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＜2010年6月18日付役員人事異動＞

新　任　務 旧　任　務 氏　名

社長補佐、チーフコンプライアンスオフィサー
（兼）人事労務担当（代表執行役副社長）

チーフコンプライアンスオフィサー（兼）人事労
務・総務担当（代表執行役専務）

出口　宣夫

最高財務責任者（ＣＦＯ）（兼）財務・経理本部
長　（代表執行役専務）

最高財務責任者（ＣＦＯ）（兼）ＣＪ担当　（代表
執行役専務）

松居　秀明

エーザイ・ジャパン　プレジデント（専務執行役） 日本事業本部担当（常務執行役） 本多　英司

ニューマーケット担当（専務執行役）
米州事業担当（兼）エーザイ・コーポレーショ
ン・オブ・ノースアメリカ社長（兼）エーザイ・イン
ク会長（兼）ＣＥＯ（常務執行役）

清水　初

エーザイプロダクトクリエーションシステムズ
チーフプロダクトクリエーションオフィサー（専務
執行役）

ＣＥＯオフィス　チーフプロダクトクリエーション
オフィサー（常務執行役）

林　秀樹

エーザイプロダクトクリエーションシステムズ
チーフサイエンティフィックオフィサー（常務執
行役）（兼）エーザイ・アール・アンド・ディー・マ
ネジメント株式会社　代表取締役社長

ＣＥＯオフィス　チーフサイエンティフィックオ
フィサー（常務執行役）（兼）エーザイ・アール・
アンド・ディー・マネジメント株式会社　代表取
締役社長

吉松　賢太郎

アジア事業担当（常務執行役）（兼）衛材（中
国）薬業有限公司 董事長、総経理

中国事業担当（執行役）（兼）衛材（中国）薬業
有限公司 董事長、総経理

赤田　幸雄

エーザイデマンドチェーンシステムズ　プレジ
デント（執行役）

デマンド・チェーン本部　副本部長（執行役） 浅野　隆文

チーフインフォメーションオフィサー（兼）総務
担当（執行役）

経営計画・情報システム担当（兼）経営計画部
部長（執行役）

平井　一雄

＜2010年6月18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

■上席執行役員

新　任　務 旧　任　務 氏　名

＊▲ 財務・経理本部　財務戦略部長
アジア・大洋州・中東事業担当(執行役)(兼)
エーザイ・アジア・リージョナル・サービス・プラ
イベート・リミテッド社長

岡田　安史

＊▲
エーザイ・ジャパン　マーケティング・医薬販路
担当

日本事業本部　医薬統括部長（執行役） 直江　登

＊▲ エーザイ・ジャパン　薬粧事業部長 日本事業本部　薬粧事業部長（執行役） 長谷川　潔

＊▲
エーザイプロダクトクリエーションシステムズ
ｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ&ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾅﾙ･ｸﾘﾆｶﾙｻﾎﾟｰﾄ機能
ユニット　プレジデント（ニュージャージー）

エーザイプロダクトクリエーションシステムズ
プレミア創薬ユニット　プレジデント　（執行役）

津野　昌紀

【次頁に続く】

エーザイ株式会社  人事異動ならびに組織改編
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■執行役員

