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平成 25 年 8 月吉日 
 

日本保険学会会員 各位 
日 本 保 険 学 会 
理事長  江澤 雅彦 

  平成 25 年度全国大会  
委員長  山野 嘉朗 
 

 

日本保険学会 平成 25 年度全国大会・総会（ご案内） 

 

平素から当学会の活動にご関心をお寄せいただき、ありがとうございます。 

さて、当学会の今年度全国大会・総会を 来る 10 月 26 日（土）、27 日（日）の２日

間にわたり、愛知学院大学日進キャンパス（愛知県日進市。プログラムは別紙１、   

キャンパスマップは 別紙 2-2）において開催いたしますので、万障お繰り合わせの上

ご出席願います。 

つきましては、準備の都合からご出席・ご欠席を問わず、同封様式に必要事項をご記

入のうえ、9 月 24 日（火）（必着）までに当学会事務局宛、ＦＡＸまたは郵送にてご回

答願います。 

 

１．大会関連 

（１）「報告要旨」 

大会当日、「報告要旨」（冊子形態）を受付で配布いたしますが、９月初

旬から学会ホームページ(http://www.js-is.org/)にも掲載いたします

ので、事前にダウンロードいただけます。 

 

（２）「レジュメ」 

「レジュメ」につきましては、経費節減等の観点から 大会当日 受付で

は配布いたしません。 

１０月初旬からホームページに掲載いたしますので、事前にダウンロー

ドの上、当日ご持参いただきますよう、お願いいたします。 

 

* 何らかの事由でダウンロードが不可能な場合は、事務局までご一報下さい。 

 

（３）大会報告への質問 

大会での報告に関する質問を事前にお受けいたします。 

学会ホームページに質問フォームを設置いたしましたので、ご活用下さい。 

(ホームページ右上にある「お問い合わせ」ボタンから「全国大会発表レジュメへの

質問」を選び、必要事項を記入してください。) 
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２．総会関連 

（１）「平成 24 年度事業報告書」 

（２）「平成 24 年度決算報告書（案）」 

（３）「平成 25 年度事業計画（案）」 

（４）「平成 25 年度予算（案）」 

これらの資料は、ホームページの会員専用ページに掲載されております。

ダウンロードのうえ、閲覧が可能です。 

事前にお目通しのうえ、総会にご出席願います。 

*当日の時間の関係もあり 内容につきご不明な点がございましたら、事前に事務局

までご連絡願います。 

*会員専用ページのパスワードが不明な場合は、事務局までお問い合わせ下さい。 

 

 

３．懇親会および昼食について 

初日 10 月 26 日（土）17 時 30 分より、愛知学院大学「学院会館グリル」におい

て懇親会を行ないます。ふるってご参加下さい。 

また、昼食につきましては、弁当をお申し込みご利用いただくか、近隣のレスト

ラン等をご利用下さい。【但し、レストランへの移動は、タクシー利用になります】 

 

 なお、事務の簡素化等の理由から、懇親会費ならびに昼食代は、大学宛、事前に

お振込みいただくことになっておりますので、ご注意ください。 

懇親会費および昼食代は 別紙３の要領にて、9 月 24 日（火）までに大会実行委員

長の山野嘉朗教授宛、直接お振込み願います。 

 

 

４．当日の受付場所について 

   大会初日（10 月 26 日）の受付は、終日学院会館（大学正門右手の建物 別紙 2-2

地図番号⑳）で行いますのでご注意下さい。 

＊２日目（１０月２７日）の受付は、１２号館（地図番号⑩）になります。 

 今年は大会２日目の開催時間が、午前９時３０分からとなっておりますので、ご注意下さい。 

 

 

（同封資料） 

①平成 25 年度大会・総会日程                  （別紙１） 

②愛知学院大学キャンパスアクセスマップ・キャンパスマップ （別紙２） 

③大会参加費のご案内                     （別紙３） 

④平成 25 年度大会・総会 出欠通知             （別紙４） 
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お問い合わせ先 

日本保険学会事務局 〒101-8335 東京都千代田区神田淡路町 2-9 

（公財）損害保険事業総合研究所内 

電話： 03-3255-5511 FAX 03-3255-1449 

E-mail: gakkai@sonposoken.or.jp 
 

以 上 

 

 

 

〔追伸：平成 26 年度大会に向けて〕 

平成 26 年度大会は、平成 26 年 10 月 18 日（土）、19 日（日）に香川大学（香川県高

松市）での開催を予定いたしております。 

 

