大阪市立大学大学院経営学研究科 前期博士課程社会人プロジェクト研究
「医療・福祉イノベーション経営」研究プロジェクト 2015（平成 27）年度 学生募集の概要
2014（平成 26）年 7 月
大阪市立大学大学院経営学研究科では 2009-2014 年度に引き続き、2015（平成27）年4 月から前期博士（修士）課程
で「医療・福祉イノベーション経営」の研究に取り組む社会人大学院生を募集します。現在わが国の医療機関や社会福
祉施設は、業務・サービスの質・安全性保証と効率性向上、高度な専門性をもつ人材の確保・育成、患者・利用者の満
足度向上など、きわめて複雑な喫緊の課題に直面しています。本プロジェクトでは、こうしたわが国の医療・福祉組織に
おけるイノベーション（業務革新）と高度な専門性をもつ人材の育成を継続的に促進し、山積する課題の解決に貢献す
る、日本の実状に即した実践的な経営モデルのあり方を研究します。
医療分野では法人理事・医師・保健師・助産師・看護師・薬剤師・臨床検査技師・診療放射線技師・栄養士・その他の
コメディカル・事務部門管理職、社会福祉分野では法人理事・施設長・社会福祉士・精神保健福祉士・保育士・ケアマネ
ージャー・事務部門管理職など、医療・福祉の現場で課題解決に取り組んでおられる専門職と経営・管理職、その他、
医療・福祉組織の経営改革に強い関心と意欲をお持ちの方々の、積極的な応募を期待します。

募集定員： 10 名
入学時期： 2015（平成 27）年 4 月
開講日時： 前期(4～7 月)および後期(10～1 月)の毎週 2 日（月曜および木曜）夜間（18 時 00 分～21 時 10 分）
開講場所： 大阪市立大学 杉本キャンパス

（大阪市住吉区杉本 3-3-138、JR 阪和線杉本町駅徒歩 5 分、大阪市営
地下鉄御堂筋線あびこ駅徒歩 15 分またはタクシー3 分）

修了条件： 2 年間以上在籍し、学際演習 16 単位（2 万字以上の課題研究論文の提出を含む）、および
講義科目 14 単位（定性的・定量的方法論各 2 単位を含む）の合計 30 単位以上を取得すること。
（参考）2014(平成26)年度授業料等：授業料年額535,800 円、入学金342,000 円（大阪市住民及びその子222,000円）

取得可能な学位： 修士（経営学）または修士（グローバルビジネス）
出願資格： 原則として医療・福祉関連分野において実務経験を有する大学卒業者
保健師・助産師・看護師・臨床検査技師・診療放射線技師として一定年数以上の実務経験と研究実績を有し、学士の学
位をもたない方は、本研究科で出願資格認定を受けることにより出願することができます。
希望者は事前に経営学研究科教務担当（06-6605-2202、月～金 9：00～12：00、12：45～17：00)に問い合わせ、
2014(平成26)年11 月 20 日（木）（当日消印有効）までに卒業・成績証明、職歴証明等の必要書類を提出してください。

出願期間： 2014（平成 26）年１２月９日(火)～１２月１２日(金) （１２日必着）
選抜方法： 口述試験の成績と職務経歴書・志望動機書・研究計画書等の出願書類の内容を総合判定のうえ、
合否を決定します。
口述試験： 2015（平成 27）年１月６日(火)・７日(水)

大阪市立大学 杉本キャンパス

(出願者数に応じて、上記のいずれかの日の 10 時 00 分から 17 時 00 分の間に、1 人 10～20 分程度で実施します。)
※出願資格・方法、選抜試験、授業料等に関する確定情報と詳細は、2014(平成 26)年 10 月(予定)以降に配布される学生募集要項と
出願書類を必ずご確認ください。出願書類の入手方法は、本学ホームページ(http://www.osaka-cu.ac.jp/)の入試情報＞大学院
入試＞募集要項等配布時期・資料請求の項をご覧ください。学生募集要項と出願書類の一部は、配布開始後に、本プロジェクト研
究のホームページ(http://www.bus.osaka-cu.ac.jp/gsb/)からもダウンロードできます。

標準カリキュラム

6限
(18:00-19:30)
7限
(19:40-21:10)

（予定）
第 1 学期（4-7 月）
第 2 学期（10-1 月）
2015(平成27)年度 前期
2015(平成27)年度 後期
月曜
木曜
月曜
木曜
定量的方法論 学際演習
多文化経営論
学際演習
1-1
1-1
定性的方法論 学際演習 医療福祉経営論 1 学際演習
1-2
1-2
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第 3 学期（4-7 月）
第 4 学期（10-1 月）
2016(平成28)年度 前期
2016(平成28)年度 後期
月曜
木曜
月曜
木曜
福祉経営論
学際演習 （論文指導・ワークシ 学際演習
2-1
2-1
ョップ等)
医療経営論
学際演習 医療福祉経営論 2 学際演習
2-2
2-2

