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日本マネジメント学会第311号 2018.5

第77回　日本マネジメント学会全国研究大会プログラム

統一論題　「規制産業におけるイノベーションマネジメント～医療・教育分野の新潮流～」

会　場　　日本大学商学部

【第１日　2018年 6 月22日（金）】

14:00 ～ 16:00 企業訪問　株式会社金冠堂（三軒茶屋本社）　現地集合（１階受付　14:00）

17:00 ～ 18:30 理事会　日本大学　商学部　本館 3階 31 会議室

【第２日　2018年 6 月23日（土）】

 9:00 受付（ 2号館 2階：100 周年記念講堂前）

 9:30 開会挨拶

 　①日本マネジメント学会　会長　柿崎洋一
　②大会長　髙橋淑郎

 9:40 ～ 12:10 統一論題セッション

（課題提起 15 分　報告：40 分　指定討論：各 15 分　討論 50 分　計 150 分）（100 周年記念講堂）

 9:40 ～ 12:10 統一論題セッション１　【医療と医療経営のイノベーションの新潮流】

課題提起：「非営利組織としての病院経営を整理する」　髙橋淑郎氏（日本大学）

報告テーマ・報告者：「戦略的病院経営への変革のプロセス」

北島明佳氏（医療法人社団　元気会横浜病院　理事長）

シンポジウム１（指定討論者）

（1）「地域密着有床診療所から：医療法人社団太陽会かりまた内科」　狩俣一郎氏（理事・事務長）

（2）「小規模技術特化単科病院から：医療法人社団北腎会坂泌尿器科病院」　坂俊英氏（理事・事務長）

（3）「地方急性期病院から：医療法人社団函館脳神経外科病院」西谷啓太氏（理事・事務長）

司会者：佐藤貴一郎氏（前国際医療福祉大学）　髙橋淑郎氏（日本大学）

12:10 ～ 13:00 休　憩（2206 教室）

13:00 ～ 15:10 自由論題報告（各報告　報告：25 分　コメント及び質疑：15 分　計 40 分）

13:00 ～ 13:40
Ａ会場（2201 教室） Ｂ会場（2202 教室） Ｃ会場（2203 教室）

（自由論題） （自由論題） （国際セッション）

報告者
柴田仁夫氏
（埼玉学園大学）

草野千秋氏
（文京学院大学）

Han, Kil-Seok (Chonbuk National 
University) and Koh, Woo 
(Chonbuk National University)

報告テーマ
中小企業の採用マーケティ
ングの方向性

組織行動アプローチによる
チーム医療のコミュニケー
ション構造への接近

The Influence of Managerial 
Overconfidence on Earnings 
management

コメンテーター
小嶌正稔氏
（東洋大学）

當間政義氏
（和光大学）

－

司会者
竹内進氏
（目白大学）

佐藤一義氏
（立正大学）

細萱伸子氏
（上智大学）
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13:45 ～ 14:25 （自由論題） （自由論題） （国際セッション）

報告者
榁田智子氏
（福山市立大学）

木下耕二氏
（東洋大学）

Sawng, Yeong-Wha (Konkuk 
University) and Lee, Sangic 
(Republic  of  Korea  Naval 
Academy)

報告テーマ
就労妊婦の労務管理に関す
る一試論

戦略のダイナミズム概念に
基づくダイナミック・ケイ
パビリティ定義の検討

Foresight  of  Promising 
Technologies  for  Smart 
Convergence Service by Big 
Data based Patent Analysis: 
Focused on the Healthcare-IoT 
Convergence Service

