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平成 27 年 6 月 26 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 常務取締役  経営企画本部長 

          加藤 勝哉 
 （ 電 話  03－ 6838－ 2803） 

 

 

組織変更および人事異動に関するお知らせ 

 

 

 当社は、下記の通り、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 

(1) 東邦ホールディングス株式会社（平成 27 年 6月 26 日付） 

①「管理本部」を設置する。 

  ②管理本部に「総務部」「財務部」を設置する。 

  ③経営企画室とコーポレート・コミュニケーション室を統合し、「経営企画本部」を設置し 

   「経営企画室」「広報・IR 室」を設置する。 

  ④経営企画室に「経営企画課」「法務課」「キャリア開発課」を設置する。 

  ⑤広報・IR 室に「広報課」「IR 課」「CSR 課」を設置する。 

  ⑥「開発本部」を設置する。 

  ⑦開発本部に「システム企画室」「物流企画室」を設置する。 

  ⑧「CS 事業部」を設置する。 

 

(2) 東邦薬品株式会社（平成 27 年 6月 26 日付） 

  ①開発本部を廃止し、SPD 室を「営業統轄本部」に移管する。 

 

(3) 東邦薬品株式会社（平成 27 年 7月 1 日付） 

  ①ブランド戦略本部 

  ・エニファルマチーム「営業統轄本部 CS 営業本部」に移管する。 

  ②営業統轄本部 CS営業本部 

  ・CS 営業本部を「CS営業部」に名称変更する。 

  ・薬局営業チームを「ENIF チーム」に名称変更する。 

  ・病院営業チームを「ENIFwin チーム」に名称変更する。 

  ・医専営業チームと初診受付チームを統合し「HeLios・初診受付・病院なびチーム」を設置する。 

  ・ブランド戦略本部のエニファルマチームとENIFvoice チームを統合し 

「ENI-Pharma・ENIFvoice チーム」を設置する。 

③営業統轄本部 医薬営業本部 北関東甲信越支社 新潟営業部 

  ・新潟第二営業所と新潟第三営業所を統合し、「新潟第二営業所」を設置する。 

  ・新潟第四営業所と三条営業所を統合し、「新潟第三営業所」を設置する。 

  ・長岡第一営業所と長岡第二営業所を統合し、「長岡営業所」を設置する。 
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2．人事異動 

