
                                                                　　　　平成26年8月26日

組織変更・人事異動の件 　ご連絡

           株式会社ＬＳＩメディエンス

                                   Ⅱ.役員関係人事（平成26年10月1日付）

TEL 03-5577-0401

【  お問い合わせ先  】

                                   Ⅰ.組織変更（平成26年10月1日付）

                                   Ⅲ.人事異動（平成26年10月1日付）

株式会社ＬＳＩメディエンス

総務部　総務グループ　広報担当
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旧職 継続職

▽ （担当）営業本部 （（担当）　営業統括部門　）
代表取締役　常務執行役員
診断検査事業本部長

中村 文典
（なかむら　ふみのり）

▽
兼　CCO（Chief Compliance Officer)
（担当）内部統制推進・監査部

（（担当）総務部・人事部・内部統制推進部・メディエンス・イデアセンター）
代表取締役　常務執行役員
兼　㈱生命科学インスティテュート　常務執行役員　管理部長
兼　同社　コンプライアンス推進統括執行役員

遠藤 正志
（えんどう　ただし）

▽ 基盤強化部門長
（センター基盤強化部門長
兼　志村事業所長
（担当）アンチドーピングラボラトリー）

取締役　執行役員
上遠野 延行
（かどおの　のぶゆき）

▽ アドミ部門長 （（担当）経理部） 取締役　執行役員
藤森 直哉
（ふじもり　なおや）

株式会社ＬＳＩメディエンス

Ⅰ.組織変更（平成26年10月1日付）

1) 【メディカルソリューション本部の新設】

2) 【営業関連】

3) 【コーポレート関連】

　　①「経営企画部」に「KAITEKI推進室」、「海外企画部」および「研究開発部門」のコーポレートＲＤ機能を統合する。これに伴い「KAITEKI推進室」と「海外企画部」を廃止する。また
　　「研究開発部門」は、既存事業に直結した研究開発を適切な所管先に移管し、同時にＲＤ企画およびコーポレートＲＤ推進機能を「経営企画部」へ、また知財機能を「総務・法務・知財
　　部」（以下⑤で後述）へ移管することにより、発展的に解消する。

　　②「新規事業推進室」を「新規事業推進部」へ改称する。

　「検査センター」と「治験センター」を統合した「メディカルソリューション本部」を新設する。その下に新設の「業務運営統括部」、「臨床検査センター」、「分子病態解析センター」、
　「高度技術分析センター」を置く。

　　「営業統括部門」を「営業本部」に改称する。その下に新設の「臨床統括営業部」、「診断薬統括営業部」、「創薬統括営業部」を置く。

　　③「ＩＣＴ部門」を新設する。その下に「ＩＴ企画ビジネス推進室」と「ＩＴ業務運営部」を統合した「ＩＣＴ部」を置く。

氏名

Ⅱ.役員関係人事（平成26年10月1日付）

新職

　1) 取締役の異動

　　④「センター基盤強化部門」を「基盤強化部門」に改称し、その下に「品質保証部」、および「技術部」と「環境安全部」を統合した「技術・環境安全部」を置く。

　　⑤「アドミ部門」を新設する。その下に「総務・法務・知財部」（「研究開発部門」の知財機能を「総務部」へ移管し改称）、「人材開発部」（「人事部」と「メディエンス・イデアセ
　　　ンター」を統合し改称）、「経理部」、「購買・物流部」の４部を置く。

　　⑥監査室と内部統制推進部を統合し、「内部統制推進・監査部」 とする。
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旧職 継続職

▽ （兼　診断検査事業本部　診断薬事業部　生産物流センター長）
執行役員
診断検査事業本部　診断薬事業部長

秋本 雅治
（あきもと　まさはる）

▽ アドミ部門　購買・物流部長
（購買・物流部長
（担当）IT業務運営部）

執行役員
（担当）PATHFAST・診断薬海外営業部

大谷 健司
（おおたに　けんじ）

▽ メディカルソリューション本部長 （診断検査事業本部　臨床検査事業部長） 執行役員
上岡 千介
（かみおか　かずゆき）

▽ 営業本部長 （営業統括部門長） 執行役員
清水 良昭
（しみず　よしあき）

▽ (担当）　ＩＣＴ部門
（研究開発部門長
兼　同部門　エキスパートスタッフ室長
兼　同部門　成田研究部長）

執行役員
藤崎 誠
（ふじさき　まこと）

旧職 継続職

▽ 診断検査事業本部 事業企画管理部長 （営業統括部門 営業企画管理部 臨床検査グループリーダー）
伊藤 俊之
（いとう　としゆき）

▽ 診断検査事業本部 臨床検査事業部長 （診断検査事業本部 事業企画管理部長）
丹羽 敏彦
（にわ　としひこ）

▽ 診断検査事業本部 臨床検査事業部 ラボ運営・開発センター長
（診断検査事業本部 臨床検査事業部 ラボソリューションセンター長
兼　同センター ラボ開発部長）

永倉 康弘
（ながくら　やすひろ）

▽ 診断検査事業本部 臨床検査事業部 ラボ運営・開発センター 開発企画部長 （診断検査事業本部 臨床検査事業部 ラボソリューションセンター 企画部長）
東 義之
（ひがし　よしゆき）

