
第１会場
（3階W931室）

第２会場
（3階W932室）

第３会場
（3階W933室）

第４会場
（3階W934室）

第５会場
（3階W935室）

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 セッション
テ　ー　マ 発　表　テ　ー　マ

13：00 ～ 13：30

Ｔ　
　
　

Ｑ　
　
　

Ｍ

１－１ シンプル・ミクロ・マルチなプロセス・クオリティ・
マネジメント（Y メソッド）の理論・実践・展望

㈱インテレクト　吉川　英夫　

Ｃ　

Ｓ　

・　

信　

頼　

性

２－１ What should we do to keep our customers? 
Customer satisfaction vs. switching costs

 Tokyo Institute of Technology　Björn Frank ＊
 Tokyo Institute of Technology　Takao Enkawa 　

医　

療　

の　

Ｔ　

Ｑ　

Ｍ

３－１ 規則違反に起因する医療事故の分析手法に関する研究

 早稲田大学　高山　陽平＊
 早稲田大学　棟近　雅彦　
 早稲田大学　金子　雅明　

マ　

ー　

ケ　

テ　

ィ　

ン　

グ

４－１ 消費者の持つ店舗選択要因を考慮した集客予測モデル
に関する研究

 早稲田大学　坂本　真一＊
 早稲田大学　棟近　雅彦　 
 早稲田大学　金子　雅明　

プ
ロ
セ
ス
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

５－１ 管理図実践研究会終了報告

 技術士　安藤　之裕　

13：30 ～ 14：00

１－２ デミング賞メッセージと受賞企業の調査研究

小浦孝三技術士事務所　小浦　孝三　

２－２ 文化要因が顧客満足度とロイヤリティに及ぼす影響に
関する研究

 東京工業大学　アブレート・グルミレ＊
 東京工業大学　圓川　隆夫　
 東京工業大学　シェーン・スワナベルト　
 東京工業大学　鈴木　定省　

３－２ 病院情報システムの要求仕様策定方法の開発

 東京大学　内山健太郎＊
 東京大学　加藤　省吾　
 東京大学　水流　聡子　
 東京大学　飯塚　悦功　

４－２ 消費者の購買プロセスの分析方法に関する研究

 早稲田大学　西中　　萌＊
 早稲田大学　棟近　雅彦　
 早稲田大学　金子　雅明　

５－２ 業務プロセスナビゲーションシステム“A-BPNS”構
築に関する一研究

 青山学院大学　中村　眞理＊
 青山学院大学　山路　　学　
 青山学院大学　天坂　格郎　

14：00 ～ 14：30

１－３ 統合的設計管理手法に関する研究（その 1）
－複数の設計入出力を持つシステムのロバスト設計手法－

 ㈱ IHI　呉　　宏堯＊
 ㈱ IHI　森　　初男　
 慶應義塾大学　鈴木　秀男　
 慶應義塾大学　松浦　　峻　
 慶應義塾大学　長谷川雄大　

２－３ 保証期間中の市場故障データに基づく信頼性寿命デー
タの解析

 電気通信大学　原　　　崇＊
 電気通信大学　鈴木　和幸　

３－３ 転倒・転落事故防止のための管理計画立案モデルの構築
－患者状態の変化を考慮した管理計画－

 東京大学　加藤　省吾＊
 東京大学　水流　聡子　
 東京大学　飯塚　悦功　

４－３ アクセスログを用いたインターネットショッピング
モールに対する消費者不満の分析方法に関する研究

 早稲田大学　篠宮　貴紀＊
 早稲田大学　棟近　雅彦　
 早稲田大学　金子　雅明　

５－３ 情報システム開発における顧客価値最大化のプロセス

 松下電器産業㈱　小林　英樹＊
 東京工業大学　長田　　洋　

14：30 ～ 15：00

１－４ 統合的設計管理手法に関する研究（その 2）
－過飽和実験計画を用いたパラメータ設計－

 慶應義塾大学　鈴木　秀男＊
 慶應義塾大学　松浦　　峻　
 慶應義塾大学　長谷川雄大　
 ㈱ IHI　呉　　宏堯　
 ㈱ IHI　森　　初男　

２－４ 試験検査における再検査の根拠とベイズの定理

 日本化学キューエイ㈱　中村　　伸　

３－４ 医療安全管理システムに関する研究
－複数病院のシステム比較から得られる知見－

 東京大学　藤井　健人＊
 東京大学　水流　聡子　
 東京大学　飯塚　悦功　

４－４ カスタマーサイエンスを用いたインテリジェンスデザ
インコンセプトメソッド“CS-IDCM”の提案と有効性

 青山学院大学　山路　　学＊
 青山学院大学　天坂　格郎　

５－４ 業務の三次元可視化ツールによる不具合の未然防止

 ㈱テクノファ　平林　良人＊
 早稲田大学　棟近　雅彦　

15：00 ～ 15：10 休　　　　憩

15：10 ～ 15：40
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１－５ 成果の出る環境マネジメントシステムの構築・運用

 中央大学　中條　武志＊
 中央大学　小澤　健太　
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２－５ 医療の質・安全部会　総会

 部会長　棟近　雅彦　

医　
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３－５ 病院の業務におけるプロセス管理指標の導出方法に関
する研究－臨床検査業務における手法案の適用－

 東京大学　李　　垠燦＊
 東京大学　下野　僚子　
 東京大学　加藤　省吾　
 東京大学　水流　聡子　
 東京大学　飯塚　悦功　 商　

　

