
 

 

 
 

 

エーザイ株式会社  人事異動ならびに組織改編 
       

＜2019年 4月 1日付 人事異動＞ 

■上席執行役員 

新任務 旧任務 氏名 

エーザイ・ジャパン レンビマ特命担当 部長

（上席執行役員） 

エーザイ・ジャパン レンビマ特命担当 部

長（執行役員） 
村山 弘幸 

 

■執行役員 

新任務 旧任務 氏名 

コーポレートプランニング部長（執行役員） 
アジア・ラテンアメリカリージョン 製品戦略

部長（理事職） 
大瀬 善之 

エーザイ・ジャパン 流通本部長（執行役員） 

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（執行

役員） 

森 英寿 

 

■理事職 

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 AD コマーシャライゼーション担当 副本

部長（兼）ADグローバルブランドリード（理事

職） 

ディメンシア トータルインクルーシブエコ

システム AD コマーシャライゼーション担

当 副本部長（兼）ADグローバルブランド

リード 

真坂 晃之 

（出向）エーザイ・インク バイスプレジデント 

マーケットアクセス （兼） アメリカス デピュティ

チーフストラテジーオフィサー（理事職） 

（出向）エーザイ・インク バイスプレジデン

ト マーケットアクセス （兼） アメリカス デ

ピュティチーフストラテジーオフィサー 

小阪 光生 

財務・経理本部 経理部長（理事職） 財務・経理本部 経理部長 鈴木 雅人 

クリニカルクオリティ本部長（理事職） クリニカルクオリティ本部長 阿部 一洋 

プロダクトクオリティ本部 日本・アジアリージョ

ナルクオリティ統括部長（兼）プロジェクトマネ

ジメントグループ長（理事職） 

プロダクトクオリティ本部 日本リージョナル

クオリティ統括部長（理事職） 
神谷 賢司 

エーザイ・ジャパン 計画推進部長（理事職） エーザイ・ジャパン 計画推進部長 今木 茂 

エーザイ・ジャパン アクセス＆アウトカム本部

長（理事職） 

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 
中村 昌樹 

エーザイ・ジャパン レンボレキサント特命担当 

部長（理事職） 

エーザイ・ジャパン 地域連携北海道本部

長（理事職） 
小出 博 
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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 地域連携北海道本部長

（理事職） 

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 
武川 修 

エーザイ・ジャパン 地域連携東北本部長（理

事職） 

エーザイ・ジャパン フィコンパ特命担当 

部長（理事職） 
加持 剛彦 

エーザイ・ジャパン 地域連携東海本部長（理

事職） 
エーザイ・ジャパン 地域連携東海本部長 吉良 欣幸 

エーザイ・ジャパン 地域連携中四国本部長

（理事職） 

エーザイ・ジャパン 地域連携中四国本部 

岡山統括部長 
森川 俊宏 

エーザイデマンドチェーンシステムズ 戦略企

画部長（理事職） 

エーザイデマンドチェーンシステムズ 戦

略企画部長（兼）予算・原価管理グループ

長  

新留 貴光 

 

■グローバル本社 

新任務 旧任務 氏名 

アジア・ラテンアメリカリージョン 製品戦略部長 

（出向）エーザイ・ヨーロッパ・リミテッド シ

ニアディレクター ストラテジー＆プランニ

ング、EMEA 

真砂野 一彦 

コンプライアンス・リスク管理推進部長 法務部 商標グループ長 矢畑 勉 

コンプライアンス・リスク管理推進部 コード・コ

ンプライアンス担当部長（兼）販売情報提供活

動監督室長 

コンプライアンス・リスク管理推進部 コー

ド・コンプライアンス担当部長 
羽田野 誠 

医療政策部長 医療政策部 副部長 松永 学 

プロダクトクオリティ本部 戦略企画部長 

（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 アソ

シエートディレクター 

齋竹 基仁 

 

■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 プランニング

部長 

コーポレートプランニング部 コーポレート

ポートフォリオグループ長 
尾関 直樹 

 

■日本事業 

新任務 旧任務 氏名 

ｈｈｃソリューション本部 ソリューション企画推

進部長 

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２部 統括部長 
村上 和弘 

 



  3   

 

 

 

