
 

2017年 3月 6日 

シスメックス株式会社 
コーポレートコミュニケーション本部 

ＩＲ・広報部長 岡田 紀子 
 

 

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、

2017年 4月 1日より以下のとおり機構改革および人事異動を行いますのでお知らせします。 

本機構改革では、ビジネスユニット体制を発展的に解消し、さらなる成長に向けた事業推進体制

の強化および戦略実行スピード加速に向けた体制強化を図ります。 

 

 

1. 機構改革の内容 

(1) さらなる成長に向けた事業推進体制の強化 

① コア事業（ヘマトロジー、尿検査、血液凝固検査および免疫･生化学検査分野）における

高効率な事業推進体制の強化 

 ヘマトロジーおよび尿検査分野における戦略立案から商品の市場導入まで、グローバ

ルで統括する HU事業推進本部を新設します。 

（HU：Hematology（ヘマトロジー）、Urinalysis（尿検査）の頭文字） 

 血液凝固検査および免疫・生化学検査分野における戦略立案から商品の市場導入ま

で、グローバルで統括する ICH 事業推進本部を新設します。 

（ICH：Immunochemistry（免疫検査）、Clinical chemistry（生化学検査）、Hemostasis

（血液凝固検査）の頭文字） 

 コア事業における診断薬開発を担う第一エンジニアリング本部を新設します。 

 コア事業における機器･システム開発を担う第二エンジニアリング本部を新設します。 

 これら 4 本部は、戦略にもとづき適宜プロジェクトを編成するなど、相互連携することで

高効率な組織運営を行い、事業の実行スピード向上を図ります。 

② ネクストコア事業（遺伝子検査など、当社独自の技術を活用した新たな事業領域）におけ

る事業推進体制の強化 

 遺伝子検査およびラボアッセイサービスにおける戦略立案から商品の市場導入、およ

びそのための商品開発をグローバルで統括する LS事業本部を新設します。 

（LS：Life Scienceの頭文字） 

 新たに創出した技術を、研究用途として早期に市場導入を図ることにより、新たな臨床

価値を確立するクリニカルイノベーション本部を新設します。 

 医療用ロボットのマーケティング、販売・サービスを推進する MR 事業推進室を新設し

ます。 

（MR : Medical Robotの頭文字） 

③ 分野横断的な価値創造に向けた事業推進体制の強化 

 グループ全体の事業戦略立案に加え、フローサイトメトリー、ネットワークソリューション、

ラボラトリーオートメーションおよびリサーチ・インダストリー市場における戦略立案から

商品の市場導入まで、グローバルで統括する機能を事業戦略本部に集約します。 

 世界各国で薬事承認の迅速化を目指し、臨床性能試験を企画、設計する臨床開発部

を学術本部内に新設します。 

 

 



 

(2) 戦略実行スピード加速に向けた体制強化 

① 人事および総務機能の強化 

 グローバルにおける事業規模拡大に伴い、グローバルで活躍できる人材の確保、育成

強化およびダイバーシティの推進を目指し、人事本部を新設します。 

 事業規模拡大による関係会社増加などに伴い、グローバルなリスクマネジメントおよび

コンプライアンスの強化を目指し、総務本部を新設します。 

② 研究開発支援機能の強化 

· グループの技術戦略立案を推進する部門として、技術戦略本部を新設します。 

· グループの知的財産機能を強化するために、知的財産本部を新設します。 

③ バイオ診断薬の技術開発の強化 

· バイオ診断薬の原料に関する開発などを行うバイオ診断薬技術センターを新設します。 

④ 生産および品質管理機能の強化 

 グローバルな診断薬生産に関する戦略を立案し、グループ内連携を強化することによ

り、高品質な生産を加速する診断薬生産統括部および生産情報管理部を生産統括本

部内に新設します。 

 機器生産に関する品質管理機能強化に向け、品質管理部を機器生産本部内に新設

します。 

 グローバルな機器および診断薬の需要予測に基づく高精度な生産計画を立案するPSI

部を SCM 本部内に新設します。 

（PSI：Production（生産）、Sales（販売）、Inventory（在庫）の頭文字） 

⑤ グローバル販売・サービス機能の再編 

 日本地域と東アジア（韓国、台湾、モンゴル）地域における販売・サービス機能を統合

し、日本･東アジア地域本部を新設します。 

 グローバルなサービス＆サポート機能と、海外の販売・サービス支援機能を統合し、グ

ローバルサポート本部を新設します。 

 