コメンテーター
池田玲子氏
（羽衣国際大学）

松村洋平氏
（立正大学）

－

司会者
後藤浩士氏
（保健医療経営大学）

佐々木利廣氏
（京都産業大学）

細萱伸子氏
（上智大学）

14:30 ～ 15:10 （自由論題） （自由論題） （山城賞受賞論文発表）

報告者
河内満氏
（広島修道大学）

田中克昌氏
（東洋大学）

柴田仁夫氏
（埼玉学園大学）

報告テーマ ビジネス教育論と利潤追求
イノベーションの主体を転
換する共創プラットフォーム

山城賞受賞論文

コメンテーター
河合博子氏
（高崎商科大学）

清水健太氏
（松蔭大学）

－

司会者
亀倉正彦氏
（名古屋商科大学）

梅田勝利氏
（九州共立大学）

松本芳男氏（中央学院大学）
山城賞委員会委員長

15:20 ～ 16:40 会員総会（100 周年記念講堂）

16:50 ～ 18:00 特別講演（100 周年記念講堂）

講演テーマ・講演者：「NTT の事業戦略　―健康・医療× ICT を中心に」

　　　　　　　　　　是川幸士氏（日本電信電話株式会社 理事）

　　　　　　司会者：児玉充氏（日本大学）

18:10 ～ 懇親会（カフェテリア・アゼリア）

【第 3日　2018 年 6 月 24 日（日）】

 9:00 受付（ 2号館 2階：100 周年記念講堂前）

 9:20 ～ 10:35 統一論題セッション（報告：40 分　討論 35 分　計 75 分）（100 周年記念講堂）

 9:20 ～ 10:35 統一論題セッション２　【イノベーション経営の実践 (1)】

報告テーマ・報告者：「福井県済生会病院の経営改革」

　　　　　　　　　　登谷大修氏（社会福祉法人恩賜財団福井県済生会病院　院長）

シンポジウム２　コーディネーター：明石純氏（関西学院大学大学院）　司会者：髙橋淑郎氏（日本大学）

10:45 ～ 12:00 統一論題セッション（報告：40 分　討論 35 分　計 75 分）（100 周年記念講堂）

10:45 ～ 12:00 統一論題セッション 3　【イノベーション経営の実践 (2)】

報告テーマ・報告者： 「ダイナミック・ケイパビリティとイノベーション　～アクションリサーチ

からのレッスン」児玉充氏（日本大学）

シンポジウム３　コーディネーター：坂本義和氏（日本大学）　司会者：松本芳男氏（中央学院大学）
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12:00 ～ 13:00 休　憩（2206 教室）

13:00 ～ 15:00 統一論題セッション（報告：各40分　討論40分　計120分）（100周年記念講堂）

13:00 ～ 15:00 統一論題セッション 4　【教育の破壊的イノベーション】

報告テーマ・報告者⑴：「IT は日本の高等教育に破壊的イノベーションをもたらすか？」

　　　　　　　　　　　常盤祐司氏（法政大学情報メディア教育研究センター）

報告テーマ・報告者⑵：「ICT 利用によって教育の質を改革できるか？」

　　　　　　　　　　　斎藤正武氏 (中央大学商学部）

シンポジウム４　コーディネーター：山本篤民氏（日本大学）　司会者：児玉充氏（日本大学）

15:10 閉会　閉会挨拶　日本マネジメント学会組織委員長　亀川雅人

第77回全国研究大会・自由論題報告募集

平成 30 年 10 月 19 日（金）～ 21 日（日）に常葉大学において開催される第 78 回全国研究大

会の自由論題報告を募集します。下記要領に従ってご応募下さい。

１．応募資格

本学会の会員。但し、第 77 回全国研究大会・自由論題として報告された方の応募はご

遠慮下さい。

２．テーマ

本学会の目的に沿う以下のもの。

・経営体の諸活動に関する実践的経営の研究

・日本的経営および国際的経営の研究

・経営者・管理者の実践的能力を育成するための経営教育の研究

３．応募書類

応募には応募用紙の記入が必要です。日本マネジメント学会ウェブサイトより応募フォ

ーマットをダウンロードし、注意事項を読んで原稿を作成し下記締め切り期日必着にて

電子メールまたは郵送でお送りください。

４．締切

平成 30 年 6 月 29 日（金）必着

５．応募先・問い合わせ先

日本マネジメント学会事務局（担当：武市）

〒162-0814 東京都新宿区新小川町 6-36　S&S ビルディング 3F
株式会社山城経営研究所内

TEL 03-6674-1836　FAX 03-5228-1233　E-Mail：name@kae-yamashiro.co.jp


