
医療経済学会 
第 12回研究大会（一般演題発表）プログラム 
The 12th Annual Meeting of Japan Health Economics Association (JHEA) 

 

 

1． 日時 

2017年 9月 2日（土）9:00～17:30 

 

2． 会場 

慶應義塾大学 日吉キャンパス 協生館 

〒223-8521 神奈川県横浜市港北区日吉 4-1-1  

 

3． 研究大会長 

中村 洋  （慶應義塾大学 経営管理研究科） 

 

4． プログラム委員会 

委員長 

 菅原 琢磨（法政大学 経済学部） 

委員 

 飯塚 敏晃（東京大学 経済学研究科） 

 井深 陽子（慶應義塾大学 経済学部） 

 岸田 研作（岡山大学 社会文化科学研究科） 

 國澤 進 （京都大学 医学研究科） 

 後藤 励 （慶應義塾大学 経営管理研究科） 

 近藤 尚己（東京大学 医学系研究科） 

 中村さやか（名古屋大学 経済学研究科） 

 橋本 英樹（東京大学 医学系研究科） 

 

5．医療経済学会ホームページアドレス 

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

 

 

 

 

（2017年 7月 19日版） 

https://www.ihep.jp/jhea/index.html
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タイムスケジュール 

 

 

◇ 一般演題（27演題） 

時間：9:00～17:30 

会場：メイン会場（9:40～11:40） 

 A会場・B会場・C会場（9:00～17:30） 

 ポスター会場（15:30～16:30） 

 

◇ 総会 

時間：12:40～13:00 

会場：メイン会場 

 

◇ シンポジウム 

時間：13:10～15:10 

会場：メイン会場 

 

◇ 「医療経済研究機構」研究助成対象者の発表（1演題） 

時間：15:30～16:30 

会場：ポスター（P）会場 

 

 

会場：慶應義塾大学 日吉キャンパス 協生館 

   メイン（M）会場 ：2階 藤原洋記念ホール 

   ポスター（P）会場：2階 藤原洋記念ホール・ホワイエ 

   A 会場      ：4階 中教室 1・2 

   B 会場      ：4階 階段教室 1 

   C 会場      ：4階 階段教室 4（AM）、2階 多目的教室 3（PM） 
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総会・シンポジウム 

 

【メイン会場 ：藤原洋記念ホール】 

 

◇ 総会 12:40～13:00  

 

◇シンポジウム 13:10～15:10   

演題：「医療経済研究の『これから』- 今後有望な研究テーマ -」 

演者：中村良太 氏（一橋大学 社会科学高等研究院）  

野口晴子 氏（早稲田大学 政治経済学術院） 

津川友介 氏（University of California, Los Angeles） 

橋本英樹 氏（東京大学 医学系研究科） 

 

パネル・ディスカッション： 

モデレーター：中村 洋  氏（慶應義塾大学 経営管理研究科） 

パネリスト：中村良太 氏、野口晴子 氏、津川友介 氏、橋本英樹 氏 
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一般演題 

 

 

【メイン（M）会場: 2F 藤原洋記念ホール】 

 

座長: 中京大学 経済学部  湯田 道生       （9:40～11:40） 

 

M-1 Substitution between medical and long-term care: Evidence from Japan 

京都大学 経済学研究科  加藤 弘陸 

（指定討論者）学習院大学 経済学部  鈴木 亘 

 

M-2 所得が高齢者の医療費・介護費に与える影響 

早稲田大学大学院 経済学研究科  今堀 まゆみ 

（指定討論者）中京大学 経済学部  湯田 道生 

 

M-3 The effect of inheritance receipt on health: A longitudinal analysis of 

Japanese young women 

法政大学 比較経済研究所  濱秋 純哉 

（指定討論者）早稲田大学 政治経済学術院  野口 晴子 
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【A会場：4F中教室 1・2】 

 

座長: 京都大学 医学研究科  國澤 進         （9:00～11:40） 

 

A-1 禁煙科外来導入についての調査 

名古屋商科大学大学院  鎌谷 薫 

（指定討論者）慶應義塾大学 経営管理研究科 中村 洋 

 

A-2 Does the information improvement change the health investment behavior 

and consequent outcomes? The heterogeneous effects across educational 

groups 

東京大学大学院 経済学研究科  及川 雅斗 

（指定討論者）早稲田大学 政治経済学術院  野口 晴子 

 

A-3 乳幼児の急変時における保護者の対応と小児救急電話相談 

医療経済研究機構  山岡 淳 

（指定討論者）東京大学 医学系研究科  小林 廉毅 

 

A-4 潜在能力アプローチに基づく医療サービス測定の規範原理の構築 

日本学術振興会（慶應義塾大学）  小林 秀行 

（指定討論者）京都大学 医学研究科  國澤 進 

 

座長： 岡山大学 社会文化科学研究科  岸田 研作   （15:30～17:30） 

 

A-5 Detecting Waste in Health Care via Hospital Sorting 

医療経済研究機構  高久 玲音 

（指定討論者）国際医療福祉大学大学院 医療経営管理分野  池田 俊也 

 

A-6 医療費助成が就学期児童の医療需要に与える影響：給付方法の違いを踏まえて 

東京大学大学院 医学系研究科 公衆衛生学教室  宮脇 敦士 

（指定討論者）医療経済研究機構  高久 玲音 

 

A-7 国民健康保険の保険料収納率に関する分析 

国立社会保障・人口問題研究所  大津 唯 

（指定討論者）岡山大学 社会文化科学研究科  岸田 研作 
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【B会場：4F階段教室 1】 

 

座長: 東京大学 医学系研究科  近藤 尚己    （9:00～11:40） 

 

B-1 超高齢社会における診療科別医師数の地域間格差の推移 

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）慶應義塾大学 経営管理研究科  後藤 励 

 

B-2 Do health-enhancing behaviors protect the physical health of informal 

caregivers? 