同大会における「自由論題」研究発表のご希望につきましては、同封の「平成 25年

度大会・総会 出欠通知書」(別紙４)下段の「平成 26 年度大会に関するアンケート」

欄にご記入のうえ、お届け願います。 

後日、ホームページ上でも公募します。 

なお、報告者の最終決定は理事会で行いますので、お含みおきください。 



-4- -5-

別紙１

平成25年度大会・総会日程　  (敬称略）

　

開始時間 終了時間

10:10 受付開始

9:30 10:20 ●評議員会：　　[学院会館会議室]

10:40 　 ●大会　　[学院会館ホール]
10:40 10:45 開会の辞　　　　理事長

　

10:45 11:25 1 【招待報告】　韓国における保険関連法の制定・改正状況と今後の課題

　報告者　　金　 善政  （東国大学校法科大学）
　通訳者　　李　 芝妍  （東洋大学）

　司会者    羽原 敬二　（関西大学）

11:30 12:10 【平成25年度総会】
　　〔理事長挨拶〕
第１号議案　平成24年度事業報告および平成24年度決算（案）
第２号議案　平成25年度事業計画(案）および平成25年度予算（案）
第３号議案　役員選任
第４号議案　会則改正
第５号議案　役員等候補者選考委員会委員の選任
第６号議案　第３回日本保険学会賞発表
第７号議案　その他

12:10 13:10 　　　　＜昼食＞　　　 [学院会館グリル]

12:10 13:10 ●大会企画委員会：　　[学院会館特別会議室]

●大会

13:20 17:00 2  シンポジウム「保険取引から見た債権法改正」[12号館G105教室]

13:20 13:25 はじめに　司会／山本 哲生（北海道大学）
13:25 13:55 ①　保険約款に関する規律と生命保険契約

　　白砂 竜太（日本生命）
13:55 14:25 ②　保険契約の締結過程および内容への債権法規律適用に関する課題

    西羽　 真（損保ジャパン）
14:25 14:55 ③　保険法の観点から見た債権法改正の意義

　　金岡 京子（東京海洋大学）

14:55 15:25 ④　債権法改正は保険実務に影響を与えるのか？

　　山下 純司（学習院大学）

15:25 15:40 　　　　　　　　　　＜休憩＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

15:40 16:20 パネルディスカッション
16:20 16:55 フロアとの質疑応答　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
16:55 17:00 まとめ　山本 哲生（北海道大学）

17:30 19:30 ●懇親会　 学院会館グリル

　

第１日　10月26日（土）

午前の部

午後の部

別紙１別紙 1
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開始時間 終了時間

 9:30 12:00 ●大会／第Ⅰセッション（経済・経営・商学系）[12号館G103教室]

 9:30  9:35 　　　座長　　  井口 富夫（龍谷大学）

 9:35 10:20 3 長期の負債を有する生命保険会社の最適資産ポートフォリオの提案

　　　報告者　　久保 英也(滋賀大学） 楠田 浩二(滋賀大学）

10:25 11:10 4 私的年金保険の市場規律に関する一考察

　　　報告者　　徳常 泰之（関西大学）

11:15 12:00 5 地震リスクのマネジメントに関する実証分析：東日本大震災後のアンケート調査に基づいて

      報告者　姜 英英(明治学院大学) 浅井 義裕(明治大学) 森平爽一郎(早稲田大学)

 9:30 12:00 ●大会／第IIセッション（法律系）　[12号館G106教室]

 9:30  9:35 　　　座長　　  山下 典孝（大阪大学）

 9:35 10:20 6 損害てん補にかかわる諸法則といわゆる利得禁止原則との関係
～ドイツにおける利得禁止原則否定後の評価済保険規整、重複保険規整、請求権代位規整の議論を手掛かりとして～

　　　報告者　　土岐 孝宏（中京大学）

10:25 11:10 7 ドイツ遺伝子診断法と保険加入の問題を通して

　　　報告者　　清水 耕一（神奈川大学）

11:15 12:00 8 疾病診療上の医療過誤事故と傷害保険について

      報告者　　陳　 亮（明治大学）

12:00 12:45 　　　　＜昼食＞　　　　[12号館101教室・102教室]

●大会

12:45 16:00 9 共通論題「医療保障制度と官民の役割分担」　　[12号館G105教室]

12:45 12:50 はじめに　司会／恩藏 三穂（高千穂大学）
12:50 13:15 ①　公的医療保障制度の存在下における民間医療保険の役割

　　小坂 雅人（東京海上研究所）

13:15 13:40 ②　官民の役割分担に関する情報の経済学からのアプローチ

　　石坂 元一（福岡大学）

13:40 14:05 ③　医療保険における官民の役割分担

　　石田 成則（山口大学）

14:05 14:30 ④　国民の意識が規定する官民の役割分担

　　宮地 朋果（拓殖大学）

14:30 14:45 　　　　　　　　　＜休憩＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

14:45 15:25 パネルディスカッション
15:25 15:50 フロアとの質疑応答
15:50 15:55 まとめ　恩藏 三穂（高千穂大学）

15:55 16:00 【閉会の辞】　理事長

午前の部

午後の部

第２日　10月27日（日）
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別紙 2-1 

 

