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発行日 タイトル 備 考

2014年3月31日
新経済成長大国の医療保障制度に関する調査研究
－ブラジルの医療保障制度－ 報告書

2014年3月31日
新経済成長大国の医療保障制度に関する調査研究
－トルコの医療保障制度－ 報告書

2014年3月31日 イギリス医療保障制度に関する調査研究報告書 【2013年度版】
2014年3月31日 アメリカ医療関連データ集 【2013年版】
2014年3月31日 薬剤使用状況等に関する調査研究 報告書 【平成25年度】 厚生労働省保険局医療課委託事業

2014年7月31日
平成24年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査（4）

（平成25年度調査）
介護老人保健施設の在宅復帰支援に関する調査研究事業報告書

厚生労働省老健局委託事業

2015年3月31日
新経済成長大国の医療保障制度に関する調査研究
－インドの医療保障制度－ 報告書

2015年3月31日 高齢者ケア施設における個別ケアの充実に関する研究 報告書
2015年3月31日 薬剤使用状況等に関する調査研究報告書 【平成26年度】 厚生労働省保険局医療課委託事業
2015年3月31日 介護関連施設における救急搬送要請に関する調査研究報告書
2015年3月31日 フランス医療関連データ集【2014年版】
2015年3月31日 ドイツ医療関連データ集【2014年版】

○ 2015年7月31日 都道府県別パネルデータを用いた医療費増加要因の分析

○ 2016年2月10日
新経済成長大国の医療保障制度に関する調査研究
－シンガポールの医療保障制度－ 報告書

○ 2016年3月31日
2010-2012年度 OECDのSHA手法に基づく総保健医療支出の
推計 （National Health Accounts） 報告書

○ 2016年3月31日 薬剤使用状況等に関する調査研究報告書【平成27年度】 厚生労働省保険局医療課委託事業
○ 2016年3月31日 イギリス医療保障制度に関する調査研究報告書【2015年度版】

