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【臨床検査事業本部】
・「事業統括部」とその直下組織である「企画管理部」をそれぞれ「事業管理統括部」および「事業管理部」に改称する。
・「事業企画統括部」を新設する。その直下に「事業企画部」を新設し、「ラボ運営・開発センター」から「開発企画部」を移管する。
・「営業管理部」を廃止し、その機能を「事業管理統括部」と「事業企画統括部」に移管する。
・「中四国・九州営業部」を「中四国営業部」と「九州営業部」に分割する。
・食の安全サポート事業部に「事業管理部」を新設する。

【診断薬事業本部】
・グローバルアカウント部の「製品企画部」と「海外営業部」を廃止し、「海外部」と「中国推進室」を新設する。
・事業統括部に「ＳＣＭ部」を新設する。

 ・事業統括部の「研究開発部」および生産・Ｒ＆Ｄセンターの「生産技術部」の機能分担を見直し、それぞれ事業統括部の「技術開発部」と生産・Ｒ＆Ｄセンターの「製品開発部」に改称する。

【メディカルソリューション本部】
・「検査統括部」を「検査統括センター」に改称、その直下に「検査企画部」を新設し、「ＡＤＬ運営・推進室」を本部直下組織から本センターに移管する。
・臨床検査事業本部から「ラボ運営・開発センター（除：開発企画部）」を移管し、「サテライト検査センター」に改称する。
・高度技術分析センターの「遺伝子解析研究部」を「ゲノム解析部」に改称する。

【経営管理部】
・「経営管理部」を新設する。

【経営戦略企画部門】
・「ビジネストランスフォーメーション室」を廃止し、その機能を新設の「戦略企画推進部」に移管する。
・経営企画部の「プロジェクト推進室」を廃止し、その機能を「経営企画部」に統合する。

