
 

 

 

2023 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、2023 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) 事業活動を通じた社会課題解決の推進 

- 「ES 戦略推進室」を新設し、環境配慮型製品・サービスの創出に加え、資源循環型

バリューチェーンの実現、ヘルスケアを含むさまざまな社会課題解決に貢献するグル

ープ全体の事業活動を統括・推進します。 

（ES：Eco Social（エコ・ソーシャル）の頭文字） 

 

(2) 次世代事業開発機能の強化 

- 「次世代医療事業開発室」を新設し、今後特に成長が見込まれる「デジタル医療」「再

生・細胞医療」の分野にフォーカスした戦略立案と推進、早期事業化に向けた活動を

推進します。 

 

(3) 研究開発機能の強化 

- 「テクノロジーイノベーション本部」を新設し、既存ビジネスにおける新たな付加価

値創出に加え、新規ビジネス実現に向けた技術開発機能を強化します。既設の「シス

テム技術研究所」「バイオ診断薬技術センター」「中央研究所・データサイエンス研究

グループ」を統合し、専門性の高いチームの連携強化に加え、柔軟なリソース配分の

実現により、技術開発スピードの向上を図ります。 

 

- 「研究開発支援センター」を新設し、研究開発部門に対する支援機能の強化、技術人

材の育成と適切な配置、組織横断的な各種施策の推進により、研究開発活動の生産性・

効率性の向上を図ります。 

 

(4) 臨床評価・臨床性能試験・学術研究の機能統合 

- 「臨床戦略本部」と「学術本部」を統合、「臨床戦略・学術本部」へ名称を変更し、各

国規制への対応および早期認可取得に向けた臨床評価・臨床性能試験の推進機能と学

術研究機能を一体的に運用します。 

 

  



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 

松井 石根 専務執行役員 常務執行役員 

小野 隆 常務執行役員 上席執行役員 

Frank
フランク

 Buescher
ブ ッ シ ャ ー

 上席執行役員 執行役員 

 

(2) 執行役員の選任（新任） 

氏名 新役職 現役職 

松尾 直彦 執行役員 ICH 事業本部長 

 

(3) 執行役員の退任 （任期満了による退任） 

氏名 新役職 現役職 

神田 博 取締役 取締役 常務執行役員 

 

  



(4) 執行役員の業務担当および担当職務 

氏名 新役職 現役職 

松井 石根 取締役 専務執行役員 

国内事業・海外事業・MR 事業担

当 

取締役 常務執行役員 

国内事業・海外事業担当 

吉田 智一 取締役 常務執行役員 CTO 

R&D 担当 

取締役 常務執行役員 

R&D・インキュベーション・ 

MR 事業副担当 

兼 MR 事業本部長 

兼 株式会社メディカロイド 非常

勤取締役 

小野 隆 常務執行役員 

ES 戦略・事業戦略担当 

上席執行役員 

生産・SCM 担当 

飯塚 健介 上席執行役員 

経営戦略担当 

兼 経営企画室長 

兼 秘書室長 

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 

兼 経営管理本部長 

兼 秘書室長 

Frank
フランク

 Buescher
ブ ッ シ ャ ー

 上席執行役員 

CEO, Sysmex Asia Pacific Pte 

Ltd. 

DX 戦略副担当 

執行役員 

CEO, Sysmex Asia Pacific Pte 

Ltd. 

DX 戦略副担当 

金川 晃久 執行役員 

機器生産・SCM 担当 

執行役員 

事業戦略本部長 

渡辺 玲子 執行役員 

臨床戦略・学術本部長 

執行役員 

臨床戦略本部長 

渡辺 薫 執行役員 

日本・東アジア地域統括 

MR 事業副担当 

執行役員 

日本・東アジア地域統括 

内橋 欣也 執行役員 

診断薬生産担当 

兼 診断薬生産本部長 

執行役員 

診断薬生産本部長 

松尾 直彦 執行役員 

事業戦略副担当 

兼 ICH 事業本部長 

ICH 事業本部長 

 

