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ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループの三井住友海上あいおい生命保険株式会社（社長：丹保 人重）は、 

以下のとおり理事・部長人事異動を行いますので、お知らせいたします。 

 
 
１．理事人事  

  ■ ２０１８年４月１日付新任 

新  職 現  職 氏  名 

理事 保険金サービス部長 保険金サービス部長 尾林 優江 

理事 中四国地区営業担当役員 
三井住友海上火災保険株式会社 中部
総務部長 

大谷 太助 

理事 北海道・東北地区営業担当役員 

コンプライアンス部長 兼 あいおい
ニッセイ同和損害保険株式会社 休職
（ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グル
ープ ホールディングス株式会社 出
向）コンプライアンス部 部長 

川根 篤 

 

■ ２０１８年４月１日付異動 

新  職 現  職 氏  名 

理事 経理部長 理事 経理財務部長 加藤 敬人 

理事 財務部長 
経理財務部 資産運用担当理事 （上
席部長） 

高橋 宏司 

 

  ■ ２０１８年３月３１日付退任 

現  職 氏  名 備 考（転任先等） 

理事 北海道・東北地区営業担当役員 古橋 裕二 
ＬＣ営業部 上席部長（制度統合推進担
当） 

 
 

２．部長人事 

  ■ ２０１８年４月１日付異動 

新  職 現  職 氏  名 

北海道営業部長 

千葉営業部 次長 兼 千葉第一生保

支社長 兼 三井住友海上火災保険株

式会社 千葉埼玉本部 千葉支店 課

長（上席） 兼 千葉自動車営業部 課

長（上席） 

安部 正敏 

東北中央営業部長 

三井住友海上火災保険株式会社 北陸

本部 金沢支店 金沢第二支社長（上

席） 

望月 健 

 

理理事事・・部部長長人人事事異異動動ににつついいてて 



 
 
 

