
 

 

 
 

 

エーザイ株式会社  人事異動ならびに組織改編 
       

＜2016年 4月 1日付 執行役人事異動＞ 
 

新任務 旧任務 氏名 

日本事業担当（兼）認知症ソリューション本

部担当（兼）チーフインフォメーションオフィ

サー（CEOオフィス）（代表執行役日本事業

担当兼 CIO） 

コーポレートプランニング&ストラテジー担当

（兼）チーフインフォメーションオフィサー

（CEOオフィス）（代表執行役コーポレートプ

ランニング&ストラテジー担当兼 CIO） 

林 秀樹 

医療政策担当（兼）グローバル緊急対応担

当（兼）グローバルバリュー&アクセス担当

（兼）総括製造販売責任者（兼）中国担当

（兼）メディスン開発センター担当（兼）hhcデ

ータクリエーション担当（兼）日本・アジアメデ

ィカル担当（CEOオフィス）（代表執行役医

療政策担当兼中国担当） 

医療政策担当（兼）グローバル緊急対応担

当（兼）総括製造販売責任者（兼）グローバ

ルバリュー&アクセス担当（兼）薬粧事業担当

（兼）中国担当（CEOオフィス）（代表執行役

医療政策担当兼中国担当） 

土屋 裕 

エーザイデマンドチェーンシステムズ プレ

ジデント（兼）コアブランド DCU プレジデント

（専務執行役） 

エーザイデマンドチェーンシステムズ プレ

ジデント（兼）ステーブルブランド DCU プレ

ジデント（専務執行役） 

浅野 隆文 

デピュティチーフタレントオフィサー（常務執

行役） 

アメリカス・リージョン プレジデント（兼）エー

ザイ・インク チェアマン&CEO（常務執行役） 
松江 裕二 

オンコロジービジネスグループ チーフコマ

ーシャルオフィサー（兼）EMEAリージョン プ

レジデント（兼）エーザイ・ヨーロッパ・リミテッ

ド チェアマン&CEO（常務執行役） 

EMEA リージョン プレジデント（兼）エーザ

イ・ヨーロッパ・リミテッド プレジデント&CEO

（兼）エーザイグローバルオンコロジービジネ

スユニット プレジデント（常務執行役） 

ガリー ヘンドラー 

オンコロジービジネスグループ プレジデント

（常務執行役） 

エーザイプロダクトクリエーションシステムズ 

チーフプロダクトクリエーションオフィサー

（兼）ジャパン／アジア クリニカル リサーチ

創薬ユニット プレジデント（常務執行役） 

井池 輝繁 

ニューロロジービジネスグループ プレジデ

ント（兼）アメリカス・リージョン プレジデント

（兼）エーザイ・インク チェアマン&CEO（兼）

ADグローバルリード（執行役） 

エーザイグローバルオンコロジービジネスユ

ニット デピュティプレジデント（兼）エーザイ

グローバルニューロロジービジネスユニット 

デピュティプレジデント（兼）アジアオンコロジ

ー担当（兼）レンビマグローバルリード（兼）

Fycompa グローバルリード（執行役） 

アイヴァン チャン 

オンコロジービジネスグループ チーフメディ

スンクリエーションオフィサー（兼）チーフディ

スカバリーオフィサー（執行役） 

エーザイプロダクトクリエーションシステムズ

チーフイノベーションオフィサー（執行役） 
大和 隆志 

オンコロジービジネスグループ チーフストラ

テジーオフィサー（兼）レンビマグローバルリ

ード（兼）ストラテジー部長（執行役） 

エーザイ・ジャパン オンコロジーhhcユニット 

プレジデント（執行役） 
甲斐 康信 

2016 年 3月 14日 

エーザイ株式会社 
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＜2016年 4月 1日付 執行役人事異動＞ 【続き】 

新任務 旧任務 氏名 

ニューロロジービジネスグループ チーフクリ

ニカルオフィサー（兼）チーフメディカルオフ

ィサー（執行役） 

エーザイプロダクトクリエーションシステムズ 

チーフクリニカルオフィサー（兼）ニューロサイ

エンス&ジェネラルメディスン創薬ユニット プ

レジデント（兼）エーザイグローバルニューロ

ロジービジネスユニット チーフメディカルオ

フィサー（執行役） 

リン クレイマー 

ニューロロジービジネスグループ チーフデ

ィスカバリーオフィサー（兼）ニューロロジー筑

波研究部長（執行役） 

エーザイプロダクトクリエーションシステムズ

ニューロサイエンス&ジェネラルメディスン創

薬ユニット デピュティプレジデント（兼）グロ

ーバル探索研究部長（執行役） 

木村 禎治 

エーザイ・ジャパン 地域連携首都圏本部長

（執行役） 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

プレジデント（執行役） 
安田 覚 

エーザイ・ジャパン アクセス&アウトカム本部

長（執行役） 

エーザイ・ジャパン 統合マーケティング本部

長（執行役） 
籔根 英典 

エーザイ・ジャパン プレジデント（執行役） 
エーザイ・ジャパン 統合マーケティング本部 

医薬品アクセス推進部長（理事職） 
宮島 正行 

1) 現 EAファーマ担当（兼）国内ネットワーク企業担当（CEOオフィス）（代表執行役 EAファーマ担当兼国内ネット

ワーク企業担当）の清水初は、2016年 3月 31日付で代表執行役を退任し、2016年 4月 1日付で EAファー

マ株式会社 代表取締役社長に就任します。 

2) 現エーザイ・ジャパン プレジデント（執行役）の松前謙司は、2016年 3月 31日付で執行役を退任し、2016年

4月 1日付で EAファーマ株式会社 取締役副社長に就任します。 

3) 現エーザイグローバルニューロロジービジネスユニットプレジデント（執行役）の Frank Ciriello は、2016年 3月

31日付で執行役を退任します。 

 

