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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、2011 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、新興国、ノンヘマトロジー分野※1 などにおいて、グループの更なる成長

を促進するため、事業の企画推進体制およびものづくりの強化などを進めます。 

 

1．機構改革の内容   

(1) 事業の企画・推進体制の強化 

① 新興国戦略の企画・推進体制の強化 

・ 成長が期待される新興国に対する戦略立案およびアライアンスを推進するため、

事業企画グループおよびアライアンスグループを統合し、IVD事業戦略本部として

環境変化に応じた機動的な対応を強化します。 

② ライフサイエンス事業に関する推進体制の強化  

・ 既存製品の市場開発に加え、ラボアッセイビジネスを展開するため、アッセイ事業

グループを新設するとともに、既存製品、ラボアッセイなどを統括的に企画・推進

するため、事業企画グループを新設します。 

③ 新事業に関する開発・推進体制の強化 

・ M&Aなどによりグループの非連続な成長を実現するため、新たな事業の探索・

開発を推進する新事業推進本部を新設します。 

(2) ものづくりの強化 

① 開発ステージおよび分野に基づく研究開発体制の再編 

・ 研究部門、開発部門に分散していた実用化開発に関する機能を技術開発本部に

集約し、研究開発効率の向上を図ります。 

・ 商品開発をヘマトロジー、ノンヘマトロジー分野※1などの検査分野ごとに再編し、

商品開発第一本部および商品開発第二本部を新設します。これにより、機器と試薬

の一体的な商品開発を促進し、専門性・スピードの向上を図ります。 

② 中央研究所 研究グループの再編 

・ 研究グループを細胞分析、遺伝子分析などのテーマごとに再編し、それぞれの

最先端技術および臨床検査への応用について研究を推進します。 



③ 生産技術および生産機能の強化 

・ 生産技術の要素開発を強化し、新興国向け製品のスピーディな開発を推進するため、

生産統括本部に生産技術開発センターを新設します。 

・ 生産統括本部 第一生産技術部および第二生産技術部の役割を再編し、プロダクト

エンジニアリング部とプロセスエンジニアリング部に改称します。 

(3) コーポレート機能の強化 

・ 企業としての社会的責任をより積極的に果たしていくため、CSR・環境推進部とリスク

マネジメント部を統括するCSR本部を新設し、リスクマネジメントを包括したCSR活動

を推進します。 

・ 地域や事業分野の拡大に対応し、グループの品質保証を強化するため、薬事法

などの規制対応と市場における安全性情報の管理を統合し、品質保証本部に

薬事・安全性情報部を新設します。 

(4) その他 

・ 知的財産戦略と技術戦略の融合を推進するため、知的財産部を研究開発企画本部

へ移管します。これに伴い、知的財産本部を廃止します。 

・ グローバルでの BIS※2 導入完了に伴い、BIS 推進室を廃止します。 

 

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

分野以外の検体検査分野 

※2 BIS：Business Infrastructure Standardizationの略で、会計だけではなく生産やSCMなど

の基幹業務を当社グループ内で標準化することを意味しています。 

 

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 

林 正好 取締役 専務執行役員 取締役 常務執行役員 

 

(2）副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  

SCM本部、生産統括本部、 

機器生産本部副担当 

執行役員 生産統括本部長 

合田 隆 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 

執行役員  国内事業推進本部長 

兼 シスメックスTMC株式会社 代表

取締役社長 

 



(3)執行役員の選任（新任） 

氏名 新役職 現役職 

山本 純三 執行役員 機器生産本部長 機器生産本部長 

立花 健治 執行役員 IVD 事業戦略本部長 海外事業推進本部長 

松井 石根 執行役員 経営企画本部長 IVD 事業戦略本部長 

 兼 BIS 推進室長（本部長） 

 

(4)執行役員の退任（任期満了による退任） 

氏名 退任後の職務 現役職 

西野 卓嗣 顧問 執行役員 知的財産本部長 

鵜原 克夫 シスメックスTMC株式会社 代表取締役

社長 

執行役員 SCM本部長 

北川 正己 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 シスメックス国際試薬株式

会社 代表取締役社長 

 

