
No.07-44 2007年9月28日

エーザイ株式会社  人事異動ならびに組織改編

＜2007年10月1日付役員人事異動＞

■役員の異動

新　任　務 旧　任　務 氏名

日本事業本部（JBHQ）計画部長（兼）JBHQ計画
部　東日本サポートセンター長（執行役）

日本事業本部（JBHQ）計画部長（執行役） 岡田　安史

＜2007年10月1日付人事異動＞

（1）▲は部長・部長職以上の異動、＊付きはライン部長職以上
（2）△は課長職の異動

■グローバル本社

新　任　務 旧　任　務 氏　名

＊▲ 事業開発部　戦略グループ　統轄部長 事業開発部　担当部長 吉武　新次

△ 事業開発部　事業開発グループ　統轄課長 事業開発部　担当課長 浅野　俊孝

△
事業開発部　アライアンスマネジメント
グループ　統轄課長

生産物流本部　企画推進部　企画グループ
統轄課長

新中　敦司

△ 信頼性保証本部　品質保証部　品質情報室長
信頼性保証本部　品質保証部　品質情報室
担当課長

安立　健明

△ 知的財産部　企画管理グループ　統轄課長 知的財産部　担当課長 清水　茂仁

△ 知的財産部　調査グループ　統轄課長 知的財産部　担当課長 橋田　亮一

△ 知的財産部　渉外グループ　統轄課長 知的財産部　企画調査グループ　統轄課長 松永　学

△ 総務部　株式グループ　統轄課長 取締役会事務局　担当課長 熊澤　嘉克

新　任　務 旧　任　務 氏　名

△ 事業推進部　企画グループ　統轄課長 事業推進部　担当課長 高橋　敬樹

＊▲ 情創部長 東京エリア企画部長 安藤　稔

△ 情創部　人材開発室長 情創部　人材開発室　担当課長 梅田　博史

△ 免疫・炎症室長 東京三部長 藤井　敦信

[次頁に続く］

■医薬事業部

＊hhcの文字は、
フローレンス・ナイチンゲールの
サインから取り出したものです。

 Eisai　News
エーザイは「患者さまと生活者の皆様の喜怒哀楽

を考え、そのベネフィット向上を第一義とし、世

界のヘルスケアの多様なニーズを充足する」こと

を基本とするヒューマン・ヘルスケア企業を目指

して、その実現に邁進しています。 、

エ ー ザ イ 株 式 会 社
コーポレートコミュニケーション部
〒112-8088 東京都文京区小石川4-6-10

TEL 03-3817-5120（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)

FAX 03-3811-3077
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新　任　務 旧　任　務 氏　名

