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シスメックス株式会社
証券コード 6869（東証 1 部）

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、2015 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、経営の高度化と戦略実行のスピード向上をねらいとするグループシナジー
を高める事業横断的な機能強化、ノンヘマトロジー※1 分野における事業推進強化を図る体制を
構築します。
1． 機構改革の内容
(1) 経営の高度化への対応
① グループ経営の高度化に対応する経営企画機能の強化
・

経営戦略、経営計画の立案に加え、事業や技術の高度化を伴った経営トップの意
思決定を俊敏にサポートするため、専任組織として経営企画室を設置します。

② 多様なステークホルダーに対するコーポレートコミュニケーション機能の強化
・

当社の価値や将来性を広く認知いただくブランド推進活動に加え、CSR・環境活動
を通じて、当社プレステージと経営全体の質向上を目指した双方向コミュニケーシ
ョンを推進するコーポレートコミュニケーション本部を新設します。

(2) 戦略実行のスピードの向上
① グループシナジーを高める事業横断的な機能強化
・

事業横断的な商品開発および生産に関する機能を集約し、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、FCM※2技術を用いた商品開発を推進し、各ビジ
ネスユニットにおける価値創造を支援するソリューション推進本部を新設します。

・

グループの規模拡大に伴い、機器、試薬製品の生産効率と供給責任の強化を図
るため、生産企画、生産技術に関する機能を集約し、生産統括本部を設置しま
す。

・

薬事申請プロセスを強化するため、技術開発本部の臨床開発部を品質保証本部
の薬事部門に移管・統合し、治験および臨床試験から薬事申請までの一貫プロセ
スを構築します。また、薬事機能を有する本部であることを明確にするため、本部
名称を品質保証・薬事本部に変更します。

・

分野横断的なクリニカルバリューの構築やバリデーションの強化に対応するため、
学術本部傘下の学術部、学術情報部の役割を再定義し、学術研究部、学術推進
部として再編します。

② 事業環境に適合した事業推進機能の強化
・

研究向けのフローサイトメトリー市場への参入などリサーチおよびインダストリー領
域での事業拡大を図るため、新事業推進本部およびFCM事業準備室を統合し、Ｒ
＆Ｉ事業本部を新設します。

・

診断薬におけるバイオ原料に関するグループ生産戦略の立案、開発、生産および生
産技術開発を担当するバイオ原料センターをICHビジネスユニット傘下に新設します。

・

子宮頸がん検査に関する商品開発機能を強化するために、商品開発部を発展的
に改組し、尿を担当する商品開発一部と子宮頸がんを担当する商品開発二部を
ＵＢプロダクトエンジニアリング本部に設置します。

・

生産量や品目数の拡大に伴い製造部を発展的に改組し、アイ スクエアを担当す
る第一製造部と、加古川工場を担当する第二製造部を機器生産本部に設置しま
す。

※１ 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 フローサイトメトリー（FCM）：微細な粒子を流体中に分散させ、その流体を細く流して、個々
の粒子を光学的に分析する手法のこと。主に細胞を個々に観察する
際に用いられる。

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 常務執行役員

取締役 上席執行役員

立花 健治

取締役 常務執行役員

取締役 上席執行役員

山本 純三

上席執行役員

執行役員

(2)執行役員の選任（新任）
氏名
Juergen Schulze

新役職
執行役員

(ユルゲン
シュルツェ)
久保田 守

執行役員

(3)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
中島 幸男
取締役 専務執行役員
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
経営企画本部、経営管理本部、人事
部、経営管理本部、人事総務本部、秘
総務本部、秘書室担当
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
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
担当
田村 幸嗣
取締役 常務執行役員
取締役 常務執行役員
LS ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ
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
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、
担当
新事業推進本部担当、
Sysmex Inostics GmbH 管掌担当
Sysmex Inostics GmbH 管掌担当
兼 LS ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ長
兼 LS ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ長
渡辺 充
取締役 常務執行役員
取締役 常務執行役員
HU ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ
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、
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
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
括室、FCM 事業準備室担当
兼 HU ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ長
Sysmex Partec GmbH 管掌担当
兼 HU ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ長

