
2018 年 7 月 20 日 

会員各位

医療経済学会

会長 今中 雄一

「医療経済学会 総会」のご案内

拝啓 

会員の皆様方には益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り

厚く御礼申し上げます。

さて、医療経済学会総会（2018 年度）を下記の要領で開催いたします。是非ご参加頂

きたくご案内申し上げます。

敬具

記

I. 総会

・日時： 2018 年 9 月 1 日（土） 12:40～13:00
・会場： 東京大学 本郷キャンパス

経済学研究科棟 地下 1 階 第 1 教室（メイン会場） 

Ⅱ．議事次第

・2017 年度 活動報告

・2018 年度 事業計画（案）

・会員登録状況 （2018 年 8 月 15 日時点）

・今後の研究大会

・「第 13 回研究大会」若手最優秀発表賞

・2017 年度 学会論文賞

III. お願い

総会開催時間に制約がございますことから、事前配布資料をご覧頂き、質問等がある

場合は総会質問票（当日は受付に備え付け）にご記入の上、9 月 1 日（土）12:00 ま

でに受付までご提出をお願いいたします。

以上
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医療経済学会 総会 議事次第 
 

日時： 2018 年 9 月 1 日（土） 12:40～13:00 
会場： 東京大学 本郷キャンパス 

経済学研究科棟 地下 1 階 第 1 教室（メイン会場） 
 

 
１．2017 年度 活動報告               ・・・・・【別添資料 1-①②③】 

１）2017 年度 活動報告 
２）2017 年度 決算報告  
２）2017 年度 会計監査報告 
 

２．2018 年度 事業計画（案）             ・・・・・【別添資料 2-①②】 
１）2018 年度 事業計画（案）の承認 
２）2018 年度 予算(案)の承認 

 
３．会員登録状況  

会員内訳 普通会員 学生会員 名誉会員 合計 
2017 年 8 月 15 日時点 365 名 104 名 1 名 470 名 
新規入会者 20 名 19 名 0 名 39 名 
退会者 -23 名 -16 名 0 名 -39 名 
学生会員から普通会員へ 13 名 -13 名  0 名 
普通会員から学生会員へ 0 名 0 名  0 名 
2018 年 8 月 15 日時点 375 名 94 名 1 名 470 名 

 
４．今後の研究大会 

「第 14 回研究大会」 
研究大会長：国際医療福祉大学 教授 池田 俊也先生 
日程：2019 年 9 月 7 日（土）（予定） 
会場：国際医療福祉大学 東京赤坂キャンパス 

 
５．「第 13 回研究大会」若手最優秀発表賞          ・・・・・【別添資料 3】 
 
６．2017 年度 学会論文賞                 ・・・・・【別添資料 3】 
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【別添資料 1-①】 
 
 

2017 年度 活動報告 

 

１ 第 12 回研究大会の開催 

 2017 年 9月 2日（土）、慶應義塾大学日吉キャンパス（研究大会長：中村 洋先生）にて

研究大会ならびに理事会、総会を開催。研究大会参加人数は 142名。（普通会員 86名、

学生会員 32名、非会員 22名、その他 2名） 

 若手最優秀発表賞は、江上弘幸氏（政策研究大学院大学 政策研究科 博士課程)が受賞。 

 

2 第 9回日韓台合同会議の開催 

 第 12 回研究大会の翌日である 2017 年 9 月 3 日（日）、慶應義塾大学日吉キャンパスに

て、「Health Economics for evidence based policy making in East Asia」をテーマ

に日韓台合同会議を開催。韓国（5 名）、台湾（5 名）からの招待客を含めて 26 名が参

加した。 

 

3 学会誌/機関誌「医療経済研究」の発行 

 Vol.29 No.1   2017年 10月発行  

 Vol.29 No.2  2018年 3月発行（予定） 

 編集委員会は、2017年 7月 31日（第 31回）、2017年 12月 22日（第 32回）に開催 

 新英語版については、誌名「Asian Pacific Journal of Health Economics and Policy」

に決定し、2017年 9月より学会ホームページにてアナウンス開始 

 

