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1 要約

化審法による既存化学物質 122の28日間反復投与

毒性試験報告書に記載されている統計解析法を調査分

類し考察した。各試験機関によって解析ツールが異なっ

た。定量値の解析は,複雑な解析と簡単な解析ルートを

辿るものに分類された。低用量群に有意差の検出ができ

ず検出力の低いノンバラ型 Dunnettおよび Scheffeの多

重検定の使用が減少し,代わって検出力の高い Steelの

検定が増加してきた。定性値の解析は, カイ二乗検定,

Fisherの直接確率検定および Man 止Whitney のり検定

が使用されていた。本毒性試験は,動物数が 1群 5匹

の設定を考慮に入れ,低用量群で有意差を検出できる解

析ツールを選択すること, また医薬品・農業の毒性試験

で常用している解析ツールとは考えを異にすることが重

要である。したがって, 推奨できる定量値の解析ツール

は,Dunnettの多重比較検定で試験期間を通して解析す

る。定性値の解析は,統計解析を使用しないまたはグレ

ー ド化したデータを Mann‐Whitney の " 検定で解析す

る。有意水準は,全ての解析に対して片側検定の 0.05

を採用する。

2 はじめに

化審法新規化学物質の審査や既存化学物質の評価の 1

つである,ほ乳類を用いた 28日間の反復投与毒性試験

の報告書に用いられた統計解析法について,今回,同試

験が行われた既存化学物質 122の報告書に記載されて

いる統計解析法について調査分類した。これら既存化学

物質の安全性確認のための毒性試験結果は,製本および

インターネットで開示されている。本毒性試験は, ガイ

ドラインに明確に群構成などが記載 1)されており,試

験期間は 4十 2週間と短く,医薬品・農薬などの長期

試験に比較してデータの収集に大きな問題がない試験で

ある。この調査の目的は,被験物質の使用場面から考え

て的確な毒性量をつかむ一手段としての統計解析法の規

格を願えれば統一したく,全解析法を調査し分類して,

特徴・長所・欠点・要望などを述べ考察した。

3 調査材料および方法

調査したほ乳類 (ラット)を用いた 28 日間反復経口

投与毒性試験の受託機関ごとの調査試験数を表 1に示

した。試験報告書の出典は,化審法既存化学物質の厚生

労働省安全性点検 2〉からである。

統計解析を実施する測定値を表2に示した。

試験群の構成と使用動物数を表3に示した。

観察および測定回数は,体重および摂餌量が週に 1

回, 臨床観察所見は投与後経時的に, 血液学検査値,

血液生化学的検査値,尿検査および器官重量を含めた

病理学的検査は,投与期間および回復期間終了時に各

群 5匹を安楽死後試料としている。幾つかの試験では,

各群内の動物数が6または7匹の試験も報告されてい

た。
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表 1 ラットを用いた28日間反復経口投与毒性試験数の
受託機関ごとの調査試験数

試 験 機 関 試験数
1,(財)食品薬品安詮センター秦野研究所 22

2,(財)食品農医薬品安全性評価センター 22

3.くも
十′1、、' ▲ ^′・r 18

4.(株)化合ヰ毎安全性研究所 15

5,(株)ボゾリサーチセンタ」御殿艶場研究所 12

6.(財)畜産生物科学安全研究所 11

7.(株)パナファーム・ラボラトリーズ安全性研究所 10

8.(株)日本ソミイオリサーチセンター羽島研究所 9

一 一 .-一 三,一汁 =二二:二 ;キ究 ヒンター9, ‘★-、′".… 3

合計 122

表 2 統計解析を実施した測定値

データの種類 測定値

定量値

体重 , 摂餌量 , 飲水量, 血液学検査値 (赤

血球数 , ヘモ グロビン量 , ヘマ トク リッ ト

値, ヘマ トクリット値, 血小板数 , 白血球

数, 絹赤血球率 , 凝固能など), 血液生化学

的検査値 (総コレステロール , トリグリセ

ライ ド, リン脂質 , 総ビリルビン, グル

コース , 尿素窒素 , クレアチニン , 電解質 ,

カルシウム, 無機 リン, 総たん白質 , アル

ブ ミンお よび A/G 比 ,GOT,GPT,LDH お

よびγGTP など), 尿検査値 (尿量・比重 ),

器官重量およびその体重比

定性値・頻度値

死亡率, 臨床観察所見, 尿検査値 (PH, たん

白質 , ケ トン体 , グルコース , 潜血 , ビリル

ビン, ウロビリノーゲンなど), 病理学的検

査 (肉眼的および病理組織学的所見)

