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要約 ;日本のげっ歯類を用いた毒性試験に使用され

ている統計解析法は,外国の解析法と比較して異なって

いる感があることから,今回の調査は,世界 47国 134

試験 (対照群を含めて3群以上を設定)について解析

法を国別にクラスター分析によって解析した。調査結果,

日本の解析法は,世界の解析法と比較して距離があるこ

とが認められた。この理由は,一般的に使用されている

バラメトリック検定の Dunnettの多重比較検定に加え

て極めて検出感度の低いバラメトリック検定の SchefFe

の多重比較検定およびノンバラメトリックの Dunnett

型と Schef鯵型ツールを一つの決定樹に使用しているこ

とにある。

1 はじめに

我々は, 以前から日本のげっ歯類を用いた毒性試験

に使用されている定量値に対する統計解析法 (殆どは

決定樹)は,外国で実施された毒性試験と異なることに

憂慮していた。特に諸外国と比較して異なる解析法は,

バラメトリック検定では,Scheffさの多重範囲検定, ノ

ンバラメトリック検定では Dunnett型 (ジョイント型

Dunnett の検定とも呼ばれる) および Schef発型の検定

が日本で使用されていることである。これらの 3解析

法は,極めて検出感度が低いことから外国では使用さ

れていないようである。またこのノンバラメトリックの

2検定は, 日本で開発された手法であることも使用され

ている理由である。ここでは相違の理由については議論

しない。分散分析および正規性の検定の有無,等分散の

検定法および Dunnettの多重比較検定,f‐検定の使用な

どは,あまり国別に違いがないようである。我が国の毒

性試験の統計解析は,殆ど決定樹によって解析 L5)され

ている。その決定樹には,正規性の検定が含まれていな

い。長期の試験 (N>10) および短期の試験 (N=5)

とも同一の解析法を使用している。特に群内動物数が 5

匹程度と少ない場合は,決定樹に使用されている全ての

解析法に対して有意差が検出できるか否か確認する。

本調査報告は,主にげっ歯類を用いた化学物質・天然

物などの毒性試験・薬理試験などの公表論文をインター

ネットから取得してその各解析法を国別に分類した。ご

く一部の試験は,その他の動物を使用した論文も調査材

料とした。この調査報告の目的は, 日本の統計解析法に

関して,国際的に標準的な手法との異なる点を客観的に

明らかにし,今後の国際的な標準化に向けた提言を行う

ことにある。
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2 調査材料および解析法

げっ歯類を用いた比較的短期の毒性試験を含めた反復

投与試験で群構成が対照群を含めて3群以上を設定し

た試験をインターネットから多くは無料で取得した。今

回の調査は,世界 47ヶ国 134試験に対して各解析法

を国別に分類した。調査した試験の中にはわずかに非げ

っ歯類の試験が含まれている。この理由は,なるべく試

表 1 国別の統計解析法,被験物質名および論文出典

AIgeria(1) [1]Student トtest,[2] Amm 。niumnitrate,[3]Afr,J.Biotechno. 5,749 ‐754,2006

AIgeria(2) [1] G) studenttest,Dumettmethod,[2]Dinubenzuron,[3]ScientiRcResearchand

Argentina(1) [1] Kruskall‐wallis test,ANOVA,[2]1,2 ‐di,nethylhydrazme,[3 〕Biocell(Mendoza),26,3,Mendoza
ago,/dezり2002

Argentina(2) [1] ANOVA, Student‐Newman ‐Keulstests,[2]Chitosan,[3]J.Leukoc.BioL78,Jul

Australia(1) [1] Kolmogorov ‐Smirnovtest,Bartie ぜstest,ANOVA,LSD, test,Man 簿Whitney test,[2] 乙叩粥鍵
鰯g〃"豹伍′ざ,[3]FdChem,Toxic,,34,679 ‐686,1996

Australia(2) [1] 2‐wayANOVA, [2] Lead,[3]FdChem,Toxic,,21,157 ‐161,1983

Belgium(1) [1] ANOVA, Tukey honest test,Kolmogorov ‐Smi「novtest,[2]Bupivacaineandropivacaine,[3]Anesth
Analg,91,1489 ‐1492,2000

