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医療系・バイオ系統計関係書 

医学統計学ハンドブック 新版 

出版社 朝倉書店 

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 

親切な医療統計学 第2版 

出版社 金芳堂 

著編者名 奥田 千恵子 発行年 2019 

同時1アクセス(本体) ¥6,600 同時3アクセス(本体) ¥9,900 

冊子版ISBN 9784765317740  商品コード 1029728146 

本書は医療分野の研究者、病院実務従業者、学生を対象とした初学者向けの統
計テキストで高度な解析手法を理解するための実用的な解説書である。解析手法
は年々高度になっており、初版から5年を経過した本書を全般的に見直した。また
初版の表計算ソフトexcelの統計関数とアドインソフトの分析ツール（データ分析）に、
新しくEZR（Easy R）の解析法を併記した。 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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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 

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 

朝倉書店 

10冊 
揃価格 

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 

¥138,270 ¥276,540 
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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 

バイオ統計の基礎 ―医薬統計入門―（1） 柳川 尭 2010 9784764903876 ¥10,560  ¥21,120  1022526836 

臨床試験のデザインと解析 
 ―薬剤開発のためのバイオ統計―（2） 

角間 辰之 2012 9784764904309 ¥13,200  ¥26,400  1022526837 

サバイバルデータの解析 
 ―生存時間とイベントヒストリデータ―（3） 

赤澤 宏平 2010 9784764903906 ¥13,200  ¥26,400  1022526838 

医療・臨床データチュートリアル 
 ―医療・臨床データの解析事例集―（4） 

柳川 尭 2014 9784764904644 ¥10,560  ¥21,120  1022526839 

観察データの多変量解析 
 ―疫学データの因果分析―（5） 

柳川 尭 2016 9784764905054 ¥11,880  ¥23,760  1022526835 

ゲノム創薬のためのバイオ統計 
 ―遺伝子情報解析の基礎と臨床応用―（6） 

舘田 英典 2010 9784764903913 ¥11,880  ¥23,760  1022526840 

近代科学社 

6冊 
揃価格 

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 

¥71,280 ¥142,560 
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アトムス 

まずは統計アレルギーを克服しよう! （1） 
著編者名 浅井 隆 発行年 2010 

同時1アクセス（本体） ¥6,160 同時3アクセス（本体） ¥9,240 

冊子版ISBN 9784904307243  商品コード 1016973282 

統計をマスターしたい人は、まずは医学論文の読者として、出された統計結果を理解できるようになろう−。実際に統計処理はしなく
ても結果を読み取りたい人のために、医学統計の解釈の仕方を紹介する。 

結果の解釈ができるようになろう! （2） 
著編者名 浅井 隆 発行年 2010 

同時1アクセス（本体） ¥6,160 同時3アクセス（本体） ¥9,240 

冊子版ISBN 9784904307281  商品コード 1016973283 

医学論文を読む人の立場から、エビデンスに基づく医療を実践するために必要な統計結果の解釈法の基礎のキソについて解説。
陽性的中率やオッズ比などの解釈の仕方も取り上げる。Ｄｒ．あさいのこっそりマスターシリーズ第２弾。 

研究の質を評価できるようになろう! 第2刷（3） 
著編者名 浅井 隆 発行年 2010 

同時1アクセス（本体） ¥6,160 同時3アクセス（本体） ¥9,240 

冊子版ISBN 9784904307304  商品コード 1016973284 

「目的に合った研究がされているか」「ごまかしの統計はないか」など、統計と研究の質をチェックするポイントをこっそり伝授。医学・
医療に関する論文に書かれている統計結果を解釈する方法がわかる。 

