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平成 24年 6月 13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） 

 

 

連結子会社の組織変更、役員の異動および人事異動に関するお知らせ 

 

 当社は、下記の通り、連結子会社の組織変更、役員の異動および人事異動を行いますので、お知らせいたしま

す。 

 

記 
 

 
１． 組織変更（平成 24年 7月 1日付） 

（1）東邦薬品株式会社 

① 会長直轄 

  ・開発本部のＰＦＰ事業部を移管する。 

  ・「初診受付チーム」、「e健康ショップチーム」を設置する。 

  ・カスタマーサポート本部 システム推進部の「コールセンター」、「ＥＮＩＦｖｏｉｃｅチーム」を移管

する。 

②「営業統轄本部」を設置する。 

③ 営業統轄本部 

・営業本部を「医薬営業本部」に改称する。 

・カスタマーサポート本部を移管し「ＣＳ営業本部」に改称する。 

  ④ 医薬営業本部 

    ・病院統轄本部を「病院統轄部」に改称する。 

  ・企画推進部の「マーケティングチーム」と「企画・推進チーム」を統合し「企画・推進チーム」とす

る。 

    ・企画推進部の「入帳・割戻チーム」と「利益・価格管理チーム」を統合し「利益・価格・割戻管理チー

ム」とする。 

  ⑤ ＣＳ営業本部 

    ・「企画・開発チーム」、「薬局営業チーム」、「医専営業チーム」、「病院営業チーム」、「業務管理チーム」

を設置する。 

    ・営業本部の「開業支援部」、「医療情報室」を移管する。 

・カスタマーサポート本部の「ショールーム」を開業支援部に移管する。 

・システム推進部を廃止する。 

 

（2）株式会社東邦システムサービス 

  ①「情報システム部」を「情報システム統括部」に改称し「第一情報システム部」・「第二情報システム部」 

 「システムサポート部」を設置する。 
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２． 東邦薬品株式会社の役員の異動（平成 24年 7月 1日付） 

（1）取締役の委嘱事項の変更 

氏  名 新 職 現 職 

佐藤 茂 専務取締役 営業統轄本部長 専務取締役 営業本部長 

有働 敦 

取締役 

営業統轄本部 ＣＳ営業本部長 

兼 医薬営業本部 企画推進部長 

取締役 

営業本部 企画推進部長 

馬田 明 

取締役 

営業統轄本部 医薬営業本部 副本部長 

兼 病院統轄部長 

取締役 

営業本部 副本部長 

兼 病院統轄本部長 

 

（2）執行役員の委嘱事項の変更 

氏  名 新 職 現 職 

星野 文夫 
執行役員 

営業統轄本部 医薬営業本部長 
執行役員 営業本部 副本部長 

多田 高 

常務執行役員 

営業統轄本部 医薬営業本部 副本部長 

調剤薬局担当 兼 医薬人材開発部長 

常務執行役員 

営業本部 副本部長 調剤薬局担当 

兼 医薬人材開発部長 

小川 力也 

執行役員 

営業統轄本部 医薬営業本部 副本部長 

利益価格管理担当 

執行役員 

営業本部 副本部長 利益価格管理担当 

千葉 喜一 

執行役員 

営業統轄本部 医薬営業本部 副本部長 

医専･開業支援担当 兼 首都圏担当部長 

執行役員 
営業本部 副本部長 医専･開業支援担当 
兼 首都圏担当部長 

 

３． 人事異動（平成 24年 7月 1日付） 

（1）東邦薬品株式会社 

① 会長直轄 

氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

吉田 仁 初診受付担当部長 
カスタマーサポート本部 

システム推進部 副部長 

三浦 康正 会長付 課長 カスタマーサポート本部 課長 

石井 省一郎 ＰＦＰ事業部 担当部長 開発本部 ＰＦＰ事業部 担当部長 

中村 健児 ＰＦＰ事業部 副部長 開発本部 ＰＦＰ事業部 副部長 

鈴木 祐一 
ｅ健康ショップチーム 

課長 チームリーダー 
カスタマーサポート本部 課長 

山下 広之 
ＥＮＩＦｖｏｉｃｅチーム 

課長 チームリーダー 

カスタマーサポート本部 システム推進部 

ＥＮＩＦｖｏｉｃｅチーム 

吉川 晶子 コールセンター センター長 
カスタマーサポート本部 

コールセンター センター長 
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② 営業統轄本部 医薬営業本部 

氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

久保田 紀男 病院統轄部 統括副部長 
営業本部 

病院統轄本部 副本部長 

黒川 均 病院統轄部 統括副部長 
営業本部 

病院統轄本部 副本部長 

尾崎 量 病院統轄部 部長 
営業本部 

病院統轄本部 部長 

石倉 三徳 病院統轄部 部長 営業本部 

病院統轄本部 部長 

柴田 浩幸 病院統轄部 部長 営業本部 

病院統轄本部 部長 

小沼 由知 
病院統轄部 担当部長 

（福島営業部 郡山営業所駐在） 

営業本部 

病院統轄本部 北海道・東北担当部長 

（札幌事業所駐在） 

内田 芳宏 病院統轄部 副部長（病院第二部駐在） 
営業本部 

病院統轄本部 副部長（病院第二部駐在） 

吉葉 昭 病院統轄部 統轄部長付 次長 
営業本部 

病院統轄本部 統轄本部長付 次長 

笠原 次男 病院統轄部 次長 
営業本部 東京営業部 

病院第一部長 

野上 晶弘 首都圏担当部長付 ＣＳ担当部長 カスタマーサポート本部長 

池田 雅一 
東京営業部 

病院第一部長 

営業本部 東京営業部 

病院第一部 副部長 

安野 聡 
東京営業部 

病院第一部 副部長 

営業本部 東京営業部 

病院第三部 課長 

緒方 宏司 
東京営業部 

城西医専部長 

営業本部 東京営業部 城西医専部長 

兼 城西医専部 練馬・板橋営業所長 

立沢 和男 
東京営業部 城南医専部 

渋谷・目黒営業所長 

営業本部 東京営業部 城西医専部 

豊島・北営業所長 

本多 泰之 
東京営業部 城西医専部 

練馬・板橋営業所長 

営業本部 東京営業部 城西医専部 

練馬・板橋営業所 課長 

本間 正二 
東京営業部 城西医専部 

豊島・北営業所長 

営業本部 東京営業部 城南医専部 

渋谷・目黒営業所長 

小林 浩次 
神奈川営業部 

病院部長 

営業本部 神奈川営業部 

病院担当部長 

山尾 啓次 
神奈川営業部 

病院担当部長 

営業本部 神奈川営業部 

緑営業所 課長 

草野 精司 
千葉営業部 

病院部長 

営業本部 神奈川営業部 

病院部長 

中山 貴裕 
千葉営業部 

柏営業所 副所長 

営業本部 千葉営業部 

柏営業所 課長 

渋井 鉄山 
栃木営業部 

病院副部長 

営業本部 栃木営業部 

佐野営業所長 

小和瀬 定敏 
栃木営業部 

宇都宮第一営業所長 

営業本部 栃木営業部 

宇都宮第一営業所 課長 

森 栄次 
栃木営業部 

佐野営業所長 

営業本部 栃木営業部 

小山営業所長 
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氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

平野 光雄 
栃木営業部 

小山営業所長 

営業本部 栃木営業部 

宇都宮第一営業所長 

斉藤 健 
秋田営業部 

秋田営業所長 

営業本部 秋田営業部 

本荘営業所長 

佐藤 隆男 
秋田営業部 

本荘営業所長 

営業本部 秋田営業部 

横手営業所長 

佐貫 直之 
秋田営業部 

横手営業所長 

営業本部 秋田営業部 

秋田営業所長 

内田 裕喜 
北海道営業部 

病院部長 

営業本部 東京営業部 

病院第一部 副部長 

喜多 昭彦 
愛知営業部 

一宮営業所長 

営業本部 愛知営業部 

岡崎営業所長 

三井 康宏 
愛知営業部 

岡崎営業所長 

営業本部 愛知営業部 

一宮営業所長 

渡辺 一也 
企画推進部 副部長 

兼 企画・推進チーム チームリーダー 

営業本部 企画推進部 

企画・推進チーム 課長 チームリーダー 

杉本 晃一 
企画推進部 

企画・推進チーム 課長 サブリーダー 

営業本部 企画推進部 

企画・推進チーム 課長 

小林 雪江 
企画推進部 利益・価格・割戻管理チーム 

次長 チームリーダー 

営業本部 企画推進部 

入帳・割戻管理チーム 

次長 チームリーダー 

大野 智宏 
企画推進部 利益・価格・割戻管理チーム 

次長 サブリーダー 

営業本部 企画推進部 

利益・価格管理チーム 

次長 チームリーダー 

 