  



【参考】役員体制（2023 年 4 月 1 日時点） 

氏名 役職 

家次 恒 代表取締役会長 グループ CEO 

浅野 薫 代表取締役社長 

立花 健治 取締役 専務執行役員 

松井 石根 取締役 専務執行役員 

吉田 智一 取締役 常務執行役員 CTO 

神田 博 取締役 

髙橋 政代 社外取締役 

太田 和男 社外取締役 

福本 秀和 社外取締役 

新牧 智夫 取締役（監査等委員） 

橋本 和正 社外取締役（監査等委員） 

岩佐 道秀 社外取締役（監査等委員） 

小野 隆 常務執行役員 

久保田 守 上席執行役員 

飯塚 健介 上席執行役員 

Frank
フランク

 Buescher
ブ ッ シ ャ ー

 上席執行役員 

彭 作輝 執行役員 

金川 晃久 執行役員 

Alain
ア ラ ン

 Baverel
バ ベ レ ル

 執行役員 

渡辺 玲子 執行役員 

渡辺 薫 執行役員 

長井 孝明 執行役員 

内橋 欣也 執行役員 

Andy
アンディー

 Hay
ヘ イ

 執行役員 

松尾 直彦 執行役員 

 

  



(5) 社員人事 

氏名 新役職 現役職 

岡田 紀子 内部統制室長（本部長） コーポレートコミュニケーション

本部長 

畠田 隆 コーポレートコミュニケーション

本部長 

経営企画室 部長 

南 卓朗 経営管理本部長 

兼 経営管理本部 財務部長 

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 

兼 経営管理本部 経営管理部長 

辻本 研二 次世代医療事業開発室長（本部

長） 

兼 人事本部 人事部 

（AlliedCel（株） 代表取締役副

社長） 

技術戦略本部長 

兼 人事本部 人事部 

（AlliedCel（株） 代表取締役副

社長） 

赤井 保正 品質保証･薬事本部長 学術本部 学術研究部長 

川戸 真一 DX 戦略推進本部長 

兼 DX 戦略推進本部 グローバル

IT 統括部長 

DX 戦略推進本部長 

大山 康浩 ES 戦略推進室長（本部長） SCM 本部 SCM 戦略部長 

志波 篤子 事業戦略本部長 人事本部 人事部 

（SYSMEX AMERICA, INC. 出向

（部長）） 

岩永 茂樹 技術戦略本部長 

兼 技術戦略本部 R&D 戦略部長 

中央研究所 先端工学研究グルー

プ 部長 

久保田 文雄 研究開発支援センター長（本部

長） 

学術本部長 

佐藤 利幸 中央研究所長（本部長） 

兼 中央研究所 先端工学研究グル

ープ 部長 

中央研究所長（本部長） 

福田 和也 テクノロジーイノベーション本部

長 

人事本部 人事部 

（HYPHEN BIOMED SAS 

Chairman 出向（副本部長））  

鈴木 健一郎 知的財産本部長 知的財産本部 知財企画部長 

村上 元一 MR 事業本部長 

兼 人事本部 人事部 

（（株）メディカロイド） 

西日本営業本部長 

服部 玄 西日本営業本部長 西日本営業本部 福岡支店長（部

長） 

井上 二三夫 知的財産本部 理事 知的財産本部 理事･本部長 

鶴野 親是 コーポレートコミュニケーション

本部 IR 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 



氏名 新役職 現役職 

林 譲治 コーポレートコミュニケーション

本部 広報部長 

コーポレートコミュニケーション

本部 IR･広報部 プリンシパルプ

ランナー 

Zaytsev
ザ イ ツ ェ フ

 Dmitry
ディミトリ―

 経営管理本部 経営管理部長 経営管理本部 経営管理部 担当部

長 

松本 輝也 総務･法務本部 施設管理部長 SCM 本部 SCM 管理部長 

河島 康之 次世代医療事業開発室 部長 技術戦略本部 R&D 戦略部長 

轟木 康裕 品質保証･薬事本部 品質保証グル

ープ 部長 

品質保証･薬事本部 品質保証部長 

