⽇本情報経営学会第74回全国⼤会プログラム【1⽇⽬】
2017年6⽉3⽇（⼟）
特定⾃由論題セッション（Ⅰ）

地域デザイン学会共催セッション

IoTによる地域創造戦略

Ａ会場（F503教室）

スマートモバイル研究

IoTと情報経営研究

AICBMの進展と産業融合

IoT時代と企業の戦略的チャレンジ

Ｂ会場（F504教室）

Ｃ会場（F505教室）

9:30〜

司会者：原⽥保（地域デザイン学会理事⻑）

司会者：⼋⽊良太（尚美学園⼤学）

司会者：譚

10:00

ｺﾒﾝﾃｰﾀ：原⽥保（地域デザイン学会理事⻑）

ｺﾒﾝﾃｰﾀ：吉成

ｺﾒﾝﾃｰﾀ：伊藤嘉浩（⻑岡技術科学⼤学⼤学院）

亮（愛知⼯業⼤学）

奕⾶（中央学院⼤学）

医療・介護・福祉サービス創造のための

地域

共催セッション

医療連携情報基盤に関する研究
医療連携情報システムの新展開

８：３０受付開始

⽇本リスクマネジメント学会

⾃由論題セッション（Ⅰ）

Ｄ会場（F506教室）

E会場（F507教室）

F会場（F508教室）

G会場（F509教室）

司会者：⼋鍬幸信（札幌⼤学）

司会者：⻲井克之（関⻄⼤学）

司会者：野間圭介（⿓⾕⼤学）

司会者：佐藤

ｺﾒﾝﾃｰﾀ：斎藤正武（中央⼤学）

ｺﾒﾝﾃｰﾀ：⻲井克之（関⻄⼤学）

ｺﾒﾝﾃｰﾀ：向原

ｺﾒﾝﾃｰﾀ：由良憲⼆（電気通信⼤学）

強（北海道情報⼤学）

修（東京経済⼤学）

Douglas M. SCHUTZ
(Aijex Pharma International Inc.)

森本祥⼀（専修⼤学）

⼤塚寛樹（feel i 株式会社）

Masayoshi FUKUSHIMA
(Aijex Pharma International Inc.）

⼤森

酒井雅裕（北海道情報⼤学）

勉（関⻄⼤学⼤学院）

加畑貴規（加畑総合研究所）

⻲井克之（関⻄⼤学）

Miyuki FUJITA( Niigata University of International and

萩原

功（AStar総合研究所）

宮城郁美（AStar総合研究所）

Information Studies)

地域に資する情報とは

放送における⾳楽の利⽤と

ー「地域IoT」への期待と課題ー

その管理

The Role of Innovation Speed Enabled by
the IoT on Medical Device Organizational
Performance