○ 2016年3月31日
複数の厚生労働統計をリンケージしたデータによる
医療提供体制の現状把握と実証分析 報告書

厚生労働科学研究費補助金（政策
科学総合研究事業［統計情報総合
研究事業］）

○ 2016年3月31日 GISを用いた医療・介護サービスの需要と供給の将来推計Ⅰ報告書

これまで、自治体職員として介護保険制度や高齢者福祉

行政に携わり、厚生労働省老健局では新しい介護予防・日

常生活支援総合事業等の地域支援事業の制度構築や普

及、地域包括ケアシステムに関する調査研究等を担当してき

ました。現在も、地域包括ケアシステムの構築を視野に自治体

の支援等をさせていただいておりますが、多くの自治体が試

行錯誤の段階にあり、円滑に取り組みが進んでいるとは必ずし

も言えない状況です。そこで、私は地域包括ケアシステムを構

成する要素のうち、特に、高齢者の社会参加による介護予防

などの実証研究および介護保険制度の政策研究を志向し、

2016年度は第7期介護保険事業計画策定に向けた日常生

活圏域ニーズ調査の分析等を進めていく予定です。

主な研究として、有効性、安全性および経済性の観点か

ら、医薬品の適正使用に貢献する研究に取り組んでいます。

特に、臨床試験に組み入れられることが少なく、十分なエビデ

ンスが得られない患者の疾病管理に焦点を当てています。病

院において臨床研究や診療録・レセプトの調査を実施すると

ともに、大規模医療情報データベース（レセプトデータベース

や電子医療情報データベース）を活用して研究を行っていま

す。2016年度は、これからのさらなる高齢化・要介護者の増

加を見据え、要介護高齢者を対象として、医療・介護サービ

スの提供体制に関する研究や薬剤処方の適正化に関する

研究に取り組み、医療政策に有用な成果を発信することを目

標としています。
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調査研究報告書 2014-2016年

調査研究報告会 2016年度

○2015年度アニュアルレポート以降の新規発行報告書

演題① 高齢者の救急搬送利用に関する調査研究 主任研究員 山岡 淳

演題②
精神疾患の臨床疫学研究に関する研究成果報告 ： 
診療報酬改定による抗不安・睡眠薬の高用量・多剤処方の変化

主任研究員 奥村 泰之

演題③ 後発医薬品から新薬への処方変更は起こっているか？ ： 後発医薬品推進政策を考える 主任研究員 清水 沙友里

演題① 乳幼児医療費助成制度の在り方：健康への影響を中心とした考察 主任研究員 高久 玲音
演題② 国保医療費パネルデータを用いた医療費の増加要因分析 研 究 部 長 印南 一路
演題③ ビッグデータ解析基盤を利用したレセプト情報・特定健診等情報の分析 研究副部長 満武 巨裕
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2016年4月18日

2016年4月22日 

医療経済研究機構 大会議室

医療経済研究機構 大会議室

服部  真治  

浜田  将太

S h i n j i  H a t t o r i

S h o t a  H a m a d a

研究部 研究員 兼 研究総務部次長／修士（政策科学）

研究部 研究員／博士（社会健康医学）

研 究 員 紹 介

研 究 員 紹 介

PROFILE

PROFILE

介護保険制度／地域包括ケアシステム

薬剤疫学／臨床疫学／医療薬学

法政大学大学院政策科学研究科修士課程修了。1996年東京都八王子市入庁後、2005年健康福祉部介護

サービス課へ配属。その後、介護保険課主査、財政課主査、高齢者支援課課長補佐、高齢者いきいき課課長補

佐を務め、2014年厚生労働省老健局総務課・介護保険計画課・振興課併任課長補佐を経て2016年より現職。

広島大学医学部総合薬学科卒業、同大学院医歯薬学総合研究科 薬学専攻 博士課程前期修了。製薬企業

にて研究開発・薬事業務に従事する傍ら、京都大学大学院医学研究科 社会健康医学系専攻 専門職学位課

程修了、同博士後期課程 研究指導認定退学。博士（社会健康医学）。京都大学特定助教、キングス・カレッジ・

ロンドン客員研究員を経て、2016年4月より現職。
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医療経済研究会の開催

No 日 テ （ 師

No.605 2 0 1 5年 4月7日
地域医療連携推進法人制度の創設に向けて

（厚生労働省 医政局 医療経営支援課 課長補佐 水野 忠幸 氏）

No.606 2015年5月20日 地域医療連構想について （学習院大学 経済学部 教授 遠藤 久夫 氏）

No.607 2 0 1 5年 6月1日
日本医療研究開発機構の設立の背景と役割・仕組
 （国立研究開発法人 日本医療研究開発機構 経営企画部 部長 板倉 康洋 氏）

No.608 2015年6月19日
医薬品流通の課題と展望 ～市場シュリンク・地域包括ケア時代を迎えて～

（サプライチェーンロジスティクス研究会 代表 保高 英児 氏）

No.610 2 0 1 5年 7月8日
生活習慣病重症化予防の理論と実践例

（広島大学 医歯薬保健学研究院 成人看護開発学 教授 森山 美知子 氏）

No.611 2015年7月29日
薬局が担う新たな役割とその評価 ～海外の事例を参考に～

（日本大学 薬学部 実践薬学系 医療コミュニケーション学研究室 教授 亀井 美和子 氏）

No.612 2 0 1 5年 9月7日
日本の保健医療の将来ビジョン：保健医療2035 
（東京大学大学院 医学系研究科 国際保健政策学教室 教授 渋谷 健司 氏）

No.613 2015年8月27日
医療事故調査制度の概要について 

（厚生労働省 医政局 総務課 医療安全推進室 室長 大坪 寛子 氏）

No.614 2015年9月14日
米国の健康格差問題の医療経済学的分析 － ビッグデータを用いた実証

（Associate Professor Department of Public Health Sciences School of Medicine 
University of California Davis Byung-Kwang Yoo 氏）

