
 

 
 

 

エーザイ株式会社  人事異動ならびに組織改編 
       

＜2017 年 4 月 1 日付 執行役人事異動＞ 
 

新任務 旧任務 氏名 

メディカル本部 副本部長（執行役） 
エーザイ・ジャパン 地域連携首都圏本部長

（執行役） 
安田 覚 

エーザイ・ジャパン 地域連携首都圏本部長

（執行役） 

エーザイ・ジャパン アクセス&アウトカム本部

長（執行役） 
籔根 英典 

 

＜2017 年 4 月 1 日付 人事異動＞ 

■上席執行役員 

新任務 旧任務 氏名 

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（上席執行役員） 

エーザイ・ジャパン 地域連携製品政策部長

（上席執行役員） 
田 芳郎 

 

■執行役員 

新任務 旧任務 氏名 

EWAY 部長（執行役員） 
エーザイ・ジャパン オンコロジーhhc ユニッ

ト プレジデント（執行役員） 
浅野 俊孝 

コーポレート IA 部長（執行役員） 
メディスン開発センター コーディネーション

部長（執行役員） 
川村 高紀 

ニューロロジービジネスグループ ＡＤデピュ

ティグローバルリード（執行役員） 
EWAY 部長（理事） 戸田 匡 

エーザイ・ジャパン アクセス＆アウトカム本

部長（執行役員） 

認知症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） 
小峰 俊也 

メディスン開発センター ストラテジー統括部

長（執行役員） 

メディスン開発センター 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（執行役員） 

内藤 俊彦 

鹿島事業所長（執行役員） 

（出向）Eisai Pharmaceuticals India Pvt. Ltd. 

Vice President（兼）ニューロロジーDCU プ

ロダクトチャンピオン（Aricept）（理事） 

浦和 世志雄 
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■理事職 

新任務 旧任務 氏名 

ニューロロジービジネスグループ 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） 

ニューロロジービジネスグループ メディスン

クリエーション 日本・アジア臨床開発部 副

部長（兼）ニューロロジービジネスグループ 

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 ニューロロジー開発グ

ループ長 

小川 智雄 

オンコロジービジネスグループ メディスンク

リエーション デピュティチーフクリニカルオ

フィサー（理事） 

オンコロジービジネスグループ 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 

中村 富雄 

エーザイ・ジャパン 製品戦略本部長（理事） 
エーザイ・ジャパン オンコロジーhhc ユニッ

ト ハラヴェン特命係 部長 
山下 雄次 

エーザイ・ジャパン 地域連携近畿北陸本部

長（理事） 
エーザイ・ジャパン 地域連携中四国本部長 村山 弘幸 

エーザイ・ジャパン 地域連携中四国本部長

（理事） 

エーザイ・ジャパン オンコロジーhhc ユニッ

ト バイスプレジデント（コマーシャル担当）

（理事） 

湯面 知行 

（出向）EA ファーマ 調達・生産・物流部次

長（理事） 
鹿島事業所長（理事） 水野 正則 

 

■グローバル本社 

新任務 旧任務 氏名 

知的財産部 副部長（兼）特許第二グルー

プ長 
知的財産部 特許第二グループ長 佐村 一久 

人財開発本部 タレントマネジメント部 副部

長 

人財開発本部 タレントマネジメント部 ディ

レクター 
尾形 武彦 

ガバメントリレーションズ部長 ガバメントリレーションズ部 副部長 日吉 裕展 

 

■オンコロジービジネスグループ 

新任務 旧任務 氏名 

オンコロジービジネスグループ 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（兼）日本・アジアプランニング＆プ

ロジェクトマネジメントグループ長 

オンコロジービジネスグループ 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 オンコロジー開発グループ長 

