
金融情報システム監査等協議会の活動状況／予定 2020/08/01 現在

※ 最新の活動予定は、黄色のセルで表示しております。

※ 会員専用ページに講演資料が掲載されている場合は、黄緑色のセルで表示しております。

2012年4月～ 講演会 定例会 研究部会 関西部会 金融部会

開催頻度 年2回 年6回 隔月 （原則第1水曜日）
隔月

（原則第4金曜日）
隔月 （原則第1火曜日）

研究テーマ － －
・システム監査のCommon Body of

Knowledgeを目指して
・情報セキュリティとシステム監査

  ・金融機関等のシステム監査実務
    についての研究

2020年10月

○未定 ○非開催月 ○10/7予定
・テーマ：未定
・発表者：未定

○非開催月 ○非開催月

2020年9月

○未定 ○9/23予定（オンライン開催）
・テーマ：「会員向けアンケートか
ら見たコロナ禍でのリモートワーク
環境、リモート監査等の状況」
（仮）
・発表者：神橋基博氏（三井住友
フィナンシャルグループ）

○非開催月 ○9/18予定（オンライン併用）
・テーマ：「クラウドが日本を支える
～金融事例、政府調達、コロナ対
応の最新動向」
・発表者：渥美俊英氏（クラウド利
用推進機構）

○9/1予定（オンライン開催）
・テーマ：「日本のサイバー情勢の変化
と知っておくべきこと」
・発表者：岩井博樹氏（サイント）

2020年8月

○未定 ○非開催月 ○8/5予定（オンライン開催）
・テーマ：「ニューノーマル時代に向
けたクラウド活用事例」
・発表者：渥美俊英氏（日本クラウ
ドセキュリティアライアンス）

○非開催月 ○非開催月

2020年7月

○非開催月 ○7/29（オンライン開催）
・テーマ：「サイバーレジリエンス強
化に向けたテスト・診断」
・発表者：井上直樹氏（FISC）

○非開催月 ○7/17（オンライン併用）
・テーマ：「新型コロナウィルス対応
と内部監査の対応」
・発表者：（ディスカッション形式を予
定）

○7/7（オンライン開催）
・テーマ：「パスワードの大きな誤解につ
いて」
・発表者：米川敦 氏（三井住友信託銀
行）

2020年6月

○非開催月 ○非開催月 ○6/3（中止） ○非開催月 ○6/23（オンライン開催）
・テーマ：システム監査・管理部門でも近
づくべきローコーディング・プラットフォー
ムと身近かつ強力なデータ分析BI
・発表者：石川 陽一氏（auカブコム証
券）

2020年5月

○非開催月 ○5/20（中止） ○非開催月 ○5/22（中止） ○5/12（中止）

2020年4月

○非開催月 ○非開催月 ○4/8（中止） ○非開催月 ○非開催月

2020年3月

○非開催月 ○3/18（中止） ○非開催月 ○3/13（中止） ○3/3（中止）
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2012年4月～ 講演会 定例会 研究部会 関西部会 金融部会

2020年2月

○非開催月 ○非開催月 ○2/12
・テーマ：「金融機関のIT人材育成」
・発表者：市川 千尋氏(日本経済大
学)

○非開催月 ○非開催月

2020年1月

○非開催月 ○1/28
・テーマ：「規制対応に必要なデータ
ガバナンスの実現にむけて」
・発表者：
中瀬 孝二氏(デロイトトーマツリスク
サービス)
虎溪 佐知子氏(デロイトトーマツリ
スクサービス)

○非開催月 ○1/24
・テーマ①：IT監査の領域・テーマ
と、フレームワークを活用した監査
アプローチ
・テーマ②：テーマ別監査のテーマ
についての情報交換
・発表者：吉武　一　氏 (太陽誘電)

○1/７
・テーマ：「CSIRTの現場から」
・発表者：萩原 健太氏(グローバルセ
キュリティエキスパート)

2019年12月

○非開催月 ○非開催月 ○12/11
・テーマ：「金融機関等のシステム監
査基準」について（その３）
・発表者：辻本 要子氏(三井住友信
託銀行)

○非開催月 ○非開催月

2019年11月

○非開催月 ○11/20
・テーマ：デジタルトランスフォー
メーションと向き合う　～ＡＩシステム
の監査ポイントと監査事例～
・講師：阿子島　隆　氏(ＳＯＭＰＯひま
わり生命保険)

○非開催月 ○11/22
・テーマ：「AIについて」
・発表者：堀越　繁明氏（デロイト
トーマツサイバー）

○11/5
・テーマ：「DX時代に求められるセキュア
開発」
・発表者：淵上　真一氏（日本電気）

2019年10月

○10/31
FISCセミナーと合同開催
・テーマ①：「令和元年度　金融行
政方針について」（仮）
・発表者：金融庁
・テーマ②：「決済の高度化と金融
機関の対応」（仮）
・発表者：中島 真志 氏（麗澤大学）

○非開催月 ○10/9
・テーマ：「金融機関等のシステム監
査基準」について（その2）
・発表者：堀江 正之 氏
　　　　　　（日本大学）

○非開催月 ○非開催月

2019年9月

○非開催月 ○9/20
・テーマ：データガバナンスについて
・発表者：川上智史 氏（SAS
Institute Japan株式会社ソリュー
ション統括本部/マネージャー）

○非開催月 ○9/20
・テーマ：「FinTech時代における金
融機関のIT人材育成」
・発表者：市川千尋 氏
　　　　　（日本経済大学）

○9/3
・テーマ：「金融機関等のシステム監査
基準について」
・発表者：石原博史 氏
　　　（FISC 監査安全部 研究員）

2019年8月

○非開催月 ○非開催月 ○8/6
・テーマ：「金融機関等のシステム監
査基準」について（その１）
・発表者：島田　裕次氏
　　　　　　（東洋大学）

○非開催月 ○非開催月

2019年7月

○非開催月 ○7/26
・テーマ：「伊予銀行の内部監査に
ついて」
・発表者：松尾 明彦氏（伊予銀行）

7/2
・ディスカッションテーマ：「金融機関のＩＴ
ガバナンスに関する対話のための論点・
プラクティスの整理（案）」
・ファシリテーター：金融部会事務局

2019年6月

○非開催月 ○非開催月 ○6/19
・テーマ：ITガバナンスの概念と監査
事例
・発表者：神橋 基博氏（三井住友ﾌｨ
ﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ）

○非開催月 ○非開催月

○7/10（第1回講演会と第2回定例会を統合して開催）
・テーマ①：「金融業におけるデジタル変革のガバナンス
　　　　　　　　ビジネスアジリティの大潮流デジタル変革の実現方法」
・講師：淀川　高喜氏（日本ＩＴガバナンス協会理事）
・テーマ②：「アクサ生命におけるAgileトランスフォーメーション
　　　　　　　　ジャーニー」
・講師：南嶋　千春氏（アクサ生命保険株式会社AgileOrchestra/Agile
Center Manager）
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2012年4月～ 講演会 定例会 研究部会 関西部会 金融部会

