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神戸市中央区脇浜海岸通 1 丁目 5 番 1 号 

シ ス メ ッ ク ス 株 式 会 社 

証券コード 6869（東証・大証 1部） 

 
機構改革・人事異動のお知らせ 

～３ビジネスユニット体制にて、さらなる成長を加速～ 

 

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、2013 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。 

本機構改革では、グループの基本戦略である「リード・ヘマトロジー」、「リード・エマージ

ングマーケット」、「ライフサイエンス・イノベーション」を推進させるため、新たなビジネス

ユニットを設置します。これにより、グループにおける意思決定と実行のさらなるスピードア

ップを図り、各ビジネスユニットの基盤強化と成長を加速します。 

 

1． 機構改革の内容 

(1) 各検査分野における事業推進体制の強化 

① ビジネスユニットの追加設置 

・ 2012年度に設置したICH※1ビジネスユニット（免疫・生化学検査分野、血液凝固検

査分野）に加え、HU※2ビジネスユニット（ヘマトロジー分野、尿検査分野）とLSビジ

ネスユニット（ライフサイエンス分野）を設置します。 

・ 各ビジネスユニットは、各検査分野に関する専任組織として、戦略立案、商品企画、

商品開発、試薬生産、グローバルでの商品の市場導入等を一貫してマネジメント

します。 

・ これにより各検査分野における専門性の強化を図るとともに、意思決定と実行スピ

ードの向上を図ります。 

 

② ヘマトロジー分野・尿検査分野に関する専任組織の設置： HUビジネスユニット 

・ HUビジネスユニットのうち、ヘマトロジー分野に関する組織の統括および収益責任

を担うヘマトロジープロダクトエンジニアリング本部を設置します。 

・ HUビジネスユニットのうち、尿検査分野に関する組織の統括および収益責任を担

うUBプロダクトエンジニアリング本部を設置します。 

 

③ ライフサイエンス分野に関する専任組織の設置： LSビジネスユニット 

・ LSビジネスユニットに、ライフサイエンス分野に関する組織の統括および収益責任

を担うライフサイエンスプロダクトエンジニアリング本部を設置します。 

 



 

 

(2) ビジネスユニットの追加設置に伴う変更 

① 機能集約のため下記組織の機能をビジネスユニットに移管します。 

・ IVD事業戦略本部（ヘマトロジー分野、尿検査分野の戦略機能） 

・ ライフサイエンス事業推進本部 

・ 商品開発本部 

・ 生産統括本部 （一部の機能は機器生産本部に移管） 

・ 研究開発企画本部 商品企画部 

・ 海外事業推進本部 海外マーケティング部 

 

(3) その他組織の変更 

① 事業戦略本部の設置 

・ グループ全体最適な事業戦略の推進、分野横断的な戦略の策定・推進やM&Aを

含む事業探索・事業開発等を行う事業戦略本部を設置します。 

 

② CSR本部の機能移管 

・ リスクマネジメントに関する機能統合を図るため、リスクマネジメント部の機能を人事

総務本部に、CSR活動のグローバル展開加速とステークホルダーへの情報発信の

強化を目的にCSR・環境推進部を経営企画本部に移管します。 

 

※1： 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： Hematology testing：ヘマトロジー検査、Urinalysis testing：尿検査の頭文字 

 



 

 

 

 



 

 

 

2．人事異動の内容 

(1)役付取締役の選任 

氏名 新役職 現役職 

家次 恒 代表取締役会長 兼 社長 代表取締役社長 

 

(2)役付執行役員の選任（昇任） 

氏名 新役職 現役職 

中島 幸男 取締役 専務執行役員 取締役 常務執行役員 

尾辺 和也 取締役 常務執行役員 取締役 執行役員 

渡辺 充 取締役 常務執行役員 取締役 執行役員 

石田 道明 上席執行役員 執行役員 

合田 隆 上席執行役員 執行役員 

浅野 薫 上席執行役員 執行役員 

立花 健治 上席執行役員 執行役員 

 

(3)執行役員の選任（新任） 

氏名 新役職 

藤本 敬二 執行役員 

大谷 育男 執行役員 

釜尾 幸俊 執行役員 

神田 博 執行役員 

長尾 博司 執行役員 

 

(4)執行役員の退任（任期満了による退任） 

氏名 新役職 現役職 

雪本 賢一 取締役 取締役 専務執行役員 

大東 重則 取締役 取締役 常務執行役員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(5)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 

