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か  

2022 年 10 月 21 日 

各 位 

会 社 名  オリンパス株式会社 

代表者名  取締役 代表執行役 社長兼 CEO 竹内 康雄 

（コード番号 7733 東証プライム） 

問合せ先  IR 部門 ﾊﾞｲｽﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ 櫻井 隆明 

 （TEL. 03-3340-2111(代)） 

 

代表執行役及び執行体制の変更に関するお知らせ 

 

 オリンパス株式会社（以下「当社」）は、2022年10月21日開催の取締役会において、代表執行役及

び執行体制の変更について内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、2023

年３月末開催の取締役会において、正式に決定する予定です。 

 

記 

 

１．代表執行役の異動及び執行体制の変更の理由 

 オリンパスは、2019年の企業変革プラン「Transform Olympus」及び経営戦略の策定以降、事

業ポートフォリオの選択と集中や、成長領域への積極投資、固定費の構造改革など、さまざま

な取り組みを実行してきました。これらの一連の取り組みは、効率性・収益性の向上に加え、研

究開発の強化、お客様への貢献の拡大等の成果につながりました。一段と組織の効率性を向上

し、持続的な成長に向けた次なるステージに進むため、代表執行役及び執行体制の変更を2023

年４月１日付けで、以下のとおり実施することを決定しました。 

 

２．新任執行役の氏名及び役職名 

（１） 新任代表執行役 

氏名 現役職 2023年４月１日以降の新役職 

竹内 康雄 
取締役 代表執行役 社長兼CEO（最

高経営責任者） 

取締役 代表執行役 会長兼ESGオフ

ィサー（ESG担当役員） 

シュテファン・カ

ウフマン 

取締役 執行役 チーフアドミニスト

レイティブオフィサー（最高管理責

任者）兼チーフストラテジーオフィ

サー（経営戦略統括役員）兼ESGオフ

ィサー（ESG担当役員） 

取締役 代表執行役 社長兼CEO（最高

経営責任者） 

 

（２） 新任執行役 

氏名 現役職 2023年４月１日以降の新役職 

フランク・ドレバ

ロウスキー 

執行役員 エンドスコピックソリュ

ーションズディビジョンヘッド（内

執行役 エンドスコピックソリュー

ションズディビジョンヘッド（最高
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視鏡事業担当役員） 内視鏡事業責任者） 

ガブリエラ・ケイ

ナー 

執行役員 セラピューティックソリ

ューションズディビジョンヘッド

（治療機器事業担当役員） 

執行役 セラピューティックソリュ

ーションズディビジョンヘッド（最

高治療機器事業責任者） 

大月 重人 
執行役員 ヒューマンリソーシズヘ

ッド（人事・総務担当役員） 

執行役 チーフヒューマンリソーシ

ズオフィサー（最高人事総務責任者） 

ピエール・ボワシ

エ 

執行役員 チーフクオリティオフィ

サー（品質法規制担当役員） 

執行役 チーフクオリティオフィサ

ー（品質法規制担当役員） 

（注）アンドレ・ローガンは、執行役 チーフテクノロジーオフィサー（最高技術責任者）として、

小林 哲男は、執行役 チーフマニュファクチャリングアンドサプライオフィサー（最高製造供給責

任者）として、武田 睦史は、執行役 チーフファイナンシャルオフィサー（最高財務責任者）とし

て、ナチョ・アビアは、執行役 チーフストラテジーオフィサー（最高経営戦略統括責任者）として、

引き続き当社の執行役としてその職務を遂行する予定です。 

 

３．2023 年４月１日以降の執行体制 

竹内 康雄  取締役 代表執行役 会長兼 ESG オフィサー（ESG 担当役員） 

シュテファン・カウフマン  取締役 代表執行役 社長兼 CEO（最高経営責任者） 

フランク・ドレバロウスキー  
執行役 エンドスコピックソリューションズディビジョンヘッ

ド（最高内視鏡事業責任者） 

ガブリエラ・ケイナー  
執行役 セラピューティックソリューションズディビジョンヘ

ッド（最高治療機器事業責任者） 

武田 睦史  執行役 チーフファイナンシャルオフィサー（最高財務責任者） 

ナチョ・アビア  
執行役 チーフストラテジーオフィサー（最高経営戦略統括責

任者） 

小林 哲男  
執行役 チーフマニュファクチャリングアンドサプライオフィ

サー（最高製造供給責任者） 

アンドレ・ローガン  執行役 チーフテクノロジーオフィサー（最高技術責任者） 

大月 重人  
執行役 チーフヒューマンリソーシズオフィサー（最高人事総

務責任者） 

ピエール・ボワシエ  執行役 チーフクオリティオフィサー（最高品質法規制責任者） 
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４．新任代表執行役及び新任執行役の略歴 

（１）新任代表執行役 

シュテファン・カウフマン 

 

生年月日： 1968年１月24日 

略 歴： 1990年９月 Karstadt AG 人事機能勤務 

 2000年10月 Thomas Cook 人事部長 

 2003年５月 Olympus Europa GmbH（現 Olympus Europa SE & 

CO.KG） 人事部 ゼネラルマネージャー 

 2008年４月 Olympus Europa GmbH（現 Olympus Europa SE & 

CO.KG） コーポレート部門 マネジングディレクタ

ー 

 2011年11月 Olympus Europa SE & CO.KG エグゼクティブ・マ

ネジング・ディレクター 

 2013年９月 Olympus Europa SE & CO.KG コンシューマー事業 

マネジングディレクター 

 2017年４月 当社 執行役員 

 2019年４月 当社 チーフアドミニストレイティブオフィサー

（CAO）（現任） 

Olympus Europa Holding SE スーパーバイザリー

ボード（チェアマン）（現任） 

 2019年６月 当社 取締役（現任） 

当社 執行役（現任） 

 2022年４月 当社 チーフストラテジーオフィサー（経営戦略統

括役員）（現任） 

当社 ESGオフィサー（ESG担当役員）（現任） 

所有する当社株式の

数（うち株式報酬制

度に基づく交付予定

株式の数）： 

 75,653株 

（73,563株） 

 

