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抄録 :毒性試験から得られる定量値に対する統計学的検
定法の選択-事例からの検索-: 小林克己ほか.財団法
人食品農医薬品安全性評価センター一げっ歯類を用いた

毒性試験から得られた定量値を多重比較検定および順位
和検定が入った決定樹法とz‐検定を用いて, 有意差が認
められる割合を比較検討した. ある群の分散が大きく変
化すると多重比較検定はz‐検定に比較して有意差の検出
効率が低かった.多重比較検定は,群数が増加するにし
たがって,有意差の検出効率が低下した. またある群で
動物数が激減すると順位和検定を選択せざるを得ず,そ
の結果,有意差の検出効率が低下した,順位和検定は時
折同一平均値でも有意差が出ることがあった,各用量群
の値が極めて高くとも順位和検定では,有意差の検出効
率が極めて低かった. ダンネット型順位和検定および
シェフェの多重範囲検定は, ≠‐検定などに比較 して極め

て有意差の検出効率が低かった.順位和検定を含んだ多

群間検定の決定樹は,被験物質の影響を甘く評価したり
見落とす場合が示唆された.
(産衛誌 1997;39:86 一92)

キ ー ワー ド : Toxicity study,Statistical analysis, ごJest,

Decision tree, ~[ultiP1e comParIsoII test,NonPa 【amct『ic

test

l, は じめに

医薬品・農薬の登録申請に必須化されている試験には
実験動物を用いる毒性試験があり各ガイドライン1'2)に

試験方法が明確化されてい.る. これら毒性試験の中には
薬量設定のための4週間程度の短期連続投与から慢性・
がん原性試験などの 78~104 週間の長期連続投与の試

験まで用途・期間によって試験の規模が決められ,供試
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動物としてげっ歯類およびイヌなどが指定されている.
これら毒性試験から得られる定量データは体重・飼料摂
取量などの飼育管理,血液・生化学‘尿などの臨床検査
および臓器重量と極めて多く, その検定対象は800から
900で, 検定回数は検定法によってその 3~6 倍となる.

これら膨大な定量データは, 一般的に 2群間の検定の z‐

検定系または順位和検定と分散分析法を含めた多重比
較・範囲検定の決定樹などによって対照群と用量群間の
平均値または平均順位の差が統計学的に有意かどうか
5% 水準以下で判定している. しかし, 近年の傾向は

云‐検定系の使用が減少し, 分散分析を応用した多重比
較・範囲検定法が増加してきた3).小林4)によると2年

間の長期毒性試験では30% 以上の検定項目がパート

レットの等分散検定によって不等分散を示し"順位検定と
なる. そして得られる定量値は対照群を含め極めて予想
もつかない数値が散見される, これらいかなる場面でも
対応できるように多群間用の決定樹")が発表され各試
験機関・試験責任者はこれを一部応用したりモディファ
イして使用 している&9).今回ごく一般的に使用されて

いる決定樹を用いて毒性試験から得られた定量値に対し
てこれら種々の検定法を応用した結果,有意差の検出パ
ターンに興味ある知見を得たので報告する.

江.調査方法および解析法

1. 対象

財団法人食品農医薬品安全性評価センターで実施され
たそずっ歯を用いた農薬および医薬の毒性試験から得られ
た定量データを使用した.

すなわち, 事例 1. 高用量群の 1群の分散が著しく変
化した場合,事例 2, 群数の変化によって有意差の検出

効率が変化する場合,事例 3. 高用量群の動物数が他群
に比べて極めて少ない場合,事例 4. 外れ値が含まれる
場合,事例 5, 対照群に対して極めて高い値でも有意差
が検出されない場合,事例 6. ダンネット≧鰯順位和検定
では有意差が認められない場合, 事例 ?..シェフェの多

重比較検定を使用した場合である.
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2. 統計処理法
Fig.1 に示 したごく一般的に使用されている多群間

用決定樹lo)0 1順位和検定を含む) と比較検討用にFig,
2 に示 した i‐検 定 n)(Student,Aspin ・Welch,Choch ‐

ran) を用い両側検定で有意差を吟味した, コンピュー

タソフ トはユ ックムス㈱ (東京 ) の Muscct CAT VOI.

