
医療経済学会 
第 6 回研究大会（一般演題発表）プログラム 

 

The 6th Annual Meetings of 

The Japan Health Economics Association (JHEA) 

 

1．日時 

2011 年 9 月 19 日（月：祝日）9:30 ～16:00 

2．会場 

法政大学  市ヶ谷キャンパス（富士見校舎内）外濠校舎 4階 

東京都千代田区富士見２－１７－１ 

３．研究大会長 

小椋 正立（法政大学 経済学部） 

４．プログラム委員 

プログラム委員長 

泉田 信行（国立社会保障・人口問題研究所） 

プログラム委員 

後藤  励（甲南大学 経済学部） 

野口 晴子（国立社会保障・人口問題研究所） 

橋本 英樹（東京大学大学院 公共健康医学専攻） 

花岡 智恵（大阪大学 社会経済研究所） 

東  尚弘（東京大学大学院 公共健康医学専攻） 

福田  敬（医療経済研究機構／ 

       東京大学大学院 公共健康医学専攻） 

５．医療経済学会ホームページアドレス 

http://www.ihep.jp/jhea/index.html 

 

主催： 医療経済学会 

共催： 科学研究費補助金特別推進研究・財団法人年金シニアプラン総合研究機構 

および山田直志先生追悼記念事業委員会 

 

 

http://www.ihep.jp/jhea/index.html


 

 

 

● プログラム 【A 会場 ： S405】 

 

◇一般演題 9:30 ～11:30  ◇  

座長 東京大学大学院 公共健康医学専攻 福田 敬  

 

A-1  「Cost-effectiveness of omalizumab for the treatment of adults with 

moderate to severe persistent asthma : results from a randomized controlled 

trial in Japan and the value of predictive methods for responders 」 

京都大学大学院 医学研究科医療経済学分野  森島 敏隆 

（指定討論者）名城大学 薬学部 坂巻 弘之 

 

A-2  「結腸手術症例を対象にした手術部位感染による追加的医療費の推定」 

医療経済研究機構 福田 治久 

（指定討論者）産業医科大学 松田 晋哉 

 

A-3 「前立腺肥大症治療におけるα１遮断薬単独療法に対するα１遮断薬 

＋デュタステリド併用療法の経済評価」 

立命館大学 柿原 浩明 

（指定討論者）東京大学大学院 公共健康医学専攻 福田 敬 

 

 

◇総会 12:30 ～ 12:50 ◇ 

 

 

◇特別講演 12:50 ～ 13:50 ◇  

司会 国立社会保障・人口問題研究所 野口 晴子 
 

※本特別講演は、「山田直志先生追悼記念事業委員会」との共催です。 
 

「The Relationship between Health and Schooling 」（仮題） 

Distinguished Professor, City University of New York Graduate Center, and 

Research Associate, National Bureau of Economic Research 

Michael Grossman 

 

 

 



◇一般演題 14:00 ～ 16:00 ◇ 

Chair:  Tetsuji  Yamada , Rutgers, the State University of New Jersey 

 

A-4 「The Effect of Income on Health and Health Care Utilization among 

Japanese Children」 

(Presenter)  Sayaka Nakamura, School of Economics, Nagoya University 

(Discusser） Kazumitsu Nawata , Graduate School of Engineering, University of Tokyo 

 

A-5 「The effect of hospital medical services on child mortality in Japan」 

 (Presenter)  Chie Hanaoka, Institute of Social and Economic Research OSAKA UNIVERSITY  

(Discusser)  Yoko Ibuka, Hitotsubashi University School of International and Public Policy 

 

A-6 「Maternal time at home : Impact on Infant’s health 」 

(Presenter)  Mayu Fujii , University of Wisconsin-Madison,Department of Economics  

(Discusser)  Hiroaki Masuhara , Faculty of Health Services Management,  

Hiroshima International University 

 

 

 

● プログラム 【B 会場： S406】 

 

◇一般演題 9:30 ～ 11:30 ◇ 

座長 東京大学大学院 公共健康医学専攻 橋本 英樹 

 

B-1 「選定医療（時間外診療）導入が一自治体病院の救急外来受療率に与え

た影響」 

東京大学大学院 医学系研究科 稲田 晴彦 

（指定討論者） 九州大学大学院 医学研究院 馬場園 明 

 

B-2 「DPC 調査データを用いた、循環器疾患患者の精神疾患併発の状況と

医療費への影響に関する分析」 

医療経済研究機構 清水 沙友里 

（指定討論者）東京医科歯科大学大学院 川渕 孝一 

 

