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抄録 :げっ歯類を用いた毒性試験から得られる定量値に
対する新決定樹による統計処理の提案 :′」・林克己ほか.
財団法人 食品農医薬品安全性評価センター-毒性試験
から得られる定量値は,経時的に膨大な量となっている,
これらのデータの中には, 時々分布が異なった群や標本

数が異なった群が存在する. これらの定量値に対して速
やかに対照群と用量群との差を吟味するために決定樹に
よる手法が長期にかつ一般的に使用されてきた.しかし,

本論文ではこの決定樹が持ついくつかの弊害を取り除い
た検出力の高い新決定樹を提唱する.すなわち,
Bartlettの等分散検定は 5% 水準を堅持し, 分散が一様

性 (等分散) を示す場合は,分散分析を実施せず
Dunnettの多重比較検定を, もし不等分散の場合は多重
性 を考慮 し群間差の検出力の高い Nonparametric の

Steelの検定を採用する.

(産街誌 2000;42:125‐129)

キ ー ワー ド : Decision tree,Toxicily study,Dullnet でs test,

Bart1etrs test,Stee1,stest

l. はじめに

産業衛生分野では,統計処理が種々の既知薬剤のヒト
に対する安全性試験,新規開発薬剤に対する毒性試験お
よび疫学的調査などに使用されている. これら試験や調
査から得られる定量値に関する統計手法の選択は,試験
設計特に選択するのが一般的であり,試験終了後にあて
はめることは “あと知恵となる". したがって, 試験責

任者またはデータを収集し統計を応用する者は,事前に
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適切な手法の選択をすることが望ましい. しかし,正規
分布を仮定して用いる Parametric手法および正規分布

を仮定しない Nonparan・etric手法ともいくつかの手法

が存 在 してい る , 特 に Nonparametric 手法 の 中 には ,

統計学的に群間差を見極める有意差の検出に差がある.
今回,毒性試験に16年以上の長期に渡って使用されて
きた決定樹を見直し,被験物質の影響をより有意差とし
て検出できる能力すなわち検出力の高い統計処理法を提
案する.

亘. 一般的に使用されている決定樹による統計処理法

経時的に毒性試験から得られる膨大な測定 (定量)
値に対して適切に統計処理ができる手法として,山崎ら
の決定樹 1)が我が国ではじめて公開された. 一方外国

文献では,Gad らが決定樹 2)を1986年に発表し,我が

国では前者を含めて各試験機関で手を加えた独自の決定
樹を使用している.Fig.1 は当センターを含め一般的に

げっ歯類の毒性試験で使用されている決定樹である, こ ,

れに代わる新たな処理法を今回提示し, この有用性につ
いて述べる,

m. 決定樹の見直し理由

Fig.1に示した決定樹およびこれに類似した決定樹の
見直しが日本製薬工業協会および論文34)などで提唱さ

れている. これらの意見および関連する統計方法の問題
点を以下に整理する.

1)Bartlettの等分散検定の必要性
Finney5)は, 毒性試験などで分散に一様性がないこ

とは驚くべきことでないと述べている, また最近では,

Bartlettの等分散検定の棄却によって Nonparametric 検

定 (順位和検定) を採用することを嫌う傾向から,
Bartlettの等分散検定の有意水準を5から1% へ変更し
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Fig. 1. The traditiol・al decision tree for toxicological data used for many years.

Tablel. Questicning the usefulness oftile analysis cfvariancefor toxicity studies:
RelationshiP botweentheanalysis ofvariance andDunnet ビs rrlultiP1e

comparison test:Liverweights(g)doterminedinastudy on B6C3F.mice

Group ControI Lowdose Middledose High dose

Measurolnents

IMean ± S.L).

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

ュ.24 L16

1,22 1,10

1,18 1.07

1,18 1.09

1.08 土 0.06 1.10± 0.08 1.11± 0.06 1.16± 0.05

Bartlett test P=0,68

Analysisofvariance p=0.077

Dunnett'srr ・ultiple

oomparison test NS NS P<0.05

Analyzed hy the t・vosidcd,
NS:Not signi丘cant,

た論文 7,8)も少なくない. これらの理由は, 現在使用さ

れている Nonparametric 型 Dunnett の検 定の検 出力が

極めて低いことが考えられる. この問題が解決できれば
Bardettの等分散検定の有意水準を5% で採用すること
は妥当である.またここ半世紀のあいだ生物を用いた毒
性試験では, 有意水準が 5% であることから,Bartlett

の等分散検定の有意水準は5% を堅持したい.

2)分散分析 (ANOVA) の必要性
Fig.1 のように一元配置分散分析のあとにDum・ettの

多重比較検定を行うと,2 回の多重検定を実施したこと
になる.分散分析で有意な変動が認められなくても
Dunnettの検定で有意差が認められることも散見される9).

