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「炎暑」の夏から漸く「残暑」といえる初秋へと季節が移ってきたようです．これも大量の雨を降らせ
た台風 18 号のおかげかもしれませんが，台風 18 号の雨の勢いはすさまじく，渡月橋および嵐山一帯を
水浸しにしました．滅多にないことだけに今年の気候の激変を否応にも実感させられました．会員の皆
様には，その後もご健勝のことと拝察いたします．時節の巡りの早さを実感しながらの回覧板をお届け
いたします．
１ 秋季セミナー2013 鹿児島が以下の次第で開催されました[敬称略]． 本セミナーは，定例会[大阪
2013-9-21]および定例研究会[東京：2013-9-21]との共催でした．
日時：2013 年 9 月 21 日 (土)．9：30～17：00
場所：宝山ホール（鹿児島県文化センター）
：第 5 会議室
組織者：米山昭成・勘場 貢・梅田佳史
最終プログラムは以下のとおりです．参加者は 22 名で，時流に合った話題に大いに盛り上がり
ました．
開会挨拶：藤崎恒晏
－9：40～11：30

座長：松原義弘

●梅田佳史：非臨床試験における動物数の検討
●後藤昌司：
「統計的データ解析の過程」：再再考
●越智義道：統計計算アルゴリズムと並列処理方式について
質疑応答・討論：永久保太士
－13：30～15：00

座長：藤澤正樹

●Pan Eihtwe：Improved approximation for the distribution of multinomial goodness-of-fit
statistics based of φ-divergence under nonlocal alternatives.
●金 水龍：データの信頼性評価について
●冨金原 悟：複合エンドポイントの傾向と対策
質疑応答・討論：志賀 功・種市信裕
－15：15～16：45

座長：河合統介

●米山昭成：曲線分解による血中濃度データの解析
●下川敏雄：２値応答データに対する多変量適応型回帰スプライン法の修正
●杉本知之：最近の話題に拾う：生存時間解析の Brier スコアについて
●永久保太士：アメリカ滞在記・近況
質疑応答・討論：勘場 貢・冨金原都江・明石弥樹
閉会挨拶：後藤昌司
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－秋季セミナー鹿児島 2013 でのひとこま－
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今年生起した統計関係事象，たとえば，
「ディオバン」に関する統計家の資質と統計的データ解析の問題，
最近の生存時間解析の方法，医療の評価における最新の話題など，盛り沢山でした．他の学会やシンポ
ジウムでは聴けない最新および個々に立入った話題もあり，大変に有意義で，生産的でした．お世話い
ただいた米山昭成さんをはじめとする㈱新日本科学の人たちにお礼を申しあげます．
・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・窓口：後藤昌司・松原義弘
２ 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」が以下の次第で開催されます[敬称略]．
プログラムは既にホームページに掲示いたしております．多くの方々のご参集をお願いいたします．
日時：2013 年 10 月 26 日(土) ．10：00～17：15
会場：ファイザー㈱
組織者：河合統介・冨金原

悟・松原義弘

10:00-10:05 開会の挨拶
[午前の部]
10:05-11:05

河合統介（ファイザー㈱）
座長

松原義弘（特定非営利活動法人 医学統計研究会）

統計的データ解析の基本

冨金原 悟・河合統介
（小野薬品工業㈱・ファイザー㈱）

11:20-12:20

2 値データの解析

丸尾和司（興和㈱）

[午前の部]
13:30-14:30
14:45-15:45

座長
カテゴリカルデータの解析
生存時間データの解析

16:00-17:00

経時測定データの解析

17:00-17:15

閉会の挨拶

廣岡秀樹（アステラス製薬㈱）
菅波秀規（興和㈱）
東郷香苗（ファイザ－㈱）

池田公俊（ノバルティスファーマ㈱）
後藤昌司（特定非営利活動法人 医学統計研究会）

３ 特定主題シンポジウム 2013「製造販売後における臨床評価の過程：個に基づく最適治療の探索」が
以下の次第で開催されます．プログラムの詳細は，近日中にホームページに掲示いたします．奮って
ご参加いただくと幸いです．
日時：2013 年 11 月 9 日(土) ．9：50～17：10
会場：エーザイ㈱．別館会議室
組織者：高瀬貴夫・藤澤正樹・松原義弘
４ 本研究会も本年 10 月 13 日で満 9 歳となります．来年度（平成 26 年度：2014 年 4 月 1 日～2015 年
3 月 31 日）で「創設 10 周年」を迎えます．つきましては，以下の次第で「特別講演会」と「祝賀会」
を計画しています．
日時：2014 年 9 月 6 日（土）
特別講演会：13：00～17：30
祝賀会

：18：30～21：00
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会場：未定
会員の方々には，予定に書きとめていただくと幸いです．
組織委員会

（順不同・敬称略）

委員長：後藤昌司
委員：柴田義貞・魚井 徹・白旗慎吾・松原義弘・前田 博・廣岡秀樹・木田義之・猪股智一
坂本 亘・渡辺敏彦・古賀

正・志賀 功・佐藤喬俊・栗原考次・森 裕一・越智義道

辻

貢・佐藤俊之・磯村達也

実行委員会

光宏・藤崎恒晏・勘場
（順不同・敬称略）

委員長：河合統介
委員：冨金原 悟・藤澤正樹・杉本知之・下川敏雄・大門貴志・高瀬貴夫・伊藤雅憲
武田健太朗・永久保太士・丸山奈美・岩崎由希子・丸尾和司・元垣内広毅・尾崎寿昭
五十川直樹・大江基貴・中村将俊・金 水龍・池田公俊・米山昭成・吉田 歩
池田敏広・山口祐介・吉川隆範
５ 今後の予定を以下にお知らせいたします．
（1）本研究会の連携活動の目玉の一つである大分統計談話会・第 48 回大会が以下の次第で開催され
ます．
日時：2013年10月10日（木）13：00～17：30， 11日（金）9：00～17：00
会場：富士通大分システムラボラトリ ２F ＡＶホール
住所：〒870-8551 大分県大分市東春日町17-58
詳細はホームページに掲載されています．奮ってのご参加をお願いいたします．
http://www.solution-labo.com/danwa/new_menatwork.html
（2）ウィンター・フォーラム 2013 の予定が以下のように定まりました．本年の最後を飾る「一大行
事」ですので，会員の皆様には全員参加の心積もりで予定をたてていただくと幸いです．
日時：2013 年 12 日 7（土）
．9：30～17：30
会場：大阪大学豊中キャンパス・待兼山会館
なお，恒例のように納会が以下のように予定されています．
日時：2013 年 12 日 7（土）
．18：30～21：00
会場：順平
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Newsletter 編集：
後藤昌司・松原義弘・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［吉田

舞・後藤 孚・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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