
医療経済学会 
第 11回研究大会（一般演題発表）プログラム 
The 11th Annual Meeting of Japan Health Economics Association (JHEA) 

 

 

1． 日時 

2016年 9月 3日（土）9:20～19:10 

 

2． 会場 

早稲田大学 早稲田キャンパス 商学部 11 号館 

〒169-8050 新宿区西早稲田 1-6-1  

 

3．研究大会長 

野口 晴子（早稲田大学 政治経済学術院） 

 

4．プログラム委員 

プログラム委員長 

後藤 励（慶應義塾大学 経営管理研究科） 

プログラム委員 

飯塚 敏晃（東京大学 大学院経済学研究科） 

井深 陽子（慶應義塾大学 経済学部） 

近藤 尚己（東京大学 大学院医学系研究科） 

中村さやか（名古屋大学 大学院経済学研究科） 

花岡 智恵（京都産業大学 経済学部） 

濱秋 純哉（法政大学 経済学部） 

湯田 道生（中京大学 経済学部） 

 

5．医療経済学会ホームページアドレス 

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

 

 

 

 

  

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


タイムスケジュール 

 

 

◇ 一般演題（29演題） 

時間：9:20～19:10 

会場：A会場・B会場（9:20～19:10）・C会場（9:20～12:00）・D会場（9:20～17:50） 

 

◇ 総会 

時間：13:00～13:20 

会場：メイン会場 

 

◇ 基調講演 

時間：13:30～15:30 

会場：メイン会場 

  

◇ チュートリアル 

・第 6回若手研究者育成のためのセミナー 

時間：15:50～17:40 

会場：C会場 

 

・「医療経済研究機構」研究助成対象者の発表 

時間：17:50～18:30 

会場：C会場 

 

 

会場：早稲田大学 早稲田キャンパス 商学部 11 号館 5階  

メイン会場：501、A会場：502、B会場：503、C会場：506、D会場：507 

 

  

 
 



総会・基調講演 

 

【メイン会場 ：商学部 11 号館 5 階 501】 

 

◇ 総会 13:00～13:20  

 

◇基調講演 13:30～15:30   

テーマ：「フィールド実験の展望と課題 ‐日本の医療政策における社会実験の可能性

を模索する‐」 

 

基調講演演者：近藤克則 氏（千葉大学 予防医学センター） 

      ：澤田康幸 氏（東京大学 経済学研究科） 

 

パネルディスカッション 

モデレーター  ：橋本英樹 氏（東京大学 医学系研究科） 

ディスカッサント：近藤克則 氏（千葉大学 予防医学センター） 

：澤田康幸 氏（東京大学 経済学研究科） 

：野口晴子 氏（早稲田大学 政治経済学術院） 

：眞鍋 馨 氏（厚生労働省 大臣官房企画官）   

 

 

  

 
 



一般演題 

 

【A会場 ：商学部 11号館 5 階 502】 

 

座長 早稲田大学 政治経済学術院 野口 晴子          （9:20～12:00） 

 

A-1 「早期リハビリテーション介入の慢性閉塞性肺疾患への効果」」 

東京大学大学院公共健康医学専攻臨床疫学・経済学  松居宏樹 

（指定討論者）早稲田大学 政治経済学術院 野口晴子 

 

A-2 「Risk-Standardized Mortality Ratio（リスク標準化死亡比）を用いた急性心

筋梗塞院内死亡率の病院間格差の分析」 

東京大学大学院医学系研究科公共健康医学専攻臨床疫学・経済学  康永秀生 

（指定討論者）京都大学大学院 医学研究科 医療経済学分野 今中雄一 

 

A-3 「学会期間の急性心筋梗塞患者の治療内容と予後」 

京都大学医学研究科医療経済学分野  水野聖子 

(指定討論者) 法政大学 経済学部 菅原琢磨 

 

A-4 「日本におけるパーキンソン病を対象とした脳深部刺激療法の費用効果分析」 

早稲田大学重点領域研究機構  医療レギュラトリーサイエンス研究所 河本幸義 

（指定討論者）東京大学大学院医学系研究科 康永秀生 

 

 

 

