2019 年 3 月 7 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 CEO：家次 恒 以下「シスメックス」）
は、2019 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、グループの生産性向上とビジネスプロセス変革の推進に向けた機能強化を行います。
1.

機構改革の内容
(1) グループの生産性向上のための機能強化
① 研究開発機能の再編および強化
 中央研究所を研究分野に合わせ、先端医療・応用診断・先端工学の 3 グループに再編
します。また技術開発本部をシステム技術研究所へ名称変更し、同じく技術分野毎に
システム・バイオデバイス・インフォマティクスの 3 グループに再編します。これら
2 つの研究所に加え、バイオ診断薬技術センターの本格稼働開始により、研究開発機
能の強化を図ります。
② 臨床開発機能の強化
 IVD ビジネスユニット、LS ビジネスユニット内に臨床開発部を設置することで、各事
業における臨床開発機能の強化を図り、製品・サービスの認可取得の早期化を目指し
ます。
③ 日本地域の機能再編
 国内各支店内に設置されている営業・サービス部門を統合し、管轄エリアごとに再編
することで、顧客対応機能の強化を図ります。それに伴い首都圏サービスセンターの
機能を東京支店へ移管します。
 グローバルサポート本部内に設置されている国内向けコールセンターを日本・東アジ
ア地域本部内へ移管し、営業部門との連携を図り、サービス体制の強化を目指します。
 Caresphere™などの ICT 製品の営業活動を推進する ICT 営業推進部を日本・東アジ
ア地域本部内に新設します。
 東西営業本部の免疫事業推進部を統合し、日本・東アジア地域本部内に免疫営業推進
部を設置します。
④ 生産機能の再編
 生産機能を機器と診断薬の目的別に再編するため、生産統括本部を診断薬生産本部へ
名称変更し、診断薬の生産・製造に関する機能を同本部内に、機器の生産・製造に関
する機能を機器生産本部に集約します。また、機器生産本部内に量産設計部を新設し、
設計および量産品の更なる品質向上を図ります。
(2) ビジネスプロセス変革推進のための機能強化
① デジタル化推進機能の強化
 グループのビジネスプロセス変革を推進するため、経営企画室内にデジタル企画部を
新設します。

組織体制（変更箇所は赤字）

(参考) 組織体制（変更前）

2.

人事異動の内容
(1) 役付執行役員の選任（昇任）
氏名
松井 石根
常務執行役員
神田
博
常務執行役員
浜口 行雄
上席執行役員
大谷 育男
上席執行役員
久保田 守
上席執行役員
(2) 執行役員の選任（新任）
氏名
Frank
執行役員
Buescher
小野
隆
執行役員
金川 晃久
執行役員

新役職

現役職
上席執行役員
上席執行役員
執行役員
執行役員
執行役員

新役職

(3) 執行役員の退任 （任期満了による退任）
氏名
新役職
尾辺 和也
取締役(※1)
渡辺
充
取締役(※2)

現役職
CEO, Sysmex Asia Pacific Pte Ltd.
SCM 本部長
事業戦略本部長

現役職
取締役 常務執行役員
取締役 常務執行役員

※1：退任後は当社連結子会社であるシスメックス CNA 株式会社の代表取締役社長に就任予定です。
※2：退任後は当社連結子会社であるシスメックス国際試薬株式会社の取締役会長に就任予定です。

(4) 執行役員の業務担当および担当職務
新役職
氏名
浅野
薫
取締役 専務執行役員 LSﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯ
ﾄ(※1) COO 兼 CTO
ｺｰﾎﾟﾚｰﾄR&D担当(※2)
兼 株式会社ﾒﾃﾞｨｶﾛｲﾄﾞ
代表取締役副社長

立花 健治

取締役 専務執行役員 IVDﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆ
ｯﾄ(※3) COO

山本 純三

取締役 常務執行役員
生産SCM担当(※4)

松井 石根

常務執行役員
国内事業、海外事業担当(※5)

神田

常務執行役員
IVDﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ IVD事業担当(※6)

博

現役職
取締役 専務執行役員 LSﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ
COO 兼 CTO
研究開発、ﾈｸｽﾄｺｱ事業担当
〔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、Oxford Gene
Technology IP Limited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 専務執行役員 IVDﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ
COO
事業戦略、ｺｱ事業担当
〔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
生産SCM担当
〔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
国内事業、海外事業副担当
〔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、Sysmex Korea Co., Ltd.、
Sysmex Taiwan Co., Ltd.管掌副担当〕
兼 東京支社長
上席執行役員
ｺｱ事業副担当
〔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〕

