特定非営利活動法人

医学統計研究会
Biostatistical Research Association
Newsletter No.3（96）
2012.3.30
今年の春の到来は，有意な時差を示す感じで，ゆっくりした足どりです．3 月末というのに寒い日が続
きますが，会員の皆様にはご健勝にてご精励のことと拝察いたします．本研究会の今月の歩みをお知ら
せいたします．

１ 定例研究会[東京]2012-3-8 が以下の次第で開催されました[敬称略]．
日時：2012年3月8日(木)．13時30分～17時．
場所：エーザイ株式会社 別館会議室 K401 会議室
報告：
高瀬貴夫．経時測定カテゴリカルデータの解析．
古川泰伸．チェンジオーバ・デザインに基づく生物学的同等性の評価．
川端ゆみこ．生体リズムのモデルの評価について．
丸尾和司．リスク差の信頼区間について．
藤澤正樹・後藤昌司．
『医学統計実践入門』：再構成
後藤昌司．
「医学統計学の標榜」再考
最近の話題を含めた研究の進捗に対して活発な意見の交換がありました．課題検討会は「ヴィカ
ボ」で開かれ，6名の方々が参加されました．次回は4月13日(金)にノバルティス・ファーマ㈱に
て開催されます[窓口・連絡先：池田公俊]．
２ 平成 23 年度第 3 回理事会が以下の次第で開催されました．
日時：2012 年 3 月 17 日(土)．12 時～13 時 30 分．
会場：大阪大学(豊中キャンパス)基礎工学部・国際棟．
議題：第１号議案：平成 23 年度事業報告(案)．
第 2 号議案：平成 23 年度収支報告(案)．
第 3 号議案：[平成 23－24 年度理事について]．
－平成 24 年度：名簿の確認．
－理事の役割分担．
第 4 号議案：会員動向［平成 24 年 3 月 12 日現在］．
第 5 号議案：平成 24 年度事業計画(案)．
いずれの議案も審議の結果，全員一致で可決承認されました．出席者：19 名[委任状：6 名]
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３ 平成 24 年度[2012.4.1～2013.3.31]の開始にあたって，4 月と 5 月の予定をピックアップ

して以下に提示します[敬称略]．
(1)恒例のスプリング・フォーラム 2012 が以下の次第で開催されます．
日時：2012 年 4 月 7 日(土)．12 時 30 分～17 時 30 分．
会場：大阪大学(豊中キャンパス)「浪高庭園」
．
開会の挨拶：河合統介．

閉会の挨拶：藤澤正樹．

特別講演［話題提供］：池田公俊・元垣内広毅・山邊太陽・五十川直樹．
会員相互の親睦と，自由闊達な意見交換の場ですので，多くの方々にご参加いただくと幸いです．
ご協力・ご高配をよろしくお願いいたします．
(2)平成 24 年度第 1 回理事会が以下の次第で開催されます．
日時：2012 年 4 月 7 日(土)．11 時～12 時．
会場：大阪大学(豊中キャンパス)．
ご欠席の理事の方々には委任状の提出をお願いいたします．
(3)春季セミナー2012 弘前が以下の次第で開催されます．現在プログラムを作成中です．ご講演
される方は，世話人までご連絡いただけると幸いです．プログラムは 4 月 10 日頃に配信いたし
ます．
日時：2012 年 5 月 8 日(火)-9 日(水)．
会場：弘前大学創立 50 周年記念会館．
世話人：杉本知之・丸尾和司・五十川直樹
(4)平成 24 年度(第 1 回)通常総会が以下の次第で開催されます．議題は上記(2)の理事会とほぼ同
じになります．
日時：2012 年 5 月 26(土)． 11 時～12 時 30 分．
会場：大阪大学(豊中キャンパス)．
４ 平成 24 年度に計画されている主要事業を以下に列記します(*は連携事業を意味します)．
4月7日(土)
5月9日（水）

スプリング・フォーラム2012
春季セミナー弘前

(会場)大阪大学豊中キャンパス
（会場）弘前大学創立50周年記念会館
（世話人）杉本知之

5月26日(土)
6月8日(金)

平成24年度第1回通常総会
(会場)大阪大学(豊中キャンパス)
特定主題シンポジウム2012「安全性の評価：有害事象の因果関係を質す」
(会場)ゆうぽーと会議室［五反田］
(組織者)冨金原 悟・小宮山 靖・向井満利．