＜2016年 4月 1日付 人事異動＞ 

■上席執行役員 

新任務 旧任務 氏名 

コーポレート BD部長 
グローバルビジネスディベロップメントユニット 

プレジデント 
鈴木 蘭美 

エーザイ・ジャパン 地域連携製品政策部長 
エーザイ・ジャパン 統合マーケティング本部 

製品政策部長 
田 芳郎 

オンコロジービジネスグループ チーフサイ

エンティフィックオフィサー 
オンコロジー創薬ユニット プレジデント 野本 研一 
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■執行役員 

新任務 旧任務 氏名 

エーザイ・ジャパン 研修本部長 
エーザイ・ジャパン オンコロジーhhcユニット 

バイスプレジデント（西日本担当） 
竹田 裕次 

エーザイ・ジャパン 地域連携近畿本部長 
エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

バイスプレジデント（西日本担当） 
濱田 裕二 

エーザイ・ジャパン 地域連携九州本部長 
エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

バイスプレジデント（東日本担当） 
荒牧 哲郎 

コンシューマーhhc事業部 プレジデント

（兼）セルフケア営業本部長 

薬粧事業部 プレジデント（兼）薬粧事業部 

セルフケア hhcユニット長 
金澤 昭兵 

（出向）EAファーマ 人事部長 人財開発本部 斉藤 篤 

hhcデータクリエーションセンター長  

(兼）筑波研究所長 

エーザイプロダクトクリエーションシステムズ 

ネクスト･ジェネレーション･システムズ機能ユ

ニット プレジデント（兼）企画推進グループ

長（兼）天然物リード探索グループ長 

塚原 克平 

hhcデータクリエーションセンター AD早期

診断開発プロジェクト担当 部長 

エーザイプロダクトクリエーションシステムズ 

バイオマーカー･パーソナライズド･メディスン

機能ユニット プレジデント 

小田 吉哉 

メディスン開発センター長 

エーザイプロダクトクリエーションシステムズ 

プロダクトクリエーション本部 ポートフォリオ

戦略・推進部長（兼）ポートフォリオ戦略グル

ープ長 

加藤 弘之 

メディスン開発センター コーディネーション

部 統括部長 

エーザイプロダクトクリエーションシステムズ 

プロダクトクリエーション本部 予算管理・人

財開発部長 

川村 高紀 

エーザイデマンドチェーンシステムズ ニュ

ーロロジーDCU プレジデント（兼）川島工場

長（兼）川島工園長 

エーザイデマンドチェーンシステムズ ニュ

ーケミカルエンティティ DCU プレジデント 
加藤 義輝 

 

■理事職 

新任務 旧任務 氏名 

コーポレートプランニング&ストラテジー部長

（CEOオフィス） 

コーポレートプランニング&ストラテジー部長

（兼）グローバル推進グループ長 
安野 達之 

ニューロロジービジネスグループ メディスン

クリエーション クリニカル 日本・アジア臨床

開発部長 

コーポレートメディカルアフェアーズ本部 副

部長（兼）グローバル PV部長 
津野 昌紀 

エーザイ・ジャパン アクセス&アウトカム本部 

副本部長（兼）流通統括部長 

エーザイ・ジャパン 統合マーケティング本部 

流通統括部長 
森 英寿 

エーザイ・ジャパン オンコロジーhhcユニット 

バイスプレジデント（コマーシャル担当） 

エーザイ・ジャパン オンコロジーhhcユニット 

関西統括部長 
湯面 知行 
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■理事職 【続き】 

新任務 旧任務 氏名 

エーザイ・ジャパン 地域連携東海北陸本部

長 

CEOオフィス グローバルビジネスコーディ

ネーション（兼）エーザイ・ジャパン 計画推

進部長 

遊佐 寿彦 

（出向）EAファーマ 経営企画部長 EAファーマ統合事務局長 清水 眞彦 

（出向）EAファーマ 薬事・臨床開発担当 

エーザイプロダクトクリエーションシステムズ 

グローバルレギュラトリー機能ユニット 日本・

アジアレギュラトリー担当 部長 

大林 俊夫 

（出向）EAファーマ 東京支店長 
エーザイ・ジャパン 統合マーケティング本部 

製品政策部 パリエット特命係 部長 
門田 達也 

筑波研究所 シニアディレクター 

エーザイプロダクトクリエーションシステムズ 

バイオマーカー･パーソナライズド･メディスン

機能ユニット 診断薬開発部長 

渡辺 啓祐 

鹿島事業所 事業所長 

エーザイデマンドチェーンシステムズ バイオ

ロジクス DCU プレジデント（兼）プロジェクト

推進グループ長（兼）鹿島事業所長 

水野 正則 

 

■グローバル本社 

新任務 旧任務 氏名 

中計推進部長 中計編成部 副部長 戸田 匡 

人財開発本部 タレントマネジメント部長 
人財開発本部 タレントマネジメント部 

EPCS・EDCS・CMA グループ長 
中村 正毅 

キャリア支援センター長 

人財開発本部 タレントマネジメント部長

（兼）アメリカス・EMEA・コーポレートファンク

ションズグループ長（兼）EJ・アジアグループ

長 

清水 健一郎 

コーポレートメディカルアフェアーズ本部 グ

ローバル PV部長 

コーポレートメディカルアフェアーズ本部 安

全管理部 PV評価三グループ長 
浅山 圭世 

チーフメディカルオフィサーJapan/Asia（兼）

メディカル本部長（兼）ニューロロジーMSL室

長 

チーフメディカルオフィサーJapan/Asia（兼）

エーザイ・ジャパン オンコロジーhhcユニット 

メディカル部長（兼）MSL室長（兼）地域包括

hhcユニット メディカル部長（兼）MSL室長 

小林 啓之 

 

  



  5   

 

 

 

