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プログラム 【 Ａ会場 : 11 階 大会議室】  

 

◇ 特別講演 12:00～13:00 ◇        司会 慶應義塾大学医学部 池上直己 

       

University of Pennsylvania, School of Medicine Kevin Volpp, MD, PhD 
 

「 Using Ideas from Behavioral Economics to Promote Health Behaviors   」 

 

◇ 総会 13:00～13:20  ◇    

 

 

◇ 一般演題Ⅰ 9:45～10:45 ◇       座長 法政大学大学院エイジング総合研究所  小椋正立

 

 

A-1 後期高齢者の外来医療給付の実態と医療費に関する研究 

医療経済研究機構 福田敬 

（指定討論者）国立社会保障人口問題研究所 府川哲夫 

 

A-2 特定健診データおよびレセプトデータの突合分析 

医療経済研究機構 満武巨裕 

（指定討論者）東京大学大学院公共健康医学専攻 橋本英樹 

 

 

◇ 一般演題Ⅱ 10:55～11:55 ◇           座長 国立社会保障人口問題研究所 府川哲夫

 

 

A-3 終末期における入院医療：疾患・診療パターンと医療費 

  京都大学大学院医学研究科（医療経済学分野） 関本美穂 

（指定討論者）国際医療福祉大学医療福祉学部 今野広紀 

 

A-4 地域における自然環境・社会経済環境・医療環境と医療需要格差 

  広島大学 横田明子 

（指定討論者）国立社会保障人口問題研究所 泉田信行 

 

 

 



 

 

◇ 一般演題Ⅲ 14:30～15:30 ◇             座長 国際医療福祉大学大学院 池田俊也 

 

 

A-5 DPC の導入とジェネリック医薬品の使用―病院の個票データを用いた実証分析― 

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）産業医科大学医学部（公衆衛生学教室） 松田晋哉 

 

A-6 市場構造が企業によるドラッグラグに与える影響 

東京大学大学院（医学系研究科公共健康医学専攻） 鈴木恵理 

（指定討論者）東京大学大学院（薬学系研究科） 小野俊介 

 

 

 

◇ 一般演題Ⅳ 15:40～16:40 ◇           座長 国立社会保障・人口問題研究所  野口晴子 

 

 

A-7 日本の 40 病院における脳梗塞患者の医療関連感染について- 発生率とリスク調整アウトカム 

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 伏見清秀 

 

A-8 リハビリテーション医療費の推移とその関係要因の検討 
新潟医療福祉大学医療技術学部 能登真一 

（指定討論者） 日本福祉大学社会福祉学部 近藤克則 

 

 

 

◇ 一般演題Ⅴ 16:50～17:50 ◇           座長 国立社会保障・人口問題研究所  泉田信行 

 

 

A-9 消費者は障害者雇用を評価するか~Conjoint Analysis を用いた消費者行動の検証~ 

学習院大学経済学研究科経済学専攻 立石純一朗 

（指定討論者） 医療経済研究機構 福田敬 

 

A-10 効用値測定ツールの信頼性の検討－EQ-5D と HUI3 での比較－ 

新潟医療福祉大学 泉良太 

（指定討論者） 国際医療福祉大学大学院 池田俊也 

 

 

 

 



 

 

プログラム 【 B 会場 : １１階 中会議室 】 

◇ ポスターⅠ 10:30～12:00 ◇         座長 国立保健医療科学院経営科学部  菅原琢磨 

 

 

B-1 医療法人経営の多角化の特徴と経営への影響 

東北大学大学院経済学研究科 大野博  

（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-2 介護施設サービスの質改善のメカニズム：グループホームの事例から  

シドニー大学行政大学院 角谷快彦 

（指定討論者）東京大学大学院公共健康医学専攻 橋本英樹 

 

 

B-3 超早期リハビリテーションが患者アウトカムに与える効果の検証 -操作変数法を用いた分析 

 

 東京大学大学院公共健康医学専攻 松居宏樹 

（指定討論者）国立社会保障・人口問題研究所  野口晴子 

 

 

◇ ポスターⅡ 14:30～15:30 ◇                座長 熊本大学法学部  安川文朗 

 

 

B-4 都道府県別医師不足の長期見通し-老いる団塊、間に合うのか医師増員-  

（社）日本経済研究センター 松岡秀明 

（指定討論者）名古屋市立大学大学院経済学研究科 澤野孝一郎 

 

 

B-5 IgA 腎症治療（偏等摘出・ステロイドパルス療法）の経済効率 

和歌山県立医科大学 腎臓内科・血液浄化センター 坂口俊文 

（指定討論者）立命館大学経済学部  柿原浩明 

 

 

◇ ポスターⅢ 16:00～17:00 ◇        座長 東京大学大学院公共健康医学専攻 橋本英樹 

 

 

B-6 特定健診で医療費を２兆円削減できるか？ 

東海大学医学部基礎医学系 大櫛陽一 

（指定討論者）国立保健医療科学院 岡本悦司 

 



B-7 介護負担感と介護サービスとの関係 
高知工科大学大学院 植本琴美 

（指定討論者）国立保健医療科学院経営科学部  菅原琢磨 



会場配置図 

慶應義塾大学病院 （11 階 大会議室・中会議室） 

 

A会場（大会議室） 

B会場（中会議室） 

受付 

レ ス ト ラ

ン 

エレベーター 

 
 

 

 当日は休診日となっていますので、下記の通り、正面玄関右の救急受付より入り、 

  奥の新棟のエレベータで 11 階までお越しください。 

 

 

 



 

交通のご案内 

（電車） 

JR 総武線「信濃町」駅下車、徒歩約 1分 

地下鉄都営大江戸線「国立競技場」駅下車（A1 番出口）、徒歩約 5分 

丸の内線「四谷三丁目」駅下車（1番出口）、徒歩約 15 分 

半蔵門線・銀座線「青山一丁目」駅下車（0番出口）、徒歩約 15 分 

（バス） 

新宿駅西口-品川車庫（品 97）「信濃町駅前（慶應病院前）」下車  

早大正門-渋谷駅東口（早 81）「四谷第六小学校入口」下車 

 

 




