
取締役／監査役／経営会議メンバー （2018年4月1日現在）

監査役

永山  治
代表取締役会長
ソニー株式会社 社外取締役 
取締役会議長
業務執行  

上野  幹夫
代表取締役副会長
CSR推進部、監査部担当
業務執行  

小坂  達朗
代表取締役社長
最高経営責任者（CEO）
アサヒグループホールディングス株式会社
社外取締役
業務執行  

取締役

代表取締役

原  壽
長島・大野・常松法律事務所 顧問
日本ペイントホールディングス株式会社 
社外取締役
社 外  独 立  

二村  隆章
二村公認会計士事務所 代表
ソニー株式会社 社外取締役
監査委員会議長
社 外  独 立  

奥  正之
花王株式会社 社外取締役
株式会社小松製作所 社外取締役
パナソニック株式会社 社外取締役
南海電気鉄道株式会社 社外監査役
東亜銀行有限公司[中国] 非常勤取締役
社 外  独 立  

一丸  陽一郎
トヨタ自動車株式会社 相談役
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
特別顧問
社 外  独 立  

池田  康夫
学校法人根津育英会 武蔵学園副理事長
早稲田大学特命教授
慶應義塾大学名誉教授
社 外  独 立  

富樫  守（常勤）横山  俊二（常勤）

独 立  東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員

クリストフ フランツ
ロシュ・ホールディング・リミテッド 
取締役会議長
シュタッドラー・レール（スイス）取締役
チューリッヒ・インシュアランス・グループ
（スイス）取締役

ソフィー  コルノウスキー ‒ボネ
ロシュ 医薬品提携部長 兼 
ロシュ 拡大経営執行委員会委員

ダニエル  オデイ
ロシュ 医薬品事業CEO 兼 
ロシュ 経営執行委員会委員 兼 
ジェネンテック社（米） 取締役
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取締役 職歴一覧 （2018年4月1日現在）

永山  治
1978 当社入社
1985 開発企画本部副本部長 取締役
1987 常務取締役
1989 代表取締役副社長
1992 代表取締役社長
2010  ソニー株式会社社外取締役 

取締役会議長（現任）
2012 代表取締役会長 最高経営責任者（CEO）
2018 代表取締役会長（現任）

上野  幹夫
1984 当社入社
1991 ロンドン駐在事務所長
1993 取締役
1994 取締役学術本部長
1995 取締役臨床開発本部長
1996 取締役研開統轄副本部長
1997 常務取締役
1998 常務執行役員
2000 常務取締役
2002 取締役副社長
2003 取締役副社長執行役員
2004 代表取締役副社長執行役員
2006 中外製薬工業株式会社代表取締役社長
2012 代表取締役副会長（現任）

小坂  達朗
1976 当社入社
1995 中外ファーマ・ヨーロッパ社（英）副社長
2000 医薬事業戦略室長
2002 執行役員経営企画部長
2004 常務執行役員経営企画部長
2005  常務執行役員営業統轄本部副統轄本部長 

常務執行役員戦略マーケティングユニット長
2008  常務執行役員ライフサイクルマネジメント・

マーケティングユニット長
2010  取締役専務執行役員
2012 代表取締役社長 最高執行責任者（COO）
2016  アサヒグループホールディングス株式会社

社外取締役（現任）
2018  代表取締役社長 最高経営責任者（CEO）

（現任）

池田  康夫
1979 慶應義塾大学病院輸血センター室長
1991 慶應義塾大学医学部内科学教授
2001 慶應義塾大学総合医科学研究センター長
2005 慶應義塾大学医学部医学部長
2009  慶應義塾大学名誉教授（現任） 

早稲田大学理工学術院先進理工学研究科生命
医科学専攻教授

2010 当社取締役（現任）
2013 学校法人根津育英会武蔵学園 副理事長（現任）
2014 早稲田大学特命教授（現任）

奥  正之
1968 株式会社住友銀行入行
1994 同行取締役
1998 同行常務取締役
1999 同行常務取締役 兼 常務執行役員
2001  同行専務取締役 兼 専務執行役員
  株式会社三井住友銀行専務取締役 兼 

