滝子キャンパス

経済学部・大学院経済学研究科
人文社会学部・大学院人間文化研究科
大学院システム自然科学研究科

〒 467-8501 名古屋市瑞穂区瑞穂町字山の畑１
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名古屋市立大学
大学院経済学研究科

【利用交通機関】
◆名古屋駅から
地下鉄桜通線「桜山」駅下車より徒歩 12 分（５番出口）
◆金山駅から
市バス「滝子」下車
市バスターミナル
７番のりば金山 11 号系統「池下」行き
７番のりば金山 12 号系統「妙見町」
「金山」行き
７番のりば金山 16 号系統「瑞穂運動場東」行き
８番のりば金山 14 号系統 桜山経由「瑞穂運動場東」行き

桜山キャンパス

N

医学部・大学院医学研究科・附属病院
看護学部・大学院看護学研究科

〒 467-8601 名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄 1
【利用交通機関】
◆名古屋駅から
地下鉄桜通線「桜山」駅下車よりすぐ（３番出口）
◆金山駅から
市バス「市立大学病院」下車
市バスターミナル
７番のりば金山 12 号系統「妙見町」
「金山」行き
８番のりば金山 14 号系統 桜山経由「瑞穂運動場東」行き

N

田辺通キャンパス

薬学部・大学院薬学研究科

〒 467-8603 名古屋市瑞穂区田辺通 3-1
【利用交通機関】
◆名古屋駅から
地下鉄桜通線「瑞穂区役所」駅下車より徒歩 15 分
地下鉄名城線「総合リハビリセンター」駅下車より徒歩 15 分
（ともに１番出口 ）
◆金山駅から
市バス「市大薬学部」下車
市バスターミナル

年
2 0 16

4月

開設

７番のりば金山 16 号系統「瑞穂運動場東」行き
８番のりば金山 14 号系統「瑞穂運動場東」行き

http://www.econ.nagoya-cu.ac.jp/
お問い合せ：山の畑事務室 事務第一係 TEL（052）872-5062
（滝子キャンパス）
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公立大学法人

名古屋市立大学 開学65周年記念事業

名古屋市立大学

医療経済マネジメントコースの開設

大学院経済学研究科

名古屋市立大学経済学研究科では、来年度（平成 28 年度）から、医療経済マネジメントコース（博士前期課程・社会人
特別選抜）を開設いたします。医療関係者を対象として、経済学・経営学に関連する高度専門的教育を実施します。

医学・薬学と連携した「医療経済マネジメントコース」を
日本で初めて開設します
わが国の超高齢社会は、世界的にも類をみない速さで進んでいます。そのような中、
国の累積赤字と国民医療費は年々増え続け、病院経営は今後より一層厳しい状況に

経済系と医療系の両分野を履修可能

研究計画書と面接で合格

経済系科目（経済学・経営学）と医療系科目（医学・薬学）の両

入学試験は年2回（9月と1月）実施します。研究計画書を中心に

分野にわたる充実した講義科目が履修できます。

書類審査を実施するとともに、面接（口述試験）によって合格

研究課題（リサーチペーパー）で修士号

なっていくことが予想されます。医療機関が質の高い医療を提供するためには、病院

ケーススタディーによる研究課題（リサーチペーパー）で修士号

経営が安定し、堅固な財政基盤を築くことが必要です。そのためには、医療機関にお

が取得できます。医療現場の実際の経営問題を取り上げて分析

いて医療経済や病院経営に明るい人材が必要不可欠であり、そうした人材育成が社会

することにより、修士の学位を取得することが可能です。関連

的にも求められています。

分野の学術的な研究を行いたい場合、修士論文を作成すること

このような視点から、名古屋市立大学では、この度、経済学研究科と医学研究科、

を決定します。

コース所属教員による専門的指導
医療経済・医療経営・医療会計の専門的スタッフ（コース所属
教員）が主指導教員として演習を実施します。副指導教員は他
の経済学研究科教員から選ぶこともできます。

もできます。

薬学研究科が連携し、
「医療経済マネジメントコース（大学院博士前期課程）」を日本
で初めて開設する運びとなりました。このコースの開設は、名古屋市立大学が本年取り

教員紹介

組んでいる「開学６５周年記念事業」の一つであり、5 年後の７０周年はもとより、未
来に向けてさらなる展開を目指す事業と位置づけています。多くの方々が「医療経済マ

井上 泰夫

ネジメントコース」に入学され、２年間で医療と経済の 2 つの分野にわたり研究教育を

＜略歴＞
1981年
1983年
1995年
現 在

され、その成果が皆さまの医療現場で大いに役立つことを心より願っております。
平成 27 年 7 月吉日

パリ第 2 大学大学院経済学研究科修了、経済学博士
名古屋市立大学経済学部講師
名古屋市立大学経済学部教授
同大学大学院経済学研究科教授

＜専門分野＞
制度経済学、経済学史
＜主要業績＞
・『日本とアジアの経済成長（編著）
』晃洋書房、2015
・『経済学の世界へ（共著）
』有斐閣、1998
・『世紀末大転換を読む』有斐閣、1996
＜キーワード＞ 制度補完性、歴史的経路依存、国民的軌道