 
 

別紙 2-1
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学院会館 
第1日受付会場

12号館 
第2日受付会場

別紙2-2
別紙 2-2
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 別紙３　 

　　　　　　 大会参加費のご案内

[大会参加費]　　日本保険学会会員：無料　　 会員以外：2,000円

[懇親会費および昼食弁当代]

懇親会 10月26日

会費 　(土） 5,000円 　懇親会会場　学院会館グリル

　17：30～

　 　

第１日目 10月26日 1,000円 　昼食会場　学院会館グリル

弁当代 　(土） 　 　●弁当をご注文いただくか、近隣の食堂等

　　 　をご利用下さい。

　

　 　

第２日目 10月27日 1,000円 　昼食会場　特設会場（12号館101,102教室）

弁当代 （日） 　 　●弁当をご注文いただくか、近隣の食堂等

　　 　をご利用下さい。

　

平成25年度大会実行委員会

愛知学院大学法学部教授　山野　嘉朗

　　　＜ゆうちょ銀行以外からの振込先＞　ゆうちょ銀行　〇八九（ゼロハチキュウ）店

　　　　　　　　　　　　　　　　　預金種目　当座預金　

　　　　　 　　　　　　 　　　　　口座名    　ヤマノ　ヨシロウ

＊大会会期の土日は、大学食堂は休業しておりますので、弁当を注文されるか
近隣のレストラン等をご利用下さい。（但し、タクシーでの移動となります）

☆ ご注意 ☆
　　事務の簡素化等の理由から、懇親会費、昼食代は、大学宛、事前振込いた
　だいております。
　　添付申込書でお申込のうえ、同封の払込用紙（または、郵便局備付の払込
　用紙）を利用し、通信欄に必要事項を記載し、下記口座宛お振込ください。
　*複数名分を一括お振込の場合は、各人の申込内容を明記してください。

　　　　　振込〆切日　　9月24日（火）　必着

　　　＜郵便振替＞　 口座番号　00810-0-215068

　　　　　 　　　　　　 　 口座名　   山野　嘉朗（ヤマノ　ヨシロウ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　口座番号　0215068

別紙 3
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【〆切日：9月24日(火）】 別紙４

ご所属：

連絡先（必須）：(ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽまたは電話/FAX番号を記入）

 ●ご欠席

1.招待報告

 平成25年度総会
（会員のみ）

午後 2. シンポジウム

　　　　　大会第２日：10月27日（日）

3.研究報告 6.研究報告

4.研究報告 7.研究報告 ★ご注意

5.研究報告 8.研究報告

午後 9.共通論題

＊昼食、懇親会のお申し込み 　ご希望の場合、○印願います。

10/26 懇親会（5,000円） 10/27昼食(弁当1,000円）

　【名簿の作成】

　　　　　　　　　　　　　↑
（10月26日、27日両日共 ご欠席の場
合は「×」印をご記入願います）

 懇親会費、昼食代は 9月24日（火）までに
郵便振替にてお支払ください。

口座番号：00810-0-215068
　　　加入者名：　　山野　嘉朗

大会第１日：10月26日（土）

第Ⅰセッション(経済、
経営、商学系）

午前

●希望するテーマ（報告者にご希望がある場合は、氏名・所属を明記願います）
　・「シンポジウム」：

　・「共 通 論 題」  :

●「自由論題」について
　□研究発表を希望（ご希望の場合、□内にチエック願います）

　テーマ：

「ご出席者名簿」をご希望の際は、大会当日、受付にその旨、お申し付けください。

　日本保険学会事務局　宛

平成25年度大会・総会　出欠通知書【会員用】

●ご出席（ご希望の箇所（太線枠）に「○」印をご記入ください）

ご氏名
フリガナ

：

FAX　03－3255-1449 またはご郵送願います。(〒101-8335 千代田区神田淡路町２－９　損保総研内）

第Ⅱセッション（法律系）

午前

大会当日は「ご出席者名簿」（五十音順・氏名のみ）を作成のうえ、希望者に配布させていただきますの
で、名簿掲載の可否をご記入願います。（「不可」の場合のみ、右欄に「×」を記入）

10/26昼食(弁当1,000円）

　

平成26年度大会に関するアンケート

別紙 4


