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総説
毒性試験結果の解析に用し、られる決定樹の利用に関する‐考察

-我が国のげっ歯類データに基づく考察-
小林 克己・北島 省吾・志賀 敦史・三浦 大作・庄子 明徳 ・

渡 修明・村田 共治・井上 博之・大村 実1)

要約-毒性試験で得られるデータでは,群間で標本数

が異なったり定量値の分布が異なったりする場合がし
ばしば見受けられる。このような場合でも対照群と用
量群との間で定量値の差を速やかに吟味するため,決
定樹による解析手法が一般的に使用されている。我が

国では 1980年代の初めから毒性試験結果の統計解析
に決定樹が用いられるようになり,その後手法に改良
が加えられて現在に至っている。群間の有意差の解析

手法としてはより検出力の高い手法が近年用いられる
ようになってきているが,決定樹における等分散の検
定で Bartlett(5% 水準)カャ常用されているため, 最

終的に検出力の低い non‐parametrioの順位和検定が

有意差検定に用いられる場合がかなり多く見受けられ
る。 しか し, 等分散 の検定 に Levene または Brown ‐

Foresythe の等分散検定を用いれば, 順位和検定を選

択する機会が少なくなる。また,順位和検定を避ける
ために数値変換を行って群間の等分散を確保する方法
は,考察が複雑になる。なお,群間の有意差検定にお
いて群間差の正負が事前に想定できる場合には,片側

検定を使用するのが妥当であろう。

はじめに

新規開発および既知薬剤に対する毒性評価のための
一手段として多くの場合に統計解析が行われるが,統
計解析手法を試験終了後にあてはめることは "あと知
恵" となるので, データ評価者は事前に適切な統計手

法を選択しておくことが望ましい。適切な統計解析の
選択アルゴリズムを決定樹と呼ぶ。決定樹では,群間

での定量値の等分散性などを条件として分岐を行い,
適切な統計解析を選択していく。最終的に選択される
統計解析には,正規分布を仮定して用いる parametric

手法と正規分布を仮定しない non‐parametric手法に

属するいくつかの手法がある。毒性試験では第一種の

過誤を嫌うことから従来は検出力の弱い手法が使用さ
れていたが,近年では第二種の過誤を避けるために検

出力の高い手法を使用する傾向にある (Hamada, “

"′,,1998 j・林 ら,2000; 榊 ら,2000) 。なお , 毒 性

試験で3群以上の設定がある場合には,多重性を踏ま
えた手法で群間差を吟味するも本稿では, げっ歯類を
用いた我が国の毒性試験データから,毒性試験結果の

統計解析における決定樹の利用について考察を加えて
みた。

現在用いられている決定樹

我が国では山崎ら (1981)によって毒性試験で使用

する決定樹が初めて提案され (Fig.1),この決定樹
やこれを修正したものが日本では広く使用されてい
る。山崎らの決定樹では,等分散の場合で同一標本数

の場合には Dunnettの多重比較検定が,標本数が異
なる場合にはSoheffeの多重比較検定が, また,不等
分散の場合で同一標本数の場合には Dunnett 型 non‐

parametric検定が, 標本数が異なる場合には Sche住6

型 non‐parametrio 検定が採用 されてい る。 ヨ」 ロッ

パや米国でも各試験機関で独自に統計解析の決定樹を
設計しているが (野村,1994), 我が国を含めて大部
分の国で,等分散の検定では Bartlettの等分散検定が,

