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広報担当

株式会社ＬＳＩメディエンス

Ⅰ.組織変更（2019年4月1日付）
1.臨床検査事業本部 事業統括部の「食の安全サポート部」を「食の安全サポート事業部」に改組し、同事業部の配下に「営業部」、「検査部」を設置する。
2.メディカルソリューション本部 高度技術分析センターの「食品分析部」を臨床検査事業本部の「食の安全サポート事業部」に移管して、「検査部」に改称する。
3.診断薬事業本部 事業統括部の「事業企画部」、「事業推進部」をそれぞれ「企画調整部」、「商品開発部」に改称する。
4.診断薬事業本部 生産・R&Dセンターの「生産管理部」を「業務管理部」に改称する。
5.診断薬事業本部 営業統括部の「営業推進部」を「営業統括室」に改称する。
6.メディカルソリューション本部の「高度技術分析センター」と「分子病態解析センター」を統合し、「高度技術分析センター」とする。
7．「品質保証部門」を新設し、同部門の配下に既存の「品質保証部」を設置するとともに「品質プロジェクト推進室」を新設する。

Ⅱ.役員関係人事（2019年4月1日付）
新職

旧職
(兼 経営戦略企画部門長
(担当)品質保証部
㈱三菱ケミカルホールディングス 執行役 生産技術室長)

継続職

氏名

代表取締役社長
CSO(Chief Sustainability Officer)

渡部 晴夫
（わたなべ はるお）

▽ 兼 診断薬事業本部長付

執行役員 メディカルソリューション本部 ADL・運営推進
室長

秋本 雅治
（あきもと まさはる）

▽ アドミ部門 人材開発部長

執行役員
CCO(Chief Compliance Officer)
(担当)内部統制推進部

増田 毅
（ますだ たけし）

執行役員

栗原 隆
（くりはら たかし）

▽ (担当)経営戦略企画部門、品質保証部門

▽ 社長特命担当

(診断薬事業本部長付)
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Ⅲ.人事異動（2019年4月1日付）
ライン部長級
新職

旧職

▽ 臨床検査事業本部 食の安全サポート事業部長

(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 食の安全サポート事業部 営業部長

(臨床検査事業本部 事業統括部 食の安全サポート部 営業GL)

▽ 臨床検査事業本部 食の安全サポート事業部 検査部長

(メディカルソリューション本部 高度技術分析センター 食品検査部長)

▽ 診断薬事業本部長付

(診断薬事業本部 事業統括部長)

▽ 診断薬事業本部 事業統括部長

(経営戦略企画部門 経営企画部)

▽ 診断薬事業本部 事業統括部 企画調整部長

(診断薬事業本部 生産・R&Dセンター 製造部長)

▽ 診断薬事業本部 事業統括部 商品開発部長

(診断薬事業本部 事業統括部 事業企画部長)

▽ 診断薬事業本部 生産・R&Dセンター 業務管理部長

(診断薬事業本部 生産・R&Dセンター 生産管理部長)

▽ 診断薬事業本部 生産・R&Dセンター 製造部長

(診断薬事業本部 生産・R&Dセンター 製造部 製造1GL)

▽ 診断薬事業本部 営業統括部 営業統括室長

(診断薬事業本部 営業統括部 営業推進部長)

▽ 創薬支援事業本部 先端事業推進部

(創薬支援事業本部 先端事業推進部長)

▽ 創薬支援事業本部 先端事業推進部長

(創薬支援事業本部 営業統括部 第1営業部長)

▽ 創薬支援事業本部 営業統括部 第1営業部長

(創薬支援事業本部 営業統括部 第1営業部 第2GL)

▽ メディカルソリューション本部 検査統括部長

(メディカルソリューション本部 臨床検査センター長)

▽ 兼 アドミ部門 人材開発部

メディカルソリューション本部 検査統括部長付

(アドミ部門 人材開発部長
兼 同部 志村GL)

▽ 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)

▽ 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 分子病態解析センター長)

▽ 経営戦略企画部門長

(経営戦略企画部門 経営企画部長)

▽ 経営戦略企画部門 経営企画部長

(メディカルソリューション本部 検査統括部長)

品質保証部門長

▽ 兼 同部門 品質プロジェクト推進室長

(社長付)

▽ 品質保証部門 品質保証部長

(診断薬事業本部 事業統括部 事業推進部長)

▽ 兼 同部 診断薬品質保証G 品質保証2T

品質保証部門 品質保証部長付

(社長付
兼 薬事部)

▽

(品質保証部長)

継続職

兼 経営戦略企画部門 経営企画部 プロジェクト推進室

薬事部長

氏名
國方 俊智
（くにかた としのり）
安斉 修
（あんざい おさむ）
三原 英悟
（みはら えいご）
柳田 厚司
（やなぎだ あつし）
高木 章
（たかぎ あきら）
小川 順一
（おがわ じゅんいち）
横田 健一
（よこた けんいち）
江村 政彦
（えむら まさひこ）
香取 亘
（かとり わたる）
平原 治
（ひらはら おさむ）
井上 裕章
（いのうえ ひろあき）
大西 康之
（おおにし やすゆき）
山口 恭史
（やまぐち やすし）
三柴 雅昭
（みしば まさあき）
畑中 英之
（はたなか ひでゆき）
菅原 由人
（すがわら なおと）
村瀬 淳子
（むらせ じゅんこ）
丹羽 敏彦
（にわ としひこ）
清水 啓
（しみず けい）
水野 正信
（みずの まさのぶ）
松屋 毅
（まつや たけし）
黒田 隆
（くろだ たかし）
村雲 徹
（むらくも とおる）
以上
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