商品開発・管理学会 第 24 回全国大会
統一テーマ：医療・健康・福祉に関わる開発・管理
ご挨拶
実行委員長 神戸国際大学 滋野 英憲
「医療・健康・福祉に関わる商品開発・管理」という統一テーマのもと、第 24 回全国大会
を 6 月 13 日（土）に神戸国際大学キャンパスにて開催させて頂くことになりました。
近年の我が国をはじめとする先進諸国における高齢社会の進行は、医療・健康・福祉の
環境をより充実した社会システムへの変更が要請されています。本学が位置する神戸市で
は、平成 10 年 10 月より皆様もご存じの通り神戸医療産業都市構想を掲げ、本学が立地す
るお隣の人工島のポートアイランドでの第 2 期を中心に、高度医療技術の研究・開発拠点
を整備し、医療関連産業の集積を図ることで、より健やかで活力ある神戸にしていくため
のプロジェクトが進行中です。この取組みは、国の「都市再生プロジェクト」などにも位
置づけられ、
「日本初のライフサイエンスのクラスター」をめざした国家的なプロジェクト
として進められています。今後、さらに関心が高まると思われます医療・健康・福祉に関
わる商品開発・管理を統一テーマに現状と今後の展望について考えてもらいたいと思いま
す。特別講演につきましては、野原強氏（日本銀行

神戸支店長）、内藤直樹氏（神戸市企

画調整局医療産業都市・企業誘致推進本部 医療産業都市担当部長）に日本と神戸市、そ
れぞれの観点から医療・健康・福祉の現状と今後について、また、基調講演につきまして
は、斉藤裕之氏（パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 エイジフリービジネスユニット）
、
辻正次氏（兵庫県立大学大学院 応用情報研究科 教授）には、医療・健康・福祉に関わ
る商品開発・管理の観点からご講演いただきます。それぞれの異なった観点から医療・健
康・福祉に関わる現状と問題点について貴重なご示唆を得られるものと確信いたしており
ます。
なお、開催校となります神戸国際大学は、1968（昭和 43）年に、人間主義的立場を基本
的視点として、全人格教育を通じ国際性の涵養を重視し、国際人たる能力を備えた経済活
動家、実務者の養成を目的とする神戸国際大学経済学部経済学科（設立当初は八代学院大
学）が開学され、平成 21（2009）年 4 月に「リハビリテーションの中核的な担い手である
理学療法の高い専門的知識と技術および、豊かな教養と人間性を持つ有能な理学療法士の
養成」の理念のもとリハビリテーション学部が新設され 2 学部 3 学科で構成される小規模
大学です。本学が日本一と誇れる点は、最も海の近くに学舎が立地していることです。学
会とともに、春の海を一望し心を癒し、神戸の清酒とスウィーツを満喫されるのも良いか
も知れません。多くの皆様のご参加、心よりお待ち申し上げております。

大会概要
日時：2015 年 6 月 13 日（土）
場所：神戸国際大学 2 号館(特別･基調講演及び研究報告)・ラヴィマーナ神戸(情報交換会)
住所：神戸市東灘区向洋町中 9-1-6
参加費：大会 5,000 円（学生 2,000 円、非会員 1,000 円）
、情報交換会 6,000 円
参加申込み〆切：6 月 6 日（土）まで