氏名
浅野 薫

立花 健治

石田 道明

合田

隆

山本 純三

松井 石根

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
取締役 常務執行役員
取締役 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
株式会社ﾒﾃﾞｨｶﾛｲﾄﾞ、ｼｽﾒｯｸｽｴﾝｼﾞﾆｱ
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
ﾘﾝｸﾞ株式会社、株式会社理研ｼﾞｪﾈｼｽ
管掌担当
管掌担当
兼 株式会社ﾒﾃﾞｨｶﾛｲﾄﾞ 代表取締役
兼 中央研究所長
副社長
兼 株式会社ﾒﾃﾞｨｶﾛｲﾄﾞ 代表取締役
兼 株式会社理研ｼﾞｪﾈｼｽ 非常勤取
副社長
締役
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
取締役 上席執行役員
事業戦略本部担当
事業戦略本部担当
兼 事業戦略本部長
兼 事業戦略本部長
上席執行役員
上席執行役員
ICH ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ
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
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
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、ﾊﾞｲｵ原料ｾﾝﾀｰ担当
業統括室担当
ｼｽﾒｯｸｽ国際試薬株式会社、
ｼｽﾒｯｸｽ国際試薬株式会社、HYPHEN
HYPHEN BioMed, SAS、希森美康生
BioMed, SAS、希森美康生物科技（無
物科技（無錫）有限公司管掌担当
錫）有限公司管掌担当
兼 ICH ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ長
兼 ICH ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ長
上席執行役員
上席執行役員
R&I 事業本部、ｿﾘｭｰｼｮﾝ推進本部担
国内事業推進本部、東日本営業本
当
部、西日本営業本部担当
Sysmex Partec GmbH 管掌担当
ｼｽﾒｯｸｽ TMC 株式会社、ｼｽﾒｯｸｽ CNA
兼 ｿﾘｭｰｼｮﾝ推進本部長
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
上席執行役員
執行役員
生産統括本部、機器生産本部、SCM
機器生産本部、SCM 本部担当
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
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
株式会社 管掌担当
兼 機器生産本部長
兼 機器生産本部長
執行役員
執行役員 海外事業推進本部長
国 内 事 業推 進本 部 、東日 本 営 業本
兼 海外事業推進本部 欧米事業推
部、西日本営業本部担当
進部長
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

氏名
藤本 敬二

Juergen
Schulze
(ユルゲン
シュルツェ)
久保田 守

(4)社員人事
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
執行役員
執行役員
品質保証・薬事本部、学術本部、ｶｽﾀ
品質保証本部、学術本部、ｶｽﾀﾏｰｻﾎﾟ
ﾏｰｻﾎﾟｰﾄ本部担当
ｰﾄ本部担当
兼 品質保証本部長
執行役員
President and CEO,
President and CEO,
Sysmex Europe GmbH
Sysmex Europe GmbH

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
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 ﾆｱﾘﾝｸﾞ本部長
ﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ本部長
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 事業企画部長

飯塚 健介

新役職
経営企画室長（本部長）

現役職
Sysmex Asia Pacific Pte Ltd. 出向（部長）

藤本 達哉

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ本部長

新事業推進本部長

品質保証・薬事本部長

品質保証本部 副本部長
兼 品質保証本部 薬事部長
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
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 FCM 事業準備室長（部長）

山根 弘
吉田 智一
小野 隆

青田 健作

今井 弘

田中 庸介

東

正秀

中央研究所長（本部長）
兼 中央研究所 第二研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ部長
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
HU ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ
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
UB 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
UB 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
R&I 事業本部長
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
生産統括本部長
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 商品開発
部長
ｶｽﾀﾏｰｻﾎﾟｰﾄ本部長
希森美康医用電子(上海)有限公司 出向
（本部長）

氏名
松森 信宏

新役職
国内事業推進本部長

現役職
経営企画本部長
兼 経営企画本部 CSR･環境推進部長
東日本営業本部長
兼 東日本営業本部 免疫事業推進部
長
西日本営業本部長
兼 西日本営業本部 免疫事業推進部
長
事業戦略本部 副本部長

渡辺 薫

東日本営業本部長

村上 元一

西日本営業本部長

金川 晃久

海外事業推進本部長

三浦 隆司

秘書室 理事
秘書室 参与
兼 公益法人 中谷医工計測技術振興 兼 公益法人 中谷医工計測技術振興
財団 事務局長
財団 事務局長
監査室長（副本部長）
監査室長（部長）

田井 恵美子
豊田 美鈴

秘書室長（副本部長）

岡田 紀子

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ本部 副本部長
経営企画本部 IR･広報部長
兼 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ本部 IR･広報
部長
事業戦略本部 副本部長
事業戦略本部 部長

辻本 研二
長井 孝明

樋口 裕

畠田 隆

ｿﾘｭｰｼｮﾝ推進本部 副本部長
兼 ｿﾘｭｰｼｮﾝ推進本部 FCM 推進部長

秘書室長（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 副本
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
海外事業推進本部 ｱｼﾞｱ事業推進部長

海外事業推進本部 副本部長
兼 海外事業推進本部 ｱｼﾞｱ事業推進
部長
秘書室 部長
秘書室 課長

琵琶 正道

経営企画室 部長

経営企画本部 経営企画部長

小国 振一郎

経営企画室 部長

人事総務本部 人事部 人事課長

高橋 恵美子

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
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
人事総務本部 人事企画部長