Belgium(2) [1] ANOVA, [2] Chitosan‐DNAnan 。pardC1es,[3]AApspharmsciTecfl り5,(2),Article 27,2004

Brazil(1) [1]ANOVA, [2] Methymethacrylate,[3]Braz,oralres,,19,(3)SaoPauloJuly/,

Brazil(2) [1]ANOVA Followed bythe Tukey multiple comparison test,[2]CordiasaliciFouaextract,[3]^ctasci,
Health Soiり27,4144,2005

Cameroon(1) [1] ANOVAFoll 酬 edbytheStudent-NewmanKerlstest,[2]Hydroemanolicextractofleavesofse ′7m"‘qrα
(L.),[3]Afr,J,B1otechnoL 5,283 ‐289,2006

Cameroon(2) [1] ANOVA, Duncans multlple rangetests,[2] 日lbiscuscannabinus,[3]Afr,J,Bi 。techno.り4,833 一837,
2005

Canada(1) [1] 。newayANOVA Followed byNewman-Keuls[2]AmyllnReceptorB1ock$Amyloid,[3]J.Neuroscl.,
24,5579 ‐5584,2004

Canada(2) [1] studenrs ′‐test,analysisofvariance,Dunnet ビsmultiPiecomParisontest 一 2]Hexachlorobenzene,[3]
EnvlronmentaIHealthPerspectives,111,4,Apri12003

Chile十Sweden(1) [11 足 ANOVA, a post‐hoc test (Fishers protectedpartlalleastsquaretest),[2]Methamphetamine,[3]
JeurnalofNeurochemistry,83,645 ‐654,2002

Chile(2) , [i] ANOVAwas Followed bya Pos【hocNewman-Keu 婦 multIP1ecomParisontest,Studen ビs′test,[2]
Manganese, [3] Pharmac 。10gy, BiochemistryandBehavior,77,245 ‐251,2004

Chile十Costa

Rica十Pararuay(3)

[1] ANOVAFollowed byDunne ぜsmultiplecon【lparisontest,[2]A1oysiapolystachya,[3]http://Captura.u
′2% ○/2329/1/Mora S AnXiolytic.Pdf

China(1) [1] 〇ne‐WayANOVA, [2] MonoslalogangHoside,[3]ACtaPharrIrlacolsin,25,727 ‐732,2004

China(2), [1] studenビs Rest,[2]Pyrethroid,[3]JOccupHealth,38,54 一56,1996

China(3) [1] onewayANOVA, Kruskal‐Wanistest,Mann ‐WhitneyUtest,[2]Hyperbaricoxygenprec 。ndmonlng,[3]
ChineseMedicaIJournal,113,837 ‐839,2000

China(4) ′ 【1]one ‐wayANOVA, [2]GMI gangHoside,[3]Jzh 申 angUnivSciB “6,254 ‐258,2005

験実施国および試験数を多く採取したいことにある。今

回の調査は,定量データのみに絞った。複数の著者およ

び国の場合は,試験を実施した国を対象とした。

解析法は ,クラスター分析 (SASJMP,ver.5.0,U.S.A.)

を使用した。データ入力は,ある解析法を使用している

場合が,1, 使用していない場合が,0 を入力して分類

した。クラスター分析法は, 常用されている word 法に

よった。調査した国,解析法,被験物質名および出典を

表 1示した。
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Cuba(1)
[1] Normantyassumptions(Kolmogorovsmimo ザsandshapiro ‐Wilkstests),Levenestes 〔,ANOVA,

Kruskall‐Walliざstest, rPairedtestsorwilcoXonStest,[2]Granulocyte ‐colonyStimulatingFactor(G ‐CSF)

,[3]BiotecnologiaAplicada,22,50 ‐53,2005

Cuba(2) [i] Mann ‐WhitI・eytest, [2] D 002, [3] BiotecnologiaAplicada,18,88 ‐90,2001

Cuba(3)
[1] ANOVA, theStudents"Newman 【Keulspost-hoctest,[2]Kainate,[3]EuropeanJournal of

pharn・acology390,295 ‐298,2000

Czech Republic(1)
[1] トtest after猛 test,Normaldistribution,[2]A 日atoxinB1andT-2toxin,[3]Vet.Med. ‐Czech,46,

