
                                                       

平成１８年６月９日 
各 位 
                                    東京都世田谷区代沢５丁目２番１号 
                                    東邦薬品株式会社 
                                    （東証第一部 コード ８１２９） 

代表取締役社長 濱田 矩男 
                                    問い合せ先 
                                    取締役経営企画室長 松谷 竹生 
                                    TEL 03－4330－3732   

 
                  組織変更ならびに人事異動のお知らせ 

 
 当社は、平成18年７月１日付で下記のとおり、組織変更ならびに人事異動を行いますのでお知らせいたします。 

 

記 

 
１． 社長直轄組織および各本部の組織変更（平成18年７月１日付） 

① 社長直轄組織 

ⅰ）「法務室」を新設する。 

ⅱ）経営企画本部の「業態開発室」を社長直轄に移管する。 

 

② 営業本部 

ⅰ）首都圏担当部長直轄の「営業支援チーム」を新設する。 

 

③ カスタマーサポート本部 

 ⅰ）ＦＣ推進部の「管理栄養士チーム」をカスタマーサポート本部直轄に移管する。 

 ⅱ）開発企画部「システムグループ」の「電子カルテ・レセコンチーム」を「電子カルテチーム」、「レセコンチーム」

に分離し、「電子カルテチーム」をＦＣ推進部に移管する。 

 

④ 経営企画本部 

 ⅰ）業態開発室の「ホームページ担当」を「広報・ＩＲ室」に移管する。 

 

２． 取締役への委嘱事項の変更（平成18年７月１日付） 

氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

加藤 勝哉 
取締役 特命担当 

兼 業態開発室管掌 
取締役 社長付特命担当 

 

３． 人事異動（平成18年７月１日付） 

社長直轄組織 

氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

花島 孝功 法務室 室長 
総務部 課長 

法務担当 
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営業本部 

氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

大串 正道 調剤薬局部 副部長 経営企画室 

河野 敏和 
企画推進部 副部長 

企画・推進チーム チームリーダー 

北海道営業部 

企画推進室 室長 

 
カスタマーサポート本部 

氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

勝又 秀之 開発企画部 部長 
開発企画部 部長 

兼 システムグループ グループ長 

土屋 匡弘 開発企画部 副部長 
システム・ストラテジーユニット 

システム企画室 副室長 

 
システム・ロジスティックス本部 

氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

小松 達佳 ＴＢＣ平和島 センター長代理 
東京営業部 

中央医専部 部長 

福岡 裕行 ＴＢＣ代沢 センター長代理 
検査薬事業部 

検査センター部 部長 

 
検査薬事業部 

氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

秋葉 芳夫 検査センター部 部長 営業推進部 部長 

篠崎 明由 営業推進部 部長 営業推進部 副部長 

佐藤 辰雄 検査薬神奈川営業所 所長 検査薬城東営業所 所長 

山鹿 裕仁 検査薬城東営業所 所長 検査薬城東営業所 課長 

清水 忠広 検査薬山梨営業所 所長 検査薬神奈川営業所 所長 

 
東京営業部 

氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

田中 健治 城西医専部 部長 杉並中野営業所 所長 

岩田 正明 
中央医専部 部長 

兼 新宿千代田営業所 所長 
新宿千代田営業所 所長 

岡野 祐二郎 
城南医専部 副部長 

兼 品川営業所 所長  

㈱幸燿 取締役 

ＦＣ本部長 

兼 香川事業部長 

兼 医薬営業部長 
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氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

渡辺 正晃 
多摩医専部 副部長 

兼 町田南多摩営業所 所長 

多摩医専部 副部長 

兼 八王子営業所 所長 

緒方 宏司 練馬板橋営業所 所長 杉並中野営業所 課長 

萩原 利夫 足立営業所 所長 練馬板橋営業所 所長 

鶴田 茂雄 江東営業所 所長 足立営業所 所長 

倉本 誠 杉並中野営業所 所長  
千葉営業部 

市原営業所 所長 

杉本 邦仁 八王子営業所 所長 町田南多摩営業所 所長 

 
神奈川営業部 

氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

草野 精司 病院部長 
病院部長 

兼 東部病院部長 

磯崎 成彦 
西部エリア部長 

兼 藤沢営業所 所長 

西部エリア部長 

兼 厚木営業所 所長 

小野 望 鶴見営業所 所長 鶴見営業所 課長 

花形 照雄 相模原営業所 所長 藤沢営業所 所長 

藤野 秀規 厚木営業所 所長 小田原営業所 課長 

 
千葉営業部 

氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

田口 雅律 
病院部 副部長 

兼 成田営業所 所長 
病院部（千葉） 課長 

手嶋 剛 柏営業所 所長 
長野・山梨営業部 

山梨第一営業所 副所長 

上野 一宏 旭営業所 所長 病院部（木更津） 課長 

佐藤 秀三 市原営業所 所長 

合同東邦㈱ 

大阪営業部 病院部 副部長 

兼 病院第二部 部長 

 
長野・山梨営業部 

氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

川村 知樹 山梨医専部長 
長野医専部長 

兼 松本営業所長 
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氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

根津 仁 長野医専部長 山梨医専部長 

山辺 明男 
長野病院部長 

兼 長野営業所 所長 

長野病院部長 

兼 佐久営業所 所長 

青山 三三男 佐久営業所 所長 長野営業所 所長 

宮崎 寮 
松本営業所 所長 

兼 南信営業所 所長 
南信営業所 所長 

 
栃木営業部 

氏  名 新 役 職 旧 役 職 

渋井 鉄山 宇都宮第一営業所 所長 小山営業所 課長 

横塚 隆志 宇都宮第三営業所 所長 宇都宮第一営業所 所長 

矢部 芳正 小山営業所 所長 宇都宮第三営業所 所長 

横田 信隆 佐野営業所 所長 小山営業所 所長 

高山 敏昭 西那須野営業所 所長 西那須野営業所 課長 

 
北海道営業部 

氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

逵 正弘 

営業部長 

兼 病院部長 

兼 ＴＢＣ札幌分室 室長 

営業部長 

兼 病院部長 

森崎 修 企画推進室 室長 
東京営業部 

江東営業所 所長 

 
秋田営業部 

氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

佐々木 隆 
営業部長  

兼 医専部長 

医専部長  

兼 秋田営業所 所長 

鈴木 和男 病院部長 
病院部長 

兼 横手営業所 所長 

佐貫 直之 秋田営業所 所長 秋田営業所 副所長 

佐藤 隆男 横手営業所 所長 横手営業所 課長 
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宮城営業部 

氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

池野 健一 営業部長 
秋田営業部 

営業部長 

蛇口 功 病院部長 
㈱ショウエー 

岩手ブロック 病院担当部長 

 
出向 （7月１日付） 

氏  名 新所属・役職 旧所属・役職 

原田 秀則 
合同東邦㈱ 
営業本部 
調剤薬局部 副部長 

東京営業部 
品川営業所 所長 

小室 康之 
東海東邦㈱ 
愛知営業部  
東名営業所 所長 

神奈川営業部 
相模原営業所 所長 

 
以上 


