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平成 30 年 6 月 8 日 
 
各   位 
 

会 社 名 東邦ホールディングス株式会社

代表者名 代表取締役会長   濱田 矩男

（コード番号 8129 東証第一部）

問合せ先 執行役員 広報･IR 室長  河村 真 
（ 電 話  03－ 6838－ 2803）

 
 

連結子会社の人事異動に関するお知らせ 

 
当社は、下記の通り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．人事異動 
（1）協栄薬品株式会社（平成 30 年 7 月 1 日付） 

氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

橋本 孝 営業統括（東邦薬品㈱からの出向） 
東邦薬品㈱ 営業統轄本部 医薬営業本部 

副本部長 

小林 浩次 病院担当（東邦薬品㈱からの出向） 
東邦薬品㈱ 営業統轄本部 医薬営業本部 

首都圏支社 神奈川営業部 病院部長 

緒方 宏司 開診調剤担当（東邦薬品㈱からの出向） 
東邦薬品㈱ 営業統轄本部 医薬営業本部 

首都圏支社 東京営業部長 兼 医専部長 

 
（2）東邦薬品株式会社（平成 30 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 

菅野 雅人 

PFP 事業部 副部長 
兼 ㈱ファーマみらい PFP 事業部

PFP 代沢 所長 
PFP 事業部 副部長 

森岡 利有 
PFP 事業部 副部長 
兼 分割阪神 所長 兼 分割岡山 所長 

PFP 事業部 分割岡山 所長 

吉田 慎子 ｅ健康ショップチーム 副部長 ｅ健康ショップチーム 課長 

太刀川 弘之 札幌コールセンター長 
医薬営業本部 企画推進部 

企画・推進チーム 課長 

松島 義智 
札幌コールセンター 副センター長 
兼 みらい保育園 園長 

札幌コールセンター長 
兼 みらい保育園 園長 

高木 美恵子 東京コールセンター 次長 東京コールセンター 課長 

石川 光子 東京コールセンター 次長 東京コールセンター 課長 

立石 智子 東京コールセンター 次長 
東京コールセンター 課長 

（スーパーバイザー） 
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 ②営業統轄本部 検査薬・メディカル営業本部 

氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

今井 勇人 検査薬・メディカル営業本部長 
検査薬・メディカル営業本部長 

兼 検査薬統轄部長 

國枝 靖弘 検査薬統轄部長 検査センター部 エリア副部長 

渡辺 栄一 検査薬松戸営業所長 検査薬埼玉営業所 課長 

神戸 一幸 検査薬大阪営業所長 検査薬松戸営業所長 

 

 ③営業統轄本部 CS 営業本部 

氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

竹内 智子 CS 営業本部 営業担当部長 営業推進部 副部長 

兒玉 洋明 営業推進部 副部長 営業推進部 課長 

 

④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 病院統轄部長 病院統轄部 部長 

紺野 康男 調剤薬局統轄部 統轄副部長 調剤薬局統轄部 次長 

井本 義宣 企画推進部長 首都圏支社 神奈川営業部長 兼 医専部長

杉本 晃一 
企画推進部 副部長 

兼 企画・推進チーム リーダー 

企画推進部長 

兼 企画・推進チーム リーダー 

 

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 

中島 昭夫 首都圏支社長 北関東甲信越支社長 

能登 幸一 首都圏支社 副支社長 北海道・東北支社 副支社長 

福田 光男 東京営業部長 兼 医専部長 東京営業部 多摩医専部長 

本多 泰之 
東京営業部 副部長 

兼 城南医専部長 
東京営業部 城東医専部長 

田中 裕士 東京営業部 城東医専部長 東京営業部 城南医専部長 

畠中 政博 東京営業部 多摩医専部長 
東京営業部 城西医専部 

新宿・千代田・豊島営業所長 

池田 雅一 東京営業部 東京病院部長 
東京営業部 東京病院部長 

兼 病院第一部長 

長谷川 喬之 東京営業部 病院第一部長 東京営業部 病院第一部 副部長 
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松本 正 
東京営業部 城南医専部 

