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「医療経済学会

第 13 回研究大会」全体スケジュール

日時：2018 年 9 月 1 日（土）9:00～17:30（8:10 より受付開始）
会場：東京大学

本郷キャンパス

メイン会場 ：地階

経済学研究科棟/国際学術総合研究棟

第 1 教室

A 会場

：2 階

第 6 教室

B 会場

：2 階

第 7 教室

C 会場

：3 階

第 2 教室

D 会場

：3 階

第 8 教室

◇ 一般演題（22 演題）
A、B 会場：

9:00～17:30

C、D 会場： 9:00～11:40

◇ 第 10 回若手研究者育成のためのセミナー（2 演題）
C 会場

：

15:30～16:50

◇ 医療経済学会 総会
メイン会場：

12:40～13:00

◇ シンポジウム
メイン会場：

13:10～15:10

演題：
「介護保険法制定から 20 周年を振り返り、20 年後を構想する」
基調講演：13：10～14:10


遠藤久夫 氏（国立社会保障・人口問題研究所



中村秀一 氏（国際医療福祉大学大学院



田宮菜奈子 氏（筑波大学

所長）

教授・副大学院長）

教授）

パネル・ディスカッション：14:10～15:10


モデレーター

田中滋 氏（埼玉県立大学 理事長・慶応義塾大学 名誉教授）



パネリスト

遠藤久夫 氏



パネリスト

中村秀一 氏



パネリスト

田宮菜奈子 氏
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【A会場（第6教室、2階） 9:00 ～ 11：40】 経済評価
座長： 東京大学大学院 医学系研究科公共健康医学専攻

康永秀生

A-1 周術期口腔機能管理が食道がん術後アウトカムに及ぼす影響に関する研究
―DPC データを用いたマルチレベル傾向スコア分析―
京都大学大学院 医療経済学分野： 愼 重虎
（指定討論者）

国際医療福祉大学 医学部公衆衛生学： 池田俊也

Key word: 周術期、口腔管理、食道がん、傾向スコア

A-2 我が国における院内の針刺し損傷による損失の試算
Healthcare to All： 吉田恵美子
（指定討論者）

医療経済研究機構： 西村周三

Key word: 針刺し, 損傷, 損失, 直接医療費

A-3

Economic Value of Improved CRT-D Battery Longevity in Devices with a 1.8-2.0 Ah

Capacity and Li/MnO2 Chemistry in Japan.
Dept. of Health Economics and Outcomes Research, The University of Tokyo： Ataru Igarashi
（指定討論者） 京都大学大学院 医学研究科： 中山健夫
Key word: Economic Value CRT-D Longevity

A-4 Estimating the lifetime economic and social burden of child maltreatment in Japan
School of Public Health, Kyoto University Graduate School of Medicine： Mo Xiuting
（指定討論者） 慶應義塾大学 経営管理研究科： 後藤 励
Key word: child maltreatment; economic costs; population attributable fraction;
disability-adjusted life years
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【A会場（第6教室、2階） 15:30 ～ 17:30】 将来推計・財政
座長： 学習院大学 経済学部

鈴木 亘

A-5 後期高齢者医療制度における高齢者金融所得への保険料賦課による財政効果試算
福知山公立大学 地域経営学部医療福祉経営学科： 岡本悦司
（指定討論者）学習院大学 経済学部： 鈴木 亘
Key word: 後期高齢者医療制度 支援金 金融所得 分別申告

A-6 高齢者における終末期医療介護費の検討
―医療介護レセプトデータによる死亡前24ヶ月間の費用の解析―
京都大学大学院 医学研究科医療経済学分野： 寺岡英美
（指定討論者） 国立社会保障･人口問題研究所： 泉田信行
Key word: 医療費 介護費 高齢者 終末期

A-7 動的健康予測モデルに基づく高齢者の医療・介護給付費の将来推計
東京大学大学院 医学系研究科：岩本哲哉
（指定討論者） 国立社会保障･人口問題研究所： 菊池 潤
Key word: 医療給付費 介護給付費 将来推計 マイクロシミュレーションモデル
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【B会場（第7教室、2階） 9:00 ～ 11：40】 介護
座長： 岡山大学大学院 社会文化科学研究科

B-1 介護離職者10万人の実態把握

岸田研作

－誰がどのように再就業しているのか？－
岡山大学大学院 社会文化科学研究科(経済系)： 岸田研作
（指定討論者） 千葉経済大学 経済学科： 東 三鈴

Key word: 介護離職

B-2 認知症介護負担は主介護者の健康に不利なのか？パネルデータからのエビデンス
東北大学 スマート・エイジング学際重点研究センター： 陳 鳳明
（指定討論者）法政大学 経済学部： 小椋正立
Key word: 認知症、介護負担、Zarit指数