プログラム
9:30～
10:00～10:20

受 付

2 号館 4 階

開会式

2 号館 4 階 2402 教室

（敬称略）
司 会：平野 英一（明星大学）

会長挨拶

若林 靖永（京都大学）

実行委員長挨拶

滋野 英憲（神戸国際大学）

特別講演
10:30～11:00

司 会：滋野 英憲
特別講演 1：
「日本経済の成長と医療・健康・福祉」
野原 強（日本銀行 神戸支店長）

11:00～11:30

特別講演 2：
「神戸医療産業都市の概要～現状と今後の展望～」
内藤 直樹（神戸市企画調整局医療産業都市・企業誘致推進本部
医療産業都市担当部長）

基調講演
11:30～12:00

司 会：滋野 英憲
基調講演 1：
「介護ロボット開発の取り組みと状況について」
斉藤 裕之（パナソニック（株）エコソリューションズ社

12:00～12:30

エイジフリービジネスユニット）
基調講演 2：
「医療分野における ICT での商品開発のあり方」
辻 正次（兵庫県立大学大学院 応用情報研究科 教授）

12:30～14:30

理事会（3424 教室）

14:30～16:55

研究報告

Ａ会場（2 号館 2 階 2201 教室）統一論題セッション＆自由論題セッション
テーマ：医療・健康・福祉に関わる商品開発・管理
司 会：冨田 健司（同志社大学） 平野 英一（明星大学）
14:30～14:55「新薬開発における海外研究所との知識の融合」
冨田 健司（同志社大学商学部）
15:00～15:25「未来へ向けて、新しい看護のものづくり～産学連携商品『くるっとクール』
の開発～」
佐野 友香（藤田保健衛生大学病院 公衆衛生看護科）
15:30～15:55「イタリアの衣料品ラグジュアリーブランド企業の商品開発プロセス
―LANIFICIO LUIGI COLOMBO(ラニフィチオ・ルイジ・コロンボ) S.p.A.を
事例に―」

大谷 浩介(京都大学経済学研究科)
16:00～16:25「情報規模を配慮した『データサイエンス商品 』の開発手法と指針検討
～PowerView、AWS の 活用事例 から～」
○寄能 雅文(放送大学教養学部・龍谷大学理工学部)
山口 正寛(システムサポート株式会社)
菱田 浩史(デンソーウェーブ)
16:30～16:55「商品開発におけるコア技術と標準化規格の関係の一考察」
○寄能 雅文(放送大学教養学部・龍谷大学理工学部)
山口 正寛(システムサポート株式会社)
菱田 浩史(デンソーウェーブ)
Ｂ会場（2 号館 2 階 2202 教室）自由論題セッション
司 会：川北 眞紀子 （南山大学）木戸 啓二（近畿大学）
14:30～14:55「エンタテイメント財のバンドリングと消費者知識の関係：クラシックコン
サートの商品企画を事例に」
川北 眞紀子（南山大学経営学部）
15:00～15:25「BtoB マーケティングの研究アプローチに関する考察」
増谷 博昭（京都大学大学院経済学研究科）
15:30～15:55「ライセンスビジネスを通してのアパレル企業の内部資源と組織能力の効果
に関する比較研究－英国ブランドのライセンス企業の事例研究として-」
○森本 美紀（早稲田大学）・長沢 伸也（早稲田大学）
16:00～16:25「若き『匠』育成プロジェクトにおける商品開発教育の２年目の活動」
世良 清（三重県立津商業高等学校/三重大学大学院）
16:30～16:55「ガソリンスタンドにおける店舗選択行動と消費者の価値観に関する研究
～ラダリング・リサーチを活用して～」
桐野 裕之（無所属）

17:05～17:35

会員総会

2 号館 4 階 2402 教室

17:35～17:55

閉会式

2 号館 4 階 2204 教室
司 会:長沢 伸也(早稲田大学)

優秀発表賞の発表
閉会の挨拶

木戸 啓仁(近畿大学)

第 25 回全国大会 開催予告
19：00～21:00

情報交換会

ラヴィマーナ神戸（大学からバスの送迎あり）

アクセス

神戸国際大学 最寄駅: 六甲ライナー 終点 「マリンパーク駅」
（会場までは徒歩 10 分程度）

施設案内（神戸国際大学キャンパス）

本学チャペル

〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中 9-1-6
TEL 078-845-3111（代） / FAX 078-845-3200

特別・基調講演・研究報告（2 号館）

情報交換会会場「ラヴィマーナ神戸」

住所: 〒650-0048 兵庫県神戸市 中央区神戸空港 8−2
電話:078-306-1515
大学より送迎バスがでます。約 30 分
帰りは、三宮駅周辺（阪急,JR,阪神各線は近隣）への送迎があります。
（神戸国際空港より車で 3 分）
HP: http://www.ravimana.com/pacha/

