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島津製作所 2020 年 4月 1 日付人事異動 

新     職     務 現     職     務 氏    名 

経営戦略室 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ戦略ﾕﾆｯﾄ ﾕﾆｯﾄ長 
出向:厚生労働省 健康局 がん・疾病対

策課 課長補佐 ［課長級］ 
川名 修一 

人事部 部長 兼 人事部 人事ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 兼 人事部 東京ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｸﾞﾙｰ

ﾌﾟ長  

人事部 副部長 兼 人事部 人事ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ長  
志賀 正信 

法務部 部長 兼 法務部 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｸﾞﾙｰ

ﾌﾟ ｸﾞﾙｰﾌﾟ長  
法務部 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ ｸﾞﾙｰﾌﾟ長  山田 晃代 

営業戦略室 室長  
分析計測事業部 営業統括部 関西支社

営業部 部長(ｴﾘｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ)  
山田 武史 

京都支店 支店長 兼 分析計測事業部 

営業統括部 京都支店営業課 課長(ｴﾘｱ

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ) 

分析計測事業部 営業統括部 京都支店

営業課 第 2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 
大屋 重弘 

横浜支店 副支店長  
分析計測事業部 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部 

部長  
中井 努 

神戸支店 支店長 兼 神戸支店 総務係 

係長 兼 分析計測事業部 営業統括部 

神戸支店営業課 課長(ｴﾘｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ)  

経営戦略室 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ戦略ﾕﾆｯﾄ ﾕﾆｯﾄ長  赤瀬川 聡 

四国支店 支店長 兼 分析計測事業部 

営業統括部 四国支店営業課 課長(ｴﾘｱ

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ)  

京都支店 支店長 兼 分析計測事業部 

営業統括部 京都支店営業課 課長(ｴﾘｱ

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ)  

井口 素孝 

静岡支店 支店長 兼 静岡支店 総務係 

係長 兼 分析計測事業部 営業統括部 

静岡支店営業課 課長(ｴﾘｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ) 

兼 分析計測事業部 営業統括部 静岡

支店営業課 第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

分析計測事業部 営業統括部 名古屋支

店営業部 第 2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 
藤井 究 

基盤技術研究所 先端分析ﾕﾆｯﾄ ﾕﾆｯﾄ

長  

基盤技術研究所 放射線技術ﾕﾆｯﾄ ﾕﾆｯ

ﾄ長  
北村 圭司 

基盤技術研究所 先端分析ﾕﾆｯﾄ 副ﾕﾆｯ

ﾄ長 

基盤技術研究所 光技術ﾕﾆｯﾄ ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝ

ﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ 副ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 
東條 公資 

基盤技術研究所 先端分析ﾕﾆｯﾄ 副ﾕﾆｯ

ﾄ長  

基盤技術研究所 電子･ｲｵﾝﾕﾆｯﾄ MS ｱ

ﾅﾗｲｻﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ ｸﾞﾙｰﾌﾟ長  
古橋 治 



 

新     職     務 現     職     務 氏    名 

基盤技術研究所 脳五感ﾕﾆｯﾄ ﾕﾆｯﾄ長  
基盤技術研究所 研究推進室 研究戦略

ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｸﾞﾙｰﾌﾟ長  
務中 達也 

基盤技術研究所 AI ｿﾘｭｰｼｮﾝﾕﾆｯﾄ 副ﾕ

ﾆｯﾄ長 兼 基盤技術研究所 AI ｿﾘｭｰｼｮ

ﾝﾕﾆｯﾄ ﾛﾎﾞﾃｨｸｽｸﾞﾙｰﾌﾟ ｸﾞﾙｰﾌﾟ長  

基盤技術研究所 ﾛﾎﾞﾃｨｸｽﾕﾆｯﾄ ﾕﾆｯﾄ長 

兼 基盤技術研究所 ﾛﾎﾞﾃｨｸｽﾕﾆｯﾄ ｱｸ

ﾁｭｴｰｼｮﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ ｸﾞﾙｰﾌﾟ長  

豊後 一 

総合ﾃﾞｻﾞｲﾝｾﾝﾀｰ ｾﾝﾀｰ長  基盤技術研究所 光技術ﾕﾆｯﾄ ﾕﾆｯﾄ長  神谷 直浩 

分析計測事業部 副事業部長 
分析計測事業部 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部 

副部長 
中井 光一 

分析計測事業部 ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ事業統括

部 統括部長 兼 分析計測事業部 ﾗｲﾌ

ｻｲｴﾝｽ事業統括部 MS ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ ﾋﾞ

ｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ長  

分析計測事業部 ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ事業統括

部 MS ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ長  
向 紀雄 

分析計測事業部 ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ事業統括

部 LC ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ長  

分析計測事業部 ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ事業統括

部 LC ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 装置開発ｸﾞﾙｰﾌﾟ  

ｸﾞﾙｰﾌﾟ長  

井上 隆志 

分析計測事業部 ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ事業統括

部 LC ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 副ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ長 

兼 分析計測事業部 ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ事業統

括部 LC ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ 装置開発ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ長  

