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プログラム 【 Ａ会場 : 国際交流ホール ２階 】  

 

◇ 一般演題 9:30～11:30 ◇                     座長 慶應義塾大学医学部 池上直己 

 

A-1 介護者にとって満足度の高いケアプランは、在宅要介護高齢者への虐待を抑制するか？ 

富山大学経済学部 両角良子 

（指定討論者）国立社会保障人口問題研究所 泉田信行 

 

A-2 都道府県別にみた介護費の動向 

近畿リハビリテーション学院 徳永敬助 

（指定討論者）国立社会保障人口問題研究所 泉田信行 

 

A-3 グループホームにおける看取りに医療・看護との連携は有効か？ 

  岡山大学大学院社会文化科学研究科 岸田研作 

（指定討論者）慶應義塾大学医学部 池上直己 

 

A-4 介護負担感の構造分析 

  高知工科大学大学院 植本琴美 

（指定討論者）岡山大学大学院社会文化科学研究科 岸田研作 

 

◇ 一般演題 14:00～16:30 ◇       座長 東京大学大学院公共健康医学専攻 福田敬 

 

A-5 生活習慣病の医療費削減についての実証研究：国保レセプトデータに基づくパネル分析 

兵庫県立大学大学院 明松祐司 

（指定討論者）東京大学大学院公共健康医学専攻 福田敬 

 

A-6 小児う蝕の予防施策と医療費助成の地域差から見る歯科医療の受診動向 

日本大学歯学部医療人間科学教室 尾崎哲則 

（指定討論者）東京大学大学院公共健康医学専攻 橋本英樹 

 

A-7 特定健康診査等実施計画に関する行政経営システムの構築 

高知工科大学大学院工学研究科 刈谷剛 

（指定討論者） 国民健康保険中央会 舩橋光俊 

 

A-8 The Effects of Sociodemographic Characteristics on Smoking Participation among Japanese Men and Women 
法政大学大学院経済学研究科／独立行政法人労働政策研究・研修機構 花岡智恵 

（指定討論者） 甲南大学経済学部  後藤励 

 

A-9 生活習慣病リスクと医療費の関連要因分析 

（財）医療経済研究機構 満武巨裕 

（指定討論者） 慶應義塾大学大学院経営管理研究科  田中滋 



プログラム 【 B 会場 : 国際交流ホール ２階 】 

◇ 一般演題 9:30～11:30 ◇             座長 京都大学大学院医学研究科  今中雄一 

 

B-1 施設入院医療から地域医療への展開過程における病院の事業部門別ポートフォリオ分析の一考察    

大阪市立大学大学院創造都市研究科 今田彰  

（指定討論者）熊本大学法学部  安川文朗 

 

B-2ＤＰＣの導入が医療機関に与える効果の検証 

明治大学情報コミュニケーション学部  塚原康博   

（指定討論者）京都大学大学院医学研究科  今中雄一 

 

B-3 釜石市民病院の統廃合に至る経過を通して浮かび上がった経営の問題と解決の提言      

（病院廃院の財務的病理解剖）                  金沢医科大学呼吸器内科 高橋昌克  

（指定討論者）東京女子医科大学病院管理学  上塚芳郎 

 

B-4 院内医療安全システムの維持・確保に向けた予防・評価コストの関連要因 

京都大学大学院医学研究科 福田治久  

（指定討論者）熊本大学法学部  安川文朗 

 

◇ 一般演題 14:00～16:30 ◇        座長 東京大学大学院医学系研究科 小林廉毅 

 

B-5 Risk-adjusted increases in medical resource utilization associated with 

healthcare-acquired infections in gastrectomy patients 

京都大学大学院医学研究科 Jason Lee  

（指定討論者）東京医科歯科大学大学院医療経済学  川渕孝一 

 

B-6 高血圧治療の検証について 

東海大学医学部基礎医学系 大櫛陽一  

（指定討論者）立命館大学経済学部  柿原浩明 

 

B-7 Do higher malpractice pressure deter medical errors? 

青山学院大学大学院国際ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科 飯塚敏晃   

（指定討論者）学習院大学経済学部経済学科  鈴木亘 

 

B-8 パネル・データを用いた自治体病院の効率性推定に関する研究 

国際医療福祉大学 河口洋行  

（指定討論者）学習院大学経済学部経済学科  鈴木亘 

 

B-9 医療提供基盤の外部効果評価－ヘドニックアプローチによる分析－ 

国立保健医療科学院経営科学部  菅原琢磨  

（指定討論者）東京大学大学院公共健康医学専攻  橋本英樹 



プログラム 【 C 会場 : 国際交流ホール ２階 】 

◇ 一般演題 9:30～11:30 ◇               座長 立命館大学経済学部 柿原浩明 

 

C-1 受療行動の意思決定過程に影響を及ぼす情報因子についての前方視的検討 

立教大学大学院ビジネスデザイン研究科 八木麻衣子  

（指定討論者）一ツ橋大学国際・公共政策大学院  井伊雅子 

 

C-2 医師労働市場に関する考察：「医師の分布は制御可能か」 

京都大学大学院医学研究科医療経済学教室 佐々木弘真  

（指定討論者）日本福祉大学社会福祉学部  二木立 

 

C-3 When and when not generic drugs are prescribed? 

