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平成 29 年 3 月 14 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 経営企画本部 副本部長

兼 広報･IR 室長   河村  真 
 （ 電 話  03－ 6838－ 2803）

 
 
 

連結子会社の組織変更ならびに当社及び連結子会社の人事異動に関するお知らせ 
 
当社は、下記のとおり連結子会社の組織変更ならびに当社及び連結子会社の人事異動について決定いた

しましたので、お知らせいたします。 
 
１． 組織変更 
（1）東邦薬品株式会社（平成 29 年 4 月 1 日付） 

① 営業統轄本部 医薬営業本部 
・関西支社に「医専部」、「病院部」、「大阪営業部」、「兵庫営業部」、「奈良営業部」、「京都営業部」、

「滋賀営業部」、「和歌山営業部」を設置する。 
・大阪営業部に「北大阪営業所」、「寝屋川営業所」、「平野営業所」、「大阪中央営業所」、「堺営業所」、

「南大阪営業所」を設置する。 
・兵庫営業部に「阪神営業所」、「神戸営業所」、「明石営業所」、「姫路営業所」を設置する。 
・奈良営業部に「奈良営業所」、「奈良南営業所」を設置する。 
・京都営業部に「京都営業所」を設置する。 
・滋賀営業部に「滋賀営業所」を設置する。 
・和歌山営業部に「和歌山営業所」を設置する。 

② 検査薬・メディカル事業部 
・「検査薬大阪営業所」を設置する。 

 
２．取締役の委嘱事項の変更 
（1）東邦薬品株式会社（平成 29 年 4 月 1 日付） 

氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

稲葉 豊 
取締役 営業統轄本部 医薬営業本部 
関西支社長 

取締役 兼 
合同東邦㈱ 代表取締役社長 

 
３．相談役の就任 
（1）東邦薬品株式会社（平成 29 年 4 月 1 日付） 

氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

中坪 淳晏 関西支社 相談役 合同東邦㈱ 取締役 相談役 

 
４．人事異動 
（1）東邦ホールディングス株式会社（平成 29 年 4 月 1 日付） 

氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

木下 尊雄 管理本部 関西支社担当部長 
合同東邦㈱ 常務執行役員 
経営管理部長 
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貝野 恵昭 
管理本部 営業業務部 
関西支社担当部長 

合同東邦㈱ 経営管理部 副部長 
（営業業務・内部統制課 担当） 

釜﨑 均 
グループ監査室 担当部長 
（関西支社駐在） 

合同東邦㈱ 経営管理部 副部長 兼 
社内監査担当 

西谷 孝司 
地域医療連携室 担当部長 
（関西支社駐在） 

合同東邦㈱ 営業本部 
病院部 地域医療連携担当部長 

 
（2）東邦薬品株式会社（平成 29 年 4 月 1 日付） 

① 営業統轄本部 CS 営業本部 

氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

松本 惠至 担当部長（関西支社駐在） 
合同東邦㈱ 顧客支援システム営業部 
課長 

梅川 弘彦 担当副部長（関西支社駐在） 
合同東邦㈱ 顧客支援システム営業部 
副部長 

堀内 光一 
開業支援部 担当部長 
（関西支社駐在） 

開業支援部 担当部長 
（合同東邦㈱駐在） 

斉原 敏雄 
開業支援部 担当副部長 
（関西支社駐在） 

開業支援部 担当副部長 
（合同東邦㈱駐在） 

 
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 関西支社 副支社長 
合同東邦㈱ 常務取締役 
（東邦薬品㈱からの出向受入） 

増田 佳弘 関西支社 医専部長 合同東邦㈱ 取締役 営業本部長 

西田 俊一 関西支社 医専部副部長 
合同東邦㈱ 執行役員 
営業本部 副本部長 兼 企画推進部長 

牧野 謙一 関西支社 医専部次長 
企画推進部副部長  
（合同東邦㈱駐在） 

黒川 均 
関西支社 病院部長 
（㈱幸燿からの出向受入） 

合同東邦㈱ 執行役員 
営業本部 副本部長 兼 大阪営業部長 
（㈱幸燿からの出向受入） 

亀井 宏文 関西支社 病院部副部長 
合同東邦㈱ 営業本部副本部長 病院担当

（東邦薬品㈱からの出向受入） 

立澤 正毅 
調剤薬局統轄部 担当部長 
（関西支社駐在） 

合同東邦㈱ 執行役員 
社長付特命担当部長 
（調剤薬局・開業支援担当） 

宇佐見 達也 
調剤薬局統轄部 副部長 
（関西支社駐在） 

調剤薬局統轄部 副部長 
（合同東邦㈱駐在） 

青山 雄治 
調剤薬局統轄部 担当部長 
（関西支社駐在） 

調剤薬局統轄部 担当部長 
（合同東邦㈱駐在） 

大島 博敏 
調剤薬局統轄部 担当副部長 
（関西支社駐在） 

調剤薬局統轄部 担当副部長 
（合同東邦㈱駐在） 

森脇 将治 関西支社 支社長付次長 
合同東邦㈱ 営業本部 
営業本部長付リーダー 
（東邦薬品㈱からの出向受入） 

藤原 哲夫 関西支社 大阪営業部長 
合同東邦㈱ 顧客支援システム営業部長 
（東邦薬品㈱からの出向受入） 
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平野 剛 関西支社 大阪営業部 医専部長 
合同東邦㈱ 営業本部 
大阪営業部 医専部長 