No.615 2015年10月27日
日本の臨床研究推進の一翼を担う-東北大学病院CRIETOの取り組み-
（東北大学病院 臨床研究推進センター センター長 下川 宏明 氏）

No.616 2015年11月13日
拙新著『地域包括ケアと地域医療連携』について
－「骨太方針2015」と医療提供体制改革を中心に－ （日本福祉大学 学長 二木 立 氏）

No.617 2015年11月27日
病院がなくなっても幸せに暮らせる、その理由

（南日本ヘルスリサーチラボ 代表 森田 洋之 氏）

No.618 2015年12月15日
米国のACO（Accountable Care Organization）制度化とそれに係る研究

（Associate Professor Geisel School of Medicine at Dartmouth Julie P.W. Bynum 氏）
（京都大学大学院 医学系研究科 医療経済学分野 教授 今中 雄一 氏）

No.619 2015年12月16日 OECDにおける日本の医療 （経済協力開発機構（OECD） 藤澤 理恵 氏）

No.620 2016年1月22日
感染症流行による被害低減に向けたリスクマネジメント
～新型インフルエンザH5N1等新興感染症流行時における行動シミュレーション～

（順天堂大学大学院 医学研究科 研究基盤センター 助教 坪内 暁子 氏）

テーマ（ ）

No.621 2016年4月14日
ビッグデータ時代：行動経済学は使えるか？ ―保健・医療・介護政策への応用―
（医療経済研究機構 所長 西村 周三）

No.622 2016年5月11日
再生医療（細胞治療）ビジネスに対する事業戦略

（富士フイルム株式会社 再生医療事業推進室 室長 伴 寿一 氏）

No.623 2016年6月15日 ニッポン一億総活躍プランについて （内閣官房一億総活躍推進室 参事官 玉川 淳 氏）

No.624 2016年7月13日
国際比較における後発品と医薬品流通

（クレコンリサーチ＆コンサルティング株式会社 社長 木村 仁 氏）

No.625 2 0 1 6年 8月9日
単回使用医療材料（SUD）の再製造について

（東京女子医科大学 医療・病院管理学 教授 上塚 芳郎 氏）

シンポジウムの開催 2015年度

【テ ー  マ】
【日 程 】
【会 場】
【基調講演】

【特別講演】

第21回 医療経済研究機構シンポジウム 「医療技術評価（ＨＴＡ）のあり方を考える－イギリスを中心に諸外国の状況を踏まえて －」  
2015年10月20日 
イイノホール （東京都千代田区内幸町）  
Playing NICE: The realities of applying evidence to policy 
Bhash Naidoo 氏（Senior Technical Adviser, National Institute for Health and Care Excellence［NICE］） 
費用対効果と資源配分の意思決定 
中村 良太 氏（Research Fellow, Centre for Health Economics, University of York／統計数理研究所 客員准教授）

【パネルディスカッション】 医療技術評価（HTA）のあり方を考える  
  座 長 西村 周三（医療経済研究機構 所長）
  パネリスト 福田 敬 氏（国立保健医療科学院 医療・福祉サービス研究部 部長）
   松本 義幸 氏（健康保険組合連合会 参与）
   本田 麻由美 氏（読売新聞東京本社 編集局社会保障部 次長）
   上塚 芳郎 氏（東京女子医科大学 循環器内科学 教授）
   Bhash Naidoo 氏（Senior Technical Adviser, NICE） 
   中村 良太 氏（Research Fellow, Centre for Health Economics, University of York／統計数理研究所 客員准教授） 

医療介護政策、医療経済に関心を持つ全ての方を対象に、全7回13講義の基礎講座を開始しました。
2016年7月6日～11月2日
「医療」と「経済」 : 別 に々考えるか一緒に考えるか?（西村 周三）、医療政策のターニングポイント（池上 直己 氏）、
社会保障制度の本質と機能（田中 滋 氏）、超高齢社会における医療介護政策の展望（辻 哲夫） ほか