また,浜田らlo)は分散分析と多重比較は基本的に独立

して行うべき手法であり両方有意なときに有意とすると

有意水準は厳 しめになると説明している,Dumettll)

も, 分散分析で有意な変動を示さなくてもDunnett の

多重比較検定を実施す・ると群間に有意差が見られること
を指摘している.Table lはマウスを用いた 13週間反復

投与試験の肝重量の測定結果である.試験群の構成は用
量群は対照群を含めて4群を設定した. このデータは分

散分析で有意な変動が認められないが,Dunnett の多重

比較検定で吟味すると高用量群で有意差が認められる.
したがって, 分散分析を実施せずに Dunnett の多重比

較検定のみを適用することによって第二種の過誤を防ぐ
ことができる,

3)対照群と各用量群間との検定法 (Dunnettの多重比
較検定法)
毒性試験では,通常対照群と各用量群間の検定を目的
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とすることから多重性を考慮したDunnettの多重比較
検定法を使用している,従来分散分析を実施してから
Dunnett の多重比較検定を実施した理由の一つは, 分散

分析表中の誤差項の分散が Dun-・ettの多重比較検定に
必要であったからである. しかし,分散分析表を作成し
なくとも誤差項の分散のみを算出する方法 12)が存在す

る.なお,対照薬剤のほかに溶媒対照群が設定された場
合には全群問の比較が可能な Tukey,Tuke}Kramer

ないしDuncan の多重範囲検定法 13)を使用することが

推奨されている.

4)Kruskal‐Wallisの順位和検定

Kruskal‐Wallisの順位和検定は, 一元配置分散分析に

相当する Nonparametric 型の全群間の比較法であるの

で, もし有意な変動が認められれば対照群と各用量群間
との差を Nonparametric 型の多重比較検定で実施する

ことになる. したがって, 一元配置の分散分析の場合と

同様に最初からN‐onparametricの多重比較で対照群と

各用量群間との差を検定した方が効率的である.

5)Steelの (順位和)検定
Nonparametric の多重比較 ・範囲検定を使用した場合

に,低用量群に有意差が認められうる1群内の最小動物
数をコンピュータシュミレーションによって計算した値

を Tablc 2に示 した ,Nonparamctric 型 Dunnett の多重

比較検定の検出力は極めて低く4)低用量群に有意差が
検出できる標本数は 4群設定では 12~15 である 4'14)

これに対 して ,Steel の検定 14・15)では 4である , なお ,

Stcelの検定の弱点は,高用量群で有意差の検出に若干
甘いことが示唆される. しかし,5% 水準で判定してい

る場合は有意差の検出に変化がない (Table 3).F344

ラットを用いた毒性試験か らの事例 を用いて
Nonparametric Dunnett と Steelの検定による有意差検

出の比較をTable 4に示した. 対照群の尿量 2.7mz に対

して低用量群 の 43m 日まNonparametric Dunnett で は

16倍の差が認められても有意差が検出できないのに対
してSteelの検定では有意差を検出できる,我が国では,

Steclの検定を使用した例は極めて少ないが, この検定

法は Mann‐Whitncy の U検定 (二群間検定) とほぼ同

様な検出力を持つことから,今後は使用例が増加すると
予想される.

y. 新決定樹の提案

上述の議論を踏まえてFig.2に示す新決定樹を提案す
る.Bartlettの等分散検定の有意水準 (棄却限界値) は
5% とした ,Dunnett の多重比較検定 11・16・17)では ,′r

Table 2. Comparlson ofSteel testwithother tests for

thepowereftrle nonparametric multiple

eomparisonplocedures:Nwnhcrs ofanimals

and fi1ldingsignifieantdi茸erenee in the low

dose grouP

No,efgreuP

TestFour Five

Soheffe type22 40

Hellander-IVolfe l9 30

Turky typo ノユ8 32

Dunnetttype15 26

Wrillianns一・Vileexcn 8 12

Stee1 4 6

Nrann-IVhitneyU* ‐ 3

*For the eomparison ef two groups,

Table 3. Hypothetioal set ofranked data:A studyconsistingofene eontrolgroup and

three difEerent dose‐treated greuPs with 4animalspergreupwassuppcsed.