本試験のガイドライン 1)には,結果のまとめに「可

能な項目については,適切な統計学的手法を用いて評価

する」と記載されており,詳細な手法は述べられていな

表 3 試験群の構成と使用動物数

群
動物数

28日間の投与期間 14日間の回復期間

対 照 10 5

低用量 5 ー

中用量 5

高用量 10 5

い。本試験の特徴は,医薬品などの一般毒性試験と比較

して 1群内の動物数が 5匹と少ないことである。した

がって,最大 1/5 =20% の検出率で被験物質影響を把

握できる。各試験の統計解析法の種別調査項目は,表 4

に示した。

4 毒性試験に用いる各統計解析の特徴

本報告の考察を述べるにために各検定法の特徴を実際

の解析結果および論文から解説する。

4.1 両側検定および片側検定で実施した場合の
有意差検出の差異

2群間検定のr‐検定および 3群以上の設定時に使用

する多群検定における片側および両側検定による有意差

検出率を表 5に示した。

f‐検定および Dunnettの多重比較検定 (以下 Dmnett

の検定と略す)による検定結果,片側検定に対して両側

検定による有意差検出数は,少なく片側検定のそれに比

較して,それぞれ平均 85(76~95)% および 86(71

~95)% を示し,両側検定による有意差検出数は少なく,

片側検定に比較して 85% 前後 3)を示した。吉村ら45)は,

片側検定を推奨している。なぜならば毒性試験の多くの
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表4 各試験の統計解析法の種別調査項目

定量値 定性値・頻度値

①決定樹または増強の鰐折法か

②片側検定か両側倹定か表示の有無

③不等分散の場合,ノンバラメトリック検ノ筋馴ョ表示の有無

① カイ二乗検定か Fkherの直接確率検定か

M狽肝“価tcnyの U検定 0頂位和検定) か

②片側検定か両側検定か表示の有無

Jonc軸代舵の傾向検定の有無 ChocIMan-A 打nitage,丁,′" 〃 二v＼",.



表 5 ラットを用いた慢性毒性/発癌性併合試験に対する仮説を片側および
両側検定で吟味した場合の有意差 (P<0.05)検出数の差異

測定項目 検定回数
f‐検定 Dunnettの多重比較検定

片側検定 両側検定 片側検定 両側検定

体重
飼料摂取量
血液学的検査
生化学的検査

尿検査
臓器重量

臓器重量体重比

528

832

352

576

64

224

224

246(100)

349(100)

159(100)

272(100)

11(100)

80(100)

104(100)

233(95)

279(80)

126(79)

235(86)

lo(91)

61(76)

89(86)

223(100)

235(100)

123(100)

215(100)

7(100)

47(100)

82(100)

212(95)

189(80)

105(85)

181(84)

5(71)

42(89)

67(81)

合計 2800 1221(100) 1033(85) 932(100) 801(8の

場合,試験責任者は平均値の増減が対照群に対して認め

たか否かによって評価すると述べている。

4,2 分散分析を実施せず直接多重比較・範囲検定で

解析

一般的に分散分析を実施して5%水準で有意差が認

められた場合, 誤差項の分散を用いて Dunnet[の検定

または Tukeyの多重範囲検定で各群間差を吟味してき

た。しかし,最近では直接多重比較・範囲検定で実施

することによって第二種の過誤を防ぐことができる。

Dumett6) 自身も同様に提唱している。分散分析の結果,

有意差が認められなくとも直接 Dunnettの検定で有意

差を示す例を表 6に示した。

コンピュータが普及していない 35年前は, 多重比較 ・

範囲検定に必要な誤差項の分散を計算するには分散分析表

表 6 B6〔3FI雌マウスの 13週反復投与後の肝臓重量の解析結果

群 対 照 低用量 中用量 高用量

個体値(g)

1.08 1,09

1.15 1,09

1.16 1,00

、1,12 1.01

1,12 1,02

1.09 1.12

1,15 1.09

1,04 0,99

1,24 1.15

0,99 1,12

1,10 1.20

1,09 1,02

1,07 1,12

1,13 1.06

1.11 1.20

1,16 1,15

1.24 1,16

1.22 1,10

1.18 1.07

1.18 1.09

謬瞬努数 io 10 10 10

平均値±標準偏差 1,08]○,06 1.IQコヒ0,OS LIIゴぬ.06 1.1&の .05

分散分析検定の結果,有意差なし

蛮1mettの多重比較検定 有意差なし 有意差なし Pの,05

を作成する必要があったことから,分散分析 (表)を実施

していたと推測する。「しかし,現在は必要な分散を廓親こ

取得できることから分散分析表は必要でなくなったiの。

4.3 Bartlettの等分散検定の必要性

毒性試験は影響の認められない用量および影響の認め

られる用量を検索することが目的であることから僕試動

物へ大量の被験物質を投与する群をいくつか設定する。

したがって,動物数および定量値の分散が各群によっ

て大きく変化する。本試験と同様に少数例を用いたイヌ

の試験および 1群内の動物数が 20匹以上と大きいげっ

歯類を用いた亜急性・慢性毒性試験から得られた定量デ

ータの分散がどの程度の違いかを Bartlettの等分散検定

(以下 Bartlettの検定と略す)(P<0.05) によって検討

した結果を表 7に示した。
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表 7 毒性試験から得られる定量値に対するBartlettの等分散検定 (5%水準)で
有意差が検出される割合