専務執行役員
2002  株式会社三井住友フィナンシャルグループ

専務取締役
2003  株式会社三井住友銀行副頭取 兼 

副頭取執行役員
2005  株式会社三井住友フィナンシャルグループ

取締役会長
 株式会社三井住友銀行頭取 兼 最高執行役員
2015 当社取締役（現任）
2017  株式会社三井住友フィナンシャルグループ

名誉顧問（現任）

一丸  陽一郎
1971 トヨタ自動車販売株式会社入社
2001 トヨタ自動車株式会社取締役
2003 同社常務役員
2005 同社専務取締役
2009  同社代表取締役副社長

あいおい損害保険株式会社監査役
2010 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社監査役
2011 トヨタ自動車株式会社常勤監査役
2015 同社相談役（現任）
  あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

代表取締役会長
2017 当社取締役（現任）
  あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

特別顧問（現任）

クリストフ フランツ
1990 ドイチェ・ルフトハンザAG入社
1994 ドイチェ・バーンAG（ドイツ鉄道）
 経営会議メンバー 兼 旅客部門CEO
2004  スイスインターナショナルエアラインズAG 

CEO
2009 ドイチェ・ルフトハンザAG経営会議副議長
2011 同社経営会議議長 兼 CEO
2014  ロシュ・ホールディング・リミテッド取締役会議長

（現任）
2017 当社取締役（現任）

ダニエル  オデイ
1987 ロシュ・ファーマ（米）入社
1995 同社人事部長
1996 同社プロダクト・マーケティング部長
1998 ロシュ関節炎・呼吸器疾患ビジネスユニット長
1999 同社タミフル・ライフサイクルリーダー
2001 日本ロシュ株式会社経営企画部長
2003 ロシュ・ファーマ（デンマーク）社長
2006  ロシュ・モレキュラー・ダイアグノスティクス社 

社長 兼 CEO
2010  ロシュ診断薬事業COO 兼 ロシュ経営執行

委員会委員
2012  ロシュ医薬品事業COO 兼 ロシュ経営執行

委員会委員 兼 ジェネンテック社（米）取締役
2013 当社取締役（現任）
2016  ロシュ医薬品事業CEO 兼 ロシュ経営執行

委員会委員 兼 ジェネンテック社（米）取締役
（現任）

ソフィー  コルノウスキー‒ボネ
1985 アボット（仏）診断薬部門学術 マネジャー
1989  アボット・ファーマシューティカル・プロダクツ

（米）マーケティング調査アナリスト
1990 同社神経領域医薬情報担当者
1991  サノフィ・ウィンスロップ（米）画像診断領域戦略

マーケティング部長
1994  サノフィ・ウィンスロップ（仏）神経領域ビジネス

ユニット部長
1996  メルク・シャープ＆ドーム（仏）

市場調査・戦略企画部長
1997 メルク・シャープ＆ドーム（イスラエル）社長
2000  メルク＆コー・インク（米）

関節炎・鎮痛薬フランチャイズ担当執行役員
2002 メルク・シャープ＆ドーム（仏）リウマチ部門部長
2006 同社循環器領域部門部長
2007 ロシュ・ファーマ（仏）社長
2012  ロシュ医薬品提携部長 兼 ロシュ拡大経営執行

委員会委員（現任）、当社取締役（現任）
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取締役ではない執行役員経営会議・拡大経営会議メンバー （2018年4月1日現在）

■□□□□■□□□□
□□□□□□□□□□ 経営会議  拡大

海野  晋哉
上席執行役員
人事、人財育成、法務、総務、秘書統括 兼 人事統轄部門長
1999 当社入社
2005 経営企画部長
2006 執行役員 経営企画部長
2007 執行役員 営業副本部長
2010  常務執行役員 経営企画統轄部門長 兼 

経営企画部長
2015  常務執行役員 総務、秘書担当
2017  上席執行役員 人事統轄部門長、総務部、秘書部担当

（現任）

□■□□□□■□□□
□□□□□□□□□□ 経営会議  拡大

伊東  康
上席執行役員
プロジェクト・ライフサイクルマネジメント（R&D）、
信頼性保証、臨床開発、医薬安全性、
メディカルアフェアーズ統括 兼 
プロジェクト・ライフサイクルマネジメント共同ユニット長
2004  当社入社　開発企画部　部長
2005  重点領域部長
2007  臨床企画部長
2009  メディカルサイエンス部長 兼 臨床企画部長
 執行役員 臨床開発本部長
2015  執行役員 プロジェクト・ライフサイクルマネジメント