鶴岡 明彦 
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■日本事業 

新任務 旧任務 氏名 

エーザイ・ジャパン アクセス＆アウトカム本

部 保険薬局政策部長 

エーザイ・ジャパン アクセス＆アウトカム本

部 保険薬局政策部 シニアディレクター 
安藤 稔 

エーザイ・ジャパン 地域連携北海道本部 

北海道先進メディカル部 統括部長 

エーザイ・ジャパン オンコロジーhhc ユニット 

北海道統括部長 
村上 誠 

エーザイ・ジャパン 地域連携北海道本部 

道央統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域連携関信越本部 

栃木統括部長 
佐藤 大輔 

エーザイ・ジャパン 地域連携北海道本部 

道北統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域連携中四国本部 

広島統括部長 
厚東 裕幸 

エーザイ・ジャパン 地域連携北海道本部 

オンコロジー北海道統括部長 

エーザイ・ジャパン オンコロジーhhc ユニット 

北海道統括部 アソシエートディレクター 
海老根 伸昭 

エーザイ・ジャパン 地域連携東北本部 副

本部長（兼）戦略担当 

エーザイ・ジャパン オンコロジーhhc ユニット 

東北統括部長 
及川 瑞城 

エーザイ・ジャパン 地域連携東北本部 宮

城統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域連携北海道本部 

道北統括部長 
岡田 直 

エーザイ・ジャパン 地域連携東北本部 オ

ンコロジー東北統括部長 

エーザイ・ジャパン オンコロジーhhc ユニット 

東北統括部 アソシエートディレクター 
小林 智行 

エーザイ・ジャパン 地域連携関信越本部 

副本部長（兼）戦略担当 

エーザイ・ジャパン 地域連携東海北陸本部 

三河統括部長 
上銘 均 

エーザイ・ジャパン 地域連携関信越本部 

栃木統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域連携九州本部 佐

賀長崎統括部長 
加藤 武志 

エーザイ・ジャパン 地域連携関信越本部 

群馬統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域連携首都圏本部 

厚木統括部 アソシエートディレクター 
岡田 勉 

エーザイ・ジャパン 地域連携首都圏本部 

千葉埼玉先進メディカル部 統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域連携首都圏本部 

東葛南部統括部長 
小島 秀樹 

エーザイ・ジャパン 地域連携首都圏本部 

神奈川先進メディカル部 統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域連携首都圏本部 

横浜統括部長 
寺山 寛 

エーザイ・ジャパン 地域連携首都圏本部 

オンコロジー神奈川統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域連携中四国本部 

鳥取島根統括部長 
三浦 正充 

エーザイ・ジャパン 地域連携首都圏本部 

多摩統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域連携東北本部 宮

城統括部長 
石塚 秀一 

エーザイ・ジャパン 地域連携首都圏本部 

東葛統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域連携首都圏本部 

東葛北部統括部長 
長見 浩二 

エーザイ・ジャパン 地域連携首都圏本部 

横浜統括部長 

エーザイ・ジャパン アクセス＆アウトカム本

部 ホームケアマーケット政策部 ディレクタ

ー 

小松 研一 
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■日本事業（続き） 

エーザイ・ジャパン 地域連携首都圏本部 

厚木統括部長 

エーザイ・ジャパン オンコロジーhhc ユニット 

九州統括部長 
安藤 守利 

エーザイ・ジャパン 地域連携東海本部 三

河統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域連携中四国本部 

岡山統括部長 
力津 幸一 

エーザイ・ジャパン 地域連携東海本部 岐

阜統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域連携関信越本部 

山梨統括部 アソシエートディレクター 
松岡 重郎 

エーザイ・ジャパン 地域連携近畿北陸本部 

関西先進メディカル２部 統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域連携首都圏本部 

厚木統括部長 
常木 茂成 

エーザイ・ジャパン 地域連携近畿北陸本部 

京滋先進メディカル部 統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域連携近畿本部 北

大阪統括部長 
伊豆 泰一 

エーザイ・ジャパン 地域連携近畿北陸本部 

北大阪統括部長 
エーザイ・ジャパン 研修本部 ディレクター 石原 幸司 

エーザイ・ジャパン 地域連携近畿北陸本部 

オンコロジー京滋北陸統括部長 

エーザイ・ジャパン オンコロジーhhc ユニット 

京滋北陸統括部 アソシエートディレクター 
福山 敦史 

エーザイ・ジャパン 地域連携中四国本部 

中国先進メディカル部 統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域連携北海道本部 

道央統括部長 
森川 俊宏 

エーザイ・ジャパン 地域連携中四国本部 

岡山統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域連携九州本部 北

九州統括部 
日原 毅 

エーザイ・ジャパン 地域連携中四国本部 

広島統括部長 

エーザイ・ジャパン アクセス＆アウトカム本

部 キーアカウントマネージャー ディレクタ

ー 

西原 祐二 

エーザイ・ジャパン 地域連携中四国本部 

鳥取島根統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域連携東海北陸本部 

先進メディカル部 ディレクター 
千代 直人 

エーザイ・ジャパン 地域連携九州本部 オ

ンコロジー九州統括部長 

エーザイ・ジャパン オンコロジーhhc ユニット 

京滋北陸統括部長 
高月 邦明 

エーザイ・ジャパン 地域連携九州本部 佐

賀長崎統括部長 

認知症ソリューション本部 hhc ソリューション

部 アソシエートディレクター 
菊次 博志 

コンシューマーhhc 事業部 セルフケア営業

本部長 

コンシューマーhhc 事業部 事業戦略部長

（兼）計画推進室長 
今西 健一 

コンシューマーhhc 事業部 事業推進部長 
コンシューマーhhc 事業部 セルフケア営業

本部 中国・九州営業部長 
内田 清 

コンシューマーhhc 事業部 セルフケア営業

本部 営業企画部長 

コンシューマーhhc 事業部 セルフケア営業

本部 広域営業部長 
岩崎 広展 

コンシューマーhhc 事業部 セルフケア営業

本部 流通統括部長 

コンシューマーhhc 事業部 セルフケア営業

本部 営業政策部長（兼）流通推進室長 
小川 健司 
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■日本事業（続き） 