理事長 学長

三澤 哲也

医療経済マネジメントコースの開設にあたって

＜略歴＞
1986年
1988年
1992年
2000年
現 在

京都大学大学院工学研究科数理工学専攻研究指導認定退学
京都大学工学博士
名古屋市立大学教養部講師
名古屋市立大学経済学部教授
同大学大学院経済学研究科教授

吉田 和生
この度、名古屋市立大学大学院経済学研究科では医学研究科および薬学研究科の
協力を得て医療経済マネジメントコースを開設する運びとなりました。このコースは昨
今の医療分野を含む長足の技術進歩をビジネスに結びつけることをねらいとしたもの
であり、ハードとしての技術を活用するソフトの教育・研究を深めることが期待されます。
特に医療技術は専門性が高く、それらを効率的に社会の幸福に結びつけるには、技術
的な知識に基づくマネジメントが必要とされます。このような研究はまだ日本では多く
は行われておらず、その社会的影響にも大いに期待をしています。この医療経済マネジ
メントコースで、ぜひ多くの方に医学・薬学と経済学・経営学を見渡す知見を身に付け
ていただきたいと願っております。
平成 27 年 7 月吉日
研究科長
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＜略歴＞
1991年 名古屋市立大学大学院経済学研究科博士後期課程中退
1996年 名古屋市立大学経済学部助教授
2002年 博士（経済学）の学位取得（名古屋市立大学）
2006年 名古屋市立大学大学院経済学研究科教授
現在に至る

中山 徳良
＜略歴＞
1995年 東京都立大学大学院社会科学研究科博士課程単位取得退学
2003年 博士（経済学）の学位取得（東京都立大学）
2004年 名古屋市立大学大学院経済学研究科助教授
2008年 同大学大学院経済学研究科教授
現在に至る

澤野 孝一朗
＜略歴＞
2001年 大阪大学大学院経済学研究科博士後期課程修了
博士（経済学）
2001年 琉球大学法文学部総合社会システム学科講師
2004年 名古屋市立大学大学院経済学研究科助教授
現 在 名古屋市立大学大学院経済学研究科准教授

＜専門分野＞
統計解析、金融工学
＜主要業績＞
・Regression analysis of electric power market price of JEPX（共著）, Journal of Power and Energy Engineering 2(4), 2014,
483-488, DOI:10.4236/jpee.2014.24065
・Risk assessment of power plant investment by three level ordered probit model considering project suspension（共著）,
Proceedings of 2013 IREP Symposium-Bulk Power System Dynamics and Control‒IX (IREP), DOI:10.1109/IREP.2013.6629398
・A Lie algebraic approach to numerical integration of stochastic diﬀerential equations, SIAM Journal on Scientiﬁc Computing
23, 2001, 866-890, DOI:10.1137/ S106482750037024X
＜キーワード＞ 事業投資の不確実性、リスク評価、データ分析、リアルオプション
＜専門分野＞
会計学、財務分析
＜主要業績＞
・「国公立大学病院の財務分析−東海三県の大学病院を中心として−」Discussion Papers in Economics 593, Nagoya City
University, 2015, pp.1-14
・「退 職 給 付会 計における報 告 利 益 管 理 行 動とJon e s型モデルの 修正」『 現代ディスクロージャー研 究 』13 、2013,
167-180頁
・Determinants of defined-contribution Japanese corporate pension coverage（共著）, The Japanese Accounting
Review 2, 2012, pp.33-47
＜キーワード＞ 会計情報の分析、病院会計、財務分析

＜専門分野＞
産業組織論、公益事業論、医療経済学
＜主要業績＞
・『日本の水道事業の効率性分析』多賀出版、2003
・「医療サービス生産とその計量分析」『医療経済学講義（橋本・泉田編）』 東京大学出版会、 2011
・「医療生協病院における技術効率性：医療介護連携に注目した分析（共著）
」『協同組合研究』32(1)、2012, 85-92頁
＜キーワード＞ 効率性・生産性、規制産業

＜専門分野＞
応用ミクロ経済学、医療経済学
＜主要業績＞
・「公立病院の役割とその現代的課題−『公立病院改革ガイドライン』の考察−」『オイコノミカ』47(3-4), 2011, 1-24
・「診 療 報 酬 契 約の 経済 学」
『インセンティブ 設 計の 経済 学−契 約理 論の応用分析−（伊 藤・小 佐 野 編）』勁 草書房、
2003,291-323
・「家計消費における医療費自己負担−エンゲル曲線アプローチ−」『日本経済研究』42, 2001, 61-84
＜キーワード＞
医療サービス、医療保険制度、介護サービス、介護保険制度、公立病院の役割、内部組織、インセンティブ設計、
診療報酬制度、へき地・離島医療
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