301‐307,2001

Czech Republic(2)
[1] 。newayANOVAtest,Tukey ‐Kramerspost ‐hoctestwasused 云ormultlp1eComparisons,[2]

D-galactosamine,[3]Physiol,Res,,55,551 ‐560,2006

Denmark(1)
[1]Mann ‐Whitney ひ test,ANOVA, [2]NOVISpirinGI0,[3]AntlmicrobAgentschemother り49,3868 ‐3874,

2005

Denmark(2)
[1] one‐wayANOVA, Studenrspairedrtest,[2]Bendronumethlazide,[3]TheLournalofpharmacology

and ExperinrlentadTherapeutics,JPET299,307 ‐313,2001

Denmark(3)
[1] ShaPirowilkstest, Leven ごstest,Generallinearmodel(GLM)analysis,[2]DieselexhaustParticles,[3]

Carcinogenesis,24,1847 ‐1852,2003

Egypt(1)
[1] one wayANOVAbyTukey ‐KramertestformultiP1ecomParison,[2]Benzo( 口)Pyrene,Nigellasat 簿a

seeds,[3]FdChem,Toxic,,45,88 ‐92,2007

Egypt(2) [1]Studenrs ′test,[2] Garlicextract,[3]Res.J.Medicine&Med ・sci 1,85‐89,2 〇〇6

Finland(1)
[1] ANOVA, StudentNewman ‐Keも-1stestwasusedasapos ′/7octest,[2]0 郷 gen,[3]EurResPirJ リ9,
2531‐2536,1996

Finland(2)
[1] Mann ‐Whitney,nonParametricUtest,Kruskall ‐VV紙 lsanalyseswithaDum'sPost test,[21

Doxorubicin,[3]CancerResearch,61,6423-6427,2001

France(1) [1] ANOVA, Studentttest, [2] AT1nphotericlnB,[3]AntirnicrobAgentsChemother,35,1303 ‐1308,1991

France(2)
[1] Bartletrstest,ANOVA,Dunnet ビstest,Kruskal‐Wallistest,DL1ndstest,[2]5 α寸eductase(5 αR)

inhibit。 [3]MCPPaperslnPress, P}blishedonJuly12,2006

France(3)
[1] ANOVA,Dunnet ビstest, [2] Ethyleneoxide,[3]FundamentalandAppliedToxicolo 甜 ,34,223 ‐227,

1996

Germany(1)
[1] ANOVA, Rya ルEinot Gabriel-Walshtest,Nonparametrictest(vanderWaerdentes 【usingnormalized

scores) , [2] Polybrominateddiphenylethers,[3]EnvironmentaIHealthPerspectives,114,Nun ・ber2,

Fehruary2006

Germany(2)
[1] To‐factoranalysisofvariancewithaBon 免non1correction,[2]PolychlorinatedbiPhenyls(PCB ,[3]

Environr【lentai日ea1thPerspectiveS,109,Nurnber l l,2001

Greece(1) [1]Ttvo-、vayana.ysーsofVariance,LSD,[2]Urethan,[3}J,Appl,Physio 」 81,2304 ‐2311,1996

Greece(2)
[1] OneWayanalysis ofvariance,anunPairedstuden 禽トtest,[2]BPV, 〔3]AnesthAnalg.,85,

1337‐1343,1997

Hungary(1) [1]′test,[2] 3‐nitroprpionic acid,[3]ArhHigRadaToksikol,56,297 ‐302,2005