3冊 
揃価格 

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 

¥18,480 ¥27,720 

2冊 
揃価格 

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 

¥16,170 ¥32,340 

キホンのキ 改訂版（1） 
著編者名 池田 郁男 発行年 2017 

同時1アクセス（本体） ¥7,260 同時3アクセス（本体） ¥14,520 

冊子版ISBN 9784758120760  商品コード 1025481501 

好評の入門書が統計家の査読を受け改訂！母集団や標本を「研究者」として理解していますか？検定前の心構えから平均値±SD、
±SEの使い分けまで、検定法の理解に必須な基本を研究者として捉え直しましょう。 

キホンのホン 改訂版（2） 
著編者名 池田 郁男 発行年 2017 

同時1アクセス ¥8,910 同時3アクセス ¥17,820 

冊子版ISBN 9784758120777  商品コード 1025481502 

好評の入門書が統計家の査読を受け改訂！いわれるがまま検定法を選んでいませんか？2群の比較から多重比較、分散分析ま
で研究者がおさえておきたい検定法を厳選。統計の本質をつかみ正しい検定を自分で選びましょう！ 

こっそりマスターシリーズ 

羊土社 
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カエル教える生物統計コンサルテーション 
 ―その疑問、専門家と一緒に考えてみよう― 

同時1アクセス(本体) ¥8,250 

同時3アクセス(本体) ¥16,500 

著編者名 毛呂山 学 冊子版ISBN 9784758120937  

出版社 羊土社 発行年 2019 商品コード 1029973297 

「p値が0.05より大きい」「サンプルが少ない」「外れ値がある」等、統計解析に関するその悩み、専門家に相談してみませんか？11の
相談事例を通じて、数式を学ぶより大切な統計学的な考え方が身につきます。 

診療情報管理パーフェクトガイド ―実践&入門 : 資格 

取得からICDコーディング,統計,DPCデータ活用まで―改訂新版 

同時1アクセス(本体) ¥2,574 

同時3アクセス(本体) ¥2,376 

著編者名 須貝 和則 冊子版ISBN 9784870587090  

出版社 医学通信社 発行年 2019 商品コード 1029960197 

★DPC／PDPS，がん登録，ICTの進歩，ビッグデータ活用など，最新の法制度やシステムに応じて全面的に見直した2019年新版!! 2018年６月に公表さ
れたICD-11についても，最新の知見に基づいて明快に解説しています。★最新の診療情報管理の基礎知識から，その資格取得の方法と対策，症例別
ICDコーディング，統計・がん登録・DPCデータ分析，クリニカルパス作成のノウハウまでを事例解説!!★診療情報管理士を目指す初級者から，実際に病
院で働く中・上級者まで，その必須知識をすべてカバー。診療情報管理に必要な全知識・全スキルを１冊に凝縮した実践＆入門書の決定版!! 

ていねいな保健統計学 
同時1アクセス(本体) ¥6,600 

同時3アクセス(本体) ¥13,200 

著編者名 白戸 亮吉 冊子版ISBN 9784758109727  

出版社 羊土社 発行年 2018 商品コード 1028700641 

数学が苦手でも大丈夫！ムズカシイ数式なしで基本的な考え方を一つひとつ解説しているから、平均も標準偏差も検定もとことん納
得！練習問題には看護師・保健師国家試験の過去問つき。国試対策はこれでバッチリ！ 

メディカルスタッフのためのひと目で選ぶ統計手法 
 ―「目的」と「データの種類」で簡単検索!適した手法が76の事例か
ら見つかる、結果がまとめられる― 

同時1アクセス(本体) ¥10,560 

同時3アクセス(本体) ¥21,120 

著編者名 山田 実 冊子版ISBN 9784758102285  

出版社 羊土社 発行年 2018 商品コード 1028063254 

誰もが悩む「統計手法の選択」を解決！76の研究事例を「目的×データの種類」でマトリックス図に整理。適した手法がたちまち見つ
かる！その手法を使う理由の他、解析結果の記載例も紹介、学会発表にも役立ちます。 