  



 

新組織体制 

 

 

従来の組織体制 

 



 

2．人事異動の内容 

(1) 役付執行役員の選任（昇任） 

氏名 新役職 現役職 

浅野  薫 取締役 専務執行役員 取締役 常務執行役員 

立花 健治 取締役 専務執行役員 取締役 常務執行役員 

山本 純三 常務執行役員 上席執行役員 

松井 石根 上席執行役員 執行役員 

神田  博 上席執行役員 執行役員 

 

(2) 執行役員の選任（新任） 

氏名 新役職 現役職 

彭 作輝 執行役員 SCH総経理 

吉田 智一 執行役員 中央研究所長 

飯塚 健介 執行役員 経営企画室長 

 

 

(3) 執行役員の退任 （任期満了による退任） 

氏名 新役職 現役職 

林   正好 取締役 取締役 専務執行役員 

田村 幸嗣 取締役 取締役 常務執行役員 

石田 道明 ※1 上席執行役員 

合田  隆 ※2 上席執行役員 

※１ 退任後はシスメックス株式会社の顧問に就任予定です。 

※２ 退任後は当社連結子会社であるシスメックス CNA株式会社の社長に就任予定です。 

  



 

(4) 執行役員の業務担当および担当職務 

氏名 新役職 現役職 

中島 幸男 

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、人事本部、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、ｼｽﾒｯ

ｸｽﾊｰﾓﾆｰ株式会社※管掌担当 

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 

浅野  薫 

取締役 専務執行役員 

技術戦略本部、中央研究所、技術開

発本部、知的財産本部、LS事業本部、

ｸﾘﾆｶﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ本部、MR事業推進

室担当 

株式会社ﾒﾃﾞｨｶﾛｲﾄﾞ、ｼｽﾒｯｸｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘ

ﾝｸﾞ株式会社、株式会社理研ｼﾞｪﾈｼｽ、

Sysmex Inostics GmbH 管掌担当 

兼 株式会社ﾒﾃﾞｨｶﾛｲﾄﾞ 代表取締役

副社長  

兼 株式会社理研ｼﾞｪﾈｼｽ 非常勤取

締役 

取締役 常務執行役員 

研究開発企画本部、中央研究所、技

術開発本部担当 

株式会社ﾒﾃﾞｨｶﾛｲﾄﾞ、ｼｽﾒｯｸｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘ

ﾝｸﾞ株式会社、株式会社理研ｼﾞｪﾈｼｽ

管掌担当 

兼 株式会社ﾒﾃﾞｨｶﾛｲﾄﾞ 代表取締役

副社長  

兼 株式会社理研ｼﾞｪﾈｼｽ 非常勤取

締役 

立花 健治 

取締役 専務執行役員 

事業戦略本部、HU事業推進本部、

ICH事業推進本部、第一ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

本部、第二ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ本部担当 

Sysmex Partec GmbH 

HYPHEN BioMed, SAS 

Sysmex Wuxi Co., Ltd.管掌担当 

取締役 常務執行役員 

経営企画室、事業戦略本部担当 

尾辺 和也 

取締役 常務執行役員 

日本・東ｱｼﾞｱ地域本部、東日本営業本

部、西日本営業本部、ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｻﾎﾟｰﾄ

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、 

Sysmex America, Inc. 

Sysmex Europe GmbH 

Sysmex Shanghai Ltd. 

Sysmex Asia Pacific Pte Ltd. 

Sysmex Korea Co., Ltd. 

Sysmex Taiwan Co., Ltd. 管掌担当 

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 

Sysmex Shanghai Ltd. 

