
[新職] [氏名] [現職]
ﾊﾗｼﾏ ｱｷﾗ

取締役副社長（代表取締役） 原島 朗 専務取締役（代表取締役）

ﾄﾞﾅﾙﾄﾞ ｼｬｰﾏﾝ
副社長執行役員 Donald Sherman 専務執行役員

ｸﾘｽﾄﾌｧｰ ｳｨﾘｱﾑｽﾞ
副社長執行役員 Christopher Williams 専務執行役員

ｵｶﾀﾞ ｹﾝｼﾞ
専務取締役 岡田　健司 常務取締役

ﾓﾘﾜｷ ﾖｳｲﾁ
専務取締役 森脇 陽一 常務取締役

ｼﾏ ﾖｼﾋｺ
常務執行役員 志摩 昌彦 常務執行役員（海外事業企画部長）

ｲｼｲ ﾖｼﾉﾘ
常務執行役員 石井 喜紀 執行役員（法務コンプライアンス部長）

ｷｯﾀｶ ﾄﾓﾔ
常務執行役員 橘髙 友也 執行役員（海外事業企画部  部長）

[新職] [氏名] [現職]
ｱｼﾞｵｶ ｷﾖｼ

常務執行役員 味岡 聖 東京海上日動火災保険株式会社
執行役員（個人商品業務部長）

ﾜﾀﾞ ｷﾖｼ
常務執行役員 和田 清   　 東京海上日動火災保険株式会社

執行役員（米国部長）

2022年2月18日
各  位

会 社 名　東京海上ホールディングス株式会社　　　　　
代表者名　取締役社長　小宮　暁　　　　　　　　　　　

（コード番号  8766　東証第一部）　　　　　
問合せ先　経営企画部 部長　平野 哲也　　　　　　　　

（TEL 03-5223-3212）　　　　　　　　　　　
（東京海上日動火災保険株式会社 広報部常駐）

代表取締役、その他の役員および部長等の異動に関するお知らせ

Ⅰ．役員の人事異動

　東京海上ホールディングス株式会社（社長 小宮　暁）は、取締役会の諮問機関である東京海上グループ指
名委員会の答申を受け、本日開催の取締役会において、以下のとおり役員に関する人事異動を内定しましたの
でお知らせいたします。

１．2022年4月1日付の役員人事

（１）役員の異動（予定）

（注）2022年4月1日付でグループCFO(Chief Financial Officer)に就任予定です。

（注）東京海上日動火災保険㈱の取締役と常勤で兼職するための認可を条件としております。また、2022年4
月1日付でグループCLCO(Chief Legal and Compliance Officer)に就任予定です。

（２）新任役員候補

（注）2022年4月1日付でグループCRO(Chief Risk Officer)に就任予定です。

（注）東京海上日動火災保険㈱の取締役と常勤で兼職するための認可を条件としております。また、2022年4
月1日付でグループCOO(Chief Operating Officer)およびグループCSUO(Chief Sustainability Officer)に就
任予定です。



ﾎｿｼﾞﾏ ｴｲｲﾁ
常務執行役員 細島 英一　 東京海上日動火災保険株式会社

執行役員（企業商品業務部長）

ﾌﾞﾗｯﾄﾞ ｱｲﾘｯｸ
執行役員 Brad Irick　 Chief Executive Officer,Tokio Marine

Kiln Group Ltd.