■日本事業（続き） 

新任務 旧任務 氏名 

エーザイ・ジャパン 人事・管理統括部 公正

競争規約・業務部長 

エーザイ・ジャパン 公正競争規約・リスク

管理部長 
角田 卓雄 

エーザイ・ジャパン 人事・管理統括部 公正

競争規約・業務部 東日本推進部長 

エーザイ・ジャパン 人事・管理統括部 業

務部 東日本業務推進部長 
飯高 芳幸 

エーザイ・ジャパン 人事・管理統括部 公正

競争規約・業務部 西日本推進部長 

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 
近藤 昭彦 

エーザイ・ジャパン フィールドトレーナー本部 

副本部長（兼）東日本担当 

エーザイ・ジャパン 地域連携近畿北陸本

部 北大阪統括部長 
石原 幸司 

エーザイ・ジャパン アクセス＆アウトカム本部 

推進部長（兼）アウトカムグループ長 

エーザイ・ジャパン アクセス＆アウトカム本

部 推進部 アウトカムグループ長 
本田 茂樹 

エーザイ・ジャパン アクセス＆アウトカム本部 

推進部 北日本キーアカウント推進部長 

エーザイ・ジャパン アクセス＆アウトカム本

部 推進部 東日本キーアカウント推進部 

ディレクター 

同前 浩文 

エーザイ・ジャパン アクセス＆アウトカム本部 

推進部 中日本キーアカウント推進部長 

エーザイ・ジャパン アクセス＆アウトカム本

部 推進部 ディレクター 
熊巳 祥彦 

エーザイ・ジャパン フィコンパ特命担当 部長 
エーザイ・ジャパン 地域連携首都圏本部 

東東京統括部長 
川田 雅貴 

エーザイ・ジャパン 製品戦略本部 推進部長 
エーザイ・ジャパン 製品戦略本部 推進

室長 
山本 均 

エーザイ・ジャパン 流通本部 流通政策部長 
エーザイ・ジャパン アクセス＆アウトカム本

部 流通統括部 流通政策担当 部長 
向津 龍 

エーザイ・ジャパン 流通本部 中四国流通推

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 首都圏流通推進部 アソ

シエートディレクター 

高山 力 

エーザイ・ジャパン 流通本部 九州流通推進

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 
越田 洋行 

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 地域連携首都圏本部 

横浜統括部長 
小松 研一 

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 地域連携近畿北陸本

部 石川統括部長 
佐川 雄一朗 

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 地域連携北海道本部 

北海道先進メディカル部 統括部長 
村上 誠 

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 地域連携東北本部 

山形統括部 ディレクター 
鈴木 良則 

エーザイ・ジャパン 地域連携関信越本部  

オンコロジー関信越統括部長 

エーザイ・ジャパン レンビマアクセス担当 

アソシエートディレクター 
水谷 卓樹 
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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 地域連携関信越本部  

茨城統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域連携東海本部 

三河統括部長 
力津 幸一 

エーザイ・ジャパン 地域連携関信越本部  

長野山梨統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域連携関信越本部 

長野統括部長 
佐藤 晋司 

エーザイ・ジャパン 地域連携首都圏本部  

東京先進メディカル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 統括部長 
森岡 英明 

エーザイ・ジャパン 地域連携首都圏本部  

東京先進メディカル２部 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 統括部長 
臼杵 尚之助 

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 地域連携近畿北陸本

部 オンコロジー京滋北陸統括部長 
福山 敦史 

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 

神奈川先進メディカル部 統括部長 
寺山 寛 

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 京滋先進メディカル部 統括部長 
伊豆 泰一 

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 地域連携首都圏本部 

首都圏先進メディカル３部 統括部長 
澤田 拓也 

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 地域連携中四国本部 

愛媛統括部長 
丸山 雅史 

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 地域連携近畿北陸本

部 富山統括部長 
上村 恵吾 

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 地域連携関信越本部 

茨城統括部長 
間 茂之 

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 地域連携近畿北陸本

部 和歌山統括部長 
内海 眞次 

エーザイ・ジャパン 地域連携東海本部 三河

統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域連携東海本部 

名古屋統括部長 
日原 洋一 

エーザイ・ジャパン 地域連携東海本部 三重

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 
三輪 謙介 

エーザイ・ジャパン 地域連携近畿北陸本部 

大阪先進メディカル部 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２部 統括部長 
常木 茂成 

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長 

エーザイ・ジャパン フィールドトレーナー本

部 アソシエートディレクター 
神長 浩一 

エーザイ・ジャパン 地域連携近畿北陸本部 

北陸統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域連携中四国本部 

福山統括部長 
坂井 千尋 

エーザイ・ジャパン 地域連携近畿北陸本部 

京滋統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域連携近畿北陸本

部 京都統括部長 
村井 直樹 
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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 地域連携近畿北陸本部 