（1）東邦ホールディングス株式会社（平成 27 年 6月 26 日付） 

氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

松葉瀬 照夫 
管理本部 総務部長 

（九州東邦㈱からの出向受入） 

東邦薬品㈱ 管理本部 総務部 

総務担当次長（九州東邦㈱からの出向受入） 

澤口 昌人 

管理本部 財務部 次長 兼 財務課長 

兼 東邦薬品㈱ 管理本部 経理部 次長 

兼 財務チーム チームリーダー 

財務部 財務課 次長 

兼 東邦薬品㈱ 管理本部 経理部 

財務チーム 次長 

熊田 敏彦 
経営企画本部 経営企画室長 

兼 経営企画課長 
経営企画室 総務株式事務担当次長 

阿部 博幸 経営企画本部長付 次長 
コーポレート・コミュニケーション室 次長 

兼 広報・IR 課長 

石山 芳隆 

経営企画本部長付 次長 

兼 ㈱ファーマみらい 事業推進部 

副部長 

経営企画室 経営企画担当次長 

兼 ㈱ファーマみらい 事業推進部 

副部長 

秋林 一浩 
経営企画本部 経営企画室 

法務担当次長 兼 法務課長 
経営企画室 法務担当次長 

吉井 義瑞 

経営企画本部 広報・IR 室 

CSR 担当次長 兼 CSR 課長 

（九州東邦㈱からの出向受入） 

経営企画室 経営企画担当次長 

（九州東邦㈱からの出向受入） 

岩城 康雄 経営企画本部長付 次長（契約社員） 経営企画室 CSR 担当 次長（契約社員） 

田井 良一 
開発本部 担当部長（物流企画） 

（㈱ネグジット総研からの出向受入） 

東邦薬品㈱ 開発本部 担当部長 

（㈱ネグジット総研からの出向受入） 

中込 次雄 開発本部 システム企画室長 
東邦薬品㈱ 取締役 開発本部 

システム企画室長 

鈴木 竜太 開発本部 システム企画室 副室長 
東邦薬品㈱ 開発本部 

システム企画室 副室長 

桜井 俊春 
開発本部 システム企画室 副室長 

（TSS 本社駐在） 

東邦薬品㈱ 開発本部 

システム企画室 副室長（TSS 本社駐在） 

尾関 賢二 CS 事業部長 東邦薬品㈱ 執行役員 CS 事業部長 

野上 晶弘 CS 事業部 事業副部長 兼 MTP 担当 東邦薬品㈱ 営業統轄本部 CS 営業本部長 

斎藤 孝一 CS 事業部 事業副部長 兼 エリア担当 
東邦薬品㈱ 会長付 

初診受付サービス担当部長 

吉田 仁 CS 事業部付 eヘルスケア担当部長 
東邦薬品㈱ 営業統轄本部 CS 営業本部 

初診受付チーム 担当部長 

山下 広之 
CS 事業部付 

ENIFvoice SP 担当部長 

東邦薬品㈱ 営業統轄本部 CS 営業本部 

ENIFvoice チーム リーダー（課長） 

高橋 徹 
CS 事業部付 

ENI-Pharma 担当部長 
東邦薬品㈱ ブランド戦略本部 担当部長 

石河 利恒 CS 事業部 マーケティング戦略担当部長 
東邦薬品㈱ 営業統轄本部 CS 営業本部 

薬局営業チーム リーダー（課長） 

山中 一憲 
CS 事業部 

マーケティング戦略担当 副部長 

東邦薬品㈱ ブランド戦略本部 

エニファルマチーム 課長 

國分 公正 
海外事業準備室 担当部長（特嘱） 

（湖北共創医薬有限公司駐在） 

東邦薬品㈱ 開発本部 担当部長（特嘱） 

（湖北共創医薬有限公司駐在） 
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（2）東邦ホールディングス株式会社（平成 27 年 7月 1 日付） 

氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

河村 真 
経営企画本部 副本部長 

兼 広報・IR 室長 兼 IR 課長 
コーポレート・コミュニケーション室 

 

（3）東邦薬品株式会社（平成 27 年 7 月 1日付） 

 ①営業統轄本部 

氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

鵜野 紀行 SPD 室 次長 開発本部 SPD 室 課長 

 

②営業統轄本部 CS 営業部 

氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

竹田 輝彦 CS 営業部長 
ブランド戦略本部 エニファルマチーム 

課長 

細川 順弘 
CS 営業部 副部長 

兼 ENIF チーム リーダー 

CS 営業本部 医専営業チーム 

リーダー（課長） 

大森 巧 
CS 営業部 次長 

兼 ENIFwin チーム リーダー 

CS 営業本部 病院営業チーム 

リーダー（次長） 

八島 浩信 
CS 営業部（北海道・東北支社駐在） 

担当部長 
医薬営業本部 北海道・東北支社 

宮城営業部 古川営業所長 

石田 長武 
CS 営業部 東海エリア担当部長 

兼 MTP 担当 
CS 営業本部 課長 

 

③営業統轄本部 医薬営業本部 

氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

笠原 次男 病院統轄部 副部長 病院統轄部 次長 

西山 浩司 調剤薬局統轄部 副部長 調剤薬局統轄部 課長 

小室 康之 
調剤薬局統轄部（東海・北陸支社駐在） 

担当部長 
東海・北陸支社 愛知営業部長 

古川 智久 病院統轄部 次長 病院統轄部 課長 

 

④営業統轄本部 医薬営業本部 首都圏支社 

氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

畠中 政博 
東京営業部 城西医専部 

新宿・千代田・豊島営業所長 

東京営業部 城西医専部 

新宿・千代田・豊島営業所 課長 

権田 信彦 埼玉営業部 医大部長 埼玉営業部 医大部長 兼 医大営業所長 

高橋 仁 埼玉営業部 病院第二部 副部長 埼玉営業部 病院第二部（大宮） 課長 

有馬 憲一 埼玉営業部 医大部 医大営業所長 
埼玉営業部 医大部（川越医療センター課） 

課長 

内田 誠 千葉営業部 医専部長 千葉営業部 医専部長 兼 船橋営業所長 
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氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

佐藤 秀三 千葉営業部 千葉営業所長 千葉営業部 茂原営業所長 

出井 久行 千葉営業部 成田営業所長 千葉営業部 成田営業所 課長 

米元 秀之 千葉営業部 茂原営業所長 千葉営業部 千葉営業所長 

藤本 征和 千葉営業部 船橋営業所長 
東京営業部 城西医専部 

新宿・千代田・豊島営業所長 

 

