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“世界にただひとつの花”
- 遺伝子の多様性 -

1/2 → がん
1/3 → 死因
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自己紹介「私のDNA」と「私」

父のDNA

母のDNAと卵細胞

1954年 2018年

死

誕生
成長
結婚

子育て
病気

生命のメカニズム

23組の染色体
30億×2文字の

ATCGのDNA情報

食物・たばこ・
酒・紫外線・放
射線・ウイルス

環境因子



普通の⾃⼰紹介

宮野 悟 東京⼤学医科学研究所 教授
ヒトゲノム解析センター

1977年九⼤理学部数学科卒。理学博⼠。九⼤理学部教授
を経て1996年より現職。ヒトゲノム解析センター⻑。ス
パコンとＡＩを駆使したゲノムデータ解析でがんのゲノム
医療を推進中。⽂科省新学術領域研究「システム癌新次元
」領域代表。AMED「オミクス解析技術と⼈⼯知能技術に
よる難治性造⾎器疾患の病因解明と診断向上に貢献する解
析基盤の開発」研究開発代表。⽂科省ポスト「京」重点課
題②「個別化・予防医療を⽀援する統合計算⽣命科学」で
ビッグデータを解析中。国際情報⽣命学会理事(ISCB)、⽇
本バイオインフォマティクス学会会⻑などを歴任。1994
年IBM科学賞、2013 ISCB Fellow、2016年上原賞（先端
ゲノミクスによる癌の分⼦基盤の解明）。

数学出⾝の私がゲノム研究に⼊ってきた訳
https://job.mynavi.jp/conts/2019/sci/interview/49/
IBM World of Watson 2016 Keynote IBM CEO Ginni Rometty -pt2-
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=eA3byWrbHPM&t=2051s (22分から）
ITメディア報告︓http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/1610/28/news062.html

Anime Japan 2017 “攻殻機動隊 REALIZE PROJECT 審査員特別賞”
https://iotnews.jp/archives/52393
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「細胞 60 ３７兆個」のDNAの神秘

2m(1細胞あたり)×6037兆個(体全部の細胞)

＝74,000,000,000,000 m（74兆 m）

＝74,000,000,000 km（740億 km）

はやぶさの旅 60億 km

12回分
皆さんの一生におけるDNA複
製の旅は神秘的なくらい長い

細胞は壊れ、新たに作られるので、
ひとの人生は、実はもっとすごい「旅」

『傷つき 汚れた 私でも・・・』
提供：宇宙航空研究開発機構（JAXA）



東大医科研のがんの臨床シークエンス
研究体制

検
体
処
理 DNA/ﾗｲﾌﾞﾗﾘ

調整
+ ｼｰｸｴﾝｽ

ﾊﾞｲｵｲﾝﾌｫﾏ
ﾃｨｸｽ/ﾃﾞｰﾀ

解析

Watson for 
Genomics

Super 
computer

研究者・
医師に
よる情

報収集・
検討

スパコン
次世代ｼｰｸｴﾝｻｰ

医師 患者さん

データは日本に保存

全ｹﾞﾉﾑｼｰｸｴﾝｽ解析
全エクソーム解析
パネル解析

Genomon
ゲノムデータを解析し、がんの変異を正確
に暴き出すスパコンソフトウエア

https://github.com/Genomon‐Project
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医科研がん臨床シーク
エンス研究のための

主な解析装置

Prism 3730

Ion PGM

Ion Proton

HiSeq 2500

MiSeq

Whole Genome Seq
Whole Exome Seq
RNA‐Seq
ChIP Seq

Capillary sequencer

Ampli‐Seq
Target Reseq

PCR‐Direct Seq
N
G
S

NextSeq 500

Ion Proton

Digital PCR

多様なシークエンサー
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10x Genomics
Chrominium Single Cell 

Oxford Nanopore

ロングリードシークエンス

シングルセルシークエンス



さらにnano tech がゲノムシークエンスに
ブレークスルーをもたらすだろう
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光学（蛍光） イオン電流 トンネル電流

ポ
ア

の
種

類
第４世代第３世代（2011)

ポ
ア

蛋
白

質
個

相
（
シ

リ
コ

ン
等

）
検出方法

均一なデバイ
スを低コストで
生産可能。微
細技術等が必
要。

ポア蛋白質の
調整・耐久性
の問題。改良
に限界がある。

１塩基レベルでの
識別が可能。技術
難易度が高い。

コスト高。 塩基ブロック単位の
計測。１塩基レベル
での計測が無理。

既に市場へ



550 TFLOPS 30PB高速ﾃﾞｨｽｸｱﾚｲ

IBM社製テープアーカイブ＋
1PBニアラインディスク

ヒトゲノム解析センタースパコン SHIROKANE 
“がん研究に必須のインフラ”