Sysmex Asia Pacific Pte Ltd. 

Sysmex Korea Co., Ltd. 

Sysmex Taiwan Co., Ltd.管掌担当 

渡辺  充 

取締役 常務執行役員 

学術本部、ﾊﾞｲｵ診断薬技術ｾﾝﾀｰ担

当 

取締役 常務執行役員 

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 



 

氏名 新役職 現役職 

山本 純三 

常務執行役員 

生産統括本部、機器生産本部、SCM

本部担当 

ｼｽﾒｯｸｽ国際試薬株式会社、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 

松井 石根 

上席執行役員 

日本・東ｱｼﾞｱ地域本部、東日本営業

本部、西日本営業本部副担当 

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、 

Sysmex Korea Co., Ltd. 

Sysmex Taiwan Co., Ltd.管掌副担当 

兼 東京支社長 

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 

兼 東京支社長 

神田  博 

上席執行役員 

HU事業推進本部、ICH事業推進本部 

副担当 

HYPHEN BioMed, SAS 

Sysmex Wuxi Co., Ltd.管掌副担当 

兼 ICH事業推進本部長 

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 

浜口 行雄 

執行役員  

ｼｽﾒｯｸｽ国際試薬株式会社 社長 

（変更なし） 

執行役員  

ｼｽﾒｯｸｽ国際試薬株式会社 社長 

藤本 敬二 

執行役員 

品質保証･薬事本部担当 

 

執行役員 

品質保証･薬事本部、学術本部、ｶｽﾀ

ﾏｰｻﾎﾟｰﾄ本部担当 

大谷 育男 

執行役員 

第一ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ本部、第二ｴﾝｼﾞﾆｱﾘ

ﾝｸﾞ本部副担当 

執行役員  

人事総務本部長 

長尾 博司 

執行役員  

経営管理本部長      

（変更なし） 

執行役員  

経営管理本部長 

John 

Kershaw 

執行役員  

Chairman, Sysmex America, Inc. 

兼 事業戦略本部、HU事業推進本

部、ICH事業推進本部、第一ｴﾝｼﾞﾆｱﾘ

ﾝｸﾞ本部、第二ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ本部副担

当 

執行役員  

President and CEO, Sysmex 

America, Inc.  

Juergen 

Schulze 

執行役員  

President and CEO, Sysmex 

Europe GmbH  

（変更なし） 

執行役員 

President and CEO, Sysmex 

Europe GmbH  



 

氏名 新役職 現役職 

久保田 守 

執行役員  

LS事業本部長 

兼 President and CEO, Sysmex 

Inostics GmbH 

兼 President and CEO, Sysmex 

Inostics, Inc. 

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長 

兼 President and CEO, Sysmex 

Inostics GmbH 

兼 President and CEO, Sysmex 

Inostics, Inc. 

彭 作輝 
執行役員  

Sysmex Shanghai Ltd.総経理 

Sysmex Shanghai Ltd.総経理 

吉田 智一 

執行役員 

中央研究所長 

兼 MR事業推進室長 

兼 株式会社ﾒﾃﾞｨｶﾛｲﾄﾞ非常勤取締役 

中央研究所長 

兼 株式会社ﾒﾃﾞｨｶﾛｲﾄﾞ非常勤取締役 

飯塚 健介 

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、人事本部、総務本部、秘書室副担

当 

ｼｽﾒｯｸｽﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄ株式会社、ｼｽﾒｯ

ｸｽﾊｰﾓﾆｰ株式会社※管掌副担当 

経営企画室長 

※ｼｽﾒｯｸｽﾊｰﾓﾆｰ株式会社は 2017年 4月 3 日設立予定 

 

