
 

 

 
 
 
 

エーザイ株式会社  人事異動ならびに組織改編 
     

＜2020年 1月 1日付 執行役人事異動＞ 

新任務 旧任務 氏名 

エーザイ・インク チェアマン（兼）ニューロロジ

ービジネスグループ プレジデント（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（兼）ニュ

ーロロジービジネスグループ プレジデント

（常務執行役） 

アイヴァン・チャン 

アメリカス・リージョン プレジデント（兼）エーザ

イ・インク プレジデント（常務執行役） 

グローバルパートナーシップディベロップメ

ント特命担当（執行役） 
安野 達之 

エーザイ・インク エグゼクティブバイスプレジ

デント インテグリティ（執行役） 

ニューロ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）エーザイ・イン

ク チーフストラテジーオフィサー 

アレキサンダー・ス

コット 

ディメンシア トータルインクルーシブエコシス

テム事業部 プレジデント（兼）チーフデジタル

オフィサー（執行役） 

ディメンシア トータルインクルーシブエコシ

ステム担当（兼）チーフデジタルオフィサー

（執行役） 

内藤 景介 

チーフメディカルオフィサー ジャパン／アジア

（兼）メディカル本部長（兼）ニューロロジービジ

ネスグループ デピュティプレジデント（執行

役） 

チーフメディカルオフィサー ジャパン／ア

ジア（兼）メディカル本部長（執行役） 
小林 啓之 

エーザイ・ジャパン プレジデント（兼）エーザ

イ・ジャパン 地域連携首都圏本部長（常務執

行役） 

エーザイ・ジャパン プレジデント（常務執

行役） 
籔根 英典 

・アイヴァン・チャンは、エーザイ・インク チェアマンとして、社を代表して米国における業界活動を担当します。 

・現 エーザイ・インク プレジデント & COO（執行役）のサジ・プロシダは、2019年 12月 31日付で執行役を退

任し、エーザイ・インクを退社します。 

・アレキサンダー・スコットは、2020年 1月 1日付で執行役に就任します。 

 

＜2020年 1月 1日付 人事異動＞ 

新任務 旧任務 氏名 

グローバルパートナーシップディベロップメント

特命担当（兼）レンビマ アライアンスマネジメ

ント部長（上席執行役員） 

レンビマ アライアンスマネジメント部長

（兼）ゼネラルマネージャー（上席執行役

員） 

氏家 伸 

ディメンシア トータルインクルーシブエコシス

テム事業部 ADパーパス部長（兼）コマーシ

ャルリード（執行役員） 

エーザイ・ジャパン 地域連携首都圏本部

長（兼）中国・アジア連携担当（理事職） 
遊佐 寿彦 

ディメンシア トータルインクルーシブエコシス

テム事業部 AD トラスト部長（執行役員） 

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（理事職） 

真坂 晃之 

（出向）エーザイ・インク バイスプレジデント 

デピュティチーフフィナンシャルオフィサー 

（執行役員） 

財務・経理本部 経理部長（理事職） 鈴木 雅人 

2019 年 12 月 11日 
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＜2020年 1月 1日付 人事異動＞（続き） 

新任務 旧任務 氏名 

（出向）エーザイ・インク バイスプレジデント 

チーフプランニング＆ストラテジーオフィサー

（執行役員） 

（出向）エーザイ・インク バイスプレジデン

ト デピュティチーフストラテジーオフィサー

（兼）マーケットアクセス（理事職） 

小阪 光生 

レンビマ アライアンスマネジメント部 ゼネラ

ルマネージャー 

レンビマ アライアンスマネジメント部（兼）

（出向）エーザイ・ヨーロッパ・リミテッド アソ

シエートディレクター 

村松 慶祐 

ディメンシア トータルインクルーシブエコシス

テム事業部 バリューリード 

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 
冨田 清行 

ディメンシア トータルインクルーシブエコシス

テム事業部 ペイシェントオーナーシップリード 

（兼）ネットワークチーフ 

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 
南田 泰子 

ディメンシア トータルインクルーシブエコシス

テム事業部 デジタルプラットフォームリード 

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 
久下 正史 

ディメンシア トータルインクルーシブエコシス

テム事業部 デジタルインテグレーションリード 

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 
日置 真也 

ディメンシア トータルインクルーシブエコシス

テム事業部 プランニング＆プロジェクトマネジ

メントリード 

コンシューマーhhc事業部 CRM部 LT

パートナー推進室長 
三上 光一 

財務・経理本部 経理部長 
財務・経理本部 経理部 連結経理グルー

プ長 
佐川 慎一 

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 メディカル部長 吉村 祐太 

 

 

＜2019年 12月 10日付 人事異動＞ 

新任務 旧任務 氏名 

ADフランチャイズ特命担当 

（2020年 1月 1日付 執行役員） 

ディメンシア トータルインクルーシブエコシ

ステム ADグローバルブランドリード（兼）

US室長（兼）アライアンスリード 

清水 修平 

ADフランチャイズ ADフランチャイズリード 
ディメンシア トータルインクルーシブエコ

システム AD日本・アジアブランドリード  
児玉 尚士 

ADフランチャイズ プランニングリード 
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 
横山 徹志 

ADフランチャイズ 疾患啓発／ネットワークリ

ード（執行役員） 

ディメンシア トータルインクルーシブエコシ

ステム デピュティ ADグローバルブランド

リード（執行役員） 

戸田 匡 
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＜2020年 1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事業部（DTIE事業部）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（DTIE）を発展させ DTIE 事業部を新設する。DTIE

事業部は、日本・アジアにおける次世代 AD 治療の新たな事業戦略を牽引するべく、AD フランチャイズ

構築、コマーシャル、価格政策、メディカル連携の諸機能を担うとともに、早期 AD およびプレクリニカル

AD の先制医療に向けた新たな診断パスウェイの開発を担う。また、AD 疾患修飾薬のグローバルでの啓

発とその理解の浸透において中心的な役割を担い、疾患啓発とアドボカシー、AD エコシステム構築にか

かるパートナリング活動を推進する。 

 

＜2019年 12月 10日付 主な組織改編＞ 

■ グローバル本社 

1. AD フランチャイズ特命担当の任命 

CEO 直下にアルツハイマー病（AD）フランチャイズ特命担当を設置する。AD フランチャイズ特命担当

は、アライアンスパートナーとの連携のもと、ADフランチャイズ構築に向け、製品政策、疾患啓発、価格政

策、エコシステムの検討などの事業戦略について立案する。 

 

 

以上 