ﾋｶﾞｼ ｸﾆﾋｺ
執行役員（海外事業企画部  部長） 東 邦彦 海外事業企画部  部長

ﾊﾀｹﾔﾏ ｷｲﾁﾛｳ
執行役員（リスク管理部長） 畠山 毅一郎 海外事業企画部　部長

ﾅｶﾊﾗ ﾖｼｱｷ
執行役員（財務企画部　部長） 中原 好謙　 財務企画部　部長

ﾅｶﾞﾇﾏ ｻﾄｼ
執行役員（海外事業企画部長） 長沼 聡史 海外事業企画部　部長

ｺｲｹ ﾏｻﾋﾛ
執行役員（経営企画部長） 小池 昌洋 経営企画部長

ﾀｶｼﾏ ｼｭｳｻｸ
執行役員（経営企画部　部長） 髙島 周作 経営企画部　部長

[新職] [氏名] [現職]
ｽﾐ ﾀｶﾕｷ

フェロー 住  隆幸         　 デジタル戦略部　専門部長

[氏名] [現職]
ｶﾜｸﾞﾁ ｼﾝｺﾞ
川口 伸吾 専務執行役員

ﾔﾏｶﾞﾀ ﾉﾎﾞﾙ
山縣 登 常務執行役員

ｶﾜﾓﾄ ﾃﾂﾌﾐ
川本 哲文 執行役員

[新職] [氏名] [現職]
ｵｶﾀﾞ ｹﾝｼﾞ

専務取締役（代表取締役） 岡田 健司 常務取締役
（注）2022年4月1日付で当社の専務取締役に就任予定です。

ｴﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾅﾘ
常務執行役員 遠藤 良成 常務取締役

ｲｼｲ ﾖｼﾉﾘ
常務取締役 石井 喜紀 執行役員（法務コンプライアンス部長）
（注）2022年4月1日付で当社の常務執行役員に就任予定です。

ﾜﾀﾞ ｷﾖｼ
常務取締役 和田 清 　  東京海上日動火災保険株式会社

執行役員（米国部長）
（注）2022年4月1日付で当社の常務執行役員に就任予定です。

（４）2022年3月31日付退任役員（予定）

（注）2022年4月1日付でグループCRSO(Chief Retention Strategy Officer)に就任予定です。

（注）2022年4月1日以降も引き続きTokio Marine Kiln Group Ltd. のCEOを務めます。

（注）2022年4月1日以降も、引き続き東京海上日動火災保険株式会社の広報部長を兼務します。

（３）新任フェロー候補

（デジタルイノベーショングローバル）

２．2022年6月下旬の定時株主総会日付予定の役員人事

（１）役員の異動（予定）



[新職] [氏名] [現職]
ﾕｱｻ ﾀｶﾕｷ

常勤監査役 湯浅 隆行 取締役副社長（代表取締役）

[氏名] [現職]
ﾓﾘ ｼｮｳｿﾞｳ
森　正三 常勤監査役

[新職] [氏名] [現職]

ﾌｸｼﾏ ｾｲｺﾞｳ
アンダーライティング企画部長 福島　正剛 保有再保険部長

ﾑﾗﾀ ﾖｼｱｷ
法務コンプライアンス部長 村田　喜昭        　　 東京海上日動火災保険株式会社

本店営業第三部長

ﾀﾏｷ ｱﾂｼ
事業戦略部長 兼 ヘルスケア事業開
発部長

玉木　淳

Ⅲ．グループ副チーフオフィサー (Deputy Chief Officer) の任命

[新職] [氏名] [現職]

グループ副CLCO (Deputy Chief
Legal and Compliance Officer)

Randy Rinicella
Executive Vice President, Chief
Legal Officer of TMHCC

グループ副CDO (Deputy Chief
Digital Officer)

Gus Aivaliotis
Executive Vice President, Chief
Underwriting Officer of SNCC

グループ副CDIO (Deputy Chief
Diversity & Inclusion Officer)

Caryn Angelson
Executive Vice President, Chief
Human Resources Officer and Chief
Legal Officer of TMNAS

グループ副CITO (Deputy Chief
Information Technology Officer)

Robert Pick
Executive Vice President, Chief
Information Officer of TMNAS

以　上

東京海上日動（中国）・上海駐在員（部長
待遇）

海外グループ会社メンバーのグループベースの活躍を促進し、グループ一体経営・コーポレート機能軸強化
を一層加速させることを目的として、2022年4月1日付で、各分野のChief Officer を補佐するDeputy Chief
Officerを、新たに4名任命する予定です。

（注）上記4名は、2022年4月1日以降も、引き続き現職を務めながら各分野のChief Officer を補佐しま
す。

（２）新任監査役候補

（３）退任予定監査役

Ⅱ．部長の人事異動

2022年4月1日付の人事異動



ｵｶﾀﾞ　ｹﾝｼﾞ

氏　名

出身地 東京都

生年月日

学　歴 １９８６年  ３月 東京大学法学部卒業

１９９２年　６月 スタンフォード大学経営大学院卒業（ＭＢＡ）

略　歴 １９８６年  ４月 東京海上火災保険株式会社入社

２０１８年　４月　 東京海上ホールディングス株式会社執行役員監査部長

２０１９年　４月　 同社常務執行役員

２０１９年　４月 東京海上日動火災保険株式会社常務執行役員

２０１９年　６月　 同社常務取締役（現職）

２０１９年　６月 東京海上ホールディングス株式会社常務取締役（現職）

所有株式数 １１，３００株（２０２１年９月３０日現在）

２０２２年２月１８日現在

履　歴　書

岡田  健司

１９６３年９月１９日