(5) 社員人事 

氏名 新役職 現役職 

川戸 真一 経営企画室長（本部長） Sysmex America, Inc. 出向（部長） 

岡田 紀子 

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ本部長 

兼ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ本部 IR･広報部

長 

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ本部 副本部長 

兼ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ本部 IR･広報部

長 

安倍 浩司 

人事本部長 

兼 ｼｽﾒｯｸｽﾊｰﾓﾆｰ株式会社※ 代表取

締役社長 

人事総務本部 副本部長 

兼 人事総務本部 人事部長 

藤本 達哉 総務本部長 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ本部長 

辻本 研二 技術戦略本部長 事業戦略本部長 

井上 二三夫 
知的財産本部長 

兼 知的財産本部 知的財産部長 

研究開発企画本部 副本部長 

兼 研究開発企画本部 知的財産部長 

吉田 隆志 ｸﾘﾆｶﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ本部長 
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

ｸﾞ本部長 



 

氏名 新役職 現役職 

金川 晃久 事業戦略本部長 海外事業推進本部長 

青田 健作 HU 事業推進本部長 

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 

高浜 洋一 第一ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ本部長 
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長 

長井 孝明 第二ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ本部長 
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 

久保田 文雄 
学術本部長 

兼 ﾊﾞｲｵ診断薬技術ｾﾝﾀｰ長（本部長） 
研究開発企画本部長 

松森 信宏 日本・東ｱｼﾞｱ地域本部長 国内事業推進本部長 

村上 隆雄 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｻﾎﾟｰﾄ本部長 ｶｽﾀﾏｰｻﾎﾟｰﾄ本部 CS ｾﾝﾀｰ長（部長） 

安福 成晃 
総務本部 副本部長 

兼 総務本部 法務部長 

人事総務本部 副本部長 

兼 人事総務本部 法務部長 

吉成 博美 技術開発本部 副本部長 技術開発本部 要素技術開発第三部長 

津呂 尚樹 
事業戦略本部 副本部長 

兼 事業戦略本部 ｿﾘｭｰｼｮﾝ推進部長 
ｿﾘｭｰｼｮﾝ推進本部 NS 推進部長 

住谷 耕平 ICH 事業推進本部 副本部長 

ICH ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 副本部長 

兼 ICH ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 事業統括室長（部

長） 

西垣 博 
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｻﾎﾟｰﾄ本部 副本部長 

兼 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｻﾎﾟｰﾄ本部 欧米部長 
経営管理本部 財務部長 

JAN 

SCHEEPMAK

ER 

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｻﾎﾟｰﾄ本部 副本部長（出向受

入） 
Sysmex Europe GmbH 

三好 太郎 監査室長（部長） 監査室 担当部長 

宮崎 愼一 秘書室 部長 人事総務本部 人事企画部長 



 

氏名 新役職 現役職 

畠田 隆 経営企画室 経営企画部長 秘書室 部長 

米倉 靖郎 経営企画室 情報ｿﾘｭｰｼｮﾝ部長 
ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ本部 情報ｿﾘｭｰｼｮ

ﾝ部長 

南 卓朗 経営管理本部 経営管理部長 経営企画室 課長 

松本 圭史 経営管理本部 財務部長 Sysmex America, Inc. 出向（課長） 

吉原 聖子 人事本部 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ人事企画部長 人事総務本部 人材開発部長 

藤田 忠弘 人事本部 人事部長 人事総務本部 施設管理部長 

棟尾 顕士 人事本部 人材開発部長 人事総務本部 人材開発部 研修課長 

西村 文勝 総務本部 総務部長 人事総務本部 総務部長 

浅海 和之 総務本部 施設管理部長 西日本営業本部 名古屋支店長（部長） 

氏本 知津 品質保証・薬事本部 信頼性保証部長 
品質保証・薬事本部 品質保証部 製造

品質統括ｸﾞﾙｰﾌﾟ 課長 

佐藤 利幸 技術戦略本部 R&D 戦略部長 研究開発企画本部 R&D 戦略部長 

大山 康浩 技術戦略本部 R&D 推進部長 研究開発企画本部 R&D 推進部長 

中平 増尚 技術戦略本部 技術情報部長 研究開発企画本部 技術情報部長 

関 信男 中央研究所 第二研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 部長 
中央研究所 第二研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 上席主任

研究員 

前川 泰範 技術開発本部 要素技術開発第三部長 
技術開発本部 要素技術開発第三部 

課長 



 

