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エーザイ株式会社 人事異動ならびに組織改編

＜2020 年 4 月 1 日付 執行役人事異動＞
新任務

旧任務

氏名

チーフフィナンシャルオフィサー（専務執行役）

チーフフィナンシャルオフィサー（兼）
チーフ IR オフィサー（専務執行役）

チーフ IR オフィサー（兼）ステークホルダーコミュ
ニケーション担当（執行役）

アジア・ラテンアメリカリージョン プレジデ
佐々木 小夜子
ント（執行役）

内部監査担当（執行役）

チーフコンプライアンスオフィサー（兼）
内部統制担当（執行役）

チーフコンプライアンスオフィサー（兼）内部統制
担当（兼）チーフインフォメーションセキュリティオフ チーフプランニングオフィサー（執行役）
ィサー（執行役）
コンシューマーｈｈｃ事業部 プレジデント
アジア・ラテンアメリカリージョン プレジデント（兼）
（兼）API ソリューション事業担当（執行
API ソリューション事業担当（執行役）
役）

柳 良平

朝谷 純一

田中 光明

金澤 昭兵

チーフガバメントリレーションズオフィサー（兼）
グローバルバリュー＆アクセス担当（執行役）

コーポレートアフェアーズ担当（兼）グロー
赤名 正臣
バルバリュー＆アクセス担当（執行役）

コンシューマーｈｈｃ事業部 プレジデント（執行役）

エーザイ・ジャパン CJ 部長（兼）CJ 戦略
内藤 えり子
グループ長（理事職）

＜2020 年 4 月 1 日付 人事異動＞
■グローバル本社
新任務

旧任務

氏名

知創部長（理事職）

エーザイ・ジャパン ｈｈｃソリューション本部
長（兼）ソリューション企画推進部長（理事 加藤 慶悟
職）

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 ネットワークリード

エーザイ・ジャパン ｈｈｃソリューション本部
渡辺 健一郎
ソリューション地域包括推進部長

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 ｈｈｃエリアコーディネーターリード

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

コーポレート IA 部長（理事職）

エーザイデマンドチェーンシステムズ DI＋
ユニット プレジデント（兼）包装技術グルー 小島 史靖
プ長（兼）DI＋チャンピオン（理事職）

人財開発本部 タレントディベロップメント部長

PR 部 アソシエートディレクター

臼杵 尚之助

新庄 浩子

■グローバル本社（続き）
新任務

旧任務

氏名

サステナビリティ部長

ポリシー・アドボカシー＆サステナビリティ
部長

徳永 文

医療政策部長（兼）渉外グループ長

ポリシー・アドボカシー＆サステナビリティ
部 ガバメントリレーションズグループ長

小谷 定治

グローバルセーフティ本部 推進部長（兼）監査
グループ長

グローバルセーフティ本部 日本・アジア
PV 部 政策推進グループ長

佐伯 和則

■ニューロロジービジネスグループ
新任務
メディスンクリエーション ディスカバリー グロー
バルタウタスクフォースリード
メディスンクリエーション ディスカバリー グロー
バルジーンセラピータスクフォースリード
メディスンクリエーション ディスカバリー グロー
バルブレインデリバリータスクフォースリード

旧任務
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
ニューロロジー筑波研究部 プロファイリン
ググループ長
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（兼）コンセプ
トバリデーショングループ長

メディスンクリエーション ディスカバリー グロー
バルターゲットハンティングリード（兼）ｈｈｃデータ ｈｈｃデータクリエーションセンター エーザ
クリエーションセンター エーザイ・慶應義塾大
イ・慶應義塾大学 認知症イノベーションラ
学 認知症イノベーションラボ アソシエートディ ボ アソシエートディレクター
レクター

氏名
大郷 真

井戸 克俊

橋爪 裕

高橋 健太郎

■エーザイ・ジャパン
新任務

旧任務

氏名

人事・管理統括部 公正競争規約・業務部長
（理事職）

人事・管理統括部 公正競争規約・業務部
及川 隆一郎
副部長（理事職）

人事・管理統括部 公正競争規約・業務部
東日本推進部長

人事・管理統括部 公正競争規約・業務部
中原 敬介
西日本推進部 ディレクター

デジタルマーケティング戦略部長

地域連携東北本部 宮城統括部長

マーケティング推進本部 推進部長

マーケティング推進本部 シニアディレクター 山本 均

マーケティング推進本部 免疫領域戦略部長

マーケティング推進本部 イムノロジーグル
板橋 康一
ープ長

地域連携北海道本部 道央１統括部長

地域連携北海道本部 アソシエートディレ
クター
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村上 誠