△ 医薬部　造影剤領域室長 医薬部　造影剤領域室　担当課長 村上　聡

＊▲ 学術情報部長 医薬部　造影剤領域室長 本川　靖政

▲ 流通統轄部　担当部長 東京流通推進部　担当課長 小島　正博

▲ 流通統轄部　担当部長 東京流通推進部　担当課長 荒牧　哲郎

▲ 流通統轄部　担当部長 東海流通推進部　担当課長 森　英寿

▲ 流通統轄部　担当部長 東京流通推進部　担当課長 三木　隆史

＊▲ 東京エリア企画部長 事業推進部　企画グループ　統轄課長 大島　剛

＊▲ 道南医薬部長 大阪医薬三部長 喜多　仁

＊▲ 福島医薬二部長 京都医薬二部長 竹内　智

＊▲ 新潟医薬二部長 京都医薬二部　担当課長 松森　誠一

＊▲ 長野医薬二部長 長野医薬二部　担当課長 近藤　昭彦

＊▲ 東京三部長 福井医薬部長 野口　毅

＊▲ 東京四部長 東京医薬三部長 山口　博光

＊▲ 東京医薬三部長 情創部　人材開発室　担当課長 齋藤　雅彦

＊▲ 東京医薬七部長 山口医薬二部長 石原　巖

＊▲ 千葉医薬四部長 長野医薬二部長 青木　岳郎

＊▲ 埼玉医薬四部長 広島医薬一部長 森　義直

＊▲ 埼玉医薬五部長 愛知医薬二部長 中島　昭夫

＊▲ 静岡医薬一部長 京都医薬一部　担当課長 高月　邦明

＊▲ 愛知医薬二部長 宮崎医薬部長 渡邊　和昭

＊▲ 愛知医薬四部長 道南医薬部長 森田　健一

＊▲ 大阪医薬三部長 栃木医薬一部　担当課長 澤田　直樹

＊▲ 大阪医薬五部長 長崎医薬一部　担当課長 石原　幸司

＊▲ 奈良医薬部長 福島医薬二部長 阿部　秀人

＊▲ 兵庫部長 愛知医薬一部長 仁藤　隆行

＊▲ 富山医薬部長 関西部　担当課長 渡辺　武

＊▲ 福井医薬部長 福岡医薬三部長 橋津　雅宏

＊▲ 京都医薬二部長 埼玉医薬五部長 和田　千明

＊▲ 広島医薬一部長 千葉医薬一部　担当課長 佛谷　郁雄

＊▲ 山口医薬二部長 沖縄医薬部長 松山　善人

[次頁に続く］

■医薬事業部　（続き）

2



新　任　務 旧　任　務 氏　名

＊▲ 福岡医薬三部長 富山医薬部長 佐藤　秀弍

＊▲ 宮崎医薬部長 埼玉医薬四部長 安藤　守利

＊▲ 沖縄医薬部長 福岡医薬二部　担当課長 星野　毅

＊▲ 東北流通推進部長 東北流通推進部　担当課長 小熊　正基

＊▲ 東京流通推進部長 流通統轄部　担当課長 小竹　一之

＊▲ 東海流通推進部長 四国流通推進部　担当課長 権野　準一

＊▲ 中国流通推進部長 東海流通推進部　担当課長 笠原　陽一

■生産物流本部

新　任　務 旧　任　務 氏　名

▲
生産物流・トランスフォーメーション担当執行
役付　担当部長

エルメッド エーザイ 株式会社 大石　哲也

△ 企画推進部　企画グループ　統轄課長 企画推進部　担当課長 田村　和彦

＊▲ 美里工場　総務部長 美里工場　製剤部　包装室長 今井　文昭

△ 美里工場　製剤部　包装室長
美里工場　製剤部　包装室　第一グループ
統轄課長

轟　邦夫

△
美里工場　製剤部　包装室　第一グループ
統轄課長

生産技術部　担当課長 小島　清孝

＊▲ 川島工場　総務部長 川島工場　製剤部　固体剤室長 羽賀　隆司

＊▲ 川島工場　製剤部長 川島工場　総務部長 藤生　康彦

△ 川島工場　製剤部　固体剤室長
川島工場　製剤部　固体剤室
第一グループ　統轄課長

竹内　雅彦

△
川島工場　製剤部　固体剤室　第一グループ
統轄課長

川島工場　製剤部　固体剤室　担当課長 河合　信幸

△
川島工場　製剤部　包装室　第一グループ
統轄課長

川島工場　製剤部　包装室　担当課長 小山　良幸

△ 鹿島事業所　生物技術室長 鹿島事業所　生物技術室　担当課長 杉原　啓一

■出向

新　任　務 旧　任　務 氏　名

エルメッド エーザイ 株式会社
コーポレートコミュニケーション部
担当課長

根本　正樹

エーザイ物流 株式会社 医薬事業部　東京流通推進部長 進藤　雅文

株式会社 サンプラネット 生産物流本部　美里工場　総務部長 西村　正雄

株式会社 サンプラネット 総務部　株式グループ　統轄課長 山口　孝

三光純薬 株式会社
創薬研究本部　コア・テクノロジー研究所
主幹研究員

渡辺　啓祐

株式会社 カン研究所 創薬研究本部　企画推進部　担当課長 杉山　功

エーザイ・インク（米国） 経営計画部　担当課長 坂本　泰紀

■医薬事業部　（続き）
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<2007年10月1日付 主な組織改編> 

 

■事業開発部のグループ制導入 

多様化する事業開発活動を機能ごとに明確化して、専門性と機動性をさらに高め

るとともに、グローバルな事業開発各機能の連携を強化していくため、事業開発

部を戦略グループ、事業開発グループ、アライアンスマネジメントグループの 

３グループ体制とする。 

 

 ■知的財産部のグループ再編 

  アライアンスマネジメントの進展、グローバルな特許調査業務の増加に伴い、知

的財産部の企画調査グループと渉外グループを、企画管理グループ、調査グルー

プ、渉外グループに再編する。知的財産部は既存の特許出願グループとあわせ、

４グループ体制となる。 

 

■医薬事業部 免疫・炎症室の新設 

リウマチ治療剤に関する総合的な戦略立案、市場調査、ＯＬネットワークの構築

を目的に、医薬事業部長の直轄下に免疫・炎症室を新設する。 

 

 

 
以上 
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