北大阪統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域連携近畿北陸本

部 大阪統括部長 
山下 篤史 

エーザイ・ジャパン 地域連携近畿北陸本部 

南大阪統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域連携関信越本部 

群馬統括部 ディレクター 
西岡 知行 

エーザイ・ジャパン 地域連携近畿北陸本部 

奈良和歌山統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域連携東海本部 

東海先進メディカル部 統括部長 
渡辺 兼吾 

エーザイ・ジャパン 地域連携近畿北陸本部 

姫路統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域連携東海本部 

浜松統括部長 
片桐 裕之 

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 

岡山統括部（兼）フィコンパアクセス担当 

アソシエートディレクター 

有田 浩司 

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 レンビマアクセス担当 

アソシエートディレクター 
稲継 康史 

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 地域連携近畿北陸本

部 南大阪統括部長 
高見 政伴 

エーザイ・ジャパン 地域連携中四国本部  

愛媛高知統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域連携中四国本部 

高知統括部長 
保井 大介 

エーザイ・ジャパン 地域連携九州本部  

福岡統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域連携九州本部 

九州先進メディカル部（兼）フィコンパアクセ

ス担当 アソシエートディレクター 

森継 克幸 

エーザイ・ジャパン 地域連携九州本部  

筑後佐賀統括部長 

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 
佐藤 元治 

エーザイ・ジャパン 地域連携九州本部 長崎

統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域連携九州本部 

佐賀長崎統括 ディレクター 
中原 隆介 

コンシューマーｈｈｃ事業部 事業推進部長

（兼）計画推進室長 
（出向）エルメッド・エーザイ 経営企画部長 野口 長芳 

コンシューマーｈｈｃ事業部 ＣＲＭ部長（兼） 

プラットフォーム推進室長 

コンシューマーｈｈｃ事業部 ＬＴパートナー

部長 
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１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２営業部長 
大田 栄二 

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 
久保 賢司 

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１営業部長 
木村 禅 

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 セルフケア営

業本部 第５営業部長 
本村 隆典 
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■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 計画管理統括部長 

メディスン開発センター ファーマシュティ

カル・サイエンス＆テクノロジー機能ユニッ

ト 製剤研究部 推進室長  

毛利 元昭 

メディスン開発センター 計画管理統括部  

筑波サイトマネジメント部長 

メディスン開発センター サイトマネジメント

統括部長 
岡本 康 

メディスン開発センター 戦略企画推進部長 

メディスン開発センター ストラテジー統括

部 プロジェクトマネジメント部 開発企画

推進室長 

船橋 弘 

メディスン開発センター ファーマシュティカル・

サイエンス＆テクノロジー機能ユニット ＣＭＣレ

ギュラトリー部長 

プロダクトクオリティ本部 日本リージョナル

クオリティ統括部 プロジェクトマネジメント

グループ長 

池松 康乏 

メディスン開発センター 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 グローバル

安全性研究部長 

メディスン開発センター 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 筑

波安全性研究部長 

朝倉 省二 

 

■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 

川島工場 経口剤製造部長 
川島工場 経口剤製造部 製造一室長

（兼）包装グループ長 
河合 信幸 

プロダクトストラテジーユニット プレジデント 
エスタブリッシュブランドＤＣＵ プレジデン

ト（兼）ユニット戦略企画担当 部長 
木下 和命 

 

