
（一社）地域デザイン学会
共催セッション

（建物：16号館）

東海大学教育支援センター・
教育開発研究センター共催

FD･SDセッション
（建物：16号館）

特定自由論題セッション（Ⅰ）
（建物：16号館）

地域デザインとコンテクスト転換 知のコラボレーションとICTによる教育支援 スマートモバイル研究
Ａ会場（16-203教室） Ｂ会場（16-204教室） Ｃ会場（16-205教室） Ｄ会場（16-206教室） Ｅ会場（16-303教室） Ｆ会場（16-305教室）

司会者：原田　保（(一社)ｿｰｼｬﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ研究機構） 司会者：東邦仁虎（東京理科大学）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：柳田義継（横浜商科大学） ｺﾒﾝﾃｰﾀ：工藤秀雄（東京理科大学）

古賀広志
（関西大学）

広川美津雄
（東海大学）

賀川　勝
（矢野経済研究所）

釜ヶ崎から産業考古学を考える
携帯情報端末とクラウドサービスを活用し
たアクティブラーニング

中古携帯電話ビジネスの現状と今後の見通
し

補完的サービスの導入が病院経営に与える
影響：入院患者向け日用品レンタルサービ
スの事例

災害における経験知と情報の継承に関する
考察

ベンチャー企業における情報戦略－情報活
用のための交渉プロセス－

ｺﾒﾝﾃｰﾀ：穂積和子（神奈川大学） 司会者：福田　馨（九州産業大学） 司会者：崔　　宇（追手門学院大学） 司会者：仲野友樹（千葉商科大学）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：村田幸則（藤田保健衛生大学） ｺﾒﾝﾃｰﾀ：中西　晶（明治大学） ｺﾒﾝﾃｰﾀ：堀内正博（青山学院大学）

10:10～
10:40

宮本文宏
（日本ユニシス）

中嶋清香
（東海大学）

成川忠之、緒方道郎、芳川玲子、内田晴久（東海
大学）

Douglas M. Schutz
（Aijex Pharma International）

Youngjin Yoo
(Case Western Reserve University)

Masayoshi Fukushima
(Aijex Pharma International)

Miyuki Fijita
(Niigata University of International and

Information Studies)

酒井雅裕
（北海道情報大学）

有馬昌宏
（兵庫県立大学）

田中宏和
（静岡大学）

ICTによる地域インフラデザイン戦略～ライ
フラインとしてのインフラのコンテクスト
転換

ICTを活用した教育支援の有効性
Information Handoffs and Digital
Transformations in the Organization:The
Digitalization of Manufacturing

CBT（認知行動療法）応用システムにおける
異分野協調の実践報告

企業や学校のBCP対応に資する自律分散型安
否確認システムの可能性

段階的知識獲得方略にもとづくアジャイル
開発の進めかた

ｺﾒﾝﾃｰﾀ：野々山隆幸（愛知産業大学） 司会者：福田　馨（九州産業大学） 司会者：崔　　宇（追手門学院大学） 司会者：仲野友樹（千葉商科大学）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：村田　潔（明治大学） ｺﾒﾝﾃｰﾀ：柳原佐智子（富山大学） ｺﾒﾝﾃｰﾀ：斎藤正武（中央大学）

10:50～
11:20

庄司真人
（高千穂大学）

及川義道
（東海大学）

藤田美幸
（新潟国際情報大学）

前田　瞬
（徳山大学）

有馬昌宏
（兵庫県立大学）

税所哲郎
（国士舘大学）

世界遺産と価値創造：地域のコンテクスト
転換

Web会議システムを用いたハワイ－東海大学
湘南キャンパス間の遠隔補講の試み

スポーツクラブにおけるウェアラブルを活
用したスポーツサービスの有効性

医業利益に影響を及ぼす要因の抽出－医業
費用に着目をして－

テレワークによる地域創生の可能性と課題
バングラデシュにおけるオフショアリング
開発の現状と課題

ｺﾒﾝﾃｰﾀ：中井秀樹（大阪成蹊大学） 司会者：大串葉子（新潟大学） 司会者：松野成悟（宇部工業高等専門学校） 司会者：内野　明（専修大学）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：酒井雅裕（北海道情報大学） ｺﾒﾝﾃｰﾀ：小川　長（尾道市立大学） ｺﾒﾝﾃｰﾀ：田中宏和（静岡大学）

11:30～
12:00

原田　保
（(一社)ソーシャルデザイン研究機構）

結城健太郎
（東海大学）

小野直樹（新潟大学大学院）
高山　誠（新潟大学大学院）

折戸洋子（愛媛大学）
崔　英靖（愛媛大学）
村田　潔（明治大学）

吉見憲二（佛教大学）
星合隆成（崇城大学）

Donald L. Amoroso
（Auburn University Montgomery）

Ricardo Lim
(Asian Institute of Management)