▽ 診断検査事業本部 臨床検査事業部 ラボ運営・開発センター 運営管理部長 （診断検査事業本部 臨床検査事業部 ラボソリューションセンター 運営管理部）
柳沢 稔夫
（やなぎさわ　としお）

▽
診断検査事業本部 臨床検査事業部 ラボ運営・開発センター 東日本推進部
長

（診断検査事業本部 臨床検査事業部  ラボソリューションセンター 東日本推進
部長）

若林 隆
（わかばやし　たかし）

▽
診断検査事業本部 臨床検査事業部 ラボ運営・開発センター 西日本推進部
長

（診断検査事業本部 臨床検査事業部 ラボソリューションセンター 西日本推進部
第４グループリーダー　兼　同センター長付）

岸 久幸
（きし　ひさゆき）

▽ 診断検査事業本部 診断薬事業部 事業戦略部長 （診断検査事業本部 診断薬事業部 生産物流センター 製造部長）
山岸 俊哉
（やまぎし　としや）

▽ 診断検査事業本部 診断薬事業部 商品管理部長 （営業統括部門 診断薬第１営業部長）
鈴木 充
（すずき　みつる）

▽ 診断検査事業本部 診断薬事業部 生産物流センター長
（診断検査事業本部 診断薬事業部 生産物流センター　副センター長
兼　診断検査事業本部 診断薬事業部 商品開発部長）

曽我部 成一
（そがべ　しげかず）

▽ 診断検査事業本部 診断薬事業部 生産物流センター 製造部長
（診断検査事業本部 診断薬事業部 生産物流センター 製造部 試薬２グループ
リーダー）

小川 順一
（おがわ　じゅんいち）

▽ 診断検査事業本部 診断薬事業部 研究開発・学術部長 （診断検査事業本部 診断薬事業部　副事業部長）
川村 雅英
（かわむら　まさひで）

Ⅲ.人事異動（平成26年10月1日付）

　1) ライン部長級

新職 氏名

株式会社ＬＳＩメディエンス

新職 氏名

　2) 執行役員の異動
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旧職 継続職

▽ 創薬支援事業本部 事業企画管理部長
（人事部 人事グループリーダー
兼　(株)生命科学インスティテュート 管理部 総務・人事室）

茅野 明男
（ちの　あきお）

▽ 兼　創薬支援事業本部　先端事業推進部長 （兼　創薬支援事業本部　先端事業推進室長） 創薬支援事業本部　副本部長
井上 裕章
（いのうえ　ひろあき）

▽ 創薬支援事業本部 試験研究センター 分析代謝研究部長 （田辺三菱製薬（株）　研究本部　薬物動態研究所長）
高松 康雄
（たかまつ　やすお）

▽ 営業本部 営業企画管理部長 （営業統括部門 営業企画管理部長）
佐野 博
（さのひろし）

▽ 営業本部 営業推進部長 （営業統括部門 臨床第２営業部 関西エリアマネージャー）
國見 和宏
（くにみ　かずひろ）

▽
営業本部 臨床統括営業部長
兼　同部　臨床第１営業部長

（営業統括部門 営業推進部長
兼　同部 学術渉外グループリーダー）

田口 精孝
（たぐち　きよたか）

▽ 営業本部 臨床統括営業部 臨床第１営業部 北海道エリアマネージャー
（営業統括部門 臨床第２営業部 北海道エリアマネージャー
兼　同部門 診断薬第３営業部 北海道グループリーダー）

千葉 直人
（ちば　なおと）

▽ 営業本部 臨床統括営業部 臨床第１営業部 東北エリアマネージャー （営業統括部門 臨床第２営業部 東北エリアマネージャー）
千葉 直樹
（ちば　なおき）

▽ 営業本部 臨床統括営業部 臨床首都圏営業部長
（営業統括部門 臨床第１営業部長
兼　同部 営業推進グループリーダー）

森 正典
（もり　まさのり）

▽ 営業本部 臨床統括営業部 臨床首都圏営業部 首都圏第１エリアマネージャー
（営業統括部門 臨床第１営業部 首都圏第１エリアマネージャー
兼　同エリア 東京第１営業所長　）

