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北海道大学・平成 30年度（統計学分野） 
 最近行われた、平成 31年度北海道大学の医学部学士編入試験（実施は平成 30年度）から、統計学分野の問

題を取り上げます。この分野の出題は北大では平成 26年度に始まり、今年まで続いています。公衆衛生学的な

問題、純粋に統計学の問題の両方の出題可能性があります。後者の問題類型では、必ずしも一般的とはいえ

ない用語が問題文に使われることがありますが、出題者の意図をできるだけ「忖度」するしかないでしょう。 

 他大学の過去問も含め、類似の問題演習を行いたい場合、公衆衛生学的な問題については「医学統計（疫

学）」講座、統計学的な問題については「ハイレベル数学」講座の確率・統計分野で対応しています。 

 

【問 1】 次の表のデータの変数 Xに関して、以下の統計量を計算しなさい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 算術平均 (2) 中央値 (3) 不偏分散 (4) 標準偏差 

 

【解答】 データを行列の形に表すときの習慣として、個々のサンプル(1, 2, 3, ..., 8)を行（横の並び）に、サンプ

ルがもつ特徴量（ID, X）を列（縦の並び）にすることが多いです。紙面では場所を取りますが、上記はこの習慣に

ならった書き方です。今年の旭川医科大学での出題もこの形でした。 

ID X 

1 4 

2 2 

3 3 

4 0 

5 8 

6 6 

7 4 

8 5 
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(1) (4+2+3+0+8+6+4+5)/8 = 4。相加平均ともいう。 

(2) 小さい方から数えて 4番目と 5番目の数の平均になるので、(4+4)/2 = 4。 

(3) 
 ((4- 4)2 + (2- 4)2 + (3- 4)2 + (0- 4)2 + (8- 4)2 + (6- 4)2 + (4- 4)2 + (5- 4)2) / 7 

 = (4+1+16 +16 + 4+1) / 7 = 42 / 7 = 6。不偏なので、8でなく 7で割ることに注意。 

 この計算は間違いやすいので、別のやり方でも検算しておく。（2乗の平均） - （平均の 2乗）で、通常の分散

が得られる。計算すると、
 (4

2 + 22 + 32 + 02 +82 + 62 + 42 +52) / 8- 42 = 42 / 8。不偏分散に直すと、42/8×

8/7 = 6。 

(4) (3)で不偏分散を計算させているので、通常の分散（8で割ったもの）の正の平方根（通常の標準偏差、エクセ

ルの STDEVP）でなく、不偏分散の正の平方根（標本標準偏差、エクセルの STDEV）でよいと解釈する。題意が

やや曖昧である。 6 。 

 

【問 2】 以下の文章の正誤について、答えなさい。正しければ○、間違っていれば×をつけなさい。 

(1) 標本誤差はデータのばらつきを示す。 

(2) 標本サイズが大きいと標準誤差は小さくなる。 

(3) P値は有意水準を意味する。 

 

【解答】 標準誤差は、母集団から n個の標本を選ぶとき、標本平均がどの程度ばらつくかを、標準偏差で示した

ものです。標準誤差は  1/ nに比例します。たとえば TV番組の視聴率調査では、n世帯の視聴状況を調査す

ることで、その標本平均として視聴率を計算するわけですが、その推定値がどれくらいばらつくかを示すことにな

ります。n = 100世帯で調査するよりも n = 900世帯で調査するほうが、ばらつきが 1/3になる（視聴率がより正確

に推定できる）、というように、世帯数を増やせば増やすほどよいわけですが、実際の視聴率調査に使われる世

帯数は予算との兼ね合いで決まります。 

 

(1) ×：標本平均のばらつき。データそのもののばらつきではない。 

(2) ○：視聴率調査では、世帯数を増やすほどばらつきは小さくなる。 

(3) ×：有意水準は 5％とか 1％のようにあらかじめ決まった値。P値は、実際に出てきたデータに対して、それよ

り極端で稀な状況であると考えられる（仮想的）データが全体の何％あるかを示すもので、データに応じて変わる。

P値が 0.05（5％）未満であれば、手元のデータは極端なほうから 5％未満に属する稀なデータ（20回に 1回未

満しか起こらない稀な現象）ということになり、帰無仮説が棄却される。 
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【問 3】 次はわが国の都道府県別の自動車走行台キロと自動車事故死亡率をまとめた図である。 