佐藤　修
（東京経済大学）

地域デザインとコンテクスト転換④
地域消滅による地域創造～理論と事例を踏
まえて

ICTを活用した異文化コミュニケーション
PBL－「プロジェクト入門A」実践報告

ヴァーチャルインサニティと戦略
下からの医療情報化：医師および患者によ
る口コミ情報の発信・共有と共感型コミュ
ニティ形成

動画を用いた地域広報に関する一考察
日本とフィリピンにおける電気通信会社の
革新戦略の比較

ｺﾒﾝﾃｰﾀ：稲村昌南（大阪成蹊大学） 司会者：大串葉子（新潟大学） 司会者：松野成悟（宇部工業高等専門学校） 司会者：内野　明（専修大学）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：酒井雅裕（北海道情報大学） ｺﾒﾝﾃｰﾀ：梅村匡史（札幌国際大学） ｺﾒﾝﾃｰﾀ：佐々木宏（立教大学）

12:00～
13:00

学会長挨拶
司会者：前田　瞬（徳山大学）

大会実行委員長挨拶
司会者：前田　瞬（徳山大学）
次期大会実行委員長挨拶
司会者：前田　瞬（徳山大学）

13:20～
14:20

基調講演
司会者：中西　晶（明治大学）

14:30～
15:30

特別講演1
司会者：八鍬幸信（札幌大学）

15:40～
16:20

国際委員会キーノート
司会者：五藤寿樹（九州産業大学）

16:30～
17:30

18:00～
20:00

日本情報経営学会第72回全国大会プログラム【1日目】

２０１６年５月２１日（土）　８：３０受付開始

自由論題セッション（Ⅰ）
（建物：16号館）

9:30～
10:00

司会者：及川義道（東海大学）
濵井和子

（広島国際大学）

平田　透
（金沢大学）

浜松翔平
（成蹊大学）

昼食・各種委員会

開会式（6B-102教室（建物：6号館））

13:00～
13:15

太田雅晴
（日本情報経営学会　会長／大阪市立大学大学院経営学研究科　教授）

開催校挨拶
司会者：前田　瞬（徳山大学）

梶井龍太郎
（東海大学　副学長）

成川忠之
（東海大学現代教養センター　教授）

文　　言
（九州産業大学経営学部　教授）

特別セッション（6B-102教室（建物：6号館））

「ソーラーカーの開発とチームマネジメント」
木村英樹　氏（東海大学チャレンジセンター長／電気電子工学科教授）

統一論題セッション（Ⅰ）（6B-102教室（建物：6号館））

「地域における大学の役割」
鍵和田政美　氏（東海大学To-Collabo推進室地域コーディネーター／元平塚市副市長）

国際委員会キーノートセッション（6B-102教室（建物：6号館））

"Why and How to Teach Data Analytics to Business Students."
Dr. Ben Kim (Seattle University)

会員総会
（6B-102教室（建物：6号館））

懇親会
（東海大学湘南キャンパス内　コム・スクエア）



社会的物質性の研究
医療・介護・福祉サービス創造のための

地域医療連携情報基盤に関する研究

Ａ会場（16-203教室） Ｂ会場（16-204教室） Ｃ会場（16-205教室） Ｄ会場（16-206教室） Ｅ会場（16-303教室） Ｆ会場（16-305教室）

古賀広志
（関西大学）

八鍬幸信
（札幌大学）

社会的物質性の研究の射程
地域医療連携を支援する情報基盤研究への
貢献－情報経営学の可能性－

会計における適切行動の理に関する研究
消費者行動のシミュレーションによるアプ
ローチ－マルコフ連鎖モンテカルロ法によ
る－

共通価値創造の情報経営研究に向けた
質的心理学・言語的アプローチの新展開

小規模農家の集合組織による6次産業化の課
題と方策

司会者：三浦達也（横浜創英大学） 司会者：安積　淳（拓殖大学） 司会者：欧陽　菲（産業能率大学） 司会者：山田啓一（中村学園大学）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：堀内　恵（中央大学） ｺﾒﾝﾃｰﾀ：野村淳一（星城大学） ｺﾒﾝﾃｰﾀ：向原　強（北海道情報大学） ｺﾒﾝﾃｰﾀ：藤本直樹（北海道情報大学）