⑤営業統轄本部 医薬営業本部 北関東甲信越支社 

氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

保坂 知亨 栃木営業部 医専部長 栃木営業部 宇都宮第三営業所長 

平野 光雄 栃木営業部 宇都宮第一営業所長 栃木営業部 小山営業所長 

早乙女 秀行 栃木営業部 宇都宮第三営業所長 栃木営業部 宇都宮第三営業所 課長 

小和瀬 定敏 栃木営業部 小山営業所長 栃木営業部 宇都宮第一営業所長 

木村 好二 群馬営業部 医専部長 群馬営業部 群馬太田営業所長 

引田 誠一 群馬営業部長付 部長 群馬営業部 医専部長 

車﨑 徹 群馬営業部 群馬太田営業所長 群馬営業部 群馬太田営業所 副所長 

涌井 鉄男 新潟営業部 医専部長 新潟営業部 新潟第三営業所長 

小日向 聡 新潟営業部長付 部長（特別嘱託） 新潟営業部 医専部長（特別嘱託） 

畔地 敏男 新潟営業部 新潟第三営業所長 新潟営業部 三条営業所長 

江田 勝彦 新潟営業部 長岡営業所長 新潟営業部 長岡第一営業所長 

堀川 彰 新潟営業部 新潟第二営業所 副所長 新潟営業部 新潟第二営業所 課長 

滝沢 良男 新潟営業部 長岡営業所 副所長 新潟営業部 長岡第二営業所長 

石田 司 新潟営業部 長岡営業所 副所長 新潟営業部 長岡第二営業所 副所長 

青山 三三夫 長野営業部 病院部長 長野営業部 病院部長 兼 長野営業所長 

清水 広之 長野営業部 長野営業所長 茨城営業部 土浦第一営業所 専任課長 
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⑥営業統轄本部 医薬営業本部 北海道・東北支社 

氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

佐々木 孝 青森営業部長 青森営業部長 兼 医専部長 

穀田 宏文 青森営業部 医専部長 青森営業部 青森営業所長 

荒木 光春 青森営業部 青森営業所長 福島営業部 福島営業所長 

西山 信夫 秋田営業部 本荘営業所長 岩手営業部 県北営業所長 

佐藤 隆男 秋田営業部 横手営業所長 秋田営業部 本荘営業所長 

山内 泰信 岩手営業部 県北営業所長 岩手営業部 県北営業所 課長 

渡辺 和憲 宮城営業部 仙台東営業所長 宮城営業部 仙台東営業所 課長 

石川 公一 宮城営業部 古川営業所長 宮城営業部 仙台東営業所長 

齋藤 裕樹 山形営業部 米沢営業所長 山形営業部 山形営業所 課長 

佐久間 泰典 福島営業部 白河営業所長 福島営業部 いわき営業所 課長 

須藤 聖哉 福島営業部 福島営業所長 青森営業部 青森営業所 副所長 

東藤 和彦 北海道営業部 岩見沢営業所長 北海道営業部 岩見沢営業所 課長 

寺山 昌克 北海道営業部 釧路営業所長 北海道営業部 岩見沢営業所長 

 

⑦営業統轄本部 医薬営業本部 東海・北陸支社 

氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

中安 正樹 愛知営業部長 静岡営業部長 

髙木 直人 愛知営業部 名古屋名東営業所長 愛知営業部 名古屋名東営業所 課長 

飯沼 正人 愛知営業部 一宮営業所長 岐阜営業部 多治見営業所長 

石川 公一 愛知営業部 岡崎営業所長 愛知営業部 名古屋名東営業所 課長 

奥谷 雅春 岐阜営業部 多治見営業所長 愛知営業部 名古屋名東営業所長 

瀬川 洋 三重営業部 四日市営業所長 三重営業部 津営業所長 

上村 晃司 三重営業部 津営業所長 三重営業部 四日市営業所長 

飯沼 茂樹 静岡営業部長 兼 浜松営業所長 静岡営業部 浜松営業所長 
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⑧管理本部 

氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

仁田 哲彦 
総務部 

社員サポート課・システム担当次長 
総務部 給与・社会保険担当次長 

池田 敏之 
総務部 福利厚生課担当次長 

兼 福利厚生課長 
総務部 次長 

 

⑨検査薬・メディカル事業部 

氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

鈴木 邦吉 検査センター部 副部長 
検査センター部 副部長 

兼 BML 営業所長 

國枝 靖弘 検査センター部 副部長 
検査センター部 副部長 

兼 LSI 営業所長 

長谷川 大輔 検査センター部 BML 営業所長 検査センター部 BML 営業所 課長 

大西 善太 検査センター部 LSI 営業所長 検査センター部 LSI 営業所 課長 

 

⑩薬粧事業部 

氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

小林 秀 薬粧事業部 副部長 
薬粧事業部 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 課長 

 

（4）株式会社東邦システムサービス（平成 27 年 7月 1 日付） 

氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

桜井 俊春 
取締役副社長 

兼 情報システム統括部長 

取締役副社長 

兼 情報システム統括部長 

兼 第一情報システム部長 

小池 一也 

情報システム統括部 

第一情報システム部長 

兼 システム 2課 課長 

情報システム統括部 
第一情報システム部 次長 

定 満 システムサポート部長 システムサポート部 次長 

三木 泰貴 オープンシステム部 次長 オープンシステム部 システム 3 課 課長 

 

以 上 
 