雪本 賢一 取締役 

兼 ｼｽﾒｯｸｽ国際試薬株式会社 取締

役会長 

取締役 専務執行役員 

社長補佐 

CSR 本部担当 

兼 ｼｽﾒｯｸｽ国際試薬株式会社 取締

役会長 

林  正好 取締役 専務執行役員 

社長補佐 

取締役 専務執行役員 

国内事業推進本部、東日本営業本

部、西日本営業本部、学術本部、ｶｽﾀ

ﾏｰｻﾎﾟｰﾄ本部担当 

ｼｽﾒｯｸｽTMC株式会社､ｼｽﾒｯｸｽCNA

株式会社､ｼｽﾒｯｸｽ･ﾋﾞｵﾒﾘｭｰ株式会

社 管掌担当 

大東 重則 取締役 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 株式会社､ 

ｼｽﾒｯｸｽﾒﾃﾞｨｶ株式会社 管掌担当 

中島 幸男 取締役 専務執行役員 

経営企画本部、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 常務執行役員 

経営企画本部、経営管理本部、人事

総務本部、秘書室担当 

田村 幸嗣 取締役 常務執行役員 

LS ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 

ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ本

部、新事業推進本部担当 

兼 LS ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ長 

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 

尾辺 和也 取締役 常務執行役員 

海外事業推進本部担当 

Sysmex America, Inc.、Sysmex Europe 

GmbH、希森美康医用電子（上海）有

限公司、Sysmex Asia Pacific Pte Ltd.

管掌担当 

取締役 執行役員 

海外事業推進本部担当 

Sysmex America, Inc.、Sysmex Europe 

GmbH、希森美康医用電子（上海）有

限公司、Sysmex Asia Pacific Pte Ltd.

管掌担当 

渡辺  充 取締役 常務執行役員 

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、

UB ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ本部、事業統

括室担当 

兼 HU ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ長 

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、商品開発本部担当 

兼 技術開発本部長 

         ※ｼｽﾒｯｸｽﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄ株式会社は 2013 年 4 月 1 日設立予定 

 

 



 

 

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 

石田 道明 上席執行役員 

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、凝固ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ本部、 

事業統括室担当 

ｼｽﾒｯｸｽ国際試薬株式会社、 

HYPHEN BioMed, SAS、希森美康生

物科技（無錫）有限公司 

管掌担当 

兼 ICH ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ長 

執行役員 

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、凝固ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ本部、 

事業統括室担当 

ｼｽﾒｯｸｽ国際試薬株式会社、 

HYPHEN BioMed, SAS、希森美康生

物科技（無錫）有限公司 

管掌担当 

兼 ICH ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ長 

兼 ｼｽﾒｯｸｽ国際試薬株式会社  

  代表取締社長 

合田  隆 上席執行役員 

国内事業推進本部、東日本営業本

部、西日本営業本部担当 

ｼｽﾒｯｸｽ TMC 株式会社、ｼｽﾒｯｸｽ

CNA 株式会社、ｼｽﾒｯｸｽ･ﾋﾞｵﾒﾘｭｰ株

式会社 管掌担当 

執行役員 

国内事業推進本部、東日本営業本

部、西日本営業本部副担当 

兼 ｼｽﾒｯｸｽ TMC 株式会社  

  代表取締役社長 

浅野  薫 上席執行役員 

研究開発企画本部、中央研究所、 

技術開発本部担当 

兼 中央研究所長 

執行役員  研究開発企画本部長 

立花 健治 上席執行役員 

事業戦略本部担当 

兼 事業戦略本部長 

執行役員 IVD 事業戦略本部長 

山本 純三 執行役員 

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 

執行役員 機器生産本部長 

兼 生産管理部長 

浜口 行雄 執行役員 

兼 ｼｽﾒｯｸｽ国際試薬株式会社  

代表取締役社長 

執行役員 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長 

兼 事業企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ 部長 

松井 石根 執行役員 海外事業推進本部長 執行役員 経営企画本部長 

兼 経営企画部長 

藤本 敬二 執行役員 

品質保証本部、学術本部、 

ｶｽﾀﾏｰｻﾎﾟｰﾄ本部担当 

兼 品質保証本部長 

品質保証本部長 

大谷 育男 執行役員 人事総務本部長 生産統括本部長 

釜尾 幸俊 執行役員 経営管理本部長 経営管理本部長 



 

 