10:10～
10:40

井出　明（追手門学院大学）
古賀広志（関西大学）

佐藤　修
（東京経済大学）

遠藤正之
（静岡大学）

小川　長（尾道市立大学）
本田　治（尾道市立大学）
有吉勇介（尾道市立大学）

宮城郁美（AStar総合研究所）
萩原　功（AStar総合研究所）

門田由貴子（慶應義塾大学大学院）
高野研一（慶應義塾大学大学院）

LCCとマイレージ戦略 Patient Flow Systemsの活用 金融情報システムとFintechに関する一考察
コモディティ市場における企業行動と戦略
－シミュレーション分析によるアプローチ
－

コラボレーションによる知の創造のための
コミュニケーションプラットフォームの概
要

企業の公式会議の非参与観察による組織文
化診断の設計と実証

司会者：三浦達也（横浜創英大学） 司会者：安積　淳（拓殖大学） 司会者：欧陽　菲（産業能率大学） 司会者：山田啓一（中村学園大学）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：文　　言（九州産業大学） ｺﾒﾝﾃｰﾀ：楊　文賀（中央大学） ｺﾒﾝﾃｰﾀ：佐藤芳彰（北海学園大学） ｺﾒﾝﾃｰﾀ：涌田幸宏（名古屋大学）

10:50～
11:20

古賀広志（関西大学）
柳原佐智子（富山大学）

島田裕次
（東洋大学）

藤本直樹（北海道情報大学）
向原　強（北海道情報大学）

上田雅幸
（北海学園大学）

山口平八郎
（青山学院大学大学院）

バーチャル、リアリティ、アクチュアリ
ティ：世界遺産三重津海軍所跡の事例

個人番号の監査に関する研究
地方自治体における統合型GISの整備状況に
関する統計調査

表定義を活用する解析的問題解決の教育方
法の研究

SaaS Virtualizationによる情報の連結価値
向上のモデル

司会者：山﨑由香里（成蹊大学） 司会者：大森義行（札幌大学） 司会者：田端哲夫（東海学園大学） 司会者：山田正人（星城大学）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：上杉志朗（松山短期大学） ｺﾒﾝﾃｰﾀ：永松陽明（横浜市立大学） ｺﾒﾝﾃｰﾀ：松井美樹（横浜国立大学） ｺﾒﾝﾃｰﾀ：北守一隆（北海道科学大学）

11:30～
12:00

自由論題セッション（Ⅲ）

藤本直樹
（北海道情報大学）

もうひとつの災害情報：境界を侵犯するこ
と

地域情報化の費用対効果分析に関する一考
察～GISの導入を例として

定性的感度分析によるセキュリティハザー
ドマップ

アジャイル・計画駆動統合型手法の大規模
プロジェクトへの適用方法

大学・大学院におけるデータサイエンス教
育の現状

ロボット・人工知能による人間労働の代替
－人間と技術の社会的に受容可能な共生の
あり方－

司会者：前田　瞬（徳山大学） 司会者：山﨑由香里（成蹊大学） 司会者：大森義行（札幌大学） 司会者：田端哲夫（東海学園大学） 司会者：山田正人（星城大学）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：由良憲二（電気通信大学） ｺﾒﾝﾃｰﾀ：井戸田博樹（近畿大学） ｺﾒﾝﾃｰﾀ：有吉勇介（尾道市立大学） ｺﾒﾝﾃｰﾀ：一瀬益夫（東京経済大学） ｺﾒﾝﾃｰﾀ：上田　泰（成蹊大学）

12:00～
13:00

13:00～
14:00

特別講演2
司会者：成川忠之（東海大学）

日本情報経営学会第72回全国大会プログラム【２日目】

２０１６年５月２２日（日）　８：３０受付開始
特定自由論題セッション（Ⅱ）

（建物：16号館） 自由論題セッション（Ⅱ）
（建物：16号館）

院生自由論題セッション
（建物：16号館）

9:30～
10:00

司会者：柳原佐智子（富山大学） 司会者：八鍬幸信（札幌大学）

森本弘明（静岡大学）
舘岡康雄（静岡大学）

青山ゆう子（札幌大学）
大森義行（札幌大学）

西川孝二（北海道科学大学）
北守一隆（北海道科学大学）

隅本雅友
（横浜国立大学大学院）

昼食・各種委員会

統一論題セッション（Ⅱ）（6B-102教室（建物：6号館））

「衛星回線を利用した日食観測番組のインターネット配信の取り組み」
岡田　工　氏（東海大学チャレンジセンター主任教授）

宮野入大也
（静岡大学大学院）

ディスカッション

古賀広志
（関西大学）

銭谷謙吾（東京大学大学院）
奥村裕一（東京大学公共政策大学院）

満塩尚史（経済産業省）
　明神　知（北海道情報大学）
　入江英嗣（東京大学大学院）
　坂井修一（東京大学大学院）

今仁武臣
（慶應義塾大学大学院）

片山敏之
（北星学園大学）

山崎竜弥
（明治大学大学院）