氏名 新役職 現役職 

赤井 保正 LS 事業本部 遺伝子検査事業部長 

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 

兼 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 

馬場 洋介 LS 事業本部 ﾗﾎﾞｱｯｾｲ事業部長 
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 事業企画部長 

井上 淳也 ｸﾘﾆｶﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ本部 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 商品開発部長 

菊川 紀弘 ｸﾘﾆｶﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ本部 部長 
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 課長 

山田 恒仁 事業戦略本部 事業戦略ｸﾞﾙｰﾌﾟ 部長 
研究開発企画本部 米州 R&D ｾﾝﾀｰ長

（課長） 

志波 篤子 事業戦略本部 事業戦略ｸﾞﾙｰﾌﾟ 部長 事業戦略本部 課長 

相井 寿成 事業戦略本部 ﾌﾟﾗｲﾏﾘｹｱ事業推進部長 HU ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 事業統括室長（部長） 

高谷 省悟 事業戦略本部 FCM推進部長 海外事業推進本部 海外事業企画課長 

柴田 洋一 事業戦略本部 R&I事業推進部長 R&I事業本部 事業推進部長 

中村 洋一 事業戦略本部 PLM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 部長 

稲垣 明 
HU 事業推進本部 ﾍﾏﾄﾛｼﾞｰ事業推進部

長 

ｼｽﾒｯｸｽ･ﾋﾞｵﾒﾘｭｰ株式会社 出向 取締

役副社長（部長） 

天野 千夏 HU 事業推進本部 UB 事業推進部長 
学術本部 学術推進部 学術ｻﾎﾟｰﾄ統括

課長 

福田 和也 ICH 事業推進本部 凝固事業推進部長 
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 事業企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ 部長 

DUNPHY 

CRAIG 

PETER 

ICH 事業推進本部 免疫･生化学事業推

進部長（出向受入） 

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 担当部長（出向受入） 



 

氏名 新役職 現役職 

山本 能人 
第一ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ本部 ﾀﾝﾊﾟｸ技術ｸﾞﾙｰ

ﾌﾟ 部長 

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 

内橋 欣也 
第一ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ本部 細胞技術ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

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 商品開発部長 

小国 振一郎 
第一ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ本部 細胞技術ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

部長 
経営企画室 部長 

池内 喜郎 
第一ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ本部 技術人材開発部

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 市場開発部長 

高岡 秀成 
第二ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ本部 ﾊｰﾄﾞｳｪｱ技術ｸﾞﾙ

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 部長 

仙頭 正康 
第二ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ本部 ﾊｰﾄﾞｳｪｱ技術ｸﾞﾙ

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 

朝田 祥一郎 
第二ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ本部 ｿﾌﾄｳｪｱ技術ｸﾞﾙ

ｰﾌﾟ 部長 

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 上席主任

技師 

山川 展良 
第二ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ本部 ICT 技術ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

部長 
ｿﾘｭｰｼｮﾝ推進本部 ｼｽﾃﾑ開発部長 

福寿 利勝 
第二ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ本部 技術人材開発部

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 部長 

近藤 民章 学術本部 臨床開発部長 
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 市場開発部長 

沼田 修一 学術本部 学術推進部長 
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 

岸 浩司 
ﾊﾞｲｵ診断薬技術ｾﾝﾀｰ ﾊﾞｲｵ原料開発

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 部長 

兼 ICH ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ ﾊﾞｲｵ原料ｾﾝﾀｰ長

（部長） 

松本 輝也 生産統括本部 診断薬生産統括部長 
研究開発企画本部 R&D 推進部 PMO

推進課長 

秋山 雅俊 生産統括本部 生産情報管理部長 生産統括本部 生産企画部長 



 

氏名 新役職 現役職 

西尾 博至 機器生産本部 第一製造部長 機器生産本部 資材部長 

荻野 眞一 機器生産本部 品質管理部長 品質保証・薬事本部 安全性情報部長 

中木 かおり 機器生産本部 生産管理部長 
機器生産本部 生産管理部 原価管理

課長 

谷 宗一 機器生産本部 資材部長 ｼｽﾒｯｸｽ RA 株式会社 出向（部長） 

山縣 朋仁 SCM 本部 調達部長 SCM 本部 調達部 担当部長 

山田 智生 SCM 本部 PSI 部長 SCM 本部 ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ部長 