渋谷・目黒営業所長 

東京営業部 多摩医専部 

立川・府中営業所長 

熊坂 裕成 
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 

近藤 康弘 
東京営業部 多摩医専部 

立川・府中営業所長 

東京営業部 城南医専部 

渋谷・目黒営業所長 

双城 剛 神奈川営業部長 兼 医専部長 神奈川営業部 部長付 次長 

安野 聡 神奈川営業部 病院部長 神奈川営業部 病院担当部長 

小林 靖 神奈川営業部 西部病院担当部長 神奈川営業部 相模原営業所 課長 

山尾 啓次 神奈川営業部 東部病院担当部長 
神奈川営業部 病院担当部長 

兼 緑営業所長 

杉山 祐一 神奈川営業部 東部病院担当副部長 神奈川営業部 鶴見営業所 課長 

飯田 武志 神奈川営業部 緑営業所長 神奈川営業部 湘南営業所 副所長 

蜂須 初男 埼玉営業部 東部医専部 大宮営業所長 埼玉営業部 西部医専部 川越営業所長 

小高 敏博 
埼玉営業部 西部医専部 

熊谷第二営業所長 

埼玉営業部 西部医専部 

所沢・志木営業所長 

関口 徹雄 埼玉営業部 西部医専部 川越営業所長 
埼玉営業部 西部医専部 

熊谷第二営業所長 

佐野 哲司 
埼玉営業部 西部医専部 

所沢・志木営業所長 
埼玉営業部 東部医専部 大宮営業所長 

高松 弘通 
埼玉営業部 東部医専部 春日部営業所 

副所長 
千葉営業部 松戸営業所長 

勝矢 誠 千葉営業部 松戸営業所長 千葉営業部 船橋営業所 課長 

 

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 

鈴木 健人 北関東甲信越支社長 茨城営業部長 

石下 拓也 茨城営業部長 長野営業部長 

清水 広之 茨城営業部 土浦第一営業所長 長野営業部 長野営業所長 

江田 勝彦 新潟営業部 新潟第一営業所長 新潟営業部 長岡営業所長 

長谷川 良雄 新潟営業部 新潟第二営業所長 新潟営業部 新潟第一営業所長 

八木 正治 新潟営業部 長岡営業所長 新潟営業部 上越営業所長 

小柳 政行 新潟営業部 上越営業所長 新潟営業部 新潟第二営業所長 
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風間 勝文 長野営業部長 兼 医専部長 長野営業部 医専部長 

坂井 昌博 長野営業部 長野営業所長 茨城営業部 土浦第一営業所長 

 

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 隆 北海道・東北支社 副支社長 首都圏支社長 

八木橋 禎 青森営業部 五所川原営業所長 青森営業部 五所川原営業所 課長 

山谷 建人 青森営業部 十和田営業所長 青森営業部 十和田営業所 課長 

本多 政輝 秋田営業部 病院部長 秋田営業部 病院副部長 

吉野 光俊 秋田営業部 病院副部長 秋田医営業部 病院部長 

穀田 宏文 岩手営業部長 兼 病院部長 岩手営業部長 

千田 祐行 岩手営業部 医専部長 岩手営業部 奥州営業所長 

佐々木 享 岩手営業部 病院副部長 岩手営業部 盛岡営業所 課長 

大向 裕之 岩手営業部 奥州営業所長 青森営業部 十和田営業所長 

佐々木 一吉 岩手営業部 一関営業所長 岩手営業部 医専部長 

内田 裕喜 北海道営業部長 兼 病院部長 北海道営業部 副部長 兼 病院部長 

館合 真樹 
北海道営業部 CS 担当部長 
兼 医専部長 

北海道・東北支社 副支社長 

兼 北海道営業部長 兼 医専部長 

 

⑦営業統轄本部 医薬営業本部 関西支社 

氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

牧野 謙一 医専部 副部長 医専部 次長 

西田 俊一 支社長付 担当部長 医専部 副部長 

下村 浩史 大阪営業部 大阪中央営業所長 兵庫営業部 神戸営業所長 

百瀬 宏之 奈良営業部長 兼 和歌山営業部長 奈良営業部 病院部長 

北村 貴史 
奈良営業部 担当部長 

兼 和歌山営業部 担当部長 
奈良営業部長 兼 和歌山営業部長 

川口 正信 兵庫営業部 神戸営業所長 大阪営業部 北大阪営業所 課長 

 

 
以 上 


