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12：40～13：10

１－１ フィードバックによる組織的学習と継続的改善

中央大学 宮村 鐵夫

２－１ 医療事故防止システムに関する研究

早稲田大学 木村 允昶＊
早稲田大学 棟近 雅彦

３－１ 品質機能展開によるデジタルカメラ開発の検証
と考察

富士通㈱ 平田 貞代＊
東京工業大学 長田 洋

４－１ ソフトウェア開発におけるテストプロジェクトリ
スク管理について

㈱ベリサーブ 東 弘之＊
電気通信大学 西 康晴

５－１ 効果的な教育のためのシステム構築

武蔵工業大学 兼子 毅

13：10～13：40

１－２ 日本の製造企業における品質管理の現状と変
化に関する調査研究

筑波大学 鈴木 秀男＊
神戸大学 松尾 博文

筑波大学 アラウス リタ

２－２ 医療事故防止における医療安全管理者の役割
に関する研究

早稲田大学 德久 哲也＊
早稲田大学 棟近 雅彦

麻生飯塚病院 井上 文江

３－２ ヒット商品を連続させるプロダクト・イノベー
ションの理論的考察

新潟県庁 榎 新二＊
早稲田大学ビジネススクール 長沢 伸也

４－２ ソフトウェアにおけるバグの分類の観点につい
ての考察

電気通信大学 河野 哲也＊
電気通信大学 西 康晴

５－２ 日本企業のイノベーションとクオリティ教育
～ベストプラクティスと将来展望～

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

13：40～14：10

１－３ 日本復活に向けての「Revival Japan 21」構
想

（有）神戸国際システム 西村 明吉

２－３ 与薬業務のプロセスに着目した事故分析手法
に関する研究

早稲田大学 岩澤 健次＊
早稲田大学 棟近 雅彦

麻生飯塚病院 井上 文江

３－３ ヒット商品を連続させるプロダクト・イノベー
ションの実証的研究

早稲田大学ビジネススクール 長沢 伸也＊
新潟県庁 榎 新二

４－３ ソフトウェア部会紹介

武蔵工業大学 兼子 毅

５－３ 目的指向のFMEA・FTA実践教育の推進

アイシン精機㈱ 花村 和男

14：10～14：40

１－４ 因果関係モデルと包括品質管理モデル

東京理科大学 狩野 紀昭

２－４ 医療の質管理を目的とした文書体系構築に関
する研究

早稲田大学 湯山 正樹＊
早稲田大学 棟近 雅彦

㈱日立製作所水戸総合病院 永井 庸次
㈱日立製作所水戸総合病院 高橋 弘次

㈱麻生飯塚病院 立石 奈々

３－４ 美容家電商品の市場性に関する研究
－商品企画七つ道具の活用－

富山短期大学 丸山 一彦

４－４ バグの作り込まれる構造の整理グループ 研究
会報告

電気通信大学 河野 哲也

５－４ 品質管理教育の必要性と，企業内教育と大学
教育の比較

関西大学 荒川 泰蔵

14：40～14：50 休 憩

14：50～15：20

１－５ 自動車産業の発展におけるTQM の役割

QKマネジメント研究所 及川 忠雄＊
東京工業大学 長田 洋

２－５ 患者状態適応型パスを用いた地域連携のため
のパス設計

東京大学 赤井 亮太＊
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
水戸総合病院 吉井 慎一

３－５ 顧客特性を考慮した重要要求品質の調査方法
に関する研究

早稲田大学 若松 征剛＊
早稲田大学 棟近 雅彦

４－５ 急性・慢性問題に有効な新しい ISO9000 技術
プロセスネットワーク―デジタルエンジニアリン
グと品質保証研究会 終了報告―

日本電気通信システム㈱ 金子 龍三

５－５ JR福知山線脱線事故における航空・鉄道事故
調査委員会報告の信頼性に関する研究

ヒューマンモチベーション研究所 田川 正則

15：20～15：50

１－６ 小集団活動の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

２－６ 患者状態適応型パスデータ分析システムの構築

東京大学 岸村 俊哉＊
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 製造業における事業継続計画の策定方法に関
する研究