青山学院大学大学院国際ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科 飯塚敏晃  

（指定討論者）学習院大学経済学部  遠藤久夫 

 

C-4 医師の就業場所の選択要因に関する研究 

（財）医療経済研究機構 佐野洋史  

（指定討論者）甲南大学経済学部  後藤励 

 

◇ 一般演題 14:00～16:30 ◇             座長 学習院大学経済学部 遠藤 久夫 

 

C-5 Voluntary and Not So Voluntary Provision of Hospital Uncompensated Care 

横浜市立大学国際総合科学部 中村さやか  

（指定討論者）国立社会保障・人口問題研究所  野口晴子 

 

C-6 わが国の医療法人の創設から現在まで－HSRI を視野に入れて－ 

日本福祉大学大学院 犬飼直人  

（指定討論者）慶應義塾大学大学院経営管理研究科  田中滋  

 

C-7 二次医療圏の老人医療と社会経済因子との関係 

京都大学大学院医学研究科 後藤悦  

（指定討論者）国立社会保障･人口問題研究所  府川哲夫 

 

C-8 わが国の国民健康保険の保険料滞納者に関する研究 －米国の無保険者との比較－ 

横浜市立大学大学院 藤田峰子  

（指定討論者）京都大学大学院経済学研究科  西村周三 

 

C-9 埼玉県における病院経営主体と医療・介護複合体 

東北大学大学院経済学研究科 大野博  

（指定討論者）日本福祉大学社会福祉学部  二木立 

 



プログラム 【 D 会場 : 百周年記念ホール １階】  

◇ 一般演題 9:30～11:30 ◇            座長 国際医療福祉大学大学院  池田俊也 

 

D-1 混合診療の先進国 － オーストラリアの医療 

University of New South Wales  丸山士行  

（指定討論者）学習院大学経済学部  遠藤久夫 

 

D-2 Health Utilities Index MarkⅢを用いた要介護度別の健康効用値の評価 

新潟医療福祉大学医療技術学部 能登真一  

（指定討論者）国際医療福祉大学大学院  池田俊也 

 

D-3 入院医療サービスの垂直的公平性と負担金の財政調整 

近畿大学経済学部 熊谷成将  

（指定討論者）法政大学大学院エイジング総合研究所  小椋正立 

 

D-4 産業連関分析を用いた医療の経済波及効果の推計 

京都大学大学院医学研究科 山田剛  

（指定討論者）明治大学情報コミュニケーション学部  塚原康博 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



プログラム 【 D 会場 : 百周年記念ホール １階】 

◇ 総会 12:30～12:50 ◇    

 

 

◇ 基調講演 12:50～13:50 ◇        司会 京都大学大学院経済学研究科 西村周三 

 

大阪大学大学院人間科学研究科 教授 中村安秀 

「 国際保健と人間の安全保障－人間中心の国際保健医療協力を目指してー 」 

 

 

◇ 日韓ジョイントミーティング 14:00～16:40 ◇ 

   

ＰＡＲＴⅠ【ＤＰＣ（ＤＲＧ）】      

座長 一橋大学国際・公共政策大学院       井伊雅子       

座長 Korean Health Industry Development Institute  Changjin Suh 

 

ＪＭ－１（日本）「DPC の導入前後の入院診療におけるケアの質と医療資源消費の比較」   

京都大学大学院医学研究科 関本美穂 
 

ＪＭ－２（韓国）「Evaluation on the Korean DRG payment system and new proposals for reform」 
 

Korean Institute of Health and Social Affairs  Byongho Tchoe 

 

 

 

ＰＡＲＴⅡ【ＬＴＣ】         座長 法政大学大学院エイジング総合研究所     小椋正立 

                    座長 Hanyang University                 Jin Sakong 

 

ＪＭ－３（日本）「介護保険の変革と介護負担」 

熊本大学法学部  安川文朗 

 

ＪＭ－４（韓国）「Introduction of Long-term Care Insurance in Korea:  
Key Issues and Future Challenges 」 
 

Seoul National University Soonman Kwon 