財団法人食品農医薬品安全性評価センター
〒437‐1213 静岡県磐田郡福田町塩新田字荒浜 582‐2

1'九州大学大学院医学研究院

〒812‐8582福岡県福岡市東区馬出 3‐1‐1

受理日 平成 13年 3月 1日

Vol,26No,2



qpZ7.28

小林克己ほか

総説

多群間比較では分散分析後 Dunnettの多重比較検定
(Dunnett,1964) が用いられている。ちなみに現在我

が国で使用されている代表的な決定樹・を Fig.2 に示

した。

毒性試験から得られる定量データの特徴

一般に毒性試験では,群構成として影響の認められ
ない用量および影響の認められる用量を包含すること

が求められているため,供試動物への被験物質の投与
量に群間で大きな幅が生じる。このため,定量値の分

散が各群で異なり,群間の分散が等しくならない場合
がしばしば出現する。1群の動物数が少ないイヌおよ
び 1群 10~20 匹以上のげっ歯類を用いた亜急性・慢

性毒性試験での群間の定量値に対する分散の違いを
Bartlettの等分散検定 (p<0,05) によって検討した

結果を Table lに示した。Bartlettの等分散検定を使

用する場合,各群の動物数は 10匹以上であれば十分

Jot signi6cant Bartletttest sーgnificant

at o.05 at o.05

0ne ‐Way

ANOVA

Signi五0ant
at o,05 ‐ End

Satnple size

EquaINot equa ー

Dunnett's

nlultiple schefE1i test

oonrlparーson at o,05

test at o.05

Fig‘1. A Previous tree‐type aigorithm in Japan( 山崎 ら,1981).
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Fig. 2 The traditiona- decision tree for toxicological data used for many years in Japan.
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と云われている (吉村,1987) 。少数例 (3~4 匹/群)

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 (10~20匹/群) では,16% およびげっ歯
類の慢性毒性試験 (50~70匹/群) では,35% の定量
値が Bartlettの等分散検定で有意差を示した。決定樹
では , これ ら定量項 目の有意差検定は ,non‐paramet ‐

ricの順位和検定が用いられることなる。

現在の決定樹の問題点とこれまでに

提案された主な改良決定樹

non‐parametric 検定が用いられる場合が多い

我が国で等分散検定に一般的に用いられている
Bartlett検定は検出感度が高いため意外に多くの定量

値で有意差を示し (Tablel),そのため検出感度の
低 い non‐parametric 検 定 に進 む場合 が 比 較 的多 い

(1(obayashi er覆り 1999) 。 Finney(1995) によると,

Bartlettの等分散検定はデータの分布の非正規性につ

いて感度が高いが,等分散性が認められるか否かを判
定するには信頼性に欠ける方法であるとして,Bartlett

の等分散検定に疑問を投げかけている。また,最近で
は non‐paran・etrio検定への移行 を嫌 い , 有 意水準 を

エ% に設定した論文も発表されている (lshikawa,"

"′.,1997:Hamad erα′.,1998;okazaki,er "′.,1995;

大野 ら,1995a,b) 。

non‐parametric 検定の検出力が低い

我 が 国 で iまnon‐parametric な順 位和 検 定 と して

non‐parametric 型 Dunnett や Sche甘6の多重比較検定

が一般的に使用されている (Fig.1,2)。これに対し

て Kobayashi erq′.(1995) はこれら検定の検出力に

対する低さを指摘してきた。各種の順位和検定で有意
差を検出できる群内最低標本数をTable 2に示す。
検定手法によって検出力に違いがあることが分かる
が ,non‐parametric 型 Dunnett や Sche舵 の多重比較

検定の検出力は決して高いものではない。小林ら
(2000)は多重性の順位和検定としてiま検出力の高い
WilliamsWilcoxon または Steelの検定の使用を推奨

している。

以上のような問題点を考慮した改良決定樹がいくつ
か提案 されている。 Hamada eid′.(1998) は ,Bartlett

の等分散検定では1% の水準で検定を行い,有意差を
認めた場合には対数変換をした値で今度は5% の水準
で検定を実施し, これで有意差を認めなかった場合に

は対数変換をした値によって定量値の有意差検定を行
う手法を提唱している (Fig.3)。また, 小林ぐら (2000)

によって Fig.4に示す新決定樹が提唱されている。

Table l lncidence and rates of significant difference(p<0.05) by Banlett's

test for pararnetreio data obtain in sL1b‐acute andchronic feeding

studies in dogs,rats and mice.

Species
Test period,

Weeks
No.ofstudies

lncidenceand rates of

signiGcant di什erence*

Dogs 13 and 52 3 164/2044(8,0%)

Rats

Mice

Average

1
3

13

7

7

198/1126(18%)
129/ 904(14%)
327/2030(16%)

Rats

ムdice

Average

104

104

5

5

1198/3278(37うち)
882/2626(34%)

2089/5904(3596)

* lncll!ding of the body weight,food consumption,f bod e節 ciency,hema[ology,

blood chenlistry, urinalysis and absolute and relative organ Weights in cach sex.
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この決定樹では,1) 等分散の検定には Bartlett検定

を採用し, 有意水準は 5% とする,2)parametric 検

定としては Dunnett の多重比較検定 (Dunnett,1964:

Gad and weil,1986) を ,non ‐parametric 検定 として

はSteel(1959)の検定を採用する,3) 片側検定か両
側検定か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両側検定を,本試験では片側
検定を推奨する (Kobayashi,1997), というものであ