B-3 在宅介護サービスのアクセシビリティが施設介護サービスの利用に与える影響
釧路公立大学 経済学部： 大澤理沙
（指定討論者） 東北福祉大学 総合福祉学部： 佐藤英仁
Key word: 介護サービス アクセシビリティ 保険者 GIS

B-4 介護保険自己負担上昇が個人レベルの総介護費用とサービス利用に及ぼす影響
京都大学大学院 医学研究科医療経済学分野： 林 慧茹
（指定討論者）法政大学 経済学部： 菅原琢磨
Key word: 介護費用、介護利用者自己負担、介護サービス
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【B会場（第7教室、2階） 15:30 ～ 17:30】 情報、選好、リスク
座長： 兵庫県立大学 経済学部

菅 万理

B-5 医師と患者の情報の非対称性と医療費・医療の質
慶應義塾大学大学院 経営管理研究科： 加藤弘陸
（指定討論者） 早稲田大学 政治経済学術院： 野口晴子
Key word: 情報の非対称性 医療の質 医療費

B-6

Association between giving behaviors and social preference;
a cross-sectional exploratory analysis in a Japanese population-based study
東京大学大学院 医学系研究科： 橋本英樹
（指定討論者） 東洋大学 経済学部： 花岡智恵
Key word: social support, trust, altruism, game experiment

B-7 リスク回避性と健康予防行動：

なぜ、リスク回避的な女性ほど乳がん検診を受診しないのか？
京都大学大学院 経済学研究科： 佐々木周作
（指定討論者） 慶應義塾大学 経済学部： 井深陽子

Key word: リスク回避性、主観的確率、健康予防
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【C会場（第2教室、3階） 9:00 ～ 11：40】 医療供給
座長： 医療経済研究機構

高久玲音

C-1 入電件数の増加が救急搬送時間に与える影響：全国救急搬送データベースによる解析
神戸大学 経済学部： 山岡 淳
（指定討論者） 京都大学大学院 医学研究科： 今中雄一
Key word: 入電件数 搬送時間

C-2

Physicians’ Responses to Medical Subsidy Programs: Evidence from Japan
医療経済研究機構： 高久玲音
（指定討論者） 学習院大学 国際社会科学部 趙（小西）萌
Key word: 乳幼児医療費助成 医師

C-3 地域別の医師の数と高齢化に関する将来予測：コホート要因モデル
京都大学 産官学連携本部／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） 滋賀大学 経済学部： 佐野洋史
Key word: 医師数、地域格差、将来予測
C-4

Estimating surgical efficiency of a Japanese large-scale hospital:
a stochastic production frontier approach
早稲田大学大学院 経済学研究科： 渡邉雄一
（指定討論者） 成城大学 経済学部： 河口洋行
Key word: surgical efficiency, stochastic frontier analysis, production frontier, Japan
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【C会場（第2教室、3階） 15:30 ～ 16：50】 若手研究者育成のためのセミナー
座長： 慶應義塾大学 経営管理研究科

後藤 励

Y-1 急性期脳卒中診療におけるt-PA療法の普及および地域格差に関する研究
九州大学大学院 医学系学府医学専攻： 前田 恵
（コメンテーター）慶應義塾大学 経営管理研究科： 後藤 励

Y-2 心臓植込み型不整脈治療デバイスの遠隔モニタリングに関する本邦における医療経済性についての
検討
放送大学大学院 生活健康科学プログラム： 白根友哉
（コメンテーター）京都大学 医学系研究科： 佐々木典子
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【D会場（第8教室、3階） 9:00 ～ 11：40】 医療需要
座長： 東北大学大学院 経済学研究科

湯田道生

D-1 高齢者の回避可能な再入院の関連因子の検討
京都大学大学院 医学研究科医療経済学分野： 弘田義人
（指定討論者） 九州大学大学院 医学研究院： 馬場園 明
Key word: 回避可能な再入院、Ambulatory Care Sensitive Condition、
診療所に勤務する医師数、DPCデータ

D-2 生活保護受給者の頻回受診に関連する社会的要因を明らかにする研究
東京大学大学院 医学系研究科： 西岡大輔
（指定討論者） 東北大学大学院 経済学研究科： 湯田道生
Key word: 生活保護 頻回受診 受療行動 健康格差

D-3 ライフログデータによるうつ病の再燃再発の予測: Panel VARを用いた分析
近畿大学 経済学部： 熊谷成将
（指定討論者） 東京大学大学院 医学系研究科： 橋本英樹
Key word: うつ病, くらしアプリ, Panel VAR, ライフログデータ

D-4 景気変動が健康診断とがん検診受診率に与える影響
慶應義塾大学 経済学： 井深陽子
（指定討論者）津田塾大学 総合政策学部： 伊藤由希子
Key word: 失業率、予防行動、国民生活基礎調査

12