経営企画本部 情報ｿﾘｭｰｼｮﾝ部 情報ｻ
ﾎﾟｰﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ 課長
経営企画本部 情報ｿﾘｭｰｼｮﾝ部長

米倉 靖郎
宮崎 愼一

人事総務本部 人事企画部 課長

氏名

新役職
品質保証・薬事本部 薬事部長

現役職
品質保証本部 薬事部 薬事申請課長

荻野 眞一

品質保証・薬事本部 安全性情報部長

品質保証本部 安全性情報部長

轟木 康裕

品質保証・薬事本部 品質保証部長

品質保証本部 品質保証部長

出町 隆史

品質保証・薬事本部 品質ｼｽﾃﾑ部長

品質保証本部 品質ｼｽﾃﾑ部長

池内 喜郎

事業戦略本部 部長

技術開発本部 要素技術開発第一部長

西海 均

小山 敦人

研究開発企画本部 R&D 戦略部 ｲﾉﾍﾞｰ
ｼｮﾝ推進課長
HU ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ
東日本営業本部 免疫事業推進部 課
事業統括室長（部長）
長
HU ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ
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 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
開発第一部長
HU ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ
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 UB 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
部 第二ｸﾞﾙｰﾌﾟ 課長
ICH ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ
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 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
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）
ICH ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ
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 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
ｸﾞﾙｰﾌﾟ 課長
LS ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ
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 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
業企画部 課長
R&I 事業本部 事業企画部長
Sysmex India Pvt Ltd. 出向（部長）

柴田 洋一

R&I 事業本部 事業推進部長

津呂 尚樹

ｿﾘｭｰｼｮﾝ推進本部 NS 推進部長

山川 展良

ｿﾘｭｰｼｮﾝ推進本部 ｼｽﾃﾑ開発部長

秋山 雅俊

生産統括本部 生産企画部長

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
開発第二部長
SCM 本部 SCM 企画部長

陳東 克彦

生産統括本部 生産技術部長

機器生産本部 生産技術部長

田野島 英司
相井 寿成
内橋 欣也

井上 淳也

岸

浩司

高岡 秀成

馬場 洋介

技術開発本部 要素技術開発第一部長

新事業推進本部 ﾌﾟﾛｷｭｰﾌﾞ事業推進部
長
事業戦略本部 部長

氏名

新役職
機器生産本部 第一製造部長

現役職
機器生産本部 資材部長

片山 知恵

機器生産本部 第二製造部長

SCM 本部 ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ部長

西尾 博至

機器生産本部 資材部長

本田 裕紀

SCM 本部 供給計画部長
兼 SCM 本部 SCM 企画部長
SCM 本部 ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ部長

機器生産本部 生産技術部 ﾌﾟﾘﾝｼﾊﾟﾙｴ
ﾝｼﾞﾆｱ
SCM 本部 供給計画部長

泉

幸慶

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）

森川 隆

学術本部 学術研究部長

学術本部 学術部長

石井 剛

学術本部 学術推進部長

学術本部 学術情報部長

鹿田 輝明

国内事業推進本部 ﾅｼｮﾅﾙｱｶｳﾝﾄ部長

伊藤 賢一

東日本営業本部 免疫事業推進部長

土田 倍由

西日本営業本部 免疫事業推進部長

小島 哲二

海外事業推進本部 欧米事業推進部長

国内事業推進本部 ﾅｼｮﾅﾙｱｶｳﾝﾄ部 ﾅ
ｼｮﾅﾙｱｶｳﾝﾄ課長
国内事業推進本部 国内事業推進部
国内事業企画課長
西日本営業本部 広島支店 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ営
業課長
海外事業推進本部 部長

新役職
ｼｽﾒｯｸｽﾒﾃﾞｨｶ株式会社 出向（部長）

現役職
機器生産本部 製造部長

(5)社員人事（出向）
氏名
松岡 利晃
稲垣 明
松尾 直彦

西野 正規
楊

郁

前田 真吾

ｼｽﾒｯｸｽ･ﾋﾞｵﾒﾘｭｰ株式会社 出向（部長）

HU ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ
事業統括室長（部長）
HYPHEN BioMed, SAS 出向（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
Sysmex Inostics, Inc. 出向（部長)
経営企画本部 経営企画部 ﾌﾟﾘﾝｼﾊﾟﾙﾌﾟ
ﾗﾝﾅｰ
希森美康医用電子(上海)有限公司 出向 事業戦略本部 課長
（部長）
Sysmex Asia Pacific Pte Ltd. 出向（部長) 人事総務本部 人事企画部長

