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抄録 :12受託試験機関による 106のラットを用い

た28日反復投与毒性試験 (化審法)から得られた定量

値の有効桁数を検討するため心臓の実重量について調

査した。定量データの有効値の桁数の設定は,各試験

機関で異なることがわかった。多くの試験機関は,3 桁

が最も多く次いで 5,4桁の順であった。次に,分散な

どを用いない順位和検定の Mann‐Whitney のひ検定を

用いて桁数の違いによる有意差検出パターンを検索し

た。桁数が 3と小さい場合は,桁数 4および 5に比較

して有意差が検出しにくいことがわかった。この理由

は,桁数が小さいと同一順位が増加する傾向を示すこ

とにある。r‐検定系は, 桁数に大きく影響されない。動

物数が 30~40 程度の場合, 統計数値表を利用する

Mann‐Whitney のび検定と計算による Wilcoxon の検定

は, ほぼ同様の検出力を示す。したがって, 短期毒性

試験の場合,もし順位和検定を採用する場合は,片側検

定の Mann‐Whitney の U 検定または Wilcoxon の検定

を用い,平均値および標準偏差の表示は,有効桁数を 3

で表示し,計算値 (生データ) は,4 または 5桁を採用

したい。

1 はじめに

げっ歯類を用いた反復投与毒性試験から得ら

れる定量データは,体重および飼料摂取量などの

飼育管理デ←夕,赤血球数およびヘモグロビン量などの

血液学的検査,AST ・ALT活性値および総蛋白濃度など

の血液生化学的検査,尿比重および尿量などの尿検査お

よび肝および腎などの器官重量検査などその全項目は,

50 以上 (Kobayashi,1997) である。これらの解析法

のほとんどは, 決定樹 (K0bayashーet肌 ,2008) によっ

て対照群と用量群間差を吟味している。解析途中で,全

群間に等分散が認められない場合は,順位和検定 (rank

sum test)となる。また比率 ・グレード値およびはじめ

から分散などの分布を利用しない順位和検定を採用する

場合も少なくない。

このノンバラメトリック検定の順位和検定は,群間差

を全群の順位の違いで解析している。群間に同一値が存

在すると検出力は,低下する。したがって,個体値の桁

数の設定によって有意差検出が変化することが推測でき

る。有効数値の桁数が多いと同一順位は,極めて少なく

なると推測できる。

そこで我々は,化審法による公開試験報告書 109に

ついて定量値の有効数値の桁数を調査し,有意差検出
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パターンを調査した。同時に検出力の差を Studentの

ご“検定 , MannLWhitney の U 検定および Wncoxon の検

定と比較検討した。

2 調査材料および結果

2.1 有効数値の桁数

化審法 (NITE,2007) 対応による 12試験機関で

実施されたラットを用いた28日間反復投与毒性試験

(MHLW,2009)149 試験をインターネットから検索し,

その内,試験機関によって測定値の桁数が 3~5 と大

きく異なる心実重量 (雄)を取得し,その心実重量個

体値を試験機関別に,その有効数値の桁数を調査した
(表 1)。

表 T 公開化審法28日間反復投与毒性試験から得られた
心重量の試験機関別有効数値の桁数

試験機関名 調査試験数 心重量測定
試験数 有効数値の桁数

A 24 7 3
B 19 9 3
C 18 13 3

D 25 17 5および 4(2 試験)
E 15 ・ 15 3

F 13 lo 3

G 14 14 3

H lo 10 3

4 4 3

J 4 4 4
K 2 2 4
L I 4

合計 149 106

その結果,149 の調査試験の中で心実重量を測定し

ている試験数は 106であった。各試験機関は,決まっ

た有効数値の桁数が設定されていた。その桁数は,3

が最も多く全試験の 77%, 次いで 5桁が 14%,4 桁が

8.5% であった (表 1および表 2)。

心実重量は,雄が 1g以上で, この場合の有効数値の

桁数の表示が 3桁 (例 1.12g) であるが,雌は 1g以下

で,この場合の有効数値の桁数の表示が 2桁 (例 0.91g)

が殆どであった。すなわち,雄と雌で有効数値の桁数が

異なる場合が多かった。

2,2 有効数値の桁数の違いによる統計学的有意差
の差違

調査試験報告書の中で高用量群に有意差が認められ

た肝実重量 (g)の 1試験を抽出し,有効桁数の違い

による有意差検出パターンを調査した。桁数を 5,4お

よび 3に設定し, 桁数の変化に影響がないバラメト

リック検定の Studentご一検定と同一順位があると有意

差が変化する MannfWhitney の U 検定 と比較検討 し

た。Mann‐Whitney のひ検定を選択 した理由は, 各群

内動物数が 6であることによる。両者の解析は,Exce1

2008およびAOK1(2010)を用いて片側検定を採用した。

その結果は, 表 3に示した。このデータは, 対照群

に対して高用量群は,約 12%重量の増加を示している。

Studentのと‐検定は, 全桁数とも 5% 水準で有意差を示

した。 しかし,Mann ‐Whitney の び検定は , 同一順位が

各群に 1つ以上存在すると有意差が認められない。し

たがって,有効桁数を多く設定した場合は,同一順位の

発生が少ないことから検出力が高くなる。
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表2 有効数値の桁数別公開試験数