■ニューロロジービジネスグループ 

新任務 旧任務 氏名 

ニューロロジービジネスグループ メディスン

クリエーション ディスカバリー E-WAY 

研究室長 

エーザイプロダクトクリエーションシステムズ 

バイオマーカー･パーソナライズド･メディスン

機能ユニット バイオマーカー研究室長 

大郷 真 

ニューロロジービジネスグループ メディスン

クリエーション ディスカバリー プログラムマ

ネジメント部長 

エーザイプロダクトクリエーションシステムズ 

KAN 創薬ユニット プロダクトクリエーション

部長 

梶原 彰治 

ニューロロジービジネスグループ メディスン

クリエーション トランスレーショナルメディス

ン部長 

エーザイプロダクトクリエーションシステムズ 

ニューロサイエンス&ジェネラルメディスン創

薬ユニット オープンイノベーション部長 

宮川 武彦 

 

■オンコロジービジネスグループ 

新任務 旧任務 氏名 

オンコロジービジネスグループ メディスンク

リエーション ディスカバリー オンコロジー

筑波研究部長 

エーザイプロダクトクリエーションシステムズ 

オンコロジー創薬ユニット ケミストリー筑波

研究室長 

松嶋 知広 

オンコロジービジネスグループ メディスンク

リエーション クリニカル 日本・アジア臨床

開発部長 

エーザイプロダクトクリエーションシステムズ 

ジャパン／アジア クリニカル リサーチ創薬

ユニット 臨床開発部 オンコロジーグルー

プ長 

中村 富雄 

 

■日本事業 

新任務 旧任務 氏名 

認知症ソリューション本部長（兼）ソリューショ

ン企画推進部長 

エーザイ・ジャパン 統合マーケティング本部 

戦略企画部長 
小峰 俊也 

認知症ソリューション本部 hhc ソリューション

部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

南北海道統括部長 
渡辺 武 

エーザイ・ジャパン 計画推進部長 
エーザイ・ジャパン 統合マーケティング部 

ディレクター 
今木 茂 

エーザイ・ジャパン アクセス&アウトカム本部 

副本部長（兼）推進部長 

エーザイ・ジャパン 統合マーケティング部 

シニアディレクター 
中村 昌樹 

エーザイ・ジャパン アクセス&アウトカム本部 

ホームケアマーケット政策部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

北東北統括部長 
東郷 孝治 

エーザイ・ジャパン アクセス&アウトカム本部 

病院政策部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

奈良和歌山統括部長 
服部 恒一 

エーザイ・ジャパン アクセス&アウトカム本部 

保険薬局政策部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

西東京統括部長 
加藤 善弘 

エーザイ・ジャパン アクセス&アウトカム本部 

流通統括部 北海道・東北流通推進部長 

エーザイ・ジャパン 統合マーケティング本部 

流通統括部 東北流通推進部長 
小村 寿徳 
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新任務 旧任務 氏名 

エーザイ・ジャパン アクセス&アウトカム本部 

流通統括部 首都圏流通推進部長 

エーザイ・ジャパン 統合マーケティング本部 

流通統括部 関西北陸流通推進部長 
竹内 雅造 

エーザイ・ジャパン アクセス&アウトカム本部 

流通統括部 東海流通推進部長 

エーザイ・ジャパン 統合マーケティング本部 

流通統括部 中四国流通推進部長 
市川 和人 

エーザイ・ジャパン アクセス&アウトカム本部 

流通統括部 関西北陸流通推進部長 

エーザイ・ジャパン 統合マーケティング本部 

流通統括部 東海流通推進部長 
権野 準一 

エーザイ・ジャパン アクセス&アウトカム本部 

流通統括部 中四国流通推進部長 

エーザイ・ジャパン 統合マーケティング本部 

流通統括部 関信越流通推進部長 
桜井 浩二 

エーザイ・ジャパン アクセス&アウトカム本部 

流通統括部 九州流通推進部長 

エーザイ・ジャパン 統合マーケティング本部 

流通統括部 担当部長 
坂田 昌弘 

エーザイ・ジャパン オンコロジーhhcユニット 

プレジデント 
中計編成部長 浅野 俊孝 

エーザイ・ジャパン オンコロジーhhcユニット 

ハラヴェン特命係 部長 

オンコロジーhhcユニット バイスプレジデント

（東日本中部担当） 
山下 雄次 

エーザイ・ジャパン オンコロジーhhcユニット 

製品政策部長 

エーザイ・ジャパン 統合マーケティング本部 

製品政策部 オンコロジーグループ長 
徳永 武志 

エーザイ・ジャパン オンコロジーhhcユニット 

千葉埼玉統括部長 

エーザイ・ジャパン オンコロジーhhcユニット 

九州統括部長 
清水 義広 

エーザイ・ジャパン オンコロジーhhcユニット 

東京山梨統括部長 

エーザイ・ジャパン オンコロジーhhcユニット 

首都圏統括部長 
小平 知道 

エーザイ・ジャパン オンコロジーhhcユニット 

東海統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

愛媛高知統括部長 
川手 博之 

エーザイ・ジャパン オンコロジーhhcユニット 

関西統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

多摩統括部長 
長谷川 肇 

エーザイ・ジャパン オンコロジーhhcユニット 

九州統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

南九州統括部長 
安藤 守利 

エーザイ・ジャパン 地域連携北海道本部長 
エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

静岡統括部長 
加持 剛彦 

エーザイ・ジャパン 地域連携東北本部長 
エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

埼玉統括部長 
金屋 肇 

エーザイ・ジャパン 地域連携関信越本部長 
エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

新潟統括部長 
及川 隆一郎 

エーザイ・ジャパン 地域連携中四国本部長 
エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

佐賀長崎統括部長 
村山 弘幸 

エーザイ・ジャパン 地域連携北海道本部 

道央統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

北北海道統括部長 
森川 俊宏 
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エーザイ・ジャパン 地域連携北海道本部 

