
本 部 役 員 
(平成 14 年度から平成 27 年度) 

 

平成 14 年度 

会 長     小林三世治（第一生命） 

副会長     五島良太郎（住友生命） 

監 事     大峰 雅樹（安田生命） 

庶務幹事    田中 信正（明治生命） 

会計幹事    黒木 長充（日本生命） 

研究幹事    青田 浩司（第一生命） 

（共同研究幹事兼任） 

教育幹事    久保田政文（日本生命） 

会誌幹事    岩佐  寧（クレディ・スイス生命） 

広報幹事    清水 功基（住友生命） 

認定医幹事   久保田政文（日本生命） 

支部幹事    柴田  徹（ＲＧＡ） 

国際渉外幹事  牧野 弘志（スイスリーサービス） 

 

平成 15 年度 

会 長     小林三世治（第一生命） 

副会長     五島良太郎（住友生命） 

監 事     大峰 雅樹（安田生命） 

庶務幹事    田中 信正（明治生命） 

会計幹事    黒木 長充（日本生命） 

研究幹事    和田  学（第一生命） 

（共同研究幹事兼任） 

教育幹事    久保田政文（日本生命） 

会誌幹事    岩佐  寧（クレディ・スイス生命） 

広報幹事    清水 功基（住友生命） 

認定医幹事   久保田政文（日本生命） 

支部幹事    柴田  徹（ピーシーエー生命） 

国際渉外幹事  嘉藤田 進（アメリカンファミリー生命） 

 

平成 16 年度 

会 長     五島良太郎（住友生命） 

副会長     白水 知仁（日本生命） 

監 事     田中 信正（明治安田生命） 

庶務幹事    下村  進（明治安田生命） 



会計幹事    黒木 長充（日本生命） 

研究幹事    清水 功基（住友生命） 

（共同研究幹事兼任） 

教育幹事    和田  学（第一生命） 

会誌幹事    岩佐  寧（クレディ・スイス生命） 

広報幹事    磯部  実（第一生命） 

認定医幹事   和田  学（第一生命） 

支部幹事    柴田  徹（ピーシーエー生命） 

国際渉外幹事  嘉藤田 進（アメリカンファミリー生命） 

 

平成 17 年度 

会 長     五島良太郎（住友生命） 

副会長     白水 知仁（日本生命） 

監 事     田中 信正（明治安田生命） 

庶務幹事    下村  進（明治安田生命） 

会計幹事    黒木 長充（日本生命） 

研究幹事    清水 功基（住友生命） 

（共同研究幹事兼任） 

教育幹事    和田  学（第一生命） 

会誌幹事    岩佐  寧（クレディ・スイス生命） 

広報幹事    磯部  実（第一生命） 

認定医幹事   和田  学（第一生命） 

支部幹事    柴田  徹（ピーシーエー生命） 

国際渉外幹事  内山 武史（ジェンリー） 

 

平成 18 年度 

会 長     五島良太郎（住友生命） 

副会長     白水 知仁（日本生命） 

監 事     田中 信正（明治安田生命） 

庶務幹事    下村  進（明治安田生命） 

会計幹事    黒木 長充（日本生命） 

研究幹事    清水 功基（住友生命） 

（共同研究幹事兼任） 

教育幹事    和田  学（第一生命） 

会誌幹事    殿谷  栄（ＲＧＡ） 

広報幹事    磯部  実（第一生命） 

認定医幹事   和田  学（第一生命） 

支部幹事    柴田  徹（ピーシーエー生命） 



国際渉外幹事  内山 武史（ジェンリー） 

 

平成 19 年度 

会 長     白水 知仁（日本生命） 

副会長     田中 信正（明治安田生命） 

監 事     本間 春城（第一生命） 

庶務幹事    黒木 長充（日本生命） 

会計幹事    小郷  均（住友生命） 

研究幹事    小野 一朗（日本生命） 

（共同研究幹事兼任） 

教育幹事    青田 浩司（第一生命） 

会誌幹事    千田 尚毅（ジェンリー） 

広報幹事    櫻井  裕（第一生命） 

認定医幹事   青田 浩司（第一生命） 

支部幹事    柴田  徹（ピーシーエー生命） 

国際渉外幹事  内山 武史（ジェンリー） 

 

平成 20 年度 

会 長     白水 知仁（日本生命） 

副会長     田中 信正（明治安田生命） 

監 事     本間 春城（第一生命） 

庶務幹事    黒木 長充（日本生命） 

会計幹事    小郷  均（住友生命） 

研究幹事    小野 一朗（日本生命） 

（共同研究幹事兼任） 

教育幹事    秋元 康志（第一生命） 

会誌幹事    清水 宏一（明治安田生命） 

広報幹事    石崎 淳朗（第一生命） 

認定医幹事   秋元 康志（第一生命） 

支部幹事    柴田  徹（ピーシーエー生命） 

国際渉外幹事  内山 武史（内山アンダーライティング） 

 

