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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、代表取締役社長：家次  恒）は、2012 年 4 月 1日よ

り下記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・人事異動では、ノンヘマトロジー※1 の重点分野である免疫・生化学検査分野、

血液凝固検査分野における基盤強化および更なる成長促進のため、事業推進およびものづくり

の体制強化を進めます。 

 

1．機構改革の内容 

(1) 免疫・生化学検査、血液凝固検査にフォーカスしたビジネスユニットの設置 

① ノンヘマトロジーにおけるICH※2分野（免疫検査、生化学検査、血液凝固検査）に関する

専任組織の設置 

・ 免疫検査、生化学検査、血液凝固検査に関する、戦略企画・商品企画・商品開発・

診断薬生産・データ保証等を一貫してマネジメントするICHビジネスユニットを新設

します。 

 ビジネスユニットにより、ICH分野のバリューチェーンにおける専門性の強化を

図るとともに、人材の弾力的活用やシームレスな組織体制によるスピードと実

行力の向上を図ります。 

 ICHビジネスユニットに関する事業戦略および事業計画の立案、収益管理等

を行う事業統括室を新設します。 

 

② 免疫・生化学検査に関する専任組織の設置 

・ ICHビジネスユニットのうち、免疫・生化学検査分野に関する組織の統括および収

益責任を担う免疫・生化学プロダクトエンジニアリング本部を新設します。 

 免疫・生化学検査分野に関する事業戦略・商品政策・商品企画の策定および

推進、マーケティングリサーチ等を行う事業企画グループを新設します。 

 免疫・生化学検査分野に関する機器・診断薬・その他関連商品の開発、生産

技術の確立、工場への量産移行の支援等を行う商品開発グループを新設し

ます。 

 



 

 

③ 血液凝固検査に関する専任組織の設置 

・ ICHビジネスユニットのうち血液凝固検査分野に関する組織の統括および収益責

任を担う凝固プロダクトエンジニアリング本部を新設します。 

 血液凝固検査分野に関する事業戦略・商品政策・商品企画の策定および推

進、マーケティングリサーチ等を行う事業企画グループを新設します。 

 血液凝固検査分野に関する機器・診断薬・その他関連商品の開発、生産技

術の確立、工場への量産移行の支援等を行う商品開発グループを新設しま

す。 

 

(2) その他 

① 商品開発第一本部、商品開発第二本部の統合 

・ 商品開発第二本部 HIC開発部をICHビジネスユニットに移管するため、商品開発

第一本部と商品開発第二本部を統合し、商品開発本部とします。 

 

② 生産統括本部の再編 

・ 生産統括本部 プロダクトエンジニアリング部、プロセスエンジニアリング部が行って

いる“新製品の量産移行・工程設計、工場への技術移管や生産技術支援等”に関

して、免疫検査、生化学検査、血液凝固検査の診断薬に関する機能をICHビジネ

スユニットに移管するため、両部門を統合し、生産技術部とします。 

 

※1: ノンヘマトロジー分野：免疫検査、生化学検査、血液凝固検査、尿検査などの血球計数分

野以外の検体検査分野 

※2： Immunochemistry testing：免疫検査、Clinical chemistry testing：生化学検査、Hemostasis 

testing：血液凝固検査の頭文字 

 

 

2．人事異動の内容 

(1) 担当執行役員の選任（昇任） 

氏名 新役職 現役職 

石田 道明 執行役員 

ICHビジネスユニット 

免疫・生化学プロダクトエンジニア

リング本部、凝固プロダクトエンジ

ニアリング本部、事業統括室担当 

シスメックス国際試薬、HYPHEN 

BioMed, SAS、希森美康生物科技

（無錫）有限公司管掌担当 

兼 ICHビジネスユニット長 

執行役員 

SCM 本部、生産統括本部、機器生

産本部副担当 

 



 

 

