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2017 年度

日本計量生物学会年会
主催：日本計量生物学会
後援：応用統計学会

2017 年 3 月 16 日（木）
，17 日（金）
中央大学後楽園キャンパス 5 号館 5 階 5533 教室
〒112-8551 東京都文京区春日 1-13-27
http://www.chuo-u.ac.jp/access/kourakuen/

3 月 16 日（木） 9:00～10:00

理事会（2 号館 9 階 2901 室（オープンラウンジ）
）

10:00～10:10

開会の挨拶

10:10～11:30

一般講演１：臨床試験・臨床研究

11:30～12:30

会員総会（5 号館 5 階 5533 教室）

12:30～13:30

ポスターセッション（5533 教室前ホール）

13:30～16:00
16:15～17:55
18:00～19:00

3 月 17 日（金） 9:30～10:50
11:10～12:50

特別セッション『疫学と生物統計学との協働』
一般講演２：統計理論・統計的モデリング
社員総会、評議員会(5 号館 3 階 5335 教室)

一般講演３：高次元・不完全データ
一般講演４：臨床試験・臨床研究

年会参加費：正会員 3,000 円，応用統計学会員 3,000 円，非会員 5,000 円，
（事前登録の場合は正会員 2,500 円，応用統計学会員 2,500 円, 非会員 4,500 円）
学生（正会員，非会員とも）1,000 円
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2017 年度
日本計量生物学会年会プログラム
3 月 16 日（木）10:00～18:00（開場 9：30）
，17 日（金）9:30～13:00（開場 9：10）
中央大学後楽園キャンパス 5 号館 5 階 5533 教室
主催：日本計量生物学会
後援：応用統計学会
年会参加費：正会員3,000円，応用統計学会員3,000円，非会員5,000円,
学生（正会員，非会員とも）1,000円
（事前登録の場合は正会員2,500円，応用統計学会員2,500円, 非会員4,500円）,
学生（正会員，非会員とも）1,000円

チュートリアルセミナー
主 催：日本計量生物学会，応用統計学会
共 催：中央大学後楽園キャンパス 5 号館 5 階 5533 教室
日 時： 3 月 17 日(金) 14:00～17:30 (開場 13:30)
テーマ：観察研究における因果推論
オーガナイザー：田栗 正隆（横浜市立大学）
講師・内容
1. 田栗 正隆： 潜在反応モデルに基づく交絡調整
2. 黒木 学（統計数理研究所）
： 因果ダイアグラムと構造的因果モデル
3. 篠崎 智大（東京大学）
： 時間依存性交絡の調整
参加費： 正会員 3,000 円，非会員 5,000 円, 学生（正会員，非会員とも）1,000 円
（事前登録の場合は, 正会員 2,500 円, 非会員 4,500 円, 学生（正会員，非会員とも）
1,000 円）
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日本計量生物学会年会
3 月 16 日（木）
9:00～10:00
9:30