遺伝統計学と疾患ゲノムデータ解析 
 ―病態解明から個別化医療, ゲノム創薬まで― 
（遺伝子医学MOOK 33） 

同時1アクセス(本体) ¥17,710 

同時3アクセス(本体) ¥35,420 

著編者名 岡田 随象 冊子版ISBN 9784944157631  

出版社 メディカルドゥ 発行年 2018 商品コード 1028304203 

遺伝統計学（statistical genetics）は，遺伝情報と形質情報の結びつきを，統計学の観点より評価する学問分野です。第1章は遺伝統
計学の基礎理論について，第2章は最新のデータ解析技術について，第3章は本邦におけるゲノム情報の社会実装の最前線での取
り組みについて，第4章はゲノム・エピゲノム解析とがんゲノム解析に分け，独自の解析手法の開発者を対象にご執筆いただいており
ます。 

スッキリわかる!臨床統計はじめの一歩 
 ―統計のイロハからエビデンスの読み解き方・活かし方まで― 
 改訂版 

同時1アクセス(本体) ¥9,240 

同時3アクセス(本体) ¥18,480 

著編者名 能登 洋 冊子版ISBN 9784758118330  

出版社 羊土社 発行年 2018 商品コード 1027882469 

エビデンスを診療やケアに活かすための超入門書！「論文を読む際はどこを見る？」「臨床研究は何から始めるべき？」などの初歩
的な疑問が数式なしでスッと理解できます。EBMを実践したい医師・看護師にオススメ！ 
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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― （※） 

同時1アクセス(本体) ¥11,880 

同時3アクセス(本体) ¥23,760 

著編者名 平田 昌彦 冊子版ISBN 9784254122237  

出版社 朝倉書店 発行年 2017 商品コード 1026888923 

大学の講義での学修から、研究論文まで使える統計学テキスト。〔内容〕調査の方法／変数の種類・尺度／データ分布／確率分布／
推定・検定／相関・単回帰／非正規変量／実験計画法／ノンパラメトリック手法／多変量解析／各種練習問題 

アメリカで学んだ医学統計 
 ―8時間集中講義― 

同時1アクセス(本体) ¥8,712 

同時3アクセス(本体) ¥17,424 

著編者名 塩田 星児 冊子版ISBN 9784498109049  

出版社 中外医学社 発行年 2016 商品コード 1025526241 

米国ヒューストンのベイラー医科大学に留学し、疫学研究、統計を学んだ著者が書き下ろした、医学統計を効率よく習得するための
決定版テキストがついに登場です。データの種類や「P値ってなに？」といった基本的な内容の解説から始まり、合計８単元で一通り
の知識を習得できる内容となっています。統計の苦手意識は8時間で克服できる！ 

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） （※） 

同時1アクセス(本体) ¥11,550 

同時3アクセス(本体) ¥23,100 

著編者名 鶴田 陽和 冊子版ISBN 9784254122176  

出版社 朝倉書店 発行年 2016 商品コード 1024943420 

好評の「独習」テキスト待望の続編。統計学基礎、分割表、回帰分析、ロジスティック回帰の四部構成。前著同様とくに初学者がつま
づきやすい点を明解に解説する。豊富な事例と演習問題、計算機の実行で理解を深める。再入門にも好適。 

現場主義統計学のすすめ 
 ―野外調査のデータ解析―（統計スポットライト・シリーズ 1） 

同時1アクセス(本体) ¥7,260 

同時3アクセス(本体) ¥14,520 

著編者名 島谷 健一郎 冊子版ISBN 9784764905436  

出版社 近代科学社 発行年 2017 商品コード 1025376229 

統計分野で不可欠となる数理やデータ解析法を解説する統計スポットライト・シリーズの第１巻。本書は統計数理学とフィールド生物
学の双方が互いの現場に踏み込み、同じモノを見ながら新しい発想や発見に至る過程を3つの事例により紹介。統計モデルで得た知
見がフィールド調査といかに統合しうるか体感できる実践の書。 