臼井 淳

■エーザイ・ジャパン（続き）
新任務

旧任務

氏名

地域連携北海道本部 道央２統括部長

地域連携北海道本部 オンコロジー北海道
統括部長

地域連携北海道本部 道東統括部長

地域連携中四国本部 鳥取島根統括部 ア
柴田 大助
ソシエートディレクター

地域連携東北本部 岩手統括部長

地域連携東北本部 オンコロジー東北統括
部長

綿貫 順

地域連携東北本部 宮城統括部長

地域連携首都圏本部 オンコロジー東京２
統括部長

川上 潤

地域連携関信越本部 栃木統括部長

地域連携首都圏本部 東京先進メディカル
２部 アソシエートディレクター

伊藤 恭輔

地域連携関信越本部 群馬統括部長

地域連携東海本部 名古屋統括部長

内海 眞次

地域連携関信越本部 長野山梨統括部長

地域連携九州本部 宮崎統括部長

梶原 浩覚

地域連携首都圏本部長（執行役員）

地域連携九州本部長（理事職）

草野 修一

地域連携首都圏本部 東京先進メディカル２部
統括部長

地域連携首都圏本部 東京先進メディカル
２部 アソシエートディレクター

山田 郷太

地域連携首都圏本部 城北統括部長

地域連携首都圏本部 オンコロジー神奈川
統括部長

富田 剛

地域連携首都圏本部 城央統括部長

地域連携九州本部

川島 敬

地域連携首都圏本部 城南統括部長

地域連携首都圏本部 西東京統括部長

伊豆 泰一

地域連携首都圏本部 埼玉東部統括部長

地域連携北海道本部 道東統括部長

大野 正博

地域連携東海本部 静岡東部統括部長

地域連携東海本部

大村 高弘

地域連携東海本部 静岡西部統括部長

地域連携関信越本部 長野山梨統括部
アソシエートディレクター

西澤 太一

地域連携東海本部 名古屋１統括部長

地域連携東海本部 オンコロジー東海統括
部長

長谷川 肇

地域連携東海本部 名古屋２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

平部 央

地域連携東海本部 岐阜統括部長

地域連携中四国本部 鳥取島根統括部長

稲継 康史
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北九州統括部長

静岡統括部長

赤地 陽子

■エーザイ・ジャパン（続き）
新任務

旧任務

氏名

地域連携近畿北陸本部 北陸統括部長

地域連携九州本部 鹿児島統括部長

大屋 康徳

地域連携近畿北陸本部 京都統括部長

地域連携中四国本部 岡山統括部長

有田 浩司

地域連携近畿北陸本部 滋賀統括部長

マーケティング推進本部 アソシエートディレ
橋本 瑠美
クター

地域連携近畿北陸本部 北大阪統括部長

地域連携近畿北陸本部 オンコロジー関西
２統括部長

吉田 寛司

地域連携近畿北陸本部 大阪統括部長

地域連携近畿北陸本部 北大阪統括部長

山下 篤史

地域連携近畿北陸本部 南大阪統括部長

地域連携北海道本部 道央統括部長

小松 研一

地域連携近畿北陸本部 神戸統括部長

地域連携首都圏本部 千葉南東統括部
アソシエートディレクター

冨満 祥幸

地域連携近畿北陸本部 姫路統括部長

地域連携近畿北陸本部 大阪先進メディカ
ル部 アソシエートディレクター

桜井 隆宏

地域連携中四国本部 岡山統括部長

地域連携首都圏本部 オンコロジー千葉統
括部長

別府 達也

地域連携中四国本部 鳥取島根統括部長

地域連携近畿北陸本部 南大阪統括部長

西岡 知行

地域連携中四国本部 愛媛高知統括部長

地域連携中四国本部 オンコロジー中四国
統括部長

海老根 伸昭

地域連携九州本部長

地域連携首都圏本部 東東京統括部長

寺山 寛

地域連携九州本部 北九州統括部長

地域連携九州本部 オンコロジー九州統括
部長

井上 大輔

地域連携九州本部 大分統括部長

マーケティング推進本部 アソシエートディレ
安田 聖
クター

