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■日本アクチュアリー会創立 120 周年記念年次大会の開催について
  120 周年記念事業実行特別委員会・大会委員会・
  国際関係委員会・日本アクチュアリー会事務局 ‥‥‥  1

■事務局からのお知らせ
 ● actuview ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  7

■例会報告　2018 年度　第 11 回例会
　　　　　　1. 講演「ロボット・ＡＩと法」
  東京大学大学院法学政治学研究科 教授　宍戸常寿 先生
　　　　　　2. データサイエンスに関する若手研究発表
  　JMDC／ASTIN 関連研究会　齋藤知輝 君
  　 明治安田生命　後藤陽介 君 ‥‥‥  11

■例会報告　2019 年度　第 1 回例会
　　　　　　「保険：顧客エンゲージメント、オンライン、そして引受査定の変容 」
  Gen Re Life／Health　サラ・ゴールドバーグ 氏 ‥‥‥  61

■報告　アクチュアリーに関する職業紹介について 広報委員会 ‥‥‥  79

■2018 年度　継続教育「CPD 単位」の履修状況
  プロフェッショナリズム教育部会・日本アクチュアリー会事務局 ‥‥‥  80

■事務局からのお知らせ
 ● 2019 年度　委員会・部会・研究会・ワーキンググループ・プロジェクトチーム名簿‥‥‥  82

■委員会活動紹介 広報委員会 ‥‥‥  87

■書評　Leases For Lives
　　　　Life Contingent Contracts and the Emergence of Actuarial Science in 
　　　　Eighteenth-Century England（2017, Cambridge）（著）David R. Bellhouse
  明治安田生命　田中浩一 ‥‥‥  88

■連載　アクチュアリーリレートーク（第 9 回）
  村川謙治 君・森本祐司 君・加藤由起 君 ‥‥‥  92

■編集後記 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  94
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■例会報告　2019 年度　第 2 回例会「データサイエンスの成功事例」

  RGAリインシュアランスカンパニー　ヘッド・オブ・データ・サイエンス　リチャード・シュウ 氏 ‥‥‥  1

■例会報告　2019 年度　第 3 回例会「2019（令和元）年公的年金財政検証について」

  厚生労働省年金局数理課長　山内孝一郎 氏 ‥‥‥  20

■報告　第 47 回　ASEA 開催 ASEA 部会　日本アクチュアリー会事務局 ‥‥‥  43

■報告　数学甲子園 2019 について 広報委員会 ‥‥‥  49

■委員会活動紹介 国際関係委員会 ‥‥‥  52

  投資理論委員会 ‥‥‥  54

■連載　アクチュアリーリレートーク（第 10 回）

  松岡慶 君・浅見学 君・大西澄江 君 ‥‥‥  55

■編集後記 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  57
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■日本アクチュアリー会創立 120 周年記念年次大会の実施報告 

  120 周年記念事業実行特別委員会・大会委員会・

  国際関係委員会・日本アクチュアリー会事務局 ‥‥‥  1

■報告　データサイエンス関連基礎調査 WG の新設　

 　　～アクチュアリーのためのデータサイエンス技術の普及を目指して～

  データサイエンス関連基礎調査 WG ‥‥‥  13

■報告　予測モデリングにおける誤差評価に関する研究報告

  データサイエンス関連基礎調査 WG ‥‥‥  15

■例会報告　2019 年度　第 4 回例会「医療分野での AI の活用－生命保険業界への影響」

  ミュンヘン再保険会社 シンガポール支店

  チーフメディカルダイレクター　Andreas Armuss 氏 ‥‥‥  36

■CERA研修講演報告　

　真に効果的な企業不正防止のためにアクチュアリー（CERA）との連携の提案

  弁護士法人琴平綜合法律事務所 弁護士・税理士・弁理士　中村芳生 氏 ‥‥‥  51

■報告　2019 年度　アクチュアリーセミナー

  広報委員会アクチュアリーセミナー部会・関西委員会 ‥‥‥  72

■連載　アクチュアリーリレートーク（第 11 回）

  福本聡 君・関口健太郎 君・加藤奈々 君 ‥‥‥  84

■編集後記 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  86
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