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平成 23年 6月 15日 
 

各   位 

 

会 社 名 東邦ホールディングス株式会社 
代表者名 代表取締役社長   濱田 矩男 
 （コード番号 8129 東証第一部） 
問合せ先 執行役員ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ室長 

兼 経営企画室長   加藤 勝哉 
 （ 電話  03－ 5259－ 9520） 

 

当社および連結子会社の人事異動に関するお知らせ 

 

 当社は、下記の通り、当社および連結子会社の人事異動を行いますので、お知らせいたします。 

 

記 
 

人事異動（平成 23年 7月 1日付） 

(1) 東邦ホールディングス株式会社 
氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

小山 昇 グループ監査室 副室長（内部監査担当） グループ監査室 次長 

 

(2) 東邦薬品株式会社 
氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

親崎 薫 
営業本部 

開業支援部 次長 

営業本部 

開業支援部 課長 

鈴木 稔 
営業本部 栃木営業部 

医専副部長 

営業本部 栃木営業部 

医専副部長 兼 宇都宮第二営業所長 

島田 徹 
営業本部 栃木営業部 

宇都宮第二営業所長 

営業本部 栃木営業部 

西那須野営業所 課長 

田口 芳弘 
営業本部 栃木営業部 

栃木営業所長 

営業本部 栃木営業部 

栃木営業所 課長 

渋井 鉄山 
営業本部 栃木営業部 

佐野営業所長 

営業本部 栃木営業部 

栃木営業所長 

横田 信隆 
営業本部 栃木営業部 

佐野営業所 副所長 

営業本部 栃木営業部 

佐野営業所長 

藤原 昇 
営業本部 宮城営業部 

病院部長 

営業本部 宮城営業部 

病院部長 兼 仙台病専営業所長 

平澤 宏之 
営業本部 宮城営業部 

仙台第一営業所長 

営業本部 宮城営業部 

仙台第二営業所長 

石川 公一 
営業本部 宮城営業部 

仙台第二営業所長 

営業本部 宮城営業部 

仙台東第二営業所長 

渡部 雄次 
営業本部 宮城営業部 

仙台病専営業所長 

営業本部 宮城営業部 

石巻営業所 副所長 

宍戸 孝明 
営業本部 宮城営業部 

仙台東第二営業所長 

営業本部 宮城営業部 

仙台第一営業所長 
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氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

福田 良一 
営業本部 福島営業部 

原町営業所長 兼 白河営業所 副所長 

営業本部 福島営業部 

原町営業所長 

田村 一 
営業本部 福島営業部 

郡山第二営業所 副所長 

営業本部 福島営業部 

会津営業所 副所長 

加藤 久雄 
営業本部 北海道営業部 

札幌中央営業所 副所長 

営業本部 北海道営業部 

札幌中央営業所 課長代理 

高橋 良蔵 
物流本部 

ＴＢＣ本宮 センター長 

物流本部 

ＴＢＣ岡山 センター長代理 

伊藤 孝次 
物流本部 

ＴＢＣ本宮 センター長代理 

物流本部 

ＴＢＣ本宮 センター長 

早野 鉄秀 
物流本部 

ＴＢＣ東京 副センター長 

物流本部 

ＴＢＣ東京 課長 

萩原 清次 
開発本部 次長 

（㈱メディカルトラスト出向） 

開発本部 課長 

（㈱メディカルトラスト出向） 

石田 長武 カスタマーサポート本部 副部長 
カスタマーサポート本部 

システム推進部 副部長 

松永 隆 
カスタマーサポート本部 

システム推進部 副部長 

カスタマーサポート本部 

副部長 

中島 卓 
カスタマーサポート本部 

システム推進部 次長 

カスタマーサポート本部 

次長 

金指 弘幸 

管理本部 

本部長付 プロジェクト担当副部長 

兼 経理部 副部長 

管理本部 

経理部 副部長 

（売掛・登録・買掛チーム担当） 

岩﨑 克美 
管理本部 

総務部 副部長 
顧問 

東谷 治彦 

検査薬･メディカル事業部 

メディカル担当 次長 

兼 医療材料チーム チームリーダー 

検査薬･メディカル事業部 

メディカル担当 課長 

兼 医療材料チーム チームリーダー 

高沼 典人 
薬粧事業部 

宇都宮薬粧営業所 副所長 

薬粧事業部 

宇都宮薬粧営業所 課長 

 

(3) ファーマクラスター株式会社 
氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

武藤 浩一 
社長室 次長 

（東邦薬品㈱から出向） 

社長室 課長 

（東邦薬品㈱から出向） 

 
(4) 株式会社東邦システムサービス 

氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

田森 隆行 オープンシステム部 次長 オープンシステム部 システム２課 課長 

 
氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

小河原 宏章 情報システム部 次長 情報システム部 システム３課 課長 

 
以 上 