新　任　務 旧　任　務 氏　名

＊▲
エーザイ・ジャパン　戦略企画部長（兼）統合戦
略室長

日本事業本部　戦略企画部長（兼）統合戦略
室長

清水　眞彦

＊▲
エーザイ・ジャパン　人事・総務統括部長（兼）
人事室長

人事部長 宮崎　義朗

＊▲ エーザイ・ジャパン　医薬マーケティング部長
日本事業本部　医薬統括部　マーケティング企
画二部長

田　芳郎

＊▲ エーザイ・ジャパン　医薬販路政策部長 日本事業本部　流通統轄部長 小川　美彦

＊▲ エーザイ・ジャパン　東京エリア統轄 日本事業本部　東京エリア統轄 藤澤　教生

＊▲ エーザイ・ジャパン　関西エリア統轄 日本事業本部　関西エリア統轄 竹田　裕次

＊▲ エーザイ・ジャパン　九州エリア統轄 日本事業本部　九州エリア統轄 池　弘明

＊▲
エーザイプロダクトクリエーションシステムズ
フロンティア創薬ユニット　プレジデント（兼）プ
ログラムマネジメント部長

エーザイプロダクトクリエーションシステムズ
オンコロジー創薬ユニット　プログラムチェア
（ニュージャージー）

甲斐　康信

＊▲
エーザイプロダクトクリエーションシステムズ
ｼﾞｬﾊﾟﾝ/ｱｼﾞｱ ｸﾘﾆｶﾙ ﾘｻｰﾁ創薬ユニット　プレ
ジデント（兼）日本臨床開発部長

エーザイプロダクトクリエーションシステムズ
ニューロサイエンス創薬ユニット　プログラム
チェア（ニュージャージー）

大林　俊夫

＊▲
エーザイデマンドチェーンシステムズ　副プレ
ジデント（兼）美里工場長

デマンド・チェーン本部　美里工場長 深井　孝敏

＊▲
川島工園長（兼）エーザイデマンドチェーンシ
ステムズ　川島工場長

デマンド・チェーン本部　川島工園長（兼）川島
工場長

藤生　康彦

＊▲
鹿島事業所　事業所長（兼）エーザイデマンド
チェーンシステムズ　鹿島工場　工場長

デマンド・チェーン本部　鹿島事業所長 水野　正則

■理事

新　任　務 旧　任　務 氏　名

＊▲ 経営戦略部長
ＣＥＯオフィス　ＰＣ本部　推進部長（ニュー
ジャージー）

アイヴァン チャン

＊▲ アジア事業　戦略企画部長（上海）
ＣＥＯオフィス　経営計画部　戦略グループ統
轄部長

鈴木　聡

＊▲ （出向）衛材（中国）薬業有限公司　副総経理
日本事業本部　医薬統括部　マーケティング企
画一部部長

柘植　昭人

＊▲ 財務・経理本部　経理部長 財務経理部長 金井　広一

＊▲ タレントイノベーション部長 ＣＥＯオフィス　グローバルＨＲＭ戦略室長 北川　健二

＊▲
エーザイ・ジャパン　人事・総務統括部　人材
開発部長

日本事業本部　医薬統括部　情創部長 森　茂

＊▲ エーザイ・ジャパン　ＣＪ部長 ＣＥＯオフィス　ＣＪ部長 小林　広一

＊▲
エーザイ・ジャパン　ＣＪ部　顧客価値情報セン
ター長

ＣＥＯオフィス　ＣＪ部　顧客価値情報センター
長

山下　清宜

＊▲
エーザイプロダクトクリエーションシステムズ
チーフサイエンティフィックオフィサー　担当部
長

ＣＥＯオフィス　チーフサイエンティフィックオ
フィサー　担当部長

長洲　毅志

【次頁に続く】

2



■理事【続き】

新　任　務 旧　任　務 氏　名

＊▲
エーザイプロダクトクリエーションシステムズ
ＰＣ本部　ポートフォリオ戦略・予算管理部長
（ニュージャージー）

ＣＥＯオフィス　ＰＣ本部　予算管理部長
（ニュージャージー）

井池　輝繁

＊▲
エーザイプロダクトクリエーションシステムズ
ＰＣ本部　推進・人材開発部長（ニュージャー
ジー）

ＣＥＯオフィス　ＰＣ本部　日本サイトマネジメン
ト部長

川村　高紀

＊▲
エーザイプロダクトクリエーションシステムズ
フロンティア創薬ユニット　グローバル探索研究
部長

エーザイプロダクトクリエーションシステムズ
フロンティア創薬ユニット　アンドーバー探索研
究部　主席研究員（マサチューセッツ）

代田　寛

＊▲
エーザイプロダクトクリエーションシステムズ
ｼﾞｬﾊﾟﾝ/ｱｼﾞｱ ｸﾘﾆｶﾙ ﾘｻｰﾁ創薬ユニット　推進
部長

エーザイプロダクトクリエーションシステムズ
ＣＲＣ創薬ユニット（臨床研究センター）副セン
ター長

尾澤　英男

＊▲
エーザイプロダクトクリエーションシステムズ
ＰＳＴ機能ユニット　原薬・分析研究担当統轄部
長

エーザイプロダクトクリエーションシステムズ
ＰＳＴ機能ユニット　ＣＭＣ担当統轄部長

内藤　俊彦

＊▲
エーザイプロダクトクリエーションシステムズ
ＰＳＴ機能ユニット　製剤研究担当統轄部長
（兼）製剤研究部長

ＣＥＯオフィス　ＰＣ本部　組織・人材開発部長 瀬戸山　敦

＊▲
エーザイプロダクトクリエーションシステムズ
ﾊﾞｲｵﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙ･ｱｾｽﾒﾝﾄ機能ユニット　グ
ローバルＣＶ評価研究部長

エーザイプロダクトクリエーションシステムズ
ﾊﾞｲｵﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙ･ｱｾｽﾒﾝﾄ機能ユニット　安
全性研究部　筑波研究室　主幹研究員

