
 

 

 
 

 

エーザイ株式会社  人事異動ならびに組織改編 
       

＜2018年 4月 1日付 人事異動＞ 

■上席執行役員 

新任務 旧任務 氏名 

メディカル本部 副本部長（兼）メディカル部

長 

メディカル本部 副本部長（兼）オンコロジー

メディカル部長 
安田 覚 

ディメンシア トータルインクルーシブエコシ

ステム ネットワークリード 
hhc ソリューション本部長 田 芳郎 

 

■執行役員 

新任務 旧任務 氏名 

ディメンシア トータルインクルーシブエコシ

ステム アクセスリード 

ニューロロジービジネスグループ AD デピュ

ティグローバルリード 
戸田 匡 

コンプライアンス・リスク管理推進部 日本事

業推進担当部長 

エーザイ・ジャパン コンプライアンス推進部

長 
山下 清宜 

エーザイ・ジャパン フィールドトレーナー本

部長 
エーザイ・ジャパン 研修本部長 竹田 裕次 

 

■理事職 

新任務 旧任務 氏名 

コーポレートメディカルアフェアーズ本部 日

本アジア PV部長 

コーポレートメディカルアフェアーズ本部 安

全管理部長 
滝田 諭 

 

■グローバル本社 

新任務 旧任務 氏名 

知創部 副部長 知創部 アソシエートディレクター 鎌田 理佐 

ディメンシア トータルインクルーシブエコシ

ステム特命担当 部長 
コーポレートストラテジー部 マネージャー 内藤 景介 

ディメンシア トータルインクルーシブエコシ

ステム クリニカルリード 
メディカル本部 メディカルディレクター 今林 悦子 

（出向）エーザイ・インク バイスプレジデント 

コーポレートストラテジー＆マーケットアクセ

ス 

秘書室 アソシエートディレクター 小阪 光生 

2018 年 3 月 29 日 

エーザイ株式会社 

No.18-27 
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■グローバル本社(続き) 

新任務 旧任務 氏名 

（出向）エーザイ・ファーマシューティカルズ・

インディア・プライベート・リミテッド コンティ

ニュアスインプルーブメント APIオペレーショ

ンズ シニアエグゼクティブマネージャー 

エーザイデマンドチェーンシステムズ パー

トナーシップマネジメント CFU アジア・パシ

フィック部 原薬企画グループ長 

植村 誠 

知的財産部長 
知的財産部 副部長（兼）特許第二グルー

プ長 
佐村 一久 

ESG推進部長 
人財開発本部 タレントストラテジー部 アソ

シエートディレクター 
徳永 文 

コーポレートメディカルアフェアーズ本部 日

本アジア PV部 副部長（兼）PVデータマネ

ジメントグループ長 

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データマネジメントグループ

長 

道廣 幸三 

メディカル本部 計画推進部長 メディカル本部 業務推進室長 谷沢 正樹 

メディカル本部 クリニカル企画推進部長 メディカル本部 メディカル戦略企画部長 岩上 美佳 

メディカル本部 クリニカルサイエンス部長 
メディカル本部 メディカルコミュニケーション

室長 
小山 則行 

グローバルクオリティ本部 日本リージョナル

クオリティ統括部 川島品質保証部長 

グローバルクオリティ本部 日本リージョナル

クオリティ統括部 川島品質保証部 品質保

証グループ長 

岡田 英二 

 

■ニューロロジービジネスグループ 

新任務 旧任務 氏名 

メディスンクリエーション ディスカバリー ニ

ューロロジー筑波研究部長 

メディスンクリエーション ディスカバリー ニ

ューロロジー筑波研究部 メディシナルケミス

トリーグループ長 

寺内 太朗 

メディスンクリエーション ディスカバリー ニ

ューロロジー筑波研究部 副部長 

メディスンクリエーション ディスカバリー 

EWAY研究室長 
大郷 真 

メディスンクリエーション ディスカバリー コ

ンセプトクリエーション部長 

メディスンクリエーション ディスカバリー ニ

ューロロジー筑波研究部 バイオファーマコ

ロジーグループ長 

橋爪 裕 

メディスンクリエーション トランスレーショナ

ルサイエンス部長 

メディスンクリエーション ディスカバリー 

AIM インテグレイテッドバイオロジーエンジ

ン長 

小山 彰比古 
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■オンコロジービジネスグループ 

新任務 旧任務 氏名 

メディスンクリエーション デピュティチーフデ

ィスカバリーオフィサー（兼）社外共同研究室

長 

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 
松嶋 知広 

メディスンクリエーション ハリコンドリン推進

担当 部長 

メディスンクリエーション ディスカバリー ハ

リコンドリン研究室長 
浅野 修 

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 

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 バイオロジー研究室

長 

横井 晃 

 

