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3月に入っても寒い日が続くと思っていた矢先に急に暖かくなってきました．おかげでスプリン
グ・フォーラム2013[東京]が「時期はずれ」となりそうな桜の開花です．皆様には，その後もご健
勝のことと拝察いたしております．以下に3月の活動報告と平成25年度の活動計画を要約しています．
１

平成24年度・第3回理事会を以下の次第で開催されました．
日時：2013年3月16日（土） 11時~12時
会場：大阪大学基礎工学研究科G棟
議題：
第1号議案：
「改正NPO法」対応
第2号議案：平成24年度事業報告
第3号議案：平成24年度収支報告
第4号議案：会員動向[平成25年3月16日現在]
第5号議案：平成25年度事業計画（案）
第6号議案：事務局体制
第7号議案：その他
参加者は11名，委任状参加12名で，すべての議案が可決・承認されました．なお，
「改正NPO法」へ
の対応業務は本年度中に完了する予定です．

２ 定例研究会[大阪]2013-3-16 と定例研究会[東京]2013-3-16 の合同例会が以下の次第で開催されました．
日時：2013年3月16日（土）
．
会場：大阪大学基礎工学研究科G棟
プログラム：
研究報告
吉川隆範：g形状分布とその推測．
大山秀輔：交互作用とその評価．
尾崎寿昭：非線形回帰の推定について．
中村将俊：Lasso調整型確率化平衡樹木による回帰解析．

座長：藤澤正樹

座長：河合統介
山口祐介：
「博士論文」公聴会を終えて．
川端ゆみこ：最近の業務から：とくにSPIRIT声明について．
丸尾和司：臨床試験における変換の適用．
特別セッション
松原義弘：実践の場における統計科学．
藤崎恒晏：高専における統計科学．
坂本 亘：医学統計研究会とともに18年．
閉会挨拶
後藤昌司．
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座長：白旗慎吾

特別セッションでは，4 月から転機を迎える方々の講演があり，
「これまでのこと・これからのこと」
について諸種の教訓や経験談が紹介されました．大変に啓発的かつ生産的な会合となりました．課題
検討会は「三間堂」で開かれ，22 名の方々が参加されました．

－定例研究会のひとこま－
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３

スプリング・フォーラム2013を以下の次第で開催します．
日時：2013年4月6日（土）12時～
会場：東京都文京区小石川・播磨坂さくら並木
組織者：高瀬貴夫・藤澤正樹・河合統介・伊藤雅憲・丸尾和司・五十川直樹・吉川隆範．
東京で開催する初めてのフォーラムです．多くの方々にご参加いただき，多種多様な話題による懇談
で楽しく盛り上がっていただくと幸いです．

４

「日本医師会生涯教育制度適合学術講演会：医学統計基礎セミナー」が以下の次第で開催され
ます．医師の方々を対象とした医学統計学の方法論を紹介する初めてのセミナーです．日程お
よび講師は以下のようになっています．

・第1回
2013年4月18日（木） 19時00分～20時30分
臨床研究を成功に導くために：統計的データ解析の過程
講師：後藤昌司・河合統介
・第2回
2013年6月21日（金） 19時00分～20時30分
統計入門①：諸種の要約統計量とその解釈、統計的推測の基礎
講師：河合統介・丸尾和司
・第3回
2013年8月9日（金） 19時00分～20時30分
統計入門②：仮説検定と有意性検定
講師：五十川直樹・越智義道
・第4回
2013年10月9日（水） 19時00分～20時30分
統計入門③：データに潜む特性（変数）間の関係：相関と回帰
講師：伊藤雅憲・藤澤正樹
・第5回
2014年1月17日（金） 19時00分～20時30分
統計的方法の誤用とその対策：二三の事例
講師：坂本 亘・後藤昌司
詳細は本研究会および㈱ソリューションラボのホームページに掲示されています．
５

平成 25 年度[2013 年 4 月 1 日～2014 年 3 月 31 日]の事業を以下のように計画しています[敬
称略] (*は連携支援事業を指します)．
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4月5日(木)
4月6日(土)

定例研究会[東京]T 2013-4-5
スプリング・フォーラム2013

(会場)エーザイ㈱別館K404
(会場)東京都文京区小石川播磨坂
さくら坂並木

4月18日(木)

日本医師会生涯教育制度適合学術講演会・医学統計基礎セミナー第1回
(会場)大分県医師会館6Ｆ研修室Ⅱ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5月7日（火）

定例研究会[東京]T2013-5-7
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(会場)生涯学習センター（ばるーん）

*5月16(土)-17日(日)

日本計算機統計学会第26回大会

(会場)弘前大学
(世話人)杉本知之

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
6月6日(木)
6月7日(金)

定例研究会[東京]T 2013-6-6
(会場)生涯学習センター（ばるーん）
特定主題シンポジウム2013 「臨床評価における用量反応関係の評価」
(会場)ちよだプラットフォームスクエア
(組織者) 河合統介・冨金原 悟・池田公俊

