
◆５月27日（金） ◆５月28日（土）

第77回研究発表会プログラム

第１会場
１号館３階講堂

第２会場
１号館２階Ｂ室

第１会場
１号館３階講堂

第２会場
１号館２階Ｂ室

第３会場
１号館２階Ａ室

第４会場
３号館２階講堂

時 間 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 時 間 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

13：30～
14：00

１－１ 質安全保証を実現する患者状態適応型
パスの開発
－臨床プロセスチャートのカルテ検証調査－

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

２－１ 非関連多角化戦略の分析

山梨大学 山畑 昌洋＊
東京工業大学 長田 洋 10：00～

10：30

１－10 医療安全管理者養成講習への品質管理
手法の導入
―総合的質経営による安全確保―

練馬総合病院 飯田 修平＊
練馬総合病院 柳川 達生
練馬総合病院 佐伯 みか

JUKI 光藤 義郎
慶応義塾大学 池田 俊也

２－10 重回帰分析における変数選択と選択基
準に関する考察

武蔵工業大学 兼子 毅

３－１ 拡大計画研究会「シミュレーションと
SQC」中間報告：研究方針と統計理論
的検討の概要

筑波大学 椿 広計＊
名古屋工業大学 仁科 健

筑波大学 山田 秀
青山学院大学 天坂 格郎

ほか

４－１ 改善活動の手順に関する考察（４）
小集団活動

元・昭和機器工業㈱ 鵜沼 崇郎

14：00～
14：30

１－２ 患者状態適応型パスによる病院機能分析
―臨床経路パターンとユニット滞在日

数に着目した分析―
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
ほか

２－２ 生産財におけるブランド価値

山梨大学 木村 哲＊
東京工業大学 長田 洋 10：30～

11：00

１－11 日本における調剤薬局版BSCの有用性
に関する研究

東京医科歯科大学 陳 柏廷＊
東京医科歯科大学 川渕 孝一

２－11 定量限界，検出限界を持つデータの回
帰分析

成蹊大学 岩崎 学＊
万有製薬 阿部 貴行

３－２ シミュレーションとSQC拡大研究会第
１分科会中間報告（２）

名古屋工業大学 仁科 健
㈱デンソー 吉野 睦＊

４－２ グループワークのためのマネジメント
ツールの設計

東京理科大学 山内 太介＊
慶應義塾大学 高橋 武則

14：30～
15：00

１－３ 退院調整において重要となる施設の受
け入れ条件の役割の明確化

東京大学 松本 健＊
東京大学 水流 聡子
東京大学 飯塚 悦功

２－３ つくば市小売業のマーケティング分析
－つくばエクスプレス開通に向けて－

筑波大学 鈴木 秀男＊
筑波大学 飯島 健吾
筑波大学 藤嶋 浩輝
筑波大学 周

筑波大学 Rokshana Parveen

11：00～
11：30

１－12 病院へのQMS導入･推進における阻害
要因克服モデルの確立

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

２－12 多次元正規性の検定に基づく統計的判別

東京理科大学 梶塚 圭太＊
慶應義塾大学 高橋 武則

３－３ 拡大計画研究会「シミュレーションとSQ
C」第４分科会中間報告（１）－自動車を
例とした品質保証体系の理念的研究－

青山学院大学 天坂 格郎＊
東芝ケーエヌシステム㈱ 齋 巖

日野自動車㈱ 江成 啓
日本発条㈱ 小野 隆

日野自動車㈱ 竹岡 修史

４－３ 自己評価表を用いた小集団活動の進め方

山梨大学 小林 明子＊
東京工業大学 長田 洋

15：00～
15：10 休 憩

11：30～
12：00

１－13 病院の質マネージメントシステムを評
価するための組織症状、及び組織問題
に関する研究

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

２－13 直交配置の上で生成される推定可能性

元・名古屋市工業研究所 柴山 忠雄

３－４ 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３）―

日本電気通信システム㈱ 金子 龍三

４－４ 創発的組織能力の評価

東京大学 乙黒 聡子＊
東京工業大学 長田 洋

15：10～
15：40

１－４ 病院で行う医療安全推進
―根本原因分析法の実践―

練馬総合病院 柳川 達生＊
練馬総合病院 飯田 修平

２－４ 環境ライフスタイルからみた魅力的品
質・当り前品質論

名古屋工業大学 仁科 健＊
名古屋工業大学 鈴木 邦昭
名古屋工業大学 亀谷 剛
名古屋工業大学 石井 成 12：00～

13：00 休 憩

15：40～
16：10

１－５ 患者状態に起因する事故における患者
リスク評価方法の研究

東京大学 高橋 宏行＊
東京大学 水流 聡子
東京大学 飯塚 悦功

２－５ 魅力品質・当たり前品質に基づく選択
集合を介したブランド選択に関する研
究

東京理科大学 内海 良介
慶應義塾大学 高橋 武則
東京理科大学 梶塚 圭太＊

13：00～
13：30

１－14 新商品企画のための仮説発掘調査への
