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暑中お見舞い申し上げます．台風 6 号が去った後，急に朝夕が涼しくなったようです．節電の夏
には，ありがたいことですが，節電で日本中に「暗い」心象が広がるのは生産的でない感じです．
皆様とともに，このような時期にこそ明るい夏を過ごしたいものです．会員の皆様のご健勝を祈念
いたしております．
１ 定例会[大阪]2011-7-23 および定例研究会[東京]2011-7-23 との共催で日本計算機統計学会スタデ
ィ・グループ「統計科学におけるシミュレーションの過程」[代表：伊藤雅憲]シンポジウム 2011
が下記の次第で開かれました[敬称略]．
日時：7 月 23 日(土)．9 時 30 分～13 時 00 分．
会場：茨木市 クリエイト・センター［会議室］．
開会挨拶：坂本 亘
座長：勘場

閉会挨拶：松原義弘

貢・河合統介／藤澤正樹・高瀬貴夫

 吉川隆範：正規性の達成を意図する変換
 尾崎寿昭：形状不変モデルに基づく曲線分離
 中村将俊：Lasso 調整型平衡樹木法による回帰解析
 清水佐知子・山口祐介：幼児睡眠アンケート・データの解析
 冨金原

悟：MBDD の概説と課題検討

 大江基貴：シミュレーションによる共変量調整の評価
 丸尾和司：日常業務におけるシミュレーション
 山口祐介：A meta-analysis method based on simulated individual patient data
 五十川直樹：Predictive performance of Bayesian model diagnostics
 山邊太陽：Statistical properties of symmetrized percent change and percent change based
on the bivariate power normal distribution
 下川敏雄：Exploration of factors influencing on streetscape in Chengdu
 伊藤雅憲：Clinical trials simulation
当日，P.C.Wang 教授[長庚大学]が来阪中で参加され，討論に加わっていただきました．とくに，討論
者に配慮して，英語による講演・発表もあり，啓発的でした．個々の発表は短時間でしたが，その内
容が大変に濃く，生産的知見が多く秘められていました．完成度の高い論文・作品は，早い機会に論
文誌へ投稿して欲しいと思います．
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シンポジウムでのひとこま

２ 平成 23 年度第 2 回理事会が開かれました．平成 23 年度事業の進捗に関する報告事項のみでし
たが，「会報(6)」(ホームページ参照)記載事項の補正がありました．
日時：7 月 23 日(土)．13 時 00 分～13 時 30 分．
会場：上記シンポジウムと同じ．
これらについてはホームページをご参照いただくと幸いです．
３ サマー・フォーラム 2011 が 7 月 23 日(土)に開催されました．恒例の「ボウリング大会」には，台湾
から大阪大学へ出張中の P.C.Wang 教授[長庚大学]を含め 31 名の方々が参加されました．豪腕によ
る当日の戦績は以下のとおりです[敬称略]．
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なお，上記以外でご参加された方々は以下のとおりです．
後藤昌司・P.C.Wang・松原義弘・勘場 貢・志賀 功・坂本

亘・金

水龍・池田敏広・河合統介・藤澤正

樹・伊藤雅憲・池田公俊・丸尾和司・大江基貴・中村将俊・山口祐介・岡 昌子・伊藤ゆり・清水佐知子．
さらに，懇親会[出席者 36 名]が「三府鮨(阪急茨木店)」にて開催され，楽しい会話の輪がひろがりました．
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ボウリング大会でのひとこま

懇親会でのひとこま
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４ 2011 年中に予定されていますシンポジウムとセミナーを以下に列記いたします．
『医学統計研究
会の現況』(会報 6)でもご覧いただけますが，日時などを修正しています．ご注意ください．
(1) 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」が以下の次第で開催さ
れます[敬称略]．

日時：2011 年 9 月 17 日
会場：キャンパス・イノベーションセンター
組織者：坂本

亘・下川敏雄

プログラム：
10:00-10:10 開会挨拶

坂本 亘(大阪大学)

座長

交渉中

10:10-11:00 臨床検査値の役割：その実際的観点(仮)

向井満利（マルホ㈱）

11:00-11:10 休憩
11:10-12:00 ROC に基づく臨床検査値の評価(仮)