平成 21 年度 

会 長     白水 知仁（日本生命） 

副会長     田中 信正（明治安田生命） 

監 事     本間 春城（第一生命） 

庶務幹事    黒木 長充（日本生命） 

会計幹事    小郷  均（住友生命） 



研究幹事    小野 一朗（日本生命） 

（共同研究幹事兼任） 

教育幹事    秋元 康志（第一生命） 

会誌幹事    高山  学（明治安田生命） 

広報幹事    石崎 淳朗（第一生命） 

認定医幹事   秋元 康志（第一生命） 

支部幹事    柴田  徹（ピーシーエー生命） 

国際渉外幹事  内山 武史（内山アンダーライティング） 

 

平成 22 年度 

会 長     白水 知仁（日本生命） 

副会長     田中 信正（明治安田生命） 

監 事     黒木 長充（日本生命） 

庶務幹事    千田 尚毅（ジェンリー） 

会計幹事    本庄滋一郎（住友生命） 

研究幹事    小野 一朗（日本生命） 

（共同研究幹事兼任） 

教育幹事    秋元 康志（第一生命） 

会誌幹事    高山  学（明治安田生命） 

広報幹事    磯部  実（第一生命） 

認定医幹事   秋元 康志（第一生命） 

支部幹事    牧野 安博（オリックス生命） 

国際渉外幹事  内山 武史（内山アンダーライティング） 

 

平成 23 年度 

会 長     白水 知仁（日本生命） 

副会長     泉  泰治（第一生命） 

監 事     黒木 長充（日本生命） 

庶務幹事    千田 尚毅（ジェンリー） 

会計幹事    本庄滋一郎（住友生命） 

研究幹事    小野 一朗（日本生命） 

（共同研究幹事兼任） 

教育幹事    縄田 真一（第一生命） 

会誌幹事    高山  学（明治安田生命） 

広報幹事    磯部  実（第一生命） 

認定医幹事   縄田 真一（第一生命） 

支部幹事    牧野 安博（オリックス生命） 

国際渉外幹事  内山 武史（内山アンダーライティング） 



 

平成 24 年度 

会 長     泉  泰治（第一生命） 

副会長     清水 功基（住友生命） 

監 事     千田 尚毅（ジェンリー） 

庶務幹事    縄田 真一（第一生命） 

会計幹事    本庄滋一郎（住友生命） 

研究幹事    安達  慶（第一生命） 

（共同研究幹事兼任） 

教育幹事    川野  博（日本生命） 

会誌幹事    高山  学（明治安田生命） 

広報幹事    磯部  実（第一生命） 

認定医幹事   川野  博（日本生命） 

支部幹事    清水 功基（住友生命） 

国際渉外幹事  内山 武史（内山アンダーライティング） 

 

平成 25 年度 

会 長     泉  泰治（第一生命） 

副会長     清水 功基（住友生命） 

監 事     中道  洋（第一生命） 

庶務幹事    縄田 真一（第一生命） 

会計幹事    本庄滋一郎（住友生命） 

研究幹事    安達  慶（第一生命） 

（共同研究幹事兼任） 

教育幹事    川野  博（日本生命） 

会誌幹事    高山  学（明治安田生命） 

広報幹事    磯部  実（第一生命） 

認定医幹事   川野  博（日本生命） 

支部幹事    八木 俊成（住友生命） 

国際渉外幹事  内山 武史（内山アンダーライティング） 

 

平成 26 年度 

会 長     清水 功基（住友生命） 

副会長     西川 征洋（日本生命） 

監 事     高山  学（明治安田生命） 

庶務幹事    加藤慎二郎（住友生命） 

会計幹事    本庄滋一郎（住友生命） 

研究幹事    安達  慶（第一生命） 



教育幹事    夏田 洋幹（日本生命） 

会誌幹事    丸尾 伸司（日本生命） 

広報幹事    島田 勇作（第一生命） 

認定医幹事   夏田 洋幹（日本生命） 

支部幹事    中道  洋（第一生命） 

国際渉外幹事  内山 武史（内山アンダーライティング） 

 

平成 27 年度 

会 長     清水 功基（住友生命） 

副会長     西川 征洋（日本生命） 

監 事     澤田 裕久（明治安田生命） 

庶務幹事    加藤慎二郎（住友生命） 

会計幹事    本庄滋一郎（住友生命） 

研究幹事    杉本 尚昭（日本生命） 

教育幹事    夏田 洋幹（日本生命） 

会誌幹事    福井 堅二（第一生命） 

広報幹事    島田 勇作（第一生命） 

認定医幹事   夏田 洋幹（日本生命） 

支部幹事    中道  洋（第一生命） 

国際渉外幹事  内山 武史（内山アンダーライティング） 

 


