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はじめに  

本書は，毒性試験の統計解析を初めて志す科学者に対して各検定法

の概略と使用場面について最近の動向から簡単に解説します．各検定

法の詳細な計算法は，「生物統計学 2007」をまた計算式を除外した毒

性試験に使用されている各検定法の特徴とその注意点などは，「毒性

試験に用いる統計解析法の動向 2010」を参照してください．  
本書は，これらの出版物の抄録版です．したがって，本書は，検定

法の概略や用語の疑問点などについて容易に記述しました．皆様の必

携書として活用してください．  
 
本書は，ほとんど文章です．一部重要な記述は，表と図を挿入しま

した．  
 
著者は，数学者ではなく毒性試験・実験動物および公衆衛生から得

られたデータと長年接してきたことから，生物学的有意差と統計学的

有意差がなるべく一致する手法に関心を持っておりました．本書は，

統計を志す者への動機付けが目的であります．  
 
本書は，幾つかの項目が重複して説明されていますが，重要な点で

すのでご配慮ください．  
 
私は，本書によって試験責任者および信頼性保証部門員が統計に興

味を持ってもらえれば望外の喜びであります．  
 
最後に統計学的有意差の検出ができない解析法は使用しないでく

ださい．動物数が 3，4 匹と少ない場合は，毒性学的有意差を優先し

ましょう．  
 
 

2011 年 11 月 3 日  
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