
 

 

 
 

 

エーザイ株式会社  人事異動ならびに組織改編 
       

＜2017年 10月 1日付 執行役人事異動＞ 
 

新任務 旧任務 氏名 

エーザイ・ジャパン 地域連携首都圏本部長

（兼）中国・アジア連携担当 
エーザイ・ジャパン 地域連携首都圏本部長 籔根 英典 

 

＜2017年 10月 1日付 人事異動＞ 

■執行役員 

新任務 旧任務 氏名 

（出向）EMEA シニアバイスプレジデント  

ストラテジックビジネス ＆ BD 
EWAY部長 浅野 俊孝 

 

■理事職 

新任務 旧任務 氏名 

エーザイ・ジャパン フィコンパ特命担当 部

長 
エーザイ・ジャパン 地域連携北海道本部長 加持 剛彦 

エーザイ・ジャパン 地域連携首都圏本部 

副本部長（兼）戦略担当 

エーザイ・ジャパン 製品戦略本部 脳・神経

グループ長 
矢崎 泰三 

 

■グローバル本社 

新任務 旧任務 氏名 

コーポレートストラテジー部 副部長 
コーポレートストラテジー部 アソシエートデ

ィレクター 
阿部 稔 

 

■オンコロジービジネスグループ 

新任務 旧任務 氏名 

メディスンクリエーション トランスレーショナ

ルサイエンス部長 

メディスンクリエーション ディスカバリー オ

ンコロジー筑波研究部 バイオロジー研究室

長 

松井 順二 
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■日本事業 

新任務 旧任務 氏名 

hhc ソリューション本部 ソリューション企画推

進部長 

hhc ソリューション本部 ソリューション地域

包括推進部 ディレクター 
日比野 泰章 

エーザイ・ジャパン アクセス＆アウトカム本

部 推進部 東日本キーアカウント推進部長 

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 

小梶 卓哉 

エーザイ・ジャパン アクセス＆アウトカム本

部 推進部 中日本キーアカウント推進部長 

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 

大熊 敦 

エーザイ・ジャパン アクセス＆アウトカム本

部 推進部 西日本キーアカウント推進部長 

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 

猪俣 亨 

エーザイ・ジャパン アクセス＆アウトカム本

部 流通統括部 流通政策担当 部長 

エーザイ・ジャパン アクセス＆アウトカム本

部 流通統括部 担当部長 
向津 龍 

エーザイ・ジャパン アクセス＆アウトカム本

部 流通統括部 北海道・東北流通推進部

長 

（出向）EA ファーマ 流通部 流通専任部

長 
緒方 謙一 

エーザイ・ジャパン 製品戦略本部 戦略推

進部長 

エーザイ・ジャパン 地域連携近畿北陸本

部 オンコロジー関西統括部長 
長谷川 肇 

エーザイ・ジャパン 地域連携北海道本部長 
エーザイ・ジャパン 地域連携近畿北陸本

部 副本部長（兼）戦略担当 
小出 博 

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 地域連携関信越本部 

オンコロジー関信越統括部 アソシエートデ

ィレクター 

赤地 陽子 

エーザイ・ジャパン 地域連携東北本部 岩

手統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域連携東海本部 三

重統括部 ディレクター 
増田 敬一郎 

エーザイ・ジャパン 地域連携首都圏本部 

首都圏先進メディカル 3部 統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域連携中四国本部 

香川徳島統括部長 
澤田 拓也 

エーザイ・ジャパン 地域連携首都圏本部 

川崎・横浜北部統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域連携近畿北陸本

部 京都統括部長 
亀井 光之 

エーザイ・ジャパン 地域連携近畿北陸本部 

副本部長（兼）戦略担当 

エーザイ・ジャパン 地域連携首都圏本部 

副本部長（兼）戦略担当 
澤田 直樹 

エーザイ・ジャパン 地域連携近畿北陸本部 

オンコロジー関西統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域連携中四国本部 

オンコロジー中四国統括部長 
梅田 佳孝 
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■日本事業 【続き】 

