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卯月の終りになっても肌寒い日が続きます．東日本大震災の後とあっては，天空も陽気を送れな
いような雰囲気です．全国に「自粛」せずともよいとの声が起こりつつありますが，人の情でしょ
うか，人々の動きには控え目な姿勢が目立ちます．
いよいよ新緑の初夏を迎えます．仲間の方々と勢いをつけて一歩を確実に進めたいと存じます．
よろしくお願いいたします．
１ 定例研究会[東京]2011-4-28 が以下の次第で開催されます[敬称略]．
日時：2011 年 4 月 28 日(木)．13 時～17 時 30 分
会場：ファイザー㈱ 会議室
演者・演題
五十川直樹．Bayes流モデル診断における予測性能評価．
丸尾和司．ベキ正規分布のパラメータの推測．
山邊太陽．2変量ベキ正規分布に基づく投与前値対投与後値の比の評価指標とその性質．
古川泰伸．ベキ正規分布に基づく生物学的同等性の性能評価．
下川敏雄・後藤昌司．成書『樹木構造接近法』の推敲から．
後藤昌司・藤澤正樹・吉川隆範．『臨床研究で要請される統計的基礎知識』：初稿．
後藤昌司．日常の感性：最近の「読書・内観・実践の過程」から．
後藤昌司．『医学統計研究会の現況：平成22年度会報』
２ これまで好評のうちに 6 年間続けて参りました，特定主題セミナー「臨床評価におけるデータマ
ネージメントの過程」を，これまで参加された方々の声を参考に，下記の次第で開催することに
いたしました[敬称略]．
日時：2011 年 6 月 10 日(金)．10 時～17 時．
会場：キャンパス・イノベーションセンター
参加費：5,000 円．懇談会：5,000 円．
組織者：前田 博，藤澤正樹，下川敏雄
現在，基調講演 1 題，特別講演 2 題，さらに一般講演(報告)6 題の予定でプログラムを調整していま
す．これまでの本セミナーの参加者を始め，多くの方々のご参加を期待しています．プログラムの詳
細は 5 月 20 日までに配信する予定です．
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３ 平成 23 年度[2011.4.1～2012.3.31]の事業計画(案)を以下のようにたてています．正式には５に
記しました「通常総会」後の『医学統計研究会の現況：平成 22 年度会報』で紹介いたしますが，会
員の方々には奮ってご意見をいただきますと幸いです．
－4月
4月28日(木)

定例研究会[東京]T 2011-4-28

(会場)ファイザー㈱ 会議室

日時未定

定例研究会[東京]T 2011-5

(会場)未定

日本計算機統計学会第25回大会

(会場)函館市亀田福祉センター

－5月
*5月7(土)-8日(日)
5月28日(土)

平成23年度第1回通常総会／定例会[大阪]O 2011-5-28
(会場)大阪大学(豊中キャンパス)基礎工学
研究科

－6月
6月9日(木)
6月10日(金)

定例研究会[東京]T 2011-6-9
(会場)キャンパス・イノベーションセンター
特定主題セミナー2011：実践活動報告会
「臨床評価におけるデータ・マネージメントの過程」
(会場)キャンパス・イノベーションセンター

－7月
7月23日(土)

サマー・フォーラム2011／平成23年度第2回理事会
[定例会[大阪]O 2011-7-23・定例研究会[東京]T 2011-7-23と共催]
(会場)茨木市クリエイトセンター会議室

－8月
8月6日(土)

夏季セミナー2011
[定例会[大阪]O 2011-8-6・定例研究会[東京]T 2011-8と共催]
(会場)大分大学

－9月
9月3日(土)

9月17日(土)

秋季セミナー2011
[定例会[大阪]O 2011-9-3・定例研究会[東京]T 2011-9-3と共催]
(会場)鹿児島県民交流センター
特定主題シンポジウム2011「安全性の評価：有害事象の因果関係を質す」
(会場)未定

－10月
*10月13(木)-14日(金) 大分統計談話会・第44回大会
(会場)富士通大分システムラボラトリ
10月28日(金)
定例研究会[東京]T 2010-10-28
(会場)ファイザー㈱ 会議室
10月29日(土)
定例シンポジウム2011
「医療で必要とされる統計的基礎知識」
(会場)ファイザー㈱ 会議室
－11月
日時未定