 

 

 

(1) このような図の一般的な名称を答えなさい。 

(2) 自動車走行台キロと自動車事故死亡率について、この図から推察されることを答えなさい。 

 

【解答】 大ざっぱには正の相関といえるでしょう。相関と因果は異なるので、「自動車走行台キロ数が多いことが

原因で、自動車事故死亡率が高くなる」などと書いてしまわないように注意。可能性のある他の要因を検討する

前に、このグラフを見ただけでそう結論するのは言い過ぎになります。 

(1) 散布図 (Scatter plot) 

(2) 自動車走行台キロが多い都道府県の方が、一般に自動車事故死亡率が高い。（ただし、自動車走行台キロ

がおよそ 8を超えるところでは、両者の相関はそれほど明らかではない。） 

 

【問 4】 次の表は、疾病Xの治療に使われている薬剤Aと薬剤Bの治療効果を比較した臨床試験の結果をまと

めたものである。治療効果を死亡の発生で評価することとする。 

 

 

 

薬剤 A と薬剤 Bに疾病 Xに対する治療効果に違いがあるかどうかを有意水準 5％で検定したうえで、治療効果

の違いについて結論を説明しなさい。 

 

【解答】 母比率の差の検定。詳細な説明は省略します。大学レベルの統計学の参考書（もしくは「ハイレベル数

学」確率・統計分野）を参照して下さい。手軽には、ウェブ検索で調べてもらってもいいですが、嘘を書いている

サイトもあるので注意して下さい。本問もそうですが、必要な検定統計量の式が与えられていないパターンが多

くなってきましたので、自分で導ける or 覚えていて思い出せることが必要です。また、分母のルートを開く必要

がありますが、（試行錯誤でもできますが）開平法を覚えていると便利です。 
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 検定統計量 
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= 2.38で、標準正規分布の上側 2.5％点の値が 1.96なの

で、治療効果に差がないという帰無仮説が（両側検定で）棄却される。したがって、治療効果に両薬剤

で有意な差があると考えられる。 

 

【問 5】 次の表は、喫煙習慣とせき・たん症状の有無に関する調査の結果をまとめたものである。 

 

 

 

喫煙でせき・たん症状が存在するオッズ比を求めなさい。 

 

【解答】 喫煙が原因、せき・たんが結果と考えているので、喫煙を行（横の並び）、せき・たんを列（縦の並び）に

して分割表(contingency table)を書いています。 

 せき・たん症状ありの場合、喫煙習慣あり/なしのオッズは 25/10 = 2.5。 

せき・たん症状なしの場合、喫煙習慣あり/なしのオッズは 25/40 = 0.625。 

よってオッズ比は 2.5/0.625 = 4です。 

 計算上は同じ答えになる別解（以下で説明するように、不適切な解）として、 

喫煙ありの場合、オッズは症状あり/症状なしで計算して、25/25 = 1。 

喫煙なしの場合、オッズは 10/40 = 0.25。 

よってオッズ比は 1/0.25 = 4、というやり方も考えられます。本問では患者を集めてきた状況がはっきりしないの

で、これも間違いとはいえないかもしれませんが、通常こういう計算はしません。なぜかというと、症例対照研究

（ケースコントロールスタディ）では、症状をもつ患者と、症状をもたない健常人をまず別々に募集し、その中で、

原因（喫煙習慣）のある人がそれぞれどれくらいの割合でいるかを調べるからです。患者と健常人は別に募集し

ているので、その比率をとっても意味がありません。意味がありうる状況を無理やり考えるとすると、喫煙習慣のあ

る人とない人をそれぞれ集めてきて、その後フォローアップし、せき・たん症状が出てきた人と出てこなかった人

の割合を見た、というような状況でしょうが、無理があると思われます。 

 

（仲田 正宏） 
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事務局より 

 

東海大学「医学部」一般編入対策セミナー 開催！ 

 

10 月 21日（日） 11:00～16:00 ＠ＫＡＬＳ新宿本校 

2019 年度実施試験の受験を目指されている方、必見です。 

個別相談会もあります。 

 