垂琳矯 供部種嫌織数群 誠鰍鰯間 (週) 試験数 有意差検出率,(%)*

イヌ 34 13,52 3 164俊044(8,0%)

ラット・マウス 10‐20 13 14 327だ030(16%)

ラット・マウス 5080 104 10 2089/5904(35%)

垂琳矯 供部種鰯嫌数群 試験り期間 (週) 試験数 有意差検出率,

*体重,負齢糊 1取量,飼お老効率,血液学的検査,生化学的検査,生化学的検査,尿検査,暑獣官重量 ・

体重比などの値が含まれる。

　

少数例を用いるイヌの毒性試験では 8%, げっ歯類の

亜急性毒性試験では16%およびげっ歯類の慢性毒性試

験では 35% の定量値に有意差を示した。群内動物数が

少ない試験は,等分散性が保証されやすい。これらの不

等分散を示した定量項目は通常ノンバラメトリック検定
(以下ノンバラ検定と略す) となる。小林ら lo)は,少

数例に対して本解析の必要性を否定している。

4.4 ノンバラ型 Dunnett の検定は二通りの

解析法がある

ノンバラ型 Dunnettの検定 (ノンバラ Dumett のジ

ョイント型) とSteelの検定 (ノンバラ Dumett のセパ

レー ト型) を総称 してノンバラ Dumett の検定といわ

れている。本法には二つの手法がある。決定樹の初期

時代は,前者が多く最近では検出力の高い後者が使用

されている。両者の検出力を表 8および表 9に示した。

Steelの検定は,最高の用量相関性を示した場合 1群内

の動物数が 4 匹で低用量群に有意差が検出 11・ー2)できる。

4,5 データの変換

不等分散の場合,実測値を順位に変換してノンバラ

検定で解析する。Dr.Finney13)は "科学者がある化合物

の体液中濃度のようなものを定量する際, 興味の対象

は mg/mL といった量で表されるデータであって, 血中

濃度の対数のように変換されたデータについてはそれ

ほど興味がないと思われる。またいかなるデータ変換

も測定値それ自体の解釈を困難にすることを肝に銘じる

べきである。また「ある特定の状況ではデータ変換を行

うべきである」と書いてある教科書もあるが, これは受

け入れがたし などと述べている。したがって, 彼は,

Bartlettの検定の使用を不適格と示唆している。
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表 8 ノンバラメトリック型 DUnnettの多重比較検定と5teelの検定の検出力の比較 (1)

群 対 照 低用量 中用量 高用量

個体値を順位に変換した値

ー、.▲ 5 9 13

2 6 10 14

3 7 11 15

4 8 12 16

平均順位 ′ 2.5 6.5 10,5 14,5

& 郷 kal‐＼鞄nisの検定 ′」QO0275

ノンバラメ トリック型 DwIne は NTotsig. Pの ,05 Pq,05

Std の検定 Pゆ ,05 Pく0.o5 Pく0.05



表 9 ノンバラメトリック型 DUnnettの多重比較検定と5teelの検定の検出力の比較 (2)

群綱 対 照(5) 低用量5) 中用量(5) 高用量(4) 最高用量(4)

