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エーザイ株式会社  人事異動ならびに組織改編

＜2008年10月1日付役員人事異動＞

■役員の異動

新　任　務 旧　任　務 氏　名

コーポレートコミュニケーション担当
（執行役）

コーポレートコミュニケーション部長
（兼）ＩＲグループ統轄部長（執行役）

藤吉　彰

＜2008年10月1日付人事異動＞

（1）▲は部長・部長職以上の異動、＊付きはライン部長職以上
（2）△は課長職の異動

■理事

新　任　務 旧　任　務 氏　名

＊▲
コーポレートコミュニケーション副担当
（兼）ＩＲ部長

エーザイ・ヨーロッパ・リミテッド（英
国）シニアバイスプレジデント（出向）

松江　裕二

■グローバル本社

新　任　務 旧　任　務 氏　名

＊▲
ＣＥＯオフィス　コーポレートストラテジー
室長

エーザイ・エス・エー・エス（フランス）
プレジデント（出向）

鈴木　聡

▲ 知的財産部　副部長 知的財産部　特許出願グループ　統轄課長 鴨狩　誠

△ 知的財産部　特許第一グループ　統轄課長 知的財産部　調査グループ　統轄課長 橋田　亮一

△ 知的財産部　特許第二グループ　統轄課長 知的財産部　担当課長 保坂　明

＊▲ 環境安全部長 環境安全部　副部長 松波　利夫

＊▲ ＰＲ部長
コーポレートコミュニケーション部
ＰＲグループ　統轄課長

志水　健史

【次頁に続く】

＊hhcの文字は、
フローレンス・ナイチンゲールの
サインから取り出したものです。

 Eisai　News
エーザイは「患者さまと生活者の皆様の喜怒哀楽

を考え、そのベネフィット向上を第一義とし、世

界のヘルスケアの多様なニーズを充足する」こと

を基本とするヒューマン・ヘルスケア企業を目指

して、その実現に邁進しています。 、

エ ー ザ イ 株 式 会 社
コーポレートコミュニケーション部
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■日本事業本部（Japan Business Headquarters：ＪＢＨＱ）

