
ISSN 2433-4146

第 50 巻　　　第 3 号

岡山大学経済学会2 0 1 9 ．3

MARCH   2019 VOL.50    NO.3

目　　　　　次CONTENTS

　Notes
Report on the Survey Research in High Performance Medical Care Team
……………………………………………… Yoichi Matsuda, Sachiko Kawakami （ １ ）

Productive Power of Labour and Exchange Value in Adam Smith
……………………………………………………………………  Satoshi Niimura （ 17 ）

Karl Renners Konzeption von persönlicher nationaler Autonomie 
und zweidimensionaler Föderation
………………………………………………………………………  Yoshiki Ota （ 25 ）

Change Process of Group Norms with Generational Change in a Small Group
………………………………………………………………………… Miki Ozeki （ 39 ）

Überprüfung  der Ablösungen der Grundlasten in Sachsen (2)
………………………………………………………………… Nobushige Matsuo （ 51 ）

J. H. Clapham, An Economic History of Modern Britain, vol. 3, 
Machines and National Rivalries(1887-1914), with an Epilogue(1914-1929), 
Outline, Chap. 7
　…………………………………………………………………… Atsushi Ichinose （ 63 ）

　Materials
The Largest Industrials in Canada, 2003-2017
……………………………………………………………………  Satoru Enomoto （ 83 ）

Ablösungsrezeß über Geldgefälle beim südsächsischen D.-Neudorf 1856-1857 (2)
………………………………………………………………… Nobushige Matsuo （ 89 ）

研究ノート
高成果チーム医療に関するアンケート調査の報告

………………………………………… 松　田　陽　一・川　上　佐智子 （ １ ）

アダム・スミスにおける生産力と価値
―星野彰男『アダム・スミスの動態理論』（2018）によせて―

……………………………………………………………… 新　村　　　聡 （ 17 ）

カール・レンナーの属人的民族的自治論と二元的連邦国家構想
……………………………………………………………… 太　田　仁　樹 （ 25 ）

Change Process of Group Norms with Generational Change in a Small Group
…………………………………………………………………… Miki Ozeki （ 39 ）

ザクセンにおける土地負担の償却・再考（２）
……………………………………………………………… 松　尾　展　成 （ 51 ）

J. H. クラパム『近代イギリス経済史　第３巻　第４編　機械と国家間抗争
　　1887－1914年　付：エピローグ，1914－1929年』要綱，第７章

……………………………………………………………… 一 ノ 瀬　　篤 （ 63 ）

資　　　料
カナダの大企業，2003年～2017年

……………………………………………………………… 榎　本　　　悟 （ 83 ）

ノイドルフ村（南ザクセン）の貨幣貢租償却協定（２）
……………………………………………………………… 松　尾　展　成 （ 89 ）



権作著 。るす属帰に会学済経学大山岡は権作著の誌本

2019 年 ３ 月 15 日　出　版

岡山市北区津島中三丁目１番１号　岡山大学経済学部

人行発兼集編 滕 　 　 鑑
所行発 会学済経学大山岡

岡山市北区高柳西町１－23

所刷印 社会式株刷印野友

会　長　滕　　　　　鑑
　　　　浅　野　貴　央
委　員　岡　本　　　章
　　　　尾　関　　　学
　　　　尾　関　美　喜
　　　　兼　田　克　幸
　　　　岸　田　研　作
　　　　金　　　志　映
　　　　國　米　充　之
　　　　田　口　雅　弘
　　　　田　原　伸　子

　　　　張　　　星　源
　　　　津　守　貴　行
　　　　釣　　　雅　雄
　　　　天王寺谷　達将
　　　　戸　前　壽　夫
委　員　中　川　豊　隆
　　　　長　畑　秀　和
委　員　生　川　雅　紀
　　　　西　垣　鳴　人
委　員　西　田　陽　介
　　　　東　　　陽一郎

　　　　日　髙　優一郎
　　　　廣　田　陽　子
　　　　藤　井　大　児
　　　　福　士　　　純
　　　　古　松　紀　子
　　　　松　田　陽　一
　　　　村　井　浄　信
　　　　村　田　昌　平
　　　　山　口　恵　子
　　　　横　尾　昌　紀
　　　　和　田　　　豊

岡山大学経済学会普通会員

次目号前 （第50巻第２号）

研究ノート　多数派内少数者の影響力：予備的考察
　　　　 ………………… 守　矢　　　翔・藤　井　大　児 （ １ ）

　　　　　　ザクセンにおける土地負担の償却・再考（１）
　　　　 ………………… 松　尾　展　成 （ 11 ）

　　　　　　「中国脅威論」の脅威
　　　　 ………………… 滕　　　　　鑑 （ 35 ）

　　　　　　J. H. クラパム『近代イギリス経済史　第３巻　第４編　機械と国家間抗争
　　　　　　　　1887－1914年　付：エピローグ，1914－1929年』要綱，第６章

………………… 一ノ瀬　　篤 （ 55 ）

資　　　料　ノイドルフ村（南ザクセン）の貨幣貢租償却協定（１）
　　　　 ………………… 松　尾　展　成 （ 75 ）




