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暑中お見舞い申し上げます．梅雨明けとともに猛暑の到来です．日本の気候が「温帯」から「熱帯」へ
と変化しているのを実感いたします．会員の皆様にはくれぐれも健康第一で過ごされますように祈念い
たしております．
１

サマー・フォーラム 2015 が 7 月 18 日（土）に開催されました．恒例の「ボウリング大会」の戦績
は以下の通りです[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．
池田敏広・丸尾和司・中村将俊・多田圭佑・吉田 舞・後藤昌司 (懇親会のみ：竹中寿仁・後藤 孚)
さらに，懇親会[出席者 19 名]が「三府鮨(茨木店)」にて開催され，楽しい会話の輪がひろがりました．

２ 定例会 [大阪]2015-7-18 および定例研究会[東京]2015-7-18 との共催で，日本計算機統計学会 スタデ
ィ・グループ「統計科学における包括モデルの構築と応用」[代表：丸尾和司]シンポジウムが下記の次
第で開かれました［敬称略］
．
日時：2015 年 7 月 18 日（土）9 時 30 分～13 時 30 分
会場：茨木市 クリエイト・センター[302 会議室]
開会挨拶：松原義弘．

閉会挨拶：後藤昌司

プログラム：
1

〈セッション 1〉

座長：勘場 貢

・形状不変モデルの推測

尾崎寿昭

・BASP における仮説検定の使用禁止について

池田敏広

・ROC regression as semi-parametric generalized additive models

大江基貴

・経時データにおける Box-Cox モデルに基づく中央値の差の推測

丸尾和司

〈セッション 2〉

座長: 坂本 亘

・計数データにおける over-dispersion の検討

多田圭佑

・大規模コホートに関する話題

堅山遥菜

・A note on interpretation of R2 in logistic regression

河合統介

・コピュラを用いた 2 変量メタ・アナリシス

山口祐介

・近況報告

志賀 功

－シンポジウムでのひとこま－
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－ボウリング大会でのひとこま－
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－懇親会でのひとこま－
３ (1)特定主題セミナー2015「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]．
日時：2015 年 8 月 6 日（木）～7 日（金）
会場：生涯学習センターばるーん：204 会議室
なお，本セミナーの受講者は下記（2）のシンポジウムに無料でご参加できます．ご出席の可否
をご連絡いただくと幸いです．
（2）特定主題シンポジウム 2015「臨床試験におけるデータの整備と標準化-CDISC の実践と課題-」
が以下の次第で開催されます［敬称略］
．
日時：2015 年 8 月 8 日（土）
会場：第一三共（株）本社 A 館 4 階 ABC 会議室
組織者：永久保太士・藤澤正樹・渡辺敏彦
プログラム：
開会の挨拶

渡辺敏彦（日本 CRO 協会 顧問）
座長：松原義弘（特定非営利活動法人 医学統計研究会）

・SDTM の基礎

千葉吉輝（CJUG SDTM チームリーダー）

・SDTM 変換仕様の作成について
森本 徹・佐々木 浩之・原田昌治（エイツーヘルスケア(株)）
座長：藤澤正樹（あすか製薬(株)）
・SDTM 作成過程における検討課題（プログラミングの立場から）
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能島俊夫・長瀬雅弘・宇野勇次（日本メディア(株)）
・CDISC 標準の導入事例の紹介

濱田聖子((株)CAC エクシケア）
座長：渡辺敏彦（日本 CRO 協会 顧問）

・Open CDISC バリデータにおける事例紹介

海老邦仁（富士通(株)）

・Study Data Reviewer’s Guide における留意点

牧野奈緒（EPS(株)）

・CDISC 標準を実装する際の留意点

相馬 聡（日本オラクル(株)）

閉会挨拶

後藤昌司（特定非営利活動法人 医学統計研究会）

４ 秋季セミナー2015 が以下の次第で開催されます．奮ってご参加をいただきますようにお願いいたし
ます．
日時：2015 年 9 月 26 日（土）10 時~17 時
会場：和歌山県立医科大学
組織者：下川敏雄

５ 恒例の定例シンポジウム 2015「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］
．今回の主題は，観察研究の場面におき，以下のプログラムを構成いたしました．奮ってご
参加いただきますようお願いいたします．
日時：2015 年 10 月 24 日（土）10：00～17：00
会場：ファイザー㈱ 会議室
組織者： 河合統介・松原義弘・後藤昌司
プログラム：
開会の挨拶

河合統介（ファイザー㈱）
座長： 河合統介（ファイザー㈱）

・薬剤疫学研究デザインの基礎（仮）

久保田潔（NPO 日本医薬品安全性研究ユニット）

・ビッグデータ時代の安全性監視を考える（仮）

青木事成（中外製薬）

座長：松原義弘（特定非営利活動法人 医学統計研究会）
・MIHARI Project（仮）

梶山和浩（PMDA）

・交絡と傾向スコアの基本的な考え方（仮）

藤井陽介（ファイザー㈱）
座長：吉永卓成（ファイザー㈱）

・医師主導の観察研究の実践（仮）

磯村達也（クリニカルスタディサポート（株）
）

・ALS のコホート研究（仮）

平川晃弘（名古屋大学医学部付属病院）

閉会の挨拶

後藤昌司（特定非営利活動法人医学統計研究会）
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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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