品　
　

開　
　

発

４－５ パッケージデザイン設計におけるデザイン要素の物理
特性抽出に関する研究

 早稲田大学　牛島　幸子＊
 早稲田大学　棟近　雅彦　
 早稲田大学　金子　雅明　

統　
　

計　
　

解　
　

析

５－５ 精密プレス成形におけるフィールドデータの活用方法
～多変量解析法を活用した重要要因の探索～

 アイシン精機㈱　深津　和夫＊
 アイシン精機㈱　林　　貴文　
 アイシン精機㈱　花村　和男　

15：40 ～ 16：10

１－６ ISO9001 の有効性向上に関する研究
－経営課題、職務分掌、プロセス監視の視点を重視－

 QK マネジメント研究所　及川　忠雄　

２－６ 医療機関における内部監査の方法に関する研究（第二報）
－ JSQC 医療の質・安全部会 QMS 研究会 WG2 報告－
 国際医療福祉大学　山田　康夫＊
 大久野病院　進藤　　晃　
 日立製作所水戸総合病院　荒木　幹枝　
 IMSS-R　大和田　孝　
 早稲田大学　棟近　雅彦　
 ほか　

３－６ 病院の質・安全保証を目指す病床管理プロセスモデル
の構築

 東京大学　吉田　隆宏＊
 東京大学　加藤　省吾　
 東京大学　水流　聡子　
 東京大学　飯塚　悦功　

４－６ 研究開発費と新商品開発力
－経営成果との関連性分析－

 東京工業大学　鈴木　定省＊
 東京工業大学　高橋　祐樹　
 東京工業大学　圓川　隆夫　

５－６ 自動車の“外観デザイン発想支援法”の構築に関する一研究
－デザインCADを援用する“顧客の感性”の可視化の例－

 青山学院大学　安東　　孝＊
 青山学院大学　山路　　学　
 青山学院大学　天坂　格郎　

16：10 ～ 16：40

１－７ BCP 対応による顧客重視の新展開

 シバタ統合 ISO 研究所　柴田　倫孝　

２－７ リハビリ訓練計画作成システムの構築

 東京大学　石塚　　渉＊
 東京大学　加藤　省吾　
 東京大学　水流　聡子　
 大久野病院　進藤　　晃　
 東京大学　飯塚　悦功　

３－７「業務流れ図」をベースにした時間分析法の提案

 国際医療福祉大学　土屋　　仁　

４－７ インダストリアルデザインとエンジニアリングデザイ
ンの統合化

 キヤノン電子㈱　杉山　一英＊
 東京工業大学　長田　　洋　

５－７ 数理手法の開発側と利用側との協調
－古典・田口実験計画法および田口品質工学の実例－

 元・名古屋市工業研究所　柴山　忠雄　

16：40 ～ 16：50 休　　　　憩

16：50 ～ 17：20
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他

１－８ 欠陥除去モデルの簡易構築方法

 ㈱ニルソフトウェア　河合　一夫　

医　

療　

の　
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Ｑ　

Ｍ

２－８ 医療機関への QMS 導入・推進における内部監査方法
に関する研究

 早稲田大学　金子　雅明＊
 早稲田大学　棟近　雅彦　

医　

療　

の　

Ｔ　

Ｑ　

Ｍ

３－８ 診療サービスの質保証を目指した診療履歴の分析手法
の設計
 東京大学　吉田　　剛＊
 東京大学　水流　聡子　
 東京大学　加藤　省吾　
 東京大学　飯塚　悦功　
 早稲田大学　棟近　雅彦　

商　
　

品　
　

開　
　

発

４－８「サービス産業における顧客価値創造研究会」中間報告⑶
－実態調査から見た成功のためのサービス企画法－

 成城大学　神田　範明　
 成城大学　小久保雄介＊
 ㈲企画システムコンサルティング　石川　朋雄　

ロ
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５－８ 直積実験に基づく頑健設計と統計的推測

 慶應義塾大学　高橋　武則　

17：20 ～ 17：50

１－９ ソフトウェア開発職場における小集団改善活動の効果

 中央大学　中條　武志＊
 中央大学　真田　修平　

２－９ 医療機関における文書管理の方法論に関する研究

 早稲田大学　下林　里史＊
 早稲田大学　棟近　雅彦　
 早稲田大学　金子　雅明　

３－９ 病院におけるインシデント分析の方法論の提案
－ユニットプロセスフローチャートを用いた分析－

 東京大学　下野　僚子＊
 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　
 東京大学　加藤　省吾　

４－９ ユーザの心理状態に着目した、サービスの価値向上手
法の提案

 電気通信大学　代田　淳平＊
 電気通信大学　西　　康晴　

５－９ 超回帰最適化における交互作用

 慶應義塾大学　高橋　武則　

17：50 ～ 18：20

１－10 形態素解析による要求品質抽出システムの開発
 
 青山学院大学　石黒　修平＊
 青山学院大学　石津　昌平　
 青山学院大学　永井　義満　

３－10 疾患の特徴を考慮した PCAPS 地域連携モデルの提案

 東京大学　鈴村　　彬＊
 東京大学　水流　聡子　
 東京大学　飯塚　悦功　
 東京大学　加藤　省吾　
 早稲田大学　棟近　雅彦　

４－10 キャップの使いやすさに関する研究

 早稲田大学　高　　　蕾＊
 早稲田大学　棟近　雅彦　
 キッコーマン㈱　桑垣　伝美　
 早稲田大学　金子　雅明　
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