
 

 

 
 

 
 
 
 

エーザイ株式会社  人事異動ならびに組織改編 
      

＜2019年 10月 1日付 執行役人事異動＞ 

新任務 旧任務 氏名 

グローバルセーフティオフィサー（常務執行役） チーフメディカルオフィサー（常務執行役） 
エドワード・ 

スチュワート・ギリー 

 

＜2019年 10月 1日付 人事異動＞ 

■執行役員 

新任務 旧任務 氏名 

（出向）EAファーマ 監査役（執行役員） 
エーザイ・ジャパン マーケティング推進本

部 フィールドトレーナー部長（執行役員） 
竹田 裕次 

 

■理事職 

新任務 旧任務 氏名 

コーポレートベンチャーインベストメント部 スト

ラテジックインベストメントオフィサー（兼）日本・

アジア室長（理事職） 

コーポレートベンチャーインベストメント部 

ストラテジックインベストメントオフィサー 

（理事職） 

有賀 学 

エーザイ・ジャパン 人事・管理統括部 公正

競争規約・業務部 副部長（理事職） 

エーザイ・ジャパン 地域連携関信越本部

長（理事職） 
及川 隆一郎 

 

■グローバル本社 

新任務 旧任務 氏名 

コーポレートストラテジー部 副部長（兼）ストラ

テジーリード 
コーポレートストラテジー部 副部長 阿部 稔 

コーポレートストラテジー部 BD リード 
コーポレートストラテジー部 アソシエート

ディレクター 
平松 万里子 

コーポレートベンチャーインベストメント部   

サンフランシスコ室長 

コーポレートベンチャーインベストメント部 

アソシエートディレクター 
浅見 俊 

コーポレートベンチャーインベストメント部   

ケンブリッジ室長 

オンコロジービジネスグループ ストラテジ

ー部長（兼）戦略推進グループ長   
水井 佳治 

ディメンシア トータルインクルーシブエコシス

テム デジタルインテグレーションリード 
チーフデジタルオフィサー付 ディレクター 日置 真也 
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■グローバル本社（続き） 

新任務 旧任務 氏名 

人財開発本部 タレントディベロップメント部長 人財開発本部 タレントストラテジー部長 鈴木 清美 

人財開発本部 タレントアクイジション部長 キャリア支援センター長 清水 健一郎 

総務・環境安全部長 
人財開発本部 労務政策部 企画推進

グループ長 
坂本 良之 

メディカル本部 メディカル部長 
メディカル本部 メディカル部 オンコロジ

ーグループ長 
吉村 祐太 

グローバルセーフティ本部 日本・アジアＰＶ部

長（兼）ＰＶコミュニケーショングループ長 

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評価

グループ長 

道廣 幸三 

グローバルセーフティ本部 日本・アジアＰＶ部 

副部長（兼）ＰＶリスク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 

日本・アジアＰＶ部 ＰＶリスクマネジメント

グループ長 

山本 郁男 

エーザイ健康保険組合 常務理事* 
人財開発本部 労務政策部 健康推進

グループ長 
今井 英晶 

 *10月 2日のエーザイ健康保険組合理事会において選任決議予定です。 

 

■ニューロロジービジネスグループ 

新任務 旧任務 氏名 

プランニング部長 

メディスンクリエーション ディスカバリー 

Eisai Center for Genetics Guided 

Dementia Discovery シニアディレクター 

菊池 治 

 

■オンコロジービジネスグループ 

新任務 旧任務 氏名 

ストラテジー部長（兼）戦略推進グループ長 

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 

松嶋 知広 

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）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 トランスレーショ

ナルサイエンス部長 
松井 順二 

デピュティチーフサイエンティフィックオフィサー 

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 バイオマーカーリサ

ーチ室長 

船橋 泰博 
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■エーザイ・ジャパン 

新任務 旧任務 氏名 

マーケティング推進本部 フィールドトレーナ

ー部長 

マーケティング推進本部 フィールドトレー

ナー部 副部長（兼）東日本担当 
石原 幸司 

マーケティング推進本部 レンビマ特命担当 

部長（兼）レンビマアクセスリード 

地域連携首都圏本部 オンコロジー神奈

川統括部長 
福山 敦史 

地域連携北海道本部 道央統括部長 地域連携北海道本部 道央南統括部長 小松 研一 

地域連携北海道本部 道南統括部長 
地域連携北海道本部 オンコロジー北海

道統括部 ディレクター 
小池 孝治 

地域連携関信越本部長 
地域連携首都圏本部 オンコロジー千葉

統括部長 
風間 博仁 

地域連携首都圏本部 オンコロジー神奈川統

括部長 

地域連携首都圏本部 オンコロジー東京 2

統括部 アソシエートディレクター 
富田 剛 

地域連携首都圏本部 オンコロジー千葉統括

部長 

地域連携首都圏本部 オンコロジー千葉

統括部（兼）マーケティング推進本部 レン

ビマアクセス担当 アソシエートディレクタ

ー 

別府 達也 

地域連携東海本部 オンコロジー東海統括部

長 

マーケティング推進本部 レンビマアクセス

リード 
長谷川 肇 

地域連携九州本部 オンコロジー九州統括部

長 

地域連携東海本部 オンコロジー東海統

括部長 
井上 大輔 

地域連携九州本部 熊本統括部長 
地域連携近畿北陸本部 京滋統括部 ア

ソシエートディレクター 
江田 美紀子 

 