医療介護政策・医療経済基礎講座の開催

【日 程】
【講座内容】

【テ ー  マ】
【日 程 】
【会 場】
【基調講演】

第1回 地域包括ケアシステム 特別オープンセミナー 「地域包括ケアシステムの長期的ビジョン -2040年を見据えて」
2015年7月17日   
長井記念ホール（東京都渋谷区） 
2040年を見据えた地域包括ケアシステムの論点
田中 滋 氏（慶應義塾大学 名誉教授）  

【ショートレクチャー】 「2040年を見据えた課題と先進事例」
 レクチャー① ： 2040年を見据えた今後の課題 辻 哲夫（医療経済研究機構 副所長）
 レクチャー② ： 一定圏域における複数の急性期病院の再編例 麻生 利正 氏（一般財団法人 とちぎメディカルセンター 理事長）
 レクチャー③ ： 地域包括ケア病棟の導入を含めた地域型病院の実践 本田 宜久 氏（医療法人博愛会 頴田病院 院長）
 レクチャー④ ： 在宅医療を含む地域包括ケアの実践 長瀬 慈村 氏（柏市医師会 副会長／乳腺クリニック長瀬外科 院長） 

【パネルディスカッション】 「地域包括ケアシステムの長期的ビジョン -2040年を見据えて-」 
 座 長 田中 滋 氏
 パネリスト  麻生 利正 氏、辻 哲夫、長瀬 慈村 氏、本田 宜久 氏、吉田 学 氏（厚生労働省 大臣官房審議官（医療介護連携担当））

特別セミナーの開催 2015年度

【テ ー  マ】
【日 程 】
【会 場】
【講 師】

DPC活用術ワークショップ
2015年12月21日・22日
医療経済研究機構 3階大会議室（東京都港区西新橋）
伏見 清秀 氏（東京医科歯科大学大学院 医療政策情報学分野 教授）
今井 志乃ぶ 氏（国立病院機構本部 総合研究センター 診療情報分析部 主任研究員）
清水 沙友里（医療経済研究機構 主任研究員）

【テ ー  マ】
【プログラム】
【日 程 】
【講 師】

2016年度診療報酬改定セミナー
医科・歯科・調剤（東京）、医科・調剤（仙台・大阪・福岡） 
2016年3月5日 仙台、3月12日 東京・大阪、3月19日 福岡
厚生労働省 保険局 医療課 担当官

【テ ー  マ】
【日 程 】
【会 場】
【講 師】

第2回 DPC活用術ワークショップ
2016年6月7日・8 日
医療経済研究機構 3階大会議室（東京都港区西新橋）
伏見 清秀 氏（東京医科歯科大学大学院 医療政策情報学分野 教授）
今井 志乃ぶ 氏（国立病院機構本部 総合研究センター 診療情報分析部 主任研究員）
清水 沙友里（医療経済研究機構 主任研究員）

【テ ー  マ】
【日 程 】
【会 場】
【基調講演】

【講 師】

第2回 地域包括ケアシステム 特別オープンセミナー 「多様な関係主体の協働 ～新しい地域支援事業実施の鍵は？～」
2016年7月5日  
東京大学 伊藤国際学術研究センター 伊藤謝恩ホール（文京区本郷）
「地域包括ケアシステム構築に貢献する新しい地域支援事業の考え方」
田中 滋 氏（慶應義塾大学 名誉教授）
「地域支援事業を進めるに当たってのいくつかの切り口の提案」
辻 哲夫 （医療経済研究機構 副所長）