Hungary(2)
[1] onewayANOVA with LSD post hoc test,Kolmogorov ‐Smimovnormali 鰯 [2]Hea ＼リハnetal,

organophosphates, [3] ArhHigRadaToksikol,56,257 ‐264,2005

lndia(1) [1] ANOVA, Dunnet 〔test,Studentrtest,[2]Polyoxyethyleneglycol,[3]AAps pharmSci,,6(2),2004

lndia(2) [1] 。newayANOVA, Studen 禽トtest,[2]Galactose,[3]HumanReProduction,18,2O31 ‐2O38,2OO3

lndia(3) [1] Bartletfs test,ANOVA,studen ピs′test,[2]F1uodde,[3]F1uoride,3O,Research RePort 1O5,1997

lndia(4) [1] ANOVA, Dunnett test,Student 『test,[2]NovelsurEactants,[3]AApspharmSci,,6,Article 14,2004

lndia(5) [1] ANOVA, Tukey's test,[2]PUFAconcentrate,[3]Afr.J.Biotechno1 6,i021 ‐1027,2007

lran(1)
[1] ANOVAfo1lowed by multiple comparison test。fトJewrnan ぶ aulstest,[2Lデ伽 7研ねpαハリメデ。′ぬLam,[3]

DARU,12,136 ‐140,2004

lran(2) [1] Kruskal‐Wallistest,[2]VaIProicacid,[3]DARU,14,No.1,2006

lsrael(1) [1] Shapiro Wilk, ANOVA,Tukey ‐Kramer,[2]Nitrogenandhelium 3]JAp Physiol98,144 ‐150,2005

lsrael(2) [1]Studen ビs′test,[2] AS IOIJ31 JournaloftheNationalcancerlnstitute,88,No.18,1996
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lsrael(3)
[1] Wncoxon rank‐sumtest 2] ゐ‘g/伽瀞理ね L, 0′me" 〆叩頭 L,防′′cq粛o′mLand パ!中′額ん粛蹴 !sL 3}

eCAMAdvanceAccessPublished onllne on May 17,2007

ltaly(1) [1]Student r test,[2]HD ‐Advector,[3]PNAS,102,3930 ‐3935,2005

ltaly(2) [2]ANOVAfollowed byTukey test,[2]MDMA,[3]BMCNeuroscIence,7,13,2006

Japan(1)
[1] Bartleぜs test,Dunnet ゼstest,Scheffe,stest,Kruskal-Wallisrankinganalysis,DunnetttyPe(Hollander

andwolf),[2]4 一nitr。pheno ーand24dinitr 。phenol,[3]J.Toxico. ・Sciり26,299 ‐31L2001

Japan(2) [1]Student トtest,[2]5 ‐FU,[3]J,Tox ーcol,sciり27,49 ‐56,2002

1apan(3)
[1] Bar【letピs test, one‐waylayou 〔analysisofvariance,Kruskal ‐Wallistest,Mann ‐whitne ソsvtest,

Dunnett type (HollanderandWolf),[2]3 ‐Aminiphenol,[3]J 、Toxicol.Sd,,27,411 ‐421,2002

ーJaPanー(4) [1] Bartletビs test,Dunnet ピsorsche 伍鴇 tests,Kruskal‐Wallisrankingtest.Dunnet 〔type,Sche ぼeり peor

Mann ‐whitneys ワ tests,[2]3‐methylphenol,[3]J,Toxicol.Sci,28,59 ‐70,2003

Japan(5)
[1] Dunnett ≦ rIE1ultiplecomparisontest12]1 ーcarboxy ‐5,7‐dibromo-6 れ ydroxy 一2,3,4 ‐trich.or。xanthone,

[3]J,Tox ーcol.Soi,,28,445 ‐453,2003

Japan(6)
[1] Bartle〔ttest,Dunnetrstest,DunnetttyPeranksumtest,[2]Wormwood13]J.Toxicol ・Sci 28,
471‐478,2003

Japan (7) [1] Dunnetどs test,ANOVA 一 2] RicebranglycosPhingoliPid 一 3]J.Toxicol.scl.29,73-8O,2 〇〇4

Japan(8) [1]Dunnet ビs rll.ultiP1ecomParisontest,[2]DDT,[3]J.Toxicol ・SCL29,5O5 ‐516,2 〇04

Japan(9)
＼ [1] Bartlettstest, Dunnet ごstest,SteersmultiP1er …… ,n.・ test,DunnetttyPe(Hollanderandwolf)

studen ピ"-test,AsP1n ‐WelcHsftest,[2]1,3 ‐dibromoProPane,1,1,2,2 ‐Tetrabromoethane,[3]J,Toxicol.