服部 寿浩
（はっとり　としひろ）

▽ 営業本部 臨床統括営業部 臨床首都圏営業部 首都圏第２エリアマネージャー （営業統括部門 臨床第１営業部 首都圏第３エリアマネージャー）
藤井 明彦
（ふじい　あきひこ）

▽
メディエンスサービス（株） 　東京ＣＳ部長
兼　営業本部　臨床統括営業部　臨床首都圏営業部　首都圏第３エリアマネー
ジャー

（営業統括部門 臨床第１営業部 首都圏第１エリア 東京第４営業所長）
志村 明人
（しむら　あきひと）

▽
メディエンスサービス（株） 関東ＣＳ部長
兼　営業本部　臨床統括営業部　臨床首都圏営業部　首都圏第４エリアマネー
ジャー

（診断検査事業本部 臨床検査事業部 医療情報部 電子カルテグループリー
ダー　兼　同Ｇ　 医療システムチームリーダー　）

矢ヶ﨑 眞一
（やがさき　しんいち）

▽ 営業本部 臨床統括営業部 臨床第２営業部長 （営業統括部門 臨床第２営業部長）
庄司 勝
（しょうす　まさる）

▽ 営業本部 臨床統括営業部 臨床第２営業部 中部・北陸エリアマネージャー （営業統括部門 臨床第２営業部 中部・北陸エリアマネージャー）
山田 賢
（やまだ　まさる）

▽ 営業本部 臨床統括営業部 臨床第２営業部 関西エリアマネージャー （営業統括部門 臨床第２営業部 関西エリア 神戸営業所長）
西川 徹
（にしかわ　とおる）

▽ 営業本部 臨床統括営業部 臨床第２営業部 中四国エリアマネージャー （営業統括部門 臨床第１営業部 首都圏第２エリアマネージャー）
平松 重親
（ひらまつ　しげちか）

▽ 営業本部 臨床統括営業部 臨床第２営業部 九州エリアマネージャー
（営業統括部門 臨床第２営業部 九州エリアマネージャー
兼　同エリア 福岡営業所長）

大山 隆央
（おおやま　たかお）

▽ 営業本部 診断薬統括営業部長 （営業統括部門 診断薬第２営業部長）
山内 政司
（やまうち　まさし）

▽ 営業本部 診断薬統括営業部 診断薬第１営業部長 （営業統括部門 診断薬第１営業部 首都圏第１グループリーダー）
平原 治
（ひらはら　おさむ）

▽ 営業本部 診断薬統括営業部 診断薬第２営業部長 （営業統括部門 診断薬第１営業部 首都圏第２グループリーダー）
高田 克也
（たかだ　かつや）

▽ 営業本部 創薬統括営業部長 （経営戦略企画部門 経営企画部　）
増田 毅
（ますだ　たけし）

▽ 営業本部 創薬統括営業部 創薬第１営業部長 （営業統括部門 創薬第１営業部長）
大塚 辰雄
（おおつか　たつお）

▽ 営業本部 創薬統括営業部 創薬第２営業部長 （営業統括部門 創薬第２営業部長）
田丸 博秋
（たまる　ひろあき）

▽ 営業本部 創薬統括営業部 創薬第３営業部長 （営業統括部門 創薬第３営業部長）
大竹 史郎
（おおたけ　しろう）

▽ 営業本部 創薬統括営業部 化学品営業部長 （営業統括部門 化学品営業部長）
黒岩 宏美
（くろいわ　ひろみ）

新職 氏名

株式会社ＬＳＩメディエンス

4 / 5 



旧職 継続職

▽
メディカルソリューション本部 業務運営統括部長
兼　同統括部　企画部長

（経営戦略企画部門 KAITEKI推進室長）
清水 啓
（しみず　けい）

▽
メディカルソリューション本部 業務運営統括部　メディカルソリューション推進部
長

（診断検査事業本部 臨床検査事業部 検査開発部長
兼　同部 商品計画グループリーダー　）

山下 哲次
（やました　てつじ）

▽ メディカルソリューション本部 業務運営統括部　臨床管理部長 （診断検査事業本部 臨床検査事業部 検査センター 企画部長）
三柴 雅昭
（みしば　まさあき）

▽ メディカルソリューション本部 業務運営統括部　治験管理部長
（創薬支援事業本部 事業企画管理部長
兼　同部 事業調整グループリーダー　）

戸塚 史浩
（とつか　ふみひろ）

▽ メディカルソリューション本部 業務運営統括部　プロセスサポート部長
（診断検査事業本部 臨床検査事業部 検査センター 検査業務部長
兼　メディエンスサービス（株））