定例会[大阪] O 2011-11

(会場)大阪大学（豊中キャンパス）基礎
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工学研究科
*11月10(木)-12日(土)日本計算機統計学会第25回シンポジウム
(会場)未定
11月18日(金)
定例研究会[東京]T 2011-11-18
(会場)未定
11月19日(土)
特定主題シンポジウム2011「個の医療に対する最新の話題」
(会場)エーザイ㈱
－12月
12月3日(土）
日時未定

ウィンター・フォーラム2011／平成23年度第2回通常総会
(会場)大阪大学(豊中キャンパス)
定例研究会[東京] T 2011-12
(会場)未定

－2012年1月
日時未定
1月27日(金)
1月28日(土)
－2月
*2月16-17日

定例会[大阪]O 2012-1
(会場)大阪大学(豊中キャンパス)
定例研究会[東京] T 2012-1-27
(会場)未定
特定主題シンポジウム2012「初期臨床開発の意思決定」
(会場)未定
大分統計談話会・第45回大会

(会場)富士通大分システムラボラトリ

日時未定

定例研究会[東京] T 2012-2

(会場)未定

3月11日(土)

特定主題セミナー2012「統計的経験則」／平成23年度第3回理事会
(会場)大阪大学(豊中キャンパス)基礎工
学研究科

日時未定

定例研究会[東京] T 2012-3

－3月

(会場)未定

４ 平成 23 年度「通常総会」は先にご案内いたしましたように以下の次第で開催いたします．正会
員と理事の方々には，改めて委任状とともにご案内いたしますが，ご参集のほどをよろしくお願い
いたします．
日付：2011 年 5 月 28 日(土)．11 時 00 分～12 時 00 分
会場：大阪大学(豊中キャンパス)基礎工学研究科 J 棟 617 号室．
議題：第１号議案：平成 22 年度事業報告．
第 2 号議案：平成 22 年度収支報告［財産目録・貸借対照表を含む］．
第 3 号議案：平成 23 年度事業計画．
第 4 号議案：平成 23 年度収支予算．
第 5 号議案：その他．
５ 今後の予定および最近の話題を以下にご報告いたします．
(1)スプリング・フォーラム 2011 を中止した関係で平成 23 年度第 1 回理事会を「インターネッ
ト理事会」(4 月 20 日配信)で代替いたしました．理事の方々には，事業計画などにつき通常総
会(5 月 28 日)までにご意見・ご連絡いただくと幸いです．
(2)定例会[大阪]2011-5-28 を以下の次第で開催いたします．
日時：2011 年 5 月 28 日(土)．13 時～16 時 30 分．
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会場：大阪大学(豊中キャンパス)基礎工学研究科 J 棟
現在，プログラムを作成中です．ご発表予定の方々は，ご連絡いただくと幸いです．
(3)日本心血管インターベンション治療学会誌に連載中の「医学統計入門(3)」が掲載されました．
別冊をご要望の方はご一報いただくと幸いです．
藤澤正樹・伊藤雅憲・後藤昌司．医学統計概論：相関・回帰解析の過程．日本心血管イン
ターベンション治療学会誌(CVIT),3(1),60-68,2011．
編集後記
*

本ニューズレターを作成中に，本研究会オフィスを開設以来，稼働してきました，2台のプリンター[1台はカラー・

プリンター]がほぼ同時に運転を止めてしまいました．メーカに連絡をとり，種々の対応をはかりましたが，復旧を望
めないとのことで，廃棄することになり，新しいプリンター1台を導入いたしました[幸いなことに，1台は，昨年末に，
会員TMさんから譲っていただいていて，この機器が急場をしのいでくれました]．ここに，TMさんに心よりお礼を申し
あげます．
** スプリング・フォーラム2011-4-2は中止いたしましたが，これまで続いてきたイベントを中止にして断点をつくる
のは，勢いを落とすとのことで，会員KNさんが訪ねてきてくれ，急拠，都合のとれる3人で「スプリング・フォーラム
2011：有志の会」として，美酒佳肴を楽しみました．KNさんの友情に感謝いたします．
***平成22年度[2010.4.1～2011.3.31]の印象を強くするかのように東日本大震災に見舞われましたが，その対応に追わ
れている間に瞬く間に平成22年度が終った感じで，平成23年度[2011.4.1～2012.3.31]が始まりました．会員の方々に，
平成23年度の年会費の納入のお願いを1ヵ月遅れて，4月末から発信・発送いたしております．また，平成22年度の年会
費未納の方々には，ピンク色の用紙でお願いいたしております．ご高配・ご支援のほどを宜しくお願いたします．
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