道北統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

北北海道統括部 道北医療圏 シニアチャ

ンピオン 

岡田 直 

エーザイ・ジャパン 地域連携北海道本部 

道東統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

北北海道統括部 十勝帯広医療圏 シニア

チャンピオン 

大野 正博 

エーザイ・ジャパン 地域連携北海道本部 

道南統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

北東北統括部 青森医療圏 シニアチャン

ピオン 

樋口 守 

エーザイ・ジャパン 地域連携東北本部  

青森統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

京滋統括部 滋賀東医療圏 シニアチャン

ピオン 

叶居 久和 

エーザイ・ジャパン 地域連携東北本部  

秋田統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

北陸統括部 呉東医療圏 シニアチャンピオン 
小畠 俊元 

エーザイ・ジャパン 地域連携東北本部  

岩手統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

北東北統括部 久慈・二戸医療圏 シニア

チャンピオン 

領木 章博 

エーザイ・ジャパン 地域連携東北本部  

宮城統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

南東北統括部 東北大学医療圏 シニアチ

ャンピオン 

石塚 秀一 

エーザイ・ジャパン 地域連携東北本部  

山形統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

茨城統括部 水戸医療圏 シニアチャンピオン 
川島 文明 

エーザイ・ジャパン 地域連携東北本部  

福島統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

横浜統括部 横浜病院医療圏 シニアチャ

ンピオン 

後藤 健治 

エーザイ・ジャパン 地域連携関信越本部 

新潟統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

東中国統括部長 
渋沢 和彦 

エーザイ・ジャパン 地域連携関信越本部 

茨城統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

茨城統括部長 
間 茂之 

エーザイ・ジャパン 地域連携関信越本部 

栃木統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

栃木群馬統括部 栃木県南医療圏 シニア

チャンピオン 

佐藤 大輔 

エーザイ・ジャパン 地域連携関信越本部 

群馬統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

栃木群馬統括部 前橋・北毛医療圏 シニ

アチャンピオン 

伊藤 隆文 

エーザイ・ジャパン 地域連携関信越本部 

長野統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

甲信統括部 中信医療圏 シニアチャンピオ

ン 

仁藤 隆行 

エーザイ・ジャパン 地域連携関信越本部 

山梨統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

兵庫統括部 阪神南西宮医療圏 シニアチ

ャンピオン 

鈴木 人志 

エーザイ・ジャパン 地域連携首都圏本部 

先進メディカル 1部 統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

東東京統括部長 
草野 修一 
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エーザイ・ジャパン 地域連携首都圏本部 