11:00 東海大学医学部の試験制度 ～一般編入学を中心に 

      東海大学教育計画部事務室 

12:15 東海大学試験概要と科目別攻略法 

      英語：河合塾 KALS  土田治講師、適性試験：河合塾 KAKS 池田講師 

13:40 講座紹介／合格者紹介 

河合塾 KALS講座事務局、OB,OG 

14:20 個別相談会   

河合塾 KALS講師、チューター、OB,OG、講座事務局 

 

▼詳細・お申込はこちら▼ 

 

https://school.kals.jp/information/medical-trn-181021?_ga=2.189328876.676630874.1537227637-34630

5739.1426300255&_ttr=a384d890898ab807dcc6ebdbe42410651537245532077 

 

 

 

≪２０１８年度実施試験対応≫ 

 

【対策別講座のご案内】 

■□プレミアム講座 お申込受付中■□ 

大阪大学対策／滋賀医科大学対策／山口大学対策／島根大学 物理・化学対策／ 

生命科学過去問分析（旭川医科大学・名古屋大学・鳥取大学・島根大学・香川大学・ 

愛媛大学・大分大学・鹿児島大学）／英語長文時事問題対策／英語形式別予想問題演習／ 

文系のための統計入門／医学統計（疫学）対策／「組織学」入門講座 

 

▼詳細・お申込はこちら▼ 

http://school.kals.jp/information/medical-trn-150301?_ga=2.140716086.524933577.1517904326-346305739.14

26300255&_ttr=d128f3c18e09eb1399c1bc92766b34c01518133600108 

 

※お申込み（お支払い）期限は、2018年 10月 19日(金)です。 

ご希望の方はお急ぎください。 

（視聴期限…2018年 10月 31 日(水)） 

 

 

■□実戦生命科学 ワークブック 重要テーマ解説講義 お申込受付中■□ 

 

実戦シリーズ生命科学 ワークブックに関して、重要度の高い問題、質問が多かったものを 

https://school.kals.jp/information/medical-trn-181021?_ga=2.189328876.676630874.1537227637-346305739.1426300255&_ttr=a384d890898ab807dcc6ebdbe42410651537245532077
https://school.kals.jp/information/medical-trn-181021?_ga=2.189328876.676630874.1537227637-346305739.1426300255&_ttr=a384d890898ab807dcc6ebdbe42410651537245532077
http://school.kals.jp/information/medical-trn-150301?_ga=2.140716086.524933577.1517904326-346305739.1426300255&_ttr=d128f3c18e09eb1399c1bc92766b34c01518133600108
http://school.kals.jp/information/medical-trn-150301?_ga=2.140716086.524933577.1517904326-346305739.1426300255&_ttr=d128f3c18e09eb1399c1bc92766b34c01518133600108
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中心に解説講義をいたします。講義と合わせて学習していただくと、効率よく知識の整理ができます。 

 

 詳細・申込方法はマイルームにてご確認ください。 

 

※お申込み（お支払い）期限は、2018年 10月 21日(日)です。 

ご希望の方はお急ぎください。 

（視聴期限…2018年 12月 27 日(木)） 

 

 

【チュートリアルのご案内】 詳細は校舎掲示板またはマイルームにてご確認ください。 

 

 

★下記のチュートリアルは、すべての校舎でＤＶＤ視聴可能（通学生）、マイルーム配信中です。 

 

「受験校の選択 （90分）」 

「指数・対数の計算問題攻略 (120 分)」 ※昨年収録したものになります。 

「文系のためのミニマム電気学 （120分）」 ※昨年収録したものになります。 

「基礎力判定テスト 解説講義 （英語 90 分、物理／化学 各 60 分）」 ※生命科学の解説講義はありません。 

「完成生命科学（秋）中間テスト 解説講義 （90分）」 

「完成生命科学（冬）中間テスト 解説講義 （90分）」 

「第１回完成実力テスト 解説講義 （英語／生命科学 各 90分）」 

「出願書類の書き方 （90分）」 

「医学英語 長文読解対策 （120分）」 

「英語得点アップ戦略 （90分）」 

「実戦生命科学（冬）中間テスト 解説講義 （90分）」 

「実戦生命科学（春）中間テスト 解説講義 （90分）」 

「第１回実戦実力テスト 解説講義 （英語／生命科学 各 90分）」 

「生命科学 過去問解説 第１回 東京医科歯科大学 自然科学総合（90分）」 

「生命科学 過去問解説 第２回 秋田大学 生命科学（90分）」 

「第１回公開模試 生命科学／英語／物理・化学 解説講義」 

「第２回完成シリーズ 実力テスト 英語／生命科学 解説講義」 

「第３回公開模試 生命科学／英語／物理・化学 解説講義」 

「第２回実戦シリーズ 実力テスト 英語／生命科学 解説講義」 

 

