システム監査普及連絡協議会 講演会履歴
会報発刊
2014年

2014年

演題

講演者

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－

金融庁検査局審議官 兼 公認会計士・監査審査会事務局長 佐々木 清隆氏

2014.10.21

金融機関等におけるＩＴガバナンスの今後の方向性

日本大学商学部 教授

堀江 正之氏

2014.10.21

KPMGコンサルティング株式会社 代表取締役副社長

小見門 恵氏

2014.6.20

有限責任監査法人トーマツ シニアマネージャー

濱田 直治氏
北野 晴人氏

2014.6.20

9月号 ２０１４年度第１回講演会

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

2013年

2013年

2012年

講演日

12月号 ２０１４年度第２回講演会※FISCセキュリティセミナーと合同開催

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

2014年

2014年12月1日更新

デロイト トーマツ リスクサービス株式会社 シニアマネージャー

3月号 ２０１３年度第２回講演会
平成25事務年度 金融モニタリング基本方針

金融庁検査局審議官 兼 公認会計士・監査審査会事務局長 佐々木 清隆氏

2013.10.18

クラウド利用におけるリスクとコントロール

ISACA東京支部：元会長、ITGI Japan： Executive Director、
MIC：技術顧問

梶本 政利氏

2013.10.18

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

日本銀行 金融機構局 考査企画課 企画役

長藤 剛氏

2013.6.18

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～

東洋大学 総合情報学部 教授

島田 裕次氏

2013.6.18

平成24検査事務年度 検査基本方針の概要

金融庁 検査局総務課 企画・情報分析室長

岡本 宜樹氏

2012.10.19

事案発生後の緊急の技術的監査

特定非営利活動法人デジタル・フォレンジック研究会 理事
株式会社サイバーディフェンス研究所 情報分析部 部長

名和 利男氏

2012.10.19

システム障害管理体制の留意点

日本銀行 金融機構局
考査企画課 システム・業務継続グループ 企画役

志村 秀一氏

2012.6.19

パブリック・クラウドとリスク管理、内部統制 その保証

デロイト トーマツ リスクサービス株式会社 パートナー

丸山 満彦氏

2012.6.19

名古屋工業大学・大学院社会工学専攻 教授

渡辺 研司氏

2012.1.26

平成23検査事務年度検査基本方針について

金融庁 検査局総務課 検査企画官兼 企画・情報分析室長

岡本 宜樹氏

2011.10.28

オペレーショナルリスク管理の現状と高度化の方向性

日本銀行 金融機構局 金融高度化センター 企画役

碓井 茂樹氏

2011.10.28

監査によって実現するクラウドガバナンスとセキュリティ

株式会社ディアイティ
セキュリティサービス事業部 副事業部長

河野 省二氏

2011.10.28

株式会社サイバーディフェンス研究所 情報分析部長

名和 利男氏

2011.1.25

金融検査を巡る最近の動向

金融庁 検査局 総務課 調査室長

秋田 能行氏

2010.10.20

J-SOX対応とシステム監査

株式会社日立コンサルティング テクニカルディレクター

高浦 孝次氏

2010.10.20

株式会社RHJインターナショナル・ジャパン
インターナルオーディットディレクター

清水 武氏

2010.7.13

社団法人 日本内部監査協会 品質評価推進室長

森田 卓哉氏

2010.7.13

法政大学大学院 イノベーション・マネジメント研究科 教授

石島 隆氏

2010.5.17

情報システムの改善に資するシステム監査

株式会社ＮＴＴデータ経営研究所
情報戦略コンサルティング本部 アソシエイトパートナー

早乙女 真氏

2009.12.9

経営者から求められる情報システム監査

株式会社関西アーバン銀行 監査本部 パートナー

良永 順氏

2009.12.9

新日本有限責任監査法人
アドバイザリーサービス第１部 シニアプリンシパル

水谷 徳二郎氏

2009.9.16

デロイト トーマツ リスクサービス株式会社 公認会計士

丸山 満彦氏

2009.5.21

中央大学大学院理工学研究科 客員教授

島田 裕次氏

2009.1.28

金融検査を巡る最近の動向
～検査におけるベター・レギュレーションの実践～

金融庁 検査局総務課 調査室長

長岡 隆氏

2008.10.8

東京ガスにおけるＥＲＭと内部監査

東京ガス株式会社 監査部長

藤井 哲哉氏

2008.10.8

株式会社東邦銀行 総合企画部 担当部長

坂井 道夫氏

2008.7.18

株式会社野村総合研究所 研究理事

淀川 高喜氏

2008.5.29

9月号 ２０１３年度第１回講演会

3月号 ２０１２年度第２回講演会

12月号 ２０１２年度第１回講演会

6月号 ２０１１年度ミニ講演会
金融ビジネスにおけるIT継続性の重要性
～横断的演習とベンチマーキングの有効性に関する考察～
2月号 ２０１１年度講演会

2011年

5月号 ２０１０年度第３回ミニ講演会
激変するサイバー脅威の実情について
2月号 ２０１０年度講演会

2010年

11月号 ２０１０年度第２回ミニ講演会
「内部監査の品質評価」
～品質評価の枠組みと品質評価ガイド～
8月号 ２０１０年度第１回ミニ講演会
GRCとITの利用及び統制
2月号 ２００９年度講演会