＜2019年 4月 1日付 主な組織改編＞ 

■ 日本事業 

1. アクセス＆アウトカム本部 キーアカウント（KA）推進部の再編 

新たなソリューション提供やプラットフォームビジネスの基盤構築をより一層加速するため、「東日本

KA推進部」を「北日本 KA推進部」および「首都圏 KA推進部」の 2推進部に分割し、3推進部体制か

ら 4推進部体制に再編する。 
 

2. 流通本部の新設 

効果的な流通施策を迅速に実施すべく、アクセス＆アウトカム本部傘下にある流通統括部をエーザ

イ・ジャパンプレジデント直下に組織異動し、流通本部を新設するとともに、流通政策担当機能を強化

し、流通政策部を設置する。 
 

3. レンボレキサント特命担当の新設 

レンボレキサントの日本における上市に万全を期すため、レンボレキサント特命担当を新設する。 
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4. 製品戦略本部の再編 

製品戦略本部 推進室にコンテンツ作成機能、推進スタッフ機能、事業開発支援機能などの任務を

追加し、推進部とする。 
 

5. 人事・管理統括部 業務部と公正競争規約・リスク管理部の統合 

より効果的なコンプライアンスおよび業務推進の展開を企図し、業務部と公正競争規約・リスク管理

部を統合し、公正競争規約・業務部に再編する。また営業第一線における公正競争規約・リスク管理お

よび業務推進機能は、中日本業務推進部と西日本業務推進部を統合し、東日本推進部と西日本推進

部の 2推進部体制に再編する。 
 

6. 営業第一線 

1) 先進メディカル部 

現在全国に 12部ある先進メディカル部は、東京 2組織、大阪 1組織の 3部体制に再編する。 

 2) 地域連携統括部 

現在の 60地域連携統括部体制から 51地域連携統括部体制に再編する。 
 

7. コンシューマーhhc事業部 

1)CRM（カスタマー リレーション マネジメント)部の新設 

生活者の皆様が必要とする的確な情報・サービスをタイムリーに提供するセルフケア・プラットフォ

ームの構築を企図し、通販、SNS展開およびエコシステム戦略の推進を担う CRM部を新設する。 

2) セルフケア営業本部 営業第一線組織の改編 

現在の 5営業部体制から 4営業部体制へと変更する。 
 

■メディカル本部 

メディカル戦略の構築・実行の加速化を企図し、戦略分析・戦略策定および認知症予測システム構

築等の推進を担う戦略企画室、ならびにメディカル活動や臨床研究の推進支援、予算・契約管理を担

う推進室を新設する。これに伴い、計画推進部は発展的に解組する。  
  

■メディスン開発センター 

1. ストラテジー統括部及びサイトマネジメント統括部の再編 

迅速かつ効率的なプロジェクト推進を企図し、ストラテジー統括部 プロジェクトマネジメント部をメデ

ィスン開発センター長直下の戦略企画推進部として再編する。また、ストラテジー統括部傘下の 4 室と

サイトマネジメント統括部を統合し、計画管理統括部を新設する。これに伴い、ストラテジー統括部、サ

イトマネジメント統括部は発展的に解組する。 

2. BA機能ユニットの改編 

BA 機能ユニットの筑波安全性研究部を発展的に解組し、グローバル安全性研究部を新設し、筑波

および米国での安全性研究を担う。 
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■グローバル本社 

１．コンプライアンス・リスク管理推進部 販売情報提供活動監督室の新設 

「医療用医薬品の販売情報提供に関するガイドライン」を受け、コンプライアンス・リスク管理推進部に

販売情報提供活動監督責任者を置き、販売情報提供活動監督室を新設する。また、販売情報提供活

動監督責任者に必要な助言を行う販売情報提供活動審査・監督委員会を設置する。 
 

■プロダクトクオリティ本部 

1. 日本・アジアリージョナルクオリティ統括部の新設 

日本リージョナルクオリティ統括部とアジアリージョナルクオリティ統括部を統合し、日本・アジアリー

ジョナルクオリティ統括部とする。 

 

■エーザイデマンドチェーンシステムズ 

1. ユニット体制の再編とストラテジック・ユニットの設置 

オンコロジーデマンドチェーンユニット（DCU）、ニューロロジーDCU、コアブランド DCUおよびエスタ

ブリッシュブランド DCU を発展的に改組し、プロダクトストラテジーユニットを新設する。プロダクトストラ

テジーユニットは、上記 DCUが分散して担ってきた品目群について、一元的に責任を担う。 

 

以上 