日本のトップがんゲノム研究はほぼ全てこのスパコンから出ている

計算能力
(Thin:5GB/Core  Fat: n 2TB/node)

高速ストレージ
Lustre File System

通常ストレージ
１００ＰＢ
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医科学研究所における臨床ｼｰｸｴﾝｽ体制整備状況

高セキュリティ パーソナルゲノム
専用スパコン領域

データ解析室

コントロール室
（別系統で管理）

臨床ｼｰｸｴﾝｽﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ

インターネットから切り離された
パーソナルゲノム空間（グリーンエリア）

Laboratory Information 
Management System 
(Clarity LIMS)
• サンプル調整からデータ解析、

解析結果まで一元管理
• トレーサビリティを担保

全室モニターシステム

No USB socket

生体認証システム

臨床系研究室へは
VPN・シンｸﾗｲｱﾝﾄ接続

カルテ情報から分離

All logs from input to output are automatically 
recorded with software versions, parameters, who  

did, etc.

生体認証システム

実施体制（計画の熟成度・人材養成の設備インフラの整備状況）

‐ WGS
‐ Exome
‐ Fusion
‐ Structure
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なぜがんの研究や医療にスパコ
ンとＡＩが必要になるのか
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DNAはたばこの煙や放射線、ウイルス感
染などの環境因子や加齢により変わる

AAGCTCGAATTCGGAGAGATCTCTAGGAGAGAGAAAA

AAGCTCGCATCCGGAGAGA----TAGGAGAGAGAAAA
T が C に変わった TCTC がなくなった

ほとんどが「修理」されたり、「逮捕」されますが、
システムが異常になるとそれができなくなります。

なぜがんになるの？

ブレーキが
効かなく
なった

警察「免疫細胞」
に捕まらなくなっ

た



だから、がんのゲノム
異常を調べるのです。

そして患者さんに的確な医療として返したい
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なぜスパコンが不可欠なのか

• 次世代シークエンサーからでてくる生のデータは、たと
えて言えば、

30億文字が印刷された書類のコピー30部をシュレッダーに
かけて出てくる、100文字ほどの長さに切り刻まれた断片
の山です。

• がんのゲノムでは40～５０コピーが必要です。
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ヒトゲノムシークエンスって、どんなデータ？

生のサンプル
DNAとして抽出
• 正常ゲノム：３０コピー
• がんゲノム：４０コピー

スパコンで解析するデータ

2,100億のATCGの文字データ
100文字ぐらいの断片になった21億ピース
の文字列断片がコンピュータに吐き出される

次
世
代
シ
ー
ク
エ
ン
サ
ー
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スパコンで21億ピースのジグソーパズルを解き、がん
のシステム異常の原因を暴き出さねばならない！

検
体

次世代シークエンサー

正常組織 ９００億文字
がん組織１２００億文字
のデータ

親から
受け継
いだゲ
ノム

環境因
子によ
る変化
を受け
たゲノ

ム

がんを
発症す
る鍵遺
伝子の
変化

「私のがん」の黒幕
たちを暴き出すため
の最初のデータ

黒
幕
Ｚ

黒
幕
Ｘ

スパコン

２１億ピースのジ
グソーパズルをと
くようなもの 細やかなデータ解析が

必要

1日＋α

1日以下
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「変異」を探し出せ

１文字変異

挿入や欠失

転座、逆位・・・
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本にたとえれば



国際がんゲノムコンソーシアム(2008～)の
変異コール方式の解析結果の現実

Broad Institute Pipeline

EBI Pipeline

DKFZ Pipeline

どれを本当の変異としてよいか・・・
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費用はどれくらい？

• 次世代シークエンサー解析（素データ）
全ゲノムシークエンス解析で600ドル（日米の価格乖離

があります）。がんの場合、正常ゲノムとがんゲノムの解
析をするため、1500ドル（定価での話）

スピードは、シークエンサーによるが１日以内でも可能

• ジグソーパズルを解き変異を探し出すデータ解析
クラウドを使って20～30ドル、全エキソン解析だと数ドル

スピードは、計算機の規模によるが、米国Broad 
InstituteのGATKでは20分以下。 8GPU (Nvidia TESLA 
V100)（1000万円くらいのコンピュータ）で２時間
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高度の数理的手法と
実験によるバリデーションにより
高精度の変異コール方式を開発

独自の進化の始まり・・・Genomon

シークエンサー特性とノイズに
対応、高精度変異同定アルゴ
リズムを開発
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全ゲノムシーケンスデータ解析の世界の

「盲点」
Illuminaシーケンスデータからは、

「mid-size (10ベースから1000ベース）
の挿入・欠失」などの

構造異常が見えない



Genomon GO! Get Mutations!
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A suite of bioinformatics tools for analyzing 
Cancer Genomes and RNA-seq data

https://github.com/Genomon-Project
Since 2010

Seishi Ogawa, MD, PhD

Satoru Miyano, PhD

Yuichi Shiraishi, PhD



Genomonによる最近の研究成果

肉体疲労とスパコンの成果

若手がん研究者がいなくなる訳



成人T細胞白血病リンパ腫(ATL)
における遺伝子異常の全貌
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宮野 悟, PhD

Kataoka K, et al. Integrated molecular analysis of adult T cell 
leukemia/lymphoma. Nature Genetics. 2015 Nov;47(11):1304‐1315.