先進メディカル 2部 統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

東東京統括部 慈恵関連医療圏 シニアチ

ャンピオン 

村上 和弘 

エーザイ・ジャパン 地域連携首都圏本部 

中央城北統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

東東京統括部 荒台日医医療圏 シニアチ

ャンピオン 

川田 雅貴 

エーザイ・ジャパン 地域連携首都圏本部 

城東統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

西東京統括部 新宿大学関連医療圏 シニ

アチャンピオン 

峯岸 誠 

エーザイ・ジャパン 地域連携首都圏本部 

城西統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

西東京統括部 日大・板橋医療圏 シニア

チャンピオン 

村本 博康 

エーザイ・ジャパン 地域連携首都圏本部 

城南統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

西東京統括部 首都大学関連医療圏 シニ

アチャンピオン 

風間 博仁 

エーザイ・ジャパン 地域連携首都圏本部 

多摩統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

西東京統括部 豊島・北医療圏 シニアチャ

ンピオン 

田村 浩平 

エーザイ・ジャパン 地域連携首都圏本部 

千葉統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

京滋統括部長 
藤井 敦信 

エーザイ・ジャパン 地域連携首都圏本部 

東葛南部統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

千葉統括部 東葛南部医療圏 シニアチャ

ンピオン 

小島 秀樹 

エーザイ・ジャパン 地域連携首都圏本部 

東葛北部統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

南東北統括部 県南いわき医療圏 

シニアチャンピオン 

長見 浩二 

エーザイ・ジャパン 地域連携首都圏本部 

埼玉県央統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

埼玉統括部 さいたま医療圏 シニアチャン

ピオン 

武川 修 

エーザイ・ジャパン 地域連携首都圏本部 

埼玉東西統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

大阪統括部 大阪中医療圏 シニアチャン

ピオン 

富田 成哉 

エーザイ・ジャパン 地域連携首都圏本部 

川越・北部統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

埼玉統括部 川越西北部医療圏 シニアチ

ャンピオン 

山下 篤史 

エーザイ・ジャパン 地域連携首都圏本部 

横浜統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

横浜統括部長 
澤田 直樹 

エーザイ・ジャパン 地域連携首都圏本部 

川崎統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

横浜統括部 川崎病院医療圏 シニアチャ

ンピオン 

村田 尚美 

エーザイ・ジャパン 地域連携首都圏本部 

厚木統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

相模湘南統括部 相模原３区医療圏 シニ

アチャンピオン 

常木 茂成 

エーザイ・ジャパン 地域連携東海北陸本部 

先進メディカル部 統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

東東京統括部 順天関連医療圏 シニアチ

ャンピオン 

小森 学 
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エーザイ・ジャパン 地域連携東海北陸本部 

三河統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

三河統括部長 
藤本 祐一郎 

エーザイ・ジャパン 地域連携東海北陸本部 

名古屋統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

千葉統括部長 
土屋 博嗣 

エーザイ・ジャパン 地域連携東海北陸本部 

静岡統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

北陸統括部長 
倉知 千学 

エーザイ・ジャパン 地域連携東海北陸本部 

浜松統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

静岡統括部 浜松第一医療圏 シニアチャ

ンピオン 

片桐 裕之 

エーザイ・ジャパン 地域連携東海北陸本部 

岐阜統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

横浜統括部 横浜西部医療圏 シニアチャ

ンピオン 

大島 勝 

エーザイ・ジャパン 地域連携東海北陸本部 

三重統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

三重統括部 北勢医療圏 シニアチャンピオン 
戸田 昌伸 

エーザイ・ジャパン 地域連携東海北陸本部 

富山統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

西東京統括部 世田・目黒医療圏 シニア

チャンピオン 

上村 恵吾 

エーザイ・ジャパン 地域連携東海北陸本部 

石川統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

北陸統括部 金沢・能登医療圏 シニアチャ

ンピオン 

大山 哲弥 

エーザイ・ジャパン 地域連携東海北陸本部 

福井統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

埼玉統括部 東部医療圏 シニアチャンピオン 
位頭 俊治 

エーザイ・ジャパン 地域連携近畿本部  

滋賀統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

奈良和歌山統括部 奈良南医療圏 シニア

チャンピオン 

今崎 和明 

エーザイ・ジャパン 地域連携近畿本部  

京都統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

京滋統括部 京都中医療圏 シニアチャン

ピオン 

亀井 光之 

エーザイ・ジャパン 地域連携近畿本部  

先進メディカル部 統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

北大阪統括部長 
臼杵 尚之助 

エーザイ・ジャパン 地域連携近畿本部  

北大阪統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

北大阪統括部 三島医療圏 シニアチャン

ピオン 

伊豆 泰一 

エーザイ・ジャパン 地域連携近畿本部  

大阪統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

大阪統括部長 
渡辺 雅雄 

エーザイ・ジャパン 地域連携近畿本部  

南大阪統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

南大阪統括部長 
臼井 一彦 

エーザイ・ジャパン 地域連携近畿本部  

奈良統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

奈良和歌山統括部 奈良北医療圏 シニア

チャンピオン 

竹田 篤志 

エーザイ・ジャパン 地域連携近畿本部  

和歌山統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

奈良和歌山統括部 和歌山北医療圏 シニ

アチャンピオン 

内海 眞次 
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エーザイ・ジャパン 地域連携近畿本部  

神戸統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

兵庫統括部 神戸中部医療圏 

シニアチャンピオン 

佐藤 元治 

エーザイ・ジャパン 地域連携近畿本部  

阪神統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

東中国統括部 鳥取西部医療圏 シニアチ

ャンピオン 

佐藤 晋司 

エーザイ・ジャパン 地域連携近畿本部  

姫路統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

北陸統括部 金沢・加賀医療圏 シニアチャ

ンピオン 

松本 徹 

エーザイ・ジャパン 地域連携中四国本部 

岡山統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

東中国統括部 岡山南西部医療圏 シニア

チャンピオン 

力津 幸一 

エーザイ・ジャパン 地域連携中四国本部 

鳥取島根統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

東中国統括部 島根医療圏 シニアチャン

ピオン 

三浦 正充 

エーザイ・ジャパン 地域連携中四国本部 

広島統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

広島山口統括部 広島医療圏 シニアチャ

ンピオン 

厚東 裕幸 

