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これからのビジネスモデルと震災後の強いものづくり－開発の鉄人が語る　開発におけるガバナンスの
重要性

井上 善海（広島大学）　

多喜 義彦（システム・インテグレーション株式会社代表取締役）　

休　憩（2403教室）

ライフネット生命の起業物語

　　　　　　　　　　  第二コース：独立行政法人 国立成育医療センター病院

開会挨拶　　第65回全国研究大会実行委員会委員長　　髙橋 淑郎

統一論題セッション　（報告：各４０分　討論７０分　計１５０分）（記念講堂）

会長挨拶　　日本マネジメント学会会長　　松本 芳男

早川 淑人（札幌学院大学）　

　１３：００～１５：３０

　報告者（２）

大平 義隆（北海学園大学）

被災地における中小企業の事業存続とネットワーク

　報告者（２）

日本マネジメント学会第65回全国研究大会プログラム

　　　　報告者（１）

統一論題セッション１　【デジタル時代の起業戦略】

加藤 茂夫（専修大学）　

ベンチャー企業とバルーン型組織－実態調査から見る組織戦略

統一論題　「ビジネス・モデルのパラダイム・シフト」

　　　　司会者

　９：４０～１２：１０

　１８：００～ 理事会（2201教室）

企業・病院見学　第一コース：NHK技術研究所　

受付（2号館１階）

　９：４０～１５：３０

出口 治明（ライフネット生命株式会社代表取締役）　

　会場：日本大学商学部

第2日　         6月23日（土）
　 ９：００～

第1日　2012年6月22日（金）
　１４：００～１７：００

医療におけるパラダイムシフト

会員総会（記念講堂）

　　　　司会者

　１２：１０～１３：００

　　　コメンテーター

　　　報告テーマ（１）

　　　　司会者

　　　報告テーマ

　　　　報告者

　１５：４０～１６：４０

特別講演（記念講堂）

髙橋 淑郎（日本大学）

統一論題セッション２　【震災後の経営とものづくり】

杉田 博（石巻専修大学）

　　　報告テーマ（２）

　９：３０

懇親会（カフェテリア・アゼリア）　１８：１０～

　１６：５０～１８：００

辻村 宏和（中部大学）　

　　　　報告者（１）

　　　報告テーマ（１）

　　　コメンテーター

　　　報告テーマ（２）

堺 常雄（社団法人日本病院会会長　社会福祉法人聖隷浜松病院総長）





 
 

 

 

 

（自由論題）

日本における自律的キャリアの展
開 ‐問題点と課題‐

持続的な競争優位を維持していくため
の組織能力に関する一考察　‐経営資
源にもとづく企業観（resource-based
view:RBV）を中心にして‐

青淵 正幸（立教大学）

佐藤 一義（立正大学）

第3日           6月24日（日）
　    ９：００ 受付（2号館1階）

　１３：００～１５：１０

　１３：００～１３：４０

谷内 篤博（実践女子大学）

中小企業経営のプロフェッショナ
ル化

内田 賢（東京学芸大学）

　報告者（２）

報告テーマ

河合 博子（立教大学） 佐久間 信夫（創価大学）

小椋 康宏（東洋大学）

（自由論題）

村上良三（ハリウッド大学院大学）

中村 公一（駒澤大学）

アプリシエイティブ・インクワイア
リーとクリティカル・アプローチ

技術間競争の推移パターンと企業対
応

報告者 山口 裕之（東洋大学）

　９：３０～１２：００ 統一論題セッション　（報告：各４０分　討論７０分　計１５０分）（記念講堂）

理学療法士のワークモチベーショ
ンーHerzberg理論の視点から－

小山 修（札幌大学）
八木 麻衣子（聖マリアンヌ医科大
学東横病院）

コメンテーター

司会者

司会者 細川 進（香川大学）

　１３：４５～１４：２５

宮田 則夫（宮田電工株式会社）

（自由論題） （自由論題）

福原 康司（専修大学）

報告テーマ 親族以外の後継者への事業継承

　１４：３０～１５：１０ （自由論題） （自由論題）

報告者 村井 淳（東急電鉄株式会社）
杉田 あけみ（千葉経済大学短期
大学部）

15:10

コメンテーター 佐々木 利廣（京都産業大学）

コメンテーター

堀田 友三郎（東海学園大学）

櫻井 克彦（東海学園大学）

報告テーマ
山城経営学における「対境関係」の現
代的意義

手塚 公登（成城大学）

製薬企業における男女従業員の
WLBに関する一考察

統一論題セッション３　【護送船団からの飛躍】

病院のビジネスモデルの中心にある患者への価値提供のイノベーション

髙橋淑郎（日本大学）

閉会挨拶　　日本マネジメント学会組織委員会委員長　吉村　孝司

自由論題報告 　（各報告　報告：２５分　コメントおよび質疑：１５分　　計４０分）

　１２：００～１３：００

司会者

大野 和巳（文京学院大学）

李 只香（九州共立大学）

上岡 史郎（目白大学短期大学
部）

　　　報告テーマ（２）

　　　コメンテーター

　　　　司会者

　９：３０～１２：００

　　　　報告者（１）

　　　報告テーマ（１）

報告者 小嶌 正稔（東洋大学） 岩崎 裕子（文京学院大学） 宮島 裕（目白大学大学院）

　休　憩（2206教室）

　新理事会（2207教室）　１２：００～１３：００

A会場（2201教室）（自由論題） C会場（2203教室）（自由論題）B会場（2202教室）（自由論題）

神野正博（社会医療法人財団董仙会 恵寿総合病院 理事長）

医療経営のパラダイムシフト－高齢化社会と地域包括ケアの新戦略を考える 

橋口 徹（日本福祉大学）


大道 久（社会保険横浜中央病院 院長）



日本マネジメント学会第 65回全国研究大会 

参加要領 

 

【申し込み方法】 

 同封のハガキに当該事項をご記入の上、6月 12日（火）までにご返送ください。 

尚、企業・病院見学の申し込みは、同封の申込書にご記入の上、申込書に記載してあ

る番号にFAXでお申し込みください。希望の方が多い場合は、先着順で受け付けます

ので、ご希望に添えない場合もあります。その場合は、e-mail,電話でご連絡しますの

で、必ず、連絡先をご記入ください。 

 

【参加費等】 

 事前申し込み 当日払い 

大会参加費（会員） 6,000円 6,500円 

大会参加費（学生・院生） 3,000円 3,500円 

懇親会費 6,000円 6,500円 

弁当（23日・24日） ＠ 1,000円 当日受付なし 

 

大学の周辺（世田谷通り沿い）に、コンビニ、マクドナルド、喫茶店、中華などが若

干はありますが、日曜日の営業は不定期です。 

 

【参加申し込み等振込】 

 事前申し込みは、6月12日（火）までにお振込みください。振込内容については

出欠ハガキに記載してください。 

 事前振込みされた方は、念のため、当日、振込用紙の控えあるいはコピーを必ず

ご持参ください。 

 郵便振替口座 

00170 - 9 - 322685  第 65回日本マネジメント学会   

 

【お問い合わせ先】 

 日本マネジメント学会第65回全国研究大会実行委員会 

委員長 髙橋淑郎   

〒157-8570 東京都世田谷区砧 5-2-1 日本大学 商学部 

     takahashi.toshirou@nihon-u.ac.jp, 

matsumoto.yoshio@nihon-u.ac.jp 
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