席執行役員 創薬本部副本部長

（兼）臨床開発センター長
2018年６月 当社取締役 グループ法務統轄部・
 臨床開発担当
2018年６月 杏林製薬（株）取締役 創薬本部副本部

長（兼）臨床開発センター長
2019年６月 当社取締役 グループ知的財産
 統轄部・研究開発担当（現任）
2019年６月 杏林製薬（株）取締役 創薬本部長
 （兼）臨床開発センター長（現任）

社外取締役

鹿内　徳行
1971年10月 司法試験合格
1974年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会）
1977年３月 鹿内法律事務所（現 京橋法律事務所）

開設（現任）
2002年10月 慶応義塾大学評議員（現任）
2010年10月 同理事（現任）
2012年４月 学校法人桜美林学園 監事（現任）
2013年６月 当社社外取締役（現任）

社外取締役

重松　健
1971年４月（株）三越入社
1999年３月 同執行役員 営業本部商品企画部長
2002年５月 同取締役執行役員 営業本部副本部長
2004年３月 同取締役常務執行役員 商品本部長
2005年３月 同取締役常務執行役員 銀座店長
2008年４月（株）三越伊勢丹ホールディングス
 常務執行役員（兼）（株）三越 取締役
2009年４月（株）三越 取締役専務執行役員 特命担当
2010年４月（株）三越伊勢丹ホールディングス
 専務執行役員（兼）（株）名古屋三越
 代表取締役社長
2011年10月（株）遠藤製作所 代表取締役社長
2015年10月 MFSJ（株）代表取締役社長
2017年６月 当社社外取締役（現任）

社外取締役

渡邉　弘美
1972年４月 東京女子医科大学病院 内科入局
1998年4月 東京女子医科大学 看護学部
 内科学 助教授
2007年4月 淑徳大学 看護学部医学系 教授・
 学部長
2010年4月 学校法人 大乗淑徳学園 理事
2011年4月 淑徳大学 看護栄養学部
 医学系 教授
2014年11月 日本女医会
 東京都支部連合会 会長（現任）
2016年4月 淑徳大学大学院
 看護学研究科 教授
2018年4月 社会福祉法人
 高齢者保健医療総合センター
 浴風会病院 神経内科勤務（現任）
2018年6月 NPO法人 3・11甲状腺がん子ども

基金 理事（現任）
2019年6月 当社社外取締役（現任）

役員紹介（2020年6月19日現在）

代表取締役会長 取締役代表取締役社長

取締役

社外取締役 常勤監査役 上席執行役員

社外監査役 執行役員

社外取締役および社外監査役の主な活動状況（2020年3月期）

役職 役職
社外取締役 社外監査役

氏名 氏名
鹿内　徳行

重松　健

渡邉　弘美

小幡　雅二

山口　隆央

亀井　温裕

主な活動状況 主な活動状況
弁護士としての高度な専門性と豊富な経験を活かして、モニタリング機能
を果たすべく、適宜発言を行っています。

会社経営についての豊富な経験と幅広い見識を活かして、モニタリング
機能を果たすべく適宜発言を行っています。

医師としての医療現場における幅広い見識を活かして、適宜発言を行っ
ています。

必要に応じ、主に弁護士としての専門的見地から発言を行っています。

必要に応じ、主に公認会計士、税理士として財務および会計に関する専門
的見地から発言を行っています。

適宜取締役会の意思決定の適正を確保するための発言を行っています。
また、監査役会では、経験と見識に基づき、適宜発言を行っています。

取締役会・監査役会出席状況 取締役会・監査役会出席状況
取締役会 12 / 12

取締役会 12 / 12

取締役会   9 /  9※

取締役会 12 / 12
監査役会 13 / 13

取締役会 10 / 12
監査役会 11 / 13

取締役会 10 / 12
監査役会 12 / 13

※2019年6月就任以降の実績
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