Rとグラフで実感する生命科学のための 
統計入門 

同時1アクセス(本体) ¥12,870 

同時3アクセス(本体) ¥25,740 

著編者名 石井 一夫 冊子版ISBN 9784758120791  

出版社 羊土社 発行年 2017 商品コード 1025481504 

無料ソフトRを使うことで手を動かしながら統計解析の基礎が身につく！グラフが豊富で視覚的に確率分布や検定を理解できる！統
計の基本から機械学習まで幅広く網羅した１冊。すぐに使えるRのサンプルコード付き！ 

SPSSによる統計データ解析 
 ―医学・看護学、生物学、心理学の例題による統計学入門― 

同時1アクセス(本体) ¥7,700 

同時3アクセス(本体) ¥11,550 

著編者名 柳井 晴夫 冊子版ISBN 9784768703601  

出版社 現代数学社 発行年 2006 商品コード 1025180149 

本書は，パソコン統計ソフトとして広く普及しているSPSSを利用できる環境にある読者が，多変量解析を含む統計学の各種手法についての具
体的計算法を平易に理解できるように配慮して執筆された，大学や大学院の講義や演習用，および社会人が実際に統計解析を行う際の統計
学の補助テキストとして利用可能なものである．例題には，なるべく多くの実際例（特に医学，看護学，生物学，心理学，教育心理学）を取りあ
げるようにつとめた．この他に，本書の特色としては，SPSSの使い方で困った際に手助けとなるように各章にＱ＆Ａのコーナー 
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ぜんぶ絵で見る医療統計 
 ―身につく!研究手法と分析力― 

同時1アクセス(本体) ¥8,580 

同時3アクセス(本体) ¥17,160 

著編者名 比江島 欣愼 冊子版ISBN 9784758118071  

出版社 羊土社 発行年 2017 商品コード 1024589630 

まるで「図鑑」な楽しい紙面と「理解」優先の端的な説明で，医学・看護研究に必要な統計思考が“見る見る”わかる．臨床研究はガ
チャを回すがごとし…？！統計嫌い克服はガチャのイラストが目印の本書におまかせ！ 

ゲノムデータ解析 （統計学one point 1） 
同時1アクセス(本体) ¥7,260 

同時3アクセス(本体) ¥10,890 

著編者名 冨田 誠 冊子版ISBN 9784320112520  

出版社 共立出版 発行年 2016 商品コード 1024775736 

GWASにおけるデータ検証（コールレイト、ハーディ・ワインベルグ平衡等のマーカーQC）から民族集団構造化問題（主成分分析
EIGENSTRAT、ゲノミック・コントロール）などを実際の論文を挙げて解説し、Rパッケージを用いた分析手法の紹介、QQプロット、false 
discovery rate (FDR)、マイナーアレル頻度等からなるサンプルサイズの関係がわかりやすく説明されている。 

薬学倫理・医薬品開発・臨床研究・医療統計学  
（臨床薬学テキストシリーズ） （※） 

同時1アクセス(本体) ¥11,660 

同時3アクセス(本体) ¥17,490 

著編者名 安原 眞人 冊子版ISBN 9784521744476  

出版社 中山書店 発行年 2017 商品コード 1024589633 

安全かつ効果的な医薬品を開発し、活用され続けていくためには、どのような倫理原則をふまえ、臨床研究を行い、医療統計学を活
用していくべきなのかを解説。また、新薬（後発医薬品を含む）が販売されるまでに必要な手続き、関係する国内外の最新の法律・制
度の知識なども盛り込まれている。 

生存時間解析 応用編 ―SASによる生物統計― 
同時1アクセス(本体) ¥7,920 

同時3アクセス(本体) ¥22,176 

著編者名 大橋 靖雄 冊子版ISBN 9784130623179  

出版社 東京大学出版会 発行年 2016 商品コード 1023891893 

医学分野の生存時間解析をSASで行っている人に向けて、生存関数のノンパラメトリックな推定と検定、コックス回帰によるハザード
比の推定とその拡張など、SASの最新機能と統計手法を具体例とプログラムとともに詳解する。 