■日本事業 

新任務 旧任務 氏名 

hhc ソリューション本部長 知創部 副部長 加藤 慶悟 

エーザイ・ジャパン 人事・管理統括部 業

務部 中日本業務推進部長 

エーザイ・ジャパン 人事・管理統括部 業務

部 西日本業務推進部長 
河村 政雄 

エーザイ・ジャパン 人事・管理統括部 業

務部 西日本業務推進部長 
（出向）EA ファーマ 近藤 昭彦 

エーザイ・ジャパン アクセス＆アウトカム本

部 流通統括部 東海近畿北陸流通推進部

長 

エーザイ・ジャパン アクセス＆アウトカム本

部 流通統括部 担当部長 
白木 慎一郎 

エーザイ・ジャパン デジタルマーケティング

戦略部長 

エーザイ・ジャパン 計画推進部 推進グル

ープ長 
星 裕之 

エーザイ・ジャパン 地域連携北海道本部 

道央南統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域連携北海道本部 

道南統括部長 
樋口 守 

エーザイ・ジャパン 地域連携首都圏本部 

首都圏先進メディカル 1部 統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域連携首都圏本部 

首都圏先進メディカル 1部 アソシエートディ

レクター 

森岡 英明 

エーザイ・ジャパン 地域連携首都圏本部 

オンコロジー東京 1統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域連携首都圏本部 

首都圏先進メディカル 1部 アソシエートディ

レクター 

牛頭 雅哉 

エーザイ・ジャパン 地域連携首都圏本部 

オンコロジー東京 2統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域連携首都圏本部 

オンコロジー東京統括部長 
小平 知道 

エーザイ・ジャパン 地域連携首都圏本部 

オンコロジー千葉統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域連携首都圏本部 

城南統括部長 
風間 博仁 

エーザイ・ジャパン 地域連携首都圏本部 

オンコロジー埼玉統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域連携首都圏本部 

オンコロジー千葉埼玉統括部長 
清水 義広 

エーザイ・ジャパン 地域連携首都圏本部 

オンコロジー神奈川統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域連携首都圏本部 

静岡統括部長 
倉知 千学 
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■日本事業（続き） 

新任務 旧任務 氏名 

エーザイ・ジャパン 地域連携首都圏本部 

東東京統括部長 

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 
川田 雅貴 

エーザイ・ジャパン 地域連携首都圏本部 

西東京統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域連携近畿北陸本部 

和歌山統括部 アソシエートディレクター 
川勝 達也 

エーザイ・ジャパン 地域連携首都圏本部 

埼玉東部統括部長 

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 
武川 修 

エーザイ・ジャパン 地域連携首都圏本部 

埼玉西部統括部長 

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 
山下 篤史 

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 アクセス＆アウトカム本

部 推進部 地域包括ケア政策グループ長 
東郷 孝治 

エーザイ・ジャパン 地域連携東海本部 静

岡統括部長 

エーザイ・ジャパン 製品戦略本部 統合機

能グループ長 
大村 高弘 

エーザイ・ジャパン 地域連携近畿北陸本部 

オンコロジー関西 1統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域連携近畿北陸本部 

オンコロジー関西統括部長 
梅田 佳孝 

エーザイ・ジャパン 地域連携近畿北陸本部 

オンコロジー関西 2統括部長 
（出向）EA ファーマ 山村 和弘 

エーザイ・ジャパン 地域連携近畿北陸本部 

神戸統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域連携近畿北陸本部 

神戸統括部 アソシエートディレクター 
小田 綾子 

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 地域連携関信越本部 

茨城統括部 アソシエートディレクター 
丸山 雅史 

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 地域連携首都圏本部 

首都圏先進メディカル 1部 統括部長 
草野 修一 

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 地域連携近畿北陸本部 

神戸統括部長 
佐藤 元治 

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 地域連携中四国本部 

福山統括部 アソシエートディレクター 
海老根 貴一 

国内ネットワーク推進部長 （出向）ブラッコ・エーザイ 青嶋 和夫 

コンシューマーhhc事業部 チョコラ BB本

部長 

コンシューマーhhc事業部 LTパートナー部

長（兼）データマーケティング推進室長 
飯島 みゆき 

コンシューマーhhc事業部 チョコラ BB本

部 営業戦略部長 

コンシューマーhhc事業部 ブランドマネジメ

ント部 アソシエートディレクター 
村井 浩 

コンシューマーhhc事業部 LTパートナー

部長（兼）データマーケティング推進室長 

コンシューマーｈｈｃ事業部 事業推進部 戦

略企画室長 
平井 崇雄 

コンシューマーhhc事業部 セルフケア営業

本部 第 4営業部長 

コンシューマーhhc事業部 チョコラ BB 本部

長 
岡本 健彦 
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■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 ユニット戦略企画担当 

部長（兼）プロダクトチャンピオン

（Pariet/Aciphex）（兼）衛材（遼寧）製薬有限

公司 本渓工場長 

コアブランド DCU ユニット戦略担当 部長

（兼）プロダクトチャンピオン

（Pariet/Aciphex） 

遠藤 幸範 

 

