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広報担当
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Ⅰ.役員関係人事（平成29年10月1日付）
1.監査役の就任
新職
▽ 監査役

旧職

継続職

氏名
伊藤 俊之
（いとう としゆき）

（臨床検査事業本部 ラボ運営・開発センター長）

2.執行役員の異動
新職
▽

旧職
（診断薬事業本部 事業企画管理部長）

Ⅱ.組織変更（平成29年10月1日付）
【臨床検査事業本部関連】
1．「事業統括部」を新設する。
2．「事業企画管理部」を廃止し、「企画管理部」を新設する。
3．「営業推進部」を発展させ、「事業推進部」を新設する。
4．「事業戦略部」を廃止し、その機能を「企画管理部」と「事業推進部」に移管する。
5．「学術企画部」を新設する。
6．「第1統括営業部」と「第2統括営業部」を統合し、「営業統括部」とする。同統括部に「営業管理部」を新設する。
7．健康検診事業部に「事業管理部」を新設する。

【創薬支援事業本部関連】
8．創薬支援事業本部 試験研究センターの「鹿島安全性研究部」を「鹿島安全性第1研究部」と「鹿島安全性第2研究部」に分割する。

【コーポレート関連】
9．「購買・物流部」を「購買部」に改称する。
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継続職
執行役員 診断薬事業本部長

氏名
栗原 隆
（くりはら たかし）

株式会社ＬＳＩメディエンス

Ⅲ.人事異動（平成29年10月1日付）
ライン部長級
新職
▽ 臨床検査事業本部 事業統括部長

旧職
（臨床検査事業本部 事業企画管理部長）

▽ 臨床検査事業本部 事業統括部 医療情報部長

（つくばi-Laboratory有限責任事業組合 出向
兼 臨床検査事業本部 事業企画管理部 事業戦略部 開発G）
（臨床検査事業本部 事業企画管理部 医療情報部長
兼 同部 システムサポートGL）

▽ 臨床検査事業本部 事業統括部 食の安全サポート部長

（臨床検査事業本部 事業企画管理部 食の安全サポート部長）

▽ 臨床検査事業本部 事業統括部 企画管理部長

▽ 臨床検査事業本部 事業統括部 学術企画部長

（臨床検査事業本部 営業推進部長
兼 同部 医療ICT推進GL）
（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）

▽ 臨床検査事業本部 営業統括部長

（臨床検査事業本部 第2統括営業部長）

▽ 臨床検査事業本部 営業統括部 営業管理部長

（臨床検査事業本部 事業企画管理部）

▽ 臨床検査事業本部 営業統括部 北海道・東北営業部長

（臨床検査事業本部 第1統括営業部 北海道・東北営業部 仙台営業所長）

▽ 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 第1統括営業部 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2営業部長

（臨床検査事業本部 第1統括営業部 首都圏第2営業部長）

▽ 臨床検査事業本部 事業統括部 事業推進部長

臨床検査事業本部 営業統括部 首都圏第3営業部長

継続職

▽ 兼 メディエンスサービス株式会社 出向

（臨床検査事業本部 第2統括営業部 関西営業部長）

▽ 臨床検査事業本部 営業統括部 中部・北陸営業部長

（臨床検査事業本部 第1統括営業部 北海道・東北営業部長）

▽ 臨床検査事業本部 営業統括部 関西営業部長

（臨床検査事業本部 第1統括営業部 首都圏第3営業部長
兼 メディエンスサービス株式会社 出向）

▽ 臨床検査事業本部 営業統括部 中四国・九州営業部長

（臨床検査事業本部 第2統括営業部 中四国・九州営業部長）

▽ 臨床検査事業本部 健康検診事業部長

（購買・物流部長）

▽ 臨床検査事業本部 健康検診事業部 事業管理部長

（臨床検査事業本部 第1統括営業部）

▽ 臨床検査事業本部 ラボ運営・開発センター長

（臨床検査事業本部 第2統括営業部 中部・北陸営業部長）

▽ 診断薬事業本部 事業企画管理部長

（診断薬事業本部 統括営業部 海外営業部長）

▽ 診断薬事業本部 事業企画管理部 事業管理部長

（診断薬事業本部 事業企画管理部）

▽ 診断薬事業本部 生産・R&Dセンター 研究開発部長

（診断薬事業本部 事業企画管理部 事業管理部長）
兼 診断薬事業本部 統括営業部 法人営業部長
兼 同部 OEM企業推進GL

▽ 診断薬事業本部 統括営業部長
▽ 診断薬事業本部 統括営業部 海外営業部長

（診断薬事業本部 生産・R&Dセンター 研究開発部長）

診断薬事業本部 統括営業部 カスタマーサポート部長
▽ 兼 同営業部 企画推進部

（診断薬事業本部 統括営業部 企画推進部 営業企画GL）
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氏名
内野 健一
（うちの けんいち）
三部 孝
（さんぶ たかし）
吉田 利男
（よしだ としお）
國方 俊智
（くにかた としのり）
國見 和宏
（くにみ かずひろ）
山下 哲次
（やました てつじ）
松尾 宜輝
（まつお のぶてる）
吉田 拓史
（よしだ たくし）
熊谷 正文
（くまがい まさふみ）
伊藤 洋之
（いとう ひろゆき）
藤井 明彦
（ふじい あきひこ）
西川 徹
（にしかわ とおる）
千葉 直樹
（ちば なおき）
服部 寿浩
（はっとり としひろ）
大山 隆央
（おおやま たかお）
佐野 博
（さの ひろし）
高澤 直樹
（たかさわ なおき）
山田 賢
（やまだ まさる）
柳田 厚司
（やなぎだ あつし）
松屋 毅
（まつや たけし）
山岸 俊哉
（やまぎし としや）
鈴木 充
（すずき みつる）
小野 智子
（おの ともこ）
服部 滋
（はっとり しげる）
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新職
創薬支援事業本部 試験研究センター 鹿島研究所長

旧職

▽ 兼 同センター 鹿島業務調整部長

（創薬支援事業本部 統括営業部 第1営業部長）

▽ 創薬支援事業本部 試験研究センター 鹿島安全性第1研究部長

（創薬支援事業本部 試験研究センター 鹿島安全性研究部 安全性1G 一般
毒性SDTL）

▽ 創薬支援事業本部 試験研究センター 鹿島安全性第2研究部長

（創薬支援事業本部 試験研究センター 鹿島安全性研究部 安全性3GL ）

創薬支援事業本部 統括営業部 第1営業部長

▽ 兼 同事業本部 試験研究センター 鹿島安全性第1研究部 SD・生化学G
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

（創薬支援事業本部 試験研究センター 鹿島安全性研究部長）
（臨床検査事業本部長付）

▽ 基盤強化部門 品質保証部長
購買部長

継続職

兼 薬事部長

▽ 兼 同部 調達GL

（購買・物流部 調達GL）

▽ 監査部長

（基盤強化部門 品質保証部長）

氏名
和泉 宏幸
（いずみ ひろゆき）
大竹 誠司
（おおたけ せいじ）
中川 宗洋
（なかがわ むねひろ）
大西 康之
（おおにし やすゆき）
鈴木 開
（すずき ひらく）
村雲 徹
（むらくも とおる）
宮川 正行
（みやかわ まさゆき）
玉木 英輔
（たまき えいすけ）

以上
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