澤田　光平

＊▲
エーザイデマンドチェーンシステムズ　企画戦
略部長

デマンド・チェーン本部　ＤＣ統括部　企画グ
ループ統轄部長

大石　哲也

＊▲
エーザイデマンドチェーンシステムズ　ＤＣサ
ポートセンター長

デマンド・チェーン本部　ＤＣ統括部長 竹川　徹

■グローバル管理

新　任　務 旧　任　務 氏　名

＊▲ 経営戦略部　副部長
ＣＥＯオフィス　経営計画部　計画グループ統
轄課長

鈴木　雅人

△
財務・経理本部　財務戦略部　国際税務グ
ループ統轄課長

内部統制推進部　ＦＩＣグループ統轄課長 佐々木　信雄

＊▲
財務・経理本部　経理部　副部長（兼）個別経
理グループ　統轄課長

財務経理部　副部長（兼）個別経理グループ
統轄課長

町田　徹

△
タレントイノベーション部　組織開発グループ統
轄課長

人事部　担当課長 船津　弘幸

△
タレントイノベーション部　人財開発グループ統
轄課長

ＣＥＯオフィス　グローバルＨＲＭ戦略室　タレ
ント・デベロップメントグループ統轄課長

佐々木　小夜子

＊▲ 労務政策部長（兼）労務グループ統轄部長 人事部　労務担当部長 真鍋　裕人

△ 労務政策部　給与グループ統轄課長 人事部　担当課長 大澤　知広

＊▲ 労務政策部　福利厚生センター長 人事部　福利厚生センター長 今井　英晶

＊▲ 環境安全部　副部長
エーザイプロダクトクリエーションシステムズ
ＣＲＣ創薬ユニット（臨床研究センター）　政策
推進部長

岩下　眞治

【次頁に続く】
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新　任　務 旧　任　務 氏　名

＊▲ 戦略企画部　経営計画室長（上海） （出向）エーザイ・コリア・インク 速水　紀文

＊▲
戦略企画部　人事・法務・ガバナンス室長（上
海）

（出向）エーザイ・アジア・リージョナル・サービ
ス・プライベート・リミテッド（シンガポール）

伊藤　博樹

新　任　務 旧　任　務 氏　名

＊▲ グローバルＰＶ部長
エーザイプロダクトクリエーションシステムズ
ＣＲＣ創薬ユニット（臨床研究センター）　データ
マネジメント部長

三原　光雄

＊▲ 育薬企画部長
エーザイプロダクトクリエーションシステムズ
ＣＲＣ創薬ユニット（臨床研究センター）　育薬
企画部長

鈴木　仁志

△ 育薬企画部　運動器グループ統轄課長 安全管理部　担当課長 飯沼　典雄

新　任　務 旧　任　務 氏　名

＊▲ 人事・総務統括部　人材開発部　副部長
日本事業本部　医薬統括部　情創部　人材開
発室長

梅田　博史

＊▲
人事・総務統括部　管理推進部長（兼）東日本
サポートセンター長

日本事業本部　推進部長（兼）東日本サポート
センター長

上田　学

＊▲
医薬マーケティング部　副部長（兼）推進一室
長

日本事業本部　医薬統括部　マーケティング企
画一部　副部長（兼）推進室長

土屋　周子

＊▲
医薬マーケティング部　副部長（兼）運動器領
域室長

日本事業本部　医薬統括部　マーケティング企
画二部　副部長（兼）運動器領域室長

中台　裕隆

＊▲ シーズ探索部長
エーザイプロダクトクリエーションシステムズ
ＣＲＣ創薬ユニット（臨床研究センター）　開発
臨床部長

羽田野　誠

新　任　務 旧　任　務 氏　名

＊▲
チーフプロダクトクリエーションオフィサー　担当
部長

ＣＥＯオフィス　ＰＣ本部　ポートフォリオ戦略部
長

加藤　弘之

＊▲
