
第80回研究発表会プログラム
◆５月26日（金） ◆５月27日（土）

時 間 会場：1 号館 3 階講堂
時 間

第１会場
１号館３階講堂

第２会場
３号館２階講堂

第３会場
３号館３階Ｃ室

第４会場
１号館２階Ｂ室

第５会場
１号館２階Ａ室

10：00～
11：15

チュートリアルセッション A：｢最近の QFD の潮流と動向」
赤尾 洋二 氏（山形大学） セッション

テ ー マ 発 表 テ ー マ セッション
テ ー マ 発 表 テ ー マ セッション

テ ー マ 発 表 テ ー マ セッション
テ ー マ 発 表 テ ー マ セッション

テ ー マ 発 表 テ ー マ

11：25～
12：40

チュートリアルセッション B：「キヤノン電子における人間尊重の経営」
酒巻 久 氏（キヤノン電子㈱）

10：00～
10：30

１－10 地域産業集積による中小企業の
競争力強化

北國銀行 中嶋 匡章＊
東京工業大学 長田 洋

２－10 QMS有効活用及び審査研究部
会活動報告①
「組織の求める有効性向上に役
立つ審査」

㈱マネジメントシステム評価センター 田中 完治＊
ほか

３－10 品質保証体系に基づく基幹業務
システムの構築
～品質保証活動を支援するため
のシステムの動作原理～

長岡技術科学大学 相模英太郎＊
長岡技術科学大学 吉田富美男

長岡産業活性化協議会 嶋田 英輔

４－１ CART における最終木選択基
準についての研究

早稲田大学 原田 大介＊
早稲田大学 永田 靖

パネルディスカッション：
「医療の質～若手研究者による討論会～」

1. 開会の辞
パネルリーダー：

飯塚 悦功（東京大学)
2．パネリストの発言 1：

「医療事故の防止」
「与薬事故の防止」

栗原 一馬（早稲田大学）
「与薬事故の分析手法」

岩澤 健次（早稲田大学）
「医療安全管理者の役割」

徳久 哲也（早稲田大学）
「医療安全管理システム」

木村 允昶（早稲田大学）
3. パネリストの発言 2：

「医療プロセスの品質保証」
「臨床プロセスにおける質・安全の

確保」 岸村 俊也（東京大学）
「介護ケアプランモデル」

加藤 省吾（東京大学）
4. パネリストの発言 3：

「医療の質マネジメント」
「医療の質マネジメントの意義」

金子 雅明（早稲田大学）
「病院の質マネジメント活動におけ

る困難モデル」
塩飽 哲生（東京大学）

「ISO9000 の効果的適用」
湯山 正樹（早稲田大学）

12：40～
13：30 昼 食 休 憩

第１会場
１号館３階講堂

第２会場
３号館２階講堂

第３会場
３号館３階Ｃ室

10：30～
11：00

１－11 TQMのグローバル展開に関す
る研究

東京工業大学 趙 春鈺＊
TDK㈱ 望月 智子

東京工業大学 長田 洋

２－11 QMS有効活用及び審査研究部
会活動報告②
「効果的な内部監査の研究」

QKマネジメント研究所 及川 忠雄＊
ほか

３－11 品質保証体系に基づく基幹業務
システムの構築
～状況の変化に適応する柔軟な
データ構造～

長岡技術科学大学 大浴 寛之＊
長岡技術科学大学 吉田富美男

長岡産業活性化協議会 嶋田 英輔

４－２ ニューラルネットワークとMT
法のパターン認識における比較
研究

早稲田大学 河野 佳＊
早稲田大学 永田 靖

セッション
テ ー マ 発 表 テ ー マ セッション

テ ー マ 発 表 テ ー マ セッション
テ ー マ 発 表 テ ー マ

13：30～
14：00

１－１ 技術人材教育に関する実態調査
報告

㈱日本能率協会コンサルティング 野元伸一郎

２－１ 病院へのQMS導入・推進にお
ける阻害要因克服方法の提案

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

･

３－１ TQM の目指す経営

小浦孝三技術士事務所 小浦 孝三

11：00～
11：30

１－12 技術戦略と事業戦略の新たな統
合手法

日本電産 金子 潤＊
東京工業大学 長田 洋

２－12 QMS有効活用及び審査研究部
会活動報告③
「TQMとの融合研究」

