
 

2018 年 3 月 8 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、

2018 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、戦略実行を加速するための事業推進体制、および研究開発・生産機能の強化

を行います。 
 
1. 機構改革の内容 

(1) 事業推進体制の強化 
① LS 事業推進体制の強化 
 LS 事業の戦略立案から商品の市場導入まで、グローバルに統括する LS 事業企画

部を新設します。 
（LS：Life Science の頭文字） 

 販売・サービス機能を強化するために、LS 営業部を日本・東アジア地域本部から LS
事業本部に移管します。 

 
(2) 研究開発・生産機能の強化 

① バイオ診断薬の技術開発推進体制の強化 
 バイオ原材料の開発から量産に至るまでの一連の機能を強化するために、バイオ分析

技術部およびバイオ生産技術開発部をバイオ診断薬技術センター内に新設します。 
② 研究開発支援機能の強化 

· 開発部門における技術情報管理および設計業務を強化するために、開発推進部を新

設します。 
③ 生産機能の強化 

· 機器・診断薬の特性の違いに合わせた生産・製造技術を強化するために、機器生産

技術部および診断薬生産技術部を生産統括本部内に新設します。  



 

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 
John Kershaw 上席執行役員 執行役員 

 
(2) 執行役員の退任 

氏名 新役職 現役職 
長尾 博司 顧問 執行役員 

 
(3) 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 CFO 
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、ｼｽﾒｯｸｽﾊｰﾓﾆｰ 
管掌担当 

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、ｼｽﾒｯｸｽﾊｰﾓﾆｰ 
管掌担当 

浅野  薫 

取締役 専務執行役員 LSﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 
COO 兼 CTO 
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 
 
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 

立花 健治 

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 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 

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 

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 



 

氏名 新役職 現役職 

John 
Kershaw 

上席執行役員 
Chairman, Sysmex America,Inc. 
兼 IVDﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄCOO特命担当 

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 

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、技術人材開発部、開発推進

部副担当 

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 

Juergen 
Schulze 

執行役員  
Chairman, Sysmex Europe GmbH  

執行役員  
President and CEO, Sysmex 
Europe GmbH  

久保田 守 

執行役員  
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  
LS事業本部長 

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、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、ｼｽﾒｯｸｽﾊｰﾓﾆｰ管

掌副担当 
兼 経営管理本部長 

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、ｼｽﾒｯｸｽﾊｰﾓﾆｰ管

掌副担当 

兼 秘書室長 

 
※2018 年 4 月 1 日より CEO(Chief Executive Officer)に加えて、新たに COO(Chief 
Operating Officer)、CTO（Chief Technology Officer）、CFO(Chief Financial Officer)を
呼称として設定します。LS ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ COO はﾈｸｽﾄｺｱ事業を対象範囲とし、IVD ﾋﾞｼﾞﾈｽ

ﾕﾆｯﾄCOOはｺｱ事業、国内事業、海外事業、学術、ﾊﾞｲｵ診断薬技術を対象範囲とします。 
  



 

(4) 社員人事 
氏名 新役職 現役職 

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 
兼 秘書室長（本部長） 

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 

出町 隆史 品質保証・薬事本部長 品質保証・薬事本部 品質ｼｽﾃﾑ部長 

渡辺 薫 LS 事業本部長 東日本営業本部長 

松尾 直彦 
ICH 事業推進本部長 
兼 ICH 事業推進本部 凝固事業推進

部長 

HYPHEN BioMed, SAS 出向 
（副本部長） 

内橋 欣也 第一ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ本部長 
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 

渡邊 輝政 東日本営業本部長 東日本営業本部 東京支店長（部長） 

新牧 智夫 経営管理本部 副本部長 経営管理本部 経理部長 

住谷 耕平 
LS 事業企画部 副本部長 
兼 LS 事業企画部長 

ICH 事業推進本部 副本部長 

津呂 尚樹 事業戦略本部 副本部長 
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 

内藤 貴道 経営企画室 情報ｿﾘｭｰｼｮﾝ部長 
経営企画室 情報ｿﾘｭｰｼｮﾝ部  
情報企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ 課長 