理事会（2 号館 9 階 2901 室（オープンラウンジ）
）
開場

10:00～10:10 開会の挨拶

日本計量生物学会長 大橋 靖雄

10:10～11:30 一般講演１：臨床試験・臨床研究
座長 長谷川 貴大（塩野義製薬）
症例集積完遂が困難な進行中ランダム化比較試験における条件付き検出力に基づく逐次デザイン
を利用した症例数再設計法
柏原 康佑，松山 裕（東京大学大学院）
生存時間解析を主解析とする臨床試験の標本サイズと試験期間の設計
町田 龍之介（東京理科大学大学院）
，藤井 陽介（ファイザー株式会社）
，寒水 孝司（東
京理科大学）
早期増悪のがん患者を対象とした無増悪生存期間の評価
棚瀬 貴紀（東京理科大学，大鵬薬品工業株式会社）
，浜田 知久馬（東京理科大学）
CONSORT-NPT(for Non-pharmacologic intervention)の紹介
向出 智美，船越 公太（九州大学病院）
，岸本 淳司（九州大学大学院）
，徳永 章二（九州
大学病院）
，下瀬 堯之（九州臨床研究支援センター）
11:30～12:30 会員総会 (5 号館 5 階 5533 教室)
12:30～13:30 ポスターセッション（5533 教室前ホール）
[P1] 抗がん剤を対象とした薬物併用試験における欠測データ解析方法の適用
矢田 真城（東京理科大学，エイツーヘルスケア株式会社）, 浜田 知久馬（東京理科大学）
[P2] 区間打切りを考慮したノンパラメトリックな生存関数推定法の推定性能を向上させる診断ス
ケジュールの検討
野村 怜史（東京理科大学大学院）
，浜田 知久馬（東京理科大学）
[P3] 遅発性の治療効果を考慮したがん臨床試験の解析法に関する研究
阿部 勝登（東京理科大学大学院）
，浜田 知久馬（東京理科大学）
[P4] 標的部分集団解析を設定する臨床試験における多重比較法に関する研究
玉井 宗一郎（東京理科大学大学院）
，寒水 孝司（東京理科大学）
[P5] 臨床試験における累積データの不均一性を考慮して試験治療の有効性を評価するベイズ流解
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析法
加藤 雄一郎（東京理科大学大学院）
，寒水 孝司（東京理科大学）
[P6] 測定時点情報が異なるデータを用いた NMA に関する研究
福山 祐紀（東京理科大学大学院）
，浜田 知久馬（東京理科大学）

[P7] LASSO による正則化推定法を用いた線虫胚発生時の特徴量間ネットワークの推定
今井 匠，川崎 洋平，田中 司朗，川上 浩司（京都大学）
，京田 耕司，大浪 修一（理化
学研究所）
[P8] バイオマーカーを考慮した第 II 相試験における Bayes 流反応適応的ランダム化を用いた選
択デザインと解析法
小川 岳人（東京理科大学大学院）
，浜田 知久馬（東京理科大学）
[P9] 抗がん剤第Ⅰ相試験における経時データを使用した用量探索の方法に関する研究
加藤 凌輔（東京理科大学）
，平川 晃弘（名古屋大学医学部附属病院）
，浜田 知久馬（東
京理科大学）
[P10] Network-Meta-Analysis を利用した非劣性試験デザインの検討
飛田 英祐（広島大学病院）
，丹後 俊郎（医学統計学研究センター）
[P11] Assessment of intrasubject similarities in parallel curve assay using 4-parameter
logistic model
Hideaki Uehara（Tsumura & Co.）
[P12] Robustness of estimates on effect measures from misclassified data in administrative
database research
Shuko Nojiri, Keiko Hirano, Takatoshi Kasai, Hiroaki Ito, Tomoyuki Saito, Atsushi
Okuzawa, Kazuhito Yokoyama, Hiroyuki Daida （ Clinical Rsearch Support Center,
Juntendo University）
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13:30～16:00 特別セッション: 疫学と生物統計学との協働
オーガナイザー：村上義孝（東邦大学）
，竹内文乃（慶応義塾大学）
○ 疫学：
疫学調査の実際例とデータ解析について
鈴木 貞夫（名古屋市立大学）
心理社会的形質を扱う遺伝学研究のデータ解析の問題点
西山 毅（愛知医科大学）
○ ライフコース疫学（産婦人科・小児科分野）
：
ライフコース疫学における経時測定データ取扱上の問題点
目時 弘仁、佐藤 倫広、村上 任尚（東北医科薬科大学）
ライフコース疫学における経時測定データの解析手法
大庭 真梨、村上 義孝（東邦大学）
○ 環境疫学：
気温と死亡者数の時系列回帰分析
橋爪 真弘、Chris Fook Sheng Ng（長崎大学）

16:00～16:15 休憩
16:15～17:55 一般講演２：統計理論・統計的モデリング
ハイブリッドスケール（HS）モデルと統計解析
熊澤 蕃（元 旧 JAERI (JAEA 前身)）

座長 伊藤 陽一(北海道大学)

一般化線形モデルを Excel で極め活用する
高橋 行雄（BioStat 研究所株式会社）
二項確率のロジット変換を用いた最高事後密度による信用区間
小椋 透（三重大学）
，柳本 武美（統計数理研究所）
統計的機械学習法に基づくサブグループ同定手法
下川 敏雄（和歌山県立医科大学）
On Posterior Predictive Probabilities of Diabetes Based on Comprehensive Medical Examination
Data
Jinfang Wang（Chiba University）
，Minoru Arai, Masami Sumi, Shigeru Kobayashi（Tokyo
Rinkai Hospital）
，Shigetoshi Hosaka（Hosaka Clinic of Internal Medicine）

