全国大会プログラム11月8日（土）
09:40
|
10:00
教室名

1163

1164

1165

1166

セッション

自由論題

院生報告

院生報告・診断事例報告

院生報告

司会者

永江総宜（淑徳大学）

長谷川博（千葉商科大学）

首藤禎史（大東文化大学）

老平崇了（愛知工業大学）

受付(リバティタワー16階）

集落営農を基盤にした地域再 中国製造企業におけるIT経 ファッション産業の企業戦略
生
営を実現する成功要因
に関する研究

10:00
|
10:30

10:30
|
11:00

11:00
|
11:30

土屋翔（神奈川大学(院))

米国におけるベンチャー起 中小企業の特許出願状況に
業支援施策の動向
おける考察
福澤和久（愛知工業大学
西崎信男(東海大学)
（院)) 後藤時政（愛知工業大
学(院))
樋口武尚
(Vesta国際特許事務所)
近藤高司(愛知工業大学)
モバイル端末を使った生産
製造業におけるMFCA適応に
支援業務の効率化に関する
よる原価管理に対する一考察
一考察
早馬真一（愛知工業大学）
田村隆善（愛知工業大学）

ホウショウメイ 馬塲正実（立教大学(院)）
（愛知工業大学（院)) ＊10月9日報告辞退
石井成美（愛知工業大学)
近藤高司(愛知工業大学)
中日不動産主要企業の経営 アグリビジネスにおける環境
比較
価値と戦略的アライアンス
松原茂仁（広島大学(院)）
魏興福（愛知工業大学
（院））
田村隆善（愛知工業大学）
吉成亮（愛知工業大学）

自動車アーキテクチャの変
化がサプライヤーシステム
に及ぼす影響

国家資格者の独立開業に伴
うリアリティショックの検討

呉罡（愛知工業大学（院）） 川村悟（高知工科大学（院))
後藤時政（愛知工業大学）
小橋勉（愛知工業大学）

森智哉（愛知工業大学(院))
後藤時政（愛知工業大学)

休憩(11:30-11:40)
司会者

高岡美佳（立教大学）

大友純（明治大学）

中島康明（中小企業基盤整備機構）

関野賢（近畿大学）

診断事例報告
11:40
|
12:10

12:10
|
12:40

地域包括ケアシステムにおけ
「からくり」視座に基づく組織
中国不動産バブルに関する
文系大学による第三セク
る介護サービスの連携実態分
イノベーションに関する一考
一考察
ターの経営診断
析
察
韓 三澤(KR2研究所）
田村隆善（愛知工業大学）
三根健史（名古屋工業大学 久保田典男（島根県立大学)
小橋勉 （愛知工業大学）
魏興福（愛知工業大学(院)）
(院))
横山淳一(名古屋工業大学)
小売経営の新視座
前田進（千葉商科大学）

愛知県における健康増進計画 事業承継による経営革新の 中小企業における意思決定
策定の現状分析
可能性促進要因
と業績の関係
日置崇博(名古屋工業大学 北原慎一郎（一般社団法人
(院)) 中小企業診断協会北海道)
横山淳一(名古屋工業大学)
昼休み

司会者
統一論題
セッション
14:00
|
16:00

曽我部佳祐(愛知工業大学
(院))
小橋勉(愛知工業大学)

(12:40-14:00)
高橋昭夫（明治大学） １１６３教室

14:00-14:40 経営環境の変革に対応する経営資源体系の革新
統一論題報
告（1）

新井信裕(顧問)
14:40-15:20 プラスチックの社会的貢献 ～ 価値の再認識～
統一論題報
戸上 宗久（日本ポリエチレン製品工業連合会 専務理事）
告（2）
15:20-16:00 商品の一生を知ろう～くらしのなかの石油～
統一論題報
大石美奈子（公益社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会 理事・環境委員長）
告（3）
休憩(16:00-16:15）