③ 営業統轄本部 ＣＳ営業本部 

氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

斎藤 孝一 ＣＳ営業本部 副本部長 
カスタマーサポート本部 

システム推進部長 

高橋 徹 ＣＳ営業本部 副本部長 

カスタマーサポート本部 システム推進部 

レセコン・電子カルテチーム 

課長 チームリーダー 

山田 裕之 
ＣＳ営業本部 副本部長 

兼 企画・開発チーム チームリーダー 

企画推進部 マーケティングチーム 

課長 チームリーダー 

村岡 正博 企画・開発チーム サブリーダー 
カスタマーサポート本部 

副部長 

天野 武城 ＣＳ営業本部 担当部長 
カスタマーサポート本部 

本部付 担当部長 

彦坂 恵一 
ＣＳ営業本部 担当部長 

（東北事業部駐在） 

カスタマーサポート本部 

システム推進部 担当部長 

（東北事業部駐在） 

中島 卓 ＣＳ営業本部 次長 
カスタマーサポート本部 

システム推進部 次長 

池上 邦夫 開業支援部長 営業本部 開業支援部長 

田代 一志 開業支援部 副部長 営業本部 開業支援部 副部長 
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氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

森 康二郎 
開業支援部 シニア・コンサルタント 

（九州東邦㈱から出向） 

営業本部 開業支援部 

シニア・コンサルタント 

（九州東邦㈱から出向） 

行方 利男 開業支援部 次長 営業本部 開業支援部 次長 

親崎 薫 開業支援部 次長 営業本部 開業支援部 次長 

横山 仁 開業支援部 次長（東北事業部駐在） 
営業本部 開業支援部 次長 

（東北事業部駐在） 

三和 勉 開業支援部 次長（青森営業部駐在） 
営業本部 開業支援部 次長 

（青森営業部駐在） 

小野寺 弘 開業支援部 次長（岩手営業部駐在） 
営業本部 開業支援部 次長 

（岩手営業部駐在） 

小瀬村 一也 医療情報室長 営業本部 医療情報室長 

佐藤 壽一 医療情報室 担当次長 営業本部 医療情報室 担当次長 

石河 利恒 薬局営業チーム 課長 チームリーダー 

カスタマーサポート本部 システム推進部 

ＥＮＩＦ・ＥＮＩファーマシーチーム 

課長 チームリーダー 

細川 順弘 医専営業チーム 課長 チームリーダー 

カスタマーサポート本部 システム推進部 

ＨｅLｉｏｓチーム 

課長 チームリーダー 

大森 巧 病院営業チーム 次長 チームリーダー 

カスタマーサポート本部 システム推進部 

ＥＮＩＦｗｉｎチーム 

次長 チームリーダー 

杉本 邦仁 
業務管理チーム 

副部長 チームリーダー 
カスタマーサポート本部 副部長 

 

③ 開発本部 

氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

土屋 匡弘 ＳＰＤ室 副室長 
営業本部 

千葉営業部 病院部長 

小林 真一 ＳＰＤ室 担当次長 
営業本部 

北海道営業部 病院部長 

 

④ 管理本部 

氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

菅野 雅人 総務部 災害対策担当副部長 総務部 副部長（郡山事業所駐在） 

 

⑤ 検査薬・メディカル事業部 

氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

松永 隆 メディカル担当 副部長 
カスタマーサポート本部 

システム推進部 副部長 
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⑥ 薬粧事業部 

氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

小林 秀 エリア部長 エリア部長 兼 宇都宮薬粧営業所長 

高沼 典人 宇都宮薬粧営業所長 宇都宮薬粧営業所 副所長 

 
（2）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 

小河原 宏章 
第二情報システム部長 

兼 システム２課 課長 
情報システム部 次長 

 

（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 

桑原 雅毅 
営業本部（新潟駐在） 次長 

（東邦薬品㈱から出向） 

営業本部（新潟駐在） 課長 

（東邦薬品㈱から出向） 

 

以 上 