2019年5月

○非開催月 ○5/21
・テーマ：ＡＩ技術の最新状況と共創
事例
・発表者：園田　俊浩氏（富士通研
究所）

○非開催月 ○5/24
・テーマ：情報ガバナンスの現状と
監査
・講師：松田 貴典氏（大阪成蹊大
学）

○5/14
・テーマ：「今求められるペネトレーション
テストとは？」
・発表者：洲崎 俊氏（三井物産セキュア
ディレクション）

2019年4月

○非開催月 ○非開催月 ○4/15
・テーマ：「ITガバナンス、ITアシュア
ランスの国際基準化の動向」
・発表者：原田 要之助氏（情報セ
キュリティ大学院大学）

○非開催月 ○非開催月

2019年3月

○非開催月 ○3/20
・テーマ：「AIガバナンスとシステム
監査」
・発表者：荒川 卓也氏（KPMGコン
サルティング）

○3/8
・テーマ： 「ふくおかフィナンシャルグ
ループのデジタル戦略について」
・発表者：東　慶太氏（ふくおかフィナ
ンシャルグループ）

○3/8
・テーマ：「FinTechに関する安全対
策のあり方について」
・発表者：志村 秀一氏(FISC)

○3/5
・ディスカッションテーマ：「サイバーセ
キュリティ」
・ファシリテーター：金融部会事務局

2019年2月

○非開催月 ○非開催月 ○非開催月 ○非開催月 ○非開催月

2019年1月

○非開催月 ○1/22
・テーマ：「FinTechに関する安全対
策の在り方について」
・発表者：髙橋 経一氏（FISC)

○非開催月 ○1/25
・テーマ：「セキュリティ対策を行う上
で本当に大切な事」
・発表者：米川 敦氏（三井住友信託
銀行）

○1/8
・テーマ：「金融ISACの活動内容と、今
後について」
・発表者：谷合 通宏氏（金融ISAC）

2018年12月

○非開催月 ○非開催月 ○12/20
・テーマ：テーマ：「AzureのFISC安全
対策基準第9版への対応とマイクロ
ソフトの金融業界向けの取組み
・発表者：成田 雅和氏、石田 裕幸
氏（日本マイクロソフト）

○非開催月 ○非開催月

2018年11月

○非開催月 11/13
・テーマ：「三井住友フィナンシャル
グループにおけるプロジェクト監
査」
・発表者：山田 耕司氏（三井住友
銀行）

○非開催月 ○11/14
創立30周年記念講演会（大阪）
・テーマ①：「改訂版COSO ERMフ
レームワークと今後のシステム監
査」
・講演者：石島 隆氏（法政大学大学
院）
・テーマ②：「最近の金融情報システ
ムをめぐる課題とFISCの取組み及
びシステム監査人への期待」
・講演者：細溝 清史氏（FISC)

11/6
・テーマ：「FinTechの動向の整理　－
オープンAPIと仮想通貨交換業等につい
て－」
・発表者：安達 知可良氏（EY新日本有
限責任監査法人）

2018年10月

○10/17
・テーマ①：「金融行政のこれまでの
実践と今後の方針（平成30事務年
度）について」
・講師：片寄 早百合氏（金融庁）
・テーマ②：「ＡＩが変える金融機関
の将来業務」
・講師：大野 博堂氏（ＮＴＴデータ経
営研究所）
［FISCとの合同開催］

○非開催月 ○10/24
・テーマ：「IT会計帳簿論～IT会計帳
簿が変える経営と監査の未来～」
・発表者：中村 元彦氏（中村公認会
計士事務所）

○非開催月 ○非開催月

2018年9月

○9/5
創立30周年記念講演会（東京）
・テーマ①：「最近の金融情報シス
テムをめぐる課題とFISCの取組み
及びシステム監査人への期待」
・講演者：細溝 清史氏（FISC)
・テーマ②：「システム監査のガバナ
ンス・シフトをどう捉えるべきか」
・講演者：堀江 正之氏（日本大学）

○創立30周年記念講演会（東京）
と統合して開催

○非開催月 ○9/21
・テーマ：「セブン銀行のビジネスモ
デルと内部監査」
・発表者：出雲 東峰氏（セブン銀行）

○9/12
・ディスカッションテーマ：
「金融機関のITガバナンスについて」
・ファシリテーター：金融部会事務局
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2012年4月～ 講演会 定例会 研究部会 関西部会 金融部会

2018年8月

○非開催月 ○非開催月 ○8/1
・テーマ：「金融機関のクラウド活用
と最新動向 ～クラウドの急速な進
化と真価～　セキュリティと監査」
・発表者：渥美 俊英氏（日本クラウド
セキュリティアライアンス）

○非開催月 ○非開催月

2018年7月

○7/17
・テーマ①：「平成29年個人情報保
護法改正法及びGDPRを踏まえた
個人情報保護法制の全体像」
・講師：坂本 有毅氏（DT弁護士法
人）
・テーマ②：「サイバー攻撃の動向と
対応態勢の整備について」
・講師：栗田 学氏（FISC）

〇第1回講演会と統合して開催 ○非開催月 ○7/27
・テーマ：「阿波銀行における内部監
査高度化への取組み」
・発表者：大西 芳弘氏（阿波銀行）

○7/3
・テーマ：「経済産業省『システム管理基
準』『システム監査基準』の改定につい
て」
・発表者：神橋 基博氏（三井住友ﾌｨﾅﾝ
ｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ）

2018年6月

○非開催月 ○非開催月 ○6/6
・テーマ：「GDPRの概要・対応プロ
ジェクトの進め方について～金融・
監査業務を踏まえて～」
・発表者：猿田　治氏、増田 智一氏
（EYｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ・ｱﾝﾄﾞ・ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ）

○非開催月 ○非開催月

2018年5月

○非開催月 ○5/25
・テーマ：「デジタル時代のリスクマ
ネジメント」
・発表者：中田 淳平氏、関 憲太氏
（KPMGコンサルティング）

○非開催月 ○5/25
・テーマ：「紀陽銀行の内部監査に
ついて」
・発表者：土田 健一氏（紀陽銀行）

○5/8
・テーマ：「脆弱性スキャナーVulsを使っ
たセキュリティ運用の精度向上と対応ス
ピード向上」
・発表者：林 優二郎氏（フューチャー）

2018年4月

○非開催月 ○非開催月 ○4/4
・テーマ：「データセンター・クラウド
監査におけるSOC2保証報告書の利
用 〜ベンダーの報告書ご提供・監
査対応事例から〜」
・発表者：堺 由美子氏（富士通）

