日本計算機統計学会

第 18 回シンポジウム
プログラム

日時：

2004 年 10 月 7 日（木）−10 月 8 日（金）

会場：

ワークピア横浜
神奈川県横浜市中区山下町 24-1

[10 月 6 日（水）は評議員会開催予定]

TEL 045-664-5252

※会場へのアクセスにつきましては、最終ページをご参照ください。

事前参加申込締切： 10 月 1 日（金）
参加費：

会員：￥5,000

学生会員：￥3,000

賛助会員：￥5,000

非会員：￥7,000

懇親会費：

￥6,000 [10 月 7 日（木） シンポジウム１日目終了後開催予定]

お問合せ先： 日本計算機統計学会 第 18 回シンポジウム実行委員会
〒150-0012 東京都渋谷区広尾 1-1-39 恵比寿プライムスクェアタワー10F SPSS 内
TEL：03-5466-5914
FAX：03-5466-5621
E-mail：jscs18@spss.com
http://www.spss.co.jp/jscs18.html

日本計算機統計学会 第１８回 シンポジウム プログラム
第１日目 受付 （9:00−）

第１日目 １０月７日（木） 午前の部
開会挨拶

（10：00−10：05）

一般講演Ⅰ
10：05-10：25

（10：05−11：05） 座長：鎌倉 稔成 （中央大学）
カテゴリカル正準相関分析における次元検定について

10：25-10：45
10：45-11：05

シンポジウム実行委員長

村田 悦子 （エス・ピー・エス・エス(株)）

青木 健児 、佐藤 義治 （北海道大学大学院）
関数主成分分析による動体追跡照射データの解析
本堂 義行、南 弘征、白土 博樹、水田 正弘 （北海道大学大学院）
コレスポンデンス分析における変数選択規準の検討
森 裕一（岡山理科大学） 、杜 暁東 （岡山理科大学大学院）、飯塚 誠也 （岡山大学）

休憩

（11：05−11：15）

一般講演Ⅱ
11：15-11：35

（11：15−11：55） 座長：櫻井 尚子 (東京情報大学)
特定のアイテムを含んだアソシエーションルールの抽出
大野 学（岡山大学大学院） 、垂水 共之 （岡山大学）
商圏構造の視覚化と変化
田中 潔 （岡山商科大学）
（※ご発表者の都合によりキャンセルとなりました）

11：35-11：55
11：55-12：15
昼食休憩

（12：15−13：30）

第１日目 １０月７日（木） 午後の部
デモセッション
13：30-13：40
13：40-13：50

13：50-14：00
14：00-14：10
14：10-14：20
14：20-14：30

（13：30−14：30） 座長：飯塚 誠也 (岡山大学)
Web ブラウザでいつでも分析が可能になる -SPSS WebApp のご紹介寺垣 摩穂 （エス・ピー・エス・エス(株)）
汎用データマイニングツール Visual Mining Studio の最新バージョン V4.0 およびテキストマイニング
モジュールについて
田澤 司 （(株)数理システム）
Excel NAG 統計解析アドインの機能と概要
千葉 弘 （日本ニューメリカルアルゴリズムグループﾟ(株)）
物理乱数生成ＡＳＩＣ
清水 隆邦 （FDK(株)）
IMSL Fortran 数値ライブラリ スレッドセーフ版のご紹介
太田 昭彦 （日本ビジュアルニューメリックス(株)）
数理計画法ソフト「What's Best！」
石川 珠恵理 （住商情報システム(株)）

休憩

（14：30−14：45）

特別セッションⅠ
14：45-15：30

（14：45−17：15） 事例に見るデータマイニングの展望
特別講演： データマイニングの過去・現在・未来

15：30-17：15

事例セッション： 事例に見るデータマイニングの展望
事例講演：
小売業におけるデータマイニングの利用可能性
評価者自身の言葉を用いたバスルームの評価

岩﨑 学 （成蹊大学）
コーディネーター：岩﨑 学 （成蹊大学）
清水 聰 （明治学院大学）
小代 禎彦 （東陶機器 (株)）

〜評価グリッド法とテキストマイニングによる試み〜

生活者データから生活者のタイプを描写するプロセス事例

懇親会

（18：00−）

第２日目 受付 （9:30−）

−2−

田口 仁 （(株)アサツー ディ・ケイ）

第２日目 １０月８日（金） 午前の部
特別セッションⅡ
10:00−10：20
10:20−10：40
10:40−10：50
10:50−11：05
11:05−11：15
11:15−11：30
11:30−11：45
11:45−12：00