Scーり30,29 ‐42,2005

Japan(10)
[1] ANOVA, Dunnet ビsorsche 僅e'smultiP1ecomPar1sonProcedures 2]2,2'-isobutylidenebls

(4,6d量nrlethy.phenol),[3]J ・Toxic。i.sc畳り30,275-285,2005

JaPah(11)
[1] Dunnet ごmultiple compadson test,〔2]2,3,7,8‐tetrabromodibenzo ひ dioxin,[3]J,Toxicol,Sci り32,
47-56,2007

Japan(12)
[1] Bartletごs test,Dunnet ビstest,Dunnet 亡tyPemethod 一 2]wate MisclblecoenzymeQIO 一 3]Journal
ofHealthScience,51,346-356,2005

Japan(13)
[1] Bartlett,ANOVA,Kruskal 机 /auis,Dunnett,SchefFe,Dunnetttype,Scheffe tyPe,[2]2,3,3,3,2,3,33

‐octachlorodipropyle 童er,[3]Buu.Natl,lnst.HealthScL121,40 ‐47,2003

Japan(14) [1] Dunnet ビs testoraDunnett ‐tyPerank‐sumtest,[2]B1smuth,[3]JOccuPHealth47,293 一298,2 〇〇5

Japan(15)
[1] Bartletビs test,one-、vayANOVA,DunnettKruska1 一・/＼′allisranksutliltest,DunnetttyPe,[2]
p‐dichlorobenzene (pDCB) ,[3]JOccupHealth47,249-260,2005

Jordan(1)
[1] ANOVAyvilcoxontanksumtest 一 2]Feru・aharmonis ・zallouぼ [3]lntJ.mp 。tRes リー3,247 ‐25・,

2001

Jordan(2) [1し test,[2]P1ant ExtractNASFIT,[3]lntjlmp 。tRes り13,247 ‐25L2001

Korea(1)
[1] Levenes test,Dunnet ビs rtest,ANOVA, トtest,[2]organicgermaniumfort 旧edyeasts,[3]J.Toxicol.
Sci“29,541 ‐553,2004

Korea(2)
[1] ANOVA 云ollowed bya modi 五edz‐test(LSD),[2]Nitricoxide,[3]lnvestigativeophthalmology&
Visu副 Science,38,995 ‐1002,1997

Korea(3)
[1] ANOVAbyBonFer 工on1spo 瀞力occomparison,[2]P ′“e"畝′erm′"Extract,[3]Biol.Pharm.Bull り29,
1278‐1281,2006

Norway(1)
[1] ANOVA, Dunnet ビS test,[2] Gas‐carriercontrastagents,[3]ToxicoIAppIPharmacol りi88,165-175,
2003

Malaysia(1)
[1] GeneraI LinearModel,onewayANOVA,Sche 住etest,Kruskal-Wallistest,Mann ‐Whitneytest,[2]

Aqueous extract efL の mop 捌 7!′の ,"α卿α (LPA)or acipFatimah,[3]lndianJournalefpharmacology,
39,30 ‐32,2007

Malays媛 (2) [1] studenゼs′-test,[2]Yohimbine,[3]Biokerl 【listri,15,50‐56,December 2〇03

Mexico(1)
[1]Studen ビs r,Mann ‐Whitney, [2] Fol1icleStimulatinghormone,[3]EnvlronmentaIHealthPerSPectives,

113,Number 9,September2005

Mexico(2)
[1] ANOVA 角1lowedbyFishers leastsignincantdi ぽerence(LSD),[2]Per"uorooctanesuIFonate,[3]
EnvironmentaI Health Perspectives,Date:9/1/2003

Mexico(3) 【1]ANOVA, [2] Ethanol,[3]oharnlacology,282,1 ミ轟ue2,1028 ‐1036,1997
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Netherlands(1) [1]Dunnetrstests, [2] ButylbenzyIPhthalate,[3]ToxicologicaISciences,94,282 ‐292,2006

Netherlands(2)
[1]Studen ゼs′test一 2]八LAcetylcysteineProtects,[3 〕AmJ.Respir.Crit.CareMed 157,1283-1293,