○非開催月 ○非開催月

2018年3月

○非開催月 ○3/15
・テーマ：「『仮想通貨』ビジネスへ
の本邦金融機関の取組み－現状と
課題－」
・発表者：渡邊 隆彦氏(専修大学)

○3/9
・テーマ：「働き方革命『日本型RPA
の実態と今後の方向性』」
・発表者：大角 暢之氏(RPAテクノロ
ジーズ株式会社)

○3/14
・テーマ：「サイバーセキュリティ経
営と金融機関の対応～内部監査は
どう対応するか？～」
・発表者：堀越 繁明氏(デロイト トー
マツ リスクサービス株式会社)

○3/6
・テーマ：「Blue Labを活用したFinTech
の取り組みについて」
・発表者：阿部 展久氏(株式会社みずほ
フィナンシャルグループ 兼 株式会社
Blue Lab)

2018年2月

○非開催月 ○非開催月 ○非開催月 ○非開催月 ○非開催月

2018年1月

○非開催月 ○1/26
・テーマ：「クラウドAPIの切り口から
考えるこれからのIT～コンピュー
ティングモデル30年の振り返りとデ
ジタルトランスフォーメーション～」
・発表者：堀越 繁明氏(デロイト
トーマツ リスクサービス株式会社)

○非開催月 ○1/26
・テーマ①：「百五銀行における内部
監査の改善への取組」
・発表者：松田 瑞穂氏(百五銀行)
・テーマ②：「テーマ別監査のテーマ
についての情報交換」
・発表者：吉田 孝司氏（みなと銀行)

○1/17
・テーマ：「システム監査の実務を通じて
感じた課題・問題」
・発表者：杜下 賢一氏(損害保険ジャパ
ン日本興亜)

2017年12月

○非開催月 ○非開催月 ○12/13
・テーマ：「システム監査の今後～ＡＩ
時代にどのように対応すべきか～」
・発表者：島田 裕次氏（東洋大学）

○非開催月 ○非開催月
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2012年4月～ 講演会 定例会 研究部会 関西部会 金融部会

2017年11月

○11/９
・テーマ①：「金融機関のITをめぐる
最近の課題と金融庁の取組につい
て」
・講師：片寄 早百合氏（金融庁）
・テーマ②：「フィンテックをめぐる近
年の動向」
・講師：宮　将史氏（日本銀行）
［FISCとの合同開催］

○11/28
・テーマ：「デジタル時代を勝ち抜く
ためのビジネスリスクマネジメント～
最新のGRC（ガバナンス・リスク・コ
ンプライアンス）テクノロジーの動向
と活用事例を交えて～」
・発表者：上原　聖氏（EMCジャパン
株式会社RSA）

○11/1
・テーマ：「COSO ERMフレームワー
クの改訂について」
・発表者：石島　隆氏（法政大学経
営大学院）

○11/24
・テーマ：「大阪信用金庫の内部監
査」
・発表者：早山　卓男氏（大阪信用
金庫）

○11/7
・テーマ：「セキュリティ監視センター見
学（株式会社LAC）」
・発表者：-

2017年10月

○非開催月 ○非開催月 ○非開催月 ○非開催月 ○非開催月

2017年9月

○非開催月 ○9/21
・テーマ：「as a Service時代のITガ
バナンス」
・発表者：林田　宏介氏（SAPジャパ
ン）

○9/1
・テーマ：「会計監査におけるITの活
用」
・発表者：中村　元彦氏（中村公認
会計士事務所）

○9/22
・テーマ：「内部監査の品質評価」
・発表者：森田　卓哉氏(IIA-JAPAN)

○9/5
・テーマ①：「監査感激諸行無常～１７年
やってみて分かったこと～」
・発表者：米川　敦氏（システム監査普
及連絡協議会）
・テーマ②：「金融部会アンケート結果に
ついて」
・発表者：金融部会事務局

2017年8月

○非開催月 ○非開催月 ○非開催月 ○非開催月 ○非開催月

2017年7月

○7/10
・テーマ：「内部統制報告制度の振
返り」
・講師：小池聖一・パウロ氏（トーマ
ツ）

・テーマ：「『金融機関等におけるコ
ンティンジェンシープラン（緊急時対
応計画）策定のための手引書（第３
版追補３）』の改訂概要」
・講師：樽井　亮介氏（FISC）

〇第1回講演会と統合して開催 ○非開催月 ○7/28
・テーマ：「関西アーバン銀行のシス
テム監査」
・発表者：北村　宇一郎氏(関西アー
バン銀行)
・テーマ：内部監査の心得
・発表者：良永　順氏(ISACA大阪支
部)

○7/4
・テーマ：「匿名加工情報に係る監査の
枠組み」
・発表者：長尾　慎一郎氏（日本セキュリ
ティ監査協会）

2017年6月

○非開催月 ○非開催月 ○6/14
・テーマ：「広島銀行における
Bluemix導入意図と今後の活用展望
について」
・発表者：大江　拓真氏（広島銀行）

○非開催月 ○非開催月

2017年5月

○非開催月 ○5/18
・テーマ：「IT監査の領域・テーマ
と、新しい課題に対する監査アプ
ローチの一試行」
・発表者：吉武　一氏（太陽誘電）

○非開催月 ○5/26
・テーマ：「FISCという組織」
・発表者：市川　千尋氏（日本経済
大学）

○5/9
・テーマ：「クラウドを取り巻く各種基準と
IIJ GIOの選択」
・発表者：纐纈　昭徳氏（インターネットイ
ニシアティブ）

2017年4月

○非開催月 ○非開催月 ○4/19
・テーマ：「Blockchain/Hyperledger
技術とビジネスネットワークでの活
用」
・発表者：川村　篤史氏（日本アイ・
ビー・エム）

○非開催月 ○非開催月

2017年3月

○非開催月 ○3/16
・テーマ：「COSOレポート出現の背
景とCOSO枠組みの変遷および内
部監査（含むシステム監査）アプ
ローチ」
・発表者：山本 明知氏（一般社団
法人日本内部監査協会）

○非開催月 ○3/17
・テーマ①：「トマト銀行の内部監査
について」
・発表者：堀瀬　敏雄氏（トマト銀行）
・テーマ②：「金融機関のクラウド利
用とFINTECHをとりまく最新動向」
・発表者：渥美　俊英氏（クラウド利
用促進機構）

○3/7
・テーマ：「金融機関におけるAI技術の
活用状況」
・発表者：本山 一秀氏（FISC）
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2017年2月

○非開催月 ○非開催月 ○2/15
・テーマ：「不正会計事例に対するIT
利用監査の適用可能性と金融機関
における不正への対応」
・発表者：石島 隆氏（法政大学大学
院）