ラットの尿敏 1乱 )
2,4,2,8,2,4,

2,4,2.4

43,45,40,

41,46

62,48,68,

52,55

73,104,

102,7之
52,103,97,99

平均ヒ標準偏差 2,7ゴー0.I 43土25 57土8.O 88土18 8鮎ヒ24

Banleはの等分散検定 Pの ,0001

Kn6kal‐、漆 uisの検定 閏 ,鰯

ノンバラメトリック型

叛1mett多重比較検定
Notsig. Pの ,05 Pゆ ,01 P4,01

Steelの検定 P4.05 Pの ,05 Pゆ .05 P刈 ,05

4.6 5〔heffeの多重範囲検定の検出力

表 10に Schefだの多重範囲検定 (以下 Scheffもの検

定と略す)を使用した場合の検出力を示した。以前は,

群間の標本数が異なうた場合 Duncan または Scheffさの

検定の検定を用いるのが一般的であった。SchefFごの検

定では対照群に対して 60~53% の値でも有意差が認

められない場合 14)がある。したがって, 本解析法は最

近では全く使用されていない。同時に毒性試験では使用

できないと確信する。

4.7 ノンバラ検定の順位和検定に対する注意点

3群以上の多群間検定の場合,等分散検定の結果,有

意差 (不等分散)が認められた場合,ノンバラ検定とな

る。しかし, これらの検定は一般的に検出力が極めて低

いといわれている。これら順位和検定を使用する場合,

あらかじめ 1群内の標本数が幾つあれば有意差が検出

できるか把握する必要がある。各順位和検定で低用量群

に有意差の検出できる群内最低標本数は表 11に示した。

Mann‐Whitney の U検定 (以下び‐検定と略す) を除い

ては, 多群間検定である。

表 1O F344の雌ラットの78週時の乳酸脱水素 (U/L)

群 対 照 低用量 中用量 高用量

個体値

168 188 112 168 69 86 43 59

181 250 175 241 145 2軒 73 99

122 89 218 49 135 46 129 181

125 135 49 76 105 40 49 69

211 204 66 30 53 73

動物数 10 10 10 8

平ム船標準偏差 167七の 1IS共76 lo世62 88ゴ47

指数 100 71 60 53

分散分析 :Pの ,05

D山1惚ーrs の多重

範囲検定
Notsig, P〈0,05 Pの .05

Notsig, Notsl& Notsig,
Scheaぎs の多重

範囲検定
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表 11 各種ノンバラメトリック検定の検出力

検定法 4群設定 5群設定

schef発 tyPe

Hollalldcr"＼Volfc*

Tukey type

Dullnetttype

▼yr" "".

Steel

Man ル＼Vhib・ey ひき*

22

19

18

15

8

4

3

40

30

32

26

12

6

*肋 Inn‐stcsも

*均群間検定 (参考のため表示した)。

表 11順位和検定の中で国際的に使用されている検定法
は ,Willianlswilcoxon,Dmlfstest,Steel および 2 群間

検定のび‐検定とW ilcoxon検定である。Type( 型 ) が

付いている検定は,我が国開発し使用されているものが

多い。したがって,本試験では動物数が各群 5匹であ

ることから Steelの検定 (別名セパレー ト型 Dunnett の

検定) およびひ‐検定以外は使用できない。この二種類

以外の多重比較では,有意差が低用量に検出できない。

稲葉 11)も同様にノンバラ型 Dunnett の検定の検出力の

低いことを指摘している。

4.8 カイ二乗検定および Fisherの直接確率検定の

検出力

カイ二乗検定では 4つの数値 (桝) のうち 0から4

程度の小さい数値は適用できないといわれている。また

本試験の分母は 5と極めて小さい。表 12に幾つかの発

現例を示してその検出力を示した。

対照群の発生が 0の場合,用量群で有意差が検出で

きる発生数は 4および 5匹である。対照群の発生が 1

匹の場合,用量群で有意差が検出できる発生数は Fisher

の直接確率検定で 5匹である。対照群の発生が 2匹の

場合,用量群で全例認められても統計学的有意差は認め

られない。カイ二乗検定に比較して Fisherの直接確率

検定は,検出力が高い。したがって, もし使用する場合

は,後者の片側検定を推奨する。

4,9 Dunnett の検定は r‐検定の拡大版

投薬期間中は, 多重性を考慮した Dunnettの検定で,

回復期間中は 2群のためご‐検定で実施したことを述べ

ている。しかし,Dunnett の検定は r‐検定の拡大版で

あり 2群を Dun-・ettの検定で解析した場合 ,r‐検定と

なる 15)。したがって, 投薬および回復期間を通 して

Dunnettの検定で解析したと表現して差し支えない。
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表 12 hlann‐Whitneyの U検定による尿検宜値 病理解剖および
組織学所見値の有意差検出パターン

発生率の組み合わせ カイ二乗検定 * BSherの直接確率検定

α5対 16 P 値 =1,00000 P 値 =0.50000

α5対以5 P 値 ;0.42920 P 値 ;0.22222

0応対 3/5 P 値 =0.16755 P 値 =0.08333

α5対 4/5 P 値 ご0.05281 P 値 =0,02381

0/5対 5/5 P 値 =0.01141 P 値 =0,00397

16対刀5 P 値 に1.00000 P 値 ;○.50000

16☆r3/5 P 値 =0.51861 P 値 =0.26190

1/5対 46 P 値 =0.205知 P 値 =0.10317

1/5対 56 P 値 こ0.05281 P 値 =0,02381

刀5対 36 P 値 ;1.00000 P 値 コ○.50000

“5対 4/5 P 値 =○.51861 P 値 ;○.261卵

冴5対 5/5 P 値 コ0,16755 P 値 =0.08333

*イエーツの楠も 補正なしでは検出力はより劣る。



4.10 リー検定の検出パターン

二群間検定の分布を利用しないび‐検定の検出パター

ンを表 13に示した。本法は各群別に,各個体値より大

きい個体値が幾つかあるかを数えどちらかの群の小さい

値を U値とする。同順位の場合は 0.5個と数える。

表 13 対照群と用量群の発生数の組み合わせによる統計学的有意差の検出

群
個別評価値
(スコア)