る。3)を推奨する理由については後述する。さらに,

榊ら (2000)は用量相関性を踏まえた Williamsの検
定 (Williams,1971,1972)を一部に採用した決定樹を

発表している (Fig.5)。

述の 4手法を用いてマウスの飲水量の等分散性を吟味
(JMPJN,SAS1nstitute lnc.U.S,.A.) した結果を Ta ‐

ble 3に示した。

いずれの検定方法を用いても5% 水準で有意差を示
すが, 検出力は Bartlettが最 も高 く次いで Levene,

Bro・vn‐Foresythe お よび 0IBrien の順 で あ る。 また ,

ほぼ同一の分布が見られる場合は4手法とも同等の検

出力を示す。著者らは,毒性試験などではなるべく順
位和検定を適用しないようにするためにLeveneおよ
び B rown‐Foresythe 検定のような検 出力のやや低 い

手法によって等分散性を吟味することを推奨する。

等分散検定の問題点についての考察

等分散検定の選択
等分散検定には,非正規性を前提とした Bartlettの

等分散検定 と正規性を前提 としたびBrien,Brow 卦

Foresythe お よび Levene の検定が用意 されている。

一般的には Bartlettの検定が多用 されているが,

Bartlettの等分散検定は検出力が他の手法に比較して

高いことから,せっかく測定した多くの定量値を順位
に変換して群間差を検定しているのが現状である。上

Tab1e 2 Compar1sons of Steeltest with other

tests forthe power of the non ‐par

metrio multiple oomparison prooedures;

Numbers of animals and finding signifi-

oant di什erenoe in the low dose grouP.

Test Four groups Five groups

SchefE壱 tyPe 22 40

Hollander ‐Volfe 19 30

Turky type 18 ・32

Dunnett type 15 26

Williams下yilcoxon 8 12

steel type 4 6

h4alln‐＼Vhitney U* 3

*For the compar・son of two groups( 小林 ら,20C の).

Comparlson withcontrol

[Dunnett(5%)]

Fig.3.Proposed tree‐type afgorithm for

quantitative data(Hamada,era ′リ 1998).
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分散性確保のためのデータ変換
不等分散を回避するために対数変換などのデータ変

換を実施する場合がしばしば見られる.一般的な変換

手法および変換結果をTable 4に示す。
生物学的なデータでは対数変換を行うことで分布を

小さくすることができる場合が多い。しかし,変換値
イコール定量値とはいえないことには留意すべきであ

る。Finney(1995) も,“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

粉則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。「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
受け入れがたい" などと述べている。著者らもこの意

見に賛成である。

片側検定,両側検定どちらを選ぶか

一般的には両側検定は単に群間差があるかどうかの

問いかけであり,群間の差の正負が事前に想定できず,
試験責任者がいずれの方向の影響も確認したい場合に
使用する。一方,片側検定は強弱を扱う問いかけであ
り,群間の差の正負が事前に想定でる場合に使用する。

定量値の有意差は両側検定と片側検定のいずれを選
択したかによって結果が変わる場合がある。両側検定
と片側検定を用いた場合のト検定および Dunnett の

多重比較検定による有意差検出率を,実際の試験デー

タで比較 じた結果 を Table 5に示す (Kobayashi,

1997)。この比較では,両側検定を用いた場合の検出
率は片側検定を用いた場合と比較して『検定で 85%,
Dunnett の多重比較検定で 86% であった。

毒性試験の検定では片側検定と両側検定のどちらを
選ぶべきであろうか。文献的には以下のような考え方

Bartlett's

test

(α=0.05)

誓gli。tSign 平 nt

Dun,.ett'smultiple Steers test

comparison test (α=o.o5,1 ‐sided)
(αこ0.05,1 ‐sided)

Fig,4 The new decisiontree proposed for

toxicological data( 小林 ら,2000).

Fig.5 A1gorithm for statistical flagging of quanti-

tative data from rat repeateddose toxicity

study( 榊 ら,2000).

Table 3 water consumption (g/week)of B6C3F,Female mice in13 weeks old.

Number
of

animals

N[ean ± S.・D.
Probability = p value

0'Brien Brown ‐Foresythe Levene Bartーett

1
1

Ẑ
u

K̂
)
4
メ

lo

lo

lo

lo

43,8 ± 9.O

35.4 ± 3‘4

31.9 ± 1,5

30,7 ± 2,I

0,0459 0.0340 0.0014 <0・0α〕I
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が示されている。

1.Shirley(1977) は ,Student お よび Cochran の「検

定では両側検定を使用している。一方,分散分析で
有意差が認められた場合の Dunnettの多重比較検
定では片側検定で実施している。

2.Dunnett(1955) は, 対照群と各用量群間の正負の

両方向の差について検定したい場合は両側検定を,
いずれか一方向の差について検定したい場合は片側

検定を実施することを推奨している。
3.Gad and weil(1986) は体重差の検定に両側検定

を使用している。

4.吉村ら (1992,1987) は片側検定を推奨している。

Table 4 LDH activity(U/L)of F344rats in 82

weekS old.