ＰＣ本部　日本サイトマネジメント部長（兼）プロ
ダクトクリエーション・サイトサービス部長

ＰＳＴ機能ユニット　製剤研究部長 岩本　清

＊▲
オンコロジー創薬ユニット　臨床開発部　日本
臨床室長

ＣＲＣ創薬ユニット（臨床研究センター）　開発
臨床部　癌グループ統轄部長

中村　富雄

＊▲ モルフォテック創薬ユニット　日本臨床室長
ＣＲＣ創薬ユニット（臨床研究センター）　開発
臨床部　担当課長

竹内　豊

＊▲
ニューロサイエンス創薬ユニット　臨床開発部
日本臨床室長

ＣＲＣ創薬ユニット（臨床研究センター）　推進
部　重点領域グループ統轄課長

小川　智雄

＊▲
フロンティア創薬ユニット　プログラムマネジメン
ト部　プロジェクトプランニング＆コーディネー
ション室長（ニュージャージー）

プレミア創薬ユニット  プログラムマネジメント
（ニュージャージー）Senior Manager

竹内　知彦

＊▲
フロンティア創薬ユニット　グローバル探索研究
部　グローバルケミストリー研究部長（兼)アン
ドーバー研究室長(マサチューセッツ）

フロンティア創薬ユニット　筑波探索研究部長
（兼）ケミストリー部長

浅野　修

【次頁に続く】

■エーザイプロダクトクリエーションシステムズ

■エーザイ・ジャパン

■アジア事業

■信頼性保証本部
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新　任　務 旧　任　務 氏　名

＊▲
フロンティア創薬ユニット　グローバル探索研究
部　グローバルバスキュラー領域バイオロジー
研究部長

フロンティア創薬ユニット　筑波探索研究部
バイオロジー部長

日吉　裕展

＊▲
フロンティア創薬ユニット　グローバル探索研究
部　グローバルバスキュラー領域バイオロジー
研究部　筑波研究室長

フロンティア創薬ユニット　筑波探索研究部
バイオロジー部　主幹研究員

長倉　廷

＊▲
フロンティア創薬ユニット　グローバル探索研究
部　グローバルイムノロジー領域バイオロジー
研究部　筑波研究室長

フロンティア創薬ユニット　筑波探索研究部
バイオロジー部　主幹研究員

白戸　学

＊▲
フロンティア創薬ユニット　臨床開発部　日本臨
床室長

ＣＲＣ創薬ユニット（臨床研究センター）　開発
臨床部　重点領域グループ統轄課長

天野　博司

＊▲
ｼﾞｬﾊﾟﾝ/ｱｼﾞｱ ｸﾘﾆｶﾙ ﾘｻｰﾁ創薬ユニット　日本
臨床開発部　国内臨床室長

ＣＲＣ創薬ユニット（臨床研究センター）　開発
臨床部　消化器グループ統轄課長

安倍　浩昭

＊▲
ｼﾞｬﾊﾟﾝ/ｱｼﾞｱ ｸﾘﾆｶﾙ ﾘｻｰﾁ創薬ユニット　日本
臨床開発部　ＭＷ室長

ＣＲＣ創薬ユニット（臨床研究センター）　開発
臨床部担当課長

高麗　浩

＊▲
ｼﾞｬﾊﾟﾝ/ｱｼﾞｱ ｸﾘﾆｶﾙ ﾘｻｰﾁ創薬ユニット　業務
推進部長

ＣＲＣ創薬ユニット（臨床研究センター）　業務
推進部長

谷沢　正樹

＊▲
ｼﾞｬﾊﾟﾝ/ｱｼﾞｱ ｸﾘﾆｶﾙ ﾘｻｰﾁ創薬ユニット　政策
推進部長

ＣＲＣ創薬ユニット（臨床研究センター）　政策
推進部　企画グループ統轄課長

中濱　明子

＊▲
ｼﾞｬﾊﾟﾝ/ｱｼﾞｱ ｸﾘﾆｶﾙ ﾘｻｰﾁ創薬ユニット　アジ
ア臨床開発部長

ＣＥＯオフィス　ＰＣ本部　推進部　日本グルー
プ統轄課長

吉川　政志

△
ｼﾞｬﾊﾟﾝ/ｱｼﾞｱ ｸﾘﾆｶﾙ ﾘｻｰﾁ創薬ユニット　推進
部　重点領域・運動器グループ統轄課長

ＣＲＣ創薬ユニット（臨床研究センター）　推進