松本 晴夫 関西支社 大阪営業部 医専副部長 
合同東邦㈱ 営業本部 
大阪営業部 医専副部長 

田島 和彦 関西支社 大阪営業部 病院部長 
合同東邦㈱ 営業本部 
大阪営業部 病院担当部長 
（東邦薬品㈱からの出向受入） 

百瀬 宏之 関西支社 大阪営業部 病院副部長 
合同東邦㈱ 営業本部 大阪営業部 
病院担当副部長（北大阪・寝屋川・大阪中

央担当）（東邦薬品㈱からの出向受入） 

山本 雅志 関西支社 大阪営業部 北大阪営業所長 
合同東邦㈱ 営業本部 大阪営業部 
北大阪営業所長 
（東邦薬品㈱からの出向受入） 

井上 晴夫 関西支社 大阪営業部 寝屋川営業所長 
合同東邦㈱ 営業本部 大阪営業部 
寝屋川営業所長 

大川 源裕 関西支社 大阪営業部 平野営業所長 
合同東邦㈱ 営業本部 大阪営業部 
平野営業所長 

荻田 靖 関西支社 大阪営業部 大阪中央営業所長

合同東邦㈱ 営業本部 大阪営業部 
大阪中央営業所長 
（東邦薬品㈱からの出向受入） 

浜野 省吾 関西支社 大阪営業部 堺営業所長 
合同東邦㈱ 営業本部 大阪営業部 
堺営業所長（東邦薬品㈱からの出向受入）

深井 武 関西支社 大阪営業部 南大阪営業所長 
合同東邦㈱ 営業本部 大阪営業部 
南大阪営業所長 

門田 禎之 関西支社 兵庫営業部長 
合同東邦㈱ 営業本部 兵庫営業部 
病院部長 兼 営業本部 病院部リーダー

（東邦薬品㈱からの出向受入） 

服部 佐敏 関西支社 兵庫営業部 医専部長 
合同東邦㈱ 営業本部 兵庫営業部 
阪神営業所長 
（東邦薬品㈱からの出向受入） 

森﨑 宣明 関西支社 兵庫営業部 担当部長 
合同東邦㈱ 執行役員  
営業本部 兵庫営業部長 

下村 浩史 関西支社 兵庫営業部 神戸営業所長 
合同東邦㈱ 営業本部 兵庫営業部 
神戸営業所長 
（東邦薬品㈱からの出向受入） 

上田 真澄 関西支社 兵庫営業部 阪神営業所長 
合同東邦㈱ 営業本部 兵庫営業部 
阪神営業所 営業２課 課長 
（東邦薬品㈱からの出向受入） 

安原 良雄 関西支社 兵庫営業部 明石営業所長 
合同東邦㈱ 営業本部 兵庫営業部 
明石営業所長 

松下 友博 関西支社 兵庫営業部 姫路営業所長 
合同東邦㈱ 営業本部 兵庫営業部 
姫路営業所長 

北村 貴史 
関西支社 奈良営業部長 兼 
和歌山営業部長 

合同東邦㈱ 執行役員 
営業本部 病院部長 

浅越 正人 関西支社 奈良営業部 医専部長 
合同東邦㈱ 営業本部 奈良木下営業部 
医専部長 

上嶋 武史 関西支社 奈良営業部 病院部長 
合同東邦㈱ 営業本部 奈良木下営業部 
病院担当部長 
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倉 修 
関西支社 奈良営業部担当部長 兼 
和歌山営業部担当部長 

合同東邦㈱ 執行役員 営業本部  
奈良木下営業部長 兼 和歌山営業部長 

高山 武志 関西支社 奈良営業部 奈良営業所長 
合同東邦㈱ 営業本部 奈良木下営業部 
奈良木下営業所長 
（東邦薬品㈱からの出向受入） 

山本 紀弘 関西支社 奈良営業部 奈良南営業所長 
合同東邦㈱ 営業本部 奈良木下営業部 
奈良木下南営業所長 

柳野 隆司 
関西支社 京都営業部長 兼 
滋賀営業部長 

合同東邦㈱ 営業本部 京都営業部長 兼

滋賀営業部長 

小山 愼也 関西支社 京都営業部 京都営業所長 
合同東邦㈱ 営業本部 京都営業部 
京都営業所長 

小河 高志 関西支社 滋賀営業部 滋賀営業所長 
合同東邦㈱ 営業本部 滋賀営業部 
滋賀営業所長 

石家 泰延 関西支社 和歌山営業部 和歌山営業所長
合同東邦㈱ 営業本部 和歌山営業部 
和歌山営業所長 

 
③ 検査薬・メディカル事業部 

氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

山下 力也 検査薬大阪営業所長 
合同東邦㈱ 営業本部 
検査薬大阪営業所長 

 
④ 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 
合同東邦㈱ 執行役員 
LCS 部長 兼 阪神物流センター長 

岡部 邦彦 TBC 阪神 副センター長 
合同東邦㈱ LCS 部副部長 兼 
阪神物流センター 副センター長 
（東邦薬品㈱からの出向受入） 

 
⑤ PFP 事業部 

氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

高氏 明宏 分割阪神 部長 
合同東邦㈱ 分割阪神事業部 
分割阪神 部長 

 
以 上 

 