ユニット長
2016  上席執行役員 プロジェクト・ライフサイクルマネジ

メントユニット長
2018  上席執行役員 プロジェクト・ライフサイクルマネジ

メント共同ユニット長（現任）

□□■□□□□■□□
□□□□□□□□□□ 経営会議  拡大

奥田  修
上席執行役員 
プロジェクト・ライフサイクルマネジメント（マーケティング）、
経営企画統括 兼 
プロジェクト・ライフサイクルマネジメント共同ユニット長
1987  当社入社
2009  ライフサイクルマネジメント第二部長 兼 

ライフサイクルリーダー
2011  ロシュ・プロダクツ・アイルランド社長
2013  営業本部　オンコロジーユニット長
2014  執行役員 営業本部　オンコロジーユニット長
2015  執行役員　経営企画部長
2017  上席執行役員　経営企画部長
2018  上席執行役員 プロジェクト・ライフサイクル

マネジメント共同ユニット長（現任） 

□□□■□□□□■□
□□□□□□□□□□ 経営会議  拡大

岡部  尚文
上席執行役員
研究、トランスレーショナルクリニカルリサーチ統括 兼 
トランスレーショナルクリニカルリサーチ本部長
1991  日本ロシュ株式会社入社
2002  創薬研究部長
2007  株式会社未来創薬研究所取締役（現任）
2009  執行役員 研究本部長
 C&C新薬研究所（韓国）理事（現任）
2012  Chugai Pharmabody Research Pte.Ltd.

（シンガポール）取締役 兼 COO（現任）
2016  上席執行役員 研究本部長
2018  上席執行役員 トランスレーショナルクリニカル

リサーチ本部長（現任）

□□□□■□□□□■
□□□□□□□□□□ 経営会議  拡大

板垣  利明
上席執行役員 CFO
財務経理、広報IR、情報システム、購買統括 兼 
財務統轄部門長 兼 IT統轄部門長 兼 財務経理部長
1983  当社入社
2007  財務経理部長
2010  企画調査部長
2012  マーケティング企画部長
2015  執行役員 財務経理部長
2017  執行役員 IT統轄部門長 兼 財務経理部長
2018  上席執行役員 CFO、財務統轄部門長 兼 

IT統轄部門長 兼 財務経理部長（現任）

□□□□□□□□□□
■□□□□■□□□□ 拡大

河野  圭志
上席執行役員
渉外調査部、グローバルヘルスポリシー担当
2010  当社入社 常勤顧問
  執行役員 ライフサイクルマネジメント・マーケ

ティングユニット 副ユニット長
  執行役員 ライフサイクルマネジメント・マーケ

ティングユニット 副ユニット長 兼 ライフサイクル
マネジメント第２部長

2012  執行役員 営業本部副本部長
2013  執行役員 IT統轄部門長
2015  執行役員 グローバルヘルスポリシー担当 

IT統轄部門長
2017  上席執行役員 渉外調査部、グローバルヘルス

ポリシー担当（現任）

□□□□□□□□□□
□■□□□□■□□□ 拡大

海老原  潤一
上席執行役員
法務部長
2014  当社入社 常勤顧問
  執行役員 法務部長
2017  上席執行役員 法務部長（現任）

□□□□□□□□□□
□□■□□□□■□□ 拡大

大箸  義章
上席執行役員
信頼性保証ユニット長 兼 医薬安全性本部長
1988  当社入社
2004  信頼性保証推進部長
2009  安全性推進部長
2011  Global PV Head (現任)、安全管理責任者
2013  医薬安全性本部長
2015  執行役員　信頼性保証ユニット長 兼 

医薬安全性本部長、総括製造販売責任者(現任)
2018  上席執行役員 信頼性保証ユニット長 兼 

医薬安全性本部長 (現任)

□□□□□□□□□□
□□□■□□□□■□ 拡大

村田  博
執行役員
製薬本部長
1986  当社入社
2008  CMC薬事部長
2011  CMC開発部長
2012  中外製薬工業株式会社 藤枝工場長
2016  製薬本部長
2018  執行役員 製薬本部長（現任）

□□□□□□□□□□
□□□□■□□□□■ 拡大

佐藤  綱則
執行役員
営業本部長
1982  当社入社
2005  腎領域学術部長
2009  横浜支店統轄支店長
2011  京都支店統轄支店長
2013  プライマリー製品政策部長
2015  参与 大阪支店統轄支店長
2017  参与 関西統括支店長
2018  執行役員 営業本部長（現任）
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