畑中 英之
（はたなか　ひでゆき）

▽ メディカルソリューション本部 臨床検査センター長 （診断検査事業本部 臨床検査事業部 検査センター 生化血液検査部長）
菅原 由人
（すがわら　なおと）

▽ メディカルソリューション本部 臨床検査センター 生化血液検査部長
（診断検査事業本部 臨床検査事業部 検査センター 生化血液検査部 ＲＩＡグ
ループリーダー　）

芹田 全功
（せりた　まさのり）

▽ メディカルソリューション本部 臨床検査センター 免疫血清検査部長
（診断検査事業本部 臨床検査事業部 検査センター 免疫血清検査部 免疫化
学グループリーダー　兼　同事業部 検査開発部 研究検査Ｇ

瀧 節子
（たき　せつこ）

▽ メディカルソリューション本部 臨床検査センター 感染症検査部長 （診断検査事業本部 臨床検査事業部 検査センター 感染症検査部長）
中嶋 治彦
（なかじま　はるひこ）

▽ メディカルソリューション本部 臨床検査センター 治験検査部長 （創薬支援事業本部 治験センター ＣＬＳ検査部長）
林 明男
（はやし　あきお）

▽ メディカルソリューション本部 分子病態解析センター長 （診断検査事業本部 臨床検査事業部 検査センター 遺伝子検査部長）
島津 光伸
（しまづ　みつのぶ）

▽ メディカルソリューション本部 分子病態解析センター 遺伝子解析部長 （研究開発部門 研究推進部 企画推進Ｇ）
村瀬 淳子
（むらせ　じゅんこ）

▽ メディカルソリューション本部 分子病態解析センター 病理細胞診解析部長
（診断検査事業本部 臨床検査事業部 ラボソリューションセンター 運営管理部
長）

宮下 主税
（みやした　ちから）

▽ メディカルソリューション本部 分子病態解析センター 遺伝子解析研究部長
（研究開発部門 成田研究部 臨床開発グループリーダー
兼　同部 抗体技術開発グループリーダー）

寺崎 浩司
（てらさき　ひろし）

▽ メディカルソリューション本部 高度技術分析センター長 （診断検査事業本部 臨床検査事業部 検査センター長）
鈴木 開
（すずき　ひらく）

▽ メディカルソリューション本部 高度技術分析センター 応用分析部長
（創薬支援事業本部 治験センター バイオアナリシス研究部 薬効評価グループ
リーダー　）

橋本 勉
（はしもと　つとむ）

▽ メディカルソリューション本部 高度技術分析センター 医薬品分析部長 （創薬支援事業本部 治験センター バイオアナリシス研究部長）
中井 惠子
（なかい　けいこ）

▽ メディカルソリューション本部 高度技術分析センター 特殊薬物分析部長 （診断検査事業本部 臨床検査事業部 検査センター 免疫血清検査部長）
斎藤 修二
（さいとう　しゅうじ）

▽ メディカルソリューション本部 高度技術分析センター 食品分析部長
（診断検査事業本部 臨床検査事業部 食の安全サポート部 微生物検査グルー
プリーダー　）

三原 英悟
（みはら　えいご）

▽
メディカルソリューション本部 高度技術分析センター アンチドーピングラボラト
リー長

（アンチドーピングラボラトリー長）
陰山 信二
（かげやま　しんじ）

▽ 経営戦略企画部門 新規事業推進部長 （経営戦略企画部門 新規事業推進室長）
明石 泰
（あかし　ゆたか）

▽ ＩＣＴ部門長 （株）メディカルシステム研究所　代表取締役社長
岩崎 隆
（いわさき　たかし）

▽ ＩＣＴ部門　ＩＣＴ部長 （ＩＴ業務運営部長）
冨田 偉久
（とみた　よりひさ）

▽ 基盤強化部門 品質保証部長 （センター基盤強化部門 品質保証部長）
玉木 英輔
（たまき　えいすけ）

▽ 基盤強化部門 技術・環境安全部長 （センター基盤強化部門 環境安全部長）
三木 崇嗣
（みき　たかつぐ）

▽ アドミ部門 総務・法務・知財部長 （総務部長）
兼　(株)生命科学インスティテュート 内部統制推進部長
兼　同社　管理部 総務・人事室長

楠 智
（くすのき　さとる）

▽ アドミ部門 人材開発部長 （人事部長） 兼　(株)生命科学インスティテュート 管理部 総務・人事室
川北 宏
（かわきた　ひろし）

▽ アドミ部門　経理部長 (経理部長） 兼　(株)生命科学インスティテュート 管理部 経理室
長山 佳範
（ながやま　よしのり）

▽ 内部統制推進・監査部長 （内部統制推進部長）
佐藤 浩二
（さとう　こうじ）

以上

新職 氏名
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