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この時期の謳い文句となりました「三寒四温」の日が続いています．おかげで桜の「開花」への勢いが，
いささか落ちたようで「スプリング・フォーラム2016」での「満開」が期待できるようになりました．
会員の皆様には，その後もご健勝にてお過ごしのことと存じます．今月の活動の一端を以下にご報告い
たします．
１

春季セミナー弘前2016が以下の次第で開催されました[敬称略]．
日時：2016年3月4日（金）
．10時～17時．
会場：弘前大学創立60周年記念会館 コラボ弘大 八甲田ホールC
プログラムは，前号のニューズレターでお知らせしましたが，昼の部に25名，課題検討会に21名の
方々が参加されました．昼の部では，最先端の話題から深耕された研究の過程と結果が報告され，
活発に議論されました．課題検討会では，研究を志す若い方々が参加され，研究を深耕されてきた
本研究会の会員の方々と楽しい議論を重ねられました．

1

－春季セミナー弘前2016でのひとこま－

－課題検討会でのひとこま－

2

２ 定例会[大阪]2016-3-19 が以下の次第で開催されました[敬称略]．
日時：2016年3月19日（土）
．
会場：日本製薬㈱ 大阪支社
プログラムは，本ニューズレターNo.2（143）に記しましたので省略致します．課題検討会は「土
山人」で開かれ，8 名の方々が参加され，最近の楽しい話題の交換がありました．[お世話いただい
た尾崎寿昭さんに厚くお礼を申しあげます・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・事務局]

－定例会[大阪]のひとこま－
３

平成27年度第2回通常総会が以下の次第で開催されました．
日時：2016年3月19日（土）16時～17時
会場：日本製薬㈱ 大阪支社
会員総数：73 名（正会員のみ）
．
出席者数：62 名（うち委任状出席者：54 名）
．
（内容）第 1 号議案：平成 27 年度事業報告．
第 2 号議案：平成 27 年度収支報告．
第 3 号議案：会員動向［平成 28 年 3 月 19 日現在］
．
第 4 号議案：平成 28 年度事業計画．
第 5 号議案：その他
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．

４

今後の予定を簡潔にお知らせいたします［敬称略］
．
（1）定例研究会[東京]が以下の次第で開催されます．
日時：2016年4月1日（金）13時30分～17時
会場：港区立生涯学習センター（ばるーん） 205学習室
3

プログラム：
五十川直樹．2値応答の複数の臨床試験結果を利用するMeta-Analytic PriorおよびJoint Power
Priorの性能評価．
丸尾和司．経時データにおけるベキ変換に基づく中央値の差の推測について：拡張．
藤澤正樹．観察研究より「観察研究を計画する」[Rosenbaum, P. R. (2002). Planning an
observational study. Chap.11, Observational Studies. 333-366. Springer].
松原義弘． 平成27年度事業報告・平成28年度事業計画．
後藤昌司． 「ようこそ医学統計研究会へ」改訂の内容．

（2）スプリング・フォーラム2016を以下の次第で開催します．
日時：2016年4月2日（土）12時～17時30分
会場：大島小松川公園
組織者：山口祐介・五十川直樹・丸尾和司
当日連絡先：山口祐介［080-1744-2746］
久しぶりの東京開催です．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．
（3）平成28年度第1回通常総会が以下の次第で開催されます．
日時：2016年5月28日（土）13時～14時
会場：豊中中央公民館
議題：今後のニューズレターで改めて，ご連絡いたします．
（4）定例会[大阪]2016-5-28が定例研究会[東京]との共催で以下の次第で開催されます．
日時：2016年5月28日（土）14時～17時
会場：豊中中央公民館
５

平成 28 年度[2016 年 4 月 1 日～2017 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
4月1日(金)

定例研究会[東京]T2016-4-1

4月2日(土)