7月7日(土)

夏季セミナー2012

(会場)山梨大学
(世話人)下川敏雄

7月21日(土)

サマー・フォーラム2012／平成24年度第2回理事会
(会場)茨木市クリエイトセンター会議室

8月2(木)-3日(金)

特定主題セミナー2012「臨床評価におけるデータ・マネジメントの過程」
(会場)生涯学習センター（ぱるーん）

9月1日(土)

秋季セミナー2012
[定例会[大阪]O 2012-9-1・定例研究会[東京]T 2012-9-1と共催]
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(会場)鹿児島県民交流センター
(世話人)古賀 正・勘場 貢・藤崎恒晏
*10月11(木)-12日(金) 大分統計談話会・第46回大会
(会場)富士通大分システムラボラトリ
10月27日(土)
定例シンポジウム2012「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
(組織者)河合統介・杉本知之・坂本 亘
11月16日(金)
定例研究会[東京]T 2012-11-16
(会場)エーザイ㈱
11月17日(土)
特定主題シンポジウム2012「製造販売後における臨床評価の過程」
(会場)エーザイ㈱
(組織者)高瀬貴夫・藤澤正樹・松原義弘
12月3日(土）
ウィンター・フォーラム2012
(会場)大阪大学(豊中キャンパス)
2013年--------------------------------------------------------------------------------1月26日(土)
特定主題シンポジウム2013「医薬品開発における意思決定とモデリング・シミュレ
ーション」
(会場)アステラス製薬㈱
(組織者)伊藤雅憲・池田公俊・魚井 徹
*日時未定
大分統計談話会・第47回大会
(会場)富士通大分システムラボラトリ
3月9日(土)
特定主題セミナー2013「医学統計実践入門」／平成24年度第3回理事会
(会場)未定

５ 年度末に近く，事務とり扱いが急に煩雑になって参りました．会員の方々にはご協力・ご支援い
ただくと幸いです．
(1)日頃からいろいろとご支援いただいている会員の皆様に改めて申しあげることが憚られます
が，平成23年度(2011.4.1～2012.3.31)会費未納の方々には，早急に納入していただくようにお願
い申しあげます．医学統計研究会は特定非営利活動法人として，あくまで会員の方々のご本人の
「自主性」と「志」を重視していますので，ご高配いただきたくよろしくお願いいたします．
さらに，平成24年度[2012.4.1～2013.3.31]の会費納入のお願いをすべての会員の方々へ配送いた
しております．ご協力をよろしくお願いいたします．
(2)これまでに本研究会で開催して参りました定例シンポジウム，特定主題シンポジウム，特定主
題セミナーの資料集を頒布しています．各主題の資料集について，目次と資料集をホームページ
に掲示しています．必要な方はご連絡いただくと幸いです．送料込で￥3,000 です．
<編集後記1>本研究会の常務理事の白旗慎吾先生(大阪大学教授：大学院・基礎工学研究科)が本年3月31日をもってめでた
く定年を迎えられます．3月16-17日に，最終講義と特別シンポジウム，さらに祝賀会が開かれました．本研究会からも多
数の老若男女の会員が出席されました．その折の数枚の写真を記念に以下に提示いたします．
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―定年退職記念祝賀会でのひとこま―
白旗先生，永い間のおつとめご苦労さまでした．今後ともご高配のほどをよろしくお願いいたします・・・・・・・窓口

<編集後記2>本研究会の正会員である4名の方々が3月22日の大阪大学卒業式・修了式において博士(工学)の学位(博士号)
を授与されました[敬称略]．以下に論文名とともにご紹介します：
山邊太陽：Statistical properties of ratios based on the pre- and post-data．
池田公俊：Nonparametric regression analysis for longitudinal data.
元垣内広毅：Nonnegative Garrote in boosting and regression trees．
五十川直樹：Predictive performance of Bayesian diagnoses．
おめでとうございます．今後のご活躍を祈念しています．
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・窓口

<編集後記3>本研究会の後方支援として窓口業務をはじめ諸種の時務を担当してくれました吉川隆範君が，晴
れて大阪大学大学院基礎工学研究科前期課程(修士課程)を終了し，就職することになりました．
「おめでとう」
の言葉とともに，これまでの勤行に「ありがとう」の気持を込めて，社会でのご活躍を祈念いたします．がん
ばれ！・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・名和田

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・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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