【 パネルセッション】 「多様な関係主体が協働する仕掛けづくり」
 レクチャー① ： 地域支援事業における取組紹介 ～規範的統合を目指して～  
 田中 明美 氏（生駒市 福祉健康部 福祉事務所高齢施策課 主幹 地域包括ケア推進室 室長）
 レクチャー② ： 市民参加型の介護予防 ～柏フレイル予防プロジェクト２０２５～
 稲荷田 修一 氏（柏市 保健福祉部地域医療推進室 室長）
 レクチャー③ ： コミュニティデザイン ～住民参加型のまちづくり～
 山崎 亮 氏（studio-L代表 東北芸術工科大学教授／慶應義塾大学特別招聘教授）

【パネルディスカッション】 座 長 田中 滋 氏
 パネリスト 稲荷田 修一 氏、 田中 明美 氏 、辻 哲夫、 山崎 亮 氏、三浦 明 氏（厚生労働省 老健局 振興課長）

2015年度

2016年度

2016年度より開始
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特別寄稿
2016年度診療報酬改定の医療経営に与える影響～その3
川渕 孝一 氏 東京医科歯科大学大学院 医療経済学分野 教授
厚労省インタビュー
糖尿病性腎症重症化予防プログラムについて～国レベルでの取組支援～
羽野 嘉朗 氏 保険局 国民健康保険課 課長補佐
医療機関インタビュー
外国人介護人材受入れのための取り組み
野田 学史 氏 社会医療法人頌徳会 日野病院 事務長
研究部レポート
超高額薬剤問題の何が問題か－理念論からの検討
印南 一路 医療経済研究機構 研究部長

特別寄稿
2016年度診療報酬改定の医療経営に与える影響～その2
川渕 孝一 氏 東京医科歯科大学大学院 医療経済学分野 教授
官公庁インタビュー
PMDAの国際戦略について
田中 大平 氏
独立行政法人医薬品医療機器総合機構 国際部 国際企画調整課長
研究部レポート
OECDのSHAガイドライン準拠した場合の日本の長期医療（保健）サービスの範囲（後編）
満武 巨裕 医療経済研究機構 研究副部長
研究会報告〈第621回 医療経済研究会 講演要旨〉
ビッグデータ時代：行動経済学は使えるか？ －保健・医療・介護政策への応用－
西村 周三 医療経済研究機構 所長

特別寄稿
2016年度診療報酬改定の医療経営に与える影響～その1
川渕 孝一 氏 東京医科歯科大学大学院 医療経済学分野 教授
厚生労働省インタビュー
医療等分野におけるICT化の推進 ～医療等ID、電子処方せんを中心に～
高木 有生 氏 政策統括官付 情報政策担当参事官室 政策企画官
医療機関インタビュー
聖マリアンナ医科大学病院薬剤部における臨床薬剤師の育成と
フォーミュラリー作成の取り組み
増原 慶壮 氏 聖マリアンナ医科大学病院 薬剤部 参与
研究部レポート
OECDのSHAガイドライン準拠した場合の日本の長期医療（保健）サービスの範囲（前編）
満武 巨裕 医療経済研究機構 研究副部長

辻 哲夫 医療経済研究機構 副所長
印南 一路 医療経済研究機構 研究部長
上田 真由美 医療経済研究機構 研究主幹
厚生労働省インタビュー
「今後の療養病床の在り方」について
田中 広秋 氏 保険局 医療介護連携政策課 課長補佐
研究部レポート
1）全国保険医療機関（病院・診療所）一覧、2）全国保険薬局一覧、
3）郵便番号・二次医療圏対応表の公開：平成27年度版
清水 沙友里 医療経済研究機構 主任研究員
研究会報告〈第620回 医療経済研究会 講演要旨〉
感染症流行による被害低減に向けたリスクマネジメント
～新型インフルエンザH5N1 等新興感染症流行時における行動シミュレーション～
坪内 暁子 氏 順天堂大学大学院医学研究科研究基盤センター 助教

