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島津製作所 2020年 10月 1日付 機構改革と人事異動 

 

機構改革 

・「スタートアップインキュベーションセンター」を新設 

事業創成段階の案件について、事業部への即時移管を行うのではなく、事業プロセス構築のた

めの施策を実行し、最終的に事業性を判断する部門として、「スタートアップインキュベーショ

ンセンター」を新設します。 

 

人事異動 

別紙の通り 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

島津製作所 2020年 10月 1日付人事異動 

新     職     務 現     職     務 氏    名 

経営戦略室 副室長 

分析計測事業部 海外営業部 部長 兼 

分析計測事業部 海外営業部 ｴﾘｱﾋﾞｼﾞﾈ

ｽｸﾞﾙｰﾌﾟ ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

佐野 正一 

経営戦略室 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ戦略ﾕﾆｯﾄ ﾕﾆｯﾄ長 
経営戦略室 ﾍﾙｽｹｱ事業戦略ﾕﾆｯﾄ ﾕﾆ

ｯﾄ長 
西本 尚弘 

経営戦略室 ﾍﾙｽｹｱ事業戦略ﾕﾆｯﾄ ﾕﾆ

ｯﾄ長 
経営戦略室 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ戦略ﾕﾆｯﾄ ﾕﾆｯﾄ長 川名 修一 

横浜支店 支店長 兼 横浜支店 総務課 

課長 兼 分析計測事業部 営業統括部 

横浜支店営業課 課長(ｴﾘｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ) 

横浜支店 副支店長 中井 努 

基盤技術研究所 副所長 兼 基盤技術

研究所 研究推進室 室長 
基盤技術研究所 研究推進室 室長 小田 一郎 

総合ﾃﾞｻﾞｲﾝｾﾝﾀｰ 設計技術ﾕﾆｯﾄ ﾕﾆｯﾄ

長 

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 

豊後 一 

ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ ｾﾝﾀｰ長 
総合ﾃﾞｻﾞｲﾝｾﾝﾀｰ 設計技術ﾕﾆｯﾄ ﾕﾆｯﾄ

長 
小林 裕 

ﾓﾉ作りｾﾝﾀｰ ｾﾝﾀｰ長 兼 ﾓﾉ作りｾﾝﾀｰ 

加工ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 兼 ﾓﾉ作りｾﾝﾀｰ 

管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

ﾓﾉ作りｾﾝﾀｰ 副ｾﾝﾀｰ長 兼任 島津ｴｲ

ﾃｯｸ株式会社 兼 ﾓﾉ作りｾﾝﾀｰ 加工ｸﾞﾙ

ｰﾌﾟ ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

二宮 一郎 

分析計測事業部 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｻｰﾋﾞｽ事業統

括部 部長 

分析計測事業部 ｻｰﾋﾞｽ事業戦略室 室

長 
原井 雅之 

分析計測事業部 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開

発ｾﾝﾀｰ ｾﾝﾀｰ長 

分析計測事業部 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開

発ｾﾝﾀｰ GC･GCMS ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 
荒川 清美 

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 副ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ長 

分析計測事業部 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開

発ｾﾝﾀｰ ｾﾝﾀｰ長 
中島 宏樹 

分析計測事業部 海外営業部 部長 
分析計測事業部 海外営業部 ｴﾘｱﾋﾞｼﾞﾈ

ｽｸﾞﾙｰﾌﾟ 副ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 
阪本 学 

 

 



 

新     職     務 現     職     務 氏    名 

 

分析計測事業部 品質保証部 部長 

  

分析計測事業部 試験機ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ ﾌﾟ

ﾛﾀﾞｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 
河野 俊幸 

医用機器事業部 ｻｰﾋﾞｽ統括部 部長 兼 

医用機器事業部 ｻｰﾋﾞｽ統括部 ｱﾌﾀｰﾏ

ｰｹｯﾄ事業ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

医用機器事業部 品質保証部 製造品質

管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 
下津 通也 

医用機器事業部 技術部 ME ｼｽﾃﾑﾕﾆｯ

ﾄ ﾕﾆｯﾄ長 

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 ｸﾞ

ﾙｰﾌﾟ長 

酒井 滝人 

航空機器事業部 事業企画部 部長 経営戦略室 副室長 姫野 竜一 

航空機器事業部 航空機器工場 工場長 

兼 航空機器事業部 航空機器工場 生

産企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

航空機器事業部 航空機器工場 生産企

画ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 
池田 浩司 

航空機器事業部 品質保証部 部長 兼 

航空機器事業部 品質保証部 品質管理

ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 

航空機器事業部 品質保証部 品質管理

ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 
中原 康博 

出向:ｼﾏﾂﾞ ｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ ｲ

ﾝｸ ｾﾞﾈﾗﾙﾏﾈｰｼﾞｬｰ ｵﾌﾞ ﾋﾞｼﾞﾈｽﾃﾞﾍﾞﾛｯ

ﾌﾟﾒﾝﾄ[部長級] 

(ｱﾒﾘｶ) 

出向:ｼﾏﾂﾞ ｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ ｲ

ﾝｸ ｼﾆｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ ｵﾌﾞ ﾋﾞｼﾞﾈｽﾃﾞﾍﾞﾛｯﾌﾟ

ﾒﾝﾄ[課長級] 

(ｱﾒﾘｶ) 

宮内 泰雄 

出向:ｼﾏﾂﾞ ﾏﾆｭﾌｧｸﾁｭｱﾘﾝｸﾞ ｴｲｼｱ 

ｴｽﾃﾞｨｰｴﾇ ﾋﾞｰｴｲﾁﾃﾞｨｰ 社長 

(ﾏﾚｰｼｱ) 

出向:ｼﾏﾂﾞ ﾏﾆｭﾌｧｸﾁｭｱﾘﾝｸﾞ ｴｲｼｱ 

ｴｽﾃﾞｨｰｴﾇ ﾋﾞｰｴｲﾁﾃﾞｨｰ 副社長 

(ﾏﾚｰｼｱ) 

古庄 祐治 

      

※ 室長・副室長・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・副セン

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･副グループ長・プロダクトマネージャー・課長は課長クラス 

    

※ シニアマネージャーは担当職 

 

 

 

 
【報道関係の皆様のお問い合わせ先】 

島津製作所 コーポレート・コミュニケーション部 小島 
〒604-8511京都市中京区西ノ京桑原町 1 TEL 075-823-1110 FAX 075-823-1348 

 


