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暑かった夏も，気づいてみれば，台風の襲来とともに過ぎ去り，秋の盛りを迎えようとしています．
次々に襲来する台風のせいで，雨天が続きますが，身心ともにスカッとさわやかにいきたいもので
す．
１

いつの間にというより，気づいてみれば本 Newsletter も 150 号になりました．そこで 150 号を
記念して本研究会の「若き志士」たちに，
「一筆啓上」のつもりで心意気の一端を提示していた
だきました．ご協力に感謝いたします．
 今年，イチローがメジャーリーグ通算 3000 本安打の偉業を達成した際に「通過点に過ぎない」
とコメントしていました．医学統計研究会が今後ますます発展していくことを考えると，イ
チローにならい 150 号も「通過点に過ぎない」と宣言させていただきます．今後とも皆様の
ご協力をよろしくお願いいたします．・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・河合統介
 今回 150 号を迎えるにあたり，私の過去を Newsletter をもとに振り返ってみました．最初の
登場は，64 号（2009 年 7 月）で，サマー・フォーラムでした．このころはボウリングの球を
投げることしかできなかったのですが，現在は様々な貢献ができているように思います．思
えば，64 号のころはまだ営業職であり，統計部門に移ってからの私の変遷はすべて
Newsletter で振り返ることができます．これからもしっかりとした活動を Newsletter に刻
み込んでいきたいと思います．・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・池田敏広
 Newsletter 第 150 号の発行おめでとうございます．Newsletter 第 150 号記念にちなんで，
定例研究会の 150 回はいつになるかと考えてみますと，2017 年 10 月が 150 回となります．
おそらく例年どおりですと，会場はファイザーでの開催となります．2013 年 8 月に無事に 100
回目を迎えて，137 回目の定例研究会は、和歌山にて無事に終了いたしました．課題検討会
の会場（「浅野屋」、「福市」、「ビカヴォ」、「主水」、「安ん座」、「みょうがや」、
「かつ野」など）も充実してまいりました．年 12 回の開催ですと，1 年に一度も訪問できな
いお店もあります．いずれの店に対しても不義理のないように努めたいと思います．まずは
2016 年 12 月の 140 回目の開催を目指しますので，皆様のご支援・ご協力をお願いいたしま
す．・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・藤澤正樹
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 Newsletter 150 号発行おめでとうございます．毎号(とくに課題検討会の写真を)楽しみに拝
読しております．150 号といいますと，12 年以上にわたっており，私が BRA のオフィスで初
めてお手伝いをさせていただいた 2005 年ごろには既に刊行が始まっていたことで，歴史の重
さを感じます．ちなみに 2005 年から 2007 年ごろにかけての Newsletter については，勤行と
して入力をお手伝いさせていただきました．今後，200 号，300 号，500 号と続くことを祈念
いたします．・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・丸尾和司
 Newsletter 150 号の発行おめでとうございます．様々な場面で，継続することの難しさを思
い知らされますが，「本物は続く，続ければ本物になる」を改めて実感させられております．
自身の活動も本物にできるよう，諦めずに取り組んでいきたいと思います．
BRA には縦・横の軸において幅広く多くの方々が集い，その方々たちとの出会いによって本
当に多くのことを学ばせていただいております．「掃除・勤行・学問」の教えを基本として，
「人間的魅力の醸成」を目指し，そこで大切な「遊学一如」を忘れることなく，自己研鑚に
努めていきたいと考えております．これからも BRA と共に歩めることを願い，BRA の益々のご
発展を祈念しております．・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・志賀 功
 医学統計研究会（BRA） Newsletter 150 号の発行おめでとうございます。私が大学院生の頃
（2007-8 年頃），後藤昌司先生のオフィスでの主要な勤行のひとつが毎月の本 Newsletter
の編集作業でした．編集作業をする中で，BRA の方々の名前と顔と会社名を覚えた記憶があ
ります．BRA の事業が継続して発展していることが，10 年以上の毎月の Newsletter の発行で
示されていると考えると，とても感慨深く思いを新たにしています．過去の Newsletter を見
返しますと，定例研究会などにおいて私がほぼ Bayes 流接近法の研究発表しかしていないこ
とに，これで良いのかと考えることもありますが，後藤先生からご教示いただいた「本もの
は続く 続けると本ものになる」という言葉を胸に，本 Newsletter のように自分の研究テー
マも変えずに長く続けていきたいと思います．
今でも Newsletter と大愚の会・回覧板が届くと，仕事の最中でも手を止めて，BRA の活動や
皆様の近況報告を楽しく拝見しています。BRA Newsletter 200 号の発行に向けて，これから
も BRA の益々のご発展を祈念しております．・・・・・・・・・・・・・・・・五十川直樹