（２）新任執行役 

フランク・ドレバロウスキー 

 

生年月日： 1965年４月21日 

略 歴： 1993年２月 Olympus Europa 海外内視鏡部門 アシスタント・

プロダクト・マネージャー 

 2000年４月 Olympus Europa GI/EUS/BF/サービス・マーケティ

ング部門 部長 

 2006年４月 Olympus Medical Systems Europa GmbH 内視鏡・
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外科部門 ゼネラルマネージャー 

Olympus Germany メディカル部門 マネジングディ

レクター 

 2009年４月 Olympus Germany 顕微鏡/コンシューマー事業部門 

地域統括マネジングディレクター 

 2011年４月 Olympus Europa メディカルシステム部門 マネジ

ングディレクター 

 2019年４月 Olympus Europa エグゼクティブ・マネジング・デ

ィレクター  

 2020年４月 当社 執行役員（現任） 

エンドスコピックソリューションズディビジョン

ヘッド（内視鏡事業担当役員（共同責任者））（現

任） 

所有する当社株式の

数（うち株式報酬制

度に基づく交付予定

株式の数）： 

14,525株 

(14,525株) 

 

ガブリエラ・ケイナー 

 

生年月日： 1975年11月20日 

略 歴： 2000年４月 Johnson & Johnson 製造・スーパーバイザー 

 2004年５月 Johnson & Johnson ビジネス・ユニット・マネー

ジャー 

 2007年２月 Johnson & Johnson エンジニアリングマネージャ

ー 

 2008年７月 SharpSafety, Cardinal Health (前 Covidien) モ

ニタリング＆ORプロダクト R&Dディレクター 

 2012年２月 Cardinal Health (前 Covidien) PMO＆アドバンス

トサプライヤー部門 ディレクター 

 2015年２月 Acclarent (a Johnson & Johnson company) 事業

運営担当役員 

 2016年４月 Olympus Corporation of the Americas 戦略策定

＆ポートフォリオマネジメント エグゼクティブデ

ィレクター 

 2017年７月 Olympus Corporation of the Americas アップス

トリームマーケティング＆PMO バイスプレジデン

ト 

 2019年４月 当社 グローバルポートフォリオマネジメント、治

療機器部門戦略＆PMO シニア・バイス・プレジデ
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ント 

 2020年４月 当社 セラピューティックソリューションズディビ

ジョンヘッド（治療機器事業担当（共同責任者））

（現任） 

 2022年４月 当社 執行役員（現任） 

Olympus Corporation of Americas 役員（現任） 

所有する当社株式の

数（うち株式報酬制

度に基づく交付予定

株式の数）： 

5,236株 

（5,236株） 

 

大月 重人 

 

生年月日： 1961年11月12日 

略 歴： 1984年４月 株式会社日立製作所 人事教育部 

 1999年６月 日本ゼネラル・エレクトリック株式会社 人事マネ

ージャー 

 2008年６月 日本ヒューレット・パッカード株式会社 取締役 

執行役員 人事統括本部長 

 2011年３月 株式会社資生堂 執行役員 人事部長 

 2015年６月 みらかホールディングス（現 H.U.グループホール

ディングス株式会社）執行役 人事・CSR担当 

 2019年11月 当社 入社 

 2020年２月 当社 ヒューマンリソーシズヘッド（現任） 

 2020年４月 当社 執行役員（人事・総務担当）（現任） 

所有する当社株式の

数（うち株式報酬制

度に基づく交付予定

株式の数）： 

6,543株 

（4,633株） 

 

ピエール・ボワシエ 

 

生年月日： 1958年７月26日 

略 歴： 1977年８月 米国海兵隊 

 1988年５月 Alcon Laboratories シニア・クオリティ・エンジ

ニア 

 1995年10月 Gambro Healthcare ゼネラルマネージャー 

 1999年４月 Coherent, Inc. 事業担当バイスプレジデント 

 2001年９月 National Genetic Institute QA・RA担当 バイス

プレジデント 
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 2004年２月 Boston Scientific EPテクノロジー、クオリティ

担当役員 

 2005年３月 Boston Scientific クオリティ、カーディオバス

キュラー グループ・バイス・プレジデント 

 2007年２月 Boston Scientific QA ニューロバスキュラー、エ

レクトロフィジオロジー＆ニューロモデュレーシ

ョン グループ・バイス・プレジデント 

 2010年10月 Becton Dickinson クオリティ部門 シニア・バイ

ス・プレジデント 

 2015年４月 Becton Dickinson エグゼクティブ・バイス・プレ

ジデント＆チーフクオリティオフィサー 

 2021年４月 当社 チーフクオリティオフィサー（現任） 

 2022年４月 当社 執行役員（品質法規制担当役員）（現任） 

所有する当社株式の

数（うち株式報酬制

度に基づく交付予定

株式の数）： 

4,827株 

（4,827株） 

（「所有する当社株式の数」は、2022 年９月 30 日現在の所有株式数を記載しています。また、

当社役員持株会における本人持分及び当社の株式報酬管理会社を通じて所有する本人持分なら

びに株式報酬制度に基づく交付予定株式の数を含めて記載しています。） 

 

５．就任予定日 

 2023年４月１日 

 

以上 


