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2022年５月 18日 

各 位 

会 社 名 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス 

代 表 者 名 代表取締役社長 村井 泰介 

会社所在地 東京都中央区日本橋室町１－９－１２ 

 （コード番号 ３１５１ 東証プライム） 

問 合 せ 先 コーポレートコミュニケーション部長 佐藤 健太 

 ＴＥＬ ０２２－２１８－６１３２ 

 

連結子会社（株式会社バイタルネット）の組織変更および人事異動に関するお知らせ 

 

当社連結子会社である株式会社バイタルネットは、役員の異動の内定、組織変更および人事異動を下

記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。なお、役員の異動および執行役員の委嘱業務に

ついては、2022年６月28日に開催される株式会社バイタルネット定時株主総会および取締役会において

正式決定いたします。 

 

 

記 

 

１．組織変更（2022年７月１日付）（図１、図２、参照） 

 （１）営業本部内組織の再編成を行う。 

① 「営業企画部地域医療連携担当」および「プライマリケア部営業開発担当」を「エリアマー

ケティング部」とする。 

② 「医薬部利益管理担当」を「利益管理部」とする。 

③ 「レンタル部」、「ウェルネス部ＬＩＭＥ担当」および「再生医療・ロボケア事業推進部」を

「エマージング部」とする。 

④ 「営業システム部」を「ソリューション部」とする。 

⑤ 「プライマリケア部（営業開発担当を除く）」、「病院部」、「医薬部（利益管理担当を除く）」、

「機器診断薬部」および「ウェルネス部（ＬＩＭＥ担当を除く）」を再編成し、「流通統括部」、

「病院統括部」および「薬局統括部」とする。 
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（図１）組織変更前 営業本部 

 

 

 

（図２）組織変更後 営業本部 
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２．取締役の異動・委嘱業務変更（2022年７月１日付） 

新役職 氏  名 現役職 

取締役 兼 執行役員 

物流本部長 兼 薬事管理部 部長 兼 

川口物流センター センター長 

山口 聡一 

取締役 兼 執行役員 

物流本部長 兼 物流開発部 部長 兼 

川口物流センター センター長 兼 

薬事管理担当 兼 医薬情報企画担当 

取締役 兼 執行役員 

営業副本部長 兼 流通統括部 部長 
鈴木 宏一郎 

取締役 兼 執行役員 

営業副本部長 兼 医薬部 部長 

 

３．監査役の退任（2022年６月 28日付） 

氏  名 現役職 

服部 耕三 社外監査役 

 

４．監査役の異動（2022年６月 28日付） 

新役職 氏  名 現役職 

社外監査役（新任） 中田 孝司 － 

 

５．執行役員の退任（2022年６月 30日付） 

氏  名 現役職 

町田  昇 

執行役員 

仕入管理部 部長 兼 お客様センター担当 兼  

VKHD 営業・仕入部 仕入担当部長 

 

６．執行役員の異動・委嘱業務変更（2022年７月１日付） 

新役職 氏  名 現役職 

執行役員 

法務コンプライアンス担当 

（VKHD法務コンプライアンス部 部長） 

津越 正朗 
執行役員 

経営企画担当（VKHD経営企画部 部長） 

執行役員 

営業本部長付部長 兼 医薬情報企画担

当 兼 公正取引推進担当 

安達  敏 

執行役員 

営業企画部 部長 兼 

公正取引推進担当 

執行役員 

経営企画担当 兼 財務担当 

（VKHD経営企画部 部長） 

高橋 喜春 
執行役員 

財務担当（VKHD経理財務部 部長） 

執行役員 

物流開発部 部長 兼 

お客様センター担当 兼 

VKHD経営企画部 事業開発担当部長 

古井 直栄 

執行役員 

物流企画部 部長 兼 

VKHD経営企画部 事業開発担当部長 
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執行役員 

病院統括部 部長 
男澤  伸 

執行役員 

病院部 部長 

執行役員 

機器診断薬統括担当部長 

兼 エマージング担当 

加藤 康則 

執行役員 

機器診断薬部 部長 兼 

再生医療・ロボケア事業推進部 部長 

兼 レンタル担当 

 

７．部長・支店長の異動（2022年７月１日付） 

新役職 氏  名 現役職 

社長室 経営戦略担当部長 兼 

VKHD ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部 担当部長 
天江 健二 

VKHD経営企画部 担当部長 兼 

VKHD ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部 担当部長 

医薬情報企画部 部長 山口  茂 石巻支店 支店長 

営業企画部 部長 崎野 健一 医薬情報企画部 課長 

利益管理部 部長 高橋  洵 営業システム部 部長 

エリアマーケティング部 部長 兼 

VKHD営業・仕入部 担当部長 
天江 健史 

営業企画部 地域医療連携担当部長 兼 

VKHD営業・仕入部 担当部長 

エリアマーケティング部 営業開発担

当部長 
佐藤  修 社長室 経営戦略担当部長 

ソリューション部 部長 宮田 浩幸 営業システム部 次長 

病院統括部 MAPs戦略担当部長 片倉 成彦 北関東営業部 営業部長 

病院統括部 MAPs戦略担当参事 山木 秀一 機器診断薬部 治療機材担当部長 

薬局統括部 部長 千葉 満輝 プライマリケア部 部長 

薬局統括部 ウェルネス担当部長 黒田 正道 ウェルネス部 部長 

エマージング部 部長 中野 達也 レンタル部 部長 

エマージング部 再生医療・ロボケア事

業推進担当部長 
小村 隆博 

医薬部 企画担当次長 兼 

再生医療・ロボケア事業推進部 次長 

物流企画部 部長 佐藤  尚 山形物流センター センター長 
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仕入管理部 部長 兼 

VKHD営業・仕入部 仕入担当部長 
星  宣宇 プライマリケア部 次長 

山形物流センター センター長 間木野 忠行 仕入管理部 仕入企画担当次長 

青森営業部 営業部長 関  充利 仙台支店 支店長 

山形営業部 営業部長 松浦 光輝 古川支店 支店長 

新潟営業部 営業部長 白崎  学 新潟第１支店 支店長 

北関東営業部 営業部長 櫻井 達也 東京中央支店 支店長 

北上支店 支店長 舘岡 勝彦 宮古支店 支店長 

宮古支店 支店長 浅野 貴大 盛岡支店 次長 

本荘支店 支店長 高橋 史記 秋田支店 課長 

仙台支店 支店長 細川 直純 仙台中央支店 支店長 

仙台中央支店 支店長 大内  弘 村山支店 支店長 

古川支店 支店長 野澤 義勝 北上支店 支店長 

気仙沼支店 支店長 木村  行 石巻支店 課長 

石巻支店 支店長 渡辺 直人 新潟第２支店 支店長 

山形支店 支店長 吉田  隆 鶴岡支店 支店長 

村山支店 支店長 菅原 幹雄 仙台支店 次長 

酒田支店 支店長 佐藤 俊彰 本荘支店 支店長 

鶴岡支店 支店長 三上 建彦 医薬部 企画担当参事 
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新潟第１支店 支店長 曽我 武久 山形支店 支店長 

新潟第２支店 支店長 鈴木 朗洋 新発田支店 支店長 

新発田支店 支店長 染井 典明 新発田支店 課長 

佐野支店 支店長 上田  治 プライマリケア部 次長 

東京支店 支店長 佐々木 智幸 東京支店 次長 

東京中央支店 支店長 齋藤 正和 東京支店 支店長 

 

 

以上 

 