地域連携九州本部 宮崎統括部長

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

木村 守孝

地域連携九州本部 鹿児島統括部長

地域連携首都圏本部 オンコロジー東京１
統括部長

牛頭 雅哉

ＣＪ部長（兼）ＣＪ戦略グループ長

ＣＪ部 ＭＥＣグループ長

牧 礼子
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■アジア・ラテンアメリカリージョン
新任務

旧任務

氏名

プランニングリード（兼）レンビマアライアンス担当

事業統括部長（兼）レンビマアライアンス
担当

浅見 末次

ストラテジーリード

製品戦略部長

真砂野 一彦

ニューロロジービジネスリード

製品戦略部 アソシエートディレクター

吉田 伊穂

オンコロジービジネスリード

コーポレートプランニング部 アソシエー
トディレクター

堺井 留以子

■コンシューマーhhc 事業部
新任務

旧任務

氏名

デピュティプレジデント（兼）パーパス本部長
（執行役員）

デピュティプレジデント（兼）セルフケア営
業本部長（理事職）

ストラテジー部長

チョコラＢＢ本部長（兼）プロダクト企画部長 飯島 みゆき

ビジネスインテグリティ部長

事業戦略部長（兼）事業推進室長

野口 長芳

トラスト本部長

事業戦略部 戦略推進室長

松本 裕美

トラスト本部 ライフタイムパートナー部長

ＣＲＭ部長（兼）ＬＴパートナー推進室長
（兼）プラットフォーム推進室長

平井 崇雄

トラスト本部 コンシューマーリレーション部長

ブランドマネジメント部長

村井 浩

トラスト本部 ブランドマネジメント部長

チョコラＢＢ本部 マーケティング企画部長

芝村 朋宏

バリュークリエーション部長

商品企画部長

鈴木 智美

パーパス本部 アクセス＆プランニング部長

セルフケア営業本部 流通統括部長

芦田 憲昭

パーパス本部 副本部長

セルフケア営業本部 営業企画部長

岩崎 広展

パーパス本部 第２営業部長

セルフケア営業本部 第１営業部 アソシ
エートディレクター

高橋 健太郎
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今西 健一

■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 プレジデント

ファーマシュティカル・サイエンス＆テクノロ
木村 進
ジー機能ユニット 製剤研究部長

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 製剤研究部長

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 製剤研究部 製剤開発 鵜飼 宏治
第３グループ長

■hhc データクリエーションセンター
新任務

旧任務

氏名

５Ｄインテグレーションユニット テックコンバージ
テクノロジークロスポイントラボ 部長
ェンスヘッド

伊藤 昌史

５Ｄインテグレーションユニット データサイエン
スヘッド

青島 健

データサイエンスラボ 部長（兼）ビッグデ
ータイノベーショングループ長

■エーザイデマンドチェーンシステムズ
新任務
鹿島事業所 原薬製造部長（兼）第４グループ長
プロダクトストラテジーユニット プレジデント（兼）
プロダクトチャンピオン
パートナーシップマネジメントユニット アジア・パ
シフィック部長（兼）委託品・仕入品グループ長

旧任務

氏名

鹿島事業所 原薬製造部 第４グループ
植村 誠
長
パートナーシップマネジメントユニット ア
ジア・パシフィック部長（兼）プロダクトスト 吉村 康彦
ラテジーユニット プロダクトチャンピオン
鹿島事業所 原薬製造部長（兼）第５グ
ループ長（兼）プロダクトストラテジーユニ 清水 寿一
ット プロダクトチャンピオン

