
医療経済学会 
第 8 回研究大会（一般演題発表）プログラム 
The 8th Annual Meeting of Japan Health Economics Association (JHEA) 

 

1． 日時 

2013 年 9 月 7 日（土） 9:30～18:10 

 

2． 会場 

学習院大学 目白キャンパス 中央教育研究棟 

  〒171-858 東京都豊島区目白 1-5-1  

 

3．研究大会長 

遠藤 久夫（学習院大学 経済学部） 

 

4．プログラム委員 

プログラム委員長 

今中 雄一（京都大学大学院医学研究科  医療経済学分野） 

プログラム委員 

井伊 雅子（一橋大学国際・公共政策大学院） 

池田 俊也（国際医療福祉大学大学院 医療経営管理分野） 

岩本 康志（東京大学大学院 経済学研究科） 

岸田 研作（岡山大学 経済学部） 

後藤  励（京都大学大学院 経済学研究科） 

小林 美亜（千葉大学大学院看護学研究科 看護システム管理学） 

菅原 琢磨（法政大学 経済学部） 

鈴木  亘（学習院大学 経済学部） 

中村  洋（慶應義塾大学大学院 経営管理研究科） 

福田  敬（国立保健医療科学院 研究情報支援研究センター） 

松田 晋哉（産業医科大学 公衆衛生学教室） 

満武 巨裕（医療経済研究機構） 

 

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 

 



タイムスケジュール 

 

 

◇ 一般演題（1～3） 

時間：9:30～11:30 

会場：中央教育研究棟 

Ａ会場：301 教室  Ｂ会場：303 教室  Ｃ会場：403 教室  Ｄ会場：404 教室 

 

 

◇ 総会 

時間：12:30～12:50 

会場：Ａ会場：301 教室 

 

 

◇ 研究大会長講演 

時間：12:50～13:20 

会場：Ａ会場：301 教室 

  

 

◇ シンポジウム 

時間：13:20～15:10 

会場：Ａ会場：301 教室 

 

 

◇ 一般演題（4～7） 

時間：15:20～18:10 

会場：中央教育研究棟 

Ａ会場：301 教室  Ｂ会場：303 教室  Ｃ会場：403 教室  Ｄ会場：404 教室 

 

  



総会・研究大会長講演・シンポジウム 

 

 

【A 会場 ：301 教室】 

 

 

 

◇ 総会 12:30～12:50 ◇ 

 

 

 

◇ 研究大会長講演 12:50～13:20 ◇  

 

司会：京都大学大学院医学研究科 医療経済学分野 教授 今中 雄一  

 
 

『医療政策に対する医療経済学の貢献‐医療経済学は役に立っているか‐』 

                    学習院大学経済学部 教授 遠藤 久夫 

 

 

  

◇ シンポジウム 13:20～15:10 ◇ 

 

司会：学習院大学経済学部 教授 遠藤 久夫 

 

『医療政策に対する医療経済学の貢献‐医療経済学は役に立っているか‐』 

 

シンポジスト：  

産業医科大学公衆衛生学教室 教授              松田 晋哉 

国立保健医療科学院研究情報支援研究センター上席主任研究官  福田  敬 

慶應義塾大学大学院経営管理研究科 教授           中村  洋 

学習院大学 経済学部 教授                 鈴木  亘 

厚生労働省 老健局老人保健課長（元保険局医療課企画官）   迫井 正深 

 

  



一般演題 

 

【A 会場 ：301 教室】 

座長 東京医科歯科大学大学院 医療経済学分野 川渕 孝一   （9:30～11:30） 

 

A-1 「組織文化と抗菌薬使用に関する医療の質、病院特性の関係についての考察」 

京都大学大学院医学研究科 医療経済学分野 宇川 直人 

（指定討論者）東京医科歯科大学大学院 医療経済学分野 川渕 孝一 

 

A-2 「レセプトコメント欄と特定健診データ突合による在宅インスリン自己注射の評

価」 

国立保健医療科学院 医療・福祉サービス研究部 岡本 悦司 

（指定討論者）東京医科歯科大学 医療政策情報学分野 伏見 清秀 

 

A-3 「医師の新薬・先発薬の処方行動の決定要因に関する実証分析」 

京都大学大学院 薬学研究科 柿原 浩明 

（指定討論者）慶應義塾大学大学院 経営管理研究科 中村  洋 

 

座長 東京医科歯科大学 医療政策情報学分野 伏見 清秀    （15:20～16:40） 

 

A-4 「The number of cardiologists, case volume and in-hospital mortality for 

acute myocardial infarction」 

京都大学大学院医学研究科 医療経済学分野 朴  声哲 

（指定討論者）京都大学大学院 経済学研究科 後藤  励 

 

A-5 「急性心不全症例における院内死亡率と入院医療費の決定要因の相違」 

京都大学大学院医学研究科 医療経済学分野 佐々木 典子 

（指定討論者）東京医科歯科大学 医療政策情報学分野 伏見 清秀 

 

座長 国際医療福祉大学 薬学部 池田 俊也          （16:50～18:10） 

 

A-6 「ICU 入室患者の入院医療費に影響を与える因子についての検討」 

京都大学大学院医学研究科 医療経済学分野 山下 和人 

（指定討論者）産業医科大学 公衆衛生学教室 松田 晋哉 

 

A-7 「脳卒中患者における地域連携パスと在院日数との関係についてのマルチレベル

分析」 

産業医科大学 公衆衛生学教室 藤野 善久 

（指定討論者）国際医療福祉大学 薬学部 池田 俊也 



一般演題 

 