Statistical signi負canceefdi ぜerences lnmean rankedfrom thecentrol was

examinod by nonparametricDunnet ビsmultiP1e eoinparison test and Steel test

Group ContreI Low dose Middledose High dcse

Ranked data1 5 9 13

2 6 10 14

3 7 11 15

4 8 12 16

Mean rank 2,5 6,5 10.5 14,5

Kruska1 一Vallis p=0.00275

Nonparametrio

Dunnetrs multiP1e

cempariscn test NS p<0.05 p<0.0I

Steel test 、 p<0.05 p<0.05 p<0,05

NS:Not significant.
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Tabre 4. BxanIP1e of actual sets of data and colnl)arisonofsign 面 cancelevelbydifferent

methods of statisticalanalysis:Urinevclume(1nndetermiuedinastudy on F344 rats

GrcuP ccntroI Lcwdose Middle doseHigh dose つoP dose

(No.cfanin・als) (5) (5) (5) (4) (4)

2.4 43,0 62.0 73.0 52.0

2,8 45,0 48,0 104.0 103.O

Raw data 2.4 40,0 68,0 102.0 97.0

2.4 41.0 52,0 72,0 99.0

3,4 46.0 55.0 - -

Mean ± S,D, 2.7± 0.4 43 ± 2,5 57 ± 8,0 8 8± 18 , 88 土 24

Bartlett test p<0.0(X)I

Kruskal‐▼Vallis p=0,0006

Nonparamctric Dunnctt NS * **

Steel test * * * *

*,**: Statisticat signi賃cance of differcncesfrolntilecontrolatp<0.05 andP<0.01,resPectivcly.

NS:Not significant,

NotTest Signi"cant

Signi行can【

Tcst s〔eel's

Fig,2. The new decision tree proposed for toxicologi ‐

cal data.

側検定か両側検定化の選択は試験責任者の判断に任せる
が,用量設定などの予備試験では対照群に対して影響が
不明のため両側検定を,本試験では片側検定を推奨した
い 18).即ち, 薬剤の生体に対する影響が不明の場合は

両側検定の5% で, また予備試験の結果,対照群に対し
てどちらか一定方向 (減少または増加) に傾くことが分
かっている場合や毒性試験およびがん原性試験などの長
期の本試験では片側検定を推奨する,有意差が検出され
易くなる片側検定の使用によって最終ターゲットのヒト

に対する安全性の確保の面からも一毒性試験の結果が厳
しく評価されることになる,

V 。その他の提案

Bartlettの等分散検定で等分散を得るために定量値を
対数,平方根または逆数へ変換する場合が散見される.
しかし,我々は毒性試験から得られる定量値はあくまで
も変換せず定量値自体を処理することが最良と考える.
また等分散検定にはBartlettの等分散検定より検出力の
低い Levene の等分散検定 19)の利用も考えられる. な

お,Bartlettの等分散検定の結果で等分散が否定された
場合その旨を表示し,その後の検定は実施しないことも
一策である, また定量値自体が極めて特異な分布がはじ
めから分かっている定量値に対 しては,Steel などの

N‐onparametric型である多重性を考慮した順位和検定を

使用すべきであろう.

通常,対照群を含めて3群以上を設定する毒性試験で
は ,2 群 間検 定 で あ る StudeI・t,Aspi ルWelcl1お よび

Chochran などのか検定は第一種の過誤が心配されるこ

とから使用すべきではない.

最後にこの新決定樹に用量相関性を吟味する手法を組
み込みたいが,幾つかの統計手法が考えられ,著者らに
はどの手法が最良かは分からない,今回の多重比較検定
は, 用量依存性を考慮していない Dumett の多重比較

検定を応用したが,用量依存性を前提とし毒性試験のみ
に使用する Williamsのか検定 2,20)を採用するのも一法

と考えられる. このような新しい統計手法については,

用量相関性を含めたアルゴリズムも発表21)されている.

最後に我々は毒性試験がヒトに対する臨床適用の基礎デ
ータとなることから対照群と用量群間の差を有意差 (被
験物質の影響) として検出できない統計手法を試験計画
書に組み入れることを避けなくてはならないと考える,
加えて,群間差が生物学的にも統計学的にも一致するよ
うな統計手法を使用するように心がけたい,
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Abstract: Regarding the statistiealanalysisofmequan ‐

titativedata obtainod in control anddosage groups in to

icity studies, wetriod to simplifythedocisiontreelnothod.

ln a new decision tree prcsented in this article,one-・vay

analysis of varla1・ee and Kruska1 yallis nonparametrio

mlalysis of var・anee are exoluded from thetraditional

deoision t【ee:(1)Bartlett's test is usod as a tostfor tho

equalityof を variances:(2)Then,ifthe 々 sanlplodPOPu ‐

lations havc equal var・anees (p>0.05 by the Bartlott's

test),Dunnett's nn1ltiple con・Par・son test is per危 nned:

otherwiso, Steel's test is used.This new ・nctllod, whioh

lnoroases the powor in somo oonditions,may selve as an

altornative to the traditional docision troe nlethod.
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