日本経営診断学会 第5１回全国大会 プログラム
10月６日（土）
会場名

A会場（２４０１教室）

B会場（２４０２教室）

C会場（２４０３教室）

D会場（２４０４教室）

ｾｯｼｮﾝ

経営戦略

マーケティング

地域活性化

診断技法

院生報告

司会者

今野喜文（北海学園大学）

高橋昭夫（明治大学）

酒井理（法政大学）

太田一樹（大阪経済大学）

椿本晃久（近畿大学）

日本の機械系中小企業における成
長戦略

10:00
｜
10:30
岩﨑之勇（立命館大学）

中山間地域の農業経営における６ 地域の実証的研究からする回帰的 消費者情報の収集と利用並びにそ 中小企業においてデータ活用が進
次化事業のマーケティング診断― 検証の考察
の倫理問題：研究枠組みの構築に 行しない原因の特定―板金加工を
広島県東広島市の米粉パン店舗を
向けた探索的考察
行う中小企業A社を事例として―
素材として－
大室健治（西日本農業研究セン
ター）

○長谷川路子（追手門学院大学）・
福富義男（名古屋外国語大学）

ファッション産業における企業戦略の マスメディア広告の属性アジェンダ 電動アシスト付小型車両を用いた
考察―QCAから導出される戦略パ 特質分析
地域交通としての運用に関する考
ターン―
察

10:30
｜
11:00

馬塲 正実（桜美林大学）

E会場（２４０６教室）

福田康典（明治大学）

中小企業診断士の統計に関する考 職域保健に関するデータの収集に
察―独立診断士を中心として―
おける課題

○菅原啓太・須田孝徳・石川愛弓・
大橋智志・長谷川聡・松尾優子（苫
小牧工業高等専門学校）

平安山英成（亜細亜大学）

○西山矩央（名古屋工業大学大学
院）・横山淳一（名古屋工業大学）

川村悟（関西外国語大学）

○伊藤彰悟（名古屋工業大学大学
院）・横山淳一（名古屋工業大学）

セッション

経営診断

経営管理

教育

診断事例

院生報告

司会者

伊藤友章（北海学園大学）

平安山英成（亜細亜大学）

渡辺伊津子（駒澤大学）

中川隆（中村学園大学）

上原義子（高千穂大学）

診断対象としての観光資源～馬場
の山桜を事例とした考察～

11:10
｜
11:40

村上真理（九州国際大学）

子ども食堂の継続要因に関する考
察

11:40
｜
12:10

菅原浩信（北海学園大学）

ファミリービジネスのアイデンティ
ティ

組織横断活動による企業業績の向 バランスト・スコアカード(BSC)による
上
CSVの実践―ステークホルダー・ア
プローチの観点から―

吉成亮（愛知工業大学）

山崎康夫（中部産業連盟）

同族企業は本当に優れているの
か？

中村雄貴（大東文化大学大学院）

経営の実践力を育むアクティブ･
農業協同組合における６次産業化 大学内での問題をモニタリング評価
ラーニング―サクセスプロジェクトに 戦略診断
するIRシステムの設計
おける教育の成果と課題―