エーザイ・ジャパン 地域連携中四国本部 

福山統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

広島山口統括部 福山尾三医療圏 シニア

チャンピオン 

坂井 千尋 

エーザイ・ジャパン 地域連携中四国本部 

山口統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

広島山口統括部 山口西北医療圏 シニア

チャンピオン 

堀米 敏宏 

エーザイ・ジャパン 地域連携中四国本部 

香川徳島統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

香川徳島統括部長 
澤田 拓也 

エーザイ・ジャパン 地域連携中四国本部 

愛媛統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

愛媛高知統括部 中南予医療圏 シニアチ

ャンピオン 

岡崎 恭治 

エーザイ・ジャパン 地域連携中四国本部 

高知統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

愛媛高知統括部 高知医療圏 シニアチャ

ンピオン 

日原 洋一 

エーザイ・ジャパン 地域連携九州本部  

先進メディカル部 統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

東東京統括部 港医療圏 シニアチャンピオン 
早野 晶裕 

エーザイ・ジャパン 地域連携九州本部  

福岡久留米統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

北東北統括部 秋田南北医療圏 シニアチ

ャンピオン 

大庭 広樹 

エーザイ・ジャパン 地域連携九州本部  

北九州統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

名古屋統括部 尾張中央医療圏 シニアチ

ャンピオン 

川島 敬 

エーザイ・ジャパン 地域連携九州本部  

大分統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

北九州大分統括部 大分北部医療圏 シニ

アチャンピオン 

田原 成敏 

エーザイ・ジャパン 地域連携九州本部  

佐賀長崎統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

佐賀長崎統括部 長崎中央医療圏 シニア

チャンピオン 

加藤 武志 
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エーザイ・ジャパン 地域連携九州本部  

熊本統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

南九州統括部 熊本医療圏 シニアチャン

ピオン 

藤 宏一郎 

エーザイ・ジャパン 地域連携九州本部  

宮崎統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

西東京統括部 品川・大田医療圏 シニア

チャンピオン 

千葉 敏彦 

エーザイ・ジャパン 地域連携九州本部  

鹿児島統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

南九州統括部 鹿児島医療圏 シニアチャ

ンピオン 

永吉 美香 

エーザイ・ジャパン 地域連携九州本部  

沖縄統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

福岡沖縄統括部 沖縄医療圏 シニアチャ

ンピオン 

保井 大介 

コンシューマーhhc事業部 商品開発部長 薬粧事業部 商品戦略部 開発室長 泉澤 勝弘 

コンシューマーhhc事業部 ブランドマネジメ

ント部長 

薬粧事業部 商品戦略部長（兼）マーケティ

ング企画室長 
外処 圭介 

コンシューマーhhc事業部 チョコラ BB本部

長（兼）マーケティング企画部長 

薬粧事業部 セルフケア hhcユニット 広域

第二営業部長 
岡本 健彦 

コンシューマーhhc事業部 チョコラ BB本部 

営業戦略部長 

薬粧事業部 リフレッシュ・エナジーhhc ユニ

ット長 
古川 雅浩 

コンシューマーhhc事業部 LTパートナー部

長（兼）データマイニング室長 
薬粧事業部 LTパートナーhhc ユニット長 飯島 みゆき 

コンシューマーhhc事業部 セルフケア営業

本部 営業政策部長（兼）流通推進室長 

薬粧事業部 セルフケア hhcユニット 薬粧

流通推進部長 
小川 健司 

コンシューマーhhc事業部 セルフケア営業

本部 広域営業部長 

薬粧事業部 セルフケア hhcユニット 広域

第一営業部長 
岩崎 広展 

コンシューマーhhc事業部 セルフケア営業

本部 関西・四国営業部長 

薬粧事業部 セルフケア hhcユニット 関西

営業部長 
石津 智久 

コンシューマーhhc事業部 セルフケア営業

本部 中国・九州営業部長 

薬粧事業部 セルフケア hhcユニット 九州

営業部長 
内田 清 

（出向）EAファーマ 常勤監査役 
国内ネットワーク企業担当 シニアディレクタ

ー 
野原 芳晴 

（出向）EAファーマ コンプライアンス推進・ 

リスク管理部長 

エーザイ・ジャパン コンプライアンス推進部 

公正競争管理室長 
上田 学 

（出向）EAファーマ 情報企画部長 システム企画部 シニアディレクター 近江 有 

（出向）EAファーマ 事業開発部長 
グローバルビジネスディベロップメントユニッ

ト 日本室 ディレクター 
柴野 隆司 

（出向）EAファーマ 流通部長 
エーザイ・ジャパン 統合マーケティング本

部 流通統括部 東京流通推進部長 
小島 正博 

■日本事業 【続き】 
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新任務 旧任務 氏名 

（出向）EAファーマ 東北支店長 
エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

南東北統括部長 
前島 弘治 

（出向）EAファーマ 東海支店長 
エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

名古屋統括部長 
奥井 泉 

（出向）EAファーマ 九州支店長 
エーザイ・ジャパン 地域包括 hhcユニット 

福岡沖縄統括部長 
森 万人 

（出向）EAファーマ 製品戦略部長(兼)上部

消化管グループ長 

エーザイ・ジャパン 統合マーケティング本

部 製品政策部 消化器病グループ長 
西木 良一 

（出向）EAファーマ ヒュミラ推進部長 
EAファーマ統合事務局 アソシエートディレ

クター 
城田 研 

 

■hhcデータクリエーションセンター 

新任務 旧任務 氏名 

hhcデータクリエーションセンター データサ

イエンスラボ 部長（兼）東京室長 

エーザイプロダクトクリエーションシステムズ 

チーフクリニカルオフィサー バイオスタティ

スティクス・クリニカルアナリティクス部 バイ

オスタティスティクス部 日本解析室長 

青島 健 

hhcデータクリエーションセンター テクノロジ

ークロスポイントラボ 部長 

エーザイプロダクトクリエーションシステムズ 

ネクスト･ジェネレーション･システムズ機能ユ

ニット 細胞技術グループ長 

伊藤 昌史 

 

■メディスン開発センター 

新任務 旧任務 氏名 

メディスン開発センター 日本クリニカルサイト 

部長 

エーザイプロダクトクリエーションシステムズ 

ジャパン／アジア クリニカル リサーチ創薬

ユニット 業務推進部長 

谷沢 正樹 

メディスン開発センター 日本クリニカルサイト 

日本クリニカルオペレーションズ&MW 部長 

エーザイプロダクトクリエーションシステムズ 

ジャパン／アジア クリニカル リサーチ創薬

ユニット 推進部長 

大滝 浩之 

メディスン開発センター 日本クリニカルサイト  

業務推進部長 

エーザイプロダクトクリエーションシステムズ 

ジャパン／アジア クリニカル リサーチ創薬

ユニット 業務推進部 第一グループ長 

横山 正晴 

ニューロロジービジネスグループ メディスン

クリエーション クリニカル クリニカルデータ

サイエンス担当（兼）オンコロジービジネスグ

ループ メディスンクリエーション クリニカル 

クリニカルデータサイエンス担当（兼）メディス

ン開発センター クリニカルデータサイエンス

部長 

エーザイプロダクトクリエーションシステムズ 

チーフクリニカルオフィサー バイオスタティ

スティクス・クリニカルアナリティクス部長 

阿部 一洋 

 

■日本事業 【続き】 
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■メディスン開発センター【続き】 

新任務 旧任務 氏名 

ニューロロジービジネスグループ メディスン

クリエーション クリニカル 日本・アジアレギュ

ラトリー担当（兼）オンコロジービジネスグル

ープ メディスンクリエーション クリニカル 日

本・アジアレギュラトリー担当（兼）メディスン

開発センター グローバルレギュラトリーアフ

ェアーズ機能ユニット 日本・アジアレギュラト

リー&アジアクリニカルオペレーションズ部長 

エーザイプロダクトクリエーションシステムズ 

ジャパン／アジア クリニカル リサーチ創薬

ユニット 臨床開発部長 

中濱 明子 

 

■エーザイデマンドチェーンシステムズ 

新任務 旧任務 氏名 

コアブランド DCU プロダクトチャンピオン

（Pariet/Aciphex）（兼）ユニット戦略担当 部

長 

ステーブルブランド DCU ユニット戦略企画

担当 部長 
遠藤 幸範 

エスタブリッシュブランド DCU プレジデント

（兼）プロダクトチャンピオン（Zonegran) 

