第 99 回日本保険医学会定時総会
会 期 ：平成 14 年 5 月 14 日(火)・15 日(水)
会 場 ：よみうりホール 東京都千代田区有楽町 1－11－1
よみうり会館（ビックカメラ 7 階）
TEL 03－3231－0551
［第 1 日］
≪開
場≫ (12:50）
≪開会の辞≫ (13:00)
≪宿題報告≫ (13:00～13:20）
「選択方法と相対危険度」
≪会長講演≫ (13:20～14:00)
「我々に求められているものは何か」

平成 14 年 5 月 14 日(火)
会長 小林 三世治 (第一生命)
座長 五島 良太郎 (住友生命)
梅津 哲二 (大同生命)
会長

小林

三世治 (第一生命)

＜休 憩＞ (14:00～14:10）
≪パネルディスカッション≫ (14:10～16:10）
司会 岩佐 寧 (クレディ・スイス生命)
「保険医学をめぐる医学医療の進歩」
－疾病構造の変化、疾患概念の変化、遺伝子医学、EBM、ITは保険医学を変貌させる－
はじめに
基調報告Ⅰ
基調報告Ⅱ
基調報告Ⅲ
基調報告Ⅳ
基調報告Ⅴ

岩佐
生活習慣病の疫学
虚血性心疾患の疾患概念の変化とリスク評価
遺伝子医学の進歩
Evidence Based Medicine
保険医学と個人情報の取扱い
－法制化対応と死差益確保のバランス－

岩佐

寧 (クレディ・スイス生命)
栗山 進一 (大同生命)
寧 (クレディ・スイス生命)
完山 晃栄 (明治生命)
柴田 徹 (RGA)
泉 泰治(第一生命)

≪日本保険医学会認定医試験≫ (16:50～18:20)
会場：生命保険協会会議室 (新国際ビル 8 階 C 会議室)
東京都千代田区丸ノ内 3－4－1 新国際ビル 8 階
≪ワークショップ≫ (17:00～18:20) (予約制)
会場：生命保険協会会議室 (新国際ビル 3 階)
東京都千代田区丸ノ内 3－4－1 新国際ビル 3 階
テーマ
1．嘱託医管理業務について
2．手術給付
3．生命表の基礎
4．保険医学統計の基礎
5．確率論的危険選択論 －死亡率は存在するか－
6．保険医学と社医

［第 2 日］
≪開
場≫ ( 9:00)）
≪一般演題 A≫ ( 9:30～10:10)
1．緑内障の査定
2．当社における告知書改訂と告知出現状況

講 師
西山 一英
梅津 哲二
大橋 茂充
白水 知仁
宮副 一郎
脇
耕ニ

(住友生命)
(大同生命)
(朝日生命)
(日本生命)
(安田生命)
(日本生命)

会 場
第1中会議室
第2中会議室
小会議室
第3中会議室
特別会議室
大会議室

平成 14 年 5 月 15 日(水)
座長 谷川 拓男 (大同生命)
内山 武史 (ジェネラルコロンリー)
吉丸 昌秀 (第一生命)
磯部
実 (第一生命)

3．告知書改訂に伴う告知出現率の変化について

林
高野
石川
八木
西山

4．診査事務の効率化に向けての一提案

哲也
哲司
雅一
俊成
一英

(三井生命)
(三井生命)
(三井生命)
(住友生命)
(住友生命)

＜休 憩＞ (10:10～10:20)
≪特別講演≫ (10:20～11:30)
「生命保険をめぐる法と裁判の動向」

座長 小林 三世治 (第一生命)
法政大学名誉教授 西嶋 梅治 先生

＜休 憩＞ (11:30～13:00)
≪表彰式≫ (13:00～13:10)
≪総会議事≫ (13:10～13:50)

司会 田中 信正 (明治生命)
＜休 憩＞ (13:50～14:00)

≪一般演題 B≫ (14:00～14:40)
1．血圧の被保険者集団の死亡指数に与える影響
―特に脈圧について―
2．高血圧に対する心電図検査の有用性

座長

3．心電図所見が高血圧と合併した場合の死亡指数への影響

吉満 恵一 (AIG スター生命)
横山
哲 (住友生命)
青木
啓 (住友生命)
河野 康一 (住友生命)
横山
哲 (住友生命)
伊藤 誠昭 (住友生命)
横山
哲 (住友生命)

4．Impaired Annuity とその査定
―生命保険の査定と年金保険の査定は同じではない―

≪一般演題 C≫ (14:40～15:10)
1．三大疾病保障保険条件体の保険金支払状況

座長

後藤

牧人 (ジェネラルコロンリー)

佐藤

和夫 (チューリッヒ・ライフ)
井浦 秀一 (日本生命)
白水 知仁 (日本生命)

2．三大疾病に対する危険選択効果の検討
―血圧測定・検尿の意義―
3．特定疾病保障保険における責任開始期前発病の事例について

完山 晃栄 (明治生命)
先灘 信成 (明治生命)
安達
慶 (第一生命)
中道
洋 (第一生命)

＜休 憩＞ (15:10～15:20）
≪一般演題 D≫ (15:20～16:00）
座長 川口 義明 (全国共済農業協同組合連合会)
1．AIDS 保険の可能性とその査定の考え方
―AIDS/HIV 陽性者は引き受け可能か？―
後藤 牧人 (ジェネラルコロンリー)
2．削減法の料増効果について
千田 尚毅 (日本生命)
白水 知仁 (日本生命)
3．自殺の分析
内山 武史 (ジェネラルコロンリー)
4．疾病入院統計からみた長期入院必要性の検討
吉田 達郎 (第一生命)
中道
洋 (第一生命)
和田
学 (第一生命)
≪閉会の辞≫ (16:00)
副会長 五島 良太郎 (住友生命)