Raw data:168,188,181,250,122,89,125,
135,211,204,N=10

Transformatio11
Mean ± Standard

deviation
Coeぽicient of
variation(%)

None 167± 49 29,4

Log 2,21 ± 0,14 6.17

Square 30162 ± 16674 55,3

Root 12,8 ± 1.94 15.2

Reciprocal 0.0065 ± 0,0022 33.5

それは,毒性試験では被験物質の生物学的・薬理学

的影響を推察することで影響の方向性を事前に予測
できる場合が多いからである。両側検定は試験前に
その反応が予測できない場合にのみ使用するべきで
あり,試験後にこれを選択することは第一種の過誤
を招く恐れがある, としている。

5.佐久間 (1977)は片側検定と両側検定のいずれを採
用するかはどちらの検定方法が研究の内容にふさわ
しいかを吟味して決定することであり, また,同種
の試験の報告も参考にすることが重要である, とし
ている。

6.中村 (1986)は片側検定になるか両側検定になるか
は検定目的および試験内容から決まるものであり,
統計を前提にしてはならない, としている。

7.石居 (1975)は正負のいずれか一方向の差だけを考

えればよいのか,あるいは両方向の差を考慮しなけ
ればならないかによって, 両者を使い分けることが

必要である, としている。

8.複数の著者 (吉村 ・大橋 ,1992;Drewitt,1993) は ,

予備試験の段階では用量群の値が対照群と比較して
高いか低いかの予測ができないので,用量設定のた

めの予備試験では両側検定を使用すべきである, と
している。

9,榊ら (2000) はごく最近の報告で,Will iam sおよ

び Steel testでは両側検定を推奨している。

Table 5 Di汁erences in the number of detected significant(P 〈 0.05)differencesbetween

the one ‐ and tvvo‐sided tests in a combined study of chronic toxicity and carcinogenlcity.

No of
statistical
analysis

r‐test Dunlletrsmultiple comparison test

onesided Twosided one‐sided Twosided

Body weight

Food consumptioll

1lematology

B1ood ohomistry

UrinatySIS

0rganweight

organ weight/B,W.

528

832

352

576

64

224

224

246(100)
349(loo)
159(loo)
272(loo)
11(100)
80(100)
104(loo)

233(95)
279(80)
126(79)
235(86)
10(91)
61(76)
89(86)

223(loo)
235(loo)
123(loo)
215(loo)
7(100)
47(100)
82(100)

212(95)

189(80)
105(85)
181(84)
5(71)
42(89)
67(81)

Total 2800 1221(loo) 1033(85) 932(loo) 801(86)

Vol,26 No.
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これら詰家の考え方は, 毒性試験が何を目的にして aluminum after e in ‐

行われるのか, どのような影響が想定されるのかを試

験責任者が事前に十分に把握しておくことの重要性を
示唆しているものと考える。

公表された文献では片側検定の使用例は極めて少な
い。しかし,著者らは予備試験の結果から対照群に対
してどちらか一方向・(減少または増加) に傾くことが

分かっている場合や,癌原性試験および長期の毒性試
験などでは,片側検定を使用することを推奨する。こ
れは,検出力の高い片側検定を使用することで,最終

標的のヒトに対する安全性の確保の観点から毒性試験
の結果がより厳しく評価されることになると考えるか
らである。

用量依存性を考慮した検定方法

決定樹の多重比較検定は,用量依存性を考慮してい
ない Dunuett の多重比較検定が一般的には採用され

ている。これに対して筆者らは決定樹に用量相関性を
吟味する手法を組み込むことを考えており,Williams
の『検定 (Gad and Weil,1986:Williams,1972; 榊 ら,

2000) や Jonckheere の傾向検定 (jonckheere,1954)

を採用するのもひとつの手法と考えているが,現時点
ではどの統計解析が最良かは分からない。

おわりに

著者らは,毒性試験データは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生

物学的な有意差 (被験物質の影響)を有意な差として
検出できないような統計手法を試験計画書に組み入れ
ることは可能な限り避けなくてはならないと考える。

試験責任者は統計結果に縛られずに生物学的有意差を
優先するように心がけ, できれば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採用するべ
きだと考える。
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