新任務 旧任務 氏名 

エーザイ・ジャパン 地域連携近畿北陸本部 

京都統括部長 

（出向）EA ファーマ 関西支店 京都営業

所長 
村井 直樹 

エーザイ・ジャパン 地域連携近畿北陸本部 

南大阪統括部長 
エーザイ・ジャパン 研修本部 ディレクター 高見 政伴 

エーザイ・ジャパン 地域連携中四国本部 

オンコロジー中四国統括部長 

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 
海老根 伸昭 

エーザイ・ジャパン 地域連携中四国本部 

山口統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域連携九州本部 鹿

児島統括部長 
永吉 美香 

エーザイ・ジャパン 地域連携中四国本部 

香川徳島統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域連携中四国本部 

山口統括部長 
堀米 敏宏 

エーザイ・ジャパン 地域連携九州本部 鹿

児島統括部長 

エーザイ・ジャパン 地域連携東海本部 浜

松統括部 アソシエートディレクター 
大屋 康徳 

コンシューマーhhc事業部 チョコラ BB本部 

マーケティング企画部長 

コンシューマーhhc事業部 チョコラ BB本

部 マーケティング企画部 アソシエートディ

レクター 

芝村 朋宏 

 

＜2017年 10月 1日付 主な組織改編＞ 

■エーザイ・ジャパン（EJ） 

1. フィコンパ特命担当の設置 

抗てんかん薬「フィコンパ」により一層注力し、患者様貢献の最大化を図ることを企図し、フィコンパ特

命担当を設置する。 

 

2. 中国・アジア連携担当の設置 

中国・アジア諸国における医療上の課題解決に向けて、神経、がんおよび消化器等の領域における

日本の医療関係者の高質な知見や、最新の医療技術を広く普及することを企図し、関係各国との人材

交流を推進する中国・アジア連携担当を設置する。多職種連携ケアモデルなど、日本事業で培ってき

たソリューション提供のナレッジ等の共有により、新たな患者様貢献モデルの構築を支援する。 

 

3. 製品戦略本部 戦略推進部の新設 

新製品や適応追加への準備に万全を期すことを企図し、製品戦略本部に製品戦略を立案する戦略

推進部を新設する。 

 

 



  4   

 

 

 

4. アクセス＆アウトカム本部 

 1) 流通統括部 流通政策担当の新設 

医療および介護制度改革の中で、新たな流通政策について検討するため、流通政策担当を新設

する。 

 2) 推進部の再編 

(1) 病院政策部、保険薬局政策部、ホームケアマーケット政策部の機能異動 

キーアカウント対応強化を企図し、病院政策部、保険薬局政策部、ホームケアマーケット政策部

を推進部直下に機能異動する。 

(2) 東日本・中日本・西日本キーアカウント推進部の新設 

各地域の特性に応じたキーアカウント対応の強化を企図し、推進部直下に東日本キーアカウント

推進部、中日本キーアカウント推進部、西日本キーアカウント推進部を新設する。 

 

5. 地域連携本部の再編 

1） 首都圏先進メディカル 3部の新設 

多摩エリアにおいて、大学基幹病院を担当する首都圏先進メディカル 3部を新設する。 

 

■オンコロジービジネスグループ 

1. トランスレーショナルサイエンス部の新設 

前臨床段階における薬効、薬理および作用機序に関する研究やトランスレーショナル研究といったサ

イエンスデータのさらなる活用による、画期的な臨床開発戦略の立案と試験プロトコールの変革を企図

して、トランスレーショナルサイエンス部を新設する。 

 

■グローバル本社 

1. コーポレートストラテジー部と EWAY部の機能統合 

中長期の環境変化を的確に捉え、中期経営計画「EWAY 2025」達成をより確実なものとするため、

EWAY部の機能をコーポレートストラテジー部に機能統合し、EWAY部は発展的に解組する。 

 

 

以上 


