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１．日時 

2007 年（平成 19 年）7月 21 日（土）9:30～16:40 

２．会場 

学習院大学（目白キャンパス 創立百周年記念会館） 

〒171-8588 東京都豊島区目白 1-5-1 
３．大会会長 

南部 鶴彦 （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  
遠藤 久夫（学習院大学経済学部） 

プログラム委員  
井伊 雅子（一橋大学国際・公共政策大学院） 
泉田 信行（国立社会保障・人口問題研究所） 
橋本 英樹（東京大学大学院医学系研究科） 
福田  敬（医療経済研究機構、東京大学大学院医学系研究科） 

５．医療経済学会ホームページアドレス 

http://www.ihep.jp/jhea/index.html 



プログラム 

 

創立百周年記念会館  3 階:小講堂（Ａ会場） 

 

◆ 一般演題 ◆                                      座長 慶應義塾大学医学部 池上 直己

9:30～11:30 

・(A-1)老人医療費における集中と持続性及び終末期医療費 

東京学芸大学教育学部 鈴木 亘 

指定討論者 国立社会保障人口問題研究所 府川 哲夫 

・(A-2)地域での看取りにおける有床診療所ホスピスの意義と費用対効果から見た課題について 

医療法人社団林山朝日診療所 梁 勝則 

指定討論者 慶應義塾大学医学部 池上 直己 

・(A-3)65 歳以上高齢者の死亡前 1年間の医療･介護給付費のミクロデータ分析 

  東京大学大学院医学系研究科 堀口 裕正 

指定討論者 国立社会保障人口問題研究所 府川 哲夫 

 

◆ 総会 ◆ 

12:30～12:50 

◆ 基調講演 ◆     

12:50～13:50 

・医療と介護 

学習院大学経済学部 南部 鶴彦 

 

◆ 一般演題 ◆                                     座長 一橋大学国際・公共政策大学院 井伊 雅子 

14:00～16:40 

・(A-4)The Impact of a Diagnosis-related Group-based Prospective Payment Experiment:  The Experience of Shanghai 

大阪大学大学院経済学研究科 張 佳楽 

指定討論者 東京医科歯科大学医歯学部 川渕 孝一 

・(A-5)自治体病院のパネルデータを用いた財務管理効果の検証 

京都大学大学院医学研究科 大坪 徹也 

指定討論者 学習院大学経済学部  南部 鶴彦 

・(A-6)発表者の都合により、取り下げになりました 

 

・(A-7)わが国病院市場の競争形態に関する研究  

－我が国の病院市場における競争促進は「価格低下と品質向上」をもたらすか－ 

国際医療福祉大学大学院医療福祉政策学 河口 洋行 

指定討論者 学習院大学経済学部  遠藤 久夫 

 

 



プログラム 

 

創立百周年記念会館  3 階:第１～第 2 会議室（Ｂ会場） 

 

◆ 一般演題 ◆                                                 座長 学習院大学経済学部  遠藤 久夫 

9:30～11:30 

・(B-1) 国民健康保険料の水平的不平等性    

関西社会経済研究所 北浦 義朗 

指定討論者 一橋大学大学院国際・公共政策大学院 井伊 雅子 

・(B-2) 社会経済的階層による健康格差と老人保健制度の効果 

神戸大学大学院経済学研究科 菅 万理 

指定討論者 国立長寿医療センター 増原 宏明 

・(B-3) 戦後日本の医療制度形成過程に関する史的考察-GHQ による医療制度改革 

東北大学大学院経済学研究科 堀籠 崇 

指定討論者 立命館大学産業社会学部 松田 亮三 

 

 

 

◆ 一般演題 ◆                                              座長 日本福祉大学社会福祉学部 二木 立 

14:00～16:40 

・(B-4) 要介護認定データによる要介護度別の身体機能の実態と要介護度の自然歴への影響要因分析 

国立社会保障・人口問題研究所 泉田 信行 

指定討論者 岡山大学経済学部 岸田 研作 

・(B-5) 発表者の都合により、取り下げになりました 

 

・(B-6) 介護職員が働き続けるには何が必要か？ 

岡山大学経済学部 岸田 研作 

指定討論者 国立社会保障・人口問題研究所  野口 晴子 

・(B-7) 介護給付サービスに供給者誘発需要は存在したか 

東京大学大学院医学系研究科 橋本 英樹 

指定討論者 国立社会保障･人口問題研究所 泉田 信行 

 

 



プログラム 

 

創立百周年記念会館  4 階:第 4 会議室（Ｃ会場） 

 

 

◆ 一般演題 ◆                                   座長 東京大学大学院医学系研究科 小林 廉毅 

9:30～11:30 

・(C-1) 回復期リハビリテーションにおける多属性健康効用値の変化と HUI3 の有用性について 

 新潟医療福祉大学医療技術学部 能登 真一 

指定討論者 国際医療福祉大学薬学部 池田 俊也 

・(C-2) レセプトデータを利用した医療費適正化政策の有効性評価の試み 

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 

・(C-3) 病院麻酔科の社会医療法人化など 

東京都豊島区医師会 浅山 健 

指定討論者 京都大学大学院経済学部  西村 周三 

 

 

 

 

◆ 一般演題 ◆                                 座長  慶應義塾大学大学院経営管理研究科 田中 滋 

14:00～16:40 

・(C-4) Does Psychological Stress Have Long-Lasting Effects on Health Care Costs? 

法政大学大学院エイジング総合研究所 小椋 正立 

指定討論者 東京大学大学院医学系研究科 橋本 英樹 

・(C-5) 肥満症治療コストを誰が払うか？ 医療ニーズ、政策リードからイノベーションを 

ヨーク・ファーマ株式会社 長江 敏男 

指定討論者 京都大学大学院経済学部 西村 周三 

・(C-6) 特定健診・特定保健指導は医療改革となるか？ 

   東海大学医学部 大櫛 陽一 

指定討論者 厚生労働省保険局 高原 亮治 

・(C-7) 禁煙意志と時間･危険選好率 

甲南大学経済学部 後藤 励 

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 

 

 

 



会場配置図 

学習院大学（創立百周年記念会館） 

3 階 

    

    
＜Ａ会場＞ 

小講堂 

    

受付 

 エレベーター 階段 

＜Ｂ会場＞ 

第１、第２会議室 
第３会議室 

 

4 階 

＜Ｃ会場＞ 

第４会議室 

ロビー 

 エレベーター 階段 

 

 

＊ 3 階 4 階は貸しきりですが、1 階 2 階は別の会議で使用されている可能性がありま

すのでご留意ください。 



交通のご案内 

学習院大学 目白キャンパス最寄り駅 

 

正門よりお入りください。 

学習院大学 目白キャンパス 

 

創立百周年記念会館

 
・ JR 山手線 目白駅（徒歩約 3 分） 
・ 正門よりお入り頂き、すぐ右手の建物が会場となる創立百周年記念会館です。 
 
 
 



〈 ＭＥＭＯ 〉 
 