平均値 U値
P値

両領-↓検定 片側検定

0'0'0'0'0 0・0

0・0 o,008去 0・00」☆

2 i,1,1,1,I 1・0

0'0'0'0'0 0・0

2 2,2,2,2,2 - 2.O

0'0'0'0'0 0・0

2 3,3,3,3,3 3.O

0'0'0'0'0 0・0
10・0 0,690 0.345

2 0,0・0・0・I 0.2

0'0'0'0'0 0・0
7.5 0.420 0,210

2 0'0'011'I 0.4

0'0'0'0'0 0・0
5.0 0.156 0,075

2 010'1'1'I 0,6

11 0'0'0'0'0 0・0
2.5 0.056 0,028☆

2 0'1'1'1'I 0,S

0'0'0'0」 0.2
10・0 0.690 0.345

2 010'0'1」 0,4

0'0'0'0'1 0.2
7,5 0.420 0.210

2 0'0'1'111 0,6

11 0'0'0'0'I 0.2
5,O 0,150 0.075 ′

2 (),1,1,1,i 0,8

0'0'0'0'I 0,2
2.5 0.056 0,028☆

2 1'1'1'1't 1・0

0'0'0'1」 0.4
io・0 0,690 0,345

2 0'0'111'I 0,6

0'0'0'1'I 0,4
7.5 0.420 0.210

2 0'1'1'1'I 0,8

0'0'0'1'I 0,4
5,O 0.150 0.075

2 1'1'1'1'I 1・0

0'0'1'1」 0.6
10・0 0.690 0.345

2 0'1'1'1'I 0.8

0'0'1'1'I 0,6
7,5 0.420 0,210

2 1'LI'1'I 1・0

計算値のひ値が4以下は片側検定で有意差を示すこ

とになる。両側検定では左右に仮説をたてることから2

以下となる。毒性試験では,片側を期待することから片

側検定を使用する。病理所見などの定性値をスコア化し

U‐検定を応用した例ー6)が発表されている。
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01111'1'I 0.8
10・0 0.690 0.345

