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平成 25年 6月 12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） 

 

 

組織変更および人事異動に関するお知らせ 

 

 

 当社は、下記のとおり組織変更および人事異動を行いますので、お知らせいたします。 

 
 
１． 組織変更（平成 25年 7月 1日付） 

（1）東邦ホールディングス株式会社 

① 財務部 

・「関係会社財務課」を設置する。 

 

（2）東邦薬品株式会社 

① 営業統轄本部 

・グループ各社の調剤薬局部を「医薬営業本部 調剤薬局統轄部」に移管する。 

・グループ各社の開業支援業務を「ＣＳ営業本部 開業支援部」に移管する。 

② 物流本部 

・「ＴＢＣ阪神」を設置する。 

・「ＴＢＣ東大阪」を移行作業が完了次第に廃止する。 

③ 管理本部 

・総務部に「福利厚生課」を設置する。 

 

２． 人事異動（平成 25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 

小松 達佳 グループ監査室 次長 
ファーマクラスター㈱ 

社長室 次長 

甲斐 厚司 
財務部 次長 

兼 予算管理課長 

財務部 次長 

兼 予算管理課長 

兼 共済会担当 事務局長 

前田 一郎 

財務部 次長 

兼 内部統制・J－ＳＯＸ推進課長 

兼 共済会担当 事務局長 

財務部 次長 

兼 財務課長 

兼 東邦薬品㈱ 経理部 次長 

兼 財務チーム チームリーダー 

村中 正俊 
財務部長付 次長 

兼 関係会社財務課長 
財務部 次長 
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（2）東邦薬品株式会社 

① 営業統轄本部 医薬営業本部 

氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

真下 稔 
調剤薬局統轄部 担当部長 

（小川東邦㈱駐在） 

小川東邦㈱ 

営業本部 高崎営業部長 

高橋 信義 
調剤薬局統轄部 担当部長 

（須江薬品㈱駐在） 

須江薬品㈱ 

執行役員 営業本部長 

御畑 靖 
調剤薬局統轄部 担当部長 

（㈱セイエル駐在） 

㈱セイエル 

執行役員 医薬営業本部 調剤薬局部長 

天田 昭 
調剤薬局統轄部 担当部長 

（九州東邦㈱駐在） 

九州東邦㈱ 

執行役員 営業本部 調剤薬局部長 

岡野 祐二郎 
調剤薬局統轄部 担当部長 

（㈱幸燿駐在） 

㈱幸燿 

執行役員 営業本部 調剤薬局部長 

大島 博敏 
調剤薬局統轄部 担当部長 

（合同東邦㈱駐在） 

合同東邦㈱ 

営業本部 調剤薬局部長 

篠崎 邦雄 
調剤薬局統轄部 担当部長 

（山口東邦㈱駐在） 

山口東邦㈱ 

執行役員 営業本部 広域調剤部長 

藤木 秀行 
調剤薬局統轄部 副部長 

（㈱セイエル駐在） 

㈱セイエル 

医薬営業本部 調剤薬局部 副部長 

宇佐見 達也 
調剤薬局統轄部 副部長 

（合同東邦㈱駐在） 

合同東邦㈱ 

営業本部 調剤薬局部 副部長 

宍戸 久喜 
調剤薬局統轄部 次長 

（㈱セイエル駐在） 

㈱セイエル 

医薬営業本部 調剤薬局部 次長 

三好 俊文 
調剤薬局統轄部 副部長 

（九州東邦㈱駐在） 

九州東邦㈱ 

営業本部 調剤薬局部 次長 

長谷川 哲 神奈川営業部 部長付 次長 
神奈川営業部  

病院担当部長 兼 小田原営業所長 

小野 望 神奈川営業部 戸塚営業所長 神奈川営業部 相模原営業所長 

操 武士 神奈川営業部 相模原営業所長 神奈川営業部 相模原営業所 課長 

将田 裕介 神奈川営業部 厚木営業所長 神奈川営業部 厚木営業所 課長 

村田 明義 神奈川営業部 平塚営業所長 神奈川営業部 平塚営業所 課長 

永井 智之 神奈川営業部 小田原営業所長 神奈川営業部 厚木営業所長 

鈴木 寿郎 埼玉営業部 病院第一部長 埼玉営業部 病院第一部 副部長 

土屋 一真 長野･山梨営業部 山梨病院部長 長野･山梨営業部 山梨病院部 副部長 

上野 昌美 長野･山梨営業部 山梨病院部 副部長 長野･山梨営業部 山梨病院部 課長 

青木 一郎 岩手営業部 一関営業所長 岩手営業部 一関営業所 課長 

千田 幸彦 岩手営業部 釜石営業所長 岩手営業部 一関営業所長 
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氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