日本品質保証機構 三神 徹＊
ほか

３－12 品質保証体系に基づく基幹業務
システムの構築
～トレーサビリティを保証する
ためのタスク管理～

長岡技術科学大学 木野 好貴＊
長岡技術科学大学 吉田富美男

長岡産業活性化協議会 嶋田 英輔

４－３ 因果ダイアグラムにおける共変
量選択基準に関する研究

早稲田大学 小林 綾香＊
早稲田大学 永田 靖

14：00～
14：30

１－２ 体験学習に基づくSQMの“How”
に関する教育
－紙グライダ演習ー

慶應義塾大学 高橋 武則

２－２ 病院の質マネジメント活動の評
価モデル

東京大学 塩飽 哲生＊
早稲田大学 金子 雅明

東京大学 飯塚 悦功
東京大学 水流 聡子

早稲田大学 棟近 雅彦

３－２ プロセスネットワークマネジメ
ント技術の適用事例 その１
－妥当性確認プロセスの改革－

日本電気通信システム㈱ 田中 孝一＊
日本電気通信システム㈱ 金子 龍三

11：30～
12：00

１－13 トップシェア企業のビジネスモ
デル分析

野村證券 村山 誠＊
東京工業大学 長田 洋

２－13 QMS有効活用及び審査研究部
会活動報告④
「プロセスアプローチの研究」

㈱ケイ・シー・シー 上月 宏司＊
ほか

３－13 品質保証体系に基づく基幹業務
システムの構築
～ボトムアップの改善活動を支
援するGUI制御～

長岡技術科学大学 丸山 由佳＊
長岡技術科学大学 吉田富美男

長岡産業活性化協議会 嶋田 英輔

４－４ 最大対比法の性能評価とその適
用に関する研究

早稲田大学 岩井 秀明＊
早稲田大学 永田 靖

12：00～
13：00 昼 食 休 憩

14：30～
15：00

１－３ 能動的頑健設計
－固定要求（静特性）の場合－

慶應義塾大学 高橋 武則

２－３ 有効な再発防止のための医療安
全管理システムの構築
～再発防止プロセスにおける進
捗管理ツールの開発～

東京大学 久保 欣也＊
東京大学 水流 聡子

早稲田大学 棟近 雅彦
東京大学 飯塚 悦功

３－３ 企業経営と TQM，ISO9001 の
活性化に関する研究

QKマネジメント研究所 及川 忠雄

13：00～
13：30

１－14 製品開発への顧客クレーム情報
活用のためのナレッジマネジメ
ントに関する研究
―A社製品グループ X の事例
研究―

東京理科大学 趙 凌雲＊
東京理科大学 狩野 紀昭

２－14 QMS有効活用及び審査研究部
会活動報告⑤
「QMS審査員力量向上の研究」

日本品質保証機構 宮川 直治＊
ほか

３－14 品質保証体系に基づく基幹業務
システムの構築
～PDCA サイクルを支援する
シームレスなシステム～

長岡技術科学大学 金子 裕一＊
長岡技術科学大学 吉田富美男

長岡産業活性化協議会 嶋田 英輔

４－５ 組み合わせ配置での応答分解手
順の Excel 表示

元・名古屋市工業研究所 柴山 忠雄

講演１：「ひたちなか元気アップ健診事
業プロジェクトの全体像」

プロジェクトリーダー：永井 庸次
（日立製作所水戸総合病院）

15：00～
15：10 休 憩

13：30～
14：00

１－15 魅力的品質・当たり前品質を考
慮した価値指数の提案

中央大学 中條 武志

２－15 リスク視点を取り入れたソフト
ウェア品質モデルの提案

㈱ニルソフトウェア 河合 一夫

３－15 V統計量を用いた計数値の管理
図に関する基礎的研究

山梨大学 姚 瑶＊
山梨大学 吉川 雅修
山梨大学 渡辺 喜道
山梨大学 新藤 久和

４－６ 直交表を用いた SN 比分析法に
ついて

統計数理研究所 河村 敏彦＊
横浜薬科大学 岩瀬 晃盛

講演２：「元気アップシステムと疾病管
理プロセスモデル」

プロジェクトサブリーダー：棟近 雅彦
（早稲田大学）

15：10～
15：40

１－４ 感性品質を考慮したパッケージ
デザイン設計に関する研究

早稲田大学 福島瑠依子＊
早稲田大学 棟近 雅彦

２－４ 病院業務改善に有用な PFC（プ
ロセスフローチャート）設計の
ための責任権限の明確化

東京大学 下野 僚子＊
東京大学 水流 聡子
東京大学 飯塚 悦功

３－４ 車両開発におけるCAEの現状