(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 専務執行役員 

社長補佐 

CSR本部担当 

取締役 専務執行役員 

社長補佐 

CSR・環境推進室担当、BIS推進室担当

林 正好 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、 

カスタマーサポート本部担当 

シスメックスTMC、シスメックスCNA、

シスメックス・ビオメリュー管掌担当 

取締役 常務執行役員 

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、 

カスタマーサポート本部担当 

シスメックスTMC、シスメックスCNA、

シスメックス・ビオメリュー管掌担当 

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

兼 新事業推進本部長 

取締役 常務執行役員 

IVD事業戦略本部、ライフサイエンス

事業戦略室担当 

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、商品開発第一本部、

商品開発第二本部担当 

取締役 執行役員  

研究開発企画本部、知的財産本部、

中央研究所、診断システム開発本部、

診断薬開発本部担当 

ライフサイエンス事業戦略室副担当

浜口 行雄 執行役員 技術開発本部長 

兼 要素技術開発第二部長 

執行役員 診断薬開発本部長 

浅野 薫 執行役員 研究開発企画本部長 執行役員 中央研究所長 

 



(6)社員人事 

氏名 新役職 現役職 

藤本 達哉 CSR 本部長 経営企画本部 情報ソリューション部長

藤本 敬二 品質保証本部長 品質保証本部長 

兼 品質保証本部 品質システム部長

釜尾 幸俊 経営管理本部長 

兼 経営管理本部 財務部長 

経営管理本部長 

久保田 守 ライフサイエンス事業推進本部長 ライフサイエンス事業戦略室長（本部長）

倉田 寛一 中央研究所長（本部長） 

兼 先端医療振興財団 出向 

兼 中央研究所 

    遺伝子分析研究室長（部長） 

先端医療振興財団 出向（主幹） 

平井 孝次郎 商品開発第一本部長 診断システム開発本部長 

青田 健作 商品開発第二本部長 診断システム開発本部副本部長 

長尾 博司 SCM 本部長 経営企画本部長 

大谷 育男 生産統括本部長 研究開発企画本部長 

船越 國宏 学術本部長 学術本部長 

兼 学術本部  

セルアナリシスセンター長(部長) 

兼 学術本部 学術情報部長 

矢野 誠 カスタマーサポート本部長 東日本営業本部  

首都圏サービスセンター長（部長） 

柳谷 明良 国内事業推進本部長 

兼 国内事業推進本部 

    広告宣伝部長 

東日本営業本部 東京支店長（部長） 

東 正秀 海外事業推進本部長 Sysmex Europe GmbH 出向 

Chairman（本部長） 

寶田 馨 新事業推進本部（参与） IVD 事業戦略本部担当役員付（本部長）

ROLF VOGD IVD 事業戦略本部 副本部長 IVD 事業戦略本部 副本部長 

兼 IVD 事業戦略本部 

    アライアンスグループ 部長 

久保田 文雄 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 

研究開発企画本部 R&D 戦略部長 

高浜 洋一 商品開発第二本部 副本部長 診断薬開発本部  

診断薬開発グループ 部長 

上甲 修三 CSR 本部 CSR･環境推進部長 CSR･環境推進室長（部長） 

金森 敬博 CSR 本部 リスクマネジメント部長 海外事業推進本部 海外事業推進部長 

山根 弘 品質保証本部 薬事・安全性情報部長 品質保証本部 安全性情報部長 

水尾 浩之 品質保証本部 品質システム部長 品質保証本部 品質システム部 主席 

河野 泰弘 経営企画本部 経営企画部長 生産統括本部 生産企画部長 

松森 信宏 経営企画本部 情報ソリューション部長 経営管理本部 財務部長 

安倍 浩司 人事総務本部 人事部長 人事総務本部 人事部長 

兼 人事総務本部 人材開発部長 

西村 文勝 人事総務本部 人材開発部長 国内事業推進本部 国内事業管理部長 



 