昼食休憩

（10：00−12：00）

医薬品開発の流れを変えるＩＴ／ＥＤＣの現状と今後の課題

座長：渡辺 敏彦（(株)ベルシステム２４）、大石 雅彦 （ファイザー(株)）
EDC の一般論
澤向 慶司 （三共(株)）
Web 技術ならびに電子認証を用いた治験ネットワークと電
原 量宏 （香川大学医学部附属病院）
子カルテの連携−医療機関における現状−
臨床検査センターとの連携
佐々木英数 （(株) ベルシステム２４）
電子認証の役割
坂本 尊志 （日本ベリサイン(株)）
保健医療福祉認証局の現状
町田 悦郎 （（財）医療情報システム開発センター）
CRO における IT／EDC の取組み
後藤 栄蔵 （(株)モスインスティテュート）
EDC は臨床試験をどう変えるか〜製薬メーカーが考える
小谷 敦史（武田薬品工業（株））
EDC の可能性〜
RDC −a Pfizer Perspective
Nick Scott (ファイザー(株))

（12：00−13：10）

第２日目 １０月８日（金） 午後の部
一般講演Ⅲ
13：10-13：30
13：30-13：50
13：50-14：10
14：10-14：30

（13：10−14：30） 座長：越智 義道 （大分大学）
領域仮説検定における棄却域の構成方法
魚井 徹 （山之内製薬(株)）、後藤 昌司（医学統計研究会）
Cox 比例ハザードモデルにおける影響診断：Breslow と Efron による部分尤度法の場合
成祉旻 （岡山大学大学院）、田中 豊 （南山大学）
臨床試験における経時データのクラスタリング
山田 忠明、渡辺 秀章、落合 俊充、田崎 武信 （塩野義製薬(株)）
対比統計量を用いた事後確率に基づく用量反応型の選択
若菜 明（東京理科大学大学院）、吉村 功、浜田 知久馬 （東京理科大学）

休憩

（14：30−14：40）

一般講演Ⅳ
14：40-15：00

（14：40−16：00） 座長：山口 和範 (立教大学)
統計的経験則のシミュレーション
藤崎 恒晏 （鹿児島工業高等専門学校）、下川 敏雄 （大阪大学医学部附属病院）、
濱崎 俊光（大阪大学大学院）、後藤 昌司 （医学統計研究会）
組み合わせ判別分析の提案 −1000 スイスフラン偽札紙幣の分析−
新村 秀一 （成蹊大学）
FLASH を利用した統計教育コンテンツの開発
藤野 友和 （福岡女子大学）、垂水 共之 、笛田 薫 、飯塚 誠也 （岡山大学）
柳貴 久男 （岡山理科大学）、久保田 貴文 （岡山大学）
SAS/STAT プロシジャの日本語翻訳プロジェクト
宮岡 悦良、緑川 修一、高原 佳奈 （東京理科大学）
小林 丈二、吉澤 敦子 （SAS Institute Inc.）

15：00-15：20
15：20-15：40

15：40-16：00

休憩

（16：00−16：10）

一般講演Ⅴ
16：10-16：30

（16：10−17：10） 座長：南 弘征（北海道大学）
光子検出による高速物理乱数発生とその評価
末松 知恵、行方 直人、井上 修一郎 （日本大学量子科学研究所）
Lattice データの構造解析のソフトウェアについて
石岡 文生、栗原 考次 （岡山大学）
統計解析言語における数式表現の利用
藤原 丈史 （東京情報大学）、中野 純司 （統計数理研究所）、小林 郁典 、山本 由和 （徳島文理大学）

16：30-16：50
16：50-17：10
閉会挨拶

（17：10−17：15）

日本計算機統計学会
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会長

垂水 共之 （岡山大学）

会場のご案内

ワークピア横浜
神奈川県横浜市中区山下町 24-1

TEL 045-664-5252 http://www.workpia.or.jp/

◆電車
地下鉄みなとみらい線 日本大通り駅３番出口 徒歩 2 分
JR 京浜東北線 関内駅南口 徒歩 15 分
JR 京浜東北線 石川町駅北口 徒歩 13 分

◆バス
横浜市営バス
●横浜駅より
東口バスターミナル（横浜そごう 1 階）より 1 番バス停より 26 系統へ乗車し 20 分。大桟橋にて下車
東口バスターミナルより 2 番バス停より 8・58・125 系統へ乗車し 20 分。神奈川自治会館前にて下車
●桜木町駅より
バスターミナルより 2 番バス停より 26 系統へ乗車し 10 分。大桟橋にて下車
バスターミナルより 3 番バス停より 8・58・125 系統へ乗車し 10 分。神奈川自治会館前にて下車

◆車
首都高速道路（神奈川線）山下町出口より 3 分、新山下出口より 5 分
※会場に駐車場の用意はございませんので、近隣の有料駐車場をご利用ください。
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