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12：50～13：20

医
療
の
Ｔ
Ｑ
Ｍ

１－１ ケアプラン作成支援システムの構築
－必要とするコンテンツの開発－

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

２－１ 顧客クレーム対応システムの構築
に関する考察

三喜産業㈱ 王 健鉄

３－１ 病院感染管理の質向上に関する研
究

早稲田大学 小林 秀＊
早稲田大学 棟近 雅彦

４－１ 一般消費者向けインターネットショッ
ピングモールにおける顧客の訪問
及び購買行動に関する研究
―ISM運営者と顧客との関係に着
目して―

東京理科大学 秋田 真澄＊
東京理科大学 狩野 紀昭

５－１ 制約式が主効果実験の推定値に与
える作用

元・名古屋市工業研究所 柴山 忠雄

６－１ 感性工学的アプローチに基づく画
像検索システムの構築

青山学院大学 鈴木 謙介＊
青山学院大学 遠藤 芳典
青山学院大学 真坂 純一
青山学院大学 藤田裕美子
青山学院大学 石津 昌平

13：20～13：50

１－２ 精神医療の地域化や専門的医療に
関する研究 各専門病棟への診療
報酬面での評価

東京医科歯科大学 侯 女朱＊
東京医科歯科大学 川渕 孝一

２－２ 企業間取引における顧客満足度調
査に関する研究

早稲田大学 平林 裕樹＊
早稲田大学 棟近 雅彦

３－２ Gender differences in clinical
presentations, treatments and
outcomes of acute myocardial
infarction in Chinese patients

東京医科歯科大学 于 保栄

４－２ 既存の顧客データから要求品質を
構造化する
～スクリプト理論を応用した自由
回答データの分析枠組み～

名古屋工業大学 加藤雄一郎

５－２ 外部データを持つコンジョイント
計測データの解析について
―属性水準数が混合，順位による
評価の場合―

電気通信大学 椿 美智子＊
電気通信大学 野村 篤司

６－２ EDR辞書を用いた品質表現の類
似度に基づく品質機能展開

青山学院大学 中澤 祐介＊
青山学院大学 石津 昌平

13：50～14：20

１－３ 要介護認定調査結果から得られる
高齢者類形と介護保険サービス利
用の関係

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

２－３ 層を考慮した二値評価データの解
析

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 成瀬 光弘

３－３ 患者安全管理の質の目に見えない
モチベーション要因

ヒューマンモチベーション研究所 田川 正則

４－３ 「経験価値」と感性品質の関係

富士写真フイルム 山本 太朗＊
早稲田大学 長沢 伸也

５－３ 分割型（実験＋回帰）モデルに基
づく解析について－狭ピッチICの半
田付け品質の改善を応用例として－

電気通信大学 椿 美智子＊
NECビューテクノロジー㈱ 尾本 孝義
NECビューテクノロジー㈱ 岩下裕二郎
NECビューテクノロジー㈱ 小谷 智

６－３ 評価指標を用いた経営自己評価の
用語別分析システム

青山学院大学 石先 真純＊
青山学院大学 石津 昌平

14：20～14：30 休 憩

14：30～15：00

医
療
の
Ｔ
Ｑ
Ｍ

１－４ 病態因果メカニズムの知識の構造
化

東京大学 塩飽 哲生＊
青梅市立総合病院 高橋 真冬

東京大学 水流 聡子
東京大学 飯塚 悦功

２－４ プロセスネットワーク分析
―デジタルエンジニアリングと品
質保証研究会報告（その2）―

日本電気通信システム㈱ 金子 龍三

３－４ 製品使用者を考慮した製品事故の
未然防止に関する考察

電気通信大学 高田 綾＊
電気通信大学 橋本 直哉
電気通信大学 鈴木 和幸

４－４ 経験価値創造の事例研究①
「エルメス」

早稲田大学 土田 哲平＊
早稲田大学 長沢 伸也

５－４ シミュレーションとSQC拡大研究
会第1分科会中間報告（1）

名古屋工業大学 仁科 健
㈱デンソー 吉野 睦＊

６－４ 仮想実験の適用限界と妥当性

東京理科大学 高橋 武則
東京理科大学 濱川 大志＊
東京理科大学 成瀬 光弘
東京理科大学 田原慎一朗

15：00～15：30

１－５ 「患者状態を基軸とする医療」を
支援する患者状態適応型クリニカ
ルパスシステムの開発

東京大学 水流 聡子＊
東京大学 飯塚 悦功

早稲田大学 棟近 雅彦
水戸総合病院 永井 庸次
練馬総合病院 飯田 修平

２－５ 設計プロセスの表出化による開発
管理－「製造業の品質経営あり方
研究会」報告(Ⅱ)