○非開催月 ○非開催月

2017年1月

○非開催月 ○1/20
・テーマ：「IT組織の組織変革とKPI
管理」
・発表者：小酒井　正和氏（玉川大
学）

○非開催月 ○1/27
・テーマ①：「地域金融機関における
内部監査の課題について」
・テーマ②：「来期のテーマ別監査の
情報交換」
・発表者：吉田　孝司氏（みなと銀
行）

○1/10
・テーマ：「ユーザー企業内製CSIRTに
おける対応のポイント」
・発表者：猪野 裕司氏（リクルートテクノ
ロジーズ）

2016年12月

○非開催月 ○非開催月 ○12/16
・テーマ：FinTechと金融情報事業者
のリスクマネジメント
・発表者：遠藤　正之氏（静岡大学）

○非開催月 ○非開催月

2016年11月

○11/17
・テーマ：「FinTechの活性化に向け
た金融庁の取り組みと今後の課
題」
・発表者：神田 潤一氏（金融庁）
・テーマ：「サイバーセキュリティの
マネジメントとガバナンス」
・発表者：原田　要之助氏（情報セ
キュリティ大学院大学）

○11/24
・テーマ：「システム部門の変革に
対する内部監査への期待」
・発表者：鵫巣　香穂利氏（有限責
任監査法人トーマツ）

○非開催月 ○11/25
・テーマ①：「標的型攻撃をはじめと
するサイバー攻撃の現状と対策」
・テーマ②：「システム監査のポイン
トについて～ 外部監査人としての
事例を通じ ～」
・発表者：植垣　雅則氏（有限責任
監査法人トーマツ）

○11/1
・テーマ：「今すぐ始められるWebセキュ
リティ ～クラウド型により導入容易に
なったWAF～」
・発表者：大木 元氏（株式会社セキュア
スカイ・テクノロジー）

2016年10月

○非開催月 ○非開催月 ○10/5
・テーマ：「デジタル記録における、
上書き消去の実際と問題点」
・発表者：沼田　理氏（株式会社DD-
RESCUE）

○非開催月 ○非開催月

2016年9月

○非開催月 ○9/15
・テーマ：「FinTech意識調査から見
えてくる金融機関の未来」
・発表者：杉本　好正氏（ＮＳフィナ
ンシャル・マネジメント・コンサルティ
ング株式会社）

○非開催月 ○9/23
・テーマ：「システム監査の着眼点に
関する提言」
・発表者：郡山 信氏（FISC）

○9/6
・テーマ：「シンポジウム、カンファレンス
徹底攻略ガイド～私が１５年やってきた
こと～」
・発表者：米川　敦氏（システム監査普
及連絡協議会）

2016年8月

○非開催月 ○非開催月 ○8/3
・テーマ：「FinTechの業界動向と用
語解説」
・発表者：飯田　哲夫氏（金融革新
同友会「FINOVATORS」）
・テーマ：≪事例≫FinTechの取り組
みと銀行APIについて
・発表者：大久保　光伸氏（株式会
社みずほフィナンシャルグループ）

○非開催月 ○非開催月

2016年7月

○7/22
・テーマ①：「サイバー時代のITガバ
ナンス－情報インテグリティの観点
から－」
・講師：石島　隆氏（法政大学大学
院）
・テーマ②：「金融機関等のシステム
監査指針（改訂第3版追補）の改訂
概要」
・講師：熊王　仁史氏（FISC）

〇第1回講演会と統合して開催 ○非開催月 ○7/15
・テーマ：「マイナンバー保護のリス
ク対策と監査」
・発表者：石島　隆氏（法政大学経
営大学院）

○7/5
・テーマ：「犯罪系マルウェアの手口」
・発表者：本城　信輔氏（ファイア・アイ株
式会社）

2016年6月

○非開催月 ○非開催月 ○6/15
・テーマ：「金融機関向けクラウドの
最新動向」
・発表者：渥美 俊英氏（アマゾン
ウェブ サービス ジャパン株式会社）
・テーマ：「Cloud Compliance」
・発表者：梅谷 晃宏氏（アマゾン
ウェブ サービス ジャパン株式会社）

○非開催月 ○非開催月
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2016年5月

○非開催月 ○5/13
・テーマ：「CAATを使ったデータ監
査の実践」
・発表者：中村 彰宏氏（MAコンサ
ルティング）

○非開催月 ○5/27
・テーマ：「1992年、2004年、2013年
COSOモデルの変遷－マネジメント・
プロセスにおける内部コントロール
およびERMの位置付けと監査の役
割－」
・発表者：山本 明知氏（一般社団法
人日本内部監査協会）

○5/10
・テーマ：「CSIRT構築と運用～何を見れ
ばわかるのか？～」
・発表者：宮本 久仁男氏（株式会社NTT
データ）

2016年4月

○非開催月 ○非開催月 ○4/13
・テーマ：「米国でのサイバーセキュ
リティ対策としての脆弱性リスク管理
ツールの活用状況」
・発表者：牛込 秀樹氏、蛯子 晃仁
氏（ラピドセブンジャパン）

○非開催月 ○非開催月

2016年3月

○非開催月 ○3/17
・テーマ：「押さえておきたい内部監
査のキー・ワード」
・発表者：Lily Bi (リリー ビー)　氏
(キリンホールディングス株式会社)

○非開催月 ○3/18
・テーマ：「IIA（内部監査人協会）の
新IPPF（専門職的実施の国際フ
レームワーク）について」
・発表者：吉武 一氏（株式会社埼玉
りそな銀行）

○3/1
・テーマ：「統合ログ分析システムを核と
した金融機関におけるマルウェア対策
事例」
・発表者：上原 孝之氏（S&J株式会社）

2016年2月

○非開催月 ○非開催月 ○2/10
・テーマ：「金融機関におけるITガバ
ナンスの必要性と取組事例」
・発表者：福島 雅宏氏(有限責任監
査法人トーマツ)

○非開催月 ○非開催月

2016年1月

○非開催月 ○1/20
・テーマ：「最近の個人情報保護に
関するトピック（マイナンバー制度
の導入と個人情報保護法の改正な
ど）」
・発表者：大場 敏行氏(デロイト
トーマツ リスクサービス株式会社)

○非開催月 ○1/22
・テーマ：「北おおさか信用金庫の内
部監査」
・発表者：森本 恵子氏（北おおさか
信用金庫）
・テーマ：「来年度の監査テーマの情
報交換」

○1/5
・テーマ：「セキュリティ技術開発会社・
不正調査会社から見た最新のサイバー
犯罪」
・発表者：長谷部 泰幸氏(株式会社ソリ
トンシステムズ)