コンシューマーhhc 事業部 セルフケア営業

本部 第 1 営業部長 

コンシューマーhhc 事業部 セルフケア営業

本部 関東・甲信越営業部長 
木村 禅 

コンシューマーhhc 事業部 セルフケア営業

本部 第 2 営業部長 

コンシューマーhhc 事業部 セルフケア営業

本部 関西・四国営業部長 
石津 智久 

コンシューマーhhc 事業部 セルフケア営業

本部 第 3 営業部長 

コンシューマーhhc 事業部 セルフケア営業

本部 東京営業部長 
大田 栄二 

コンシューマーhhc 事業部 セルフケア営業

本部 第 4 営業部長 

コンシューマーhhc 事業部 セルフケア営業

本部 東海・北陸営業部長 
西川 智広 

コンシューマーhhc 事業部 セルフケア営業

本部 第 5 営業部長 

コンシューマーhhc 事業部 セルフケア営業

本部 営業政策部 営業企画室長 
本村 隆典 

 
■メディスン開発センター 

新任務 旧任務 氏名 

メディスン開発センター ストラテジー統括部 

プロジェクトマネジメント部長 

メディスン開発センター 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 

グローバル CMC コーディネーション部長

（兼）日本室長 

児玉 雅人 

メディスン開発センター サイトマネジメント統

括部長（兼）筑波サイトマネジメント部長 

メディスン開発センター 筑波サイトサービス

部 資源管理推進室長 
岡本 康 

メディスン開発センター サイトマネジメント統

括部 KKC サイトマネジメント部長（兼）業務

推進第二グループ長 

メディスン開発センター 日本クリニカルサイ

ト 業務推進部長 
横山 正晴 

メディスン開発センター 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 

メディスン開発センター 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 

原薬研究部長 

田上 克也 

メディスン開発センター 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 原

薬研究部長 

メディスン開発センター 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 

原薬研究部 プロセス工学研究室長 

中 宏行 

メディスン開発センター バイオファーマシュ

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 

メディスン開発センター バイオファーマシュ

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 主幹研究員 

吉永 貴志 

hhc データクリエーションセンター エーザイ

慶應認知症イノベーションラボラトリーヘッド 

hhc データクリエーションセンター 産医連携

準備室長 
黒光 淳郎 
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＜2017 年 4 月 1 日付 主な組織改編＞ 

■日本事業の再編 

1．エーザイ・ジャパン（ＥＪ） 

 1）地域連携本部の再編 

戦略立案・実行体制の強化、統括部間の連携強化を企図し、オンコロジー統括部を地域連携 8 本

部体制下に組織異動し、地域連携 8 本部体制をオンコロジー11 統括部、先進メディカル 11 部、地域

連携 64 統括部から構成する。これに伴い、オンコロジーhhc ユニットは発展的に解組する。 

 2）製品戦略本部の新設 

オンコロジー品ならびに地域連携品の製品戦略策定、各品目のマーケティング推進の責任を担う

製品戦略本部を新設し、地域連携製品政策部、およびオンコロジーhhc ユニット製品政策部、ハラ 

ヴェン特命係は発展的に解組する。 

 

2．コンシューマーhhc 事業部の再編 

営業第一線を統括するセルフケア営業本部における、より迅速な意思決定と効果的な組織運営を

企図し、流通推進室と営業企画室で構成されていた営業政策部を発展的に解組し、流通統括部と営

業企画部を新設する。また、広範囲で効果的な営業活動を展開するため、営業第一線組織を、7 営業

部から 5 営業部体制に再編する。 

 

■メディスンクリエーション関連組織 

1．ニューロロジー/オンコロジービジネスグループ（NBG/OBG）日本・アジア臨床開発部の再編 

1）日本・アジア臨床開発部 

メディスン開発センター日本クリニカルサイトのクリニカルオペレーションズ機能を各ビジネスグルー

プの日本・アジア臨床開発部に機能異動する。この改編に伴い、メディスン開発センター日本クリニカ

ルサイトを発展的に解組する。 

 

2．メディスン開発センターの再編 

 1）ストラテジー統括部の新設 

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とバ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の戦略・コーディネーション機能を集約するストラテジー統括部を新設する。ストラテ

ジー統括部には、予算管理室、人財開発室に加え、調整・進捗管理を担うプロジェクトマネジメント部

を設置する。 

 2）サイトマネジメント統括部の新設 

研究環境に関する規制対応等におけるグローバル連携強化とサイトに密着したマネジメントの推

進を企図して、サイトマネジメント統括部を新設する。サイトマネジメント統括部は、日本の筑波研究所

と本社のサイトマネジメント部、ならびに米国アンドーバーと英国ハットフィールドのサイトマネジメント

機能を管轄する。 

 3）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の再編 
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コーディネーション機能のストラテジー統括部への機能異動に伴い、グローバル CTS（Clinical 

Trial Supply）部を新設し、治験薬サプライ・マネジメントの高質化を図る。 

 

■hhc データクリエーションセンターの再編 

  認知症に対する新しい治療と診断オプションを提供する新たな機会をみいだすことを企図し、慶應

義塾大学との連携のもと、エーザイ・慶應義塾大学 認知症イノベーションラボ（EKID: Eisai-Keio 

Innovation Laboratory for Dementia）を新設する。 

 

 

以上 


