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2007年6月吉日

会員各位

医療経済学会第2固研究大会のご案内

日時:2007年7月21日 (土)9 : 30・16: 40 

会場:学習院大学 目白キャンパス 創立百周年記念会館

干 171・8588 東京都豊島区目白1・5・1

1. 学会ホームページについて

医療経済学会 第2回研究大会を開催するにあた

り、学会のホームページに詳細を掲載しており

ます。

学会ホームページと Eメールアドレスは下記の

とおりです。

U R L : http://www.ihep.jp/ihea/index.html 

http://ihep.jp 

E-mail: gakkai@ihep.jp 

2. 参加受付

受付は学習院大学創立百周年記念会館 3階エ

レベーターホールにて、午前 9時より開始いた

します。大会参加料は(1)会員 5，000円、 (2) 

学生会員 3，000円、 (3)非会員10，000円です。

<振込先>

みずほ銀行新橋支庖 みずほ普通預金

口座番号:2418647 

口座名称:医療経済学会 第2回研究大会

3. 参加申し込み

別添の出欠票にご記入の上、学会事務局にご提

出ください。

4. 会場内での留意点

①会場内でのお尋ね・お呼び出し等は「受付」

でお申し付けください。

②会場内への飲食物の持ち込み・喫煙はご遠慮

ください。喫煙は建物外に設置された所定の

喫煙場所にてお願いします。

③会場内では携帯電話の電源をオフまたはマナ

ーモードにしてください。

5. 駐車場について

駐車場は用意しておりませんので、公共交通機

関をご利用ください。

6. 昼食について

昼食は用意しておりませんので、各自で準備お

願いします。

7. お問い合わせ先

医療経済学会事務局

干105・0003 東京都港区西新橋1-5-11

第11東洋海事ピル 2F

FAX: 03-3506-8528 

E-mail: gakkai@ihep.jp 

URL : http://www.ihep.jp 

担当:阿波野、山本、渡辺

8. 学習院大学目白キャンパス

.JR山手繰目白駅(徒歩3分)

-正面よりお入り頂き、すぐ右手の建物が会場

となる「創立百周年記念会館」です。
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プログラム

創立百周年記念会館 3階:小講堂 (A会場)

.一般潰題・

9:30-11:30 

座長慶鷹義塾大学医学部池上直己

• (A-1)老人医療費における集中と持続性友び終末期医療費

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

指定討論者慶慮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

.総会.
12 : 30-12 : 50 

.基調講演.

12 : 50-13 : 50 

.医癒と介護

.一般演題.

14 : 00-16 : 40 

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福祉人口問題研究所府川哲夫

学習院大学経済学部南部鶴彦

座長一橋大学国際・公共政策大学院井伊雅子

・(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部張佳楽

指定討論者東京医科歯科大学医歯学部川淵孝一

• (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)病院の社会的責任活動報告の一環としての医療安全コスト計算書の開発

• (A-7)わが国病院市場の競争形態に関する研究

日本福祉大学福祉経営学部橋口徹

指定討論者京都大学大学院医学研究科今中雄一

一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Jをもたらすか一

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
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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.

9 : 30-11 : 30 

• (B-1)国民健康保険料の水平的不平等性

座長学習院大学経済学部遠藤久夫

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里

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ーGHQによる医療制度改革

.一般演題.

14 : 00-16 : 40 

東北大学大学院経済学研究科堀龍崇

指定討論者立命館大学産業社会学部松田亮三

座長 日本福祉大学社会福祉学部二木立

• (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伸行

指定討論者岡山大学経済学部岸田研作

• (B-5)介護老人保健施設における入所者の移動に関する分析

• (B-6)介護職員が働き続けるには何が必要か?

国際医療福祉大学/医療経済研究機構今野広紀

指定討論者国立長寿医療センタ}増原宏明

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伸行
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フログラム

創立百周年記念会館 4階:第4会議室 (C会場)

4・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憧康効用値の変化と 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

• (C-3)病院麻酔科の社会医療法人化など

.一般演題.

14 : 00-16 : 40 

医療経済研究機構満武巨裕

指定討論者慶鷹義塾大学大学院経営管理研究科田中滋

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

座長慶鷹義塾大学大学院経営管理研究科田中滋

・(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}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政策となるか?

• (C・7)禁煙意志と時間・危険選好率

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

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



医療経済学会第2固研究大会および総会

出欠票

医療経済学会 第 2回研究大会および総会につきまして以下にご記入いただき、

FAXまたは E-メールにて、必ずご返信ください。

FAX:03-3506-8528 E-mail :gakkai@ihep.jp 

。第 2回研究大会の参加

口参加 口参加しない

O総会の参加

口参加 口参加しない

。総会へ参加されない方

口総会の決議事項に関して委任致します

口総会の決議事項に関して委任致しません

参加対象

(いずれかにOを記載してください)

)一般会員 (5，000円)

)学生会員 (3，000円)

)非会員 (10，000円)

出席者氏名 電話番号

所属先 FAX番号

役職 Eメール

<医療経済学会 第2回研究大会のご案内>

1.研究大会

日時:2007年7月21日 (土)9: 30 -16 : 40 

会場:学習院大学 目白キャンパス 創立百周年記念会館

(必須)

(必須)

大会参加料:(1)会員 5，000円 ( 2 )学生会員 3，000円 ( 3 )非会員 10，000円です。

<振込先>

みずほ銀行新橋支庖 みずほ普通預金

口座番号:2418647 口座名称:医療経済会 第 2回研究大会

ll.総会

7月21日研究大会当日、総会(12: 30 -12 : 50)を開催致します。
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