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医療経済学分野

京都大学 大学院医学研究科 社会健康医学系専攻 医療経済学分野
今中 雄一 教授 ／ 佐々木 典子 准教授 ／ 國澤 進 准教授／大坪 徹也 講師(病院)／
後藤 悦 助教 ／ 愼 重虎 助教
【ミッション】医療の質・効率・公正性を可視化
し向上し、持続性ある医療システム・健康長寿社
会の構築に貢献する。
・健康･医療･介護のシステムを一体的に把握し、
・
政策とマネジメント、健康･医療･介護のまちづく
りに取組む。
・問題解決･価値創造のために、社会･現場とイン
タラクトし、あらゆる学際的・多領域の知見･技術
を活用する。

【フィールド･協働】全国の多数の病院･医療機
関･介護施設と協働、制度設計・経営改革の調査･
参加･人材育成、国の事業との共同、健康視点のま
ちづくりに関する学際融合ユニットと産官学連
携コンソーシアム(例: PEGASAS､COCN 産業競争力
懇談会)､WHO､IHF､OECD､ASQua､ISQua､米国 NBER､
厚労省､経産省､各都道府県･国保連･協会けんぽ
などからの指定･委託･共同研究等を含む｡
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院生が筆頭の原著論文 2020 年
〇 Okuno T et al. Impact of the early stage of the
coronavirus disease 2019 pandemic on surgical volume in
Japan. British Journal of Surgery (accepted)
〇 Shin J et al. Economic impact of the first wave of the
COVID-19 pandemic on acute care hospitals in Japan. PLOS
One 2020 15(12):e0244852.
〇 Takada D et al. Stages of a transtheoretical model as
predictors for the decline of estimated glomerular filtration
rate: a retrospective cohort study. J Epidemiol (accepted)
〇 Otokita S et al. Impact of rehabilitation start time on
functional outcomes after stroke. J Rehabil Medi(accepted)
〇 Kohori-Segawa H et al.A qualitative study on knowledge,
perception,and practice related to non-communicable
diseases in relation to happiness among rural and urban
residents in Bhutan. PLOS One 2020;15(6): e0234257.

〇 Shin J et al. New outcome-specific comorbidity scores
excelled in predicting in-hospital mortality and healthcare
charges in administrative databases.J Clini Epidemiol
2020;126:141-53.
〇 Takada D et al. Developing and validating a multivariable
prediction model for in-hospital mortality of pneumonia with
advanced chronic kidney disease patients.J Clin Exp Nephrol
2020;24(8):715-24.
〇 Takahashi T et al. Factors associated with high-dose
antipsychotic prescriptions in outpatients with schizophrenia:
An analysis of claims data from a Japanese prefecture.
Neuropsychopharmacol Rep 2020;40(3): 224-231.
〇 Hirota Y et al. Association between clinic physician
workforce and avoidable readmission: a retrospective
database research. BMC Health Serv Res 2020;20(1):125.
〇 Morii D et al. Economic impact of antimicrobial-resistant
bacteria outbreaks on Japanese hospitals. American Journal
of Infection Control 2020; 48(10):1195-1199.
〇 Muguruma K et al.. Epidemiology and volume-outcome
relationship of extracorporeal membrane oxygenation for
respiratory failure in Japan. Acute Med Surg 2020;7(1):e486.
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全国多施設 医療の質･経済 可視化改善ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

ＯＢの活躍

院生の受賞多数

〇医療の質の地域格差是正に向けた エビデンス
に基づく政策形成の推進（JST-RISTEX 報告）
〇健康医療介護の質指標とまちづくり情報基盤
（COCN[産業競争力懇談会]推進ﾃｰﾏ）

http://med-econ.umin.ac.jp/QIP/
超高齢社会設計の学際ユニット
http://super-ageing.kyoto-u.ac.jp/
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