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旧職 継続職

▽ 臨床検査事業本部 事業企画管理部長
（診断検査事業本部 事業企画管理部長
兼　同本部 臨床検査事業部長）

内野　健一
（うちの　けんいち）

▽
臨床検査事業本部 ラボ運営・開発センター長
兼　同センター 東日本推進部長

（診断検査事業本部 臨床検査事業部 ラボ運営・開発センター長）
伊藤　俊之
（いとう　としゆき）

▽ 臨床検査事業本部 ラボ運営・開発センター 首都圏推進部長
（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）

若林　隆
（わかばやし　たかし）

▽ 臨床検査事業本部 営業推進部長 （営業本部 営業推進部長）
國見　和宏
（くにみ　かずひろ）

▽ 臨床検査事業本部 第１統括営業部長 （営業本部 臨床統括営業部 臨床首都圏営業部長）
森　正典
（もり　まさのり）

▽ 臨床検査事業本部 第１統括営業部 北海道・東北営業部長
（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）

千葉　直樹
（ちば　なおき）

▽ 臨床検査事業本部 第１統括営業部 首都圏第１営業部長
（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
東京第１営業所長）

伊藤　洋之
（いとう　ひろゆき）

▽ 臨床検査事業本部 第１統括営業部 首都圏第２営業部長
（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）

藤井　明彦
（ふじい　あきひこ）

▽ 臨床検査事業本部 第１統括営業部 首都圏第３営業部長
（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）

服部　寿浩
（はっとり　としひろ）

▽ 臨床検査事業本部 第２統括営業部長 （営業本部 営業企画管理部 臨床検査グループリーダー）
松尾　宜輝
（まつお　のぶてる）

▽ 臨床検査事業本部 第２統括営業部 中部・北陸営業部長
（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）

山田　賢
（やまだ　まさる）

▽ 臨床検査事業本部 第２統括営業部 関西営業部長
（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）

西川　徹
（にしかわ　とおる）

▽ 臨床検査事業本部 第２統括営業部 中四国・九州営業部長
（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）

大山　隆央
（おおやま　たかお）

▽ 診断薬事業本部 事業企画管理部長 （診断検査事業本部 診断薬事業部　副事業部長）
栗原　隆
（くりはら　たかし）

▽ 診断薬事業本部 事業企画管理部 事業企画部長
（診断検査事業本部 診断薬事業部 事業開発プロジェクトリー
ダー）

横田　健一
（よこた　けんいち）

▽ 診断薬事業本部 事業企画管理部 事業管理部長
（診断検査事業本部 診断薬事業部 事業戦略部長
兼　同事業部 カスタマーサポート部長）

山岸　俊哉
（やまぎし　としや）

▽ 診断薬事業本部 生産・Ｒ＆Ｄセンター長 （診断検査事業本部 診断薬事業部 生産物流センター長）
曽我部　成一
（そがべ　しげかず）

▽ 診断薬事業本部 生産・Ｒ＆Ｄセンター 生産管理部長
（診断検査事業本部 診断薬事業部 生産物流センター 生産管理
部長）

松尾　義博
（まつお　よしひろ）

　 ライン部長級

新職 氏名

Ⅰ.人事異動（平成28年4月1日付）
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旧職 継続職

▽ 診断薬事業本部 生産・Ｒ＆Ｄ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 製造部長）
小川　順一
（おがわ　じゅんいち）