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 

神田  博 執行役員 ICH ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ  

凝固ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ本部長 

ICH ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ  

凝固ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ本部長 

長尾 博司 執行役員 SCM 本部長 SCM 本部長 

 

 

(6)社員人事  

氏名 新役職 現役職 

松森 信宏 経営企画本部長 経営企画本部 情報ｿﾘｭｰｼｮﾝ部長 

久保田 文雄 研究開発企画本部長 技術開発本部 副本部長 

兼 技術開発本部 

  要素技術開発第一部長 

伊佐見 康 技術開発本部長 技術開発本部 主幹研究員 

小野 隆 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 

Sysmex America, Inc. 出向（部長） 

青田 健作 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 

商品開発本部長 

高浜 洋一 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

長 

兼 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 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 

副本部長 

兼 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 部長 

久保田 守 LS ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 

ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ本部長 

兼 ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ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 

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 

  事業企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ 部長 

藤本 達哉 新事業推進本部長 CSR 本部長 

兼 CSR 本部 ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部長 

今井 弘 国内事業推進本部長 

兼 国内事業推進本部 

   ﾄｰﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ部長 

東日本営業本部 東京支店長（部長） 

 

 

渡辺 薫 東日本営業本部長 西日本営業本部 名古屋支店長（部長）

倉田 寛一 中央研究所 主幹研究員 中央研究所長（本部長） 

兼 中央研究所 ﾀﾝﾊﾟｸ分析研究室長 

兼 中央研究所 遺伝子分析研究室長 

三浦 隆司 秘書室（参与） 人事総務本部長 

柳谷 明良 国内事業推進本部（参与） 国内事業推進本部長 

山根 弘 品質保証本部 副本部長 

兼 品質保証本部 薬事部長 

品質保証本部 薬事部長 

藤原 俊也 経営管理本部 副本部長 

兼 経営管理本部 経営管理部長 

経営管理本部 経営管理部長 

兼 経営管理本部 財務部長 

安福 成晃 人事総務本部 副本部長 

兼 人事総務本部 法務部長 

人事総務本部 法務部長 



 

 

氏名 新役職 現役職 

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 人事部長 

金川 晃久 事業戦略本部 副本部長 IVD 事業戦略本部 部長 

兼 新事業推進本部 

   事業探索・開発ｸﾞﾙｰﾌﾟ 部長 

吉田 智一 中央研究所 副所長（副本部長） 

兼 中央研究所 第二研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ  

   部長 

研究開発企画本部 R&D 戦略部長 

長井 孝明 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 

副本部長 

兼 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 

商品開発本部 ﾍﾏﾄﾛｼﾞｰ開発部長 

琵琶 正道 経営企画本部 経営企画部長 経営管理本部 経営管理部 

経営管理課長 

上甲 修三 経営企画本部 CSR･環境推進部長 CSR 本部 CSR･環境推進部長 

米倉 靖郎 経営企画本部 情報ｿﾘｭｰｼｮﾝ部長 人事総務本部 人事部 人事課長 

西垣 博 経営管理本部 財務部長 海外事業推進本部 海外事業推進部長

前田 真吾 人事総務本部 人事企画部長 人事総務本部 人事部 人事企画課長 

今野 佳明 人事総務本部 人材開発部長 研究開発企画本部 R&D 戦略部 

戦略企画課長 

西村 文勝 人事総務本部 総務部長 人事総務本部 人材開発部長 

津呂 尚樹 事業戦略本部 部長 IVD 事業戦略本部 部長 

辻本 研二 事業戦略本部 部長 IVD 事業戦略本部 部長 

合田 圭吾 研究開発企画本部 R&D 戦略部長 中央研究所 細胞分析研究室長（部長）

出町 隆史 研究開発企画本部 R&D 推進部長 研究開発企画本部 商品企画部長 

桐村 浩哉 中央研究所 第一研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 部長 中央研究所 生体分析研究室長（部長）

水野 義照 技術開発本部 要素技術開発第一部長 技術開発本部 要素技術開発第一部 

上席主任技師 

稲垣 明 HU ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 事業統括室長（部長） 海外事業推進本部  

海外ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部長 

内橋 欣也 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  

商品開発第一部長 

商品開発本部 ﾍﾏﾄﾛｼﾞｰ開発部  

第一ｸﾞﾙｰﾌﾟ 課長 

山川 展良 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  

商品開発第二部長 

商品開発本部 ｼｽﾃﾑ開発部長 

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  

事業企画部長 

国内事業推進本部  

ﾄｰﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ部長 

田中 庸介 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 

商品開発本部 UB 開発部長 



 

