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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、代表取締役会長兼社長：家次

恒）は、2014 年

4 月 1 日より以下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、ノンヘマトロジー※の重点分野である免疫検査分野における成長促進、お
よび海外事業の加速を目的とし、体制を強化します。
1． 機構改革の内容
(1) 免疫検査分野における事業推進体制の強化
①

新規検査項目の臨床価値を高めるための活動強化
・

当社の新規免疫項目の臨床価値を高めるためにKOL（Key Opinion Leader）との
共同研究等を国内外で積極的に推進する市場開発グループを設置します。

②

国内営業部門における推進体制の強化
・

免疫検査分野に特化して営業活動を行う免疫事業推進部を東日本営業本部と西
日本営業本部にそれぞれ設置します。

(2) 海外事業推進体制の強化
①

地域特性に対応する本社体制の充実
・

海外地域の特性に応じたよりきめ細かい事業の推進や管理を行うため、欧米事業
推進部とアジア事業推進部を設置します。

(3) その他組織の変更
①

国内事業推進体制の再編
・

国内のお客様へのより機動的かつ迅速なソリューション提案の実現を目的に、トー
タルソリューションの推進機能を東日本営業本部と西日本営業本部へ移管します。
これに伴い、国内事業推進本部のトータルソリューション部を廃止します。

・

ナショナルアカウントおよび広域流通への営業を強化するため、ナショナルアカウ
ント部を新設します。

・

国内事業推進のスピード化を図るため、マーケティング機能を担う国内事業推進
部へ国内広告宣伝機能を移管します。これに伴い、広告宣伝部を廃止します。

②

要素技術開発体制の再編
・

技術開発の推進スピードを高めるため、要素技術開発の担当部門を現在の2部か
ら3部に再編します。

※ 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、尿検査等のヘマトロジー
以外の検体検査分野
2．人事異動の内容
(1)執行役員の選任（新任）
氏名
John Kershaw 執行役員
（ジョン カーシ
ョー）

新役職

(2)執行役員の業務担当および担当職務の変更
氏名
浅野 薫

松井 石根
John Kershaw
（ジョン カーシ
ョー）

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
上席執行役員
上席執行役員
研究開発企画本部、中央研究所、技
研究開発企画本部、中央研究所、技
術開発本部担当
術開発本部担当
(株)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)ﾒﾃﾞｨｶﾛｲﾄﾞ管掌担当
(株)※管掌担当
兼 中央研究所長
兼 中央研究所長
兼 (株)ﾒﾃﾞｨｶﾛｲﾄﾞ 代表取締役副社
兼 (株)ﾒﾃﾞｨｶﾛｲﾄﾞ 代表取締役副社
長
長
執行役員 海外事業推進本部長
執行役員 海外事業推進本部長
兼 欧米事業推進部長
執行役員
Sysmex America, Inc.
Sysmex America, Inc.
President and CEO
President and CEO
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(3)社員人事
氏名
久保田 文雄
今井 弘

渡辺 薫

新役職
研究開発企画本部長
兼 研究開発企画本部 R&D 戦略部長
国内事業推進本部長
兼 国内事業推進本部 ﾅｼｮﾅﾙｱｶｳﾝﾄ
部長
東日本営業本部長
兼 東日本営業本部 免疫事業推進
部長

現役職
研究開発企画本部長
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
東日本営業本部長

氏名
村上 元一

出町 隆史
大山 康浩
池内 喜郎
一口 毅

新役職
西日本営業本部長
兼 西日本営業本部 免疫事業推進
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
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）
品質保証本部 品質ｼｽﾃﾑ部長
研究開発企画本部 R&D 推進部長
技術開発本部 要素技術開発第一部長
技術開発本部 要素技術開発第二部長

水野 義照
渡辺 玲子

技術開発本部 要素技術開発第三部長
技術開発本部 臨床開発部長

田谷 優次

陳東 克彦

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
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
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
市場開発ｸﾞﾙｰﾌﾟ 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
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 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
機器生産本部 生産技術部長

松岡 利晃
豊田 潤

機器生産本部 製造部長
SCM 本部 調達部長

井上 二三夫
住谷 耕平

中村 洋一

岸 浩司

谷口 充

山本 能人

赤井 保正

現役職
西日本営業本部長

研究開発企画本部 知的財産部長
Sysmex Europe GmbH 出向（副本部長）

研究開発企画本部 R&D 推進部長
品質保証本部 品質ｼｽﾃﾑ部 課長
技術開発本部 臨床開発部長
技術開発本部 要素技術開発第二部
原材料ｸﾞﾙｰﾌﾟ 課長
技術開発本部 要素技術開発第一部長
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
東日本営業本部 北関東支店長（部長）

国内事業推進本部 国内事業推進部
ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ 課長
ｼｽﾒｯｸｽ国際試薬(株)
第一生産部長 出向
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
事業統括室長（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

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
ｼｽﾒｯｸｽ RA(株) 出向（課長）
SCM 本部 調達部 機器調達課長

氏名
村上 隆雄

新役職
ｶｽﾀﾏｰｻﾎﾟｰﾄ本部 CS ｾﾝﾀｰ長（部長）

筧 和久

国内事業推進本部 国内事業推進部長

吉川 一人
加賀 俊行
今村 智文

国内事業推進本部 国内事業管理部長
東日本営業本部 仙台支店長（部長）
東日本営業本部 北関東支店長（部長）

渡辺 高廣
樋口 裕

西日本営業本部 大阪支店長（部長）
海外事業推進本部 ｱｼﾞｱ事業推進部長

現役職
西日本営業本部 福岡支店
鹿児島営業所長（課長）
東日本営業本部 東京支店
首都圏中部営業課長
国内事業推進本部 国内事業推進部長
国内事業推進本部 国内事業管理部長
ｶｽﾀﾏｰｻﾎﾟｰﾄ本部 技術ｻｰﾋﾞｽ部
企画・ｼｽﾃﾑｸﾞﾙｰﾌﾟ 課長
国内事業推進本部 広告宣伝部長
海外事業推進本部 部長

(4)社員人事（出向）
氏名
及川 知
平井 孝次郎
藤原 真一
山田 陽三
黒﨑 強
福森 和正
久保田 剛司
赤松 慎治郎
中野 貴之

新役職
ｼｽﾒｯｸｽ CNA(株)
常務取締役 出向（本部長)
ｼｽﾒｯｸｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）※
代表取締役社長 出向（参与）
ｼｽﾒｯｸｽ国際試薬(株)
第一生産部長 出向
ｼｽﾒｯｸｽ TMC(株)
代表取締役社長 出向（部長）
ｼｽﾒｯｸｽ RA(株) 出向（部長）
ｼｽﾒｯｸｽ CNA(株) 出向（部長)
Sysmex Europe GmbH 出向（部長）
Partec GmbH
President＆CEO 出向（部長）
公益財団法人 中谷医工計測技術振興
財団 出向（部長）

現役職
ｼｽﾒｯｸｽ TMC(株)
代表取締役社長 出向（本部長）
新事業推進本部（参与）
ｼｽﾒｯｸｽ国際試薬(株)
第一生産部 製造一課長 出向
西日本営業本部 大阪支店長（部長）
機器生産本部 生産技術部長
ｶｽﾀﾏｰｻﾎﾟｰﾄ本部 CS ｾﾝﾀｰ長（部長）
海外事業推進本部 部長
Partec GmbH 出向（課長）
ｼｽﾒｯｸｽ RA(株) 出向（部長）

※ｼｽﾒｯｸｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ株式会社は 2014 年 4 月 1 日設立予定