2009年

11月号 ２００９年度第２回ミニ講演会
システム移行・統合への円滑な対応
8月号 ２００９年度第１回ミニ講演会
内部統制報告制度
5月号 ２００８年度第４回ミニ講演会
システム監査の現状と課題～内部統制時代を迎えて～
2月号 ２００８年度講演会

2008年

11月号 ２００８年度第２回、第３回ミニ講演会(第３回は大阪にて開催)
当行に於ける財務報告に係る内部統制の実務
8月号 ２００８年度第１回ミニ講演会
事業価値を生み出すIT投資管理のあり方
ValITの活かし方
5月号 ２００７年度第３回ミニ講演会
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演題

2014年12月1日更新

講演者

｢財務報告に係る内部統制の監査に関する実務上の取扱い｣
及び｢四半期財務諸表に関する会計基準｣の解説

講演日

公認会計士

中村 元彦氏

2008.1.29

経済産業省の情報セキュリティ政策と動向

経済産業省 商務情報政策局 情報セキュリティ政策室長

三角 育生氏

2007.10.10

システムリスク管理の現状と課題

日本銀行 金融機構局 システム関連考査担当企画役

江見 明弘氏

2007.10.10

2月号 ２００７年度講演会
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システム監査普及連絡協議会 講演会履歴
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2007年