関東甲信越・北陸地区 企画・営業推進

部長 
関西企業第一営業部長 桂川 聖 

東京企業第二営業部長 

あいおいニッセイ同和損害保険株式会

社 経理部東京第三会計グループ長（部

長格）  

門馬 州 

中部地区 企画・営業推進部長 
北関東営業部 次長 兼 栃木生保支

社長 
瀬戸口 努 

愛知営業部長 北海道営業部長 髙野 博行 

中部営業部長 中部地区 企画・営業推進部長 内藤 和宏 

名古屋企業第二営業部長 兼 名古屋

企業生保支社長 

南九州営業部 次長 兼 鹿児島生保

支社長 
小林 耕次 

関西地区 企画・営業推進部長 
静岡営業部 次長 兼 沼津生保支社

長 
田口 龍彦 

関西営業部長 

関西営業部 次長 兼 関西業務・営推

グループ長 兼 近畿営業部 次長 

兼 近畿業務・営推グループ長 

山口 高顕 

関西企業第一営業部長 
三井住友海上火災保険株式会社 経営

企画部 部長（業務企画担当） 
本田 一貴 

中国営業部長 岡山山陰営業部長 中島 達郎 

岡山山陰営業部長 
名古屋企業第二営業部長 兼 名古屋

企業生保支社長 
黒田 篤重 

四国営業部長 関西地区 企画・営業推進部長 福武 真裕 

九州営業部長 
岡山山陰営業部 次長 兼 岡山生保

支社長 
市川 卓哉 

金融法人営業部 部長（西日本営業推進

担当） 

三井住友海上火災保険株式会社 九州

本部 部長（金融機関担当） 
華岡 勉 

経営企画部 部長（成長戦略・システム

構造改革担当） 兼 経営情報センター

長 

経営企画部 次長 兼 成長戦略室長 吉田 泰和 

企業品質管理部長 
ライフエージェント営業統括部 東京

第三ＬＡ支社長 
南川 美江 

商品部長 

商品部 部長（マーケティング担当） 

兼 経営企画部 成長戦略室 部長 

兼 経営企画部 部長［経営情報センタ

ー］ 

大杉 直也 

商品部 部長（マーケティング担当） 

兼 経営企画部 成長戦略室 部長 

兼 経営企画部 部長［経営情報センタ

ー］ 

三井住友海上火災保険株式会社 休職

（ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グルー

プ ホールディングス株式会社 出向） 

監査部 部長（モニタリングチーム長） 

西迫 大三 

経理部 部長（ＩＦＲＳ担当） 兼 Ｉ

ＦＲＳ対応準備室長 兼 副保険計理

人 

経理財務部 部長（ＩＦＲＳ担当） 兼 

ＩＦＲＳ対応準備室長 
竹内 幹郎 

経理部 部長（数理担当） 兼 数理グ

ループ長 

経理財務部 次長 兼 数理グループ

長 
川田 浩之 

 



 
 
 

人事総務部 上席部長（女性マネジメン

ト層育成担当） 

人事総務部 上席部長（キャリア開発担

当） 
大西 とし子 

人事総務部 部長（社員相談・キャリア

開発担当）[大阪駐在] 
関西営業部長 松井 賢太 

コンプライアンス部長 兼 あいおい

ニッセイ同和損害保険株式会社 休職

（ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グルー

プ ホールディングス株式会社 出向） 

コンプライアンス部 部長 

あいおいニッセイ同和損害保険株式会

社 業務品質向上推進部長 
中島 伸一郎 

監査部長 兼 休職（ＭＳ＆ＡＤインシ

ュアランス グループ ホールディング

ス株式会社 出向） 監査部 部長 

中国営業部長 山本 正 

監査部 部長 兼 あいおいニッセイ

同和損害保険株式会社 休職（ＭＳ＆Ａ

Ｄインシュアランス グループ ホール

ディングス株式会社 出向） 監査部 

本社第一チーム 部長 

関東甲信越・北陸地区 企画・営業推進

部長 
稲村 孝 

情報システム部長 
情報システム部 次長 兼 ＩＴ企画

グループ長 
山本 秀明 

営業推進部 部長（代理店組織担当） 
営業推進部 クロスセル推進グループ 

次長 
坂本 憲治 

営業教育企画部 部長（損保直資代理店

生保推進担当） 

三井住友海上火災保険株式会社 営業

推進部 部長（プロモーター） 
梶原 浩志 

営業教育企画部 部長（生保成長支援担

当） 

営業教育企画部 教育サポートグルー

プ 部長 
亀ケ森 茂樹 

営業教育企画部 部長（生保成長支援担

当） 
九州営業部長 高橋 健一 

監査役室長（部長） 

監査部 部長 兼 あいおいニッセイ

同和損害保険株式会社 休職（ＭＳ＆Ａ

Ｄインシュアランス グループ ホール

ディングス株式会社 出向） 監査部 

本社第一チーム 部長 

岩本 裕明 

東京中央営業部 部長（休職 あいおい

ニッセイ同和インシュアランスサービ

ス株式会社 出向） 

東北中央営業部長 川島 聡 

愛知営業部 部長（休職 あいおいニッ

セイ同和インシュアランスサービス株

式会社 出向） 

営業企画部 販売企画グループ 部長 長岡 英博 

九州営業部 部長（休職 あいおいニッ

セイ同和インシュアランスサービス株

式会社 出向）  

四国営業部長 船戸 稔弘 

ライフエージェント営業統括部 上席

部長（休職 株式会社ブレイン・サプラ

イ 出向)  

金融法人営業部 上席部長（西日本営業

推進担当） 
窪田 政孝 

 
 

以 上 

本件に関するお問い合わせ先 

三井住友海上あいおい生命保険株式会社 

経営企画部 広報グループ    酒井・柳田     TEL 03-5539-8309 

人事総務部 人事グループ    吉田・鈴木     TEL 03-5539-8301 

 