座長 東京大学大学院 経済学研究科 飯塚 敏晃       （15:50～19:10） 

*A-7～A-9は英語セッション 

 

A-5 「医療機器におけるイノベーションの保険収載価格に関する分析‐ 新医療機器

として保険収載となった保険収載価格に関する希望価格と決定価格の差に関す

る考察」 

東京女子医科大学・早稲田大学共同大学院  共同先端生命医科学専攻  井上 智子 

（指定討論者）慶應義塾大学大学院 経営管理研究科 中村 洋 

 

A-6 「医療保険財政・患者負担軽減と研究開発インセンティブ維持・向上の両立に

向けた保険償還に関する不確実性低下の効果分析と考察」 

京都大学薬学研究科 和久津尚彦 

(指定討論者) 東京大学大学院 経済学研究科 飯塚敏晃 

 

 
 



 

 

A-7 「Disability, Poverty, and Role of the Basic Livelihood Security System 

on Health Services Utilization among the Elderly in South Korea」 

University of Tsukuba, Boyoung JEON 

（指定討論者）法政大学 経済学部 濱秋純哉 

 

A-8 「Spillover Effect of Japanese Long-Term Care Insurance as an Employment 

Promotion  Policy  for Caregivers」 

University of Tsukuba, Department of Health Services Research, Rong FU 

（指定討論者）京都産業大学 経済学部 花岡智恵 

 

 

A-9 「Use of rehabilitation care services and the reduction of long-term 

care spending using Japanese national long term care insurance claim 

data」 

University of Tsukuba, Department of Health Services Research, Felipe SANDOVAL 

（指定討論者）法政大学 経済学部 濱秋純哉 

  

 
 



 

 

【B会場 ：商学部 11号館 5 階 503】 

 

座長 京都産業大学 経済学部 花岡 智恵                （9:20～12:00） 

 

B-1 「Effects of Pay-for-Performance on the Quality of Long-term Care in 

Japan」 

Graduate school of information science and technology, University of Tokyo,   

Shinya Sugawara 

(指定討論者) 岡山大学 社会文化科学研究科 岸田研作 

 

 

B-2 「介護予防事業の効果に関する実証研究―マクロデータによる実証―」 

東北大学大学院経済学研究科 陳  鳳明 

(指定討論者) 医療経済研究機構 西村周三 

 

B-3 「2009年度介護報酬改定が介護従事者の労働供給に与えた効果」 

法政大学経済学部  濱秋 純哉 

(指定討論者) 京都産業大学 経済学部 花岡智恵 

 

B-4 「介護予防サービス利用は要介護状態移行後の介護支出を軽減するか？―全国

介護レセプトデータを 用いた検証」 

筑波大学医学医療系  川村 顕 

（指定討論者）岡山大学 社会文化科学研究科 岸田研作 

 

 

座長 名古屋大学大学院 経済学研究科 中村 さやか          （15:50～19:10） 

*B-5～B-7は英語セッション 

 

B-5 「Socioeconomic Inequity in Excessive Weight in Indonesia」 

Asian Development Bank Institute, Toshiaki Aizawa 

(指定討論者) 名古屋大学大学院 経済学研究科 中村さやか 

 

B-6 「The Social Environment Determinants of Life Expectancy in Developing 

countries: Panel Data Analysis」 

Department of Technology Management, Ritsumeikan University, Fatin Aminah Binti Hassan 

（指定討論者）慶應義塾大学 経済学部 井深陽子 

 

 
 



 

 

B-7 「Can Redistributive Policies Reduce Health-Related Income Gap in 

Japan?」 

Faculty of International Social Sciences, Gakushuin  University  小西 萌 

（指定討論者）慶應義塾大学 経済学部経済学科 別所俊一郎 

 

B-8 「死亡前の医療サービスの利用パターンの分析」 

早稲田大学大学院経済学研究科 今堀まゆみ 

(指定討論者) 学習院大学 経済学部経済学科 鈴木 亘 

 

B-9 「生活保護受給者の医療費の分布とその分析」 

国立社会保障・人口問題研究所研究員  大津  唯 

（指定討論者）学習院大学 経済学部経済学科 鈴木 亘 

 

 

  

 
 



 

 

【C会場 ：商学部 11号館 5 階 506】 

 