No.1 を使用 した.

m, 結 果

事例 1:高用量群の1群の分散が著しく変化した場合
毒性試験では高用量群の分散が薬剤の影響によって著

しく変化する.Table lは分散が著しく変化した群が
存在した場合, 多重比較と云‐検定法による有意差検出の
相違を示す. パー トレットの等分散検定を通過 しダン

ネットの多重比較検定法の結果,高用量群のみ有意差を
示した.『‐検定は対照群に対して低・中・高用量群間に
有意差が認められた.

事例 2; 群数の変化によって有意差の検出効率が変化す
る場合

Table 2に群数の違いによる検定の結果, 有意差の
検出効率の違いを示す,毒性試験の群設定は通常 3から
5群を設定する.5 群間 (対照群, 低 中,高および最
高用量群) の検定結果, パートレットの等分散検定を通
過しダンネットの多重比較検定法の結果,対照群と各用
量群との間に有意差は認められなかった. しかし, この

最高用量群を除外した残りの4群で同様の検定を実施し
た結果,対照群と高用量群間のみ有意差を示‘した.

事例 3: 高用量群の動物数が他群に比べて極めて少ない

場合
Table 3に順位和検定と云‐検定の結果,有意差の検

出効率の違いを示す.高用量群の標本数および不偏分散
が極めて小さいため群間に不等分散を示したことから順

輪 n para Dunhもt℃

Fig.1. Decision tree of selecting hypothesis procedures

for qualltitative values in the rodent toxicological

exalllination,

F~g.2,Decision tree of selecting hypothesis procedures

forquantitativc values in the rodcnttoxicolcgica ー

examination,

No:No.of samples in control group.

N,:No.of samples in each treatment group,

Table l, B1ood chemistry data,glucose levels(mg/d ‘)in F344male rats at
Week52(case l)

Dose level: CcntroILow h14iddle iigh

152 145 147143

160 i70 149 145

155 氏潟

153 173

149 157

148 160

166 155

135 140

146 147

149 158

160 146

160 146

145 135

157 136

117 121

160 145

120 155

138 115

No.cf samp ーe

Mean 土 S.D.

Dunnett'sM.C.T.

lo

158土9

lo
▼149± 9

NS

10

149±8

NS

io

136土17

f‐test

M,c,T.:Multiple comparison test. *,“ :Statistical significanceofdifferencesfrom thecontrol

at P< 0.05 and p〈 0,01,respeetively, NS:Notsignificant,
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Table 2‐ Hematologica1data,hem 。g1obm ヱeve1S(g/dZ)in B6C3g ma1emice ana1yzed by
Dunnetrs multiple comparisontestatweek52(case 2)

Dose ーevel:ControI Lo・V Midd ーe High Top

13{9 14.3 14.0 13.3 14,0 13.8 14.1 13.9 14.2 14,2

13.7 13.8 14,5 14‘1 13.7 13.8 14.3 14.0 14.7 13.9

14,0 14.3 14.1 13.3 13.5 14.1 14,2 14,1 14.3 13.7

13.9 13.7 14.1 13.9 14.2 13.8 14.3 14.4 14.3 144

13‘9 13,5 13,8 13.4 14.1 14,0 14.4 14.4 14.0 14,3

N0,of samp,e10
＼

. lo lo lo lo

~lean ± S.D. 13.9 ± 0.3 13.9 ± 0.4 13.9 士 0.2 14.2 士 0.2 14.2 ± 0.3

Dunnett1s す 0.41 0.00 2.52

5%point of two side

Dulmetrs ご(k=3) 2.45 2・45 2・45

Significance NS NS

Dunnett's ‘ 0,4o o‘oo
ー

2.51 額 「 ÷

5%pointcftwoside

Dunnettrs z(k=4) 2.53 2.53 2.53 2.53

Significance NS NS NS N S
*
: Statistical significance of differences from the conーrol at p< 0,05,NS:Notsignificant,

Table 3. Hematological data,whitebloodcellcounts(103/mm 勺 inF344female
rats atWeek52(case 3)

Dose level: ・ControILow Middle High

4.2 3.3 1.6 2.6 2.7 1.4 0.7 0.6

4.3 1.8 2.6 1.5 3.7 1.2

1,3 2,5 2,5 L2 4.7 0,5

2.7 3.9 1.6 1,8 1.7 0.4

3.3 2.0 1.9 0.6 2.0 2.O

NO.cfsample lo lo l0 2

Mean ± S.D. 2.9 士 10 1.8 ± 0.6 2.0 士 1.4 0.7 ± 0.I

Bartlett'stest:p< 0,05

N1ean rank 22.9 13.9
・

15.2 4‘3

Totat rank 229 139 152 9

NonparaDunnett NS ネ NS

す-test

‘
,
“

:Statistical significance of differences frcm the control at p< 0.05 andp< 0.01,
respectively. NS: Notsignifioant.

