
第 31回 年 次 大 会 研 究 発 表 会 プ ロ グ ラ ム
（発表20分，討論10分，□は発表番号，＊印は発表者）

時 間 第１会場
Ｔ１号館 Ｔ－１教室

第２会場
Ｔ１号館 Ｔ－２教室

第３会場
T１号館 Ｔ－３教室

12：45～

13：45

チュートリアルセッションＡ
経営品質の評価・診断

伊藤 要蔵氏（アイシン精機㈱）

チュートリアルセッションＢ
バランススコアカードの理論と実際

野﨑 通氏（富士ゼロックス㈱）

13：45～

13：50
休 憩

セッション
テ ー マ ISO 9000 医療のＴＱＭ プロセスコントロール

13：50～

14：20

1－1 設計・開発部門におけるISO9001：2000に対応した
品質マネジメントシステムの再構築

早稲田大学 加藤 英司*
早稲田大学 棟近 雅彦
早稲田大学 今井 敏博

2－1 ＤＲＧをベースとした病院ベンチマーク（改善）事業の紹介

東京医科歯科大学 川渕 孝一*

3－1 経営革新のための組織風土の評価方法

ＩＢＬ 石角 勝彦*
山梨大学 長田 洋

14：20～

14：50

1－2 ISO9001：2000におけるプロセスの捉え方とその有効性評価
㈱テクノファ 平林 良人*
(財）日本科学技術連盟 館山 保彦
㈱NTT-MEコンサルティング 福丸 典芳
早稲田大学 棟近 雅彦
㈱エーペック・インターナショナル 国府 保周
(財）電気安全環境研究所 鈴木 政弘
(財）防衛調達基盤整備協会 千葉 徹也
日本化学キューエイ㈱ 中村 伸
(財）日本自動車研究所 福永 紘一

2－2 医療の質向上活動（MQI：Medical－Quality－Improvement）
の変遷

練馬総合病院 飯田 修平*

3－2 不良ゼロへのQFDと吉川メソッドの適用№６
The application of QFD and Yoshikawa（Y）Method
to realize ZERO－DEFECT）

㈱インテレクト 吉川 英夫
ボッシュブレーキシステム㈱ 星野 和夫*

14：50～

15：20

1－3 ISO9001：2000に基づくQMS審査に求められる
専門知識とTQM知識

(財）日本規格協会 古山 富也*
中央大学 中條 武志
ビューロ・ベリタス・クオリティー・インターナショナル 井上 正昭
ザ・ハートフォード・スチームボイラ検査保険会社 京田 惣一
(財）日本ガス機器検査協会 寺部 哲央
日本検査キューエイ㈱ 塙 凡夫
サーティフィケーション・インターナショナル・ジャパン㈱ 武藤 功
松下コンサルティング㈱ 西村 治雄

