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12：20～12：50

１－１ 顧客価値はこう創る
－ＪＯＱＩ顧客価値創造部会の成果報
告（Ⅰ）：総論・消費財産業編－

成城大学 神田 範明＊
早稲田大学 長沢 伸也
凸版印刷㈱ 矢澤 英孝

コニカミノルタビジネスエキスパート㈱
山内 恭久

ダイハツ工業㈱ 山口 清隆

２－１ 病院版ＱＭＳの構築とその導入過程の
設計～病院，医療者特性の抽出～

東京大学 塩飽 哲生＊
早稲田大学 金子 雅明

東京大学 水流 聡子
日立製作所水戸総合病院 永井 庸次

東京大学 飯塚 悦功

３－１ 技術革新を成功に導くための技術マネ
ジメント

山梨大学 金子 潤＊
山梨大学 長田 洋

４－１ 情報提示による潜在ニーズの顕在化に
関する研究

中央大学 安気 良平＊
中央大学 中條 武志

５－１ Graybill-Deal 推定量を用いた最適水
準の推定量の改良

早稲田大学 小西健一郎＊
早稲田大学 永田 靖

６－１ 経営計画論を用いた受注型企業から開
発型企業への変態

長岡技術科学大学 藤原 拓＊
長岡技術科学大学 吉田富美男
長岡技術科学大学 嶋田 英輔

12：50～13：20

１－２ 顧客志向の生産財を企画するには
－ＪＯＱＩ顧客価値創造部会の成果報
告（Ⅱ）：生産財産業編－

オーエスジー㈱ 林 正樹＊
成城大学 神田 範明

㈱竹中工務店 井上 正哉
元・オムロン㈱ 田中 豊彦

豊田紡織㈱ 平井 慎司
JUKI㈱ 光藤 義郎

２－２ 医療の質向上に必要な基本的概念の理
解度に関する分析方法の提案
－ISO9001:2000 に基づく QMS 構築を通じて－

早稲田大学 金子 雅明＊
東京大学 塩飽 哲生

早稲田大学 棟近 雅彦
東京大学 飯塚 悦功
東京大学 水流 聡子

３－２ 環境ビジネスの戦略要因分析

㈱ジャステック 田渕 聖史＊
山梨大学 長田 洋

４－２ グループインタビューにおける潜在ニー
ズの顕在化プロセスに関する研究

中央大学 飯島 拓徳＊
中央大学 中條 武志

５－２ 多肢選択法にもとづく調査データの構
造解析としての数量化３類 N 次元分析
法の応用についての事例研究

㈱日立製作所 尾山 壯一＊
東京理科大学 狩野 紀昭

６－２ 受注型企業における自社開発型企業へ
の変態

長岡技術科学大学 杉森 大輔＊
長岡技術科学大学 吉田富美男
長岡技術科学大学 嶋田 英輔

13：20～13：50

１－３ 感動サービスを企画するには
－ＪＯＱＩ顧客価値創造部会の成果報
告（Ⅲ）：サービス産業編－

富山短期大学 丸山 一彦＊
成城大学 神田 範明

㈲トライアルプロモーション 河合 正嗣
元・コニカマーケティング㈱ 山崎 正彦

パレスホテル 吉村 一郎

２－３ 医療機関におけるＴＱＭの実態分析に
関する研究

国際医療福祉大学 山田 康夫＊
飯田 修平，赤尾 洋二，池田 俊也，
尾形 逸郎，木村 茲，久米 均，
小浦 孝三，小澤 雪絵，小林 正，
佐伯 みか，田村 誠，冨田 信也，
西村 昭男，前原 泰則，槙 孝悦，
松井 道彦，丸木 一成，宮城 敏夫，

光藤 義郎，山岡 建夫

３－３ 企業文化の創造と進化の条件

山梨大学 長田 洋
山梨大学 乙黒 聡子＊

４－３ オンラインショッピングにおける消費
者ニーズと行動の関係に関する研究

中央大学 範 東方＊
中央大学 中條 武志

５－３ コストを考慮した Progressive Type-
II right censoring の比較

東京理科大学 玉浦裕太郎＊
東京理科大学 安井 清一
東京理科大学 尾島 善一

６－３ 受注型中小企業における経営計画に基
づくマーケティング活動

長岡技術科学大学 吉田富美男＊
長岡技術科学大学 山内 貴志
長岡技術科学大学 嶋田 英輔

13：50～14：20

１－４ 農業での商品企画を推進するには
－ＪＯＱＩ顧客価値創造部会の成果報
告（Ⅳ）：農業編－

㈲企画システムコンサルティング 石川 朋雄＊
成城大学 神田 範明

２－４ 課題達成型医療におけるPDPC法の活用

獨協医科大学越谷病院 池上 敬一＊
獨協医科大学越谷病院 佐藤 陽二
獨協医科大学越谷病院 蒲原 隆
獨協医科大学越谷病院 山田浩二郎
獨協医科大学越谷病院 永井 春美
獨協医科大学越谷病院 多田 則子