特別企画
「Monthly IHEP」第250号記念座談会
『日本の医療政策の変遷と医療経済研究機構の歩み』（前編）
幸田 正孝 医療経済研究・社会保険福祉協会 顧問
西村 周三 医療経済研究機構 所長
辻 哲夫 医療経済研究機構 副所長
印南 一路 医療経済研究機構 研究部長
上田 真由美 医療経済研究機構 研究主幹
官公庁インタビュー
AMED 初年度の振り返りと今後の取り組みについて
菱山 豊 氏 国立研究開発法人 日本医療研究開発機構 執行役
医療機関インタビュー
福岡市薬剤師会の取り組み ～節薬バッグ運動～
木原 太郎 氏 一般社団法人 福岡市薬剤師会 副会長
三井所 尊正 氏 一般社団法人 福岡市薬剤師会 理事
島添 隆雄 氏 九州大学大学院 薬学研究院 臨床育薬学 准教授
研究部レポート
地域医療構想における在宅医療の地域差に関する検討
～兵庫県における在宅医療提供体制を例に～
佐方 信夫 医療経済研究機構 研究部 研究員

特別寄稿
健康・医療分野におけるビッグデータの可能性（2）
中山 健夫 氏
京都大学大学院 医学研究科 社会健康医学系専攻 健康情報学分野 教授
厚生労働省インタビュー
医薬分業と薬局の在り方に関して
三好 圭 氏 医薬食品局 総務課 薬事企画官
医療機関インタビュー
超高齢化社会に向けた横浜市立大学麻酔科の取り組み
後藤 隆久 氏
横浜市立大学大学院 医学研究科 生体制御・麻酔科学 主任教授／
横浜市立大学附属市民総合医療センター 副院長
研究会報告〈第608回 医療経済研究会 講演要旨〉
医薬品流通の課題と展望～市場シュリンク・地域包括ケア時代を迎えて～
保高 英児 氏 サプライチェーン ロジスティクス研究会 代表

年末・年始のご挨拶
西村 周三 医療経済研究機構 所長
特別寄稿
マイナンバー制度の医療分野でのあり方（最終回）
森田 朗 氏 国立社会保障・人口問題研究所 所長
厚生労働省インタビュー
「平成27年版厚生労働白書」について
土肥 克己 氏 政策統括官付政策評価官室 アフターサービス推進官
医療機関インタビュー
アジア最大級の民間病院グループ
パークウェイ・パンタイ社のヘルスケアビジネス
永弘 智 氏 パークウェイ・パンタイ社 アシスタント ヴァイス プレジデント
研究部レポート
年齢層別に見た救急搬送事例発生の時間帯別特徴
山岡 淳 医療経済研究機構 研究部
研究会報告〈第615回 医療経済研究会 講演要旨〉
日本の臨床研究推進の一翼を担う―東北大学病院CRIETOの取り組み―
下川 宏明 氏
東北大学病院 臨床研究推進センター長（東北大学大学院 医学系研究科 循環器内科学）
研究会報告〈第616回 医療経済研究会 講演要旨〉
拙新著『地域包括ケアと地域医療連携』（勁草書房）について
－「骨太方針2015」と医療提供体制改革を中心に
二木 立 氏 日本福祉大学 学長
2014年度（第18回）研究助成「研究要旨」
薬局サーベイランス及び学校欠席者情報収集システムを
用いた水痘ワクチン定期接種化による費用対効果の事後評価
日本大学大学院 薬学研究科 博士課程 中村 裕樹 氏
国立感染症研究所感染症疫学センター 主任研究官 菅原 民枝 氏
国立感染症研究所感染症疫学センター 主任研究官 大日 康史 氏
日本大学 薬学部 教授 亀井 美和子 氏
口腔細菌測定器を用いた慢性期口腔ケアの費用対効果分析
横浜国立大学研究推進機構 特任教員（講師） 青木 恵子 氏
青森県北西五地域における広域ネットワーク型
自治体病院再編による住民受療行動の変容
山形大学大学院 医学系研究科 医療政策学講座 講師 伊藤 嘉高 氏
山形大学大学院 医学系研究科 医療政策学講座 教授 村上 正泰 氏
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特別寄稿
韓国の病院見聞記（１）
ソウルアサン病院 ～世界最大の民間病院～
福永 肇 氏
藤田保健衛生大学 医療科学部 医療経営情報学科 教授／
医学部 兼任教授／大学院保健科学研究科 兼任教授
厚生労働省インタビュー
認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）について
水谷 忠由 氏
老健局 高齢者支援課 認知症・虐待防止対策推進室 室長
医療機関インタビュー
岡山大学メディカルセンター構想
森田 潔 氏 国立大学法人 岡山大学 学長
研究会報告〈第603回 医療経済研究会 講演要旨〉
バイオ医薬品分野の動向と我が国を取り巻く競争環境
戸塚 隆行 氏 みずほ銀行 産業調査部

