標 準 化 研 究 学 会

第 １５ 回 全 国 大 会

（ 日 本 生 産 管 理 学 会 平 成 30 年 度 中 部 支 部 ７月例 会 ）
統一論題 「学会関係業務の改革改善と標準化」（日本生産管理学会第 4 回国際大会、第 50 回研究発表大会を具体例として）
グローバル化する社会における学会活動について，その役割，組織の運営，研究者の教育など様々な変革が求められている．これからの社会に求められる学会の
あるべき姿と現状の課題を明らかにし，将来の学会組織について討議・検討する場としたい．
記
日
時
大会会場

2018 年 7 月 14 日（土） 10：00～17：00 （講演会および研究発表） 17：15～18：45 （懇親会）
愛知工業大学 経営学部 自由ヶ丘キャンパス 2F 203，201，202，204，301，305，306 教室
〒464-0044 名古屋市千種区自由ヶ丘 2 丁目 49-2 Tel （052）757-0810(代表)
地下鉄名城線「自由が丘」駅下車，南へすぐ「自由ヶ丘 2」交差点前 ※公共交通機関をご利用下さい。
大会参加料 5,000 円，弁当代 1,000 円 ，懇親会参加料 3,000 円 事前振込：三菱 UFJ 銀行 高浜支店 普通 3070374 標準化研究学会 理事 山田裕昭
申込・原稿提出先

東海学園大学 山田裕昭 e-mail ： yamada-h@tokaigakuen-u.ac.jp
※ 準備の都合上，大会および懇親会出席連絡，および原稿提出は，上記メールアドレスへ 6 月 30 日(土)までにご連絡下さい。

※ 原稿は，A4 2 段組 4 頁とする．但し，第 1 会場の学会関係業務の改革改善と標準化学会提案セッションは，2～4 頁とする．（テンプレート参照）
-------------------------------------------------------------プログラム
------------------------------------------------------------時間

