日本経営診断学会
第 52 回全国大会プログラム
統一論題「経営診断における価値共創」
■期間

2019 年 9 月 27 日（金）－ 29 日（日）

■会場

高千穂大学

（受付：1 号館 1 階）
〒168-8508 東京都杉並区大宮 2－19－1

■懇親会

高千穂大学 セントラルスクエア 4 階

■大会日程

9 月 27 日（金）

11：00-15：00 各種委員会 （会場：明治大学）
15：00-18：00 理事会（会場：明治大学）

9 月 28 日（土）

9 月 29 日（日）

■大会参加費

■懇親会費

■昼食（弁当）

9:00-12:10

自由論題・診断事例報告・院生報告

13:00-19:30

特別講演・統一論題・会員総会・表彰式・懇親会

9:30-11:40

自由論題

12:40-13:50

共同プロジェクト研究報告・次回開催校挨拶

正会員

振込前納 6,000 円

当日払い 7,000 円

学生会員

振込前納 5,000 円

当日払い 6,000 円

正会員

振込前納 5,000 円

当日払い 6,000 円

学生会員

振込前納 5,000 円

当日払い 6,000 円

大学周辺には食堂や店舗が少ないため、弁当（1,000 円）をご用意いたします。同封の振込用紙
にご記入の上、お申し込み下さい。尚、28 日(土)は、学内の学生食堂をご利用いただけます。

■大会参加申込方法
1）

同封の振込用紙に必要事項をご記入の上、9 月 20 日（金）までにお振込みください。
お早めのお振込みをお願いいたします。20 日を超えますと当日払いの金額となります。

2）

同封の葉書に出欠の有無等をご記入の上、9 月 10 日（金）までにお送りください。

3）

お振込みいただいた参加費等は返金できません。欠席の方には大会資料を 1 部お送りします。

■その他
1）
2）

統一論題は報告 30 分として、最後に討論の時間を設けます。自由論題・共同プロジェクト研究報告・診断事例報
告・院生報告は、報告 20 分・質疑応答 10 分という時間配分で進めます。
当日報告会場にはパソコン（Windows10）、プロジェクター、スクリーンをご用意いたしますが、使用環境にご不安の
ある方はご自身の PC をご持参ください。なお、Macintosh PC を接続する場合は変換器等が必要になります。

3）

当日配布される資料等は 30 部程度ご持参下さい。会場での印刷は受けかねます。

4）

会場の教室番号は 4 ケタです。最も左のケタ（千の位）の “1”は 1 号館であることを表しており、百の位は階数を
表しています。ご不明な点等がございましたら、事務局までお問い合わせ下さい。

5）

本学は国際的に相互利用が可能な国際無線 LAN ローミング基盤 eduroam に加盟しています。Eduroam に加盟し
ている機関に所属されている場合、本学でも所属機関の ID やパスワードをつかったウェブサービスが利用可能で
す。詳しくは所属機関に問い合わせください。

日本経営診断学会 第52回全国大会 プログラム(事前配布版)
9月28日（土）
教室名

B会場（1202教室）

C会場（1203教室）

D会場（1204教室）

E会場（1205教室）

セッション

自由論題

自由論題・院生報告・診断事例報告

自由論題・院生報告

自由論題

司会者

高岡 美佳(立教大学）

吉本 準一（吉本経営オフィス）

吉田 初恵（関西福祉科学大学）

9:00
｜
9:30

英国プレミアシップ・ラグビーから観た日本の
わが国における在留外国人及び外国人労働
ラグビートップリーグ～地方創生の見地から 価値共創における制度の役割について
者の動静と地方創生
～
大橋 正彦（大阪商業大学）
ダイバーシティ（Diversity＆Inclusion）推進企
業の事例研究

9:30
｜
10:00

チョチョウィン(愛知工業大学大学院）

西崎 信男（九州産業大学）

齋藤 典晃（高千穂大学）

国家資格者の独立開業における類型化の検 【院生報告】医師と看護師の意識調査から見
る病院の建築計画の課題
討－中小企業診断士を事例として－

川村 悟(関西外国語大学)

亀谷 佳保里（名古屋工業大学大学院）

加藤 里美（愛知工業大学）

横山 淳一（名古屋工業大学）

製造現場IT化におけるIT要員のスキルとその 中小企業診断士・独立開業のリスクとリター 【院生報告】訪問看護ステーションが抱える
教育・訓練の課題
ン
課題の構造分析
10:00
｜
10:30

早馬 真一（愛知工業大学）
近藤 高司（愛知工業大学）

日沖 健（日沖コンサルティング）

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）

田村 隆善（愛知工業大学）
司会者

平安山 英成（亜細亜大学）

吉成 亮(愛知工業大学）

首藤 禎史（大東文化大学）

中川 隆（中村学園大学）

中小企業の知財戦略事例研究－知財ミックス 【診断事例報告】製造業におけるコンプライア 【院生報告】学生生活実態調査における結 セントレアを経由するリニア中央新幹線の建
とオープン&クローズ戦略－
ンスと偽装防止
果のフィードバックと学生の関心との関係性 設に関する一考察
10:40
｜
11:10

後藤 時政（愛知工業大学）
羽田 裕（愛知工業大学）

山崎 康夫（中部産業連盟）

横山 信仁（名古屋工業大学大学院）

永井 昌寛（愛知県立大学）

小島 貢利（名古屋工業大学）

横山 淳一（名古屋工業大学）

小川 宏二（（株）五合）
特許情報を活用した潜在的市場の探索に向
けた手法の検討
11:10
｜
11:40

【院生報告】商工会議所による小規模事業者
事業実施主体の特徴に着目した地域・職域 読解力を涵養するアクティビティとは――本
への経営支援サービスの成果－経営指導員
連携の推進要因分析
学の実践を中心として――
の属性に着目して－