有効数値の桁数 試験数 (%)
3 82(77)

、 4 9(8,5)

5 15(14)

合計 106(100)



表3 化審法の28日間反復投与毒性試験から得られた雄の肝重量桁数の違いによる有意差検出パターン

有効桁数
群 確率 )

対照 (~=6) 高用量 剣 =6) Student
r-test

Man 止Whitney
Utest

5
10.391,11.442,13.653,

10,224,10.783,10,414

13,194,11.444,13.701,

11.572,12.683,12.661
0,0279

<0,05
(U=5)平均値土標準偏差 IL151 ± 1,301 12.543 ± 0.889

平均順位 4,3 8.6

4
lnqq ll.44 、13,65,

lo.22,10.78,10.41

13.19,11.44,13.70,

11,57,12.68,12,66

0.0279
有意差ナシ
(U=5.5)平均値士標準偏差 11.14 ± 1.30 12.54 土 0.88

平均順位 4.4 8,5

3 10,4,11.4,13.7,

10,2,10.8,10.4

13,2,li.4,13,7,

11.6,12,7,12.7
0,0286

有意差ナシ
("=6)平均値±標準偏差 11.1- ÷1,3 12,5 ± 0.8

平均順位 4,5 8.5

2,3 r‐検定 ,Mann ‐Whitney の り検定および

Wilcoxonの検定の検出力

一般的に 2群間検定の場合 ,F‐testの結果 , 不等

分散の場合は,Welch の検定となる。または始めか

ら Mannrwhitney の び検定を採用す る場合がある。

Mann‐Whitney の び検定は, 一般的に標本数が 50 程

度までは統計数値表 (AOK1,2010) が用意されてい

る。標本数がそれ以上の場合は,正規化検定を計算式か

らZ値を算出して有意差の判断を行う。この検定法は,

Wilcoxon の検定と呼ばれる。したがって, 標本数が 35

の場合は ,Mann ‐Whitney の び検定か Wilcoxon の検定

かその使用に迷う。すなわち,動物数が小数例の場合は,

統計数値表 (簡易表)による Mann‐Whitney の U 検定で,

また大数例は,計算によるWilcoxenの検定で解析する

といわれている。

表 4に標本数 38のデータを示し種々の解析法に

よる検出力の比較を示した。データは,38 試験の

Fihrinegen量の雄雌別変動係数 (%) である。解析

プログラムは,Exce1 2008 および AOK1(2010) を

用いた。その結果, 片側検定による Student r‐検定と

Mann‐Whitney の ひ検定 と Wilcoxon の検定は , 同一の

検出力を示した。

表 4 Fibrincgen量の変動係数に対する Studentのト検定,Man ルWhitney のり検定および Wil〔oxon の検定の検出力 )

性 N 平均値士
標準偏差 F‐test Studentr ‐test

hdann‐Vvhitney"test Vvilcoxontest

Twoside one‐side Two ‐side one-side

雄 38 6,28 ± 2,42

P=0,1030 P= 0.0117
Not sig, P<0.05 P= 0.0608 P = 0,0304

雌 38 7.78 ± 3,16 ひ = 541,5 Z=1.8752
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39,29 ‐35
3 考察

受託試験機関 12による106の反復投与毒性試験から

得られた定量値の有効桁数を調査するため心実重量につ

いて調査した。定量データの有効値の桁数の設定は,各

試験機関で異なることがわかった。多くの試験機関は,

3桁が多かった。次に,分散などを用いない順位和検定

の Man 正Whitney の び検定を用いて桁数の違いによる

有意差検出パターンを検索した。桁数が 3と小さい場

合は,桁数 4および 5に比較して有意差が検出しにく

いことがわかった。この理由は,桁数が小さくなると同

一順位が増加する傾向することである。しかし,ご‐検定

系は桁数に大きく影響されない。

動物数が 30~40 程度の場合,統計数値表を利用す

る Mann‐Whitney の U 検定 と計算による WI1coxon の

検定は, ほぼ同様の検出力を示す。したがって,短期

毒性試験の場合, もし順位和検定を採用する場合は,片

側検定の Man 止Whitney の " 検定または Wilcoxon の

検定を用い,平均値の表示は,有効桁数を 3で表示し,

計算値 (生データ) は,4 または 5桁を採用したい。
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