＜2018年 4月 1日付 主な組織改編＞ 

■「ディメンシア トータルインクルーシブエコシステム」の構築 

当社が有する認知症に関する経験、ノウハウ、各種データやネットワークなどから構成される「エーザ

イ認知症プラットフォーム」を基盤として、認知症当事者とそのご家族の声をもとに、製薬企業のほか、

行政、医療機関、介護施設、診断薬開発企業、IT 企業、保険会社などのパートナーが連携し、課題解

決を図ることを可能とする「ディメンシア トータルインクルーシブエコシステム」を築くことを企図する。 

 

1. ディメンシア トータルインクルーシブエコシステム特命担当の任命とディメンシア トータルインクル

ーシブエコシステムの新設 

「ディメンシア トータルインクルーシブエコシステム」構築のため CEO 直下に特命担当を任命する。

特命担当は、「エーザイ認知症プラットフォーム」の骨格を定め、認知症当事者とそのご家族、ならびに

パートナーの参画を推進する。また、特命担当は、新設するディメンシア トータルインクルーシブエコ

システムを統轄する。 

 

2. ディメンシア トータルインクルーシブエコシステム アクセスリードの任命 

次世代認知症治療薬を必要とする人々にいかにお届けするかについて戦略を立案するとともに、そ

の価値を決定する前提となる患者様や社会におけるアウトカムの測定などについてグローバルな視点

より検討し、施策を実行する。アクセスリードはその中心的役割を担う。 

 

3. ディメンシア トータルインクルーシブエコシステム クリニカルリードの任命 

「エーザイ認知症プラットフォーム」の中核的部分となる、臨床データ、バイオマーカーなどに関する

アセットの充実を図り、整理・統合して有用な情報に転換する役割を担う。 

 

4. ディメンシア トータルインクルーシブエコシステム ネットワークリードの任命 

特に日本・アジアにおいて、「ディメンシア トータルインクルーシブエコシステム」におけるオピニオ

ンリーダーやステークホルダーとの関係性の維持・拡大、リビングラボや認知症連携協定を通じ認知症

当事者とそのご家族の参加を推進する。 
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■ 日本事業 

1. デジタルマーケティング戦略部の新設 

ICT ツール、インフラの導入等を含めたデジタルマーケティング戦略の立案、推進体制を強化し、医

療従事者のニーズに合致したコミュニケーションを実現すべく、デジタルマーケティング戦略部を新設

する。 

 

2. フィールドトレーナー本部の新設 

医薬情報担当者（MR）の専門性を一層高めるために、MRへ直接的な学術支援を実践するフィール

ドトレーナー本部を新設する。これに伴い、研修本部は発展的に解組する。 

 

3. アクセス＆アウトカム本部 流通推進部の再編 

東海流通推進部と関西北陸流通推進部を統合し、東海近畿北陸流通推進部を新設する。 

  

4. コンプライアンス推進部の再編 

EJ コンプライアンス推進部をコンプライアンス・リスク管理推進部に組織異動する 

 

5. 営業第一線 

1) オンコロジー統括部 

現在の 11統括部体制から 14統括部体制に変更する。 

 2) 地域連携統括部 

現在の 63地域連携統括部体制から 60地域連携統括部体制に変更する。 

 

■メディカル本部 

日本・中国・アジアリージョンにおける医学的情報の効率的かつ効果的なマネジメントを企図し、メ 

ディカル本部を計画推進部、メディカル部、クリニカル企画推進部、クリニカルサイエンス部から構成さ

れる 4部体制へ集約する。 

  

■メディスンクリエーション関連 

1. ニューロロジービジネスグループ 

１） トランスレーショナルサイエンス部の新設 

バイオマーカーで探索から臨床を繋ぐとともに、バイオマーカーを活用した診断薬戦略の推進を

担うトランスレーショナルサイエンス部を新設する。これに伴い、トランスレーショナルメディスン部は

発展的に解組する。 

2) コンセプトクリエーション部の新設 

ニューロロジー領域におけるサイエンスの今後の進展を読解し、探索 4 サイトの活動を俯瞰する

ことで、中長期的なポートフォリオの立案と新規の創薬コンセプトからのプラットフォーム構築を企図
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し、コンセプトクリエーション部を新設する。これに伴い、EWAY 研究室およびプログラムマネジメント

部は発展的に解組する。 

 

■グローバル本社 

１．ESG推進部の新設 

ESGへの取り組みを戦略的かつ着実に推進し、hhc企業として企業価値の更なる向上を担う ESG推

進部を新設する。ESG推進部は、ESGおよび国連が提唱するSDGs（持続可能な開発目標：Sustainable 

Development Goals）に関する全社戦略の策定・推進、各部門・組織における実行支援を担う。なお、グ

ローバルアクセスストラテジー室は、ESG推進部に機能異動し、発展的に解組する。 

 

■コーポレートメディカルアフェアーズ本部 

1. 日本・アジア PV部の新設 

日本・アジアにおける症例報告の増加、各国における PV 関連の規制強化等に対応すべく、日本と

アジアの PV オペレーション業務を一元化した日本・アジア PV 部を新設し、安全性情報の管理機能強

化と効率化をはかる。 

 

 

 

以上 


