
 

 

 

2022 年 3 月 9 日 

シスメックス株式会社 

 

 

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）は、2022 年 4 月

1 日付で以下のとおり機構改革および人事異動を行うことをお知らせします。 

 
 

1. 機構改革の内容 

(1) 臨床戦略機能の強化 

「臨床戦略本部」に「臨床戦略第一部（ヘマトロジー、尿、ライフサイエンス）」「臨床戦

略第二部（凝固）」「臨床戦略第三部（免疫）」を新設し、専門分野毎の臨床評価・臨床性能

試験・保険適用に関する戦略立案および実行スピードの向上を図ります。 

 

(2) 新規事業育成機能の強化 

「ビジネスインキュベーション本部」における新規事業育成機能を強化します。特にデジ

タル医療および再生・細胞医療に関する戦略立案および企画推進に向け、関連機能との連

携を強化するとともに、「ビジネスインキュベーション室」へ名称を変更します。 

 

(3) 診断薬生産機能の強化 

シスメックス国際試薬株式会社の吸収合併に伴い、診断薬生産の戦略立案から、生産技術、

生産管理まで、診断薬生産に関連する機能を「診断薬生産本部」へ集約します。 

  



2. 人事異動の内容 

(1) 執行役員の選任（新任） 

氏名 新役職 現役職 

Andy Hay 

（アンディー・

ヘイ） 

執行役員 CEO, Sysmex America, Inc. 

 

 

(2) 執行役員の業務担当および担当職務 

氏名 新役職 現役職 

飯塚 健介 

上席執行役員 

コーポレートマネジメント副担当 

兼 経営企画室長（本部長） 

兼 経営管理本部長 

兼 秘書室長（本部長） 

上席執行役員 

コーポレートマネジメント副担当 

兼 経営企画室長（本部長） 

兼 秘書室長（本部長） 

渡辺 薫 

執行役員 

日本・東アジア地域統括 

 

執行役員 

日本・東アジア地域統括 

日本・東アジア地域本部長 

内橋 欣也 

執行役員 

診断薬生産本部長 

 

執行役員 

診断薬生産本部長 

兼 シスメックス国際試薬（株）代

表取締役社長 

Andy Hay 

（アンディー・

ヘイ） 

執行役員 

CEO, Sysmex America, Inc. 

CEO, Sysmex America, Inc. 

 

  