短期集中!オオサンショウウオ先生の医療統計 
セミナー論文読解レベルアップ30 

同時1アクセス(本体) ¥12,540 

同時3アクセス(本体) ¥25,080 

著編者名 田中 司朗 冊子版ISBN 9784758117975  

出版社 羊土社 発行年 2016 商品コード 1023668644 

一流論文を教材にした、臨床試験・メタアナリシス・疫学研究の方法論とその原理が理解でき、論文を読み解く力がつくテキスト。取り
外せる課題論文5本+演習問題解答付き。『レジデントノート』連載に加筆し単行本化。 

医療系のための統計入門  
（事例でわかる統計シリーズ） （※） 

同時1アクセス(本体) ¥6,050 

同時3アクセス(本体) - 

著編者名 景山 三平 冊子版ISBN 9784407337136  

出版社 実教出版 発行年 2015 商品コード 1022699089 

多くの数値の情報の中から重要な情報を見つけ出すために、統計では様々な概念や考え方が用いられる。統計の基本から、医療系
の統計分析で必要とされる内容までを、医療系らしい題材を取り上げた課題を通して解説する。 
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ここから学ぼう!図解医療統計 
 ―本気で統計を始めたい人のための入門書― 

同時1アクセス(本体) ¥6,160 

同時3アクセス(本体) ¥9,240 

著編者名 柳澤 尚武 冊子版ISBN 9784883786381  

出版社 総合医学社 発行年 2016 商品コード 1022469890 

統計をはじめて学ぶ医療系の人でも、生物統計の基礎的な考え方や手法を理解できるようになるテキスト。統計学の基本や、実際に
データ解析で使う具体的な手法、医療統計でよく使われるリスク比とオッズ比などを図解する。 

医系の統計入門 第2版 
同時1アクセス(本体) ¥5,500 

同時3アクセス(本体) ¥8,250 

著編者名 階堂 武郎 冊子版ISBN 9784627091924  

出版社 森北出版 発行年 2013 商品コード 1022470023 

保健・医療関連領域に携わる人を対象にした統計学の初等的な入門書。図や表を用いて視覚的に理解を深められるように編集。
データの整理や検定のしかたなどが豊富な例題・練習問題と詳しい解答でマスターできる。 

フリーソフトRを使ったらくらく医療統計解析入門 
 ―高額な統計ソフトはもういらない!? : すぐに使える事例データと 
実用Rスクリプト付き― 

同時1アクセス(本体) ¥9,680 

同時3アクセス(本体) ¥14,520 

著編者名 大櫛 陽一 冊子版ISBN 9784521743646  

出版社 中山書店 発行年 2016 商品コード 1020782213 

医学領域で使われるほぼすべての統計手法を、簡単なものから最新の多変量解析や多重比較までを分類整理して、わかりやすく解
説。Rでの操作手順もPC画面画像を掲載して丁寧に示す。「看護・福祉・医学統計学」の姉妹版。 

臨床統計はじめの一歩Q&A 
 ―統計のイロハから論文の読み方、研究のつくり方まで― 

同時1アクセス(本体) ¥6,160 

同時3アクセス(本体) ¥12,320 

著編者名 能登 洋 冊子版ISBN 9784758106559  

出版社 羊土社 発行年 2008 商品コード 1018853569 

エビデンスはどう読んだらいいの？ データはどうまとめたらいいの？ 臨床現場で統計を使う際に立ちはだかる数々のギモンに、数
式なしでわかりやすく解説。ＥＢＭ実践例やＥｘｃｅｌを用いたシミュレーションなども収録。 