4 学会ホームページの管理 

 会員申込、研究大会案内等、各種情報提供による会員サービスを実施した。 

 学会会員に対しては、医療経済研究機構の個人会員向けホームページを無料で閲覧可能

とし、調査報告書等を入手することができるよう継続して優遇した。 

 研究大会専用のホームページでは、留学生の応募申込を想定し、案内、申込書等の英語

対応を充実させた。 

 

5 若手研究者育成のためのセミナー 

 第 8 回「若手研究者育成のためのセミナー」を 2017 年 11 月 12 日に慶應義塾大学日吉

キャンパスにて開催した。学術推進委員である後藤励先生を座長とし、5 演題の研究発

表を行った。 

 第 9回「若手研究者育成のためのセミナー」を 2018年 3月 12日に京都大学吉田キャン

パスにて開催した。学術推進委員長である今中雄一先生を座長とし、6 演題の研究発表

を行った。 

 

6 その他 

 2016 年度学会論文賞は該当なし 
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【別添資料1-②】

自　平成29年4月1日
至　平成30年3月31日

Ⅰ-1. 収 支 決 算 書（学会）
（単位：円）

予算額 決算額 差異 備考

Ⅰ　収入の部

1 .会員会費収入 3,900,000 3,915,000 15,000 普通330名、学生83名、

過年度分23名

2. 研究大会参加費収入 826,000 720,000 ▲106,000 普通86名、学生32名、

非会員22名

3. 研究大会託児サービス収入 7,000 3,600 ▲3,400 普通1名

4. 雑収入 0 27,883 27,883  

4,733,000 4,666,483 ▲66,517

Ⅱ　支出の部 　

1. 学会誌作成費 800,000 349,590 ▲450,410 Vol29 No.2経費処理及び

英語版発行の次期ずれ

2. 研究大会運営費 957,000 906,995 ▲50,005

　　　 3. 一般事務費 1,700,000 1,651,536 ▲48,464 機構への業務委託料（人

件費込）156万
4. 若手セミナー 400,000 370,789 ▲29,211 京都にて開催

5. 国際セッション積立金 300,000 300,000 0  

6. 会員名簿費 150,000 176,440 26,440 通信運搬（予算未算入）に
かかる費用

4,307,000 3,755,350 ▲551,650

426,000 911,133 485,133

5,832,205 5,832,205 0

6,258,205 6,743,338 485,133

Ⅰ-2. 収 支 決 算 書（国際セッション）
（単位：円）

予算額 決算額 差異 備考

Ⅰ　収入の部 　

1 .国際セッション積立金組入れ 300,000 300,000 0  

2. 雑収入 0 11 11 普通預金利息

300,000 300,011 11

Ⅱ　支出の部 　

1. 国際セッション開催運営費 400,000 300,706 ▲99,294 宿泊費、懇親会費等

400,000 300,706 ▲99,294

▲100,000 ▲695 99,305

1,104,759 1,104,759 0

1,004,759 1,104,064 99,305

Ⅱ. 資 産 状 況（平成30年3月31日）  
（単位：円）

金　額

6,743,338

1,104,064

7,847,402

項　目

普通預金
（みずほ銀行 新橋支店）

国際セッション積立預金
（みずほ銀行 新橋支店）

合　計

次期繰越収支差額

当期収入合計

当期支出合計

当期収支差額

前期繰越収入差額

次期繰越収支差額

前期繰越収入差額

医療経済学会
平成２９年度　決算報告書

当期収入合計

当期支出合計

当期収支差額
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【別添1-③】
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【別添資料 2-①】 
 

 

2018 年度 事業計画 （案） 

 

 

１ 第 13 回研究大会の開催 

 2018年 9月 1日（土） 東京大学本郷キャンパス（研究大会長：岩本 康志先生）

にて開催する。 

 