部　運動器グループ統轄課長

梅溪　巖

＊▲
ｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ&ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾅﾙ･ｸﾘﾆｶﾙｻﾎﾟｰﾄ機能
ユニット　クリニカルサイエンス部長（ニュー
ジャージー）

ＣＲＣ創薬ユニット（臨床研究センター）　データ
マネジメント部　解析室長

阿部　一洋

＊▲

ｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ&ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾅﾙ･ｸﾘﾆｶﾙｻﾎﾟｰﾄ機能
ユニット　クリニカルサイエンス部　クリニカル
ファーマコロジー＆トランスレーショナル・メディ
スン部　日本臨床薬理室長

ＣＲＣ創薬ユニット（臨床研究センター）　開発
臨床部　臨床薬理１グループ統轄課長

洞井　由紀夫

＊▲

ｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ&ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾅﾙ･ｸﾘﾆｶﾙｻﾎﾟｰﾄ機能
ユニット　クリニカルサイエンス部　バイオスタ
ティスティクス＆プログラミング部　日本解析室
長

ＣＲＣ創薬ユニット（臨床研究センター）　データ
マネジメント部　ＤＭ室　担当課長

東別府　洋一

＊▲
ｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ&ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾅﾙ･ｸﾘﾆｶﾙｻﾎﾟｰﾄ機能
ユニット　クリニカルインフォマティクス部　日本
データマネジメント室長

ＣＲＣ創薬ユニット（臨床研究センター）　データ
マネジメント部　ＤＭ室長

小川　利明

＊▲
ﾊﾞｲｵﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙ･ｱｾｽﾒﾝﾄ機能ユニット
新技術研究部長

ﾊﾞｲｵﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙ･ｱｾｽﾒﾝﾄ機能ユニット
応用薬理・新技術部　新技術グループ統轄課
長

伊藤　昌史

△
ﾊﾞｲｵﾏｰｶｰ&ﾊﾟｰｿﾅﾗｲｽﾞﾄﾞ･ﾒﾃﾞｨｽﾝ機能ユニット
筑波グループ統轄課長

ﾊﾞｲｵﾏｰｶｰ&ﾊﾟｰｿﾅﾗｲｽﾞﾄﾞ･ﾒﾃﾞｨｽﾝ機能ユニット
バイオインフォマティクス部長（兼）ＰＭＩグルー
プ統轄課長

青島　健

新　任　務 旧　任　務 氏　名

△ ロジスティクス戦略　日本グループ統轄課長
デマンド・チェーン本部　ＤＣ統括部　業務グ
ループ統轄課長

谷口　茂

△ 購買戦略　日本グループ統轄課長 デマンド・チェーン本部　ＤＣ統括部　担当課長 金山　誠一

＊▲ テクノロジー戦略　日本グループ統轄部長 デマンド・チェーン本部　生産技術部長 山口　元

【次頁に続く】

■エーザイデマンドチェーンシステムズ

■エーザイプロダクトクリエーションシステムズ【続き】
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新　任　務 旧　任　務 氏　名