日沖健（日沖コンサルティング事務所）

石見泰介・○原田尚彦・内村和満
（ハッピー・サイエンス・ユニバーシティ）

後藤英之（小樽商科大学）

○横山信仁（名古屋工業大学大学
院）・横山淳一（名古屋工業大学）

昼休み（12:10－13:10）
F会場（２４０５教室）

会場名

特別講演
13:10
｜
14:25

特別講演（1）

（司会） 片山富弘（中村学園大学）

ＪＲ九州グループの経営展開と上場までの道程
本郷譲（JR九州リテ―ル株式会社代表取締役社長）

13:10-13：45
特別講演（2）

「お菓子工場に変身した学校」：廃校施設を有効活用する取り組み
樋口元信（株式会社山口油屋福太郎常務取締役）

13：50-14：25
統一論題
統一論題（1）

（司会） 関谷忠（別府大学名誉教授）

経営診断でのマーケティング・ミックス活用の着眼点
有馬賢治（立教大学）

14:40-15:10
14:40
｜
16:40

統一論題（2）

成長ドライバ理論が拓く総合経営診断の新たな地平〜その理論と実践報告〜
東渕則之（松山大学）

15:10-15:40
統一論題（3）

経営診断の理論と実践の融合－資金性診断の理論と実践の融合を中心として－
石内孔治（日本経済大学）

15:40-16:10
質疑・討論 （16:10-16:40）
16:40
｜

会員総会

17:50
18:00
｜
19:30

懇親会 （食育館）

10月７日（日）
会場名

A会場（２４０１教室）

B会場（２４０２教室）

C会場（２４０３教室）

D会場（２４０４教室）

ｾｯｼｮﾝ

経営管理

生産管理

連携

マーケティング

院生報告

司会者

石井隆（九州総合研究所）

近藤高司（愛知工業大学）

辻一幸（京都友禅協同組合）

庄司真人（高千穂大学）

吉田初恵（関西福祉科学大学）

E会場（２４０６教室）

クラウドファンディングの有効活用に 5S活動は生産工程管理の要―海 広島圏域自動車産業における産学 資源統合における顧客の役割につ 医師の意識調査から見る病院空間
外日系自動車部品会社事例を中心 官連携モデル～多層構造による中 いて
の実態と建築計画の課題
関する一考察
として―
小企業支援～

9:30
｜
10:00

中川政司（公益財団法人ひろしま産
業振興機構）

村橋剛史（朝日大学）

愛知県におけるジェンダー・ダイバー JIT視点による原子力発電の有効
シティの課題（2）―女性管理職登用 性に関する一考察
に関する課題を多方面から探る―

10:00
｜
10:30

加藤里美（愛知工業大学）・樋口貴
子（株式会社キャリアデザイン）・○
澤井香奈（愛知工業大学大学院）・伊
藤直美（愛知工業大学キャリアセン
ター）

羽田裕（愛知工業大学）

全国の地域職域保健連携推進事業 価値共創者としてのヘルスケア・
の実態とその課題
サービス受益者

○小島貢利（名古屋工業大学）・
田村隆善（愛知工業大学）

横山淳一（名古屋工業大学）

セッション

経営管理

生産管理

不動産業界

司会者

羽田裕（愛知工業大学）

小島貢利（名古屋工業大学）

村橋剛史（朝日大学）

10:40
｜
11:10

仁平京子（千葉商科大学）

木村弘（広島修道大学）

吉田初恵（関西福祉科学大学）

水島多美也（中村学園大学）

○亀谷佳保里（名古屋工業大学大
学院）・横山淳一（名古屋工業大学）

在宅医療提供の有無による医師の特徴
比較―医師の在宅医療参入に向けて―

金澤敦史（愛知学院大学）

○佐野恭佑（名古屋工業大学大学
院）・横山淳一（名古屋工業大学）

未定

坪井明彦（高崎経済大学）

院生報告

企業と顧客のマイナスの価値共創― 化粧筆メーカーの事例研究―中小 日本の上場不動産企業の事業構造 ベトナムにおける日本語学校の類
ネガティブくちコミ（NWOM）とフェイク 企業経営とものづくり―
と収益性
型化に関する一考察
情報の連鎖によるレピュテーションリ
スク―

社会福祉法人のガバナンスの重要 スループット会計の経営診断への
性―コーポレートガバナンス・コード 適用
からの一考察―

11:10
｜
11:40

齋藤典晃（前橋国際大学）

○田村隆善（愛知工業大学）・魏興
福（玉林師範学院）・小島貢利（名古
屋工業大学）

山本公平（広島経済大学）

日本企業における外国人従業員の
ための在職中のフォローのあり方

于宏宇（神奈川大学大学院）

住宅開発・分譲を事業の柱とする中
国不動産企業の収益性分析

エンゲージメント・マーケティングに
むけて ―エンゲージメント・イニシア
チブのための示唆―

○魏興福（玉林師範学院）・田村隆
善（愛知工業大学）・許進桀（玉林師
範学院）

神田正樹（明治大学大学院）

昼休み（11:40－12:30）
F会場（２４０５教室）

会場名

共同プロジェクト研究報告

（司会）山田啓一（中村学園大学）

共同プロジェクト
買物弱者への取組支援の現状と対策～九州の事例～
研究報告（1）
12:30
｜
13:30

12:30-13:00

石内孔治（日本経済大学）・関谷忠（別府大学）・遠藤真紀（九州情報大学）・○片山富弘・水島多美也・中川隆（中村学園大学）

共同プロジェクト
誠実な経営の条件―経営診断の視点から―
研究報告（2）
井上善博（神戸学院大学）・吉本準一（東京都中小企業診断士協会）

13:00-13:30
13:30
｜
13:40

次回開催校挨拶 ・ 閉会の辞

2505教室

会員控室

2501教室

大会本部