1998

Nigeria(1)
[1]Student ざトtest,[2] Ethanol extractoftheleavesofDaturastramon1um,[3]A 住.J.Biotechnol り6,
1012‐1015,2007

Nigeria(2) [1] Student ざLtest, [2]TryPanoson ・abrucei‐i面ected,[3]Afr.J.B1otechnol り5,1557 ‐1561,2006

Nigeria(3)
[1] ANOVA, Duncads multiple rangetests,[2]Lemongrassandgreentea,[3]Afr.J,Biotechnol り5,

1227‐1232,2006

Nigeria(4) [1] ANOVA, Duncan's multiplerangetests,[2]C1udeoil,[3]Afr.J.BiotechnoL3,346 ‐348,2004

Nigeria(5) [1]studen ビSトtest,[2] salicyllcacidandanthranilicacid,[3]Afr,J.Biotechnol り3,426 ‐431,2 〇〇4

Pakistan(1)
[1] ANOVA, Dunnet ごsmultlpletest, [2] GM3 cancerVaccine,[3]PakistanJournalofBiologicaIScience,
87,1045 ‐1050,2005

Pakistan(2) [1]Studen ゼs′test,[2]Tanacetum,[3]ArchPharm Res 3O,3O3 ‐312,2 〇〇7

Phi1やpineS
[1]Student ′‐test,ANOVA, [2] Ethylenebisdithiocarbamates,[3]EnvironmentaIHealthPerspectives,112,
Number l,2004

Poland(1)
[1]Students onetailed r test,[2] Excitatoryaminoacidinducedtoxicity,[3]ActaNeurobioIExp 60,
365‐369,2000

PO1and(2)
[1] AN 〇VA 君ollowedbyStudenfs トtest,NeWman-Keulstest,Mann ‐VVhitneyrankingtest,[2](S)

‐3,5‐DHPG,[3]Po.,J harnlacol リ 54,1 ー‐18,2002

PO1and(3) [1]studen ビs test,[2] Prednisolone,[3]PharmacologicalrePort,59,59 ‐63.2 〇〇7

PO1and(4) [1] ANOVA, Newman ‐Keules test,[2]Endothelin ‐1,[3]Pharmacologicalreport,59,98 ‐105,2007

PO1and(5)
[1] ANOVAfollowedbyDuncads testorStuden ごsrtest,[2]Caf 免ine,[3]PharmacologicaIReP0rt,59,
296‐305,2007

PO1and(6)
[1] one ＼vayANOVA Followed bypos!-たの Duncadstest,Kruska!-WallisANOVA,followed by

Mam ‐Whitn Utestwasused,[2]Methotrexate,[3]Pharmacologiealreport,59,359 ‐364,2007

Portugal(1)
[1] Paired ′test,Two‐WayANOVA,Tukey's 一 2]ETBreCeptor,[3]2006bythesociety For丑xPeriInenta1
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3 調査結果および考察

図 1に国別の樹形図を示した。表 2にクラスター内

の日本の試験数を示した。計算結果, クラスターは 4

つに分類された。図の上側からクラスター 1は,11 解

析ツール中に日本の報告書が 7報含まれていた。クラ

スター 2は,2 解析ツール中に日本の報告書が 2報含

まれていた。クラスター 3は,116 解析ツール中に日

本の報告書が 6報含まれていた。クラスター 4は,5

解析ツール中に日本の報告書が含まれていなかった。即

ち調査論文 134中クラスター 3および 4に分類された

大半の 121の論文中に日本の報告書は,6 報のみが認

められ, この割合は,5% 以下と極めて低い。
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図 1 世界の統計解析法のクラスター分析,色で囲みは日本を示す。
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表 2 各クラスターに分類された日本の論文数

クラスター

I 2 3 4

7/11 2/2 6/li6 0/5

9/13(0.69) 6/121(0.049)