演題

（敬称略）

10：00～11：00

編集委員会（203 教室）

11：00～12：00

標準化研究学会 理事会・総会・（203 教室）

12：00～13：00

昼食休憩（3F ラウンジ）
開会の挨拶（203 教室）

13：00～13：05
個別発表

13：05～13：35

標準化研究学会 会長 近藤高司
第 7会場（306 教室）（敬称略）

第1会場（203教室）（敬称略）

第2会場（201 教室）（敬称略）

第3会場（202 教室）（敬称略）

第4会場（204 教室）（敬称略）

第5会場（301 教室）（敬称略）

第6会場（305 教室）（敬称略）

司会・コーディネーター：澤田善次郎

司会：上村一平

司会：大平一哉

司会：早川健太郎

司会：小西英一

司会：岡村俊一郎

司会：史文珍

学会関係業務の改革改善
と標準化提案①

小規模企業の新たな価値
提供とビジネス変革－経営
環境の変化への対応と継
続－

震災影響下における身体
肥痩度判定の標準化

経年的推移における肥満
の身体能力評価の標準化
－レーダーチャートによる
女子の解析－

法政大学 石島 隆

高知工科大学 稲垣祐輔
高知工科大学 桂信太郎
高知工科大学 井形元彦

学会関係業務の改革改善
と標準化提案②

観光ビジネスにおける標準
化指針の活用

大阪学院大学 石倉弘樹

愛知工業大学 劉暁文
愛知工業大学 近藤高司
愛知工業大学 史文珍

中国と日本の製造中小企
業の跡継ぎ問題の比較文
分析

体型意識の因子構造と身体 中小製造業の営業・マーケ
満足度との関係
ティング業務の標準化

愛知工業大学 汪洋 愛知県立芸術大学 石垣 享
愛知工業大学 近藤高司
愛知工業大学 藤井勝紀
愛知工業大学 史文珍
東海学園大学 田中 望

同族経営企業における経
営権承継の戦略

13：35～14：05
愛知工業大学 汪洋
愛知工業大学 近藤高司
愛知工業大学 史文珍

児童のピアノ読譜の検証

愛知県立芸術大学
髙桑 まや
愛知県立芸術大学
石垣 享

ドラィ・マネジメントオフィス
美濃浦比佐雄

食品安全（GAP・HACCP）
の動向

株式会社経営技術研究所
藤井春雄

会津大学短期大学部
渡部琢也
愛知工業大学 藤井勝紀
愛知工業大学 糟谷浩輔
愛知工業大学 小椋優作
名古屋経営短期大学
早川健太郎
ERP と CMR の利用－学会
関係業務の改革改善の一
提案－
公認会計士 岡崎一浩

愛知工業大学 内藤譲
愛知工業大学 藤井勝紀
愛知工業大学 可兒勇樹
愛知工業大学 小椋優作
中部大学 酒井俊郎
トヨタ生産システム「スマー
ト工場」化でのシステム標
準化の課題
愛知工業大学 早馬真一
愛知工業大学 近藤高司

個別発表

第1会場（203教室）（敬称略）

第2会場（201 教室）（敬称略）

第3会場（202 教室）（敬称略）

第4会場（204 教室）（敬称略）

第5会場（301 教室）（敬称略）

第6会場（305 教室）（敬称略）

司会・コーディネーター：澤田善次郎

司会：上村一平

司会：大平一哉

司会：早川健太郎

司会：小西英一

司会：岡村俊一郎

学会関係業務の改革改善
と標準化提案③

中小企業における事業継続
の標準化に向けての一考察
－BCMS とディザスタリカバ
リ事例との比較－

中小企業の経営体質強化を
創出する ISO マネジメントシ
ステム と ISO 自己適合宣
言の事例研究(Ⅰ)－ISO マ
ネジメントシステムの最新動
愛知工業大学 上甲富士雄 向と ISO 自己適合宣言の普
愛知工業大学 史文珍 及と その事例についての考
愛知工業大学 近藤高司 察－
愛知工業大学 石井敏夫
愛知工業大学 史文珍
愛知工業大学 近藤高司

日本人小児における BMI
の標準加齢パーセンタイル
曲線のスムージング化

農業における労働生産性
の考察

企業行動についての倫理的
考察 －A.ズーハネクの 3
つのレベルのスキームに依
拠して－

商工会議所を中核とした中
小企業における企業間連
携の事例分析

男子エリートスポーツ選手
における体格の規格化－
種目別体格チャートの構築
－

産業システムの変容と新
しい標準化への含意

14：05～14：35
NPO 法人地域産業政策
研究センター 小竹暢隆

学会関係業務の改革改善
と標準化提案④

14：35～15：05

株式会社アイリーシステム
入江安孝

中小企業の経営体質強化を
創出する ISO マネジメントシ
ステムと ISO 自己適合宣言
の事例研究(Ⅱ)－中小企業
の ISO2015 年版対応マネジ
高知工科大学 武智絢太 メントシステム（ISO9001，
高知工科大学 桂信太郎 ISO14001）の構築実践事例
高知工科大学 井形元彦 とそのパフォーマンス評価
についての考察－
愛知工業大学 石井敏夫
愛知工業大学 史文珍
愛知工業大学 近藤高司

15：05-15：20
個別発表

ニューヨークの覇権確立と
エリー運河の開通

創和マネジメント 梅村 彰 関西外国語大学 福井幸男

第1会場（203教室）（敬称略）

第2会場（201 教室）（敬称略）

第3会場（202 教室）（敬称略）

第4会場（204 教室）（敬称略）

第5会場（301 教室）（敬称略）

第6会場（305 教室）（敬称略）

司会・コーディネーター：澤田善次郎

司会：稲垣祐輔

司会：石井敏夫

司会：石垣 享

司会：深谷定弘

司会：岡本丈彦

標準化推進と独創力発揮
減退に関する考察

負債のエージェンシー・コス
トと日本企業

パネリスト：
法政大学 石島 隆
大阪学院大学 石倉弘樹
NPO 法人地域産業政策
研究センター 小竹暢隆
株式会社アイリーシステム
入江安孝
コーディネーター：
澤田経営研究所
澤田善次郎