上田 好朗 品質保証･薬事本部 品質保証グル

ープ 部長 

品質保証･薬事本部 信頼性保証部

長 

進藤 直樹 DX 戦略推進本部 Caresphere イ

ノベーション部長 

DX 戦略推進本部 Caresphere イ

ノベーション部 課長 

羽田野 貴朗 ES 戦略推進室 部長 HUP 事業本部 ヘマトロジー事業

推進部長 

今宮 尚秀 事業戦略本部 PLM 部長 事業戦略本部 PLM･事業管理部

長 

中島 浩司 事業戦略本部 事業管理部長 事業戦略本部 PLM･事業管理部 

プリンシパルプランナー 

高谷 省悟 HUP 事業本部 ヘマトロジー事業

推進部長 

HUP 事業本部 FCM 推進部長 

天野 千夏 HUP 事業本部 尿事業推進部長 HUP 事業本部 UB 事業推進部長 

澤 賢一 LS 事業本部 LS 事業推進部長 LS 事業本部 LS 事業推進部 課長 

住谷 耕平 LS 事業本部 ラボアッセイ事業部

長 

LS 事業本部 副本部長 

兼 LS 事業本部 LS 事業推進部長 

杉山 知美 研究開発支援センター 技術開発

推進部長 

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 

松本 圭史 研究開発支援センター 技術人材

開発部長 

コーポレートコミュニケーション

本部 IR･広報部長 

一口 毅 テクノロジーイノベーション本部 

バイオ診断薬技術センター 部長 

バイオ診断薬技術センター バイ

オ分析技術部長 

加藤 昌彦 テクノロジーイノベーション本部 

バイオ診断薬技術センター 部長 

バイオ診断薬技術センター バイ

オ原料開発部長 

福永 淳 テクノロジーイノベーション本部 

バイオ診断薬技術センター 部長 

バイオ診断薬技術センター バイ

オ要素技術開発部長 

井上 淳也 テクノロジーイノベーション本部 

システム技術開発センター 部長 

システム技術研究所 バイオデバ

イス部長 

兼 人事本部 人事部 

（クリエイティブナノシステムズ

（株） 代表取締役社長） 

山田 和宏 テクノロジーイノベーション本部 

システム技術開発センター 部長 

システム技術研究所 システム開

発部長 



氏名 新役職 現役職 

高地 泰浩 テクノロジーイノベーション本部 

データサイエンスセンター 部長 

システム技術研究所 インフォマ

ティクス部長 

高畑 隆之 テクノロジーイノベーション本部 

データサイエンスセンター 部長 

中央研究所 データサイエンス研

究グループ 部長 

仙頭 正康 システムエンジニアリング本部 

細胞技術グループ 部長 

兼 システムエンジニアリング本

部 タンパク技術グループ 部長 

システムエンジニアリング本部 

ハードウェア技術グループ 部長 

小池 洋毅 システムエンジニアリング本部 

細胞技術グループ 部長 

システムエンジニアリング本部 

ハードウェア技術グループ 部長 

正見 圭一郎 システムエンジニアリング本部 

遺伝子技術グループ 部長 

システムエンジニアリング本部 

ハードウェア技術グループ 課長 

朝田 祥一郎 システムエンジニアリング本部 

遺伝子技術グループ 部長 

兼 人事本部 人事部 

（シスメックスピロート（株） 

取締役副社長） 

システムエンジニアリング本部 

ソフトウェア技術グループ 部長 

兼 人事本部 人事部 

（シスメックスピロート（株） 

取締役副社長） 

芝田 正治 システムエンジニアリング本部 

ICT/システム技術グループ 部長 

システムエンジニアリング本部 

ハードウェア技術グループ 課長 

立谷 洋大 システムエンジニアリング本部 

ICT/システム技術グループ 部長 

システムエンジニアリング本部 

ソフトウェア技術グループ 部長 

新納 隼人 臨床戦略･学術本部 臨床戦略第一

部長 

臨床戦略本部 臨床戦略第一部長 

森﨑 博実 臨床戦略･学術本部 臨床戦略第二