試み（その２）

成城大学 小久保雄介＊
成城大学 井上 沖
成城大学 新井 亮太
成城大学 神田 範明

２－14 メンバの意欲を高めるリーダの行動指針

武蔵工業大学 八尋 絵美＊
武蔵工業大学 國場 幸展
武蔵工業大学 兼子 毅

３－５ ワイブル分布の二値観測寿命試験にお
ける群逐次計画の試み

電気通信大学 山本 渉＊
電気通信大学 鈴木 和幸

４－５ 価格対応品質の研究（１）：QDmの
設計理論

元・朝日大学 持本 志行

16：10～
16：40

１－６ 医療におけるエラープルーフ化

中央大学 中條 武志

２－６ 心理的景気感が顧客満足度に与える影
響分析

東京工業大学 池庄司雅臣＊
東京工業大学 圓川 隆夫

13：30～
14：00

１－15 住宅団地・FRANCAのヒット要因の分析
－個性重視型戸建て住宅の開発とその

検証－
東武鉄道㈱ 千賀 一雄
東武鉄道㈱ 島田 憲治＊

㈲イゾラインターナショナル 島林 元子
㈲企画システムコンサルティング 綿谷 倫子

成城大学 神田 範明

２－15 ソフトウェア開発におけるプロジェク
ト満足度の統計的考察

武蔵工業大学 国場 幸展＊
武蔵工業大学 兼子 毅

３－６ 多変量正規分布に基づく最適状態監視
保全

電気通信大学 熊谷 和宏＊
電気通信大学 金 路
電気通信大学 鈴木 和幸

４－６ 製品戦略とQDm：価格対応品質の研
究（2）

玉川大学 大藤 正

16：40～
16：50 休 憩

14：00～
14：30

１－16 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に基づくシ
ステムプロトタイプの開発－

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

２－16 パーソナリティを考慮したモティベー
ションの統計的考察

武蔵工業大学 坂部 中＊
武蔵工業大学 兼子 毅

３－７ 安全性解析を主眼としたエラーモード
抽出手法にもとづくデジタルカメラ使
用時のトラブル予測

筑波大学 伊藤 誠＊
筑波大学 岩田 隼人
筑波大学 立川 貴之

４－７ ３次元によるサービス品質評価の鉄道
における事例研究

鉄道総合技術研究所 宮地 由芽子

16：50～
17：20

１－７ マーケティング理論としての経験価値

早稲田大学ビジネススクール 長沢 伸也＊
早稲田大学ビジネススクール 吉田 政彦

２－７ 模擬体験型実験を用いた組織事故防止
とリスクマネジメントの教育

慶應義塾大学 高橋 武則
東京理科大学 星 光貴＊
東京理科大学 折尾 剛志
東京理科大学 山内 太介 14：30～

14：40 休 憩

17：20～
17：50

１－８ 京都企業「一澤帆布」の商品開発力と
経験価値創造

富士写真フイルム㈱ 山本 太朗＊
早稲田大学 長沢 伸也

２－８ 紙グライダーを用いた回帰診断に基づ
く再発防止の教育

慶應義塾大学 高橋 武則
東京理科大学 古澤 裕也
東京理科大学 田原慎一朗＊

14：40～
15：10

１－17 消費者の購買予測

武蔵工業大学 丸山 裕之＊
武蔵工業大学 兼子 毅

２－17 学習型PDCAサイクルとCAPDサイク
ルの比較に関する研究

電気通信大学 角田 猛＊
電気通信大学 椿 美智子

３－８ 代用特性による総合効果の識別可能条
件について

大阪大学 元垣内広毅＊
大阪大学 黒木 学

４－８ 組立工程の最適制御間隔の決定に関す
る研究

東京理科大学 畑山 知慶＊
東京理科大学 鈴木 知道

17：50～
18：20

１－９ 経験価値を導入した消費者評価構造に
関する研究

筑波大学 山崎 健史＊
筑波大学 吉田 敬
筑波大学 鈴木 秀男

２－９ コイン射撃実験を用いた多変量データ
に基づく２群判別の教育

東京理科大学 山崎 啓之＊
慶應義塾大学 高橋 武則

15：10～
15：40

１－18 商品の成熟度と消費者のマニア性が商
品選択行動に与える影響に関する研究

東京理科大学 狩野 紀昭＊
東京理科大学 岩下 志保＊

２－18 教育の質的向上のための潜在クラスを
用いた個人差の分析に関する研究

電気通信大学 椿 美智子
電気通信大学 池本 賢司
電気通信大学 椎名 宏樹＊

３－９ ヒートアイランド現象の統計解析

東京理科大学 佐々木 信＊
東京理科大学 笠井 信吾
東京理科大学 笹原光太郎
東京理科大学 鈴木 知道

４－９ フリーソフトRのGUI化ライブラリ
Rcmdrの日本語化とQCツール

関西大学 荒木 孝治

15：40～
16：10

１－19 乗揚海難防止を目的とした航海用海図
の品質改善

海上保安庁 田中 友規＊
東京理科大学 狩野 紀昭

２－19 動特性のパラメータ設計における評価
指標の提案

東京理科大学 斉藤 淳＊
慶應義塾大学 高橋 武則

３－10 競技における相性の解析

東京理科大学 ■ 雄亮＊
東京理科大学 鈴木 知道

４－10 ソフトウェアにおけるバグのパターン
に着目したテストの改善

電気通信大学 河野 哲也＊
電気通信大学 西 康晴

16：10～
16：40

１－20 魅力商品について(3)
－魅力商品開発における多次元マンダ
ラ構想とその展開－

アイシン・エィ・ダブリュ㈱ 諸戸 脩三＊
アイシン・エィ・ダブリュ㈱ 吉岡 正博


