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機構改革・人事異動のお知らせ 

 

シスメックス株式会社（本社：神戸市、代表取締役会長兼社長：家次 恒 以下「シスメックス」）は、

2016 年 4 月 1 日より以下の通り機構改革および人事異動を行いますのでお知らせいたします。 

本機構改革では、ヘマトロジー分野および尿・細胞診断分野における事業推進強化を図る体制を

構築します。 

 

1. 機構改革の内容 

(1) ヘマトロジー分野における事業推進体制の強化 

 当社のヘマトロジー分野の既存製品やフローサイトメトリー（FCM）※技術を活用した新

たな臨床価値を創出するためヘマトロジープロダクトエンジニアリング本部に市場開発

部を設置します。 

 

(2) 尿分野および細胞診断分野における事業推進体制の強化 

 当社の尿分野の既存製品を活用した新たな臨床価値の創出、将来的な子宮頸がんの

スクリーニング検査活用を推進し、細胞診断分野における臨床価値を高めるため UB

プロダクトエンジニアリング本部に市場開発部を設置します。 

 上記に伴い現在の UB プロダクトエンジニアリング本部商品開発第一部と商品開発第

二部を統合し商品開発部を設置します。 

 

 

※ フローサイトメトリー（FCM）： 微細な粒子を流体中に分散させ、その流体を細く流して、個々の

粒子を光学的に分析する手法のこと。主に細胞を個々に観察す

る際に用いられる。 

 

 



 

 

2. 人事異動の内容 

(1)執行役員の業務担当および担当職務の変更 

氏名 新役職 現役職 

中島 幸男 取締役 専務執行役員 

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ本部、経営管理本

部、人事総務本部、秘書室担当 

ｼｽﾒｯｸｽﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄ株式会社 管掌

担当 

取締役 専務執行役員 

経営企画室、ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ本部、

経営管理本部、人事総務本部、秘書

室担当 

ｼｽﾒｯｸｽﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄ株式会社 管掌担

当 

立花 健治 取締役 常務執行役員 

経営企画室、事業戦略本部担当 

取締役 常務執行役員 

事業戦略本部担当 

兼 事業戦略本部長 

合田  隆 上席執行役員 

R&I事業本部、ｿﾘｭｰｼｮﾝ推進本部担当 

Sysmex Partec GmbH 管掌担当 

 

上席執行役員 

R&I事業本部、ｿﾘｭｰｼｮﾝ推進本部担当 

Sysmex Partec GmbH 管掌担当 

兼 ｿﾘｭｰｼｮﾝ推進本部長 

山本 純三 上席執行役員 

生産統括本部、機器生産本部、SCM

本部担当 

ｼｽﾒｯｸｽ RA 株式会社､ｼｽﾒｯｸｽﾒﾃﾞｨｶ株

式会社 管掌担当 

上席執行役員 

生産統括本部、機器生産本部、SCM

本部担当 

ｼｽﾒｯｸｽRA株式会社､ｼｽﾒｯｸｽﾒﾃﾞｨｶ株式

会社 管掌担当 

兼 機器生産本部長 

釜尾 幸俊 執行役員 

 監査室担当 

執行役員 経営管理本部長 

長尾 博司 執行役員 経営管理本部長 執行役員 SCM本部長 

 

(2)社員人事 

氏名 新役職 現役職 

辻本 研二 事業戦略本部長 事業戦略本部 副本部長 

久保田 文雄 研究開発企画本部長 研究開発企画本部長 

兼 研究開発企画本部 R&D 戦略部長 

青田 健作 HU ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ ﾍﾏﾄﾛｼﾞｰﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄｴﾝｼﾞ

ﾆｱﾘﾝｸﾞ本部長 

兼 HU ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ ﾍﾏﾄﾛｼﾞｰﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄｴ

ﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ本部 事業企画部長 

HUﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ UBﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

本部長 

兼 HU ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ UB ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄｴﾝｼﾞﾆｱ

ﾘﾝｸﾞ本部 商品開発第一部長 

吉田 隆志 HU ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ UB ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝ

ｸﾞ本部長 

HUﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ UBﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