パートナーシップマネジメント CFU アジア・

パシフィック室長（兼）アジア・パシフィックグ

ループ長 

木下 和命 

エスタブリッシュブランド DCU ユニット戦略

企画担当 部長 

パートナーシップマネジメント CFU アジア・

パシフィック室 日本計画グループ長 
伊藤 博史 

鹿島事業所 原薬製造部長 
ニューケミカルエンティティ DCU 鹿島 NCE

原薬技術・製造部長 
清水 寿一 

DI＋ユニット プレジデント（兼)DI＋チャンピ

オン（兼）iPSDグループ長 
テクノロジーCFU プレジデント 田村 和彦 

 

＜2016年 4月 1日付 主な組織改編＞ 

■ビジネスグループ体制への移行 

新たな中期経営計画「Plan E-WAY 2025」始動にあたり、機動的な意思決定のもとで経営課題に確

実に対応するため、ビジネスグループ（BG）体制へ移行する。「認知症関連・神経退行性疾患」、「がん」

の 2 領域を戦略的重要領域と位置づけ、ニューロロジービジネスグループ（NBG）とオンコロジービジネ

スグループ（OBG）を新設する。BG は、プレジデントの下に、当該領域における探索研究、臨床開発、

レギュラトリー、コマーシャル、事業開発、戦略計画などの機能を集約した end to end体制の組織編成と

し、製品創出、コマーシャルに関する全責任を有し、BG の損益に責任を有する。一方、リージョンは各

リージョンにおける損益に責任を有し、全社員が一つのチームであるという One Team Concept を醸成

する基盤とする。また、BG の目標達成に貢献すべく、人事、法務・コンプライアンス、財務・経理、IT 等

の機能を用いて支援する。なお、本改編にともない、エーザイプロダクトクリエーションシステムズ（EPCS）

は発展的に解組する。 
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1. ニューロロジービジネスグループ（NBG） 

 NBG は、最重要プロジェクトである次世代アルツハイマー型認知症（AD）治療剤候補の開発品やそ

の他の開発パイプラインの着実なる進行と、グローバルブランドである Fycompa、Belviq の成長を果た

す。 

コマーシャル部門においては、次世代 AD 治療剤候補、lemborexant、Fycompa、Belviq の各グロー

バルブランドの戦略策定・実行を担う、グローバルリードを任命する。また、BG全体の戦略策定・実行機

能を担う NBGチーフストラテジーオフィサーを設置する。 

 NBGのグローバル探索研究機能は NBGチーフディスカバリーオフィサー直下に、筑波研究所のニュ

ーロロジー研究機能、カン研究所（神戸）、A-PCIS（米国アンドーバー）、ハットフィールド研究所（英国）

の探索研究機能を機能異動する。臨床研究機能としては、NBG チーフクリニカルオフィサーのもとに、

欧米臨床開発、日本・アジア臨床開発、欧米レギュラトリー、日本・アジアレギュラトリー、クリニカルデー

タサイエンス、クリニカルファーマコロジーサイエンスの各機能を配置する。 

 

2. オンコロジービジネスグループ（OBG） 

 OBG は、レンビマおよびハラヴェンの適応追加による価値の最大化ならびにオンコロジー領域のグロ

ーバル研究開発プロジェクトの推進を加速する。 

コマーシャル部門にBG全体の戦略策定・実行機能を担うOBGチーフストラテジーオフィサーを設置

する。また、レンビマ、ハラヴェンについてグローバルリードをそれぞれ任命する。 

OBG のグローバル研究組織体系は、OBG チーフメディスンクリエーションオフィサーのもと、探索研

究機能および臨床研究機能で構成する。OBG プレジデント直下には、OBG チーフサイエンティフィッ

クオフィサーを設置する。探索研究においては、OBG チーフディスカバリーオフィサーの直下に筑波研

究所オンコロジー研究機能、H3 Biomedicine（米国）、Morphotek（米国）を配置する。臨床研究機能と

してはOBGチーフクリニカルオフィサーのもとに、欧米臨床開発、日本・アジア臨床開発、欧米レギュラ

トリー、日本・アジアレギュラトリー、クリニカルデータサイエンス、クリニカルファーマコロジーサイエンス

の各機能を配置する。 

 

3. hhcデータクリエーションセンターの新設 

ビッグデータセンターとして、社内外のビッグデータ、リアルワールドデータを収集・解析するとともに、

容易に利活用可能なスマートデータとして提供し、新たな創薬ターゲットやバイオマーカーの同定、患

者様ニーズに合致したソリューションの提供、アウトカム評価に向けたエビデンス創出を推進する hhcデ

ータクリエーションセンターを CEOオフィス直下に新設する。 

 

4．メディスン開発センターの新設 

end to endの役割を担う NBGならびにOBGにおける研究開発体制を、強力かつ効率的に支援する

ことを企図し、メディスン開発センターを新設する。メディスン開発センターは、バイオファーマシューテ

ィカルアセスメント機能ユニット、ファーマシューティカル・サイエンス&テクノロジー機能ユニット、グロー



  15   

 

 

 

バルレギュラトリー機能ユニット、日本サイトのクリニカル機能、クリニカルデータサイエンス機能、臨床薬

理機能ならびにコーディネーション部で構成する。 

 

5．グローバルビジネスディベロップメント（BD）機能の再編 

 新たな BG体制では、NBG、OBGのストラテジー部直轄下にそれぞれ BD機能を設置する。従来のグ

ローバル BDはコーポレート BD部に名称変更し、コーポレートレベルの BD機能を担う。 

 

6. CEOオフィス  

CEO の機動的かつ的確な意思決定を支える諮問機関としての CEO オフィスの構成を新たに NBG

プレジデント、OBG プレジデント、日本事業担当、医療政策担当、コーポレートプランニング&ストラテジ

ー部長とする。また、CEOオフィスのもとに、中期計画のモニタリングおよび事業ポートフォリオ戦略を担

う中計推進部を新設する。 

 