たったこれだけ!医療統計学 改訂2版 
同時1アクセス(本体) ¥6,160 

同時3アクセス(本体) ¥9,240 

著編者名 Harris Michael 冊子版ISBN 9784765316309  

出版社 金芳堂 発行年 2015 商品コード 1018600626 

臨床論文を読むために必要な概念や手法に特化した簡潔な統計学テキスト。重要度や難易度、用途、簡単な注意点、試験のための
助言などを掲載する。用語集も収録。 

医療系はじめまして!統計学 
同時1アクセス(本体) ¥5,280 

同時3アクセス(本体) ¥7,920 

著編者名 奥田 千恵子 冊子版ISBN 9784765316293  

出版社 金芳堂 発行年 2015 商品コード 1018600627 

医療分野の学生や医療従事者がはじめて統計を学ぶための教科書。数式を少なくし、身近な具体例を日常用語で説明する。統計学
的説明能力も身に付けることをめざしたはじめの一冊。統計学のためのExcel講座なども収録。 
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わかりやすい医学統計学 
同時1アクセス(本体) ¥12,320 

同時3アクセス(本体) ¥18,480 

著編者名 森實 敏夫 冊子版ISBN 9784895893015  

出版社 メディカルトリビューン 発行年 2004 商品コード 1018695906 

医学に必須である論理的思考、科学的思考の一部に統計学的思考を取り入れることは、研究の計画立案と遂行、ＥＢＭ実践におけ
る論文の批判的吟味だけでなく、日常の診療においても必要となる。医学統計学をわかりやすく解説。 

看護統計学への招待  改訂4版 
同時1アクセス(本体) ¥6,160 

同時3アクセス(本体) ¥9,240 

著編者名 緒方 昭 冊子版ISBN 9784765315579  

出版社 金芳堂 発行年 2013 商品コード 1016411917 

看護対象者に対する良き衛生教育者、また看護学を発展させる研究者になるために必要な統計学の知識をまとめたテキスト。集団
を対象とする統計的研究の基本的知識や標本誤差などについて、実例を添えて解説する。 

親切な医療統計学 
同時1アクセス(本体) ¥6,160 

同時3アクセス(本体) ¥9,240 

著編者名 奥田 千恵子 冊子版ISBN 9784765315968  

出版社 金芳堂 発行年 2014 商品コード 1016411933 

必要十分な統計学的知識を身につけて、論文を読んだり、医療研究を行ったりできるようになることを目指した、初学者向けのテキス
ト。表計算ソフトExcelを用いて数値例を説明する。 

医薬研究者のためのケース別統計手法の学び方 
同時1アクセス(本体) ¥3,960 

同時3アクセス(本体) ¥5,940 

著編者名 奥田 千恵子 冊子版ISBN 9784765309202  

出版社 金芳堂 発行年 1999 商品コード 1016411944 

本書は，研究者が統計解析法を用いようとした際に生じる具体的な疑問に答えるという形式で，その過程で必要な統計学の基礎知
識を学べるように企画，編集した．論文作成・医薬品認可のための公文書作成にあたって生じる可能性の高い統計手法の疑問点を，
実際に研究に携わっておられる研究者の方々から寄せられた質問をもとに12のケースに分類して，それぞれのケースを具体的，丁
寧に解説した 

健康・スポーツ科学のためのやさしい統計学 
同時1アクセス(本体) ¥5,500 

同時3アクセス(本体) ¥8,250 

著編者名 出村 慎一 冊子版ISBN 9784764411180  

出版社 杏林書院 発行年 2011 商品コード 1016424434 

健康・スポーツ科学領域の統計学の入門書。データをとる前に考慮すべきこと、統計学的仮説検定の原理と考え方、目的に応じた統
計解析のしくみなど、統計を正しく使うために押さえておくべきポイントに重点をおいて解説。 