スプリング・フォーラム2016

(会場) 生涯学習センターばるーん
(会場)大島小松川公園

5月
*5月19(木)-20日(金) 日本計算機統計学会・第30回大会

(会場)ハートピア京都

5月28日(土）

定例会[大阪]O2016-5-28・定例研究会[東京]T2016-5-28

(会場)豊中中央公民館

5月28日(土）

平成28年度第1回通常総会

(会場)豊中中央公民館

6月

4

6月17日(金)

定例研究会[東京]T2016-6-17

(会場) エーザイ㈱

6月18日(土)

特定主題シンポジウム2016「得られるデータ資源をより効果的に臨床開発に
活かすかすために‐メタ・アナリシスの臨床開発への応用と実際－」
(組織者) 高瀬貴夫・藤澤正樹・阿部一洋
(会場) エーザイ㈱

7月
7月16日(土)

サマー・フォーラム2016／平成28年度第Ⅰ回理事会
[定例会[大阪]O 2016-7-16・定例研究会[東京]T 2016-7-16と共催]
(会場)茨木市クリエイトセンター会議室

8月
8月4 (木)-5日(金)

特定主題セミナー2016「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4日(木)
8月6日（土）

定例研究会 [東京]T 2016-8-4

(会場)生涯学習センターばるーん

特定主題シンポジウム2016「主題検討中」
(会場) 第一三共㈱会議室
(世話人) 永久保太士・藤澤正樹・渡辺敏彦

9月
9月10日(土)

(会場)和歌山県立医科大学

秋季セミナー和歌山2016

（定例会[大阪]O2016-9-10，定例研究会[東京]T2016-9-10と共催）
（世話人）下川敏雄
10月
*10月13(木)-14日(金) 大分統計談話会・第54回大会 (会場)富士通大分システムラボラトリ
10月28日(金)

定例研究会[東京]T 2016-10-28

(会場)ファイザー㈱ 会議室

10月29日(土)

定例シンポジウム2016「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・丸尾和司

11月
11月23日(木)

定例研究会[東京] T 2016-11-23

(会場)沼津

*11月24日(金)-25日(土) 日本計算機統計学会第30回シンポジウム

(会場)沼津

12月
12月3日(土）

ウィンター・フォーラム2016／平成28年度第2回通常総会
(会場)豊中中央公民館

12月16日(金)

定例研究会[東京] T 2016-12-16

(会場)ファイザー㈱会議室

2017年1月
1月21日(土)

冬季セミナー鹿児島2017
（定例会[大阪]O 2017-1-17，定例研究会[東京] T 2017-1-17と共催)
(会場)宝山ホール
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2月
2月3日(金)

定例研究会[東京] T 2017-2-2

(会場)生涯学習センターばるーん

2月4日(土)

特定主題シンポジウム2017「検討中」
(会場)アステラス製薬㈱
(組織者)武田健太朗・河合統介・廣岡秀樹

*2月9(木)-10日(金)

大分統計談話会・第55回大会

(会場)富士通大分システムラボラトリ

3月
3月11日(土)

春季セミナー岡山2016
（定例会[大阪]O2017-3-11，定例研究会[東京] T 2017-3-11と共催）
(会場)岡山大学
(世話人)坂本 亘・冨金原 悟・吉川隆範

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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28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：年齢を重ねるにつれて「病」とは無縁でなくなってくる．できる限り請負った研究会（「倫理委員会」など）
以外には「病院」に近寄らないようにしている．それでもおかしなもので，市役所などから「強制執行」のように「健
診」にいくように指示してくる．このとき，
「よい医者のの見分け方」として以下の点あげられている：
１．病歴がていねいに問われて診察がなされているか．
時間をかけてコミュニケーションをし，正確なデータをとることは診察の基本である．
２．患者の質問に対して答えてくれるか．
３．診断の内容を説明してくれるか．
４．患者が用意していったデータや資料をよく見てくれるか．
５．自分の守備範囲を心得ている人かどうか．専門外のことは他の医師に任せることができるのは，良心的な，誠意
のある医師と言える．
（日野原重明，いのちの言葉，春秋社，2004）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・名和田 潜
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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・吉川隆範
連絡先：医学統計研究会 事務局［吉田 舞・後藤 孚］
〒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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