氏名
浜口 行雄

大谷 育男

新役職

現役職

上席執行役員
診断薬生産本部長
兼 ｼｽﾒｯｸｽ国際試薬株式会社 代表取
締役社長
上席執行役員
IVDﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 商品開発担当(※7)

執行役員
ｼｽﾒｯｸｽ国際試薬株式会社 代表取締役
社長

久保田 守

上席執行役員
LSﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ LS事業担当(※8)

飯塚 健介

執行役員
人事本部、総務本部副担当
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
兼 人事本部長

Frank
Buescher
小野 隆
金川 晃久

執行役員
CEO, Sysmex Asia Pacific Pte Ltd.
執行役員
SCM本部長
執行役員
IVDﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 事業戦略本部長

執行役員
ｺｱ事業副担当
〔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、技術人材開発部、開発推進部
副担当〕
執行役員
ﾈｸｽﾄｺｱ事業副担当
〔LS事業本部、ｸﾘﾆｶﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ本部、
LS事業企画部副担当
株式会社理研ｼﾞｪﾈｼｽ、Sysmex Inostics
GmbH、 Oxford Gene Technology IP
Limited管掌副担当〕
執行役員
ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｽﾀｯﾌ副担当
〔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〕
兼 経営管理本部長
CEO, Sysmex Asia Pacific Pte Ltd.
SCM本部長
事業戦略本部長

※1：LS 事業本部、ｸﾘﾆｶﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ本部、LS 事業企画部、LS 臨床開発部
※2：技術戦略本部、中央研究所、ｼｽﾃﾑ技術研究所、ﾊﾞｲｵ診断薬技術ｾﾝﾀｰ、知的財産本部、学術本部、MR 事業推進室
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、ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾅﾉｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社、Sysmex R&D Center Europe GmbH 管掌担当
※3：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、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、技術人材開発部、開発推進部
※4：診断薬生産本部、機器生産本部、SCM 本部
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
※5：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
ｼｽﾒｯｸｽ TMC 株式会社、ｼｽﾒｯｸｽ CNA 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
※6：事業戦略本部、HU 事業推進本部、ICH 事業推進本部
Sysmex Partec GmbH、HYPHEN BioMed, SAS、Sysmex Wuxi Co., Ltd.管掌担当
※7：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、技術人材開発部、開発推進部
※8：LS 事業本部、ｸﾘﾆｶﾙｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ本部、LS 事業企画部、LS 臨床開発部
株式会社理研ｼﾞｪﾈｼｽ、Sysmex Inostics GmbH、Oxford Gene Technology IP Limited 管掌担当

(5) 社員人事
氏名

新役職

現役職
ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ本部長
兼 秘書室長（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

岡田 紀子

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ本部長
兼 秘書室長（本部長）

新牧 智夫

経営管理本部長

経営管理本部 副本部長

藤本 達哉

総務本部長
兼 総務本部 総務部長

総務本部長

出町 隆史

品質保証・薬事本部長

吉成 博美

ｼｽﾃﾑ技術研究所長（本部長）
兼 人事本部 人事部
(ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾅﾉｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社
代表取締役社長）

品質保証・薬事本部長
兼 品質保証・薬事本部 信頼性保証部
長
技術開発本部 副本部長
兼 人事本部 人事部
(ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾅﾉｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社
代表取締役社長）

夜久 晃治

ﾊﾞｲｵ診断薬技術ｾﾝﾀｰ長（本部長）

ﾊﾞｲｵ診断薬技術ｾﾝﾀｰ付

井上 二三夫

知的財産本部長

知的財産本部長
兼 知的財産本部 知的財産部長

久保田 文雄

学術本部長

学術本部長
兼 ﾊﾞｲｵ診断薬技術ｾﾝﾀｰ長（本部長）

HU 事業推進本部長

生産統括本部長

人事本部 副本部長

人事本部 人事部
(Sysmex Asia Pacific Pte Ltd. 出 向
（部長）)

品質保証・薬事本部 副本部長
兼 品質保証・薬事本部 薬事部長

品質保証・薬事本部 薬事部長

ｼｽﾃﾑ技術研究所 副所長（副本部長）
兼 ｼｽﾃﾑ技術研究所 ｼｽﾃﾑ開発部長

技術開発本部 要素技術開発第一部長

LS 事業企画部 副本部長

LS 事業企画部 副本部長
兼 LS 事業企画部長

LS 事業本部 副本部長
兼 LS 事業本部 遺伝子検査事業部長

LS 事業本部 LS 営業部長

田中 庸介

前田 真吾

西海 均

田端 誠一郎

住谷 耕平

谷口 充

氏名
赤松 慎治郎

中村 洋一

川原 北斗

新役職
事業戦略本部 副本部長
兼 事業戦略本部 PLM 部長

現役職
人事本部 人事部
(Sysmex Partec GmbH 出向（部長）)