玉川大学 大藤 正*
アラコ㈱ 鈴木 通溶

㈱日本科学技術研修所 長谷 和彦
ダイキン工業㈱ 岡田 慎也

㈱日本リサーチセンター 久慈 勝男

３－５ 劣化量を考慮した load-sharing
k-out-of-nシステムの最適負荷配分

電気通信大学 長谷川 繁＊
電気通信大学 鈴木 和幸

４－５ 経験価値創造の事例研究②
コーセー 「COSME DECORTE
AQ」

早稲田大学 染谷 高士＊
早稲田大学 長沢 伸也

５－５ グラフィカルモデリングにおける
属性間の依存関係の導出

青山学院大学 利根川敬志＊
青山学院大学 石津 昌平

６－５ 複数の立場や多種の使用状況を考
慮した仮想実験

東京理科大学 高橋 武則
東京理科大学 成瀬 光弘＊
東京理科大学 田原慎一朗

15：30～16：00

１－６ 内科系疾患におけるクリニカルパ
ス導入に関する研究

早稲田大学 滑川 浩倫＊
早稲田大学 棟近 雅彦

麻生飯塚病院 吉野 俊平

２－６ 狩野の品質要素論に基づく企画品
質のばらつきとその活用

名古屋工業大学 仁科 健＊
ほか５名

３－６ 火災予防のための効果的な査察実
施基準に関する一考察

電気通信大学 飯島 朋子＊
電気通信大学 山本 渉
電気通信大学 王 恋華
電気通信大学 田中 健次

４－６ 経験価値創造の事例研究③
INAX「サティス」

早稲田大学 入澤 裕介＊
早稲田大学 長沢 伸也

５－６ 欠損値が存在する場合のラフ集合
理論を用いた属性の近似精度

青山学院大学 庵谷 賢一＊
青山学院大学 石津 昌平

６－６ ２段階モデルに基づく選択集合を
考慮した仮想実験

東京理科大学 内海 良介＊
東京理科大学 高橋 武則

16：00～16：10 休 憩

16：10～16：40

１－７ 組織事故防止のための模擬体験実
験を用いた教育

東京理科大学 高橋 武則
東京理科大学 山内 太介＊
東京理科大学 星 光貴
東京理科大学 折尾 剛志

２－７ 中小企業における経営改善のため
の自己評価システム運営に関する
研究

早稲田大学 吉川 博邦＊
早稲田大学 棟近 雅彦
早稲田大学 金子 雅明

３－７ 改善活動の手順に関する考察(3)
方針管理

元・昭和機器工業㈱ 鵜沼 崇郎

４－７ 経験価値創造の事例研究④
日産自動車「X-TRAIL」

早稲田大学 山本 典弘＊
早稲田大学 長沢 伸也

５－７ モデル合成と単独モデルの精度評
価

明治大学 国分 史郎＊
明治大学 大滝 厚

６－７ 社員研修におけるモチベーション
研修の実施事例

㈱マイスターエンジニアリング 川島 学＊
㈱マイスターエンジニアリング 伊藤 典男

16：40～17：10

１－８ 要因の重点化を利用した医療事故
解析手法の提案

電気通信大学 島倉 大輔＊
電気通信大学 田中 健次

２－８ 中小企業における継続的改善活動
に関する研究

早稲田大学 荒川 亮介＊
早稲田大学 棟近 雅彦

３－８ TQMとTPMにおける改善の方法
論の統合に向けて

広島工業大学 久保田洋志＊
広島工業大学 宋 相載

４－８ 経験価値創造の事例研究⑤
「アルビレックス新潟」

早稲田大学 榎 新二＊
早稲田大学 長沢 伸也

５－８ パラメータ設計における評価指標
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 斉藤 敦

６－８ 海外TQM支援活動におけるQCゲー
ムの活用

日本規格協会 松本 隆＊
OY技術と経営研究所 小田部 譲

17：10～17：40

１－９ 医療におけるコミュニケーション・
エラーに関する考察

電気通信大学 下中 大輔＊
電気通信大学 鈴木 和幸

２－９ 企業の緊急事態の対策におけるIS
O14001を利用した分析

東京工業大学 岩垂 邦秀＊
鉄道総合技術研究所 御船 直人

３－９ 小集団活動の自己評価方法

山梨大学 小林 明子＊
山梨大学 長田 洋

QCサークル・自己評価方法開発研究委員会

４－９ 経験価値創造の事例研究⑥
京都祇園「一力」

早稲田大学 黒坂 俊介＊
早稲田大学 長沢 伸也

５－９ 多変量管理図を用いた工程管理の
模擬体験

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 山崎 啓之＊

６－９ 知識創造におけるリフレクター

リフレクター研究会主査 布施 輝雄＊