2 1'1'1'1'I 1・0

ー11 0'0'0'0'0 0・0
2.5 0,056 0,028*

2 0,1,2,3,3 1,8

0'0'0'0'I 0,2
,3,5 0,096 0,048*

2 0,1,2,3,3 1,8

0,0,0,i,t 0,4
4,5 0,150 0.075

2 0,i,2,3,3 1.8

1'1'1'LI i.O
0・0 0,008* 0,004*

2 3,3,3,3,3, 3.O

0,0,0,02 0.4
1.5 0,032☆ 0.016*

2 1,2,3,3,3, 2.8

1 ′ 0,0,0,22 0.8
3,O 0.056 0,028★

2 ],2,3,3,3, 2.4

0,0,2,2,2 1.2
4.5 0.150 0.075

2 1,2,3,3,3, 2.4

群 1は対照群,群 2は用量群を示す。

所見{not品ldmg)はスコア 0,所見+(sliか t)はスコア 1,所見Hてmodemte)はスコア 2,

所見十一汁mark鋤はスコア 3と評価する。強調像 は,P の,05で有意差を示す。

5 調査結果

5,1 定量値の検定

定量値の調査結果を図 1に示した。解析ツールの使用

試験数を表 14に示した。本毒性試験は,投薬期間およ

び回復期間と分かれており,通常は,対照群を含めて投

薬期間が 4群,回復期間が 2群となる。このため解析

ツ ルが複雑となる。調査毒性試験数 122中,複雑な

経路を辿 る解析 ツール (2,3,4,5,8,9,10,12,15,16

および 17)が 79試験,単純な経路を辿る解析ツール (1,

6,7,11,13 および 14) が 43 試験であった。3群以上

と2群の場合の解析法を述べている解析ツールは 6, 区

別のないツールは 11 であった。最近の傾向は, 分散分

析および Kruskal‐Walisの順位和検定をせず対照群との

比較に対応する。この理由は,分散分析で有意差が認め

られない場合でも直接 Dunnettの検定で解析すると有

意差が認められる 7)。

用量相関性を Jonckheere17)の検定で吟味している研

究機関が 1施設で 8試験が報告されていた。解析ツー

ル (10) は, 分散分析および Kruskal‐Walisの順位和検

定の有意水準を 0.10に設定していた。しかし,有意差

が認められた場合,次の対照群と各用量群間の比較は,

0,05の有意水準を設定していた。

Bartlettの検定を設定していないツールは,2 ツール

(13および 14) であった。

有意水準 (棄却限界値)を片側または両側かどちらを

採用したか,その結果を表 15に示した。

両側検定に比較して片側検定の表示が多く認められ

た。また表示なしの試験数が 87と大半を占めた。

不等分散の場合, ノンバラ検定採用表示 (N)の表示

は 1試験機関のみであった。

5.2 定性値の検定

調査した試験に使用されていた定性値(行動機能観察・

白血球百分比・尿検査・病理解剖および組織所見)の解

析ツールを表 16に示した。

尿検査は, グレートに分類されることから累積カイ二

乗検定が多く使用されていた。病理組織学検査値は, グ

レード化したデータをび‐検定または Fisherの直接確率検

定を使用していた。カイ二乗検定も広く使用されていた。
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較 検定 Studentの‘‐検定または Aspin‐Welchの′「検定

定量値に対する解析ツール (1)

Dumett の多重範囲検定 ノンバラDu順ett

定量値に対する解析ツール (5)

定量値に対する解析ツール (5)

Dmnett の多重比較検定

定量値に対する解析ツール (7)

定量値に対する解析ツール (8)定量値に対する解析ツール (4)

図 1 定量値に対する解析ツール (1~8)
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定量値に対する解析ツール (3)

定量値に対する解析ツール (2)



終了 終了

Dunnettの多重比較検定 Marm--hitneyのひ検定

定量値に対する解析ツール (9)

Dumett の ‐ ヌ、′ △!alm‐屠h玉tnc のひ

定量値に対する解析ツール (10)

DUnnettの多重比較検定

定量値に対する解析ツ←ル (ID

バ← トレツトの
等分散検定

3群以上 2群
E回

3群 2群

DUnnettの多重比較検定

定量値に対する解析ツール (13)

1対照群との比較 l
ばP< ○,05

Steelの検定

Dunnettの多重比較検定または比較検定または ′-
重比較検定 Ham-Whitney のひ検定

定量値に対する解析ツール (14)

定量値に対する解析ツ←ル (15)

同一 翼 よる 同一

定量値に対する解析ツール (16)

定量値に対する解析ツール (17)

図 1 定量値に対する解析ツール (9~17)
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定量値に対する解析ツール (12)



表 14 げっ歯類を用いた28日間の反復投与毒性試験に使用された統計解析ツールの分類と
使用された試験数

解析ツールおよびその手法の概略 ′′

検り定 5

ミー トレット, 分散分析 ,D I1mdも 的胆k心Walis,Std 7

(3)3群以上はパー トレット, 分散分析 ,D Ug1nett,KIIBkal‐Walis, ノンバラ銑umeは,2 群はSmdent

また; AspiートWelchの f‐検定
9

(4)3群以上はパー トレット, 分散分析 ,D uumelt,Sche縦 ,K 鵬 kal-、Vmis, ノンバラ Dnml弧 ,
ノンバ ラ Schc熊 ,2 群 は Su1dent す れ ± ▲ .

・
▲t-7J▲L の′-検定

10

{- トレッ ト, 分散分析 ,Dmm 鰍 Dun 鎚 1,K nーskal‐WaUs, ノンバ ラ挽 lmett 9

(のパー トレッ ト, 肋 umett,St 代 I 20

(7)パー トレッ ト,D I1m1ett,ノンバ ラDwlndt 10

散分析 ,D uumelt,Sche ぼる,Kmkm ‐＼Vaーis, ノンバ ラ紘 lmm, ノンバ ラSche崖さ 23

ト, 分散分析 ,Dtmlle 鵡 恥 1嘘 al‐IVaUs,M 剛 直 yhit 14

(ー0)パー トレッ ト, 分 散分 析 (P ,10),D tmletl,Kmkal ‐Wali只戸 ,10),M ‘m ト、増'itney, 綿 が",との

比較は,P .05
I

(11)パー トレツ ト,Dunne は,St 代 I 3

ト,分散分析 , D tmnctt,KIIほkauvalis,ノンバラD1unnen之 群 ;記 1m肝 tyhimey I

(ー3)3群以上 ;丸DL1mnett,2群 ;女‐検定またはM‘mn-、肌1ib・ey 4

群 {女‐検定ま砦‘f ′ M ・ I

(15)パー トレッ ト, 分散分析 , 訪 umelt,KnBkal-Walis, ノンバ ラDtumelt 3

(1のパー トレッ ト, 分散 分析 , DLmtleせ,Ja 肥 ,Kn 鵜kal-Walis, ノンバ ラ Dmnett, ノンバ ラJa罷 I

(1刀 3群以 上はパー トレッ ト, 分散分析 ,D IIm1clt,Sclle陀 , 粒 1騰kal‐Walis, ノンバ ラ D1mldt, ノ ン

バラSchef濡,2 群はStudentの r‐検定
I

.▲̂」 (定量 {⑨ , ツールの試験数には含めない S

合計 122

表 15 有意水準を片側検定・両側検定の表示試験数

・仮説 片側検定 両側検定 表示なし 合計

試験本数 22 13 87 122

表 16 定性データの解析法とそれを用いた試験本数

璽

ー
一

2

調査項目お

グレード分け

解析手法
合言H直擬渡F)