HU 事業推進本部 副本部長
兼 HU 事業推進本部 ﾍﾏﾄﾛｼﾞｰ事業推 事業戦略本部 PLM 部長
進部長
日本･東ｱｼﾞｱ地域本部 副本部長
兼 日本･東ｱｼﾞｱ地域本部 日本･東ｱｼﾞ 西日本営業本部 名古屋支店長（部長）
ｱﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部長

西尾 博至

機器生産本部 副本部長

機器生産本部 第一製造部長

吉川 一人

監査室長（部長）

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｻﾎﾟｰﾄ本部 中国･AP 部長

宮崎 愼一

秘書室 部長

秘書室 部長
兼 監査室長（部長）

内藤 貴道

経営企画室 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ企画部長

経営企画室 情報ｿﾘｭｰｼｮﾝ部長

米倉 靖郎

経営企画室 情報ｿﾘｭｰｼｮﾝ部長

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

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 IR･広報部
広報課長

林 譲治

杉山 知美

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ本部 CSR･環境推 技術戦略本部 R&D 推進部 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾃﾞ
進部長
ｻﾞｲﾝ課長
品質保証・薬事本部 信頼性保証部長

人事本部 人事部
（ｼｽﾒｯｸｽ国際試薬株式会社
出向（部長））

須藤 武彦

MR 事業推進室 部長

MR 事業推進室 課長

河島 康之

技術戦略本部 R&D 戦略部長

技術戦略本部 R&D 戦略部 課長

渡部 祐己

技術戦略本部
米州 R&D ｾﾝﾀｰ長（部長）

中央研究所 第一研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 部長

前川 泰範

技術戦略本部 R&D 推進部長

技術開発本部 要素技術開発第三部長

大城戸 良浩

氏名
関 信男

新役職

現役職

中央研究所 先端医療研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 部長 中央研究所 第二研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 部長

大橋 建也

中央研究所 応用診断研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 部長 技術開発本部 要素技術開発第二部長

佐藤 利幸

中央研究所 先端工学研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 部長 技術戦略本部 R&D 戦略部長

桐村 浩哉

ｼｽﾃﾑ技術研究所 ﾊﾞｲｵﾃﾞﾊﾞｲｽ部長

中央研究所 第一研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 部長

高地 泰浩

ｼｽﾃﾑ技術研究所 ｲﾝﾌｫﾏﾃｨｸｽ部長
兼 人事本部 人事部
（Medicaroid Inc.）

人事本部 人事部
（Medicaroid Inc. 出向（部長））

山口 哲司

ﾊﾞｲｵ診断薬技術ｾﾝﾀｰ
ﾊﾞｲｵ原料開発部長

ﾊﾞｲｵ診断薬技術ｾﾝﾀｰ
ﾌﾟﾘﾝｼﾊﾟﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰ

鈴木 健一郎

知的財産本部 知財企画部長

知的財産本部 知的財産部
知財企画課長

久留 真一

知的財産本部 知財出願部長

知的財産本部 知的財産部
知財出願課長

馬場 洋介

LS 事業企画部長

LS 事業本部 ﾗﾎﾞｱｯｾｲ事業部長

多田 幸代

LS 臨床開発部長

LS 事業本部 遺伝子検査事業部
ﾌﾟﾘﾝｼﾊﾟﾙｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸﾌﾟﾗﾝﾅｰ

濱村 将史

LS 事業本部 LS 市場開発部長

LS 事業本部 LS 営業部 課長

中島 浩司

事業戦略本部 事業戦略ｸﾞﾙｰﾌﾟ 部長

HU 事業推進本部 ﾍﾏﾄﾛｼﾞｰ事業推進部
課長

肴場 真也

ICH 事業推進本部 免疫･生化学事業推 ICH 事業推進本部 免疫･生化学事業推
進部長
進部 事業企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ 課長

森﨑 博実

第一ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ本部
IVD 臨床開発部長

木幡 紀男

第二ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ本部 ICT 技術ｸﾞﾙｰﾌﾟ 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
課長