(2) 執行役員の業務担当および担当職務の変更 

氏名 新しい業務担当および担当職務 現在の業務担当および担当職務 

大東 重則 取締役 常務執行役員 

品質保証本部、SCM 本部、生産統括

本部、機器生産本部担当 

シスメックス RA、シスメックスメディカ管

掌担当 

取締役 常務執行役員 

品質保証本部、SCM 本部、生産統括

本部、機器生産本部担当 

シスメックス国際試薬、シスメックス

RA、シスメックスメディカ、シスメックス

物流管掌担当 

田村 幸嗣 取締役 常務執行役員 

IVD 事業戦略本部、ライフサイエンス

事業推進本部、新事業推進本部担当

取締役 常務執行役員 

IVD 事業戦略本部、ライフサイエンス

事業推進本部、新事業推進本部担当

兼 新事業推進本部長 

渡辺 充 取締役 執行役員 

研究開発企画本部、中央研究所、技

術開発本部、商品開発本部担当 

兼 技術開発本部長 

取締役 執行役員 

研究開発企画本部、中央研究所、技

術開発本部、商品開発第一本部、商

品開発第二本部担当 

浜口 行雄 執行役員 

ICH ビジネスユニット 

免疫・生化学プロダクトエンジニアリング

本部長 

兼 事業企画グループ 部長 

執行役員 技術開発本部長 

兼 要素技術開発第二部長 

山本 純三 執行役員 機器生産本部長 

兼 生産管理部長 

執行役員 機器生産本部長 

松井 石根 執行役員 経営企画本部長 

兼 経営企画部長 

執行役員 経営企画本部長 

 

(3) 社員人事 

氏名 新役職 現役職 

神田 博 ICH ビジネスユニット 

凝固プロダクトエンジニアリング本部長 

西日本営業本部長 

久保田 守 ライフサイエンス事業推進本部長 

 兼 ライフサイエンス事業推進本部 

  事業企画グループ 部長 

ライフサイエンス事業推進本部長 

MICHAEL 

SCHAEFER 

（マイケル 

シェーファー） 

新事業推進本部長 

 兼 Sysmex Europe GmbH 取締役 

  New Business Development 

  and Business Unit Life 

  Science 担当 

Sysmex Europe GmbH 

President & CEO  

青田 健作 商品開発本部長 商品開発第二本部長 

村上 元一 西日本営業本部長 西日本営業本部 広島支店長（部長） 

平井 孝次郎 IVD 事業戦略本部（参与） 商品開発第一本部長 



 

 

氏名 新役職 現役職 

高浜 洋一 ICH ビジネスユニット 

免疫･生化学プロダクトエンジニアリング

本部 副本部長 

 兼 免疫･生化学プロダクト 

  エンジニアリング本部 

  商品開発グループ 部長 

商品開発第二本部 副本部長 

田井 恵美子 監査室長（部長） 監査室 プリンシパルオーディター 

藤原 俊也 経営管理本部 経営管理部長 

 兼 経営管理本部 財務部長 

機器生産本部 生産管理部長 

山本 能人 ICH ビジネスユニット 

事業統括室長（部長） 

商品開発第二本部 LS 開発部長 

松尾 直彦 ICH ビジネスユニット 

凝固プロダクトエンジニアリング本部 

商品開発グループ 部長 

商品開発第二本部 HIC 開発部 

第一グループ 課長 

辻本 研二 IVD 事業戦略本部 部長 IVD 事業戦略本部 

プリンシパルプランナー 

柴田 洋一 新事業推進本部 新事業推進グループ 

部長 

新事業推進本部 新事業推進グループ

インダストリアルソリューションチーム 

課長 

宇佐美 昭宏 技術開発本部 要素技術開発第二部長 技術開発本部 

要素技術開発第二部 担当部長 

長井 孝明 商品開発本部 ヘマトロジー開発部長 商品開発第一本部 ヘマトロジー開発

部長 

山川 展良 商品開発本部 システム開発部長 商品開発第一本部 システム開発部長 

田中 庸介 商品開発本部 UB 開発部長 商品開発第二本部 UB 開発部長 

赤井 保正 商品開発本部 LS 開発部長 商品開発第二本部 LS 開発部 

第一グループ 課長 

小山 敦人 SCM 本部 供給計画部長 スペクトリス株式会社 

マルバーン事業部 

General Manager 出向（部長） 

井上 博之 生産統括本部 生産技術部長 生産統括本部 プロダクトエンジニアリン

グ部長 

渡辺 高廣 国内事業推進本部 広告宣伝部長 国内事業推進本部 トータルソリューショ

ン部 ナショナルアカウント課長 

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

プロダクトマーケティンググループ 課長

 



 

 

(4) 社員人事（出向） 

氏名 新役職 現役職 

中野 貴之 シスメックス RA(株) 

常務取締役 出向（部長） 

監査室長（部長） 

岸 浩司 シスメックス国際試薬(株) 

第一製造部長 出向（部長） 

商品開発第二本部 HIC 開発部長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