 

氏名 新役職 現役職 

谷口 充 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 

事業企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ 課長 

福田 和也 ICH ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 

凝固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 

凝固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 

赤井 保正 LS ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 

ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ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 

商品開発本部 LS 開発部長 

渡辺 玲子 LS ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 

ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ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 

ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ事業推進本部  

市場開発ｸﾞﾙｰﾌﾟ 部長 

山形 浩一 LS ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 

ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ本部  

ｱｯｾｲ事業部長 

ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ事業推進本部  

ｱｯｾｲ事業ｸﾞﾙｰﾌﾟ 部長 

片山 雅之 新事業推進本部 新事業推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

部長 

ｼｽﾒｯｸｽ CNA 株式会社 

  取締役  出向（部長） 

柴田 洋一 新事業推進本部  

ﾌﾟﾛｷｭｰﾌﾞ事業推進部長 

新事業推進本部 新事業推進ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

部長 

黒﨑 強 機器生産本部 生産技術部長 機器生産本部 製造技術部長 

有方 富彦 機器生産本部 生産管理部長 機器生産本部 生産管理部 課長 

泉 幸慶 機器生産本部 資材部長 生産統括本部 生産技術開発ｾﾝﾀｰ長

（部長） 

井上 博之 SCM 本部 調達部長 

 

生産統括本部 生産技術部長 

本田 裕紀 SCM 本部 供給計画部長 SCM 本部 供給計画部  

供給計画一課長 

兼 SCM 本部 SCM 企画部 課長 

石井 剛 学術本部 学術情報部長 ｼｽﾒｯｸｽ国際試薬株式会社 

 品質保証室長 出向（部長） 

吉川 一人 国内事業推進本部 国内事業推進部長 ｼｽﾒｯｸｽ･ﾋﾞｵﾒﾘｭｰ株式会社 

  取締役副社長 出向（課長） 

平 昭彦 東日本営業本部 仙台支店長（部長） 西日本営業本部 福岡支店長（部長） 

尾藤 秀樹 東日本営業本部 東京支店長（部長） 国内事業推進本部 国内事業推進部長

浅海 和之 西日本営業本部 名古屋支店長（部長） 東日本営業本部 仙台支店長（部長） 

渡邊 輝政 西日本営業本部 福岡支店長（部長） 西日本営業本部 広島支店 営業課長 

樋口 裕 海外事業推進本部 部長 希森美康医用電子(上海)有限公司  

董事長 出向（部長） 

久保田 剛司 海外事業推進本部 部長 海外事業推進本部 担当部長 

 

 

 



 

 

(7)社員人事（出向） 

氏名 新役職 現役職 

及川 知 ｼｽﾒｯｸｽ TMC 株式会社  出向（本部長） 東日本営業本部長 

梅本 正智 ｼｽﾒｯｸｽﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄ株式会社 ※ 出向 

（本部長） 

ｼｽﾒｯｸｽ TMC 株式会社 

  常務取締役 出向（本部長） 

東 正秀 希森美康医用電子(上海)有限公司 出向

（本部長） 

海外事業推進本部長 

 

住谷 耕平 Sysmex Europe GmbH 出向 

（副本部長） 

Sysmex Europe GmbH 出向 

（部長） 

山内 康正 ｼｽﾒｯｸｽﾒﾃﾞｨｶ株式会社 出向（部長） 機器生産本部 品質管理部長 

 

谷 宗一 ｼｽﾒｯｸｽ RA 株式会社 出向（部長） SCM 本部 調達部長 

楠田 元春 ｼｽﾒｯｸｽ CNA 株式会社 出向（部長） 人事総務本部 総務部長 

山田 智生 ｼｽﾒｯｸｽ･ﾋﾞｵﾒﾘｭｰ株式会社 出向（部長） ｶｽﾀﾏｰｻﾎﾟｰﾄ本部 CS ｾﾝﾀｰ ｶｽﾀﾏｰｻ

ﾎﾟｰﾄ一課長 

川戸 真一 Sysmex America, Inc. 出向（部長） 経営企画本部 経営企画部 課長 

小山 敦人 Sysmex India Pvt．Ltd. 出向（部長） SCM 本部 供給計画部長 

      ※ｼｽﾒｯｸｽﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄ株式会社は 2013 年 4 月 1 日設立予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