2015年12月

○非開催月 ○非開催月 ○12/9
・テーマ：「不正送金マルウエアなど
最新マルウエアの動向」
・発表者：野々下 幸治氏(トレンドマ
イクロ株式会社)

○非開催月 ○非開催月

2015年11月

○11/4　FISCセミナーと合同開催
･テーマ：「平成27事務年度 金融行
政方針について」
･講師： 田部 伸夫氏(金融庁)
･テーマ：「FISC安全対策基準にみ
る高度サイバー攻撃」
･講師：洞田 慎一氏(一般社団法人
JPCERTコーディネーションセン
ター)

○11/18
・テーマ：「基幹システム更改におけ
るプロジェクト管理上の留意点」
・発表者：郡山 信氏（FISC）

○非開催月 ○11/27
・テーマ：「京都銀行の内部監査に
ついて」
・発表者：安井 宏治氏（株式会社京
都銀行）

○11/10
・テーマ：「不正送金マルウエアなど最新
マルウエアの動向」
・発表者：野々下 幸治氏(トレンドマイク
ロ株式会社)

2015年10月

○非開催月 ○10/13
・テーマ：「ネットワーク・システムの
管理と監査（標的型攻撃への対
策）」
・発表者：茅野 耕治氏（NTTデータ
先端技術株式会社）

○10/14
・テーマ：「人工知能が実現するE
メール自動監査」
・発表者：白井 喜勝氏（株式会社
UBIC）

○非開催月 ○非開催月

2015年9月

○非開催月 ○非開催月 ○9/2
・テーマ：「金融機関におけるSOC2
報告書の利活用の検討」SOC2報告
書の実践的な活用方法の考察、委
託先の報告書作成に係る動向等
・発表者：長明 和彦氏（新日本有限
責任監査法人）

○9/25
・テーマ：「IT分野の検査・監査につ
いて」
・発表者：片岡 学氏(大阪市行政委
員会)

○9/1
・テーマ：「会計システムもクラウドの時
代に」～国内7,700社が選択した会計シ
ステム「SuperStream」を題材として～
・発表者：山田 誠氏（スーパーストリー
ム株式会社）
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2015年8月

○非開催月 ○非開催月 ○非開催月 ○非開催月 ○非開催月

2015年7月

○7/24
・テーマ：「危機管理・事業継続管理
態勢の構築と監査」
・講師：堀越 繁明氏（みずほ証券株
式会社）
・テーマ：「『金融機関等コンピュータ
システムの安全対策基準・解説書
（第８版追補改訂）』の改訂概要に
ついて」
・講師：工藤 崇氏(FISC)

〇第1回講演会と統合して開催 ○非開催月 ○7/24
・テーマ：「関西アーバン銀行の監査
状況」
・発表者：山本 忠氏（株式会社関西
アーバン銀行）
・テーマ：「東日本大震災の教訓」
・発表者：市川 千尋氏（日本ユニシ
ス株式会社）

○7/7
・テーマ： 「標的型攻撃への対策状況監
査」
・発表者：米川 敦氏

2015年6月

○非開催月 ○非開催月 ○6/10
・テーマ：「金融機関向けクラウドの
最新動向（FINTECH関連、FISC安対
基準改訂へのクラウドベンダの動き
等）」
・発表者：渥美 俊英氏（株式会社電
通国際情報サービス）

○非開催月 ○非開催月

2015年5月

○非開催月 ○5/21
・テーマ：「企業集団の内部統制の
再点検」
・発表者：小池聖一・パウロ氏（有
限責任監査法人トーマツ）

○非開催月 ○5/22
・テーマ：「サイバー犯罪の監査実
施例」
・発表者：吉田 孝司氏（株式会社み
なと銀行）

○5/12
・テーマ： 「今日からわかる情報漏えい
の手口と目的」
・発表者：杉浦 隆幸氏(ネットエージェン
ト株式会社)

2015年4月

○非開催月 ○非開催月 ○4/8
・テーマ：「FISC安全対策基準の改
訂内容について、システム監査人と
してどう考えるか」
・発表者：井野口 尚之氏（株式会社
ＮＴＴデータ）

○非開催月 ○非開催月

2015年3月

○非開催月 ○3/19
・テーマ：「サイバーセキュリティとシ
ステム監査」
・発表者：伊集院 正氏（KPMGコン
サルティング株式会社）

○3/4
・テーマ：「海外金融機関におけるセ
キュリティ・ガバナンスの先進事例」
・発表者：矢野 薫氏（プライスウォー
ターハウスクーパース株式会社）
・テーマ：「FISC安全対策基準の次
回改訂に向けた検討状況について
（クラウド利用、サイバー攻撃対
応）」
・発表者：石黒 雄三氏（FISC）

○3/13
・テーマ：「近畿大阪銀行の内部監
査」
・発表者：影山 裕氏（株式会社近畿
大阪銀行）

○3/3
・テーマ： 「アフラックにおける情報シス
テム監査の取組み」
・発表者：遠藤 剛 氏(アメリカンファミ
リー生命保険会社)

2015年2月

○非開催月 ○非開催月 ○2/4
・テーマ：「仮想通貨の現状と、その
メカニズムの可能性～ビットコインを
例に～」
・発表者：廣瀨 明倫 氏(EY総合研究
所株式会社)
・テーマ：「インターネット専業銀行の
特性とセキュリティ対策について」
・発表者：寺田　訓 氏 (FISC)

○非開催月 ○非開催月

2015年1月

○非開催月 ○ 1/22
・テーマ：「情報漏洩のリスクマネジ
メントと監査人の役割」
･発表者：長尾 慎一郎氏(新日本有
限責任監査法人)

○1/7
・テーマ：「SMBC日興証券における
システム監査の取組について」
･発表者：山合 和之 氏(SMBC日興
証券株式会社)

○1/23
・テーマ：「サイバーセキュリティ対
策について」
・発表者：植垣 雅則氏、辻村 啓氏
（有限責任監査法人トーマツ）

○1/6
・テーマ：「最近のセキュリティ事件や事
例とWebセキュリティの関わり」
･発表者：上野 宣 氏 (株式会社トライ
コーダ)

2014年12月

○非開催月 ○非開催月 ○12/3
・テーマ：「東京スター銀行における
システム監査について」
・発表者：吉開 浩之 氏(株式会社東
京スター銀行)
・テーマ：「BCPに向けたシステム統
合基盤の構築について」
・発表者：工藤 崇氏(FISC)

○非開催月 ○非開催月
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2014年11月

○非開催月 〇第２回講演会と統合して開催 ○11/5
･テーマ：「金融機関のクラウド利用
とシステム監査の最新動向」
･発表者：渥美 俊英 氏(株式会社電
通国際情報サービス)
･テーマ：「金融機関等におけるコン
ピュータシステムの安全対策実施状
況調査結果」
･発表者：山中友之氏(FISC)