和多 徹 経営管理本部 経理部長 経営管理本部 経理部 会計課長 

田島 功規 人事本部 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ人事企画部長 人事本部 人事部 人事課長 

黒岩 正康 品質保証・薬事本部 品質ｼｽﾃﾑ部長 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｻﾎﾟｰﾄ本部 技術ｻｰﾋﾞｽ部長 

中平 増尚 MR 事業推進室 部長 技術戦略本部 技術情報部長 



 

氏名 新役職 現役職 

渡部 祐己 中央研究所 第一研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 部長 技術開発本部 技術企画課長 

田端 誠一郎 技術開発本部 要素技術開発第一部長 
技術開発本部 要素技術開発第一部 

上席主任研究員 

大橋 建也 技術開発本部 要素技術開発第二部長 
技術開発本部 要素技術開発第二部 

上席主任研究員 

田野島 英司 LS 事業本部 遺伝子検査事業部長 技術開発本部 要素技術開発第一部長 

谷口 充 LS 事業本部 LS 営業部長 日本･東ｱｼﾞｱ地域本部 LS 営業部長 

峠 一平 事業戦略本部 ｿﾘｭｰｼｮﾝ推進部長 
希森美康医用電子(上海)有限公司 出向

（課長） 

小池 洋毅 
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 

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 課長 

米倉 靖郎 
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 

経営企画室 情報ｿﾘｭｰｼｮﾝ部長 

福寿 利勝 技術人材開発部長 
第二ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ本部  
技術人材開発部長 

池内 喜郎 開発推進部長 
第一ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ本部  
技術人材開発部長 

沼田 修一 学術本部 学術情報部長 学術本部 学術推進部長 

赤井 保正 学術本部 学術推進部長 LS 事業本部 遺伝子検査事業部長 

一口 毅 
ﾊﾞｲｵ診断薬技術ｾﾝﾀｰ  
ﾊﾞｲｵ分析技術部長 

技術開発本部 要素技術開発第二部長 

北嶋 幸子 
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 

ICH 事業推進本部 免疫･生化学事業推

進部 ﾌﾟﾘﾝｼﾊﾟﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰ 

秋山 寛 東日本営業本部 仙台支店長（部長） 
西日本営業本部 大阪支店  
神戸営業所長（課長） 



 

氏名 新役職 現役職 

筧 和久 東日本営業本部 東京支店長（部長） 西日本営業本部 福岡支店長（部長） 

服部 玄 西日本営業本部 福岡支店長（部長） 
西日本営業本部 広島支店  
岡山営業所長（課長） 

河村 陽太 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｻﾎﾟｰﾄ本部 欧米部長 
Sysmex Europe GmbH 出向 
（部長） 

今宮 尚秀 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｻﾎﾟｰﾄ本部 技術ｻｰﾋﾞｽ部長 
Sysmex Korea Co., Ltd. 出向 
（部長） 

上田 誠 生産統括本部 機器生産技術部長 生産統括本部 生産技術部長 

山中 將嘉 生産統括本部 診断薬生産技術部長 
生産統括本部 生産技術部 
診断薬製造技術課長 

友藤 善康 SCM 本部 ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ部長 
SCM 本部 ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ部  
ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ管理課長 

 
(5) 社員人事（出向） 

氏名 新役職 旧役職 

岩壁 賢治 (株)理研ｼﾞｪﾈｼｽ 出向（部長） (株)理研ｼﾞｪﾈｼｽ 出向（課長） 

福田 和也 HYPHEN BioMed, SAS 出向（部長） ICH 事業推進本部 凝固事業推進部長 

山田 陽三 
Sysmex Korea Co., Ltd. 出向 
（部長） 

ｼｽﾒｯｸｽ TMC(株) 出向（部長） 

 
 
 