阿部 修 山形営業部 山形営業所長 福島営業部 郡山営業所 ２課 課長 

高橋 和行 山形営業部 庄内営業所長 山形営業部 新庄営業所長 

五十嵐 正行 山形営業部 新庄営業所長 山形営業部 山形営業所 副所長 

齋藤 和範 福島営業部 いわき営業所長 福島営業部 福島営業所長 

荒木 光春 福島営業部 福島営業所長 岩手営業部 釜石営業所長 

安達 幸二 
北海道営業部 
札幌東営業所長 兼 札幌北･西営業所長 

北海道営業部 札幌東営業所長 

寺山 昌克 北海道営業部 岩見沢営業所長 北海道営業部 旭川営業所長 

笠原 孝文 北海道営業部 旭川営業所長 北海道営業部 旭川営業所 課長 

上村 季由 北海道営業部 苫小牧営業所 副所長 北海道営業部 札幌北･西営業所長 

水口 徹 静岡営業部 静岡営業所長 静岡営業部 沼津営業所 課長 

 

② 営業統轄本部 ＣＳ営業本部 

氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

藤本 三雄 開業支援部 担当部長（九州東邦㈱駐在） 
九州東邦㈱ 

営業本部 医業経営情報部長 

村本 和夫 開業支援部 担当部長（合同東邦㈱駐在） 
合同東邦㈱ 

ＣＳ営業本部 開発企画部長 

曽我 宗輔 開業支援部 担当部長（小川東邦㈱駐在） 
小川東邦㈱ 

開発企画部長 

斉原 敏雄 開業支援部 担当副部長（合同東邦㈱駐在） 
合同東邦㈱ 

ＣＳ営業本部 開発企画部 副部長 

柴田 正 開業支援部 次長（秋田営業部駐在） 
ＣＳ営業本部 秋田県担当 

（秋田営業部駐在） 課長 

桜井 明徳 開業支援部 担当次長（小川東邦㈱駐在） 
小川東邦㈱ 

開発企画部 次長 

高岡 稔 開業支援部 担当次長（山口東邦㈱駐在） 

山口東邦㈱ 

カスタマーサポート本部 

開発企画担当 次長 

 

③ 物流本部 

氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

井手之上 辰哉 ＴＢＣ阪神 センター長 ＴＢＣ東大阪 センター長 

岡部 邦彦 ＴＢＣ阪神 副センター長 ＴＢＣ東大阪 副センター長 
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④ 管理本部 

氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

福地 正行 

経理部 副部長 

兼 財務チーム チームリーダー 

兼 東邦ホールディングス㈱ 

財務部 次長 兼 財務課長 

経理部 副部長 

兼 東邦ホールディングス㈱ 

財務部 次長 

兼 内部統制・Ｊ－ＳＯＸ推進課長 

松葉瀬 照夫 
総務部 総務担当次長 

（九州東邦㈱から出向受入） 

総務部 総務課 課長 

（九州東邦㈱から出向受入） 

 

⑤ 検査薬・メディカル事業部 

氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

秋葉 芳夫 営業推進部長 兼 検査センター部長 検査センター部長 兼 ＳＲＬ営業所長 

加藤 政彦 
検査薬担当 

東北エリア 部長 

小泉薬品㈱ 

代表取締役 

橋田 正明 
検査薬担当 

東北エリア 副部長 
検査薬東北エリア 部長 

佐藤 正男 
検査薬担当 

東北エリア部長付 部長 

小泉薬品㈱ 

常務取締役 

平野 晋介 検査センター部 ＳＲＬ営業所長 検査センター部 ＳＲＬ営業所 課長 

大久保 裕司 検査薬宇都宮営業所 副所長 検査薬茨城営業所 副所長 

秋葉 英雄 検査薬茨城営業所 副所長 検査薬茨城営業所 課長 

佐藤 修治 
検査薬仙台営業所長 

兼 営業２課 課長 

小泉薬品㈱ 

営業部長 

 
（3）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長 オープンシステム部 システム２課 次長 

 
以 上 

 