羽田 裕（愛知工業大学）
後藤 時政（愛知工業大学）

横山 淳一（名古屋工業大学）

矢嶋 聡（法政大学大学院

羽田野 泰彦（名古屋産業科学研究所中部TLO）

礒本 光広（長崎ウエスレヤン大学）

柴田 英治（愛知医科大学）

企業規模でみた不動産企業の財務指標の特
徴

NPOの組織診断

大学経営のマーケティング戦略

11:40
｜
12:10
秋葉 武（立命館大学）

田村 隆善（愛知工業大学

芦原 直哉（大手前大学）

魏 興福（玉林師範学院）
昼休み（12:10－13:00）
A会場（1201教室）

教室名

講演：AI・IoT社会の進化と経営戦略の変革

司会：竹内 慶司（高千穂大学）

第四次産業革命による構造変革(仮）

13:00
｜
14:00

新津 重幸(高千穂大学）
ビッグデータの活用とマーケティング戦略革新ーTポイントビッグデータによるケーススタディ(仮）
森 雄一郎（CCCマーケティング(株)）
講演

14:00
｜
15:00

司会：庄司 真人（高千穂大学）

事業承継から得た経営知見：愛の経営の実践
小澤 勝也（《愛の折箱や》(株)ヤサカ）

統一論題

15:10－15:40

セッション

統一論題報告（1）

15:10

15:40－16:10

｜

統一論題報告（2）

16:40

16:10－16:40

マーケティングにおける環境要因と資源配分の関連－価値共創の戦略的活用法試論－
有馬 賢治（立教大学）
相互作用と価値共創に関する事例研究～理美容業のジョイント領域に注目して～
村上 真理（九州国際大学）
討論・質疑応答

コーディネータ：井上 崇通（明治大学）

16:40
｜

会員総会 ・ 「大学院生報告」並びに「診断事例報告」表彰式

17:50
18:00
｜

懇親会（セントラルスクエア4階）

19:50

会員控室：1206教室
大会本部：1103教室

9月29日（日）
教室名

B会場（1202教室）

C会場（1203教室）

D会場（1204教室）

セッション

自由論題

自由論題

自由論題

自由論題

司会者

今野 喜文(北海学園大学)

文能 照之(近畿大学）

田口 尚史（茨城キリスト教大学）

石井 成美(愛知工業大学）

9:30
｜
10:00

10:00
｜
10:30

文化的知性における諸要素に関する一考察

曽我 寛人（釧路公立大学）

ファミリー・ビジネスの付加価値

吉成 亮（愛知工業大学）

司会者

E会場（1205教室）

製品とサービスの失敗とサービス・リカバ
多様化する在宅介護における価値創造マー 構造方程式モデリングによる小規模企業の
リー―老舗企業のリカバリー・パラドックス― ケティングへの一考察
顧客満足データの分析・診断
仁平 京子（千葉商科大学） 市丸 誠男（市丸コンサルティング・明治大学）

地域水産加工業者のイノベーションについ
て

新しい持続可能性の指標 エメルギー
(EMergy)の有用性と可能性

藤井 一郎（四国大学）

武田 彰夫（MIC武田技術士事務所）

村橋 剛史(朝日大学）

太田 一樹（大阪経済大学）

観光診断に資する「ビッグデータ」研究の内 流通業界の新潮流と伝統的流通業の可能
外動向
性―配達販売業の経営診断と活用―

10:40
｜
11:10

並木 雄二（法政大学）

鈴木 英之（ファイン・アナリシス）
小規模旅館における経営の持続可能性～
由布院の旅館を事例とした考察～

11:10
｜
11:40

梅津 充幸（埼玉県中小企業診断協会）

株式投資型クラウドファンディングの現状と
課題
村橋 剛史（朝日大学）
木村弘（広島修道大学）
市場とエコシステム：価値共創のプラット
フォーム
庄司 真人（高千穂大学）

「デザイン×経営」プロデュース研究〜地域 センサー・ドミナント・ロジックによる価値共
の中小企業で実践する無形のデザイン活動 創のモデル化
〜

後藤 英之（小樽商科大学）

木村 健一（グリフ経営デザイン）

石塚 隆男（亜細亜大学）

並木 雄二（法政大学）
昼休み（11:40－12:40）
F会場（1101教室）

教室名
共同研究プロジェクト

セッション
12:40－13:10

司会：加藤秀樹（高千穂大学）

買物弱者への取組み支援の現状と対策～九州の事例～

12:40

片山富弘（中村学園大学）・石内孔治（日本経済大学）・関谷忠（大分県よろず相談所所長）

｜

研究報告（1）

13:40

13:10－13:40

水島多美也（中村学園大学）・中川隆（中村学園大学）
DMOの概念的整理（仮）

研究報告（2）
13:50

劉亜氷（明治大学）・上原義子（高千穂大学）・高橋昭夫（明治大学）
次回開催校挨拶 ・ 閉会の辞

第52回全国大会実行委員会事務局
168－8508
住所：東京都杉並区大宮2－19－1 高千穂大学庄司研究室内
電話：03－3317－4077（内2411）
e-mail：jmda2019@gmail.com