○11/21
・テーマ：「みなと銀行の内部監査と
システム監査」
・発表者：吉田 孝司氏(株式会社み
なと銀行)

○11/4
･テーマ：「システム監査の考え方と実
務」
･発表者：成田 和弘氏(三菱UFJ信託銀
行株式会社)

2014年10月

○10/21　FISCセキュリティセミナー
と合同開催
･テーマ：「平成26事務年度金融モ
ニタリング基本方針－ITガバナンス
の関連で－」
･講師： 佐々木　清隆氏(金融庁)
･テーマ：「金融機関等におけるＩＴガ
バナンスの今後の方向性」
･講師：堀江　正之氏(日本大学)

○非開催月 〇10/1
･テーマ：「CAATツールとしての表計
算ソフトの可能性」
･発表者：佐藤 美秋氏(一般社団法
人しんきん共同センター)
･テーマ：「NISAの概要と今後の制度
改正の動向 ～金融機関等に求めら
れるシステム対応～」
･発表者：熊田 修氏(FISC)

○非開催月 ○非開催月

2014年9月

○非開催月 〇第２回講演会と統合して開催 〇9/3
･テーマ：「監査証跡および操作制御
による、IT不正・事故を未然に防ぐ
環境構築について」
･発表者：田口 孝貴氏(ウイーズ･シ
ステムズ株式会社)
･テーマ：「FISC安全対策基準・保険
業界編の検討状況」
･発表者：山中 友之(FISC)

〇9/26
･テーマ：「内部監査の品質評価・改
善の取り組み」
･発表者：松田 瑞穂氏(株式会社百
五銀行)

〇9/2
･テーマ:「システム監査フレームワーク
構築の私的検討」
･発表者：宮崎 真人氏(株式会社三菱東
京ＵＦＪ銀行)

2014年8月

○非開催月 ○非開催月 ○非開催月 ○非開催月 ○非開催月

2014年7月

○非開催月 ○7/30
・テーマ：「今後、金融機関に求めら
れる外部委託先の管理強化策」
・発表者：鵫巣　香穂利氏（有限責
任監査法人トーマツ）

○7/2
・テーマ：「会計監査をめぐる動きと
ITへの影響を中心として」
・発表者：中村　元彦氏（中村公認
会計士事務所）
・テーマ：「金融機関の共同センター
における業務事例および課題につ
いて」
・発表者：奈良　正一氏（FISC)

○7/25
・テーマ：「スマートフォンに関するシ
ステム監査」発表者：長谷川　長一
氏（株式会社ラック）

○7/1
・テーマ：「カブドットコム証券のシステム
監査等について」
・発表者：石川 陽一氏（カブドットコム証
券株式会社）

2014年6月

○6/20
・テーマ：「COSOによる内部統制フ
レームワーク改訂　－米国企業対
応実務にみるCOSO2013の実務的
意義」
・講師：小見門 恵氏（KPMGビジネ
スアドバイザリー株式会社）
・テーマ：「ビッグデータのビジネス
活用に関する世間の動向とシステ
ム監査について」
・講師：濱田 直治氏（有限責任監査

○非開催月 ○6/4
・テーマ：「内部監査の品質評価につ
いて」
・発表者：小林　祥子氏(au損害保険
株式会社)
・テーマ：「地域金融機関における
チャネル戦略の現状とオムニチャネ
ルの可能性」
・発表者：相馬　和人氏（FISC）

○非開催月 ○非開催月

2014年5月

○非開催月 ○5/22
・テーマ：「三井住友銀行のオフショ
ア開発監査　実施例」
・発表者：保谷　典孝氏（株式会社
三井住友銀行）

○5/14
・テーマ：「みずほ銀行におけるシス
テム監査の概要」
・発表者：藤井　仁志氏（株式会社
みずほ銀行）
・テーマ：「事故・犯罪事例から学ぶ
安全対策上の留意点～インターネッ
トバンキングの不正送金編～」
・発表者：深田　達也氏（FISC）

○5/23
・テーマ：「外部委託管理態勢の高
度化　～外部委託先の監査～」
・発表者：植垣　雅則氏（有限責任
監査法人トーマツ）

○5/13
・テーマ：「金融機関におけるクラウド利
用とその課題」
・発表者：榎　隆司氏（FISC）

2014年4月

○非開催月 ○非開催月 ○4/2
・テーマ：「ISO27001 (ISMS)規格改
定における変更点とISO22301
(BCMS)との差異」
・発表者：田中　弘明氏（SCSK株式
会社）
・テーマ：「プロジェクト監査のポイン
ト～富士通における具体例を交えて
～」
・発表者：岡本　一真氏（FISC）

○非開催月 ○非開催月

2014年3月

○非開催月 ○3/20
・テーマ：「スマートデバイス利用時
のリスクと監査のポイント」
・発表者：長谷川　長一氏（株式会
社ラック）

○3/5
・テーマ：「システム監査の考え方と
実務」
・発表者：成田　和弘氏（三菱ＵＦＪ
信託銀行株式会社）
・テーマ：「金融機関におけるクラウ
ド利用とその課題」
・発表者：榎　隆司氏（FISC）

○3/25
・テーマ：「金融機関における情報セ
キュリティ対策」
・発表者：三輪　信雄氏（ファイア・ア
イ株式会社）
・テーマ：「2014年サイバー攻撃の
脅威予測から考える今すべきこと」
小澤　嘉尚氏（ファイア・アイ株式会
社）

○3/4
・テーマ：「モバイル系マルウェアの変遷
と金融犯罪」
・発表者：前田　典彦氏（株式会社カス
ペルスキー）
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2014年2月

○非開催月 ○非開催月 ○2/5
・テーマ：「ビッグデータとセキュリ
ティ、プライバシー ～システム監査
の視点から～」
・発表者：戸木　貞晴氏（日本ユニシ
ス株式会社）
・テーマ：「金融機関の破綻処理」
・発表者：鈴木　徹氏（FISC）

○非開催月 ○非開催月

2014年1月

○非開催月 ○1/24
・テーマ：「コンティンジェンシープラ
ン策定のための手引書と事業継続
マネジメント」
・発表者：堀越 繁明氏（特定非営
利活動法人 事業継続推進機構）

○1/8
・テーマ：「三井住友銀行における
テーマ別システム監査」
・発表者：小山　真也氏（株式会社
三井住友銀行）
・テーマ：「金融情報システムの現状
と課題」
・発表者：西村　敏信氏（FISC）