部長 

臨床戦略本部 臨床戦略第二部長 

星子 進 臨床戦略･学術本部 臨床戦略第三

部長 

臨床戦略本部 臨床戦略第三部長 

沼田 修一 臨床戦略･学術本部 学術部長 学術本部 学術情報部長 

高瀬 大介 知的財産本部 知財企画部長 知的財産本部 知財企画部 知財渉

外課長 

吉本 倫子 グローバルマネジメント本部 ア

プリケーションサポート部長 

学術本部 学術情報部 アプリケー

ションサポートグループ 課長 

洲巻 尚 MR 事業本部 部長 

兼 人事本部 人事部  

（（株）メディカロイド）  

MR 事業本部 部長 

古城 玄 西日本営業本部 福岡支店長（部

長） 

西日本営業本部 大阪支店 大阪第

一営業所長（課長） 

山縣 朋仁 SCM 本部 調達情報センター長

（部長） 

SCM 本部 診断薬調達部 プリン

シパルエンジニア 

豊田 潤 SCM 本部 機器調達部長 総務･法務本部 施設管理部長 

池田 美幸 SCM 本部 供給企画部長 SCM 本部 ロジスティクス部 ロ

ジスティクスオペレーショングル

ープ 課長 



氏名 新役職 現役職 

小林 新 機器生産本部 生産管理部長 機器生産本部 生産推進部 機器

PSI 課長 

上田 誠 機器生産本部 品質管理部長 人事本部 人事部 

（シスメックス RA（株） 出向

（部長）） 

谷 宗一 機器生産本部 デジタル推進部長 SCM 本部 機器調達部長 

海老 龍一郎 機器生産本部 量産設計部長 機器生産本部 第一生産技術部長 

高岡 秀成 機器生産本部 生産技術部長 機器生産本部 第二生産技術部長 

堂本 英里 診断薬生産本部 第一生産部長 診断薬生産本部 第二生産部長 

藤原 真一 診断薬生産本部 第二生産部長 診断薬生産本部 第一生産部長 

 

  



(6) 社員人事（出向） 

氏名 新役職 現役職 

吉田 隆志 人事本部 人事部 

（クリエイティブナノシステムズ

（株） 代表取締役社長 出向（本

部長））  

ビジネスインキュベーション室長

（本部長） 

陳東 克彦 人事本部 人事部 

（シスメックスエンジニアリング

（株） 代表取締役社長 出向（副

本部長））  

人事本部 人事部 

（シスメックスメディカ（株） 代

表取締役社長 出向（副本部長）） 

高橋 恵美子 人事本部 人事部 

（シスメックスメディカ（株） 代

表取締役社長 出向（部長））  

人事本部 人事部 

（シスメックスメディカ（株） 出

向（部長））  

尾黒 昌彦 人事本部 人事部 

（シスメックス RA（株） 代表取

締役社長 出向（部長））  

機器生産本部 第一生産技術部 機

構設計課長 

琵琶 正道 人事本部 人事部 

（（株）メディカロイド 取締役副

社長 出向（部長）） 

兼 MR 事業本部 部長  

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 

田村 悦之 人事本部 人事部 

（Medicaroid Inc. President 出向

（部長））  

人事本部 人事部 

（（株）メディカロイド 出向（部

長））  

岡田 正規 人事本部 人事部 

（ディピューラメディカルソリュ

ーションズ（株） 代表取締役社長 

出向（部長）） 

兼 次世代医療事業開発室 部長 

人事本部 人事部 

（ディピューラメディカルソリュ

ーションズ（株） 代表取締役社長 

出向（部長））  

小林 克史 人事本部 人事部 

（HYPHEN BIOMED SAS 出向

（部長））  

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 

齋藤 竜也 人事本部 人事部 

（SYSMEX INOSTICS GMBH 出

向（部長）） 

LS 事業本部 ラボアッセイ事業部

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。 

 