6

ー

7

Mm 卦¥ルTub-eyの ひ検歳両倶-賎 定,P く0,05)

尿樋
F焦herの直接確率 (片側倹定,P〈0.05)

鎚織鮮報査
累積カイ二乗検定

(両側 検定,Pくめ,05,P ,01)

Mmー一~hdmcy の び検定

(両損険定 , Pく0.05,′に0.01)

3 13
累積カイ二乗検定 (P〈0.05)

M網澄 ~yhi館 yの び検定 (両側 検定 ,R の,05)

国gIerの直接確率 伏し側検定 ,PQ,05)

4
病理穿織学検査 26

Fisherの直接確率 (片側検定,P の,05)

.・r′′′●、′'●′
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病理組織学検査
力イ二乗検定 (Pq.05)

行動機能観察・尿検査・白血球百分比

恥鴎kal‐Wams の順位和検定

尿検査・痛髭糸班法学検査

M 組・zトWmmey の り検定 (両側検定,P 切 .05,Pく0.01)

病理粗妾妻学検査
Fisherの直接確率

行動職能観察・感覚機能検査・解剖学検査・病理組織詩学検査

断ーcoxon醐永‐wmt 藤t,Fisherの直接確率および Mm ー増血・eyの U 検定 弐Pの ,05,Pq.01)

病理組織学検査
ノンバラ勤皿neーt(型 )またはノンバラSchc罷 の多重比較・範囲検り定および用量相関性は

Coelman‐A曲 線gcの傾向検定

行動機能観察・感覚機能検査・解剖学検査・病理搾群琳学検査

記載または応用なし

合計

有意水準 (棄却限界値)を片側または両側かどちらを
採用したか,その結果を表▽に示した。

表 17 有意水準を片側検定・両側検定の表示試験数

仮説 ! 片側検定 ず両側検定 i 表示なL I 合計 -　
　

　　　 　
　

　 　　　
　

　　 　　
　

　　　
　

』 巨 1 - -試験数 34 22 70126

最も多い記載は,表示なし,片側検定および両側検定

の順であった。

用量相関性の検定は, 病理所見に対 して Codlran‐

Am・itageの傾向検定が 1試験機関で 3試験に認められ

た 。 ・

合計値が 122を超えている理由は,び‐検定が両側検

定でまた Fisherの直接確率検定が片側検定を使用して

いたことによる。

6 考察

N1rp/NIHS テクニカルレポート18)は, 現在まで約 5oC

の既存物質について /′'~′だめ を含めてラット・マウスを

用いて短期毒性試験から長期のがん原性試験までの成績

を公表している。これらの試験は,ほぼ同一の統計解析

ツールを使用し毒性評価をアソシエイトしている。

今回調査した解析法の大部分は,農薬および医薬品の
毒性試験に使用されているツール 19)を使用している。

これら試験の 1群内の動物数は 20~80 匹である。

調査した解析ツールは,複雑な経路を辿るものと単純

な経路を辿る手法の二つに分類できる。そしてこれら解

析法は, 日進月歩で進化している。経時的変遷から考察

すると以下の 4つのカテゴリーに分類できる。① 5解析

ツール (4,5,8,16 および 17) は , 山崎 ら 20)が開発 し

たアルゴリズムないし若干の改良型である。解析手法の

中に極めて検出力の低い Scheぼるの多重範囲検定,ノン

バラ型 Dunnet[ の検定およびノンバラ Schef発などか組

み込まれている。これらの手法は,現在の 2007 年では

ほとんど使用されていない。② 6解析ツール (3,7,9,

10,12および 15) は,動物数が変化しても対応できる

ように佐野 21)カミ開発したアルゴリズムを採用ないし若

干の改良型である。しかし,依然極めて検出力の低いノ

ンバラ型 Dunnett の検定が引き続いて使用されている。

解析ツール (9)ではこの1断灸出力現象を防ぐためにび検定

を使用している。③ 3解析ツール (2,6 および 11) は,

ノンバラ型 Dunnett の検定 (ジョイント型 Dunnettの

検定) から Steelの検定 (セパレート型 Dumett の検定)