新　任　務 旧　任　務 氏　名

＊▲ コミュニティ・ネットワーク支援室長
千葉埼玉エリア統轄（兼）千葉埼玉流通推
進部長

木村　次郎

＊▲ 北海道エリア　道北医薬部長 北海道エリア　道北医薬部　担当課長 本多　治彦

＊▲ 東北エリア　岩手医薬一部長 神奈川エリア　神奈川医薬三部　担当課長 春日井  栄太郎

＊▲ 東北エリア　宮城医薬一部長 東京エリア　東京医薬九部長 上銘　均

＊▲ 東北エリア　福島医薬一部長 中国エリア　広島部長 進藤　正人

＊▲ 関信越エリア企画部長 東京エリア企画部　担当課長 河村　政雄

＊▲ 関信越エリア　新潟医薬一部長 東京エリア　東京五部長 溝部　賢一

＊▲ 関信越エリア　新潟医薬三部長 関信越エリア　新潟医薬三部　担当課長 内海　眞次

＊▲ 関信越エリア　茨城医薬一部長 関信越エリア　茨城医薬一部　担当課長 加藤　重夫

＊▲ 関信越エリア　茨城医薬二部長 関信越エリア　茨城医薬二部　担当課長 黒田　俊哉

＊▲ 関信越エリア　長野医薬一部長 東京エリア　東京医薬五部長 杉本　義幸

＊▲ 東京エリア　東京五部長 東海エリア企画部長 永長　徳一

＊▲ 東京エリア　東京医薬五部長
医薬統括部　情創部　人材開発室
担当課長

森長　治久

＊▲ 東京エリア　東京医薬九部長 東北エリア　福島医薬一部長 大熊　敦

＊▲
千葉埼玉エリア統轄（兼）千葉埼玉流通推進
部長

九州エリア　福岡医薬一部長 濱田　裕二

＊▲ 千葉埼玉エリア　千葉医薬二部長 北海道エリア　道北医薬部長 小川　雅彦

＊▲ 千葉埼玉エリア　埼玉医薬一部長 神奈川エリア　神奈川医薬一部長 矢崎　泰三

＊▲ 神奈川エリア　神奈川医薬一部長 九州エリア　九州一部　担当課長 佐藤　元治

＊▲ 神奈川エリア　神奈川医薬四部長 関信越エリア　新潟医薬三部長 樋口　浩行

＊▲ 神奈川エリア　神奈川医薬七部長 医薬統括部　医薬推進部　担当課長 長谷川　清

＊▲ 東海エリア企画部長 中四国エリア企画部長 今井　俊尚

＊▲ 東海エリア　愛知医薬三部長 関西エリア　大阪医薬九部長 藤本　祐一郎

＊▲ 東海エリア　三重医薬二部長 関信越エリア　茨城医薬二部長 津谷　利洋

＊▲ 関西エリア　大阪医薬四部長 千葉埼玉エリア　千葉医薬四部　担当課長 井門　義弘

＊▲ 関西エリア　大阪医薬七部長 九州エリア　福岡医薬四部長 小川　秀樹

【次頁に続く】
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■日本事業本部（Japan Business Headquarters：ＪＢＨＱ）　【続き】

新　任　務 旧　任　務 氏　名

＊▲ 関西エリア　大阪医薬九部長 東京エリア　東京一部　担当課長 小平　知道

＊▲ 中四国エリア企画部長 東北エリア　宮城医薬一部長 飯高　芳幸

＊▲ 中国エリア　広島部長 東海エリア　愛知医薬三部長 菅原　和弘

＊▲ 中国エリア　広島医薬二部長 東北エリア　福島医薬二部　担当課長 西原　祐二

＊▲ 中国エリア　岡山医薬二部長 神奈川エリア　神奈川医薬二部　担当課長 大山　哲弥

＊▲ 九州エリア　福岡医薬一部長 神奈川エリア　神奈川医薬四部長 森　万人

＊▲ 九州エリア　福岡医薬四部長 中国エリア　広島医薬二部長 川崎　正人

＊▲ 北海道流通推進部長 流通統轄部　担当部長 三木　隆史

＊▲ 関信越流通推進部長 九州流通推進部長 宮崎　浩

＊▲ 九州流通推進部長 関信越流通推進部長 岩尾　陽一

■生産物流本部

新　任　務 旧　任　務 氏　名

△ 生産技術部　川島グループ　統轄課長 生産技術部　川島グループ　担当課長 浅野　雅彦

■出向

新　任　務 旧　任　務 氏　名

エーザイ・コーポレーション・オブ・ノース
アメリカ（米国）

ＣＥＯオフィス　コーポレートストラテ
ジー室長

Ｉ．ＣＨＥＵＮＧ
（Ｉ．チャン）

エルメッドエーザイ株式会社
日本事業本部（ＪＢＨＱ）戦略企画部
統合戦略室　担当課長

成家　知樹
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<2008年10月1日付 主な組織改編> 
 
■ＧＳＱオフィスの新設 

エーザイ全社における品質保証・安全管理に対する活動において、法規を遵守し、

適正な実施が行われていることをグローバルに保証する体制を強化するため、 

ＧＳＱオフィス（Global Safety･Quality Office）を新設する。ＧＳＱオフィスは、

信頼性保証担当執行役、Chief Global Safety Officer で構成し、事務局を配する。 

 

■ＩＲ部、ＰＲ部の新設 

 社内外のステークホルダーに対して、適切なタイミングで透明性の高い情報開示

を行うとともに、双方向コミュニケーションの充実をはかるため、コーポレート

コミュニケーション部のＩＲ機能とＰＲ機能を独立し、ＩＲ部、ＰＲ部として新

設する。これに伴い、コーポレートコミュニケーション部は発展的に解組する。 

 

■日本事業本部（ＪＢＨＱ） コミュニティ・ネットワーク支援室の新設 

医療に関係するコミュニティとの連携により、患者様が安心して暮らせる「まち

づくり」の推進・支援体制を構築するため、ＪＢＨＱ直轄下にコミュニティ・ネット

ワーク支援室を設置する。 
 

■知的財産部の再編 

研究開発テーマの出願に関し、調査業務と出願業務を一体となって推進する体制

とするため、知的財産部の特許出願グループと調査グループを、領域別の特許第一

グループと特許第二グループに再編する。 
 

以上 
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