▽ 診断薬事業本部 生産・Ｒ＆Ｄセンター 品質管理部長
（診断検査事業本部 診断薬事業部 生産物流センター 品質管理
部長）

新谷　雄一
（しんたに　ゆういち）

▽ 診断薬事業本部 生産・Ｒ＆Ｄセンター 研究開発部長
（診断検査事業本部 診断薬事業部 研究開発・学術部 試薬開発
第２グループリーダー）

小野　智子
（おの　ともこ）

▽
診断薬事業本部 統括営業部長
兼　同部 学術部長

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

▽ 診断薬事業本部 統括営業部 企画推進部長 （営業本部 営業企画管理部 診断薬グループリーダー）
植草　康
（うえくさ　やすし）

▽ 診断薬事業本部 統括営業部 法人営業部長 （営業本部 診断薬統括営業部長）
山内　政司
（やまうち　まさし）

▽ 診断薬事業本部 統括営業部 第１営業部長 （営業本部 診断薬統括営業部 診断薬第１営業部長）
平原　治
（ひらはら　おさむ）

▽ 診断薬事業本部 統括営業部 第２営業部長 （営業本部 診断薬統括営業部 診断薬第２営業部長）
高田　克也
（たかだ　かつや）

▽ 診断薬事業本部 統括営業部 海外営業部長 （PATHFAST・診断薬海外営業部 営業グループリーダー）
柳田　厚司
（やなぎだ　あつし）

▽ 診断薬事業本部 統括営業部 カスタマーサポート部長 （診断検査事業本部 診断薬事業部 商品管理部長）
井上　歩
（いのうえ　あゆむ）

▽ 創薬支援事業本部 統括営業部長 （営業本部 創薬統括営業部長）
増田　毅
（ますだ　たけし）

▽ 創薬支援事業本部 統括営業部 第１営業部長 （営業本部 創薬統括営業部 創薬第１営業部長）
大塚　辰雄
（おおつか　たつお）

▽ 創薬支援事業本部 統括営業部 第２営業部長 （営業本部 創薬統括営業部 創薬第２営業部長）
荒木　一郎
（あらき　いちろう）

▽ 創薬支援事業本部 統括営業部 化学品営業部長 （営業本部 創薬統括営業部 化学品営業部長）
黒岩　宏美
（くろいわ　ひろみ）

▽ 創薬支援事業本部 統括営業部 販売支援部長 （営業本部 創薬統括営業部 販売支援部長）
松本　雅幸
（まつもと　まさゆき）

▽ メディカルソリューション本部 臨床検査センター長 （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）
鈴木　開
（すずき　ひらく）

▽ 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
（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）

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 遺伝子解析部長
（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 遺伝子検査グループリーダー）

脇田　淳
（わきた　あつし）

新職 氏名
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旧職 継続職

▽ 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 （メディカルソリューション本部 臨床検査センター長）
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 高度技術分析センター 医薬品分析部長
（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 顧客価値創造グループリーダー）

上田　哲也
（うえだ　てつや）

▽ メディカルソリューション本部 ゲノムサイエンス研究室長 （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）
島津　光伸
（しまづ　みつのぶ）

▽ 薬事部長 （診断検査事業本部 診断薬事業部 薬事部長）
村雲　徹
（むらくも　とおる）

▽ 購買・物流部長 （営業本部 営業企画管理部長）
佐野　博
（さの　ひろし）

▽ メディエンスサービス(株) 取締役社長 （(株)サカイ生化学研究所 取締役社長）
千代延　善平
（ちよのぶ　ぜんぺい）

▽
(株)ダイヤメディカルネット
兼　臨床検査事業本部長付

（営業本部 臨床統括営業部長
兼　同部 臨床第１営業部長）

田口　精孝
（たぐち　きよたか）

▽ (株)サカイ生化学研究所 取締役社長
（営業本部 臨床統括営業部 臨床第２営業部長
兼　同部 中四国エリアマネージャー）

庄司　勝
（しょうす　まさる）

旧職 継続職

▽
（兼　臨床検査事業本部 ラボ運営・開発センター 東日本推進部
長）

臨床検査事業本部 ラボ運営・開発センター長
伊藤　俊之
（いとう　としゆき）

▽ 臨床検査事業本部 ラボ運営・開発センター 東日本推進部長 （臨床検査事業本部 ラボ運営・開発センター 西日本推進部）
森　宏和
（もり　ひろかず）

以上

Ⅱ.人事異動（平成28年5月1日付）

　 ライン部長級

新職 氏名

新職 氏名
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