へと改良されている。Steelの検定では, 動物数が 4 匹

で低用量群に有意差が検出でき検出力が高い。④ 3解析

のび検定 (Pの.05)
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ツール (1,13 および 14) は, バラメトリック検定の

Dunnett または Schefβさの検定を単独で用いている。た

だsche往きの検定は,組み合わせが多く設定できる利点

から検出力が極めて低く,最近の論文では使用されてい

力まし、。

吉村ら 4)は,Bartlettの検定は, 多群間 (三群間以

上) の分布の違いを解析する手法で,1 群中の標本数

は,10 以上あれば十分であると述べている。言い換え

れば動物数の少ない本試験ではその・使用に疑問が生じ

る。すなわち Bartlettの検定は, 例数が小さいと検出力

が低いことにある。この理由でイヌを用いた毒性試験で

は Bartlettの検定を使用せず, 直接 Dunnettの検定か統

計学的解析を応用しない論文も多々ある。

多群間検定の Dunnet[ の検定は ,Student のご‐検定の

拡張版 i5)であることから,2 群のみの回復群を含んだ

毒性試験は,試験期間を通して Dunnettの検定で解析

したとい・う表記で差し支えない。

次に片側検定か両側検定かの問題である。一般的には

両側検定は,① 単に群間差があるかどうかの問いかけ

の場合,② 群間の差の正負が事前に想定できない場合,

③試験責任者が正負の両方向同時の結果を望む場合で,

片側検定は,① 強弱を扱う問いかけの場合,② 群問の

差の正負が事前に想定できる場合,③試験責任者が一

方向のみの重要性を指摘する場合, である。我々の毒

性の分野では,対照群に対して増減の期待がある。した

がって,片側検定を適用したい。多くの報告書は, どち

らの検定で実施したかを明記していないものが極めて多

い。試験委託者は,有意差 (毒性)の検出率の低い両側

検定を望む。しかし,著者らは,毒性の検出率の高い片

側検定を推奨する。

分散分析の使用は,第二種の過誤を招く。最近の傾向

は,分散分析を使用していない決定樹 9)が殆どである。

用量相関 (依存)性の評価の手法を取り入れることに

よって低用量群の無毒性量・無影響量の把握に貢献でき

る。定量値の検定は,Jonckheere の傾向検定, 定性値

の検定は,Chochran‐Armitageの傾向検定を推奨する。

その結果は, 表に明示したい。

等分散性の結果,非等分散性の場合,順位を利用す

るノンバラ検定となる。この場合,その旨の表示は大切

と思う。例えば対照群の平均値±標準偏差の後に (N)

と表示する。この表示があった機関は 1施設であった。

ノンバラの順位和検定は,平均順位を検定することから,

結果の考察がバラメトリック検定と異なることに留意し

たい。

定性値 (行動機能観察・白血球百分比・尿検査・病理

解剖および組織所見)の解析では累積カイ二乗検定,カ

イ二乗検定,Fisherの直接確率検定およびび‐検定など

の利用が考えられまた調査した毒性試験に使用されてい

た。表 12 に示 した通り 0/5 対 4/5 でやっと Fisherの

直接確率検定 (片側検定)で有意差が認められる。対照

群に 1匹認められた場合,用量群で全頭認められなく

ては有意差 (片側検定)が認められない。発生頭数が対

照群ゼロに対して用量群で 3匹の発生はどう考えても

被験物質の影響と確信する。したがって,著者らはこれ

らの 2×2のクロス検定の応用は不適当と考える。本

調査の 2試験機関で 7試験について統計解析法が述べ

られず統計解析から除外しているのも上述の理由と考え
る 。 U ‐検 定 は , グ レ ー ド ", 十 , 十十,+++ を 0,1,2,

3に変換してこの数値を順位として検定する。対照群に

発生が認められた場合でも用量群にその発生グレードが

高ければ有意差が検出できる。定性所見の統計解析は,

Fisherの直接確率 (片側検定)に比較して検出感度が高

いび-検定 (片側検定) を推奨する。群数は,4 群設定

されている。び‐検定は 2群間の検定であることから第

一種の過誤が心配されるが, ヒトに対する安全性を優先

したいことから許されると考える。

以上の調査結果に対して,著者らは,各検定の検出

力および既知の論文などから集約すると,本毒性試験

の動物数が 1群 5匹の設定を考慮に入れ,低用量群で

有意差を検出できる解析ツールを選択すること, また

医薬品・農薬の毒性試験で常用している解析ツールと

は考えを別にすることが肝要であると考える。したが

って, 推奨できる定量値の解析ツールは,試験期間を

通して Dunnett の検定で解析する。定性値の解析は,

統計解析を使用しないまたはグレード化したデータを

"-検定で解析する。有意水準 (α) は,すべて片側検

定の 0.05 を設定する。
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