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「医療統計は難しい・・・」そう思っていませんか？
医学情報センターでは、医療統計をやさしく紹介する本を多数所蔵

しています。ぜひ手に取ってご覧ください。

○展示資料の紹介（一例）
【これならわかる！医療統計】
・『今日から使える医療統計』新谷歩著, 医学書院, 2015
・『わかってきたかも!?「医療統計」』五十嵐中, 佐條麻里, 高瀬
義昌著, 東京図書, 2012

【医療統計の臨床への応用】
・『日常診療にすぐに使える臨床統計学 : ベストな診断と治療が
できる!』能登洋著, 羊土社, 2011

・『ドクターも納得!医学統計入門 : 正しく理解、正しく
伝える 』菅民郎, 志賀保夫著, エルゼビア・ジャパン, 2016

【統計ソフトの活用】
・『Rによる医療統計学 』Peter Dalgaard [著], 丸善出版, 2017
・『SPSSでやさしく学ぶ統計解析 』石村貞夫, 石村友二郎著,
東京図書, 2013



展示資料リスト

【これならわかる！医療統計】

書名 版 編著者 出版社 出版年
請求記号・
配架場所

1 アメリカで学んだ医学統計 : 8時間集中講義 塩田星児著 中外医学社 2016 490.19/SH

2
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

田中司朗, 田中佐
智子著

羊土社 2016 490.19/TA

3
わかってきたかも「医療統計」・・・だけど論文読め
ません!!

五十嵐中, 佐條麻
里著

東京図書 2016 490.19/IG

4 今日から使える医療統計 新谷歩著 医学書院 2015 490.19/SH

5 疫学・保健統計学 第3版
牧本清子著者代
表

医学書院 2015 N800/HY/04-S2

6 医学・保健学のためのやさしい統計学 改訂第3版
正井栄一, 片山修
著

金原出版 2013 490.19/MA/03

7 医学論文のための統計手法の選び方・使い方
阿部貴行, 佐藤裕
史, 岩崎学著

東京図書 2013 490.19/AB

8
独習統計学24講 : すべての医療系学生・研究者
に贈る : 医療データの見方・使い方

鶴田陽和著 朝倉書店 2013 490.19/TS

9
学会・論文発表のための統計学 : 統計パッケージ
を誤用しないために

新版 浜田知久馬著
真興交易医書出
版部

2012 490.19/HA

10 わかってきたかも!?「医療統計」
五十嵐中, 佐條麻
里, 高瀬義昌著

東京図書 2012 490.19/IG

11 忙しいアナタのためのレスQ!医療統計学 高橋信著 東京図書 2011 490.19/TA

12 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 奥田千恵子著 金芳堂 2011 490.19/OK/02

13 「医療統計」わかりません!!
五十嵐中, 佐條麻
里著

東京図書 2010 490.19/IG

【医療統計の臨床への応用】

書名 版 編著者 出版社 出版年
請求記号・
配架場所

1 統計学で答えを出すクリニカルクエスチョン 森實敏夫著 東京図書 2016 490.19/MO

2
ドクターも納得!医学統計入門 : 正しく理解、正しく
伝える

菅民郎, 志賀保夫
著

エルゼビア・ジャパ
ン

2016 490.19/KA

3 臨床で役立つ!ゼロから学ぶ医学統計 能登洋著 ナツメ社 2016 490.19/NO

4
医師・看護師のための統計学ポイント&アドバイス
77

嵜山陽二郎著 東京図書 2016 490.19/SA

5 入門医療統計学 : evidenceを見いだすために 森實敏夫著 東京図書 2016 490.19/MO/02

6
医学論文執筆のための臨床研究と医療統計 : ま
ずはここからはじめよう!

神田英一郎著 メジカルビュー社 2016 490.7/KA

7
日常診療にすぐに使える臨床統計学 : ベストな診
断と治療ができる!

改訂版 能登洋著 羊土社 2011 490.19/NO/02

【統計ソフトの活用】

書名 版 編著者 出版者 出版年
請求記号・
配架場所

1 Rによる医療統計学
Peter Dalgaard
[著] ; 岡田昌史監
訳

丸善出版 2017 490.19/DA/02

2 SPSSによる医学・歯学・薬学のための統計解析 第4版
石村貞夫 [ほか]
著

東京図書 2016 490.19/IS/04

3
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

大櫛陽一著 中山書店 2016 490.19/OG

4
みんなの医療統計 : 12日間で基礎理論とEZRを完
全マスター!

新谷歩著 講談社 2016 490.19/SH

5 SPSSでやさしく学ぶ統計解析 第5版
石村貞夫, 石村友
二郎著

東京図書 2013 417/IS/05

6 SPSSによる統計処理の手順 第7版
石村貞夫, 石村光
資郎著

東京図書 2013 417/IS/07

7 なるほど統計学とおどろきExcel統計処理 改訂第7版 山崎信也著 医学図書出版 2013 490.19/YA

8
医療者のためのExcel入門 : 超・基礎から医療
データ分析まで

田久浩志著 医学書院 2013 490.19/TA

9 SPSSによるやさしい統計学 第2版 岸学著 オーム社 2012 417/KI/02