18:00～19:00 社員総会・評議員会(5 号館 3 階 5335 教室)
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3 月 17 日（金）
9:10

開場

9:30～10:50 一般講演３：高次元・不完全データ
座長
平川 晃弘（名古屋大学）
欠測データに対する多重代入法から得られる推定量のバイアス補正について
富田 裕章（総合研究大学院大学）
，藤澤 洋徳，逸見 昌之（統計数理研究所，総合研究大学
院大学）
New Method of Borrowing Information from Outside Regional Data for Analyzing the Local
Regional Data in Multi-Regional Clinical Trials
Takahiro Hasegawa（Shionogi & Co., Ltd.）, Lu Tian（Stanford University）, Brian Claggett
（Brigham and Women’s Hospital）, Scott Solomon（Brigham and Women’s Hospital）,
Lee-Jen Wei (Harvard University)
自己閾値型状態空間モデルを用いた月経開始日予測及び周期内フェイズ推定
川森 愛，深谷 肇一（統計数理研究所）
，北沢 真澄（キューオーエル株式会社）
，石黒 真木
夫（統計数理研究所）
Dose individualization based on multiple gene mutations for molecularly targeted agents
Yasuyuki Kakurai（Daiichi-Sankyo Co., LTD.，Tokyo University of Science）,
Akihiro Hirakawa（Nagoya University Hospital）, Chikuma Hamada（Tokyo University of
Science）
10:50～11:10 休憩
11:10～12:50 一般講演４：臨床試験・臨床研究
座長 大庭 幸治(東京大学)
がん分子標的薬の用量探索法
佐藤 宏征（医薬品医療機器総合機構）
，平川 晃弘（名古屋大学医学部附属病院）
，浜田 知久
馬（東京理科大学）
抗がん剤併用療法の第 I/II 相試験における 2 段階デザインを用いた用量探索
島村 文也（キッセイ薬品工業株式会社）
，平川 晃弘（名古屋大学医学部附属病院）
，浜田 知
久馬（東京理科大学）
共変量を考慮した解析への Williams 多重比較検定の拡張とその有用性評価
中西 展大（田辺三菱製薬株式会社，東京理科大学）
，浜田 知久馬（東京理科大学）
正方分割表における対称性に関するベクトル尺度について
安藤 宗司（ノバルティスファーマ株式会社）
，田畑 耕治，富澤 貞男（東京理科大学）
共変量適応的ランダム化試験におけるブートストラップ法に基づく統計的推測
高橋 政樹（横浜市立大学）
，田栗 正隆，山中 竹春（横浜市立大学大学院）
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会場周辺案内図
中央大学後楽園キャンパス
http://www.chuo-u.ac.jp/access/kourakuen/
〒112-8551 東京都文京区春日 1-13-27
•
東京メトロ丸ノ内線・南北線『後楽園駅』から徒歩約 5 分
•
都営三田線・大江戸線『春日駅』から徒歩約 6 分
•
JR 中央・総武線『水道橋駅』から徒歩約 12 分
•
JR 中央・総武線『飯田橋駅』から徒歩約 17 分

チュートリアルおよび年会期間中の会場への電話による問い合わせおよび連絡
期間中（3 月 16 日，17 日，両日とも 9：30～18：00）事務局並びに参加者へのご連絡，お問い合わ
せを，電話番号 090-2134-7157 にて承ります．

日本計量生物学会年会運営
大森 崇

（神戸大学）

菅波 秀規

（興和株式会社）

田栗 正隆

（横浜市立大学）

船渡川 伊久子（統計数理研究所）
手良向 聡

（京都府立医科大学）

服部 聡

（久留米大学）

問い合わせ先: 日本計量生物学会事務局
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 3-6 能楽書林ビル 5 階
（公財）統計情報研究開発センター内
Fax: 03-3234-7472

E-mail: biometrics@sinfonica.or.jp

URL: http://www.biometrics.gr.jp/
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