３－４ 新製品開発プロセスにおける部門間連
携に関する研究

中央大学 沖田 武嗣＊
中央大学 中條 武志

４－４ マーケティングコミュニケーション品
質を検証する
～消費者意思決定メカニズムに対する
マーケティング施策の役割～

名古屋工業大学 加藤 雄一郎＊

５－４ 多段階品質情報推移モデルによる探索
的な品質データ分析の支援

京都大学 水山 元＊
キヤノンシステムソリューションズ㈱

淺田 克暢
キヤノンシステムソリューションズ㈱

山田賢太郎

６－４ 品質保証体系に基づいた基幹業務シス
テムの構築

長岡技術科学大学 山川 優
長岡技術科学大学 山崎 光子
長岡技術科学大学 吉田富美男＊
長岡技術科学大学 嶋田 英輔

14：20～14：30 休 憩

14：30～15：00

１－５ 顧客の経験価値に訴求する商品・事業
開発 ＜第 1 報＞

早稲田大学 長沢 伸也＊
富士写真フイルム㈱ 山本 太朗

２－５ 「医療の質奨励賞」設立の経緯
―医療における総合的質経営（TQM）
の導入・展開―

練馬総合病院 飯田 修平＊
中央大学 久米 均
JUKI㈱ 光藤 義郎

㈱クロスロード 冨田 信也
横浜市済生会南部病院 村上 美好
(財)日本科学技術連盟 三田 征史

練馬総合病院 佐伯 みか

３－５ 顧客最重視の品質経営技術確立に向け
て－「製造業の品質経営あり方研究会｣
報告(Ⅰ)－

青山学院大学 天坂 格郎
東洋大学 渡辺美智子
玉川大学 大藤 正＊
嘉悦大学 松行 彬子

駿河台大学 海老根敦子

４－５ 製品の品質要素の推移に関する研究
―銀塩カメラを事例として―

東京理科大学 堀野 武志＊
東京理科大学 狩野 紀昭

５－５ 分割法を用いた直積実験におけるパラ
メータ設計の解析方法

東京理科大学 澤田 寛央
東京理科大学 高橋 武則
東京理科大学 内海 良介＊

６－５ 品質保証体系に基づいた基幹業務シス
テムにおける生産管理サブシステム

長岡技術科学大学 清水 隆之
長岡技術科学大学 兼城由紀子＊
長岡技術科学大学 吉田富美男
長岡技術科学大学 嶋田 英輔

15：00～15：30

１－６ 顧客の経験価値に訴求する商品・事業
開発 ＜第 2 報＞

富士写真フイルム㈱ 山本 太朗＊
早稲田大学 長沢 伸也

２－６ 患者状態に起因するアクシデント予測
のためのケースアセスメントシートの
開発－関連要素の抽出と構造化－

東京大学 水流 聡子＊
東京大学 会田 均
東京大学 飯塚 悦功

３－６ 改善活動の手順に関する考察（２）
ＱＣストーリー

元・昭和機器工業㈱ 鵜沼 崇郎＊

４－６ 障害者球技スポーツである電動車椅子
サッカー用電動車椅子の品質改善・魅
力品質創造に関する事例研究

東京理科大学 浅子健太郎＊
東京理科大学 保川 仁＊
東京理科大学 狩野 紀昭

５－６ パラメータ設計における中心点での繰
り返しを用いた回帰モデルの検討

東京理科大学 高橋 武則
東京理科大学 梶塚 圭太＊
東京理科大学 田原慎一朗

６－６ 品質保証体系に基づいた基幹業務シス
テムにおける販売流通サブシステム

長岡技術科学大学 小竹 由華＊
長岡技術科学大学 田中 美香
長岡技術科学大学 吉田富美男
長岡技術科学大学 嶋田 英輔

15：30～16：00

１－７ 運送業界における顧客の知覚品質とブ
ランド評価に関する研究

筑波大学 鈴木 秀男＊
筑波大学 大神 雅子
筑波大学 入澤 靖幸
筑波大学 西田 直樹
筑波大学 堀内 俊寛

筑波大学 Javier Sanchez
筑波大学 曾 稚

２－７ 医療における質保証の試み
－練馬総合病院 創傷ケアセンターの
事例－

練馬総合病院 佐伯 みか＊
練馬総合病院 飯田 修平

３－７ 顧客満足度と再購入意思の関係に関す
る研究

中央大学 山本 繁樹＊
中央大学 中條 武志

