
 

 

 
 

 
 
 
 

エーザイ株式会社  人事異動ならびに組織改編 
      

＜2021年 7月 1日付 人事異動＞ 

■ グローバル本社 

新任務 旧任務 氏名 

チーフプランニングオフィサー付 エグゼクティブプ

ロキュアメントディレクター 
ＩＣＴビジネスソリューション部長 上之薗 孝之利 

ＩＣＴビジネスソリューション部長 
チーフストラテジーオフィサー付 シニア

ディレクター 
奥村 祐則 

メディカル本部 ニューロロジー部長 
メディカル本部 メディカル部 ニューロロ

ジーグループ長 
長谷川 広季 

メディカル本部 オンコロジー部長 
メディカル本部 メディカル部 オンコロ

ジーグループ長 
北野 浩己 

■ 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 

メディスンクリエーション クリニカル 日

本・アジア臨床開発部 日本・アジアプラ

ンニンググループ長 

小林 豪太 

メディスンクリエーション クリニカル 日本・アジア臨

床開発部長 
ストラテジー部長 松嶋 知広 

 

■ エーザイ・ジャパン 

新任務 旧任務 氏名 

統合戦略本部 ヘルスケアプロフェッショナルエン

ゲージメント トランスフォーメーション部 デジタル

ソリューション部長 

チーフデジタルオフィサー付 シニアディ

レクター 
石橋 琢磨 

統合戦略本部 ヘルスケアプロフェッショナルエン

ゲージメント トランスフォーメーション部 キーアカ

ウント統括部長 

統合戦略本部 ヘルスケアプロフェッショ

ナルエンゲージメント トランスフォーメー

ション部 中日本キーアカウント推進部長 

熊巳 祥彦 

統合戦略本部 ヘルスケアプロフェッショナルエン

ゲージメント トランスフォーメーション部 キーアカ

ウント統括部 中日本推進部長 

統合戦略本部 ヘルスケアプロフェッショ

ナルエンゲージメント トランスフォーメー

ション部 アソシエートディレクター 

熊田 貴之 

オンコロジー事業本部長（執行役員） 
メディスンクリエーション クリニカル 日

本・アジア臨床開発部長（理事職） 
鶴岡 明彦 

オンコロジー事業本部 副本部長（兼）コマーシャル

担当（理事職） 
地域連携東海本部長（理事職） 吉良 欣幸 
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■ エーザイ・ジャパン（続き） 

新任務 旧任務 氏名 

オンコロジー事業本部 北海道オンコロジー統括部

長 
地域連携北海道本部 道央１統括部長 臼井 淳 

オンコロジー事業本部 東北オンコロジー統括部長 地域連携東北本部 岩手統括部長 綿貫 順 

オンコロジー事業本部 関信越オンコロジー統括部

長 
地域連携東北本部 宮城統括部長 川上 潤 

オンコロジー事業本部 首都圏オンコロジー統括部

長 

地域連携首都圏本部 東京先進メディカ

ル１部長 
森岡 英明 

オンコロジー事業本部 東海オンコロジー統括部長 地域連携首都圏本部 城北統括部長 富田 剛 

オンコロジー事業本部 近畿北陸オンコロジー統括

部長 

統合戦略本部 製品戦略部 レンビマ特

命担当 部長 
福山 敦史 

オンコロジー事業本部 中四国オンコロジー統括部

長 
地域連携中四国本部 岡山統括部長 別府 達也 

オンコロジー事業本部 九州オンコロジー統括部長 
地域連携九州本部 フィールドトレーナ

ー ディレクター 
西木 良一 

イムノロジー事業本部長 統合戦略本部 製品戦略部長 板橋 康一 

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 
桜井 将悟 

地域連携東北本部 岩手統括部長 
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 
本島 秀隆 

地域連携東北本部 宮城統括部長 
地域連携東北本部 宮城統括部 アソシ

エートディレクター 
佐波瀬 偉人 

地域連携首都圏本部 東京先進メディカル１部長 地域連携九州本部 福岡統括部長 森継 克幸 

地域連携首都圏本部 城北統括部長 
地域連携首都圏本部 東京先進メディカ

ル１部 アソシエートディレクター 
石井 祐子 

地域連携東海本部長（理事職） 地域連携東海本部 名古屋１統括部長 長谷川 肇 

地域連携東海本部 名古屋１統括部長 
地域連携東海本部 名古屋１統括部 ア

ソシエートディレクター 
早川 宏 

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 大阪統括部 

シニアディレクター 
佐藤 晋司 

地域連携中四国本部 岡山統括部長 
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 
中山 尚樹 
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■ エーザイ・ジャパン（続き） 

新任務 旧任務 氏名 

地域連携九州本部 福岡統括部長 
地域連携近畿北陸本部 北大阪統括部

長 
吉田 寛司 

地域連携九州本部 筑後佐賀統括部長 
人事・管理統括部 人事部 アソシエート

ディレクター 
千々岩 雅子 

 

＜2021年 7月 1日付 主な組織改編＞ 

 

■ グローバル本社 

１． エグゼクティブプロキュアメントディレクターの設置 

全社的な調達コストの最適化および調達戦略の推進を企図し、エグゼクティブプロキュアメントディレ

クターを設置する。 

 

2． メディカル本部メディカル部の再編 

メディカル部をニューロロジー部、オンコロジー部に再編する。 

 

■ エーザイ・ジャパン 

1． オンコロジー事業本部の新設 

オンコロジー領域のマーケティング機能と営業機能を管轄するオンコロジー事業本部を新設する。これ

に伴い、オンコロジー事業本部に各地域連携本部に対応した 8オンコロジー統括部を新設する。 

 

2． イムノロジー事業本部の新設 

イムノロジー領域のマーケティング機能と営業機能を管轄するイムノロジー事業本部を新設する。 

 

3． 統合戦略本部 

ヘルスケアプロフェッショナルエンゲージメント トランスフォーメーション（HX）部のキーアカウントビジ

ネス 4推進部（北日本、首都圏、中日本、西日本）を統括するキーアカウント統括部を新設する。 

 

 

以上 