本田 裕紀 SCM 本部 ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ部長 
SCM 本部 供給計画部長 

兼 SCM 本部 SCM 企画部長 

黒田 裕司 
日本･東ｱｼﾞｱ地域本部 日本･東ｱｼﾞｱﾏｰ

ｹﾃｨﾝｸﾞ部長 
国内事業推進本部 国内事業推進部長 

赤松 康輔 
日本･東ｱｼﾞｱ地域本部 日本･東ｱｼﾞｱ地

域管理部長 
国内事業推進本部 国内事業管理部長 

鹿田 輝明 
日本･東ｱｼﾞｱ地域本部 ﾅｼｮﾅﾙｱｶｳﾝﾄ部

長 
国内事業推進本部 ﾅｼｮﾅﾙｱｶｳﾝﾄ部長 

谷口 充 日本･東ｱｼﾞｱ地域本部 LS 営業部長 
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 市場開発ｸﾞﾙｰﾌﾟ 部長 

小山 敦人 日本･東ｱｼﾞｱ地域本部 R&I 営業部長 R&I事業本部 事業企画部長 

川原 北斗 西日本営業本部 名古屋支店長（部長） 事業戦略本部 部長 

吉川 一人 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｻﾎﾟｰﾄ本部 中国･AP 部長 海外事業推進本部 ｱｼﾞｱ事業推進部長 



 

氏名 新役職 現役職 

黒岩 正康 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｻﾎﾟｰﾄ本部 技術ｻｰﾋﾞｽ部長 ｶｽﾀﾏｰｻﾎﾟｰﾄ本部 技術ｻｰﾋﾞｽ部長 

神澤 崇 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｻﾎﾟｰﾄ本部 CS ｾﾝﾀｰ長（部長） ｶｽﾀﾏｰｻﾎﾟｰﾄ本部 CS ｾﾝﾀｰ 担当部長 

※ｼｽﾒｯｸｽﾊｰﾓﾆｰ株式会社は 2017年 4月 3 日設立予定 

 

(6) 社員人事（出向） 

氏名 新役職 旧役職 

今井 弘 
ｼｽﾒｯｸｽ TMC 株式会社 出向 代表取締

役社長（本部長） 
R&I事業本部長 

有方 富彦 
ｼｽﾒｯｸｽ RA 株式会社 出向 代表取締

役社長（本部長） 
機器生産本部 生産管理部長 

久保田 剛司 Sysmex America, Inc. 出向（本部長） Sysmex Europe GmbH 出向（部長） 

松尾 直彦 
HYPHEN BioMed, SAS 出向（副本部

長） 
HYPHEN BioMed, SAS 出向（部長） 

森川 隆 
ｼｽﾒｯｸｽ国際試薬株式会社 出向 管理

部長 （部長） 
学術本部 学術推進部長 

陳東 克彦 
ｼｽﾒｯｸｽﾒﾃﾞｨｶ株式会社 出向 代表取締

役社長（部長） 
機器生産本部 第一製造部長 

田村 悦之 株式会社ﾒﾃﾞｨｶﾛｲﾄﾞ 出向（部長） 株式会社ﾒﾃﾞｨｶﾛｲﾄﾞ 出向（課長） 

高地 泰浩 MEDICAROID, Inc. 出向（部長） MEDICAROID, Inc. 出向（課長） 

井上 博之 
ｼｽﾒｯｸｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ株式会社 出向 代

表取締役社長 （部長） 

ｼｽﾒｯｸｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ株式会社 出向（担

当部長） 

琵琶 正道 Sysmex Europe GmbH 出向（部長） 経営管理本部 経営管理部長 

河村 陽太 Sysmex Europe GmbH 出向（部長） Sysmex Europe GmbH 出向（課長） 

 

 