特別寄稿
韓国の病院見聞記（２）
ブンタンソウル大学病院 ～フル・デジタルホスピタル～
福永 肇 氏
藤田保健衛生大学 医療科学部 医療経営情報学科 教授／
医学部 兼任教授／大学院保健科学研究科 兼任教授
厚生労働省インタビュー
「医療保険制度改革における国民健康保険制度の基盤強化」について
中村 博治 氏 保険局 国民健康保険課 課長
研究部レポート
1.全国保険医療機関（病院・診療所）一覧、2.全国保険薬局一覧、
3.郵便番号・二次医療圏対応表の公開 （H24年度版）
清水 沙友里 医療経済研究機構 主任研究員

特別寄稿
Monthly IHEP 250号 直前特別企画
ロシアの病院 文化と宗教
福永 肇 氏 藤田保健衛生大学 医療科学部 医療経営情報学科 教授
厚生労働省インタビュー
日本の人口構造と一億総活躍社会
山下 護 氏 社会保障担当参事官室 政策企画官
研究部レポート
臨床疫学研究からみた不適切かもしれない向精神薬使用：4つの留意事項
奥村 泰之 医療経済研究機構 研究部 主任研究員

特別企画
「Monthly IHEP」第250号記念座談会
『日本の医療政策の変遷と医療経済研究機構の歩み』（後編）
幸田 正孝 医療経済研究・社会保険福祉協会 顧問
西村 周三 医療経済研究機構 所長

特別寄稿
韓国の病院見聞記（３）
韓国の高齢者医療・介護への取組
～プサンの病院／医療法人ヒヨン病院／昌寧郡老人専門療養院～
福永 肇 氏
藤田保健衛生大学 医療科学部 医療経営情報学科 教授／
医学部 兼任教授／大学院保健科学研究科 兼任教授
厚生労働省インタビュー
平成２７年度介護報酬改定について
迫井 正深 氏 老健局 老人保健課 課長
医療機関インタビュー
「データヘルスと糖尿病性腎症等重症化予防事業への取り組み
～地域医療の担う役割～」呉市保険年金課インタビュー
呉市 福祉保健部 保険年金課
課長 山川 聡吉 氏／課長代理 大下 佳弘 氏／管理栄養士 前野 尚子 氏
呉市医師会
会長 原 豊 氏／副会長 西垣内 啓二 氏
研究部レポート
日本の医療保険ビッグデータの利用促進 －レセプト情報・特定健診等データベース－
満武 巨裕 医療経済研究機構 研究部 副部長
研究会報告〈第605回 医療経済研究会 講演要旨〉
地域医療連携推進法人制度の創設に向けて
水野 忠幸 氏 厚生労働省 医政局 医療経営支援課長補佐