＊▲ 美里工場　製剤部　固体剤室長
デマンド・チェーン本部　美里工場　製剤部
固体剤室　第一グループ統轄課長

遠藤　幸範

△
美里工場　製剤部　固体剤室　第一グループ
統轄課長

デマンド・チェーン本部　美里工場　製剤部
固体剤室　担当課長

石田　幸浩

△
美里工場　製剤部　固体剤室　第二グループ
統轄課長

デマンド・チェーン本部　美里工場　製剤部
固体剤室　担当課長

金田　敏明

＊▲ 美里工場　製剤部　注射剤室長
デマンド・チェーン本部　美里工場　製剤部
固体剤室長

田村　和彦

△
美里工場　品質管理部長（兼）第三グループ統
轄課長

デマンド・チェーン本部　美里工場　製剤部
注射剤室長

星子　知範

■出向

新　任　務 旧　任　務 氏　名

（出向）サンノーバ株式会社
デマンド・チェーン本部　美里工場　品質管理
部長（兼）第三グループ統轄部長

間杉　彰夫

■エーザイデマンドチェーンシステムズ【続き】
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＜2010 年 6 月 18 日付 主な組織改編＞ 

■機構改革 

１．Corporate（コーポレート）と Group（グループ）の分立 

新たに、コーポレートとグループを分立するコンセプトにもとづき、組織・人事

を構築する。当社全体の事業計画／中期計画などのコーポレート事案については、

当社執行役会において審議・決定する。一方、重要リージョンや機能はグループと

位置づけ、各担当分野により密着した体制とする。 

コーポレートファンクションは、タレントイノベーション、コンプライアンス、

法務、情報、コミュニケーション、内部統制などとする。一方、グループは、エー

ザイプロダクトクリエーションシステムズ、エーザイデマンドチェーンシステムズ、

財務・経理本部、信頼性保証本部、エーザイ ジャパン（日本）、エーザイ・インク

（北米）、エーザイ・ヨーロッパ・リミテッド、アジア事業、ニューマーケット事

業の４機能と５リージョンとする。 

 

２．執行役員制（上席執行役員、執行役員、理事職）の導入 

業務執行体制の整備、強化を図るため、上席執行役員、執行役員、理事職からな

る執行役員制を導入する。 

 

■グローバル管理 

１．ＣＥＯオフィスの解組 

エーザイプロダクトクリエーションシステムズの稼動や企業提携をはじめとす

る企業価値向上戦略策定機能のさらなる強化によって、所期の目的を達したことか

ら、発展的に解組する。 

 

２．ニューマーケット担当執行役の設置 

当社の未進出エリアにおける医薬品の患者様アクセスの拡大をめざし、その戦略

策定と実現のために、ニューマーケット担当執行役を設置する。主要ニューマーケ

ットは、インド、ロシア、アフリカ、中東、トルコ、ラテンアメリカ、カナダ、オ

セアニアとする。 

 

３．経営戦略部の新設 

グローバル本社の連結経営推進機能をさらに強化し、当社の経営における課題に

対し一層迅速かつ機動的に取り組むため、コーポレートレベルでの経営戦略を立

案・遂行する経営戦略部を新設する。 

 

４．財務・経理本部体制 
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連結経営において重要な経営課題となるグローバルな財務戦略および税務戦略を

強化するため、ＣＦＯのもとに、財務戦略部と経理部から構成する財務・経理本部

体制を新設する。 

 

５．人事機能の再編 

グローバルな経営環境および労働環境の変化に対応した人事労務諸制度の構築、

運用等により社員価値をさらに向上させていくことを企図して、従来の人事部とグ

ローバルＨＲＭ戦略室を統合・再編し、タレントイノベーション部と労務政策部を

新設する。 

 

■アジア事業 

中国を含めた東アジアと東南アジア事業に関する戦略立案力を強化するため、従来

のＡＯＭＥ（アジア・大洋州・中東）リージョンおよび中国リージョンの２つのリー

ジョンを統合して、アジア事業を新設する。アジア事業のリージョナルＨＱ機能は中

国（上海）に設置する。 

 

