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平成２１年２月１３日 
 

各 位 
東京都世田谷区代沢五丁目２番１号 

                           東邦薬品株式会社 
                   代表取締役社長     濱 田  矩 男 

                           （東証第一部 コード番号８１２９） 
問い合せ先 

      執 行 役 員 
      経営企画室長兼広報・ＩＲ室長 
                        石 井   護 

                                （電話 ０３－４３３０―３７３２） 

 
東邦ホールディングス株式会社および連結子会社の組織変更、役員の異動および人事異動の内定のお知らせ 

 
 当社は、本日開催の取締役会において、東邦ホールディングス株式会社の平成21年4月1日付の人事異動を内

定いたしました。併せて、連結子会社の組織変更、監査役および執行役員等の異動についても内定いたしました

ので、下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

 
１．東邦ホールディングス株式会社 
(1) 人事異動(平成21年4月１日) 

氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

佐々木 透 グループ監査室 副室長 
東邦薬品㈱ 執行役員 

管理本部 財務経理部長 

小山 昇 グループ監査室 次長 

東邦薬品㈱ 営業本部 

仕入業務部 仕入管理チーム 

チームリーダー 次長 

 

２．東邦薬品株式会社（現東邦ホールディングス株式会社、医薬品卸事業子会社として平成 21 年 4 月 1 日付で

商号変更） 
(1) 組織変更（平成21年4月1日） 

営業本部 
「病院統轄部」を「病院統轄本部」に改称する。 

「仕入業務部」の「仕入管理チーム」を廃止する。 

「東京営業部」の「東京病院部」を廃止し、病院第一部から病院第五部までを東京営業部直轄とする。 
 
(2) 執行役員の委嘱事項の変更（平成21年4月1日） 

氏  名 新役位・委嘱事項 現役位・委嘱事項 

多田 高 
常務執行役員 

営業本部 副本部長 調剤薬局担当 

東邦薬品㈱ 常務執行役員 

営業本部 副本部長 病院担当 

千葉 喜一 

執行役員 

営業本部 副本部長 医専担当 

兼 首都圏担当部長 

東邦薬品㈱ 執行役員 

営業本部 首都圏担当部長 

兼 東京営業部長 

 



Press Release                           

2 

(3) 監査役の内定（平成21年4月1日） 

氏  名 新 職 現 職 

北道 武敏 監査役 東邦薬品㈱ 

監査役 

松宮 幹彦 監査役 東邦薬品㈱ 

監査役 

松本 禎郎 監査役 東邦薬品㈱ 

監査役 

 上記により、既に内定している片岡滋を加えて、4名体制となります。 

 

(4) 人事異動（平成21年4月1日） 

氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

原田 健 
管理本部 

財務経理部長 

東邦薬品㈱  

専務付 副部長 

本山 雅敏 
営業本部 

本部長付次長 

東邦薬品㈱ 営業本部 

首都圏担当付 次長 

池野 健一 
営業本部 

東北担当副部長 

東邦薬品㈱ 営業本部 

宮城営業部長 

馬田 明 
営業本部 副本部長 病院担当 

兼 病院統轄本部長 

東邦薬品㈱ 営業本部 病院統轄部長 

兼 東京営業部 病院部長 

岸  弘 
営業本部 

病院統轄副本部長 

東邦薬品㈱ 営業本部 

病院統轄部 部長 

久保田 紀男 
営業本部 

病院統轄副本部長 

東邦薬品㈱ 営業本部 

病院統轄部 部長 

秋林 一浩 
営業本部 

病院統轄本部 部長 

営業本部 

病院統轄部 部長 

尾崎 量 
営業本部 

病院統轄本部 部長 

東邦薬品㈱ 営業本部 

病院統轄部 部長 

石倉 三徳 
営業本部 

病院統轄本部 部長 

東邦薬品㈱ 営業本部 

病院統轄部 部長 

小松 真一 

営業本部 

病院統轄本部 部長 

兼 東海担当副部長（病院調剤担当） 

東邦薬品㈱ 営業本部 

病院統轄部 部長 

兼 東海担当副部長（病院調剤担当） 

田中 三郎 
営業本部 

病院統轄本部 理事 

東邦薬品㈱ 営業本部 

病院統轄部 理事 

吉葉 昭 
営業本部 

病院統轄本部長付 次長 

東邦薬品㈱ 営業本部 

病院統轄部長付 次長 

河野 修蔵 
㈱オムエル 執行役員 

広島事業部 副部長 

東邦薬品㈱ 営業本部 

企画推進部 副部長 

中島 昭夫 
営業本部 

東京営業部長 

東邦薬品㈱ 営業本部 

神奈川営業部長 

大内 康広 
営業本部 

東京営業部 城南医専部長 

東邦薬品㈱ 営業本部 

東京営業部 世田谷営業所長 
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氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

安部 瑞之 
営業本部 

東京営業部 世田谷営業所長 

東邦薬品㈱ 営業本部 東京営業部 

世田谷営業所 課長 

池田 聡 
営業本部 

神奈川営業部長 

東邦薬品㈱ 営業本部 

東京営業部 城南医専部長 

佐藤 秀三 
営業本部 

千葉営業部 茂原営業所長 

東邦薬品㈱ 営業本部 

千葉営業部 市原営業所長 

泉水  企一郎 
営業本部 千葉営業部 

木更津営業所長 兼 市原営業所長 

東邦薬品㈱ 営業本部 

千葉営業部 木更津営業所長 

蛇口 功 
営業本部 

宮城営業部長 兼 病院部長 

東邦薬品㈱ 営業本部 

宮城営業部 病院部長 

 

 

３．株式会社富士ファミリーファーマシー 
取締役・監査役の内定（平成21年4月1日） 

氏  名 新 職 現 職 

町田 敏一 取締役副社長 
取締役 

財務・経理担当 

片岡  滋 監査役 東邦薬品㈱ 

常務執行役員 関連企業担当 

 

以 上 

 

 