特別寄稿
健康・医療分野におけるビッグデータの可能性（1）
中山 健夫 氏
京都大学大学院 医学研究科 社会健康医学系専攻 健康情報学分野 教授
厚生労働省インタビュー
地域医療構想策定について
北波 孝 氏 医政局 地域医療計画課 課長
研究部レポート
国保医療費の増加率に関するパネル分析
印南 一路
医医療経済研究機構 研究部長（慶應義塾大学 総合政策学部 教授）
研究会報告〈第606回 医療経済研究会 講演要旨〉
地域医療構想について
遠藤 久夫 氏 学習院大学 経済学部 教授

特別寄稿
健康・医療分野におけるビッグデータの可能性（3）
中山 健夫 氏
京都大学大学院 医学研究科 社会健康医学系専攻 健康情報学分野 教授
厚生労働省インタビュー
「医療事故調査制度」について
大坪 寛子 氏 医政局 総務課 医療安全推進室 室長
研究部レポート
国保医療費の増加率に関するパネル分析（続）
印南 一路 
医療経済研究機構 研究部長（慶應義塾大学 総合政策学部 教授）
研究会報告〈第610回 医療経済研究会 講演要旨〉
生活習慣病重症化予防の理論と実践例：データヘルスで国が保険者に求めているもの
森山 美知子 氏
広島大学大学院 医歯薬保健学研究院 応用生命科学部門 成人看護開発学 教授

特別寄稿
マイナンバー制度の医療分野でのあり方
森田 朗 氏 国立社会保障・人口問題研究所 所長
厚生労働省インタビュー
がん対策推進基本計画 中間評価と今後の方向性
正林 督章 氏 健康局 がん対策・健康増進課 課長
医療機関インタビュー
国際医療支援室の取り組み ～医療を必要とするすべての人のために～
清水 洋三 氏 医療法人徳洲会 札幌東徳洲会病院 院長
研究部レポート
乳幼児医療費助成の健康効果
―小学生以上への拡充は健康指標に影響なし―
高久 玲音 研究部 主任研究員
研究会報告〈第611回 医療経済研究会 講演要旨〉
薬局が担う新たな役割とその評価 ～海外の事例を参考に～
亀井 美和子 氏
日本大学 薬学部 実践薬学系医療コミュニケーション学研究室 教授

特別寄稿
マイナンバー制度の医療分野でのあり方（続）
森田 朗 氏 国立社会保障・人口問題研究所 所長
厚生労働省インタビュー
「医薬品産業強化総合戦略」について
須賀 幹郎 氏 医政局 経済課 課長補佐
2014年度（第18回）研究助成「研究要旨」
病院・介護施設の地域包括ケアシステムへの対応と経営管理システムの実態
横浜市立大学 国際総合科学部 専任講師 黒木 淳 氏
時刻と出生年に依存する予防接種の間接的効果（集団免疫）及び
費用対効果の数理的定義と活用
東京大学大学院 医学系研究科 准教授 西浦 博 氏
地域認知症患者における行動心理症状の有症率と
介護サービスを用いた介護負担軽減について
東北大学 医学系研究科 高次機能障害学 助教 石原 哲郎 氏
東北大学 医学系研究科 高次機能障害学 教授 森 悦朗 氏
病院機能と地域医療提供体制が外来軽症患者の大病院受診に与える影響に関する研究
東京医科歯科大学 クオリティ・マネジメントセンター
特任講師 森脇 睦子 氏

特別寄稿
ジェネリック医薬品に対する医師・薬剤師の不信・不安
武藤 正樹 氏 国際医療福祉大学大学院 教授
官公庁インタビュー
ニッポン一億総活躍プランについて
玉川 淳 氏 内閣官房一億総活躍推進室 参事官
研究部レポート
入れ歯の経済学：患者自己負担が入れ歯の利用と咀嚼能力に与える影響
高久 玲音 医療経済研究機構 主任研究員
解説（全８回）
OECDのSHA分類から見る日本の保健医療支出の構造
－第１回：国民医療費・入院部分－
満武 巨裕 医療経済研究機構 研究副部長