健康・スポーツ科学のためのExcelによる統計 
解析入門 

同時1アクセス(本体) ¥7,040 

同時3アクセス(本体) ¥10,560 

著編者名 佐藤 進 冊子版ISBN 9784764411081  

出版社 杏林書院 発行年 2009 商品コード 1016424435 

※書籍版付録のCD-ROMは、付いておりません。 Ｅｘｃｅｌを用いて統計解析を行う場合に必要な、各種統計手法の概要、ソフトの操
作方法、結果の意味と解釈の仕方を解説。２００７年刊「健康・スポーツ科学のためのＳＰＳＳによる統計解析入門」と対比できるよう
構成。 
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健康・スポーツ科学のためのSPSSによる統計 
解析入門 

同時1アクセス(本体) ¥5,500 

同時3アクセス(本体) ¥8,250 

著編者名 佐藤 進 冊子版ISBN 9784764410909  

出版社 杏林書院 発行年 2007 商品コード 1016424437 

ＳＰＳＳを用いて統計解析を行う場合に必要な、各種統計手法の概要、選択方法、ソフトの操作方法、表示される結果の意味と解釈
の仕方について、例題を用いて解説。解析結果をまとめて論文などに掲載するための図表も例示する。 

医療統計学入門 
 ―エビデンスを正しく見分けるための考え方― 

同時1アクセス(本体) ¥7,700 

同時3アクセス(本体) ¥9,240 

著編者名 比江島 欣慎 冊子版ISBN 9784274050183  

出版社 オーム社 発行年 2014 商品コード 1016496222 

医療に関連するデータを適切に収集し、分析するために必要な基本的な考え方や概念とは? 因果推論という角度から、データの収集
や分析について、ほとんど数式を用いずにわかりやすく解説する。 

生物配列の統計 ―核酸・タンパクから情報を読む― 

（統計科学のフロンティア 9） 

同時1アクセス(本体) ¥10,450 

同時3アクセス(本体) ¥31,350 

著編者名 岸野 洋久 冊子版ISBN 9784000068499  

出版社 岩波書店 発行年 2003 商品コード 1012550346 

生物の本質は情報にある。生物配列から進化の実態が明らかになり、また、遺伝子や立体構造など隠れた構造を探り出す技法が大
きく進展しつつある。統計学と生物学が融合した新たな学問の挑戦を紹介する。 

医薬研究者の視点からみた道具としての統計学 
  改訂2版 

同時1アクセス(本体) ¥7,480 

同時3アクセス(本体) ¥11,220 

著編者名 奥田 千恵子 冊子版ISBN 9784765315012  

出版社 金芳堂 発行年 2011 商品コード 1011618766 

基本的な解析手法から高度な解析手法へ橋渡しする、医薬研究者向けの統計学の解説書。統計ソフトを使うためのマニュアル的な
部分と、解析手法に関連した基礎的概念の説明部分を分けて記述した改訂2版。 

医薬研究者のための統計記述の英文表現  
 改訂3版 

同時1アクセス(本体) ¥7,040 

同時3アクセス(本体) ¥10,560 

著編者名 奥田 千恵子 冊子版ISBN 9784765314510  

出版社 金芳堂 発行年 2010 商品コード 1011618789 

医薬分野の英文雑誌に論文を投稿する際に必要な統計解析関連表現の要点を、各種のガイドラインや医薬研究における統計学的
問題点を扱った論文を参考にし、オンライン化されている主要な雑誌の実例を用いて紹介。 

遺伝統計学の基礎 
 ―Rによる遺伝因子解析・遺伝子機能解析― 

同時1アクセス(本体) ¥10,450 

同時3アクセス(本体) ¥12,540 

著編者名 山田 亮 冊子版ISBN 9784274068225  

出版社 オーム社 発行年 2010 商品コード 1011658369 

遺伝という現象を軸に数理的に生命現象を解釈する遺伝統計学のテキスト。遺伝現象・ゲノム解析に特徴的な事柄として、離散的な
こと・確率と尤度のこと・大規模なこと・不均一なことを取り上げ、いろいろな角度から解説する。 
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