6月15日(土)

平成25年度第1回通常総会/第1回理事会(会場)豊中市立千里公民館
[定例会[大阪]O 2013-6-15/定例研究会[東京]T 2013-6-15と共催]

6月21日（金）

日本医師会生涯教育制度適合学術講演会・医学統計基礎セミナー第2回
(会場)大分県医師会館6Ｆ研修室Ⅱ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
7月6日(土)

(会場)大分大学

夏季セミナー大分2013

(世話人)越智義道・志賀
7月20日(土)

功

サマー・フォーラム2013／平成25年度第2回理事会
[定例会[大阪]O 2013-7-20・定例研究会[東京]T 2013-7-20と共催]
(会場)茨木市クリエイトセンター会議室

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
8月1(木)-2日(金)

特定主題セミナー2013「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（ばるーん）

8月1日（木）

定例研究会 [東京]T 2013-8-1

(会場)生涯学習センター（ばるーん）

[定例会[大阪]O 2013-8-1と共催]
8月9日（金）

日本医師会生涯教育制度適合学術講演会・ 医学統計基礎セミナー第3回
(会場)大分県医師会館6Ｆ研修室Ⅱ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
9月21日(土)

秋季セミナー鹿児島2013
[定例会[大阪]O 2013-9-14・定例研究会[東京]T 2013-9-14と共催]
(会場)鹿児島県民交流センター
(世話人)米山昭成・古賀 正・勘場
梅田佳史

貢・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
10月9日(水)

日本医師会生涯教育制度適合学術講演会・医学統計基礎セミナー第4回

(会場)大分県医師会館6Ｆ研修室Ⅱ
*10月10(木)-11日(金) 大分統計談話会・第48回大会
(会場)富士通大分システムラボラトリ
10月25日(金)
定例研究会[東京]T 2013-10-25
(会場)ファイザー㈱ 会議室
[定例会[大阪]O 2013-10-25と共催]
10月26日(土)
定例シンポジウム2013「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・冨金原 悟・松原義弘

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
*11月○日(○)-○日(○) 日本計算機統計学会第26回シンポジウム
(会場)未定
11月15日(金)
定例研究会[東京]T 2013-11-15
(会場)エーザイ㈱
[定例会[大阪]O 2013-11-15と共催]
11月16日(土)
特定主題シンポジウム2013「個に基づく最適治療の探索」
(会場)エーザイ㈱
(組織者)高瀬貴夫・藤澤正樹・松原義弘

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
12月7日(土）

ウィンター・フォーラム2013／平成25年度第2回通常総会
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12月16日(月)(仮)

定例研究会[東京] T 2013-12-16

(会場)未定
(会場)ファイザー㈱会議室

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2014年1月17日(金) 日本医師会生涯教育制度適合学術講演会・医学統計基礎セミナー第5回
(会場)大分県医師会館6Ｆ研修室Ⅱ
1月18日(土)

定例会[大阪]O 2014-1-15
定例研究会[東京] T 2014-1-15

(会場)未定

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2014年2月7日(金)
2月8日(土)

定例研究会[東京] T 2014-2-7
(会場)生涯学習センター（ばるーん）
特定主題シンポジウム2014「臨床評価過程におけるBays流接近法」
(会場)アステラス製薬㈱
(組織者)伊藤雅憲・廣岡秀樹・魚井 徹
2月20(木)-21日(金) 大分統計談話会・第49回大会
(会場)富士通大分システムラボラトリ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2014年3月15日(土) 特定主題セミナー2013「医学統計実践入門」／平成25年度第3回理事会
[定例研究会[東京] T 2014-3-15と共催] (会場)岡山大学
(世話人)坂本 亘・後藤昌司
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------編集後記①：会員の皆様には日頃からご支援・ご高配いただいておりますが，平成25年度の会費の請求のお願いを3月末ま
でに送付いたしております．ご連絡が届いていない場合には，事務局へご一報いただくと幸いです．よろしくお願い申
しあげます．
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・事務局
編集後記②：これまで本研究会の事務・庶務を担当していただいた亀山日名子さんが3月末をもって退任されることになり
ました．これまで「粉骨砕身」の表現がぴたりとくるほど本研究会にご尽力いただきました．とくに，
「改正NPO法」へ
の対処をほぼ一人でこなしていただきました．全会員を代表して心よりお礼を申しあげます．ありがとうございました．
今後のご精励とご健康を祈念いたしております．
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・後藤昌司
編集後記③：4月から本研究会の庶務担当として吉田 舞さんが支援してくれることになっています．また，理事長補佐と
して松原義弘常務理事が「非常勤」として務めてくれることになっています．今後の「勤行」をよろしくお願いいたし
ます．
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・事務局
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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］
〒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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