2－3 医療におけるミス検知方法に関する研究

早稲田大学 小林 四季*
早稲田大学 棟近 雅彦

3－3 シューハート管理図の連ルールの一般化

東京理科大学 山本 和男*
東京理科大学 尾島 善一
東京理科大学 牛嶋 大

15：20～

15：30
休 憩

セッション
テ ー マ ISO 9001・ISO14001，医療のTQM ＴＱＭ 商品開発

15：30～

16：00

1－4 ISO9001とISO14001の融合による
マネジメントシステムの強化

メディアテック㈱ 塚田 則夫*
山梨大学 長田 洋

2－4 品質管理活動の成功：
相互向上的コミュニケーション・リンケージ構築への諸原理

筑波技術短期大学 海老根敦子*
青山学院大学 天坂 格郎

3－4 テキスタイルデザインにおけるモチーフ選定支援
に関する研究

早稲田大学 山中 史彦*
早稲田大学 棟近 雅彦

16：00～

16：30

1－5 『事務関係書類の一貫した文書管理を実現する』
―ISO9001に準拠した文書管理―

練馬総合病院 大森 薫*

2－5 TQMにおけるe－Learningの活用について

山梨大学 新藤 久和*

3－5 カラーデザインの開発プロセスに関する研究
早稲田大学 杉山 我路*
早稲田大学 棟近 雅彦

16：30～

17：00

1－6 病院におけるISO9001適用に関する研究
早稲田大学 中村 圭作*
早稲田大学 棟近 雅彦

2－6 経営のクオリティ
―組織変革と成員の価値意識の関係―

コニカ㈱ 作田 稔*

3－6 重要品質問題のトラブルシューティング技術
―仮説設定法―

日本電気テレコムシステム㈱ 金子 龍三*

時 間 第４会場
Ｔ１号館 Ｔ－４教室

第５会場
Ｔ１号館 Ｔ－５教室

セッション
テ ー マ 統計・解析，信頼性 統計・解析

12：45～

13：15

4－1 相関の測度について

愛知学院大学 田中 浩光*

5－1 時系列情報を考慮に入れた企業倒産予測に関する研究
早稲田大学 鈴木 竜彦*
早稲田大学 棟近 雅彦

13：15～

13：45

4－2 市場データに基づく信頼性評価に関する一考察
電気通信大学 金子 和巳*
電気通信大学 王 恋華
三菱電機㈱ 坂田 理彦
電気通信大学 鈴木 和幸

5－2 中古車価格の予測に関する研究
早稲田大学 上村 豪*
早稲田大学 棟近 雅彦

13：45～

13：50
休 憩

セッション
テ ー マ 統計・解析 設備管理，ナレッジマネジメント，製品設計，信頼性

13：50～
14：20

4－3 実験計画法の初心者教育

柴山 忠雄*

5－3 化学プラントの保全設計に活用するためのトラブル予測方法
東京大学 渋谷 智希*
東京大学 飯塚 悦功

14：20～

14：50

4－4 感性品質を考慮した設計のための評価構造モデル探索方法に
関する研究

早稲田大学 田中 正和*
早稲田大学 棟近 雅彦

5－4 不具合に関する設計知識の運用に関する研究
―構造化知識に基づく知識活用システムの構築―

東京大学 田村 泰彦*
東京大学 藤井 聡
東京大学 諫山 哲平
東京大学 飯塚 悦功

14：50～

15：20

4－5 水準出現数が異なる２水準過飽和実験の評価

慶應義塾大学 飯田 孝久*

5－5 「製品属性」と「使用者―使用状況」の関わりにもとづく
人的エラーの予測に関する研究

中央大学 佐井 高志*
中央大学 中條 武志

ご参考 甲府駅付近 ホテルご案内

甲府駅周辺の宿泊施設をご案内いたしますので，直接各施設にご
確認の上ご予約ください．また，山梨大学までの時間を参考にして
ください．（金額は参考まで）

＜山梨大学まで＞
ＫＫＲニュー芙蓉

055-252-1327 6006円 徒歩20分
甲府ホテル

055-252-1311 6,090～6,300円 徒歩18分またはバス５分
甲府ターミナルホテル

055-252-7351 7,350円 徒歩18分またはバス５分
サンパークホテル内藤

055-233-7110 6,200円 徒歩18分またはバス５分
甲府ワシントンホテルプラザ

055-232-0410 6,900～7,700円 バス15分
ロイヤルガーデンホテル

055-231-2411 9,009円 バス10分＋バス５分

http://www.eurus.dti.ne.jp/ c̃ity-h/eria/table1.htm1#eria2

15：20～

15：30
休 憩

セッション
テ ー マ 統計・解析，品質工学 標準化，マーケティング，ソフトウェア

15：30～

16：00

4－6 ケアプラン作成支援システムの構築
東京大学 八重沢 亨*
東京大学 今井 孝之
東京大学 若杉 忠弘
東京大学 鈴木 知道
東京大学 飯塚 悦功

5－6 「作業標準化七つ道具」の提案

住友電気工業㈱ 杉谷 浩成*

16：00～

16：30

4－7 屋内型SQCと屋外型SQC
東京理科大学 高橋 武則*
東京理科大学 今井 雅浩

5－7 「インターネットアンケート調査に関する一考察（その２）
―回答者に応じた最適なアンケートの提案―」

成城大学 神田 範明
成城大学 小林 宏行*

16：30～

17：00

4－8 規格を考慮したパラメータ設計
東京理科大学 西浦 淳*
東京理科大学 今井 雅浩
東京理科大学 高橋 武則

5－8 自動テストツールを活用したプロトタイピングによる生産性
向上

㈱エス・キュー・シー 西 康晴*
㈱エス・キュー・シー 中島 則秋
㈱NTTデータ 井上 康臣