○1/24
・テーマ：「テーマ別監査のテーマ設
定と実績」
・発表者：土田 健一氏（紀陽銀行）

○1/7
・テーマ：「第一生命保険におけるシステ
ム監査について」
・発表者：高師　一雄氏（第一生命保険
株式会社）

2013年12月

○非開催月 ○非開催月 ○12/4
・テーマ：「情報システム移行プロ
ジェクトのリスク管理」
・発表者：小川　高志氏（EY総合研
究所株式会社）
・テーマ：「事故・犯罪動向から学ぶ
安全対策上の留意事項」
・発表者：小沢　壮氏（FISC）

○非開催月 ○非開催月

2013年11月

○非開催月 ○11/21
・テーマ：「COBIT5の紹介」
・発表者：楠　正彦氏、稲葉 裕一氏
（ISACA東京支部）

○11/6
・テーマ：「COSO内部統制フレーム
ワークの改訂の概要と影響」
・発表者：深町　克美氏、本間　京子
氏（あらた監査法人）
・テーマ：「損保営業店監査における
CSA導入事例」
・発表者：掃部　朋広氏（FISC）

○11/22
・テーマ：「インターネットバンキング
のセキュリティ等ネット犯罪の動向
について」
・発表者：加賀谷　伸一郎氏（独立
行政法人 情報処理推進機構）

○11/5
・テーマ：「りそなグループにおけるシス
テム監査の概要」
・発表者：中村　悟氏（株式会社りそな
ホールディングス）

2013年10月

○10/18
・テーマ：「平成25事務年度 金融モ
ニタリング基本方針」
・講師：佐々木　清隆氏（金融庁）
・テーマ：「クラウド利用におけるリス
クとコントロール」
・講師：梶本　政利氏（ISACA東京
支部）

○非開催月 ○10/2
・テーマ：「標的型攻撃への対策状
況監査」
・発表者：米川　敦氏

・テーマ：「コンピュータシステムの安
全対策実施状況調査結果」
・発表者：古川　貴彦氏（FISC）

○非開催月 ○非開催月

2013年9月

○非開催月 ○9/25
・テーマ：「クラウドサービス利用に
おけるコントロールと監査」
・発表者：岸　泰弘氏、加藤　俊直
氏（あらた監査法人）

○9/4
・テーマ：「ある金融アウトソーシング
の開始から終了まで」
・発表者：市川　千尋氏（日本ユニシ
ス株式会社）
・テーマ：「証券基幹システムの概要
～ リテール系を中心に ～」
・発表者：栗原　恒博氏（FISC）

○9/27
・テーマ：「金融機関向けクラウド
サービスに係るSOC2保証報告書」
・発表者：長明　和彦氏（新日本有
限責任監査法人）

○9/3
・テーマ：「Webアプリケーション脆弱性
診断の現状と課題～監査視点からの振
り返り～」
・発表者：徳丸 浩氏（HASHコンサルティ
ング株式会社）

2013年8月

○非開催月 ○非開催月 ○非開催月 ○非開催月 ○非開催月

2013年7月

○非開催月 ○7/24
・テーマ：「金融機関におけるシステ
ム障害への有効な再発防止策につ
いて」
・発表者：藤森　一弘氏（新日本有
限責任監査法人）

○7/3
・テーマ：「開示資料から見た金融機
関の信用リスクマネジメント」
・発表者：石島　隆氏（法政大学）
・テーマ：「情報技術の最新動向」
・発表者：古川　貴彦氏（FISC）

○7/26
・テーマ：「監査プログラム等の実務
事例紹介」
・発表者：松原　貴美（FISC）

○7/2
・テーマ：「全信組連のシステムリスク管
理とシステム監査」
・発表者：角野　晃之氏（全国信用協同
組合連合会）

2013年6月

○6/18
・テーマ：「業務継続体制の整備状
況に関するアンケート（2012年９月）
調査結果」
・講師：長藤　剛氏（日本銀行）
・テーマ：「システム監査の実践的な
進め方～チェックポイントと実務上
の留意点～」
・講師：島田　裕次氏（東洋大学）

○非開催月 ○6/5
・テーマ：「BYODとITガバナンス」
・発表者：河邊　精一氏（アリアンツ
生命保険株式会社）
・テーマ：「「情報システムに係るコン
トロールとシステム監査」～システム
運用の現場で考えたこと～」
・発表者：平野　智一氏（FISC）

○非開催月 ○非開催月
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2013年5月

○非開催月 ○5/29
・テーマ：「リスクベース監査計画の
策定実務」
・発表者：粟野　友仁氏（プロティビ
ティLLC）

○5/8
・テーマ：「「脅威」の一覧（NIST
SP800-30 Rev.1 IPDより）」
・発表者：小倉　久宜氏（株式会社
NTTデータ・フィナンシャルコア）
・テーマ：「システム保守開発の現場
で発生する属人化問題とシステム監
査」
・発表者：渡邉　敬大氏（FISC）

○5/24
・テーマ：「内部監査の心得」
・発表者：良永　順氏（ISACA大阪支
部　常務理事）

○5/7
・テーマ：「松井証券におけるシステム監
査について」
・発表者：荒井 淳一氏（松井証券株式
会社）

2013年4月

○非開催月 ○非開催月 ○4/3
・テーマ：「第三者監査の現場から-
QMS審査を題材にして-」
・発表者：和手　信泰氏（アプロー
チ・ラボ）
・テーマ：「東日本大震災の経験から
考える防災対策」
・発表者：菅原　謙一氏（FISC）

○非開催月 ○非開催月

2013年3月

○非開催月 ○3/27
・テーマ：「標的型攻撃最新動向」、
「最新標的型攻撃の事例とその攻
撃が成功している理由」、
「アドバンスマルウェアへの対策 動
的解析システムの必要性」
・発表者：寺田　大地氏、田中　克
典氏、小澤　嘉尚氏（ファイア・アイ
株式会社）

○3/6
・テーマ：「BCMに関する監査につい
て（ISO22301と内部監査について）」
・発表者：田中　弘明氏（SCSK株式
会社）
・テーマ：「システム監査における被
監査部門とのリレーションについて」
・発表者：辻　孝司氏（FISC）

○3/22
・テーマ：「IT・セキュリティの法律、
知的財産権等に関して」
・発表者：須川　賢洋氏（特定非営
利活動法人デジタル・フォレンジック
研究会）

○3/5
・テーマ：「標的型攻撃時代のセキュリ
ティ対策～攻撃視点が教える変化の提
案～」
・発表者：辻　伸弘氏（NTTデータ先端技
術株式会社）

2013年2月

○非開催月 ○非開催月 ○2/6
・テーマ：「予兆型システムリスクに
挑む、これからのシステムリスク管
理を提案する」
・発表者：遠藤　誠氏（T.M.A パート
ナーズ株式会社）
・テーマ：「証券会社のオフサイト・モ
ニタリング」
・発表者：銭井　英明氏（FISC）