位和検定へ移行せざるを得なかった. その結果, 中用量 Table 5 に種々のバラメトリックおよび順位和検定

群のみ対照群と有意差を示した. しかし, この高用量群 による有意差検出の違いを示す.順位和検定では,対照
の影響がはいりこまないf‐検定法で吟味した場合, 対照 群に対して低用量群の値が 16倍増加しても有意差は検
群に対して低・高用量群に有意差を示した. 出されなかった. しかし, バラメトリック検定では有意

差の検出効率が高かった.
事例4: 外れ値が含まれる場合

Table 4に順位和検定の結果を示す.順位和検定で 事例 6: ダンネット型順位和検定では有意差が認められ
は順位に対して検討することから, この事例のように同 ない場合

一平均値でも有意差を示した. Table 6に薬量相関性を示した場合とそうでない場

事例 5; 対照群に対して極めて高い値でも有意差が検出 合に対する種々な検定法による有意差検出パターンを示
されない

場合
・ す. トリグリセライドでは30% 減の低用量群に対して

ダンネット型順位和検定では有意差が検出されない, ま
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Table 4, B1ood chenrlistry data,creatinine levels(mg/dz)in F344male rats at

Week52(case 4)

Dose level:ControI Low lyqiddle High

o.70 0.68

0,70 0,74

0,60 0.65

0,65 0.72

0.63 0.78

0.72 0.64

0.66 0.66

0.88 0.68

0.70 0.51

0.65 0.63

0.56 0,59

0.66 0,68

0.57 0,67

0.70 0.83

0.86 0,68

0.51 0.59

0.49 0.60

0.58 0.62

0.51 0.57

0.60 1.78

89

No.ofsample

Mean ± S,D,

lo

0.69±0.05

lo

0.67 土 0.09

lo

0.68 土0.10

10

0.69±0.39

Bartlet『stest:p< 0,05

25,8 22.8 22.6 10.9Meanrank

Nonpara ‐Dunnett NS NS

.: Statistiαヨt significance ofd1fferencesfromthecontro! at p< ○.05・ NS:Notsignificant.

Table 5, Significant differences pattern by non ‐parametricand parametric procedures

obtained for urine volume values(mZ)indogs(case 5)

Dose level:ControI LowMiddle High Top

2.4 43.0 62.0 73.0 52.0

2,8 45,0 48,0 104,0 103.0

2.4 40.0 68.0 102.0 97.0

2‘4 41.0 52.0 77.0 99.0

3,4 46,0 55,O

Mean ± S.D. ・ 2.7 ± 0.4 43 ± 2.5 ,57 ± 8.0 89 土 16 88 ± 24

ゑ s ranked data/no ル parametricprocedures:

下Villiam8 、Vilcoxon NS ヰ "
**

Dunnett type NS * ・ **
*≠

′rukey type NS NS ネ* **

scheffe type NS NS 8ヰ *

As parametrio procedures:

Dunnett's M.C.T.

Dancan's M.R,T,

Scheffe's IM.C.T.
………………

Aspin ~Ve1ch,s f-tests

cr Chochran's す‐test

曇d.C/r,: Multiple comparison test, ヴ,R.T.:Multiplc range te“st.1, “ ;Statistical significatIcc ofdif-

ferences frcm the control at p< 0.05and p< 0.OL rcspectively. NS:Notsignificant.

た,GPT のように同順位が 2群あると2群とも有意差
が検出されない. カリウムの場合は低用量群で有意差が
付き,対照群の次の値の中用量では有意差の検出効率が

低下 した,

事例 7: シェフェの多重比較検定を使用した場合
Table 7 にシェフェの多重比較検定の結果, 有意差

の検出効率を示す.群間の標本数が異なった場合ダンカ
ンまたはシェフェの検定を用いるのが一般的であるが,

シェフェの検定では対照群に対 して 60~53% の値でも

有意差が認められなかった.

W. 考 察

実験動物を用いた毒性試験から得られる定量データの
中には時折種々の予想のつかないデータが散見される.