■日本事業の再編 

日本事業の成長回帰に向けたリージョン戦略を強力に推進し、ニューロロジー、オンコロジーの 2 大

領域、ジェネリック事業、消化器スペシャリティ領域および一般用医薬品のビジネスを変革し、最適な事

業ミックスに転換することを企図し、日本事業担当を新設する。日本事業担当はエーザイ･ジャパン、EA

ファーマ株式会社、エルメッド エーザイ株式会社、コンシューマーhhc 事業部（薬粧事業部から名称変

更）、国内ネットワーク企業、および新設する認知症ソリューション本部を管轄する。 

 

1. エーザイ・ジャパン（EJ） 

医療機能の分化・連携と在宅医療の充実を中心とする医療制度改革に伴う今後の事業環境の変化

に対応し、メディカル、アウトカム（治療成果）、アクセスの 3 機能を中核とする事業ミックスへの転換をは

かるべく EJの組織体制を刷新する。 

1) アクセス&アウトカム本部の新設 

アクセス&アウトカム本部を新設し、エーザイ製品、EA ファーマ製品、エルメッド エーザイ製品によ

るパッケージ戦略を立案し、メディカル本部と連携したアウトカムのエビデンス創出とアクセス拡大を図

る。アクセス&アウトカム本部は推進部、病院政策部、保険薬局政策部、ホームケアマーケット政策部、

流通統括部の 5部体制とする。 

2) 地域連携 8本部体制への移行 

現在 35統括部からなる地域包括 hhcユニットの営業第一線体制を 70統括部（5先進メディカル部

（東京 2・愛知 1・大阪 1・福岡 1）、65 地域統括部）からなる全国 8 地域連携本部体制に再編する。な

お、現在の統合マーケティング本部 製品政策部のオンコロジーグループと研修支援グループを除く

機能は、地域連携製品政策部として再編成する。 

3) オンコロジーhhcユニットの再編 

統合マーケティング本部 製品政策部オンコロジーグループを、オンコロジーhhc ユニットに組織異

動し、製品政策部を新設するとともに、ハラヴェン特命係を任命する。 
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営業第一線体制については、現在の首都圏統括部を千葉埼玉統括部および東京山梨統括部に分

割し 11統括部体制とする。また、11組織およびレンビマ専門MRを統轄するバイスプレジデント（コマ

ーシャル担当）を新設する。 

4) 研修本部 

エーザイグループ製品およびそのパッケージ処方の意義を提案して飛躍的に患者様満足を向上さ

せるため、統括部長、MRに対する実践的研修を主催する研修本部を新設する。 

5) CJ部の組織改編 

顧客の声を全社で共有し、真の患者様ニーズをイノベーションで充足することを追求するため、CJ

部の機能を顧客情報の受信・発信に特化し、現在 CJ 部技術センターが担う現製品改良機能をエー

ザイデマンドチェーンシステムズ（EDCS）に機能異動する。これにより、現製品改良においても最新技

術との融合により、迅速かつ質の高い製品への改善を実現する。 

 

2．認知症ソリューション本部の新設 

エーザイが保有する認知症関連データ、疾患啓発の実績や早期診断への取り組みにより得た知識・

経験、さらに、「まちづくり」や認知症情報提供を通じた医療従事者、患者様、行政との関係性を活用し、

認知症に対するソリューションをパッケージとして提供すべく、日本事業担当直轄下に、認知症ソリュー

ション本部を新設する。戦略立案、推進とともに新たな認知症関連のエビデンス創出を担うソリューショ

ン企画推進部、ならびにソリューションをパッケージで提案し、自治体・地域住民の課題解決に寄与す

ることを目指す hhc ソリューション部で構成する。 

 

3. コンシューマーhhc事業部 

 共同化によって生活者の喜怒哀楽を知り、生活者の悩みに応えるナショナルブランドをさらに磨き、製

品と情報を組み合わせて提供することで生活者満足の向上を実現するため、薬粧事業部はコンシュー

マーhhc 事業部に名称変更し、チョコラ BB 本部、ブランドマネジメント部、商品開発部、営業政策部を

新設する。また、広域量販企業を核としたセルフケアビジネスへの効率的対応を企図し、営業第一線組

織を 9営業部体制から 7営業部体制に再編する。 

 

■メディカル本部の新設 

 メディカルアフェアーズ機能の一層強固なガバナンス体制の構築と機能強化を企図し、EJ オンコロジ

ーhhcユニットおよび地域包括hhcユニットに設置されているメディカル部を発展的に解消するとともに、

育薬企画部を組織異動し、新たに独立したメディカル本部を編成する。メディカル本部は、ニューロロジ

ーメディカル企画推進室、ニューロロジーMSL 室、オンコロジーメディカル企画推進室、オンコロジー

MSL室、育薬企画部の 1部 4室体制とする。 
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■エーザイデマンドチェーンシステムズ（EDCS） 

1. デマンドチェーンユニット、コアファンクションユニットの再編 

各 BG との連携およびリージョン特有のニーズへの対応をはかるため、現在のデマンドクリエーション

ユニット（DCU）を戦略立案・実行に特化したオンコロジー、ニューロロジー、バイオロジクス、コアブラン

ド、エスタブリッシュブランドの各DCUに再編する。また、現テクノロジーCFUは、顧客ニーズに基づくソ

リューションを最先端の技術によって具現化することを企図し、DI+ユニットへ再編する。 

 

2. 鹿島事業所の組織改編 

鹿島 NCE原薬技術・製造部、鹿島 ONC原薬製造室およびバイオロジクス DCU生物技術グループ

を機能統合し、原薬製造部を新設する。 

 

■グローバル本社 

1. キャリア支援センターの新設 

社員一人ひとりが自立したプロフェッショナルとして活躍し続けるためのキャリア開発を支援するため、

チーフタレントオフィサー直轄下に、キャリア支援センターを新設する。 

 

 

以上 