と今後の課題

日野自動車㈱ 竹岡 修史＊
青山学院大学 天坂 格郎

14：00～
14：30

１－16 B1toB2toC ビジネスモデルに
おける顧客要求にもとづく製品
企画に関する研究～タイの書籍
用紙製造会社の製品企画を事例
として～

東京理科大学 チャイラット ヌガムナロンチャイ＊
東京理科大学 狩野 紀昭＊

２－16 ソフトウェアにおけるバグの作
り込まれる構造の整理
－「バグの作り込まれる構造の
整理」研究グループ活動報告－

電気通信大学 河野 哲也＊
富士ゼロックス㈱ 秋山 浩一

㈱豆蔵 大西 建児
TIS㈱ 鈴木三紀夫

３－16 歩留り影響度のノンパラメトリッ
ク解析手法

㈱日立製作所 小野 眞＊
㈱日立製作所 西本 保則

㈱日立グローバルストレージテクノロジーズ 中川 滋之
㈱日立グローバルストレージテクノロジーズ 福山 浩

４－７ パラメータ設計におけるSN比
の基本挙動に関する一考察

大阪大学 花田 憲三＊
大阪大学 森田 浩

講演３：「患者状態適応型パス（PCAPS）
を用いた健診－医療連携による
疾病管理の実現」

プロジェクトメンバー：水流 聡子
（東京大学）

15：40～
16：10

１－５ 感性品質を反映したボールペン
の設計に関する研究

早稲田大学 子安沙央里＊
早稲田大学 棟近 雅彦

２－５ 質・安全保証を実現するための
病床管理支援システムの設計
～部門連携を機軸とした病床管
理プロセスの可視化～

東京大学 新田 純平＊
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

３－５ CAE 数値シミュレーションの
信頼度に関する一考察
－ウレタン発泡成型シミュレー
タを例として－

みずほ情報総研㈱ 三橋 利玄＊
みずほ情報総研㈱ 浜野明千宏

筑波大学 椿 広計
青山学院大学 天坂 格郎

14：30～
14：40 休 憩

14：40～
15：10

１－17 顧客満足の構造解析に関する研
究（その１）
～顧客満足調査結果に対する数量

化理論Ⅲ類Ｎ次元分析法の適用～

東京理科大学 尾山 壯一＊
東京理科大学 岡本 欣久
東京理科大学 狩野 紀昭

２－17 小集団活動の活性化を目指した
推進方法に関する研究

山梨大学 小林 明子＊
東京工業大学 長田 洋

３－17 初期流動支援のための管理図に
関する研究

東京理科大学 青木 康祥＊
東京理科大学 安井 清一
東京理科大学 尾島 善一
東京理科大学 常見 和史

４－８ 顧客セグメントを主軸とした商
品企画七つ道具の新たな試み

富山短期大学 丸山 一彦

パネルディスカッション：

「日本らしさを活かしたソフトウェア品
質を実現するための課題と取り組み

～新たな産学連携の姿と質確保パラダイ
ムの確立を目指して～」

パネルリーダー：兼子 毅
（武蔵工業大学）

パ ネ ラ ー：板倉 稔
（㈱セゾン情報システムズ）

笹部 進
（日本電気通信システム㈱）

木野 泰伸（筑波大学）

16：10～
16：40

１－６ アンケート調査における回答の
有効性に関する研究
－回答意欲を高める調査方式の
提案－

成城大学 廖 涵眉＊
成城大学 神田 範明

２－６ 地域連携パスの設計と運用のた
めの精緻化

東京大学 赤井 亮太＊
水戸総合病院 吉井 慎一

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

３－６ CAEの要素技術の融合と発展
－スケジューリング問題へのア
プローチ－

㈱数理システム 田辺 隆人＊
筑波大学 椿 広計

青山学院大学 天坂 格郎

15：10～
15：40

１－18 顧客満足の構造解析に関する研
究（その２）
～住宅に関する顧客満足度調査
結果にもとづく全体満足と部分
満足の関係の解析～

東京理科大学 岡本 欣久＊
東京理科大学 狩野 紀昭
東京理科大学 尾山 壯一

２－18 TQM（QMS）におけるYメソッ
ドの役割

㈱インテレクト 吉川 英夫

３－18 相関構造の変化を検出するため
の多変量管理図

東京理科大学 安井 清一＊
東京理科大学 尾島 善一
東京理科大学 仙石 直人