事例 1では,す‐検定は2群の数値のみ計算式に取りこま
れることから対照群に対して低・中・高用量群間に有意
差が認められた. またこの高用量群は他の群に比較じて

分散が著しく変化していることから全平方和を利用する
分散分析では対照群に比較して平均値が 6% 減少して
いる低・中用量群に有意差が認められなかった.事例 2
の群数が増加するに従って,有意差がでにくい原因は,
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Table 6. B1ood chemistry data forF344rats(case 6)

G皿 P M晒 ・D・ 獅ex 要謡 泰三
ett
撰 さti。 激 震霊 撫 t

Triglyceride,(mg/d ‘)/maleatWeek 26

Contro184.7+ 8.5 100 35

LOW 59・2± 17.9 70 25 NS “ * "

Middle 37.5± .1・0 44 14 本* " ** "

High 29・9± 5.7 35 8 *本 材 木* "

GPT,(U/ ‘)/fema ーe at Week 26

Contro15 4±21 100 31

Low 37± 16 69 21 NS * * ・ NS

Middle34 ± 12 63 21 ・ NS

High 24± 5 44 10 ネキ 本多 材 “

Potassium,(mmol/!)/femaleatWeek 52

Contro1 4.04 ± 0.39 100 10

L o・v 4 .45± o.35 112 24 本 ヰ* 材 **

Middte 4,44± 0.44 110 21 NS * * *

High 4.58土 0.12 113 27

州4.c.T.; Multiple comparison test. *, ": Statistical significance of differences frolれ the control at P〈 0.○5 and P<
0,01, resPectively, NS:Nctsignificant,

Table 7, B1ood chenlistry data and LDH activities(U/Z)forF344fennale rats at
Weck78(case 7)

Dose tevel: ControI Low . 」Middle High

168 188 112 168 69 86 43 59

181 250 175 241 145 244 73 99

122 89 218 49 135 46 12918i

125 135 49 76 105 40 49 69

211 204 66 30 53 73

No,ofsampte lo lo10 8

Mean ± S.D. 167± 49 ・118±76 100±62 88±47

1ndex lo0 71 60 53

ANOVA:p< 0.05

Duncan,s M.R.T, 一 NS 本 多

Scheffgs M.C.T. NS NS NS

参
:Statisticat signifioance ofdifferences from thceontrolatp 〈 o.05. M.C.T.:Muftipleoomparl ‐

son test. M,R、TJ Muftiple range test. NS;Notsignifi ごant.

これら多重比較・範囲検定の特徴である. これに対して の動物番号 10の 1.78が極めて大きい値を示しているた
Z‐検定は標本数の増加にしたがって, 有意差の検出効率 めで順位が小さくとも平均値は対照群と同一となる. す
が高くなる. 事例 3のように高用量群の 1群のみに死亡 なわち, この 1.78は, たとえ 0.89となっても順位は変

率が高く, 分散が極めて大小広範囲に分布することに 化しない, 改善策としては, 4群の 1,78を何らかの統
よって, パートレットの等分散検定で有意差を示した結 計手法で外れ値 (異常値) として除外し, ダンネットの

巣,順位和検定に移行せざるを得ない. このような現象 多重比較検定法で実施すれば,両群の差と有意水準を間
は,毒性試験で比較的多く認められる.事例 4の同一平 題なく吟味できるであろう, または順位和検定を実施し
均値で有意差が認められる理由は,順位検定で実施した 有意差を示した場合は平均値±標準偏差の次に平均順位
ことによる1314).この検定は, バラメトリック検定のよ 値を入れこれに有意差マークを付すか, 平均値士標準偏

うに実測値を検定するのではなく,4 群すべてのデータ 差の次に順位和検定に移行したことを記すことの注釈
を小さい値から順位を付け, この順位を指標に吟味する. (N) を入れることを提案したい. 事例 5のように対照
また対照群と高用量群の平均値が同一なのは,高用量群 群に対して極めて大きな平均値を示しても有意差がでに
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くい理由は, イヌ試験などのように 1群内の動物数が小
さい試験で散見される.具体例の特徴としては, 対照群
に同一順位が 3個体あり, また対照群に対し, 各群の平
均値および分散に極めて大きな差がある. シェフェまた

はダンネット型順位和検定では対照群の 16倍の平均値
を示した低用量群に有意差が認められない理由は,4 群
設定の場合の低用量群で有意差の検出できる最低動物数
は各群 15頭以上が必要である16),事例 6では不等分散
のためダンネットの順位和検定で実施したがため,有意

