
 

 

 
 

 

エーザイ株式会社  人事異動ならびに組織改編 
       

＜2018年 10月 1日付 人事異動＞ 

■理事職 

新任務 旧任務 氏名 

秘書室長 
エーザイ・ジャパン 地域連携東海北陸本部

長 
遊佐 寿彦 

 

■グローバル本社 

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 プラットフォームリード 

コンシューマーｈｈｃ事業部 ＬＴパートナー

部 データマーケティング推進室 アソシエ

ートディレクター 

久下 正史 

財務・経理本部 財務・投資戦略部長（兼）

投資戦略グループ長 
秘書室長 庄門 充 

 

■日本事業 

新任務 旧任務 氏名 

ｈｈｃソリューション本部 ソリューション地域包

括推進部長 

ｈｈｃソリューション本部 ソリューション地域包

括推進部 アソシエートディレクター 
渡辺 健一郎 

エーザイ・ジャパン 地域連携東北本部  

オンコロジー東北統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域連携近畿北陸本部 

オンコロジー京滋北陸統括部 アソシエート

ディレクター 

綿貫 順 

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 地域連携九州本部  

宮崎統括部長 
千葉 敏彦 

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 地域連携九州本部  

熊本統括部長 
藤 宏一郎 

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 地域連携近畿北陸本部 

阪神統括部長 
佐藤 晋司 

エーザイ・ジャパン 地域連携首都圏本部 

千葉先進メディカル部長 

エーザイ・ジャパン 地域連携首都圏本部 

千葉埼玉先進メディカル部長 
小島 秀樹 

エーザイ・ジャパン 地域連携首都圏本部 

埼玉先進メディカル部長 

エーザイ・ジャパン 地域連携首都圏本部 

オンコロジー東京２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 1統括部 アソシエートデ

ィレクター 

川上 潤 

 

2018 年 9月 28日 

エーザイ株式会社 

No.18-78 



  2   

 

 

 

■日本事業(続き) 

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 地域連携中四国本部 

オンコロジー中四国統括部 ディレクター 
西村 真一 

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 フィコンパブランドリード 柳 広一郎 

エーザイ・ジャパン 地域連携首都圏本部 

東葛統括部長 

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 3部 アソシエートデ

ィレクター 

清水 玲子 

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 地域連携関信越本部 

栃木統括部 アソシエートディレクター 
藤井 正明 

エーザイ・ジャパン 地域連携東海本部長 
エーザイ・ジャパン 地域連携東海本部  

オンコロジー東海統括部長 
吉良 欣幸 

エーザイ・ジャパン 地域連携東海本部  

オンコロジー東海統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域連携九州本部  

オンコロジー九州統括部 アソシエートディ

レクター 

井上 大輔 

エーザイ・ジャパン 地域連携東海本部  

名古屋統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域連携中四国本部 

高知統括部長 
日原 洋一 

エーザイ・ジャパン 地域連携近畿北陸本部 

石川統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域連携近畿北陸本部 

石川統括部 アソシエートディレクター 
佐川 雄一朗 

エーザイ・ジャパン 地域連携近畿北陸本部 

大阪統括部長 

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 
山下 篤史 

エーザイ・ジャパン 地域連携近畿北陸本部 

阪神統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域連携近畿北陸本部 

阪神統括部 アソシエートディレクター 
三輪 謙介 

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 地域連携中四国本部 

中国先進メディカル部長 
森川 俊宏 

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 地域連携九州本部  

沖縄統括部長 
保井 大介 

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 地域連携九州本部  

熊本統括部 アソシエートディレクター 
宮本 隆正 

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 地域連携東北本部  

山形統括部 ディレクター 
梶原 浩覚 

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 地域連携近畿北陸本部 

関西先進メディカル 1部 ディレクター 
小林 陸朗 

コンシューマーｈｈｃ事業部 ブランドマネジメ

ント部長 

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 
竹口 秀 

コンシューマーｈｈｃ事業部 プラットフォーム

部長 

コンシューマーｈｈｃ事業部 ブランドマネジメ

ント部長 
外処 圭介 

コンシューマーｈｈｃ事業部 セルフケア営業

本部 第 2営業部長 

コンシューマーｈｈｃ事業部 セルフケア営業

本部 第 3営業部長 
大田 栄二 
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■日本事業(続き) 

コンシューマーｈｈｃ事業部 セルフケア営業

本部 第 3営業部長 

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 ディレクター 
久保 賢司 

 

■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 ユニット

戦略企画担当部長（兼）ニューロロジーDCU 

プロダクトチャンピオン（Fycompa） 

ニューロロジーDCU プロダクトチャンピオン

（Fycompa）（兼）ユニット戦略企画担当 アソ

シエートディレクター 

川勝 渉 

 

＜2018年 10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」の改編 

１．ディメンシア トータルインクルーシブエコシステム プラットフォームリードの任命 

エーザイはアリセプトの発明以来積み重ねてきた知、情報、データ、ネットワークに加え、生活者様

の顕在的・潜在的ニーズなど多様な情報を全社に保有している。これら点在する情報をイノベーティブ

な手法で融合、蓄積するデジタルプラットフォームの新たな展開を主導するプラットフォームリードを任

命する。 

 

■ 日本事業 

１．エーザイ・ジャパン 

1）営業第一線 

 千葉埼玉先進メディカル部を千葉先進メディカル部と埼玉先進メディカル部に組織分割する。中

国先進メディカル部を発展的に解消し、担当施設を地域連携岡山統括部と広島統括部に異動す

る。 

 

2．コンシューマーｈｈｃ事業部 

1）プラットフォーム部の新設 

 デジタルマーケティング戦略と販促プロモーションを一元的に担うプラットフォーム部を新設する。 

 

 

 

 

以上 