大江基貴（大塚製薬工場㈱）

12:00-12:15 質疑応答
12:15-13:45 昼食休憩
座長

交渉中

13:45-14:35 演題未定

交渉中

14:35-14:50 質疑応答
14:50-15:00 休憩
15:00-15:50 臨床試験における安全性評価(仮)

五十川直樹（ファイザー㈱）

15:50-16:05 質疑応答
16:05-16:15 休憩
16:15-17:05 臨床検査値の参照範囲：その根拠と評価(仮)

丸尾和司（興和㈱）

17:05-17:20 質疑応答
17:20-17:30 閉会挨拶

後藤昌司(特定非営利活動法人医学統計研究会)

(2)定例主題シンポジウム 2011「医療で必要とされる統計的基礎知識」が以下の次第で開催されます
[敬称略]．
日時：2011 年 10 月 29 日(土)
会場：ファイザー㈱ 会議室
組織者：河合統介・冨金原 悟
(3)特定主題シンポジウム 2011「個の医療に対する最新の話題」が以下の次第で開催されます[敬称略]．

日時：2011 年 11 月 19 日(土)
会場：エーザイ㈱ 別館会議室
組織者：高瀬貴夫・杉本知之
(4)定例主題セミナー2011「臨床評価におけるデータ・マネジメントの過程」が以下の次第で開催
されます[敬称略]．従来どおり，参加人数枠は 20 名です．
日時：2011 年 11 月 24 日・25 日
会場：大阪 NPO プラザ・会議室 E
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〒553-0006
組織者：前田

大阪市福島区吉野 4 丁目 29-20

博・藤澤正樹・他 1 名．

５ 今後に予定されています啓発活動および連携事業は以下のとおりです．
(1)夏季セミナー2011 が以下の次第で開催されます[敬称略]．
日時：2011 年 8 月 6 日(土) ．
会場：大分大学．
組織者[連絡先]：越智義道・志賀

功．

プログラムは本研究会のホームページに掲載されています．ご参照・ご参加いただくと幸いで
す．なお，前日に日本計算機統計学会スタディ・グループ「統計科学におけるシミュレーショ
ンの過程」(代表：伊藤雅憲)の研究進捗検討会[会場：㈱ソリューションラボ]も予定されてい
ます．
(2)秋季セミナー2011 が以下の次第で開催されます[敬称略]．
日時：2011 年 9 月 3 日(土) ．
会場：鹿児島県民交流センター．
組織者[連絡先]：古賀

正・藤崎恒晏・勘場

貢・米山昭成．

(3)大分統計談話会・第 44 回大会が以下の次第で開催されます[敬称略]．
日時：2011 年 10 月 13-14 日
会場：富士通大分システムラボラトリ 2F

AV ホール

特別講演に輪田順一先生[医療法人 帰巖会 みえ病院]が予定され，特別セッション「医療・医薬に
おける安全性情報の再評価」(仮)が組織者：小宮山 靖，河合統介両氏のもとで計画されています．
また特別セッション「CRO―医療産業―大学・公共機関の連携」も計画されています
編集後記：時節の巡りは早いもので，
「暑い」をお互いに連発しながら，いつの間にか七月が終りです．それにしても首相
「管直人」の居すわりもしぶとく続いています．話題に出すのも嫌味な感じになりました．東日本大震災の後，何とはな
しに，天真爛漫に「遊学」を楽しむといった雰囲気になれませんが，先日のサマー・フォーラム2011は久しぶりに仲間の
方々の笑顔の連鎖反応で楽しい想いをいたしました．すべてを陽転思考で楽しく進めたいものです．
オヤジギャグ 節電の夏に 貢献し

名和田 潜

『
「サブーイ」ギャグに震えがきそう』は亀山日名子書記の註です．
Newsletter 編集：
後藤昌司・栗林和彦・坂本 亘・冨金原 悟・河合統介・藤澤正樹・杉本知之・大門貴志・伊藤雅憲
連絡先：医学統計研究会 事務局［亀山 日名子・後藤 孚・山口祐介・大山秀輔・横山隼人・吉川隆範］
〒560－0085 豊中市上新田2丁目22－10－A411号
Tel & Fax：06－6835－8790 ／

e-mail：bra_goto@ybb.ne.jp ／ URL: http://www.bra.or.jp

本ニューズレターの転載は全文・部分を問わず禁止させていただきます．
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