氏名 新役職 現役職 

藤田 忠弘 人事総務本部 施設管理部長 人事総務本部 人事部 労務政策課長

金川 晃久 IVD 事業戦略本部 部長 

兼 新事業推進本部 

    事業探索・開発グループ 部長

IVD 事業戦略本部 

IVD 事業企画グループ 部長 

兼 IVD 事業戦略本部 

    アライアンスグループ 部長 

津呂 尚樹 IVD 事業戦略本部 部長 東日本営業本部  

トータルソリューション部 営業推進課長

DANIEL 

JEAN-CHRISTOPHE 

IVD 事業戦略本部 部長 IVD 事業戦略本部  

アライアンスグループ 部長 

笹川 清 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戦略室  

LS 市場開発グループ 部長 

渡辺 玲子 ライフサイエンス事業推進本部  

市場開発グループ 部長 

ライフサイエンス事業戦略室  

臨床開発グループ 部長 

山形 浩一 ライフサイエンス事業推進本部  

アッセイ事業グループ 部長 

中央研究所 BMA ラボラトリー 部長 

藤原 壮好 新事業推進本部  

新事業推進グループ 部長 

IVD 事業戦略本部  

新事業開発グループ 部長 

吉田 智一 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  

技術企画課長 

出町 隆史 研究開発企画本部 商品企画部長 研究開発企画本部  

商品企画グループ 部長 

中平 増尚 研究開発企画本部 技術情報部長 研究開発企画本部  

デザインセンター 部長 

井上 二三夫 研究開発企画本部 知的財産部長 知的財産本部 知的財産部長 

合田 圭吾 中央研究所 細胞分析研究室長（部長） 中央研究所 研究グループ 部長 

石原 英幹 中央研究所 （主幹） 

兼 タンパク分析研究室長（部長） 

中央研究所 （主幹） 

桐村 浩哉 中央研究所 生体分析研究室長（部長） 中央研究所 研究グループ 主席 

池内 喜郎 技術開発本部 臨床開発部長 診断薬開発本部  

診断薬開発グループ 部長 

長井 孝明 商品開発第一本部  

ヘマトロジー開発部長 

診断システム開発本部  

診断システム開発グループ 部長 

山川 展良 商品開発第一本部 システム開発部長 診断システム開発本部  

診断システム開発グループ 課長 

岸 浩司 商品開発第二本部 HIC 開発部長 診断薬開発本部  

診断薬開発グループ 部長 

田中 庸介 商品開発第二本部 UB 開発部長 診断システム開発本部  

診断システム開発グループ 部長 

山本 能人 商品開発第二本部 LS 開発部長 診断薬開発本部  

診断薬開発グループ 部長 

秋山 雅俊 SCM 本部 SCM 企画部長 BIS 推進室 部長 

合田 裕昭 生産統括本部 生産企画部長 研究開発企画本部 技術管理部長 
 



 

氏名 新役職 現役職 

泉 幸慶 生産統括本部  

生産技術開発センター長（部長） 

診断システム開発本部  

診断システム開発グループ 課長 

井上 博之 生産統括本部  

プロダクトエンジニアリング部長 

生産統括本部 第一生産技術部長 

西尾 博至 生産統括本部  

プロセスエンジニアリング部長 

生産統括本部 第一生産技術部  

一課長 

黒﨑 強 機器生産本部 製造技術部長 生産統括本部 第二生産技術部長 

森川 隆 学術本部 学術部長 研究開発企画本部 商品企画グループ

課長 

辻野 幸夫 学術本部 学術情報部長 中央研究所 実用化グループ 部長 

黒岩 正康 カスタマーサポート本部  

技術サービス部長 

東日本営業本部 首都圏サービス

センター カスタマーサポート一課長 

吉田 隆志 国内事業推進本部  

トータルソリューション部長 

カスタマーサポート本部  

技術サービス部長 

加賀 俊行 国内事業推進本部 国内事業管理

部長 

東日本営業本部 北関東支店 営業

課長 

今井 弘 東日本営業本部 東京支店長（部長) 西日本営業本部 名古屋支店長(部長) 

神澤 崇 東日本営業本部  

首都圏サービスセンター長（部長） 

SCM 本部 SCM 企画部長 

渡辺 薫 西日本営業本部 名古屋支店長（部長） ライフサイエンス事業戦略室  

LS 市場開発グループ 部長 

西垣 博 海外事業推進本部  

海外事業推進部長 

海外事業推進本部 海外事業推進部 

事業推進課長 

 

(７)社員人事（出向） 

氏名 新役職 現役職 

梅本 正智 シスメックス TMC(株)  

常務取締役 管理部長 出向（本部長） 

カスタマーサポート本部長 

彭 作輝 希森美康医用電子(上海)有限公司 

総経理 出向（本部長) 

希森美康医用電子(上海)有限公司  

総経理 出向（副本部長） 

石井 剛 シスメックス国際試薬(株) 

品質保証室長 出向（部長） 

品質保証本部 品質保証部 課長 

杉山 清治 シスメックス国際試薬(株)  

取締役 管理部長 出向（部長） 

シスメックス国際試薬(株)  

取締役 管理部長 出向（担当部長） 

杉山 透 シスメックス国際試薬(株) 

品質管理部長 出向（部長） 

学術本部 学術部長 

原 博通 シスメックス CNA(株) 出向（部長） 東日本営業本部 

トータルソリューション部長 

住谷 耕平 Sysmex Europe GmbH 出向（部長） 経営企画本部 経営企画部長 

飯塚 健介 Sysmex Asia Pacific Pte Ltd. 出向（部長） Sysmex Asia Pacific Pte Ltd. 出向（課長）

 
 以上 