■コンシューマーhhc事業部 

新任務 旧任務 氏名 

事業戦略部長（兼）事業推進室長 事業推進部長（兼）計画推進室長 野口 長芳 

商品企画部長 商品開発部 アソシエートディレクター 鈴木 智美 

ブランドマネジメント部長 チョコラ BB本部 営業戦略部長 村井 浩 

セルフケア営業本部 流通統括部長 
エーザイ・ジャパン 流通本部 北海道東

北流通推進部 ディレクター 
芦田 憲昭 
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■メディスン開発センター 

新任務 旧任務 氏名 

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 原薬研究部長 

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 原薬研究部 プロセス

化学筑波研究室長 

栢野 明生 

 

 

■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 サイトマネジメント部長 
川島工場 経口剤製造部 共通グループ

長 
奥村 宗久 

鹿島事業所 サイトマネジメント部長 
鹿島事業所 サイトマネジメント部 設備環

境安全グループ長 
清水 太 

 

 

＜2019年 10月 1日付 主な組織改編＞ 

■ グローバル本社 

1. ディメンシア トータルインクルーシブエコシステム デジタルインテグレーションリードの任命 

ディメンシア トータルインクルーシブエコシステムに新たにデジタルインテグレーションリードを設置す

る。デジタルインテグレーションリードはエコシステムプラットフォームのシステムアーキテクトとインフラ、運

用体制の構築などを担う。 

 

2. コーポレートベンチャーインベストメント（CVI）部 

東京で開始したベンチャー投資事業をグローバルに展開すべく、米国にケンブリッジ室およびサンフラ

ンシスコ室、東京に日本・アジア室を新設する。なお、欧米でのベンチャー投資事業を円滑に進めるべく

米国にコーポレートベンチャーキャピタル子会社 Eisai Innovation Inc.を設立した。 

 

3. コーポレートストラテジー（CS）部 

事業開発（BD）機能を担う BD リード、および全社中長期戦略等を主管するストラテジーリードを設置 

する。 

 

4. タレントディベロップメント部とタレントアクイジション部の新設 

キャリア支援センターの機能とタレントストラテジー部の機能を再編し、コーポレートとして一貫した人財

育成機能を担うタレントディベロップメント部、および採用専任組織であるタレントアクイジション部を新設

する。 
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5. チーフメディカルオフィサーの名称変更 

チーフメディカルオフィサーの名称をグローバルセーフティオフィサーに変更する。なお、グローバル 

セーフティオフィサーへの名称変更に伴い、コーポレートメディカルアフェアーズ本部の名称をグローバ

ルセーフティ本部へと変更する。 

 

■ ニューロロジービジネスグループ  

1． プランニング部の新設 

ポートフォリオ戦略と予算管理を一体としたプランニング機能の強化を企図して、プランニング部を新設

する。ストラテジー部のポートフォリオマネジメント室、プランニング室、ならびにプログラムマネジメントの

機能をプランニング部にそれぞれ機能異動する。 

 

■ オンコロジービジネスグループ  

1． ストラテジー部の機能強化および社外共同研究室の解組 

コーポレートストラテジー部と連携した探索初期からの一貫したプロジェクト推進とポートフォリオ管理を

企図し、社外共同研究室を発展的に改組し、その機能をストラテジー部に統合する。 

 

2． デピュティチーフサイエンティフィックオフィサーの任命 

サイエンスをベースとしたパイプライン戦略、ならびにオンコロジーエコシステム構築に向けた体制強化

を企図し、デピュティチーフサイエンティフィックオフィサーを任命する。 

 

■ エーザイ・ジャパン  

1． 営業第一線 

地域連携北海道本部道央南統括部を、札幌市を中心とする道央統括部と函館市を中心とする道南統

括部に再編する。 

 

■ コンシューマーｈｈｃ事業部 

1． 商品開発体制の再編 

商品開発部が担うシーズ探索、渉外担当、および CMO 対応業務を事業推進部へ機能異動し、事業

推進部を事業戦略部に名称変更する。また、商品開発部にあるチョコラ BB 関連開発機能をチョコラ BB

本部に機能異動し、チョコラ BB 本部 プロダクト企画部を新設する。これにより、商品開発部は商品企画

部に名称変更する。 

 

2． 食系販路向け営業機能の機能異動 

チョコラ BB 本部 営業戦略部を発展的に解組し、食系販路向け営業機能をセルフケア営業本部流通

統括部に機能異動する。 

 

以上 