15：50～16：20

愛知工業大学 小椋優作
愛知工業大学 藤井勝紀
愛知工業大学 内藤譲
東海学園大学 田中望
名古屋経営短期大学
早川健太郎

介護施設による看取り介護
－業務基準書作成方法・人
材育成プログラムの試案－

高松大学 岡本丈彦

休憩

パネルディスカッション・
意見交換

15：20～15：50

東海学園大学 田中望 深谷経営研究所 深谷定弘
愛知工業大学 藤井勝紀
愛知県立芸術大学
石垣享
愛知工業大学 糟谷浩輔

第 7会場（306 教室）（敬称略）

職場におけるダメ出しの効
中国医薬品メーカーの独立
果－経営管理者と従業員の 取締役に関する考察
意識の違い－
高知工科大学 岡村亮
高知工科大学 桂信太郎
高知工科大学 井形元彦

小売業における従業員の
動機付要因に関する調査
分析

高知工科大学 佐藤浩史
高知工科大学 桂信太郎
高知工科大学 井形元彦

愛知工業大学 袁易洋子
愛知工業大学 近藤高司
愛知工業大学 史文珍

竜の子街道における台湾
マーケットの展開

愛知工業大学 大平一哉
愛知工業大学 史文珍
愛知工業大学 近藤高司

幼児における運動能力発
達の標準化
愛知工業大学 糟谷浩輔
愛知工業大学 藤井勝紀
愛知工業大学 可兒勇樹
東海学園大学 田中望
愛知県立芸術大学
石垣享
大学生における体力・運動
能力の経年変化に関する
解析 - 経年的スパン評価
に基づく検討 –
中部大学 酒井俊郎
愛知工大大学 藤井勝紀
愛知県立芸大学 石垣享
名古屋経営短大学
早川健太郎
東海学院大学 可兒勇樹

NPO 法人 関西学院大学 岡村俊一郎
SDC 検証審査協会
宮野正克

IOT 時代における中小製造
業の生産性向上

低電力長距離通信のアライ
アンス戦略

アポロビジネス
コンサルティング
國島正浩

パナソニック株式会社
葛西恵里子

第 7会場（306 教室）（敬称略）

個別発表

第1会場（203教室）（敬称略）

第2会場（201 教室）（敬称略）

第3会場（202 教室）（敬称略）

第4会場（204 教室）（敬称略）

第5会場（301 教室）（敬称略）

第6会場（305 教室）（敬称略）

司会・コーディネーター：澤田善次郎

司会：稲垣祐輔

司会：石井敏夫

司会：石垣 享

司会：深谷定弘

司会：岡本丈彦

OSS 開発における組織間
関係と組織間流動について
の考察

16：20～16：50

高知工科大学 上村一平
高知工科大学 桂信太郎

台湾の温泉ビジネスの課題 日本の時代的経済成長変
動のバロメータの標準化－
成人身長の経年的推移から
のアプローチ－
愛知工業大学 大平一哉
愛知工業大学 史文珍
愛知工業大学 可兒勇樹
愛知工業大学 近藤高司
愛知工業大学 藤井勝紀
愛知工業大学 糟谷浩輔
愛知工業大学 内藤譲
会津大学短期大学部
渡部琢也

16：55～17：00

閉会式（203 教室）

17：10～18：40

懇親会（303，304 ゼミ室）

生産財営業の標準化

中小企業診断士 小西英一

消防士初任教育における
妥当性体力評価の標準化
名古屋経営短期大学
早川健太郎
愛知工業大学 藤井勝紀
中部大学 酒井俊郎
会津大学短期大学部
渡部琢也

第 7会場（306 教室）（敬称略）