学術本部 臨床開発部 課長

氏名

新役職

現役職

黒田 裕司

日本･東ｱｼﾞｱ地域本部 日本･東ｱｼﾞｱ地 日本･東ｱｼﾞｱ地域本部 日本･東ｱｼﾞｱﾏｰ
域管理部長
ｹﾃｨﾝｸﾞ部長

渡辺 高廣

日本･東ｱｼﾞｱ地域本部
ﾅｼｮﾅﾙｱｶｳﾝﾄ部長

西日本営業本部 大阪支店長（部長）

甲斐 直樹

日本･東ｱｼﾞｱ地域本部
ICT 営業推進部長

東日本営業本部 ﾄｰﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ課長

伊藤 賢一

日本･東ｱｼﾞｱ地域本部
免疫営業推進部長

東日本営業本部 免疫事業推進部長

小山 敦人

日本･東ｱｼﾞｱ地域本部
R&I 事業推進部長

日本･東ｱｼﾞｱ地域本部 R&I 営業部長

河野 千里

日本･東ｱｼﾞｱ地域本部
ｶｽﾀﾏｰｻﾎﾟｰﾄ部長

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｻﾎﾟｰﾄ本部 CS ｾﾝﾀｰ
CS 企画課長

白田 善久

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 首都圏中
部営業課長

赤松 康輔

西日本営業本部 名古屋支店長（部長）

日本･東ｱｼﾞｱ地域本部 日本･東ｱｼﾞｱ地
域管理部長

奥野 善博

西日本営業本部 大阪支店長（部長）

西日本営業本部 広島支店長（部長）

堀口 貴司

西日本営業本部 広島支店長（部長）

東日本営業本部 北関東支店長（部長）

河村 陽太

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｻﾎﾟｰﾄ本部 海外事業推進部長

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｻﾎﾟｰﾄ本部 欧米部長

松本 輝也

診断薬生産本部 生産統括部長

生産統括本部 診断薬生産統括部長

山中 將嘉

診断薬生産本部
第一生産技術開発部長

生産統括本部 診断薬生産技術部長

北嶋 幸子

診断薬生産本部
第二生産技術開発部長

ﾊﾞｲｵ診断薬技術ｾﾝﾀｰ
ﾊﾞｲｵ生産技術開発部長

秋山 雅俊

機器生産本部 生産情報管理部長

生産統括本部 生産情報管理部長

氏名

新役職

現役職

海老 龍一郎

機器生産本部 量産設計部長

SCM 本部 調達部 機器材料調達課長

高岡 秀成

機器生産本部 生産技術部長

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

上田 誠

機器生産本部 第一製造部長

生産統括本部 機器生産技術部長

高橋 恵美子

機器生産本部 生産管理部長

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ本部
CSR･環境推進部長

大山 康浩

SCM 本部 SCM 企画部長

技術戦略本部 R&D 推進部長

山田 智生

SCM 本部 SCM 管理部長

SCM 本部 PSI 部長

(6) 社員人事（出向）
氏名

新役職

旧役職

人事本部 人事部
（ｼｽﾒｯｸｽﾒﾃﾞｨｶ株式会社 出向
（副本部長））
人事本部 人事部
（HYPHEN BioMed, SAS 出向
（副本部長））
人事本部 人事部
（ｼｽﾒｯｸｽ国際試薬株式会社
出向（部長））

人事本部 人事部
（ｼｽﾒｯｸｽﾒﾃﾞｨｶ株式会社 出向
（部長））

鹿田 輝明

人事本部 人事部
（ｼｽﾒｯｸｽ TMC 株式会社 出向（部長）)

日本･東ｱｼﾞｱ地域本部
ﾅｼｮﾅﾙｱｶｳﾝﾄ部長

今村 智文

人事本部 人事部
（ｼｽﾒｯｸｽ CNA 株式会社 出向（部長））

東日本営業本部 首都圏ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ長
（部長）

岩壁 賢治

人事本部 人事部
（株式会社理研ｼﾞｪﾈｼｽ 出向（部長））
兼 LS 事業本部 ﾗﾎﾞｱｯｾｲ事業部長

人事本部 人事部
（株式会社理研ｼﾞｪﾈｼｽ 出向（部長））

洲巻 尚

人事本部 人事部
（Sysmex America,Inc. 出向（部長））

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｻﾎﾟｰﾄ本部 中国･AP 部 課長

鈴木 誓吾

人事本部 人事部
（Sysmex R&D Center Europe GmbH
出向（部長））

技術戦略本部 R&D 戦略部
ﾌﾟﾘﾝｼﾊﾟﾙｴｷｽﾊﾟｰﾄ

山内 康正

人事本部 人事部
（Sysmex Taiwan Co., Ltd.出向（部長））

人事本部 人事部
（Sysmex Taiwan Co., Ltd.出向（課長））

土田 倍由

人事本部 人事部
西日本営業本部 免疫事業推進部長
（Sysmex Korea Co., Ltd. 出向（部長））

陳東 克彦

福田 和也

堂本 英里

人事本部 人事部
（HYPHEN BioMed, SAS 出向（部長））
人事本部 人事部
（ｼｽﾒｯｸｽ国際試薬株式会社
出向（課長））

以上