本部 事業企画部長 

長井 孝明 ｿﾘｭｰｼｮﾝ推進本部長 

兼 ｿﾘｭｰｼｮﾝ推進本部 FCM 推進部長 

ｿﾘｭｰｼｮﾝ推進本部 副本部長 

兼 ｿﾘｭｰｼｮﾝ推進本部 FCM 推進部長 

田中 庸介 生産統括本部長 生産統括本部長 

兼 生産統括本部 生産技術部長 

藤原 俊也 機器生産本部長 経営管理本部 副本部長 

兼 経営管理本部 経営管理部長 



 

氏名 新役職 現役職 

小野 隆 SCM 本部長 HU ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ ﾍﾏﾄﾛｼﾞｰﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄｴﾝｼﾞﾆ

ｱﾘﾝｸﾞ本部長 

兼 HU ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ ﾍﾏﾄﾛｼﾞｰﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄｴ

ﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ本部 事業企画部長 

金川 晃久 海外事業推進本部長 海外事業推進本部長 

兼 海外事業推進本部 ｱｼﾞｱ事業推進

部長 

安倍 浩司 人事総務本部 副本部長 

兼 人事総務本部 人事部長 

人事総務本部 副本部長 

兼 人事総務本部 人事部長 

兼 人事総務本部 人材開発部長 

琵琶 正道 経営管理本部 経営管理部長 経営企画室 部長 

吉原 聖子 人事総務本部 人材開発部長 人事総務本部 人材開発部 プリンシパ

ルプランナー 

川原 北斗 事業戦略本部 部長 東日本営業本部 仙台支店 盛岡営業

所長（課長） 

佐藤 利幸 研究開発企画本部 R&D 戦略部長 研究開発企画本部 R&D 戦略部 課長 

池内 喜郎 HU ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ ﾍﾏﾄﾛｼﾞｰﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄｴﾝｼﾞ

ﾆｱﾘﾝｸﾞ本部 市場開発部長 

事業戦略本部 部長 

沼田 修一 HU ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ UB ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝ

ｸﾞ本部 事業企画部長 

国内事業推進本部 国内事業推進部 ﾌﾟ

ﾛﾀﾞｸﾄﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ 課長 

井上 淳也 HU ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ UBﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

本部 商品開発部長 

HUﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ UBﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

本部 商品開発第二部長 

近藤 民章 HU ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ UB ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝ

ｸﾞ本部 市場開発部長 

東日本営業本部 東京支店 学術ｻﾎﾟｰﾄ

課長 

福寿 利勝 ICH ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 免疫･生化学ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄｴ

ﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ本部 事業企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ 部長 

ICH ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 免疫･生化学ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄｴ

ﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ本部 商品開発ｸﾞﾙｰﾌﾟ 課長 

上田 誠 生産統括本部 生産技術部長 生産統括本部 生産技術部 生産技術

課長 

和田 淳 学術本部 学術研究部長 学術本部 学術研究部 上席主任研究

員 

森川 隆 学術本部 学術推進部長 学術本部 学術研究部長 

黒田 裕司 国内事業推進本部 国内事業推進部長 西日本営業本部 広島支店長（部長） 

赤松 康輔 国内事業推進本部 国内事業管理部長 西日本営業本部 大阪支店 企画管理

課長 

堀口 貴司 東日本営業本部 北関東支店長（部長） 東日本営業本部 東京支店 首都圏東

部営業課長 

渡邊 輝政 東日本営業本部 東京支店長（部長） 西日本営業本部 福岡支店長（部長） 

今村 智文 東日本営業本部 首都圏ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ長

（部長） 

東日本営業本部 北関東支店長（部長） 



 

氏名 新役職 現役職 

奥野 善博 西日本営業本部 広島支店長（部長） 西日本営業本部 名古屋支店 営業課

長 

筧 和久 西日本営業本部 福岡支店長（部長） 国内事業推進本部 国内事業推進部長 

吉川 一人 海外事業推進本部 ｱｼﾞｱ事業推進部長 国内事業推進本部 国内事業管理部長 

 

(3)社員人事（出向） 

氏名 新役職 現役職 

今宮 尚秀 Sysmex Korea Co., Ltd. 出向 

CEO（部長） 

Sysmex Korea Co., Ltd. 出向 

CEO（課長） 

 

 

 