演習・講義科目

（予定）

科目名

演習・講義の概要

医療・福祉組織の経営を研究する専任教員と、医療・福祉経営の実務に詳しい特任教員の 2 名が担当し、経
営戦略・組織・管理など経営学の基礎に関する講義、チーム医療と地域病診・医療福祉連携、リスクマネジメン
学際領域演習
（1-1、1-2、2-1、2-2、 ト、医療の質管理、地域福祉、福祉サービスの評価、非営利組織、高信頼性組織、プロフェッショナル組織、知
各通年 4 単位）
識創造型組織など、医療・福祉経営に関連する最新の研究文献の輪読、受講生による研究発表、フィールド
ワーク（医療・福祉経営の先進事例の視察・ヒアリング）、課題研究論文の指導等を行います。
医療・福祉組織の経営戦略と人的資源・情報資源等の経営資源の開発と活用、医療・福祉サービスのマネジメ
医療福祉経営論 ントとマーケティング、医療の質の担保、医療・福祉組織の職員の動機づけと情報共有等の運営上の諸問題・
（1、2、各半期2 単位）
課題について、本プロジェクトの演習を担当する特任教員が、具体的な事例を用いて講義します。
経営学・経営組織論の基礎知識の概説を踏まえ、現代社会における公共・公益非営利組織の特徴と固有の経
多文化経営論
営課題、その解決の方向性について、グローバリゼーション（近代化）による社会の多元（多文化）化・複雑化・
（半期2 単位）
不安定化、そこにおける多様な社会規範・社会正義のあり方などにも言及しながら、本プロジェクトの演習を担
当する専任教員が講義します。
医療経営の視点から、医療政策・制度の展望と医療経営、医療事業の経営分析、医療情報システム、患者満
医療経営論
足とリレーションシップ・マネジメント、医療倫理などのテーマについて、医療実務界で活躍中の講師や専門
（半期2 単位）
研究者がオムニバス形式で講義します。
福祉経営の視点から、社会福祉政策・制度の展望と福祉経営、有料老人ホームの知識経営、大阪の社会福祉
福祉経営論
とアントレプレナーシップ、福祉人材の育成と動機づけ、地域福祉、障がい者福祉のマネジメントなどのテー
（半期2 単位）
マについて、主に社会福祉実務界で活躍中の講師がオムニバス形式で講義します。
※本講義は、社会福祉法人大阪府社会福祉協議会の協力を得て開講されます。
ケーススタディ（事例研究）、インタビュー（ヒアリング）調査など、経営学・社会科学の主要な研究技法につい
定性的方法論
（半期2 単位）
て、本研究科専任教員がオムニバス形式で講義します。
アンケート調査の企画・設計・実施・データ分析の基礎知識と技法を、マーケットリサーチ実務で活躍中の講
定量的方法論
（半期2 単位）
師が、ワークショップ形式で指導します。

演習担当教員プロフィール
横井 豊彦
（経営学研究科 特任准教授（予定） 医療福祉経営論）

川村 尚也
（経営学研究科 准教授

経営組織論・多文化経営論）

1987 年東京大学教養学部卒業。一橋大学大学院商学研究科博士課
程単位取得退学。西武百貨店企画室、甲南大学経営学部助教授等を
経て 2000 年より現職。保健・医療・介護・福祉・芸術文化・教育・
環境等の分野の非営利組織の知識経営(ナレッジ・マネジメント)を
研究している。論文「A Community of Practice Approach to the
Knowledge Management of Healthcare Organization」ほか。

1996 年関西医科大学医学部卒業。医学博士。神戸大学経営学研究科専
門職課程修了(経営学修士）
。大阪大学医学部付属病院、大阪厚生年金病
院等を経て、2007 年より関西医科大学臨床検査医学講座助手・診療講
師。病院組織における目標管理制度、インセンティブシステムのあり
方に関する研究にも取り組んでいる。著書(分担執筆)『 [改訂版]老年
病・認知症～長寿の秘訣～(予防とつきあい方シリーズ)』ほか。

お問い合わせ・説明会
本プロジェクトの研究内容や出願資格等に関する質問は、下記の担当教員が電子メールで受け付けます。
川村尚也 （経営学研究科准教授）

電子メールアドレス:

shpr2015@bus.osaka-cu.ac.jp

2014(平成 26)年 10 月 12 日(日)および 10 月 26 日(日)に、講義内容、入試、出願資格認定等に関する説明会を、本学杉
本キャンパスの商学部棟で開催します。（両日とも同一内容。参加者には出願書類を配布予定）参加を希望される方は下の参加申
込書の各項目を記入し、参加希望回の３日前迄に 06-6605-2244 にファックスするか、参加申込書の内容を記した
電子メールを上記メールアドレスへお送りください。（申し込み受付の連絡はさしあげませんが、開催日時・会場の急な変更のお知らせ
等に使用しますので、携帯電話番号と電子メールアドレスは必ずご記入下さい。個人情報は厳重に管理し、説明会終了後に破棄します。）

2015(平成 27)年度 社会人プロジェクト研究説明会 参加申込書
参加希望回
（右欄の 1 または 2 に○）

1. 第 1 回説明会 （2014 年 10 月12 日日曜 午後 3～5 時 本学杉本キャンパス商学部棟・予定）
2. 第 2 回説明会 （2014 年 10 月26 日日曜 午後 3～5 時 本学杉本キャンパス商学部棟・予定）

ふりがな

職種・役職等

氏名
勤務先

1.医師 2．看護師 3．ｺﾒﾃﾞｨｶﾙ（

）

4．医療事務管理職 5．社会福祉法人理事・管理職 6．その他（

）

(いずれかに○)

1.医療機関（医療法人等） 2.社会福祉法人 3．その他（

携帯電話番号

（固定電話でも可）

電子メールアドレス
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）

大まかな経験年数

（携帯メール以外で、日常的に利用しているもの）

年