2 学会誌/機関誌「医療経済研究」の発行 

 年 4回の発刊を予定。 

 ・Vol.30 No.1 2018年 10月 

・Vol.30 No.2 2019年 3月 

・Asian Pacific Journal of Health Economics and Policy 創刊号 2018年 7月 

 ・Asian Pacific Journal of Health Economics and Policy 第 2号 2018年度中 

 

3 学会ウェブサイトの管理・会員へのサービス 

 研究大会情報（事前案内、演題プログラム、抄録集の閲覧サービス）を更に充実

させ、タイムリーな提供を行う。 

 学会会員に対しては、医療経済研究機構の個人会員向けホームページを無料で閲

覧可能とし、調査報告書等を入手することができるよう継続して優遇する。 

 コンテンツの充実を図り、学会ウェブサイト全体の見直しに着手する。 

 

4 若手研究者育成のためのセミナーの開催 

 若手研究者（主に大学院生）を対象に年 2回程度開催予定。 

 

5 国際交流活動 

 業務内容、活動体制等の検討を行う。 

 第 10回日韓台国際セッション（11 月 3日台北開催）参加を支援する。 
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【別添資料2-②】

（単位：円）

2017年度実績 2018年度予算(案) 内訳

収入 年会費収入額 3,915,000 3,950,000 前年より微増を想定

研究大会会費収入 720,000 720,000 前年並みの普通会員88名、非会員23名を想定

研究大会託児サービス収入 3,600 9,000 普通会員3名を想定

雑収入（利息等） 27,883 0

合計 4,666,483 4,679,000

支出 学会誌作成費 349,590 1,200,000 日本語版3回（前年度精算分含）、
英語版（電子版）2回発行

一般事務費 1,651,536 1,700,000 機構への業務委託料（人件費込）を含む

研究大会運営費 906,995 729,000 東京大学（本郷）開催

若手セミナー運営費 370,789 400,000 年2回開催を想定

記念誌 0 0 　

会員名簿費 176,440 0  

国際セッション積立費 300,000 300,000

合計 3,755,350 4,329,000

911,133 350,000

（単位：円）

2017年度実績 2018年度予算(案) 内訳

収入 積立金 300,000 300,000

雑収入 11 0

合計 300,011 300,000

支出 開催運営費 300,706 300,000  

合計 300,706 300,000

単年収支 -695 0

（単位：円）

2017年度実績 2018年度予算(案) 内訳

910,438 350,000

（単位：円）

2017年度実績 2018年度予算(案) 内訳

6,936,964 7,847,402

910,438 350,000

7,847,402 8,197,402

④累計収支

前期繰越収入差額

当期収支差額

次期繰越収支差額

　2018年度予算（案）

①学会収支

単年収支

②国際セッション収支

③合計（学会+国際セッション）収支

合計単年収支
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【別添資料 3】 
 

医療経済学会 第 13 回研究大会「若手最優秀発表賞」 

 
 

医療経済学会 第 13 回研究大会では、一般演題発表論文の第一著者として、発表を行った

大学院生を対象とした「若手最優秀発表賞」を決定・授与します。 本賞の実施につきま

しては、下記の通りご連絡いたします。 
  

記 
 
賞の名称： 医療経済学会 第 13 回研究大会 若手最優秀発表賞 
表彰者： 医療経済学会 第 13 回研究大会 研究大会長 岩本康志 
有資格者： 一般演題の第一著者として発表を行った大学院生 

（前期課程および後期課程在籍者） 
選考方法： 大会当日、各セッションの座長評価をベースに大会終了後に 

プログラム委員会が 1 名を選考 
結果発表： 第 13 回研究大会終了後、１カ月以内に受賞者に賞状を送付すると同時に、 

医療経済学会のホームページで、受賞者名、発表論文、選考理由等を発表 
（『医療経済研究』本誌でも同内容を発表予定） 

副    賞： 医療経済学会より 5 万円の副賞を授与 
以上 

 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

2017 年度 学会論文賞 

 
 
 

第 33 回編集委員会（2018 年 5 月 16 日）による選考の結果、2017 年度の学会論文賞に

ついては、以下のように決定いたしましたのでご報告致します。 
 

理事会承認を経て総会時に発表 
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