差になりにくい事例が毒性試験で比較的多く遭遇する‘
事例 7では, シェフェの多重比較検定は有意差の検出効
率が低いことを示した.分散分析では有意差を示したが,
シェフェでは有意差を示さなかった. また, 分散分析で

有意差が認められないが,直接ダソネットの多重比較検

定の応用で有意差を示す場合が少なくない,
松本16)は, 竹田のコメントを引用し,3 から4用量設

定した毒性試験では,平均値および分散は大きく変化し
て, 時には 100倍も異なることが少なくない. この場合

の処理は分散比を表示し二標本間検定をする.一方外国
文献t7‐雛)では多群間検定の場合, ほとんどの試験がパー

トレットの等分散検定は実施せず,分散分析後ダンネッ
ト, ダ ンカ ン, シェフェおよびターキーの多重比較・範

囲検定を用いて対照群と用量群間の差を検定している.
「毒性試験データの統計解析」23)では多重比較法の利用
上の注意として……, 形式的に「不等分散だからノンバ

ラ手法」とする発想は避け,なければならないとある.事
例 5のように,低用量群は対照群の 16倍の平均値を有
することは, 明らかに生物学的有意差と認められる. 背
景値を利用して考察時にそれとの比較結果を述べたい.

産業衛生分野の報告は, これら動物を用いた毒性 (安
全性) 試験がごく一部で, その他のほとんどは, ヒトに

関した調査報告が多く,統計手法も毒性試験と同一の手
法を使用している. また, これら産業衛生に関する統計
手法の文献24'獅)は, 本会誌にもいくつか掲載されている

ことからも統計手法の選択の重要性が示唆される. また,
これら統計手法の選択と有意差の検定の結果,有意差の
検出効率については,と‐検定の片側検定が最も大きく,
次いで‘-検定の両側検定, ダンネットの多重比較検定の

片側検定,両側検定の順になる.特に毒性試験の本試験
では,Z‐検定の片側検定が推奨26)されている. 毒性試験

では,本試験の前に用量設定のため,予備試験を幾つか
実施する. これら予備試験では,対照群に対して各測定
値が高いか低いか不明のため, 両側検定で実施してい
る 2 28).

以上の結果, これら毒性試験から得られるデータに対

して順位和検定が含まれる多群間検定 (決定樹)を用い
ることによって被験物質の影響を甘く評価したり見落と

す場合が示唆される. 近年か検定に比較してこの決定樹

91

を用いる方法が主流を占めてきたが,上記に掲げた問題
点は, す‐検定やウェルチの検定を使用することによって

解決できる, しかし, 第一種の過誤 (有意差でないもの

も有意差と判定する)が大きいことが欠点として指摘さ
れている. 毒性試験から得られたデータは, 医薬品では

ヒトに対する投薬の安全量を算定する基礎数値に, また
農薬では1日最大摂取許容量などの決定の基盤となるこ
とから,実験動物を用いた毒性試験から得られる定量
データの統計学的有意差検定は,厳しく吟味すべきであ

る .
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Abstract; 1Ve comPared theusefulness of z‐test

and parametric and rank‐sum tests iー. the statistioal

analysis of signi"Cant difforences in the so‐called

"dccision tree"for the quantitative dataobtained

負・om toxioity studies.The Dunnett's multiP1e oom-

parIson test had lower analyticpower than thc Ftcst

when one ofthegroups showcd a markcddiffercnoe

in varianoe, Thc Dunnctt 's testwas less effiCicnt

with the increase in the number ofgroups. lf one

group showed a dccrease in the number ofanimals,

this test was less cf"eiont than parametric tests,

because thc rank‐sum tests should be chosen.

The rank-sum te芸st isrequired ocoasional.y to attaoh

thc asterisks ofsigni 行cant difForcnce to the mcan ±

SD even in.showing thc samc meanvalues, Thc

nonparametric Dunnett,s tdstcould not be used for

analysis of signifieant difl¥}rences whenthe mean

value 長)r the eontrol and treated grouPs shcwcd big

differcnces. Tho nonparalhotric Dunnett's and par ‐

amotrio Sclloffe tests werc not as ef餐cient asthe

other paramctric te裂stsprobably beoause of tho

vague evaluation or overlooking the ef発 ot of the
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