４－９ プロ野球ファンサービスに関する
調査研究
－西武ライオンズを事例にして－

筑波大学 鈴木 秀男＊
筑波大学 寺田聡太郎
筑波大学 森村 淳

16：40～
16：50 休 憩

16：50～
17：20

１－７ 国家レベルの顧客満足度の構造
に関する国際比較研究

東京工業大学 荻久保瑞穂＊
㈱ニイウス金融エンジニアリング・グループ 池庄司雅臣

東京工業大学 圓川 隆夫

２－７ 病院におけるブリーフィングの
方法論に関する研究

早稲田大学 星野 元宏＊
早稲田大学 棟近 雅彦

３－７ EMS の有効性の検証と効果的
な推進方法についての検討
－環境マネジメントシステム研
究会 最終報告－

東京情報大学 大木 達也＊
東京情報大学 内田 治
東京情報大学 岡本 眞一

15：40～
16：10

１－19 簡易型「顧客満足度診断プログ
ラム」

㈲神戸国際システム 西村 明吉

２－19 イノベーションツールとしての
TQMの役割と効果

コニカミノルタホールディングス㈱ 作田 稔＊
東京工業大学 長田 洋

３－19 CAE を用いた最適化プロセスにお
ける変数スクリーニングの効率化

㈱デンソー 吉野 睦＊
名古屋工業大学 入倉 真
名古屋工業大学 仁科 健

南山大学 松田 眞一
名古屋工業大学 石井 成

４－10 顧客満足度、経験価値及びロイ
ヤルティの測定モデルの構築

筑波大学 鈴木 秀男
筑波大学 山﨑 健史＊
筑波大学 松澤 信二

16：10～
16：20 休 憩

17：20～
17：50

１－８ 顧客属性に着目した顧客満足度
の傾向に関する一考察

㈱ニイウス金融エンジニアリング・グループ 池庄司雅臣

２－８ ケアプラン作成支援システムの
構築
－実ケースへの適用によるレト
ロスペクティブな検証－

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

３－８ EU 環境規制に対するグリーン
サプライチェーン・マネジメン
トの事例研究

京都大学 安 希慶＊
京都大学 天野 輝芳
京都大学 内海 秀樹
京都大学 松井 三郎

16：20～
16：50

１－20 生産プロセスにおける物質収支
マトリックスにもとづく物質収
支の定式化とその応用に関する
研究

東京理科大学 石坂 論之＊
東京理科大学 狩野 紀昭

２－20 e-QCC を取り入れた企業の実
態調査・研究

㈱マーレフィルターシステムズ 李 宰昊＊
東海大学 綾野 克俊

３－20 QDm の思想と技法

元・朝日大学 持本 志行

４－11 安全・確実な医療を学習する診
療体制

獨協医科大学越谷病院救命救急センター 池上 敬一

17：50～
18：20

１－９ 製造業における工数原単位の重
要性

朝日大学 田中 征夫
朝日大学 稲吉 啓
朝日大学 今井 崇浩＊

２－９ 介護保険サービスの高齢者心身
状態への影響の二段階 SOM に
よる分析

群馬大学 関 庸一＊
群馬大学 渡辺 亮

３－９ 環境会計を活用した環境リスク
コストの配分に関する研究

東京情報大学 嶋村 幸仁＊
東京情報大学 岡本 眞一

16：50～
17：20

１－21 TPM モデルの解明と保全理論
における位置づけに関する研究

東京理科大学 守田 義昭＊
東京理科大学 狩野 紀昭

２－21 改善アプローチの分類

流通科学大学 野口 博司＊
ケイ・イマジン 今里健一郎

神戸大学 磯貝 恭史
シャープ 濱田 弘行
東亜大学 持田 信治

ほか

３－21 携帯電話用 LCD の QDm

セイコーインスツル㈱ 柳沼 澄雄

４－12 医療の質安全を向上するシミュ
レーション学習ネットワーク
－SimClub－

SimClub 池上 敬一

17：20～
17：50

１－22 商品の安全性に関する情報への
接触とリスク認知

筑波大学 伊藤 誠

２－22 パーソナリティを考慮したモチ
ベーションモデルの一提案

武蔵工業大学 坂部 中＊
武蔵工業大学 兼子 毅

３－22 建設機械の QDm 計算

㈱ケイ・シー・シー 須内 眞人
18：30～
20：00

会場：1 号館 2 階 B 室

懇 親 会