１．アジア戦略企画部の新設 

アジア事業の戦略策定力を強化し、中長期的な成長基調を確保していくことを企

図し、経営計画、マーケティング・メディカル、事業開発、人事・ガバナンス・法

務機能の組織で構成するアジア戦略企画部を新設する。 

 

■信頼性保証本部 

１．グローバルＰＶ部の新設 

グローバルな安全管理体制をさらに強化するため、安全管理部 グローバルＰＶ

グループをグローバルセーフティオフィサーの直下に独立し、グローバルＰＶ部を

新設する。 

 

■エーザイ・ジャパン（ＥＪ） 

１．エーザイ・ジャパン（ＥＪ）の設立 

ｈｈｃ理念のさらなる実現に向けて、従来の日本事業本部（ＪＢＨＱ）に顧客歓

喜追究の象徴的組織であるＣＪ部と、国内の基礎・臨床医から研究開発に関わる知

やシーズを積極的に発掘・活用する機能を新たに組み込み、エーザイ・ジャパン（Ｅ

Ｊ）を設立する。ＥＪには、人材の育成、活性化を担う人事機能を付与し、当社独

自の国内戦略・施策立案と実行、患者様、生活者、医療従事者の潜在的欲求の把握

と充足、社員一人ひとりの活性化を通じて、ｈｈｃ理念の実現を目指す。 
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２．医薬マーケティング部の新設  

ＥＪの戦略策定力と実行力を向上させ、医療用医薬品・一般用医薬品・診断薬・

ジェネリック医薬品の４事業連携によるマーケティング機能やプロモーション活

動の融合を更に推進していくため、医薬マーケティング部を新設する。 

 

３．シーズ探索部の新設 

全国の基礎、臨床医とのコミュニケーションにより、当社の企業活動に対する相

互理解を深め、国内における研究開発のニーズやシーズを探求するとともに、ＪＡ

Ｃ創薬ユニットとの連携を図るため、シーズ探索部を新設する。 

 

４．医薬販路政策部の再編 

市場の急速な環境変化やジェネリック医薬品推進への迅速かつ的確な対応、代理

店の基本機能による販路施策の強化を企図し、流通統轄部と医薬販路政策部を統合

し、医薬販路政策部に再編する。 

 

５．人事・総務統括部の新設 

ＥＪにおける人材育成力をさらに高め、組織・人材の活性化に繋げていくことを

企図して、人事・総務統括部を新設する。 

 

 

■エーザイプロダクトクリエーションシステムズ（ＥＰＣＳ） 

１．プロダクトクリエーション（ＰＣ）本部の再編 

研究開発・ポートフォリオ戦略機能のさらなる強化、効率、効果的な予算配分、

人材開発戦略の策定・実行力の強化を企図して、ＰＣ本部を再編し、推進・人材

開発部とポートフォリオ戦略・予算管理部を新設する。 

 

２．プレミア創薬ユニットとフロンティア創薬ユニットの統合 

炎症・免疫・血管領域における生産性のさらなる向上および開発期間の短縮を

実現するため、プレミア創薬ユニットとフロンティア創薬ユニットを統合し、新

たにフロンティア創薬ユニットを設立する。 

 

３．ジャパン/アジア クリニカルリサーチ（ＪＡＣ）創薬ユニットの新設  

従来のＣＲＣ創薬ユニット（臨床研究センター）を、ＥＰＣＳ体制をベースとす

るグローバルなオペレーションモデルに改編し、日本固有の革新的新薬の臨床開発

テーマに加え、適応外薬の開発に積極的な取り組みを行うとともに、アジアにおけ

る臨床開発を推進するため、ジャパン/アジア クリニカルリサーチ（ＪＡＣ）創薬
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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．エーザイデマンドチェーンシステムズ（ＥＤＣＳ）体制の新設 

高品質製品の安定供給およびアフォーダブルプライシング戦略実現に向けたグ

ローバルな戦略立案力と実行力強化を企図して、エーザイデマンドチェーンシステ

ムズ体制を新設する。ロジスティクス戦略、購買戦略、テクノロジー戦略の３つの

コアとなる基本的な機能の責任者を設置する。あわせて、企画戦略部と日本サイト

の管理機能としてＤＣサポートセンターを新設する。 

 

以上 
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