分析計測事業部 技術部 ﾒｶﾄﾛﾆｸｽｸﾞﾙｰ

ﾌﾟ ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 兼 分析計測事業部 技術

部 ﾗﾎﾞｵｰﾄﾒｰｼｮﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ ｸﾞﾙｰﾌﾟ長  

林 英幹 

分析計測事業部 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部 

部長  

出向:ｼﾏﾂﾞ ｴｲｼｱﾊﾟｼﾌｨｯｸ ﾌﾟﾗｲﾍﾞｲﾄ ﾘﾐ

ﾃｯﾄﾞ ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ ｼﾆｱｾﾞ

ﾈﾗﾙﾏﾈｰｼﾞｬｰ［部長級］ 

(ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ) 

岡崎 直美 

分析計測事業部 営業統括部 関西支社

営業部 部長(ｴﾘｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ)  

神戸支店 支店長 兼 神戸支店 総務係 

係長 兼 分析計測事業部 営業統括部 

神戸支店営業課 課長(ｴﾘｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ)  

西澤 達夫 

分析計測事業部 分析計測工場 工場長 

兼 分析計測事業部 分析計測工場 試

験機製造部 部長  

分析計測事業部 分析計測工場 工場長  長谷川 聖 

医用機器事業部 副事業部長 兼 医用

機器事業部 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部 部長 

兼 医用機器事業部 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ

部 ME ｼｽﾃﾑｸﾞﾙｰﾌﾟ ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

医用機器事業部 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部 

部長 兼 医用機器事業部 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾏｰｹ

ﾃｨﾝｸﾞ部 ME ｼｽﾃﾑｸﾞﾙｰﾌﾟ ｸﾞﾙｰﾌﾟ長  

三浦 嘉章 



 

新     職     務 現     職     務 氏    名 

医用機器事業部 事業企画部 ｼﾆｱﾏﾈｰ

ｼﾞｬｰ 兼 医用機器事業部 事業企画部 

渉外ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｸﾞﾙｰﾌﾟ長  

医用機器事業部 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ部 

診断用 X 線ｼｽﾃﾑｸﾞﾙｰﾌﾟ ｸﾞﾙｰﾌﾟ長  
高村 祥司 

医用機器事業部 医用機器営業部 部長 

出向:島津企業管理（中国）有限公司 医

学影像機器事業部 業務部 総監 ［課

長級］ 

（中国） 

伊藤 真明 

医用機器事業部 品質保証部 部長  
医用機器事業部 品質保証部 品質保証

ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｸﾞﾙｰﾌﾟ長  
長西 滋 

産業機械事業部 技術部 部長 兼 秦野

工場 工場長  

出向:島津産機ｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社 ﾒｸﾃﾑｶ

ﾝﾊﾟﾆｰ 技術部 部長 
田口 竜大 

産業機械事業部 品質保証部 部長  

産業機械事業部 技術部 部長 兼 秦野

工場 工場長 兼 秦野工場 総務係 係

長  

平塚 昌夫 

ﾌﾙｲﾃﾞｨｸｽ事業部 副事業部長 兼任 島

津ﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ株式会社 兼 ﾌﾙｲ

ﾃﾞｨｸｽ事業部 事業企画部 部長 

ﾌﾙｲﾃﾞｨｸｽ事業部 事業企画部 部長 兼

任 島津ﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰ株式会社 
山下 茂 

出向:島津ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ株式会社 ｿﾘ

ｭｰｼｮﾝ本部 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝﾕﾆｯﾄ ﾕﾆｯﾄ

長 [部長級］ 

出向:島津ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ株式会社 ｿﾘ

ｭｰｼｮﾝ本部 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝﾕﾆｯﾄ ﾕﾆｯﾄ

長 ［課長級］ 

尾上 義尚 

出向:島津ｻｲｴﾝｽ西日本株式会社 社長 営業戦略室 ｼﾆｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ 河野 文彦 

出向:株式会社島津総合ｻｰﾋﾞｽ 社長 総務部 部長 井形 彰利 

出向:ｼﾏﾂﾞ ｻｳｽ ｱﾌﾘｶ ﾌﾟﾛﾌﾞﾗｲｱﾄﾘｰﾘﾐｯ

ﾃﾄﾞ 社長 (南ｱﾌﾘｶ) 

分析計測事業部 海外営業部 企画戦略

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 副ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 
岡本 章 

出向:ｼﾏﾂﾞ ｿﾌﾄｳｪｱ ﾃﾞｨﾍﾟﾛｯﾌﾟ ｶﾅﾀﾞ ｲﾝ

ｸ 社長 （ｶﾅﾀﾞ） 

医用機器事業部 技術部 X 線ｼｽﾃﾑﾕﾆ

ｯﾄ 診断 X 線ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｿﾌﾄｳｪｱｸﾞﾙｰﾌﾟ  

副ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

高柳 剛 

※基盤技術研究所の６つのユニットを再編成し、「先端分析ユニット」、「AI ソリューションユニット」、「脳五

感ユニット」と従来からの「バイオインダストリーユニット」の４ユニットにする。  

※ 副事業部長・統括部長・室長・部長・副部長・支店長・副支店長・工場長･ユニット長・副ユニット長・セ

ンター長・ビジネスユニット長・副ビジネスユニット長は部長クラス。グループ長･副ｸﾞﾙｰﾌﾟ長・マネージャー

は課長クラス    

※ シニアマネージャーは担当職 
 


