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平成 28年 5月 11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 経 営 企 画 本 部  副 本 部 長 

兼 広報･IR 室長   河村  真 

 （ 電 話  03－ 68 38－ 2 8 03） 

 

 

組織変更および人事異動に関するお知らせ 

 

当社は、下記の通り当社および連結子会社等の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 28年 6月 29日付） 

①「ＣＳ事業部」を廃止し、東邦薬品㈱「営業統轄本部」「ＣＳ営業本部」に業務を移管する。 

②「地域医療連携室」を新設し、東邦薬品㈱「営業統轄本部」「地域医療連携推進室」の業務を移管する。 

(2)東邦薬品株式会社（平成 28年 6月 10日付） 

  ①「営業統轄本部」の「ＣＳ営業部」を「ＣＳ営業本部」に改称する。 

 

２．人事異動 

(1)東邦ホールディングス株式会社（平成 28年 6月 29日付） 

  

①地域医療連携室 

氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

伊藤 大史 地域医療連携室長 東邦薬品㈱ 地域医療連携推進室長 

 

 ②開発本部 

氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

中込 次雄 開発本部 副本部長 開発本部 システム企画室長 

田井 良一 開発本部 副本部長 兼 物流企画室長 開発本部 副本部長 

鈴木 竜太 開発本部 システム企画室長 開発本部 システム企画室 副室長 

 

 (2）東邦薬品株式会社（平成 28年 6月 10日付） 

①営業統轄本部 

氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

工藤 和弘 ＣＳ営業本部長 兼 医薬営業本部 部長  医薬営業本部 企画推進部長 

野上 晶弘 ＣＳ営業本部 副本部長  
東邦ホールディングス㈱  

ＣＳ事業部 副部長（ＭＴＰ担当） 
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斎藤 孝一 ＣＳ営業本部 副本部長 
東邦ホールディングス㈱  

ＣＳ事業部 副部長（エリア担当） 

吉田 仁 ＣＳ営業本部 ｅヘルスケア担当部長 
東邦ホールディングス㈱ ＣＳ事業部 

担当部長（ｅヘルスケア担当） 

山下 広之 ＣＳ営業本部 ENIFVoiceSP担当部長 
東邦ホールディングス㈱ ＣＳ事業部 

担当部長（ENIFVoiceSP担当） 

石河 利恒 ＣＳ営業本部 マーケティング担当部長 
東邦ホールディングス㈱ ＣＳ事業部 

マーケティング戦略担当部長 

山中 一憲 ＣＳ営業本部 マーケティング担当副部長 
東邦ホールディングス㈱ ＣＳ事業部 

マーケティング戦略担当副部長 

竹田 輝彦 ＣＳ営業本部 営業部長 ＣＳ営業部長 

細川 順弘 ＣＳ営業本部 営業副部長 ＣＳ営業部 副部長 

池上 邦夫 ＣＳ営業本部 開業支援部長 ＣＳ営業部 開業支援部長 

駒井 理 
医薬人材開発部 部長 兼  

出向薬剤師チーム 課長 

医薬人材開発部  

出向薬剤師チームリーダー（課長） 

安齋 あずさ 
医薬人材開発部 副部長 兼 

管理栄養士チーム 課長 

医薬人材開発部 

管理栄養士チームリーダー（課長） 

 

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 

橋本 孝 
北海道・東北支社長 兼 

合同東邦株式会社 常務取締役 

合同東邦株式会社 常務取締役 

営業本部長 

大内 康広 北海道・東北支社 副支社長（東北担当） 北海道・東北支社長 

中島 昭夫 北関東甲信越支社長 北関東甲信越支社 副支社長（北関東担当） 

岡本 信太郎 北関東甲信越支社 副支社長 企画推進部 担当部長 

内田 芳宏 東海・北陸支社長 東海・北陸支社 病院部長 

笠原 次男 病院統轄部 部長 病院統轄部 副部長 

今井 勇人 病院統轄部 部長（検査薬担当） 検査薬府中営業所長 

池田 雅一 東京病院部部長 兼 病院第一部長 東京病院第一部長 

長谷川 喬之 東京病院第一部 副部長 東京病院第一部 課長 

内田 裕喜 北海道営業部 副部長 兼 病院部長 北海道営業部 病院部長 

渡辺 一也 企画推進部長 企画推進部 副部長 

杉本 晃一 企画推進部 副部長 企画推進部 課長 
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小林 雪江 企画推進部 副部長 企画推進部 次長 

 

③管理本部 

氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

水澤 義昭 管理本部 副本部長 兼 総務部 副部長 東邦ホールディングス㈱ 社長付 

 

④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 副部長 兼  

宇都宮薬粧営業所長 

中込 譲 薬粧事業部 エリア部長 甲府薬粧営業所長 

 

以 上 
 