【監査部】
・「監査部」を廃止する。
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旧職 継続職

▽ （（担当）監査部） 代表取締役　取締役社長
渡部　晴夫
（わたなべ　はるお）

▽ （担当）経営管理部、経営戦略企画部門
（経営戦略企画部門長　兼　同部門　ビジネストランスフォーメーション室
長）

常務取締役
（担当）臨床検査事業本部、創薬支援事業本部、メディカルソリュー
ション本部

丹羽　敏彦
（にわ　としひこ）

▽ （臨床検査事業本部　営業統括部長）
執行役員
臨床検査事業本部長

松尾　宜輝
（まつお　のぶてる）

旧職 継続職

▽ 臨床検査事業本部　事業管理統括部長 （臨床検査事業本部　事業統括部長）
三部　孝
（さんぶ　たかし）

▽ 臨床検査事業本部　事業管理統括部　事業管理部長 （臨床検査事業本部　営業統括部　営業管理部長）
伊藤　洋之
（いとう　ひろゆき）

▽
臨床検査事業本部　事業管理統括部　医療情報部長　兼　同統括部　事
業管理部

（臨床検査事業本部　事業統括部　医療情報部長　兼　同部　企画管理部）
吉田　利男
（よしだ　としお）

▽ 臨床検査事業本部　事業企画統括部長 （臨床検査事業本部　営業統括部　中四国・九州営業部長）
大山　隆央
（おおやま　たかお）

▽
臨床検査事業本部　事業企画統括部　事業企画部長　兼　同部　事業企
画グループリーダー

（臨床検査事業本部　ラボ運営・開発センター　開発企画部　兼　経営戦略
企画部門　ビジネストランスフォーメーション室）

生駒　真太郎
（いこま　しんたろう）

▽ 臨床検査事業本部　事業企画統括部　開発企画部長 （臨床検査事業本部　ラボ運営・開発センター　開発企画部長）
東　義之
（ひがし　よしゆき）

▽ 臨床検査事業本部　営業統括部長 （臨床検査事業本部　営業統括部　首都圏第１営業部長）
西川　徹
（にしかわ　とおる）

▽ 臨床検査事業本部　営業統括部　東北営業部長 （臨床検査事業本部　営業統括部　東北営業部　仙台営業所長）
中島　宏樹
（なかじま　ひろき）

▽ 臨床検査事業本部　営業統括部　首都圏第１営業部長 （臨床検査事業本部　営業統括部　首都圏第１営業部　品川営業所長）
栄徳　和成
（えいとく　かずなり）

▽ 臨床検査事業本部　営業統括部　中四国営業部長 （臨床検査事業本部　営業統括部　首都圏第２営業部　栃木営業所長）
邑中　力
（むらなか　つとむ）

▽ 臨床検査事業本部　営業統括部　九州営業部長
（臨床検査事業本部　営業統括部　中四国・九州営業部　福岡営業所長　兼
同部　中四国・九州営業部）

田中　宏和
（たなか　ひろかず）

▽ 臨床検査事業本部　健康検診事業部長 （臨床検査事業本部　営業統括部　東北営業部長）
熊谷　正文
（くまがい　まさふみ）

▽ 臨床検査事業本部　食の安全サポート事業部　事業管理部長
（臨床検査事業本部　食の安全サポート事業部　食品運用グループリー
ダー）

水野　由香
（みずの　ゆか）

▽ 診断薬事業本部　事業統括部　事業管理部長 （診断薬事業本部　生産・Ｒ＆Ｄセンター　業務管理部長）
江村　政彦
（えむら　まさひこ）

▽ 診断薬事業本部　事業統括部　ＳＣＭ部長 （診断薬事業本部　事業統括部　事業管理部長）
倉光　智廣
（くらみつ　ともひろ）

▽ 診断薬事業本部　事業統括部　技術開発部長 （診断薬事業本部　生産・Ｒ＆Ｄセンター　生産技術部長）
西村　文子
（にしむら　あやこ）

▽ 診断薬事業本部　生産・Ｒ＆Ｄセンター　製品開発部長 （診断薬事業本部　事業統括部　研究開発部長）
新谷　雄一
（しんたに　ゆういち）

▽ （診断薬事業本部　営業統括部　営業企画部長） 診断薬事業本部　営業統括部長
千葉　直人
（ちば　なおと）

▽ 診断薬事業本部　営業統括部　営業企画部長 （診断薬事業本部　営業統括部　西日本営業部長）
藤崎　貴洋
（ふじさき　たかひろ）

▽ 診断薬事業本部　営業統括部　東日本営業部長 兼　診断薬事業本部　営業統括部　カスタマーサポート部長
服部　滋
（はっとり　しげる）

▽ 診断薬事業本部　営業統括部　西日本営業部長
（診断薬事業本部　営業統括部　西日本営業部　中部北陸エリアマネー
ジャー）

加賀山　崇
（かがやま　たかし）

▽ （診断薬事業本部　グローバルアカウント部　海外営業部長） 診断薬事業本部　グローバルアカウント部長
小野　智子
（おの　ともこ）

▽ 診断薬事業本部　グローバルアカウント部　海外部長 （診断薬事業本部　営業統括部　東日本営業部長）
高田　克也
（たかだ　かつや）

▽ 診断薬事業本部　グローバルアカウント部　中国推進室長 （診断薬事業本部　グローバルアカウント部　製品企画部長）
山岸　俊哉
（やまぎし　としや）
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旧職 継続職

▽ メディカルソリューション本部　検査統括センター長 （メディカルソリューション本部　検査統括部長）
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　検査統括センター　検査管理部長　兼
同部　業務調整グループリーダー　兼　臨床検査事業本部　事業管理統
括部　ＵＬ再構築推進グループ　業務デザインチーム

（メディカルソリューション本部　検査統括部　検査管理部長　兼　同部
業務調整グループリーダー　兼　臨床検査事業本部　事業統括部　ＵＬ再構
築推進グループ　業務デザインチーム）

松尾　義博
（まつお　よしひろ）

▽ メディカルソリューション本部　検査統括センター　検査企画部長
（メディカルソリューション本部　高度技術分析センター　特殊薬物分析部
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　検査統括センター　ＡＤＬ・運営推進
室長　兼　同室　企画グループリーダー　兼　同センター　検査企画部

（メディカルソリューション本部　ＡＤＬ・運営推進室長　兼　同室　企画
グループリーダー）

彦田　智久
（ひこた　ともひさ）

▽
メディカルソリューション本部　高度技術分析センター　ゲノム解析部
長　兼　同部　ゲノム研究グループリーダー　兼　同本部　検査統括セ
ンター　メディカルソリューション推進部

（メディカルソリューション本部　高度技術分析センター　遺伝子解析研究
部長　兼　同センター　遺伝子解析部　遺伝子検査グループ　ＳＣＲＵＭ
チーム）

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　特殊薬物分析
部長

（メディカルソリューション本部　高度技術分析センター　特殊薬物分析部
分離分析グループリーダー）

宮澤　貴磨呂
（みやざわ　たかまろ）

▽ メディカルソリューション本部　サテライト検査センター長 （臨床検査事業本部　ラボ運営・開発センター長）
須永　弘
（すなが　ひろし）

▽
メディカルソリューション本部　サテライト検査センター　運営管理部
長

（臨床検査事業本部　ラボ運営・開発センター　運営管理部長）
大谷地　剛
（おおやち　たけし）

▽
メディカルソリューション本部　サテライト検査センター　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　東日本推進部長）
中川　聡
（なかがわ　さとし）

▽
メディカルソリューション本部　サテライト検査センター　首都圏推進
部長　兼　同部　第３グループリーダー　兼　同本部　高度技術分析セ
ンター　ゲノム解析部　川崎ゲノムラボ

（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　兼　同部
第３グループリーダー　兼　メディカルソリューション本部　高度技術分析
センター　遺伝子解析部　ゲノムラボグループ）

若林　隆
（わかばやし　たかし）

▽
メディカルソリューション本部　サテライト検査センター　西日本推進
部長　兼　同部　高知医療センターブランチラボ長

（臨床検査事業本部　ラボ運営・開発センター　西日本推進部長　兼　同部
高知医療センターブランチラボ長）

原嶋　一幸
（はらしま　かずゆき）

▽ 経営管理部長 （人材開発部長　兼　経営戦略企画部門長付）
茅野　明男
（ちの　あきお）

▽ 経営戦略企画部門長 （経営戦略企画部門　経営企画部長）
清水　啓
（しみず　けい）

▽ 経営戦略企画部門　経営企画部長 （経営企画戦略部門　経営企画部　プロジェクト推進室長）
服部　寿浩
（はっとり　としひろ）

▽ 経営戦略企画部門　戦略企画推進部長 （経営戦略企画部門　ビジネストランスフォーメーション室）
瀬戸山　友一
（せとやま　ともかず）

▽ 人材開発部長 （人材開発部　人事グループリーダー）
鈴木　卓也
（すずき　たくや）

以上

新職 氏名
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