○非開催月 ○非開催月

2013年1月

○非開催月 ○1/18
・テーマ：「内部監査の品質評価に
ついて」
・発表者：森田　卓哉氏（日本内部
監査協会）

○1/9
・テーマ：「テーマ別システム監査の
事例紹介」
・発表者：田村　晃氏（日本アイ・
ビー・エム株式会社）
・テーマ：「英米から学ぶ金融機関等
の業務継続体制整備について-地
域の金融・決済機能維持と英米の
取組み－」
・発表者：岡田　昌一氏（FISC）

○1/18
・テーマ：「電子政府推奨暗号リスト
（CRYPTREC暗号リスト）の民間活
用」
・発表者：上原　哲太郎氏（総務省
情報通信国際戦略局）
・テーマ：「IFRS金融商品会計の動
向と情報システム対応」
・発表者：石島　隆氏（法政大学大
学院）

○1/8
・テーマ：「損保ジャパンのシステム監査
について」
・発表者：杜下　賢一氏（株式会社損害
保険ジャパン）

2012年12月

○非開催月 ○非開催月 ○12/12
・テーマ：「監査のあるべき姿―専門
性とは何か―」
・発表者：大井　正浩氏
・テーマ：「信用金庫における渉外用
端末としてのスマートフォンの利用と
セキュリティについて」
・発表者：石井　猛夫氏（FISC）

○非開催月 ○非開催月

2012年11月

○非開催月 ○11/28
・テーマ：「金融業界におけるIT人
材育成の課題とアプローチ」
・発表者：青木　美代子氏（株式会
社日立インフォメーションアカデ
ミー）

○11/7
・テーマ：「金融業界におけるＳＯＣ２
活用の可能性について」
・発表者： 宮田　八郎氏（新日本有
限責任監査法人）
・発表者： 長明　和彦氏（新日本有
限責任監査法人）
・テーマ：「資産運用について」
・発表者：鬼頭　克巳氏（FISC）

○11/16
・テーマ：「サイバー犯罪の現状と対
策」
・発表者：舟橋　信氏（特定非営利
活動法人デジタル・フォレンジック研
究会）
・テーマ：「クラウドサービスの利用と
外部委託管理」
・発表者：高橋　賢次氏（FISC）

○11/6
・テーマ：「当社におけるシステム監査に
ついて」
・発表者：気賀　健司氏（日本生命保険
相互会社）

2012年10月

○10/19
・テーマ：「平成24 検査事務年度検
査基本方針の概要」
・発表者：岡本　宜樹氏（金融庁）
・テーマ：「事案発生後の緊急の技
術的監査」
・発表者：名和　利男氏（特定非営
利活動法人デジタル・フォレンジック
研究会）

○非開催月 ○10/3
・テーマ：「クラウド監査について」
・発表者：佐藤　元彦氏（伊藤忠テク
ノソリューションズ株式会社）
・テーマ：「コンピュータシステムの安
全対策実施状況調査結果」
・発表者：竹内　一裕氏（FISC）

○非開催月 ○非開催月

2012年9月

○非開催月 ○9/26
・テーマ：「外部委託先のシステムリ
スク管理態勢に対応した新たな報
告書のガイダンスについて」
・発表者： 宮田　八郎氏（新日本有
限責任監査法人）
・発表者： 長明　和彦氏（新日本有
限責任監査法人）

○9/5
・テーマ：「PDCAのCA」
・発表者：中山　高秀氏（三菱電機イ
ンフォメーションシステムズ株式会
社）
・テーマ：「『システム監査指針』（第３
版） 改訂に向けたヒアリング結果に
ついて」
・発表者：市川　千尋氏（FISC）

○9/21
・テーマ：「東日本大震災を踏まえた
業務継続態勢整備の方向性」
・発表者：山田　達也氏（FISC）

○9/4
・テーマ：「スマートフォン＆ＳＮＳ利用管
理のシステム監査」
・発表者： 川辺　良和氏（有限会社イン
ターギデオン）
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2012年8月

○非開催月 ○非開催月 ○非開催月 ○非開催月 ○非開催月

2012年7月

○非開催月 ○7/25
・テーマ：「金融庁の監督指針を踏
まえた顧客等に関する情報管理の
高度化」
・発表者：三好　眞氏（株式会社ア
イ・エス・レーティング）

○7/11
・テーマ：「楽天証券のシステム内部
監査について」
・発表者： 三上　寿和氏（楽天証券
株式会社）
・テーマ：「東日本大震災における金
融機関等の対応状況について」
・発表者：佐藤　真哉氏（FISC）

○7/27
・テーマ：「業務継続訓練の有効性
について」
・発表者：米川　敦（FISC）
・テーマ：①「『システム監査指針』
（第3版）改訂に向けたヒアリング結
果について」
②「金融庁監督指針・検査マニュア
ルの改定について」
・発表者：市川　千尋氏（FISC）

○7/3
・テーマ：「当行における情報システム監
査への取組について」
・発表者： 二瓶　憲一氏（株式会社三井
住友銀行）

2012年6月

○6/19
・テーマ：「システム障害管理体制の
留意点」
・講師：志村秀一氏（日本銀行）
・テーマ：「パブリッククラウドとリス
ク管理・内部統制 その保証」
・講師：丸山満彦氏（デロイト トーマ
ツ リスクサービス株式会社）

○非開催月 ○6/6
・テーマ：『「事業継続概説」と「事業
継続マネジメント（BCMS)の国際規
格化の動向」』
・発表者： 田中　弘明氏（SCSK株式
会社）
・テーマ：「貸金業法について」
・発表者：松原　貴美氏（FISC）

○非開催月 ○非開催月

2012年5月

○非開催月 ○5/30
・テーマ：「高度化・執拗化するサイ
バー攻撃への対策　～MUFG-
CERT～」
・発表者：高木 繁氏（株式会社三
菱東京ＵＦＪ銀行）

○5/9
・テーマ：「内部監査の現場における
今日的課題について」
・発表者： 守田　一徳氏
・テーマ：「クラウド・仮想化のポイン
トと課題について」
・発表者：八幡　洋文氏（FISC）

○5/18
・テーマ：「当行のBCP監査」
・発表者： 永山　繁氏（株式会社関
西アーバン銀行）
・テーマ：「情報交換・意見交換」
・発表者：各会員

○5/1
・テーマ：「『システム監査指針』（第３版）
改訂に向けたヒアリング」
・発表者： 市川　千尋氏（FISC）

2012年4月

○非開催月 ○非開催月 ○4/4
・テーマ：「システム監査にまつわる
素朴な疑問」
・発表者： 關　弘氏（岡三証券株式
会社）
・テーマ：「プロジェクト管理の前提知
識」
・発表者：笠原　至彦氏（FISC）

○非開催月 ○非開催月
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