■プロダクトクオリティ本部
新任務

旧任務

氏名

日本・アジアリージョナルクオリティ統括部 川島 日本・アジアリージョナルクオリティ統括部
蝉丸 剛
品質管理部長（兼）第一グループ長
川島品質保証部 品質管理グループ長
日本・アジアリージョナルクオリティ統括部 鹿島 日本・アジアリージョナルクオリティ統括部
高橋 嘉政
品質管理部長
鹿島品質保証部 ディレクター
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＜2020 年 4 月 1 日付 主な組織改編＞
■ グローバル本社
1. 内部監査担当執行役の設置
チーフコンプライアンスオフィサー（兼）内部統制担当から内部監査の責任を分離し、専任の内部監査
担当を設置する。これにより、チーフコンプライアンスオフィサー(兼)内部統制担当は、コンプライアンスお
よび内部統制の推進に専念し、内部監査担当が全ての業務執行状況を独立的、客観的に監査する体
制とすることで、コンプライアンス・内部統制推進機能に対するモニタリングを強化する。
2. チーフガバメントリレーションズオフィサー（CGRO）ならびにステークホルダーコミュニケーシ
ョン担当の新設
ポリシー・アドボカシー＆サステナビリティ部のガバメントリレーションズ戦略の策定および推進機能を
医療政策部に機能異動し、グローバルバリュー＆アクセスと医療政策部を管轄する CGRO を新設する。
これに伴い、ポリシー・アドボカシー＆サステナビリティ部はサステナビリティ部に改称する。
またステークホルダーズとのより一層の関係性向上を主導するステークホルダーコミュニケーション担当
を新たに設置する。ステークホルダーコミュニケーション担当は、PR 部、IR 部、サステナビリティ部を管轄
し、チーフ IR オフィサーを担う。
3. チーフインフォメーションセキュリティオフィサー（CISO）の新設
個人情報や秘密情報を含め、IT セキュリティの内部統制全体をリスクマネジメントの観点から統制する
CISO を新たに設置し、各部門の情報セキュリティ関連業務を CISO の管轄下とする。
■ ディメンシア トータルインクルーシブエコシステム事業部（DTIE）
1. hhc エリアコーディネーターリードの設置
hhc エリアコーディネーターリードを新設し、その直下に新たな地域診療体制の仕組みづくりを担う hhc
エリアコーディネーターを配置する。
2. ネットワークリードの設置
エーザイ・ジャパン hhc ソリューション（HS）本部が担ってきたソリューションによる患者様ニーズ充足に
かかる機能を DTIE に異動するとともに、DTIE AD パーパスオフィサー直下のネットワークリードとして再
編する。これに伴い、HS 本部は発展的に解組する。
■ エーザイ・ジャパン
1． デジタルマーケティング戦略部の新設
新製品の育成に向け、新たなデジタルマーケティングを立案、実行する組織として、デジタルマーケテ
ィング戦略部を新設する。これに伴いデジタルマーケット部は発展的に解組する。
2． マーケティング推進本部 推進部の新設
マーケティング推進本部 推進部を新設し、マーケティング推進本部が担っていた製品施策推進、市
場分析・集会運営ならびにコンテンツ作成・学術論文管理の機能を移動する。
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3． マーケティング推進本部 免疫領域戦略部の新設
マーケティング推進本部イムノロジーグループを解組し、新たに免疫領域戦略部に再編する。
4． 営業第一線
オンコロジー統括部を発展的に解組し、先進メディカル部・地域連携統括部による担当体制に再編す
る。これにより、先進メディカル部・地域連携統括部の体制は現在の 55 組織から 61 組織となる。
■ アジア・ラテンアメリカリージョン
1． ヘッドクォーター体制の再編
コマーシャル機能強化のため、オンコロジービジネスリードならびにニューロロジービジネスリー
ドを設置する。これに伴い、製品戦略部は発展的に解組する。ストラテジー機能強化のためストラテ
ジーリードならびにプランニングリードを設置する。これに伴い、事業統括部は発展的に解組する。

■ コンシューマーhhc（CH）事業部
1． パーパス本部、トラスト本部の新設
パーパス本部、トラスト本部を新設する。パーパス本部は、営業第一線を統括するセルフケア本部の機
能を異動し、全国をカバーする 4 営業部と主に販路推進機能を担うアクセス＆プランニング部の 5 部体
制とする。トラスト本部は、通販機能を担うライフタイムパートナー部、通信販売以外の CH 全ブランドにお
ける戦略立案推進を担うブランドマネジメント部、生活者とのコミュニケーション戦略の立案推進を担うコン
シューマーリレーション部の 3 部で構成され、多様化する生活者の購買行動に対する効果的な戦略を立
案・実行し、さらなる信頼を獲得する。これに伴い、チョコラ BB 本部、ブランドマネジメント部、CRM 部は
発展的に解組する。
2． 事業戦略部の解組
事業戦略部の戦略推進室と事業推進室をそれぞれストラテジー部、ビジネスインテグリティ部に名称変
更するとともに、CH 事業部プレジデント直下に機能異動する。これにより事業戦略部は発展的に解組す
る。
3． 商品企画部の機能追加および名称変更
チョコラ BB 本部 プロダクト企画部が担ってきた機能を商品企画部へ機能異動するとともに、商品企画
部はバリュークリエーション部に名称変更する。
■ ニューロロジービジネスグループ
1． メディスンクリエーション体制の再編
チーフディスカバリーオフィサー（CDO）直下に、Global Taskforce Leads を配置するとともに、ディスカ
バリーポートフォリオ部を新設し、各探索研究サイト間のより緊密な連携を実現する。これに伴い、コンセ
プトクリエーション部は発展的に解組する。
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■ hhc データクリエーションセンター（hDAC）
1． 5D インテグレーションユニットの新設
データの総合的な解析からこれまでにない創薬仮説を見出し、分析・実装することで実現する 5D
（Data Driven Drug Discovery & Development）創薬を担う、5D インテグレーションユニットを新設する。
■ エーザイデマンドチェーンシステムズ（EDCS）
1． 新製剤／技術開発体制の再編
DI+ユニットの各機能をメディスン開発センター、EDCS にそれぞれ機能移動することにより、DI+ユニット
は発展的に解組する。
■ 品質部門
1． プロダクトクオリティ本部
川島品質保証部と鹿島品質保証部から品質管理機能を分離し、それぞれ川島品質管理部および鹿
島品質管理部を設置する。これらにより、品質保証機能と品質管理機能の分離を明確化する。
以上
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