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●医学統計学ハンドブック 新版 
著編者名 丹後 俊郎 発行年 2018 

同時1アクセス（本体） ¥66,000 同時3アクセス（本体） ¥132,000 

冊子版ISBN 9784254122299  商品コード 1029342084 

全体像を俯瞰し，学べる実務家必携の書［内容］統計学的視点／データの記述／推定と検定／実験計画法／検定の多
重性／線形回帰／計数データ／回帰モデル／生存時間解析／経時的繰り返し測定データ／欠測データ／多変量解析／
ノンパラ／医学的有意性／サンプルサイズ設計／臨床試験／疫学研究／因果推論／メタ・アナリシス／空間疫学／衛生
統計／調査／臨床検査／診断医学／オミックス／画像データ／確率と分布／標本と統計的推測／ベイズ推測／モデル
評価・選択／計算統計 

●医学統計学シリーズ 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

統計学のセンス ―デザインする視点・データを見る目―新版（1） 丹後 俊郎 2018 9784254128826 ¥10,560  ¥21,120  1029342081 

統計モデル入門 （2） 丹後 俊郎 2000 9784254127522 ¥13,200  ¥26,400  1029312041 

Cox比例ハザードモデル 新版（3） 中村 剛 2018 9784254128840 ¥11,880  ¥23,760  1029342082 

メタ・アナリシス入門 
 ―エビデンスの統合をめざす統計手法―新版（4） 

丹後 俊郎 2016 9784254127607 ¥15,180  ¥30,360  1024019693 

無作為化比較試験 ―デザインと統計解析―新版（5） 丹後 俊郎 2018 9784254128819 ¥14,850  ¥29,700  1029342083 

医薬開発のための臨床試験の計画と解析 （6） 上坂 浩之 2006 9784254127560 ¥15,840  ¥31,680  1029312042 

空間疫学への招待 ―疾病地図と疾病集積性を中心として―（7） 丹後 俊郎 2007 9784254127577 ¥14,850  ¥29,700  1029312043 

統計解析の英語表現 ―学会発表、論文作成に向けて―（8） 丹後 俊郎 2009 9784254127584 ¥11,220  ¥22,440  1029312044 

ベイジアン統計解析の実際 ―WinBUGSを利用して―（9） 丹後 俊郎 2011 9784254127591 ¥15,840  ¥31,680  1029312045 

経時的繰り返し測定デザイン 
 ―治療効果を評価する混合効果モデルとその周辺―（10） （※） 

丹後 俊郎 2015 9784254128802 ¥14,850  ¥29,700  1019748947 
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書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

頑健回帰推定  蓑谷 千凰彦 2016 9784254128376 ¥11,880  ¥23,760  1020599004 

ライフスタイル改善の実践と評価 
 ―生活習慣病発症・重症化の予防に向けて― 

山岡 和枝 2015 9784254128352 ¥12,210  ¥24,420  1020599007 

線形回帰分析  蓑谷 千凰彦 2015 9784254128345 ¥18,150  ¥36,300  1020083656 

セミパラメトリック推測と経験過程  久保木 久孝 2015 9784254128369 ¥12,210  ¥24,420  1019533207 

高次元データ分析の方法 
 ―Rによる統計的モデリングとモデル統合― （※） 

安道 知寛 2014 9784254128338 ¥11,550  ¥23,100  1018683969 

空間統計学 : 自然科学から人文・社会科学まで 
 ―自然科学から人文・社会科学まで― 

瀬谷 創 2014 9784254128314 ¥11,550  ¥23,100  1018194187 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

統計学の基礎 （1） 上田 尚一 2002 9784254127713 ¥3,850  ¥7,700  1011798685 

統計学の論理 （2） 上田 尚一 2002 9784254127720 ¥3,850  ¥7,700  1011798686 

統計学の数理 （3） 上田 尚一 2002 9784254127737 ¥3,850  ¥7,700  1011798687 

統計グラフ （4） 上田 尚一 2003 9784254127744 ¥3,850  ¥7,700  1011798688 

統計の誤用・活用 （5） 上田 尚一 2003 9784254127751 ¥4,290  ¥8,580  1011798689 

質的データの解析 ―調査情報のよみ方―（6） 上田 尚一 2003 9784254127768 ¥3,850  ¥7,700  1011798690 

クラスター分析 （7） 上田 尚一 2003 9784254127775 ¥3,850  ¥7,700  1011798691 

主成分分析 （8） 上田 尚一 2003 9784254127782 ¥4,290  ¥8,580  1011798692 

●講座情報をよむ統計学  

●統計ライブラリー 

8冊 揃価格 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 商品コード 

¥31,680  ¥63,360  1011798684 

6冊 揃価格 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥77,550 ¥155,100 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

一般化線形モデル  汪 金芳 2016 9784254128604 ¥11,880  ¥23,760  1022295583 

欠測データの統計解析  阿部 貴行 2016 9784254128598 ¥11,220  ¥22,440  1022295582 

経時データ解析  船渡川 伊久子 2015 9784254128550 ¥11,220  ¥22,440  1024857687 

統計的因果推論  （※） 岩崎 学 2015 9784254128574 ¥11,880  ¥23,760  1023366672 

ノンパラメトリック法  村上 秀俊 2015 9784254128529 ¥11,220  ¥22,440  1020083653 

実験計画法と分散分析  三輪 哲久 2015 9784254128543 ¥11,880  ¥23,760  1019748946 

ベイズ計算統計学  古澄 英男 2015 9784254128567 ¥11,220  ¥22,440  1019748945 

●統計解析スタンダード 

6冊 揃価格 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥80,520 ¥161,040 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

生物・農学系のための統計学 ―大学での基礎学修から研究論文まで― （※） 平田 昌彦 2017 9784254122237 ¥11,880  ¥23,760  1026888923 

分割表・回帰分析・ロジスティック回帰  
（独習統計学24講 : すべての医療系学生・研究者に贈る 応用編） （※） 

鶴田 陽和 2016 9784254122176 ¥11,550  ¥23,100  1024943420 

はじめての統計データ分析 ―ベイズ的<ポストp値時代>の統計学― （※） 豊田 秀樹 2016 9784254122145 ¥8,580  ¥17,160  1022295585 

基礎からのベイズ統計学 ―ハミルトニアンモンテカルロ法による実践的入門― 豊田 秀樹 2015 9784254122121 ¥10,560  ¥21,120  1018500684 

統計解析ハンドブック 武藤 真介 1995 9784254120615 ¥52,800  ¥105,600  1011798896 
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