近畿大学 経済学部  熊谷 成将 

（指定討論者）富山大学 経済学研究科  両角 良子 

 

B-3 看護師の利他性と時間外労働・燃え尽き症候群 

慶應義塾大学・日本学術振興会  佐々木 周作 

（指定討論者）岡山大学 社会文化科学研究科  岸田 研作 

 

B-4 Own and cross wage elasticities: the impact of nurse and non-nurse 

wages on the nurse labor supply 

上智大学 国際教養学部  長谷部 拓也 

（指定討論者）法政大学 経済学部  酒井 正 

 

座長： 慶應義塾大学 経済学部  井深 陽子      （15:30～17:30） 

※B-5～B-7は英語セッション 

 

B-5 Impact of Mobile Money Adoption on Maternal Health-Seeking Behavior: 

Evidence from Rural Uganda 

National Graduate Institute for Policy Studies  Hiroyuki Egami 

（指定討論者）東京大学 医学系研究科  橋本 英樹 

 

B-6 Prevalence and costs of potentially avoidable hospitalizations among 

long-term care facility residents 

Department of Health Services Research, Faculty of Medicine, University of Tsukuba 

Boyoung Jeon 

（指定討論者）富山大学 経済学研究科  両角 良子 

 

B-7 Negative Intergenerational Impact of Poor Health during Pregnancy 

Osaka University of Commerce  Midori Matsushima 

（指定討論者）慶應義塾大学 経済学部  井深 陽子 
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【C会場：4F階段教室 4】 

 

座長: 法政大学 経済学部  菅原 琢磨         （9:00～11:40） 

 

C-1 ジェネリック医薬品普及とインセンティブ政策：一般名処方加算が薬剤費抑制

に及ぼした影響 

京摂南大学 経済学  西川 浩平 

（指定討論者）法政大学 経済学部  菅原 琢磨 

 

C-2 医療保険財政・患者負担軽減と研究開発インセンティブ維持・向上の両立に向

けた保険償還価格の算定リスクに関する不確実性低下の効果分析と考察 

名古屋市立大学 経済学研究科  和久津 尚彦 

（指定討論者）東京大学 経済学研究科  飯塚 敏晃 

 

C-3 非弁膜症性心房細動を有する脳梗塞または一過性脳虚血発作（TIA）予防のため

の抗凝固療法に用いる VKAと NOAC の経済評価 

国立保健医療科学院 医療・福祉サービス研究部  佐藤 大介 

（指定討論者）慶應義塾大学 経営管理研究科  後藤 励 

 

C-4 Is preventive care worth the cost? Evidence from mandatory checkups in 

Japan 

東京大学大学院 経済学研究科  飯塚 敏晃 

（指定討論者）京都産業大学 経済学部  花岡 智恵 
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【C会場：2F多目的教室 3】 

 

座長： 名古屋大学 経済学研究科  中村 さやか    （15:30～17:30） 

※C-5～C-7は英語セッション 

 

C-5 The economic and sociodemographic factors associated with infant and 

young  child feeding practices in Bangladesh 

Department of Health Care Economics, Graduate School of Medical and Dental Sciences,  

Tokyo Medical and Dental University  G.M. Rabiul Islam 

（指定討論者）名古屋大学 経済学研究科  中村 さやか 

 

C-6 Cost-effectiveness of Exemestane+Everolimus and Toremifene compared to 

Exemestane Alone as Second-Line Therapies in Postmenopausal Hormone 

Receptor–positive and Human Epidermal Growth Factor Receptor 2–negative 

Metastatic Breast Cancer in Japan. 

Department of Healthcare Economics and Quality Management, Graduate School of Medicine,  

Kyoto University  Verin Lertjanyakun 

（指定討論者）国立保健医療科学院  白岩 健 

 

C-7 Moral hazard in the long-term care market: evidence from Japanese 

claims data 

Faculty of Political Science and Economics, Waseda University  Rong FU 

（指定討論者）東京大学 社会科学研究所  田中隆一 
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【ポスター（P）会場：2F藤原洋記念ホール・ホワイエ】 

 

座長: 慶應義塾大学 経営管理研究科  後藤 励        （15:30～16:30） 

※P-1～P-3はポスターセッション 

 

P-1 What determines surgeons’ efficiency in the operating rooms?-Surgical 

panel data analysis of a Japanese large-scale hospital- 

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 

 

P-2 Effects of Informal Elderly Care on Labor Supply: Exploitation of 

Government Intervention on the Supply Side of Elderly Care Market 

東京大学大学院 経済学研究科  西村 仁憲 

（指定討論者）法政大学 比較経済研究所  濱秋 純哉 

 

P-3 定期的な運動が健康状態に及ぼす影響 JGSS-2012 からの証拠 

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）国立がん研究センター 社会と健康研究センター  濱島 ちさと 
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その他 

 

 

◇ 「医療経済研究機構」研究助成対象者の発表  

 

【ポスター（P）会場：2F藤原洋記念ホール・ホワイエ】 

 

座長: 慶應義塾大学 経営管理研究科  後藤 励        （15:30～16:30） 

 

P-4 大規模レセプトデータベースを用いた高齢者終末期医療の実態解明 

京都大学医学部附属病院 医療情報企画部  酒井 未知 

（指定討論者）東京大学大学院 医学系研究科  松居 宏樹 