16:15
|
17:15

シンポジュウム（1163教室）：新井・戸上・大石

17:30
|
19:00

懇親会（大学会館3階 第１・２会議室）

全国大会プログラム11月9日（日）
受付（リバティタワー9階）

9:10-9:20
教室名

1093

1094

セッション

共同プロジェクト研究報告

共同プロジェクト研究報告

司会者

芳賀知（ティー・エム研究所）

牧浦健二（近畿大学）

09:20
|
09:50
セッション
司会者

09:50
|
10:20

1096

自由論題

自由論題

伝統的工芸品のマーケティン 中核ビジネスのシフトメカニ
グ環境と経営診断
ズム研究
上原義子（明治大学）
高橋昭夫（明治大学）
自由論題

永吉実武(早稲田大学)
川端勇樹(中京大学)
中村潤(金沢工業大学)
自由論題

芳賀知（ティー・エム研究所）
牧浦健二（近畿大学）
辻一幸（京都産業２１）
庄司真人（高千穂大学）
商店街活性化のためのコンセ 経営者の海外経験と企業行 「スポーツ経営論研究のあり 中小企業の知財マネジメント
プト策定
動
方に関する一考察」
力向上に対する一考察
石井成美(愛知工業大学) 加藤里美（愛知工業大学） 老平 崇了（愛知工業大学）
後藤時政（愛知工業大学）
近藤高司(愛知工業大学)
樋口武尚
（Vesta国際特許事務所）
井上博進(愛知工業大学)
がん検診のTOCによる問題
構造分析

10:20
|
10:50

1095

横山淳一(名古屋工業大学
(院))
史文珍(愛知工業大学)
永井昌寛(愛知県立大学)
山本勝(愛知工業大学)

大学から社会への橋渡し期
為替変動を考慮した海外生
における学生の能力育成に
産比率に関する研究
関する研究
湯川恵子(神奈川大学） 小島貢利（名古屋工業大学）
他4名
田村隆善（愛知工業大学）

企業と経営環境との共生に関
する分析
中原龍輝（常葉大学）

休憩(10:50-11:00)
司会者

11:00
|
11:30

11:30
|
12:00

渡辺伊津子（駒沢大学）

斉藤保昭（淑徳大学）

井上崇通（明治大学）

不透明な時代における組織
地域包括ケアシステムにおけ 中心市街地活性化診断の
変容十牛図からの示唆を活
る地域関係者の連携・協働意 ための「賑わい」評価法の研
かして
究
識に関する一考察
史 文珍（愛知工業大学）
山本 勝（愛知工業大学）
永井 昌寛（愛知県立大学）
横山 淳一(名古屋工業大学
(院))
労務管理とメンタルヘルス
髙屋雅彦(近畿大学医学部)

鈴木英之（合同会社ファイ 小森谷浩志（株式会社ＥＮＳ
ン・アナリシス）
ＯＵ）

原田保（多摩大学）
サービス・エコシステム概念と
経営診断
庄司真人（高千穂大学）

自律・分散・協調型ネットワー
大学の就職活動支援におけ
日本電子部品製造業の成功
クによる農商工連携モデルの
るシステム診断-第3報
要因の考察
構築
伊藤直美(愛知工業大学)
山本勝（愛知工業大学）

住民情報を活用した医薬品
VRICマップによる戦略ロジッ
等検索管理支援システムの
クの可視化
提案
永井昌寛(愛知県立大学)
藤原武(近畿大学)
12:00
|
12:30

羽田裕(福山市立大学)
渡邊明(福山市立大学)
サイバネティック企業診断
野本千秋(（元）日本大学)

芳賀知(ティー・エム研究所)
Ｗｅｂ版農業経営診断サービス
の特徴とユーザビリティ評価
大室健治
(農研機構 近畿中国四国農業
研究ｾﾝﾀｰ）
佐藤正衛
（農研機構 中央農業総合研究
ｾﾝﾀｰ）
松本 浩一
(農研機構 中央農業総合研究
ｾﾝﾀｰ)

昼休み(12:30-13:40)
13:40-15:40(予定）

総会・表彰式・次回開催校挨拶・閉会の辞（１０９３教室） ： 終了後理事会(１０９５教室）