演題

2014年12月1日更新

講演者

講演日

10月号 ２００７年度第１回ミニ講演会
経済産業省 「システム管理基準 追補版（財務報告に係るIT統制ガイダン
ス）」のポイント

大阪大学大学院工学研究科 特任教授

原田 要之助氏

2007.6.26

情報システム監査におけるOS監査の重要性
～J-SOX 金融庁・内部統制監査基準対応の留意点～

中央大学 研究開発機構 教授

大井 正浩氏

2007.2.28

セキュリティとJ-SOX

公認会計士 システム監査技術者

清水 惠子氏

2007.2.28

セキュアOSと信頼できるIT基盤

日本高信頼性システム株式会社 代表取締役社長

澤田 栄浩氏

2007.2.28

金融検査をめぐる最近の動向と情報セキュリティ

金融庁 検査局総務課 調査室長

天谷 知子氏

2006.11.10

金融機関等の内部統制、コンプライアンスと情報システムの担うべき役割

稲垣隆一法律事務所 弁護士

稲垣 隆一氏

2006.11.10

監査法人トーマツ 代表社員
トーマツ企業リスク研究所所長

久保 惠一氏

2006.07.19

株式会社アーク 代表取締役

荒川 幸式氏

2006.05.24

ＮＴＴコミュニケーションズ株式会社
ＩＴマネジメントサービス事業部長

松尾 直樹氏

2006.2.22

金融検査を巡る最近の動向

金融庁 検査局総務課 調査室長

安居 孝啓氏

2005.11.1

アウトソーシングを取り巻く現状と課題
～アウトソーシングのシステム監査を中心に～

新日本監査法人 ＴＳＲＳ部 金融システム監査室長

水谷 徳二郎氏

2005.11.1

ＢＥＩビジネス倫理研究所 代表

山口 謙吉氏

2005.07.20

監査法人トーマツ エンタープライズリスクサービス部

植垣 雅則氏

2005.06.17

日立製作所 システム開発研究所 主管研究員

瀬戸 洋一氏

2005.04.27

日本内部監査協会 常務理事（国際担当）

山本 明知氏

2005.2.23

金融機関システムにおける最近の動きとＩＴガバナンス確立のための
チェックポイント

日本銀行考査局 企画役

江見 明弘氏

2004.11.19

個人情報保護法対策を目的としたシステム監査の役割と実施上の留意点

中央青山監査法人 ＩＴアシュアランス部 ディレクター

長尾 慎一郎氏

2004.11.19

アメリカンインターナショナルグループ株式会社

小川 英明氏

2004.7.22

株式会社アークン 代表取締役

渡部 章氏

2004.4.23

監査法人トーマツ エンタープライズリスクサービス部

山口 忠男氏

2004.2.13

(有)ビジネス情報コンサルティング 代表取締役

小野 修一氏

2004.3.5

高まる内部リスク管理の重要性

金融庁検査局総務課調査室長

小野 尚氏

2003.10.21

情報セキュリティマネジメントを確立するためのネットワーク監査

KPMGビジネスアシュアランス(株) シニアマネージャ

山田 茂氏

2003.10.21

(財)日本情報処理開発協会

関本 貢氏

2003.7.15

-

第二部会

KPMGビジネスアシュアランス(株) シニアアドバイザー

喜入 博氏

2003.4.23

最新のシステムリスク管理を巡る動向

日本銀行考査局企画役

富永 新氏

2003.1.30

システム監査の新潮流

朝日監査法人ＴＲＣ事業部パートナー

長尾 慎一郎氏

2003.1.30

監査法人トーマツ シニアマネジャー公認会計士

小嶋 敏之氏

2002.10.30

(株)アーク 代表取締役

荒川 幸式氏

2002.7.31

ｱﾒﾘｶﾝﾌｧﾐﾘｰ生命保険会社
執行役員･ｲﾝﾀｰﾅﾙｵｰﾃﾞｨﾀ

大和田 恭司氏

2002.4.23

伊藤忠商事(株) 常勤監査役

別府 正之助氏

2002.1.29

5月号 ２００６年度第３回ミニ講演会

2月号 ２００６年度講演会

2006年

9月号 ２００６年度第２回ミニ講演会
ITから見た日本版SOX法への対応
7月号 ２００６年度第１回ミニ講演会
ISO/IEC27001(JIS Q 27001)の新会社法/J-SOX上の位置づけとその概要
4月号 ２００５年度第４回ミニ講演会
増大するセキュリティ・インシデントの現状とその対策について
2月号 ２００５年度講演会

2005年

9月号 ２００５年度第３回ミニ講演会
ＣＳＲとは何か ～ＣＳＲ経営を考える～
２００５年度第２回ミニ講演会（大阪にて開催）
個人情報保護対策対応
～安全管理措置の確保に向けた監査上の留意点～
7月号 ２００５年度第１回ミニ講演会
バイオメトリクスの技術と市場の最新状況
4月号 ２００４年度第３回ミニ講演会
組織目標達成に役立つCOSO ERM
1月号 ２００４年度講演会

2004年

10月号 ２００４年度第２回ミニ講演会
サーベインズ－オックスレイ法への対応
7月号 ２００４年度第１回ミニ講演会
個人情報の狙われ方と守り方
4月号 ２００３年度第３回ミニ講演会
共同システムセンター、システム共同化の監査
２００３年度第４回ミニ講演会（大阪にて開催）
情報化投資の有効性評価

2003年

12月号 ２００３年度講演会

9月号 ２００３年度第２回ミニ講演会
個人情報保護とシステム監査
6月号 電子商取引の留意点と対策

研究ﾚﾎﾟｰﾄ

２００３年度第１回ミニ講演会
情報セキュリティ監査基準と制度について
3月号 ２００２年度講演会

2002年

12月号 ２００２年度第３回ミニ講演会
外部監査人から見たアウトソーシングの管理と監査
9月号 ２００２年度第２回ミニ講演会
情報セキュリティ認証制度の現状と今後
6月号 ２００２年度第１回ミニ講演会
アメリカンファミリー生命の内部管理態勢
3月号 ２００１年度第２回ミニ講演会
コーポレートガバナンスにおける監査の役割
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2001年

演題

2014年12月1日更新

講演者

講演日

12月号 ２００１年度講演会
金融検査マニュアルの充実について

金融庁検査局総務課 課長補佐

安藤 浄人氏

2001.10.31

金融検査と会計士監査

中央青山監査法人 公認会計士

木村 章展氏

2001.10.31

個人情報保護に関する監査

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｾｷｭﾘﾃｨｴｷｽﾊﾟｰﾄ(株) 代表取締役

山崎 文明氏

2001.8.29

東京ガスにおける業務監査

東京ガス(株) 監査部部長

藤井 哲哉氏

2001.8.29

東京ガス(株) 監査部副部長

島田 裕次氏

2001.8.29

日本銀行 信用機構室

鈴木 知子氏

2001.2.28

中央青山監査 法人公認会計士・ＣＩＳＡ

木村 章展氏

2001.2.28

10月号 ２００１年度第１回ミニ講演会

東京ガスにおけるシステム監査
3月号 Ⅰ 平成12年度講演会
電子バンキングのリスク管理
会計士監査とシステム監査のかかわりについて
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