B-3 「An Empirical Analysis of the Structure of Medical and Long-term 

Care Costs in the Last Year of Life 」 

中京大学経済学部 湯田 道生 

（指定討論者）東京大学大学院 公共健康医学専攻 橋本 英樹 



 

◇一般演題 14:00 ～ 16:00 ◇ 

座長 慶應義塾大学医学部医療政策・管理学教室 池上 直己 

 

B-4 「急性心筋梗塞診療の質と病院の競合状態および症例数との関係」 

京都大学大学院 医学研究科医療経済学分野 Sungchul  Park 

（指定討論者）国立保健医療科学院 菅原 琢磨 

 

B-5 「DEA（包絡分析法）による地域別医療供給体制の推定」 

聖マリアンナ医科大学 佐藤 影美 

（指定討論者）成城大学経済学部 河口 洋行 

 

B-6 「急性期脳梗塞治療体制と患者アウトカムの関係の検討」 

東京大学大学院 公共健康医学専攻 岩本 哲哉 

（指定討論者）甲南大学 後藤 励 

 

 

 

●プログラム 【C 会場 ： S407】 

 

◇一般演題 9:30 ～ 11:30 ◇ 

座長 国立社会保障・人口問題研究所 野口 晴子 

 

C-1 「Is Chronic Health a Normal Good ? Evidence from the Effect of 

Hypertension Diagnosis on Food Consumption 」 

早稲田大学高等研究所 小西（趙）萌 

（指定討論者）法政大学 経済学部 小椋 正立 

 

C-2 「Socioeconomic Determinants of Physical Inactivity among Japanese 

Workers 」 

近畿大学 熊谷 成将 

（指定討論者）Rutgers University Tetsuji  Yamada 

 

C-3 「高齢者の職歴と健康状態」 

明星大学 梶谷 真也 

（指定討論者）国立社会保障・人口問題研究所 野口 晴子 

 

 



◇一般演題 14:00 ～ 16:00 ◇ 

座長 東京大学大学院 公共健康医学専攻 東 尚弘 

 

C-4 「子ども医療費の無料化と家計負担－東京都の義務教育就学児医療費助

成制度が与えた影響について－」 

名古屋市立大学 澤野 孝一朗 

（指定討論者）国立社会保障・人口問題研究所 西村 周三 

C-5「安全と快適の厚生経済学的評価－出産サービスのコンジョイント分析－」 

東京大学大学院 姉崎 久敬 

（指定討論者）立命館大学 柿原 浩明 

 

C-6 「市立病院産婦人科集約化政策の実証分析」 

大阪大学 医学系研究科 足立 泰美 

（指定討論者）東京大学大学院 公共健康医学専攻 東 尚弘 

 

 

●プログラム 【D 会場 ：S403 】 

 

◇一般演題 9:30 ～ 11:30 ◇ 

Chair:  Etsuji Okamoto , National Institute of Public Health Dept. of Health & 

Welfare Services 

 

D-1 「A Comparison of the Uncertainty in Mean and Individual Risk 

Reductions 」 

(Presenter)  Yoko Ibuka, Hitotsubashi University School of International and  

Public Policy 

(Discusser)  Rei Goto, Faculty of Economics, Konan University 

 

D-2 「Effects of Universal Health Insurance on Healthcare Utilization , 

Expenditures , and Health Outcomes : Evidence from Japan 」 

(Presenter)  Ayako Kondo, Faculty of Economics, Hosei University 

（Discusser）Sayaka Nakamura, School of Economics Nagoya University 

 

D-3 「The evaluation of Micro Health Insurance on maternal care in rural 

Bangladesh 」 

(Presenter)  Mohammad Touhidul Islam, Health Economics Department of  

Tokyo Medical and Dental University 

(Discusser)  Etuji Okamoto, National Institute of Public Health Dept. of  

Health & Welfare Services 



 

◇一般演題 14:00 ～ 16:00 ◇ 

座長 国立社会保障・人口問題研究所 泉田 信行 

 

D-4 「医薬品産業の産業特性－2005 年産業連関表による分析－」 

明治大学 コミュニケーション学部 塚原 康博 

（指定討論者）東京大学 経済学研究科 飯塚 敏晃 

 

 D-5 「Empirical Analysis of Effect of e-Health on Medical Expenditures : 

Focusing on Endogeneity and Sample Selection Biases 」 

大阪大学 経済学研究科 明松 祐司 

（指定討論者）富士通総研経済研究所 河野 敏鑑 

 

D-6 「地方財政・地方選挙がマージナルな地域保健医療サービス供給に与え

る影響－交付税措置対象外のがん検診の導入と廃止－」 

日本経済研究センター 高久 玲音 

（指定討論者）一橋大学大学院 経済学研究科 別所 俊一郎 

 

 

以上 

 