クラスター 1および 2の日本の 9報は, ノンバラ〆

トリックの Dunnettおよび Schef篤型の多重範囲検定が

含まれていた。その反面クラスター 3の日本の 6報には,

この 2解析法が使用されていなかった。

次に,各クラスターの特徴を把握して命名した結果を

表 3に示した。著者らは検出力の高さや,統計法の選択

に対してのデータの正規性吟味の重要性を考慮して, ク

ラスター 3 または 4 の使用を推奨する。

表 4にバラメトリックかノンバラメトリック検定か

その選定のための解析法として等分散検定の Leveneの

検定および正規性の検定として Shapiro‐wilksおよび

Kolmogorovsmirnov の検定を使用している試験数を示

した。Leveneの等分散検定と正規性の検定またはいず

れのどちらかを使用している試験数は少ない。我々は,

この両者を使用することを推奨する, また等分散検定

は, 検出力のマイル ドな Levene の検定を推奨したい。

Leveneの検定を使用していない報告書の多くは,検出

力の高い Bartlettの等分散検定を使用している。また全

群間検定の分散分析および Kruskal‐Wallisの検定のみを

使用し,次の対照群との比較に使用した解析法を表示し

ていない試験は,14 報に認められた。毒性試験は,対

照群と各用量群の差の確認したいことから,その検定法

を述べることが必要であると考える。

以上の結果から, 日本の解析法は,世界の解析法と客

観的に比較しても距離があることが明らかとなった。こ

の理由は,一般的に使用されているバラメトリック検定

の Dunnet【の多重比較検定と極めて検出力の低いバラ

メトリックの Scheffさの検定およびノンバラメトリック

の Dunnett型と Schef発型を一つの決定樹に使用 (例と

して Japan,(4),(13)/ クラスター 2) していること

にある。更に毒性試験は,投薬によって群内の分布 (バ

ラツキ) や動物数が異なるように用量設定されている。

したがって,Bardett の検定は, 検出力 6)が極めて高

く,小さい変化でも有意差を示しノンバラメトリック検

表 3 各クラスターの特徴と解説

クラスター 特徴・解説

バラメトリック検定は,Dunnett の検定。ノンバラメトリック検定は, 極めて検出力の低い Dunnet[ type
ranksumtest または Dun 汀smultーplecomparisontest を使用 しているクラスターである。

命名 :不等分散の場合,低用量群は有意差が認められない解析法。

2
バラメトリック検定は,Schef 烏 ノンバラメトリックは, Dunnetttyperanksumtest を使用しているク
ラスターである。クラスタ一 目こ近く検出力の低い解析法である。
命名 :例数が異なる場合,検出力の低い解析法である。

3
分散分析後または直接 Dunnett,Duncan,Student,Mannwhitney など検出力の高い手法を採用している。
一般的な検出力の高い解析法を使用している。
命名 ;極めて標準化した解析法。

4
解析法は検出力が高い。また,正規性の検定を採用している。等分散検定は,低検出力のLeveneの検定
を採用している。
命名 :統計解析の基礎的考え方および毒性試験を熟知した解析法。.

表4 等分散検定および/または正規性の検定を実施していた論文数

等分散検定および/または正規性の検定 ー且。罰文 i34 論文数

Levenes homogeneitytes 〔(等分散検定)
+

ShapirひWilks or Kolmogoro Smlrno stest( 正規性の検定 )
4

・
Levene'shomogeneitvtest 2

Shapiro‐VVi1kstes【 I
KO1mogoro¥Smirno ゾst 3

解析法は検出力が高い。また,正規性の検定を採用している。等分
を採用している。
命名 :統計解析の基礎的考え方および毒性試験を熟知した解析法。.
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定へ導く。・したがって, 我々は, マイル ドな検出感度の

Levene の等分散を推奨する。Levene の等分散検定によ

って多くの定量値がノンバラメトリックの順位和検定へ

移行せず平均値の差の検定となり,被験物質の影響がよ

り明確に考察できる。バラメトリック検定は,正規性を

前提としている解析法である。したがって,群間検定前

に正規性の検定を是非実施 7)することが望まれる。

最後に毒性試験の分野では,医薬品,農薬,動物用医

薬品および一般化学物質などのガイドラインは,世界各

国ほぼ同一化している。しかし, 統計解析は, この調査

によって日本の解析法が大きく世界と異なっている傾向

が認められた。統計解析手法も,化学物質による影響を

適格に解析できるように検出力の高い解析法を選択し,

国際的に標準として使用されている手法に調和化するこ
とを願う。
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