(3) 社員人事 

氏名 新役職 現役職 

前田 真吾 人事本部長 

兼 人事本部 グローバル人事企画部

長 

人事本部長 

吉田 隆志 ビジネスインキュベーション室長

（本部長） 

ビジネスインキュベーション本部長 

川原 北斗 日本･東アジア地域本部長 日本･東アジア地域本部 副本部長 

南 卓朗 経営管理本部 エグゼクティブプラ

ンナー 

兼 経営管理本部 財務部長 

人事本部 人事部 

（希森美康医用電子（上海）有限公司 

出向（部長）） 

住谷 耕平 LS 事業本部 副本部長 

兼 LS 事業本部 LS 事業推進部長 

LS 事業本部 副本部長 

西尾 博至 機器生産本部 副本部長 

兼 機器生産本部 製造部長 

機器生産本部 副本部長 

田島 功規 経営企画室 部長 人事本部  

グローバル人事企画部長 

松本 圭史 コーポレートコミュニケーション本

部  

IR･広報部長 

経営管理本部  

財務部長 

杉山 知美 コーポレートコミュニケーション本

部  

サステナビリティ推進部長 

コーポレートコミュニケーション本

部  

CSR･環境推進部長 

橘 修三 経営管理本部  

経理部長 

経営管理本部  

経理部 経理課長 

兼 人事本部 人事部 

（クリエイティブナノシステムズ

（株）） 

宮崎 愼一 人事本部  

人事部長 

人事本部 

人事部 プリンシパルプランナー 

齋藤 竜也 LS 事業本部  

ラボアッセイ事業部長 

LS 事業本部  

LS 事業推進部長 

菊川 紀弘 診断薬エンジニアリング本部  

タンパク技術グループ 部長 

ビジネスインキュベーション本部 

部長 

新納 隼人 臨床戦略本部  

臨床戦略第一部長 

臨床戦略本部 部長 

森﨑 博実 臨床戦略本部  

臨床戦略第二部長 

臨床戦略本部 部長 

星子 進 臨床戦略本部  

臨床戦略第三部長 

臨床戦略本部 シニアエンジニア 



氏名 新役職 現役職 

筧 和久 ビジネスインキュベーション室 部

長 

東日本営業本部  

東京支店長（部長） 

洲巻 尚 MR 事業本部 部長 人事本部 人事部 

（Sysmex America, Inc. 出向（部

長）） 

宮本 和典 日本･東アジア地域本部  

免疫営業推進部長 

日本･東アジア地域本部  

免疫営業推進部 課長 

山縣 尚 日本･東アジア地域本部  

R&I 営業推進部長 

日本･東アジア地域本部  

R&I 事業推進部 営業課長 

清藤 寿也 東日本営業本部  

仙台支店長（部長） 

東日本営業本部  

東京支店 東京第三営業所長（課長） 

秋山 寛 東日本営業本部  

東京支店長（部長） 

東日本営業本部  

仙台支店長（部長） 

山中 將嘉 診断薬生産本部  

生産統括部長 

診断薬生産本部  

第一生産技術開発部長 

山本 能人 診断薬生産本部  

第一生産技術開発部長 

診断薬生産本部  

第二生産技術開発部長 

森 悠丞 診断薬生産本部  

第二生産技術開発部長 

診断薬生産本部  

第一生産技術開発部 生産技術課長 

森川 隆 診断薬生産本部  

管理部長 

人事本部 人事部 

（シスメックス国際試薬（株） 出向

（部長）） 

藤原 真一 診断薬生産本部  

第一生産部長 

人事本部 人事部  

（シスメックス国際試薬（株） 出向

（部長）） 

堂本 英里 診断薬生産本部  

第二生産部長 

人事本部 人事部 

（シスメックス国際試薬（株） 出向

（部長）） 

 

  



(4) 社員人事（出向） 

氏名 新役職 現役職 

村上 隆雄 人事本部 人事部 

（シスメックス CNA（株） 代表取

締役社長 出向（本部長）） 

人事本部 人事部 

（シスメックス CNA（株） 出向

（本部長）） 

津呂 尚樹 人事本部 人事部 

（シスメックス CNA（株） 出向

（副本部長）） 

日本･東アジア地域本部 副本部長 

片山 知恵 人事本部 人事部 

（シスメックスビジネスサポート

（株） 代表取締役社長 出向（部長）） 

機器生産本部 製造部長 

琵琶 正道 人事本部 人事部 

（（株）メディカロイド 出向（部長）） 

人事本部 人事部 

（Sysmex Europe GmbH 出向（部

長）） 

大東 正幸 人事本部 人事部 

（（株）メディカロイド 出向（部長）） 

兼 MR 事業本部 部長 

MR 事業本部 課長 

兼 人事本部 人事部 

（（株）メディカロイド） 

岩壁 賢治 人事本部 人事部 

（（株）理研ジェネシス 代表取締役

社長 出向（部長）） 

人事本部 人事部 

（（株）理研ジェネシス 代表取締役

社長 出向（部長）） 

兼 LS事業本部 ラボアッセイ事業部

長 

志波 篤子 人事本部 人事部 

（Sysmex America, Inc. 出向（部

長）） 

人事本部 人事部 

（Sysmex America, Inc. 出向（プリ

ンシパルプランナー）） 

表具 佑樹 人事本部 人事部 

（Sysmex Europe GmbH 出向（部

長）） 

コーポレートコミュニケーション本

部 

IR･広報部 IR 課長 

 

 

以上 
 

 

プレスリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがございますので、

あらかじめご了承ください。 

 