５－７ 田口品質工学の基本数理

前・名古屋市工業研究所 柴山 忠雄＊

６－７ 品質保証体系に基づいた基幹業務シス
テムにおける財務会計サブルーティン

長岡技術科学大学 兼城由紀子＊
長岡技術科学大学 堤 啓太
長岡技術科学大学 吉田富美男
長岡技術科学大学 嶋田 英輔

16：00～16：30

１－８ 環境配慮型製品の設計方法

東京商工リサーチ 元野 真稔＊
山梨大学 長田 洋

サンデン㈱ 斉藤 好弘
サンデン㈱ 佐々木憲一
サンデン㈱ 尾池 勝巳

２－８ 不整合時系列データからの変化の抽出
―介護サービスの心身状態に与える影
響の分析

群馬大学 関 庸一＊
国立保健医療科学院 筒井 孝子

㈱千早ティー・スリー 松本 博規

３－８ 産業廃棄物低減に向けた生産プロセス
における物質収支マトリックスの記述
方法に関する研究

東京理科大学 石坂 論之＊
住商情報システム㈱ 上田 裕輝

東京理科大学 狩野 紀昭

５－８ ＭＴＳ法によるうつ病の発症予測とそ
の対策について

豊田工機㈱ 杉本日出子＊

６－８ 製造原価の原単位測定による推定

長岡技術科学大学 本望 諭＊
長岡技術科学大学 村瀬 友行＊
長岡技術科学大学 吉田富美男
長岡技術科学大学 嶋田 英輔

16：30～16：40 休 憩

16：40～17：10

１－９ 教育評価におけるテキストマイニング
の活用～品質管理教育を事例として～

サンデン(株) 荒木健太郎＊
(財)日本科学技術連盟 中西 秀昭

明治大学 大滝 厚

２－９ 長期ケアにおける高齢者の状態把握方法

東京理科大学 鈴木 佑＊
東京理科大学 鈴木 知道
東京理科大学 尾島 善一

３－９ プロフェッショナル・パートナー・プ
ロジェクト満足
―3PS 研究会終了報告―

玉川大学 大藤 正＊
武蔵工業大学 兼子 毅

玉川大学 永井 一志

５－９ ユビキタス社会における状態監視保全
への一考察

電気通信大学 河野 真治＊
電気通信大学 鈴木 和幸

６－９ SLM によるサービス品質改善策

長岡技術科学大学 柴田 博志＊
長岡技術科学大学 淺井 達雄

17：10～17：40

１－10 ものづくり再生のためのクオリティ専
門家養成コースに関する提言

日本ものづくり・人づくり質改革機構

大滝 厚＊

２－10 介護保険制度における問題点の調査研究

東京理科大学 安信 研吾＊
東京理科大学 滝口 紘大
東京理科大学 鈴木 知道
東京理科大学 尾島 善一

３－10 客観的尺度を用いたＰＳ（パートナー
満足）調査表の作成と考察

武蔵工業大学 中村 哲也＊
武蔵工業大学 東 英樹
武蔵工業大学 兼子 毅

５－10 デジタルエンジニアリングと品質保証
研究会報告その１

日本電気通信システム㈱ 金子 龍三＊

６－10 作業者の意識と品質不良率に関する研
究

朝日大学 国澤 英雄
朝日大学 久 毛措＊

17：40～18：10

１－11 統計的質管理の実技演習に基づく教育
に関する研究

東京理科大学 高橋 武則
東京理科大学 田原慎一朗＊
東京理科大学 梶塚 圭太

２－11 ケアプラン作成支援システムの構築
～ケア決定プロセスモデルの提案と、
現場適用における課題～

東京大学 加藤 省吾＊
東京大学 水流 聡子

青梅市立総合病院 高橋 真冬
東京大学 飯塚 悦功

３－11 アンケート分析におけるニーズ抽出法
に関する一考察

三菱電機㈱ 坂田 理彦＊
三菱電機㈱ 鈴木 史郎

武蔵工業大学 森 博彦
電気通信大学 鈴木 和幸

５－11 全社的 SPC 体制の構築とその効果

双葉電子工業㈱ 鹿沼 陽次＊
双葉電子工業㈱ 鈴木 康夫
双葉電子工業㈱ 石塚 伸彦

６－11 新製品量産化における作業標準化手法
に関する研究「作業標準化７つ道具」
の提案（第四報）

住電半導体材料㈱ 杉谷 浩成＊