Newsletter 150 号の発行おめでとうございます．毎月楽しく拝見しております．Newsletter
を読む度に普段お会いできない方々とのつながりを感じることができ，日々の糧となってお
ります．また，編集後記には，さまざまな人生訓があり，いろいろなことを考え，知るきっ
かけとなります．これから 200 号，250 号へと迎えられる中で，私自身も負けないよう成長
していきたいと思います．BRA の今後の益々のご発展を祈念しております．・・・尾崎寿昭

２

秋季セミナー和歌山2016が，以下の次第で開催されました［敬称略］．
日時：2016年9月10日（土）
会場：和歌山県立医科大学高度医療人育成センター 5階中研究室
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プログラム：

開会挨拶：下川敏雄
座長：藤澤正樹

多変量データの順位付け

吹谷芳博

フローサイトメトリー・データの解析手法について

大佐賀智
座長：池田敏広

臨床研究におけるサブ・グループ摘出方法

下川敏雄

形状不変モデルの推測と診断の過程

尾崎寿昭
座長：坂本 亘

がんの臨床研究に対するランダム化 II 相試験に対する新たなサンプル・サイズ計算方法について

谷岡健資・下川敏雄
臨床試験における統計的要件

藤澤正樹

ｐ値を巡る最近の議論

池田敏広
閉会挨拶：後藤昌司

討論：東野浩司・米山昭成
課題検討会は「銀平」で開かれ，10 名の方々が参加され，硬軟の話題で盛り上がりました．
お世話いただいた下川敏雄，谷岡健資の両先生に感謝いたします．ありがとうございました．
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－秋季セミナー和歌山 2016 でのひとこま－
３

定例シンポジウム2016を以下の次第で開催いたします［敬称略］．
日時：2016年10月29日（土）
会場：ファイザー㈱

会議室

最終プログラムを以下に提示いたします．多くの方々のご参加をお待ちしています．
開会の挨拶 河合統介（ファイザー㈱）
＜午前の部＞

座長：松原義弘（特定非営利活動法人

臨床研究の計画と解析：その基礎知識

医学統計研究会）

丸尾和司（国立精神・神経医療研究センター）

統計的推測の基本

坂本 亘（岡山大学）

＜午後の部＞

座長：冨金原 悟（小野薬品工業㈱）

欠測値の取り扱い：その基礎的方法

松岡伸篤（ファイザー㈱）

探索的データ解析の過程：その基本的方法
＜特別講演＞

伊藤雅憲（アステラス製薬㈱）
座長：河合統介（ファイザー㈱）

IBM Watson の医療への応用

武田浩一（日本アイ・ビー・エム㈱）
閉会の挨拶 後藤昌司（特定非営利活動法人
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医学統計研究会）

４ 定例研究会［東京］2016-10-28 を以下の次第で開催いたします［敬称略］
日時：2016年10月28日（金）
会場：ファイザー㈱

会議室

プログラム：
川端ゆみこ．Boagモデルの評価について．
五十川直樹．Efficacy evaluations for small Japanese patients in global studies in
terms of the dose-response relationship.
丸尾和司．医学データにおける歪んだ分布の中央値の推測．
東郷香苗．臨床研究における共変量のマッチング．
河合統介．最近の話題．
後藤昌司．最近の話題：日常の感性．
５

今後の予定を以下にお知らせいたします．
(1) 大分統計談話会・第54回大会が以下の次第で開催されます． 最近の話題としてその必要性
と重要性が喚起されています．多くの方々のご参加を期待しています．
日時：2016年10月13日（木），14日（金）．
会場：富士通大分システムラボラトリ

２F ＡＶホール

プログラムは既にwebに掲示されています．奮ってご参加いただくようお願いいたします．
(2) 恒例のウィンター・フォーラム2016が以下の次第で開催されます．多くの方々にご参加い
ただくため，会場の設営を勘案しています．今後の予定に書き留め，ご参加いただくよう
にお願いいたします．
①研究・活動報告会
日時：2016年12月3日（土）9：30～17：30
会場：豊中市中央公民館

講座室

住所：大阪府豊中市曽根東町3-7-3
電話：06-6866-0555
②納会
日時：2016年12月3日（土）18：00～21：00
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・池田敏広
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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