座長 中京大学 経済学部 湯田 道生                  （9:20～12:00） 

 

C-1 「妊婦健康診査公費負担回数増加が新生児の健康状態に与える影響」 

大阪商業大学  松島みどり 

（指定討論者）東京大学大学院経済学研究科 川口大司 

 

C-2 「レセプトデータを用いた乳幼児医療費助成対象者拡大効果の分析」 

国立社会保障・人口問題研究所  泉田信行 

（指定討論者）中京大学 経済学部 湯田道生 

 

C-3 「Hospital Responses to the Maximum Night Shift Hours: Evidence from 72 

Hours Rule」 

医療経済研究機構  高久玲音 

（指定討論者）上智大学国際教養学部 長谷部拓也 

 

C-4 「The effect of reducing cost-sharing for children on utilization of 

inpatient  services: Evidence from Japan」 

京都大学経済学研究科  加藤弘陸 

（指定討論者）中京大学 経済学部 湯田道生 

  

 
 



 

 

【D会場 ：商学部 11号館 5 階 507】 

 

座長 慶應義塾大学大学院 経営管理研究科 後藤 励          （9:20～12:00） 

 

D-1 「Vaccination policies of Japanese municipalities」 

慶應義塾大学経済学部  井深陽子 

（指定討論者）慶應義塾大学大学院 経営管理研究科 後藤 励  

 

D-2 「The Effect of School Lunch on Early Teenagers’Body Weight」 

名古屋大学大学院経済学研究科・経済学部 中村さやか 

（指定討論者）北海道教育大学 教育学部 藤井麻由 

 

D-3 「就職支援プログラムと健康：大阪わかものハローワークにおけるトレーニン

グ成果」 

大阪大学大学院経済学研究科   塗師本彩 

（指定討論者）慶應義塾大学 経済学部 経済学科 太田總一 

 

D-4 「網膜症を有する 2型糖尿病患者の Socioeconomic Status」 

日本医科大学千葉北総病院  内分泌内科   江本直也 

（指定討論者）慶應義塾大学大学院 経営管理研究科 後藤 励  

 

 

座長 東京大学 医学系研究科 近藤 尚己                     （15:50～17:50） 

 

D-5 「Positive and Negative Effects of Social Status on Longevity: Evidence 

from Two Literary Prizes in Japan」 

大阪大学大学院経済学研究科  佐々木周作 

（指定討論者）東京大学 医学系研究科 近藤尚己 

 

D-6 「Weekend Babies」 

Senior  Lecturer,  University  of  Technology  Sydney 丸山士行 

（指定討論者）東京大学 医学系研究科 近藤尚己 

 

 

D-7 「超高齢社会における医師数の地域間格差の推移」 

京都大学大学院医学研究科  医療経済学分野   原  広司 

（指定討論者）東京大学大学院 医学系研究科 小林康毅 

 
 



チュートリアル 

 

【C会場 ：商学部 11号館 5 階 506】 

 

◇ 第 6回若手研究者育成のためのセミナー                    （15:50～17:40）  

座長：今中 雄一 （京都大学大学院 医学研究科） 

 

①15:50～16:30（C-5） 

 演題：Effect of Anti-Smoking Policy on Tobacco Consumption in Taiwan  

 発表：Hsiao Annjhih（早稲田大学 経済学研究科）  

 コメンテータ：後藤 励 （慶應義塾大学 経営管理研究科）  

 

②16:30～17:40（C-6, 7） 

講演：介護が就業、収入、余暇時間に与える影響 

 ―介護の内生性および種類を考慮した分析―（2014年度学会論文賞） 

発表：岸田 研作（岡山大学 社会文化科学研究科） 

 

 

◇ 「医療経済研究機構」研究助成対象者の発表                （17:50～18:30） 

座長：今中 雄一 （京都大学大学院 医学研究科） 

 

①17:50～18:30（C-8）   

 演題：「地域間介護給付水準の収束仮説の検証 

-保険者別データによる地域差変遷の把握-」 

発表： 松岡 佑和（武蔵野大学 経済学部 経済学科） 

コメンテータ：山本克也（国立社会保障・人口問題研究所） 

 

 
 