【B 会場： 303 教室】 

座長 法政大学 経済学部 菅原 琢磨             （9:30～11:30） 

 

B-1 「中高年の医療サービス利用の決定要因分析」 

衆議院憲法審査会事務局 庄司 啓史 

（指定討論者）法政大学 経済学部 菅原 琢磨 

 

B-2 「PAD(Public Access Defibrillation)要因に関する研究 −ロジスティック回帰

分析を中心に」 

早稲田大学 商学学術院 林  承煥 

（指定討論者）早稲田大学 政治経済学術院 野口 晴子 

 

B-3 「国民健康保険制度と生活保護制度の間を異動する個人の受診行動に関する分析」 

慶應義塾大学大学院 経済学研究科 大津  唯 

（指定討論者）近畿大学 経済学部 熊谷 成将 

 

座長 東京大学大学院医学系研究科 公共健康医学専攻 橋本 英樹（15:20～16:40） 

 

B-4 「日本女性は 1950 年代初めから痩せ始めた」 

名古屋大学大学院 経済学研究科 中村 さやか 

（指定討論者）東京大学大学院医学系研究科 公共健康医学専攻 橋本 英樹 

 

B-5 「脳卒中患者における EQ-5D-3L，EQ-5D-5L，HUI3 の測定特性の検討-項目反応理

論分析を用いて」 

新潟医療福祉大学 医療技術学部 泉  良太 

（指定討論者）国立保健医療科学院 研究情報支援研究センター 白岩  健 

 

座長 明星大学 経済学部 梶谷 真也             （16:50～18:10） 

 

B-6 「健康と健康投資に関する実証分析」 

大阪大学 OSIPP NPO 研究情報センター 立福 家徳 

（指定討論者）明星大学 経済学部 梶谷 真也 

 

B-7 「特定健診診査・特定保健指導がメタボリック・シンドローム判定者の身体計測

指標に与えた影響」 

学習院大学 経済学部 鈴木  亘 

（指定討論者）千葉商科大学 商経学部 山田  武 



一般演題 

 

【C 会場： 403 教室】 

座長 国立社会保障・人口問題研究所 泉田 信行         （9:30～11:30） 

 

C-1 「Using Municipal Amalgamations to Identify Strategic Interactions in 

Japanese Residence-based Health Insurance Plans」 

医療経済研究機構 高久 玲音 

（指定討論者）慶應義塾大学 経済学部 別所 俊一郎 

 

C-2 「医療費の空間パネルデータ分析」 

慶應義塾大学 総合政策学部 古谷 知之 

（指定討論者）学習院大学 経済学部 鈴木  亘 

 

C-3 演題辞退 

  

 

座長 学習院大学 経済学部 鈴木 亘             （15:20～16:00） 

 

C-4 「中国都市部における所得格差と健康格差 －マルチレベル・モデルによる実証

分析－」 

京都大学大学院 薬学研究科 馬  欣欣 

（指定討論者）学習院大学 経済学部 鈴木  亘 

 

C-5   演題辞退 

 

 

座長 名古屋大学大学院 経済学研究科 中村 さやか      （16:50～18:10） 

 

C-6 「Impact of Premium Subsidies on the Take-up of Health Insurance:  

Evidence from the 2009 American Recovery and Reinvestment Act (ARRA)」 

                         （※英語発表となります） 

インディアナ大学 ポスドクフェロー 守屋 麻子 

（指定討論者）富山大学 経済学部 両角 良子 

 

C-7  「Determinants of Maternal Health Care Utilization: Case of Rural Uganda」 

（※英語発表となります） 

National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) Manang Fredrick 

（指定討論者）名古屋大学大学院 経済学研究科 中村 さやか 



一般演題 

 

【D 会場： 404 教室】 

座長 岡山大学 経済学部 岸田 研作             （9:30～11:30） 

 

D-1 「Caregiver’s Satisfaction with Informal Care in Middle Age: A Determinant 

of Employment」 

近畿大学 経済学部 熊谷 成将 

（指定討論者）法政大学 経済学部 小椋 正立 

 

D-2 「生活援助サービスが軽度の要介護高齢女性の自立状況に与える影響の検討」 

東京大学大学院 医学系研究科 社会医学専攻 岩本 哲哉 

（指定討論者）岡山大学 経済学部 岸田 研作 

 

D-3 「介護が就業、収入、余暇時間に与える影響」 

岡山大学 経済学部 岸田 研作 

（指定討論者）滋賀大学 経済学部 佐野 洋史 

 

座長 慶應義塾大学医学部 医療政策・管理学教室 池上 直己  （15:20～16:40） 

 

D-4 「医療情報イノベーション政策の戦略論的研究 -IT 戦略本部の活動記録を中心

とした分析-」 

早稲田大学 商学研究科 岸田 伸幸 

（指定討論者）川崎医科大学 医療資料学 宮原 勅治 

 

D-5 「SHA 改訂が日本の総保健医療支出に及ぼす影響」 

医療経済研究機構 満武 巨裕 

（指定討論者）慶應義塾大学医学部 医療政策・管理学教室 池上 直己 

 

座長 横浜市立大学 国際総合科学部 安川 文朗        （16:50～18:10） 

 

D-6 「Organizational culture and its relationship with hospital management: 

results from a multicenter survey and an administrative database」 

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）横浜市立大学 国際総合科学部 安川 文朗 

 

D-7 「特養の内部留保に関する一考察」 

明治安田生活福祉研究所 松原 由美 

（指定討論者）静岡県立大学大学院 経営情報イノベーション研究科 西田 在賢 