低強度認知⾏動療法⽀援システムの リスクマネジメントにおける

PCマルチシナリオゲームにおける

学⽣⽣活改善寄与の研究

定量的評価

意思決定とリスク情報

10:10〜

司会者：⼩川

10:40

ｺﾒﾝﾃｰﾀ：楊

有⾺昌宏（兵庫県⽴⼤学）

⾼野淳司（⽮野経済研究所）

賀川

勝（⽮野経済研究所）

津島晃⼀

⼋鍬幸信（札幌⼤学）

（⼀般社団 法⼈倫理研究所）

⻑（尾道市⽴⼤学）
⽂賀（中央⼤学）

向原

シェアリングオフィスとIOCTによる

―重回帰分析を中⼼に― 新規サービスと新産業の創出について

強（北海道情報⼤学）

司会者：佐藤

ペイメントにおけるモバイル化の

貢献できるのか？

進展と FinTech の現状

モバイルVR市場の展望

地域医療連携⽀援情報システムの

⼼理的オーナーシップ論による

メッシュ統計を活⽤したバッファ分析の

現状と課題

事業承継のリスクマネジメント

ための⼀般化簡易推計モデルの提案

10:50〜
11:20
本⽥正美（東京⼯業⼤学）

⾃治体情報政策におけるIoT

⼋⽊良太（尚美学園⼤学）

産業融合と企業戦略

譚

奕⾶（中央学院⼤学）

IoT時代のモノづくりにおける
シミュレーションの利活⽤について

⾼橋

明

⽯井

⾄（⽯井兄弟社・関⻄⼤学⼤学院）

（札幌⽩⽯記念病院）

村⽊則予（株式会社アトリオン）

島⽥達⺒

⾦

（情報セキュリティ⼤学院⼤学）

戴必

（KT経済経営研究所）

野⽥英雄（東京理科⼤学）

質的研究 ―第3の要素としての
マス・アイデンティティの発⾒―

⻲井克之（関⻄⼤学）

⽊下正博（北海道科学⼤学）
⻄川孝⼆（北海道科学⼤学）
北守⼀隆（北海道科学⼤学）

拡張現実連動のe-Learning
司会者：神⼭卓也（東京海上⽇動⽕災保険）
ｺﾒﾝﾃｰﾀ：内藤

勲（愛知学院⼤学）

⻘⼭ゆう⼦（札幌⼤学）
⼤森義⾏（札幌⼤学）
北守⼀隆（北海道科学⼤学）

次世代保健医療システムにおける
情報品質
司会者：⼤森義⾏（札幌⼤学）

司会者：⼊澤

朗（セルシード）

ｺﾒﾝﾃｰﾀ：⼩川正博（⼤阪商業⼤学）

ｺﾒﾝﾃｰﾀ：⼩川⻑（尾道市⽴⼤学）

ｺﾒﾝﾃｰﾀ：⽯島

隆（法政⼤学）

吉⾒憲⼆（佛教⼤学）

村⽥

内藤

豊（崇城⼤学）

折⼾洋⼦（愛媛⼤学）

星合隆成（崇城⼤学）

福⽥康典（明治⼤学）

継続する地域コミュニティに

潔（明治⼤学）

サイボーグ化する⼈間の倫理

棚橋慶太（⻘⼭学院⼤学⼤学院）

管理会計変化が組織⽂化に与える

―⼩地域産業連関表の作成⽅法を中⼼として―

関する⼀考察

司会者：町⽥欣也（駿河台⼤学）

司会者：関哲⼈（北海学園⼤学）

司会者：⼤森義⾏（札幌⼤学）

司会者：⼊澤

ｺﾒﾝﾃｰﾀ：向原

ｺﾒﾝﾃｰﾀ：飯島泰道（愛知学院⼤学）

ｺﾒﾝﾃｰﾀ：堀内正博（⻘⼭学院⼤学）

ｺﾒﾝﾃｰﾀ：野々⼭隆幸（横浜市⽴⼤学）

強（北海道情報⼤学）

⼋⽊良太（尚美学園⼤学）

影響に関する研究
朗（セルシード）

⻄川孝⼆(北海道科学⼤学)

⼤塚寛樹（feel i 株式会社）

討論・質疑

ｺﾒﾝﾃｰﾀ：柳⽥義継（横浜商科⼤学）

ｺﾒﾝﾃｰﾀ：王暁華（⻄南学院⼤学）

効果に関する考察

おけるリスクの意義

I会場（F511教室）

司会者：関哲⼈（北海学園⼤学）

地⽅都市における物販施設の整備による経済波及

観光のリスクマネジメントに

伊藤嘉浩（⻑岡技術科学⼤学⼤学院）

⼈材の幸福感と利益が共存する企業の

藤本直樹（北海道情報⼤学）

11:30〜
12:00

舘岡康夫（静岡⼤学）

H会場（F510教室）
司会者：神⼭卓也（東京海上⽇動⽕災保険）

司会者：町⽥欣也（駿河台⼤学）

⻲井克之（関⻄⼤学）

医療連携システムの課題

修（東京経済⼤学）

ｺﾒﾝﾃｰﾀ：澤野雅彦（北海学園⼤学）

藤本直樹（北海道情報⼤学）

IoTは地域創造戦略にどのように

院⽣⾃由論題セッション（Ⅰ）

現代社会におけるリスクマネジメントの展開

穂積和⼦（神奈川⼤学）

岩下哲典（東洋⼤学）

⽊下正博（北海道科学⼤学）

⼭崎⻯弥（明治⼤学⼤学院）

北守⼀隆（北海道科学⼤学）

IoTによる地域創⽣

プロジェクト・ベース学習によるデータ

第４次産業⾰命とICTの活⽤による ARゲーム「ポケモンGO」の

イベントのリスクマネジメント

社会的課題の解決

－⾳楽ライブとマラソン⼤会を中⼼に－

ビジネスモデル数理分析

12:00〜

ベースアプリケーション開発の
学習プロセスの分析

昼⾷・各種委員会

13:00

開会式（富⼠⾒校舎1階
13:30〜

学会⻑挨拶

13:35
13:35〜

司会者：⼋鍬幸信（札幌⼤学 教授）

13:45
13:45〜

司会者：⼋鍬幸信（札幌⼤学 教授）

13:50

司会者：⼋鍬幸信（札幌⼤学 教授）

F101⼤教室）

村⽥ 潔（明治⼤学 教授）

⼤会開催校挨拶

藤嶋 昭（東京理科⼤学 学⻑）

⼤会実⾏委員⻑挨拶

東邦仁⻁（東京理科⼤学 名誉教授）

基調講演・特別講演・統⼀論題特別講演（富⼠⾒校舎1階
基調講演

14:50

司会者：学会⻑

15:00〜

特別講演

16:00

司会者：元学会⻑

16:10〜

統⼀論題特別講演

17:10

司会者：前学会⻑

17:20〜
18:20
18:30〜
20:30

F101⼤教室）

「「Digital Disruption」を勝ち抜くためのICT 〜IoT時代のシステムインテグレーション〜」

13:50〜

村⽥ 潔（明治⼤学

教授）

⾕⼝典彦

⽒（富⼠通株式会社

取締役執⾏役員副社⻑）

「ICTとビッグデータ時代の医学研究」
遠⼭ 曉（中央⼤学

永井良三

名誉教授）

⽒（⾃治医科⼤学

学⻑）

「IoTが創造するファシリティビジネスの未来」
太⽥雅晴（⼤阪市⽴⼤学 教授）

⼀法師

淳

⽒（株式会社NTTファシリティーズ

学会賞表彰・会員総会
懇親会

富⼠⾒校舎1階

富⼠⾒校舎2階

代表取締役社⻑）
F101⼤教室

富⼠⾒⾷堂

坂本⿓⾺書簡に⾒る「新国家」と

レッドクィーンエフェクトの

財政

シミュレーションモデル

⾃動技術による⼈間労働の代替の
社会的受容性

―働くことからの

解放はよい社会を作るのか―