早稲田大学 坂本 卓也＊
早稲田大学 棟近 雅彦

ソニー㈱ 本堀 勲

４－６ 半導体製造における統計的工程管理に有効な
モデル構築と統計的工程管理のライフサイクル

名古屋工業大学 川村 大伸＊
名古屋工業大学 仁科 健

NEC エレクトロニクス㈱ 東出 政信
NEC ファブサーブ㈱ 嶋津 康治

NEC 関西㈱ 中山 税

５－６ An Optimal Policy for Monotone Proce-
dure Based on Bivariate Normal Distri-
bution

電気通信大学 金 路＊
電気通信大学 鈴木 和幸

15：50～16：20

１－７ 「品質管理の原点復帰」を考える

Q&S 研究所 大岡 忠芳

２－７ 質・安全保証を実現する病床管理支援システ
ムの設計～入院における他科患者比率がその
後の転棟に与える影響～

東京大学 新田 純平＊
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

３－７ 環境ビジネスとしてのグリーンサービサイジング
－環境マネジメント研究会中間報告－

早稲田大学 長沢 伸也＊
東京情報大学 岡本 眞一

４－７ 自動車開発設計の高品質保証“Total Intelli-
gence CAE Management Model”の提案―
拡大計画研究会「シミュレーションと SQC」
第４分科会中間報告（第２報）－

青山学院大学 天坂 格郎＊
みずほ情報総研㈱ 石井 隆
みずほ情報総研㈱ 三橋 利玄

㈱数理システム 田辺 隆人
筑波大学 椿 広計

ほか

５－７ Analysis of Warranty Claims Data of
Automobile Components

電気通信大学 Rezaul Karim＊
電気通信大学 山本 渉
電気通信大学 鈴木 和幸

16：20～16：30 休 憩

16：30～17：00

１－８ 医療における FMEA の適用

中央大学 中條 武志＊
North Carolina State University Timothy G. Clapp

North Carolina State University A. Blanton Godfrey

２－８ “退院の質”向上をめざす退院調整業務プロ
セスの設計

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 内的パフォーマンス尺度の構築

武蔵工業大学 坂部 中＊
武蔵工業大学 兼子 毅

４－８ 重合反応のシミュレーションとパラメータの
決定

木村 次雄

５－８ 質的データの解析についての考察

東京理科大学 久米 英孝＊
東京理科大学 鈴木 知道

17：00～17：30

１－９ 医療経営の総合的「質」について―５年にわ
たる研究会活動から―

慶應義塾大学 池田 俊也＊
練馬総合病院 飯田 修平
練馬総合病院 佐伯 みか

日本ガイダント 田村 誠

２－９ 急性期病院での退院調整における転院先決定
プロセスの設計～療養型病院および福祉施設
における受け入れ条件の特定～

東京大学 松本 健＊
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

３－９ 従業員満足度の向上方法に関する研究

早稲田大学 亀田 賢司＊
早稲田大学 棟近 雅彦

４－９ 統計的方法を活用したシミュレーションモデル
の合わせ込み

名古屋工業大学 近藤 総

５－９ 未観測交絡因子が存在する場合の総合効果の
識別可能条件

大阪大学 元垣内広毅＊
大阪大学 黒木 学

17：30～18：00

１－10 身近な病院と病院経営の質
－岐阜市民を対象としたアンケート調査－

朝日大学 木村 茲＊
朝日大学 國澤 英雄

２－10 医療安全対策を講じる際の変更管理モデルの
構築

東京大学 久保 欣也＊
東京大学 飯塚 悦功
東京大学 水流 聡子

３－10 フォロワーシップとリーダーシップとの関連性
に関する実証的研究

関西大学 衣川 洋輔＊
関西大学 沢柳 隆徳
関西大学 泉井 力
関西大学 宮下 文彬

５－10 花田“superDOE”分析の数理－正準表示効
果成分と差分表示効果成分との換算－

元・名古屋市工業研究所 柴山 忠雄