≪２０１９年度実施試験対応≫ 

 

「基礎 スタンダード物理Ⅱ 復習テスト」 60分 

＜新宿本校＞9/22（土）11:00～ 

＜名駅校＞9/22（土）配布開始 

＜新大阪校＞9/22（土）配布開始 

＜ＷＥＢ通信＞10/3（水）配信予定 

 

「基礎 スタンダード化学Ⅱ 復習テスト」60分 

＜新宿本校＞10/7（日）15:15～ 

＜名駅校＞10/6（土）配布開始 

＜新大阪校＞10/6（土）配布開始 

 ＜ＷＥＢ通信＞10/17（水）配信予定 

 

「基礎 生命科学 復習テスト③#17～#25」 80分 

＜新宿本校＞10/7（日）13:40～ 
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＜名駅校＞ 10/6（土）配布開始 

＜新大阪校＞10/6（土）配布開始 

＜ＷＥＢ通信＞10/17（水）配信予定 

 

「基礎力判定テスト」 

生命科学 60分 

＜新宿本校＞10/20（土）11:45 

＜名駅校＞ 10/27（土）11:30 

＜新大阪校＞10/21（日）11:30 

＜ＷＥＢ通信＞10/2（火）発送予定 

英語 60分 

＜新宿本校＞10/20（土）10:30 

＜名駅校＞ 10/27（土）10:15 

＜新大阪校＞10/21（日）10:15 

＜ＷＥＢ通信＞10/2（火）発送予定 

物理 60分 

＜新宿本校＞10/21（日）15:15 

＜名駅校＞ 10/13（土）配布開始 

＜新大阪校＞10/21（日）13:30 

＜ＷＥＢ通信＞10/2（火）発送予定 

化学 60分 

＜新宿本校＞10/21（日）14:00 

＜名駅校＞ 10/13（土）配布開始 

＜新大阪校＞10/21（日）14:45 

＜ＷＥＢ通信＞10/2（火）発送予定 

 

「東海大学対策 医学部一般へ入学」開講中！ 

 

■追加受講・再受講 コース のご案内 

 ○適性試験／英語対策コース 

 ○適性試験コース 

 

https://www.kals.jp/medical-trn/tokai/pdf/201809.pdf?_ga=2.11623156.1935554216.1535950886-346305739.1

426300255&_ttr=57ef5ae1ccfe7378c9326ea8c13629571535953630697 

 

【個別カウンセリングのご案内】 

 

■□ 個別カウンセリング □■ 

下記より、各校舎カウンセリング日程をご覧いただくことができます。 

※ご予約方法は校舎によって異なります。 

※次月分は毎月 25日頃、決定分より順次予約受付開始となります。 

 

【新宿本校】https://school.kals.jp/student-shn/blog/27196  

【名駅校】 https://school.kals.jp/student-mk/blog/27202 

【新大阪校】https://school.kals.jp/student-sho/medical-trn-cns 

  

 

◎WEBカウンセリングについては以下よりご確認ください。 

http://www.kals.jp/kouza/igakubu/kyoumuinfo/pdf/web-counsering.pdf 

 

https://www.kals.jp/medical-trn/tokai/pdf/201809.pdf?_ga=2.11623156.1935554216.1535950886-346305739.1426300255&_ttr=57ef5ae1ccfe7378c9326ea8c13629571535953630697
https://www.kals.jp/medical-trn/tokai/pdf/201809.pdf?_ga=2.11623156.1935554216.1535950886-346305739.1426300255&_ttr=57ef5ae1ccfe7378c9326ea8c13629571535953630697
https://school.kals.jp/student-shn/blog/27196
https://school.kals.jp/student-mk/blog/27202
https://school.kals.jp/student-sho/medical-trn-cns
http://www.kals.jp/kouza/igakubu/kyoumuinfo/pdf/web-counsering.pdf
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◆個別カウンセリングを受ける際、通学・通信問わず個人登録シート（受講生カード）が 

 必要です。 ご提出がまだの方は、お早めにご提出ください。 

 