- 成人T細胞白血病ウィルス(HTLV-1)の感染
が原因。

- 日本全体で約120万人と推定されるHTLV-1
キャリアーから、西南日本を中心に、年間約
1000人が発症(一生のうちに発症する確率は
約5%)。

- 極めて悪性度の高い白血病で造血幹細胞移
植以外に根治的治療法がない。

白石友一（東大医科研）片岡圭亮（京大医）

小川誠司, MD, PhD



世界最大規模のATL解析
426例

全ゲノムシーケンス (49例）

全エクソン解析 (81例)

RNAシーケンス (57例）

メチル化アレイ (109例)

検証 (343例）
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「京」コンピュータを用いた大規模データ解析

次世代シークエンスとスパコンの融合により
大規模全ゲノムシークエンスデータの高速解析を実現

大規模生命データ解析
代表:宮野悟



• Applied to Adult T‐cell lymphoma 
48 WGS sequencing data

• 2,857 structural variations in 48 
samples.

• Recurrent intragenic deletions 
causing exon skipping in IKZF2, 
TP73

Genomon Discovery
Comprehensive understanding how/where HTLV‐1 virus damages 

human genomes and leads to adult T cell leukemia/lymphoma (ATL)

Genomon‐SV

K computer & HGC 
Supercomputers & Genomon2

426 ATL patient samples were analyzed



ATLにおける遺伝子異常の全体像の解明
ヒト白血病ウイルスHTLV-1とT細胞の戦場

T細胞の分化

T細胞の増殖

T細胞の遊走

抗原提示による
T細胞の活性化

免疫監視からの回避

がん抑制
遺伝子

エピゲノム
調節

免疫チェックポイント!免疫チェックポイント!



免疫チェックポイントに
ゲノムの構造異常！

これまでのタンパク質コード領域
（エクソン）の解析では発見は無理



PD-L1
(don’t kill me)

MHC

がん抗原

生体にはがんを防ぐ免疫のしくみがある

がん細胞

がん細胞
を攻撃 T細胞を抑制

チェックポイント阻害剤

抗PD-L1抗体

免疫
チェックポイント

免疫からの回避

PD-1T細胞
受容体

細胞障害性
T細胞

抗PD-1抗体
(ニボルマブ)
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オプジーボ薬価：
100mg1瓶は73万円
から36.5万円に



 PD-L1遺伝子の後半部分を侵すゲノムの構造異常

 欠失や逆位、転座、重複など様々なタイプの異常

 蛋白質に翻訳されない「3′非翻訳領域」の欠損

全ゲノムシークエンスでATLにおける PD-L1 遺伝子の3’-UTR
タンパク質非コード領域の異常をGenomonが発見

13/48 (27%）

全ゲノムシー
クエンスの必

要な訳
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33がん種10,210検体(米国がんゲノムデータベースTCGA)におけ
る超大規模データ解析をGenomonでやってみると

 12種類のがん種の32症例でPD-L1遺伝子の3’非翻訳領域の異常を同定
 特にB細胞悪性リンパ腫（8%）と胃がん（2%）で高頻度 31



Genetic aberrations of PD‐L1 in ATL samples with 
SVs involving PD‐L1 3′‐UTR

PD‐L1 expression in each TCGA cancer type containing PD‐L1 SV cases. 
Each bar represents the 10th percentile.

10,210 samples were analyzed for 
main cancers comprehensively.

Genomon Dicovery
How cancer cells escape from T‐cells (killers)

A unique genetic mechanism of immune escape caused by structural variations 
(SVs) commonly disrupting the 3′ region of the PD‐L1 gene was discovered.



• Aberrant PD‐L1 expression through 3‘‐UTR disruption in multiple 
cancers. Nature 2016

• Integrated molecular analysis of adult T cell leukemia/lymphoma. 
Nature Genetics 2015

• Somatic Mutations and Clonal Hematopoiesis in Aplastic Anemia. 
N Engl J Med 2015

• Frequent pathway mutations of splicing machinery in 
Myelodysplasia.  Nature 2011
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Journal #

New Eng J Med 1
Nature 2

Nature Genetics 12
Science 1

Publications with Genomon

(2011～Today) +50 publications



こうしたことができたのは極めて
優れた若い研究者達の

超人的活動による

こんなことは「どこでも」「日常的」にできるわけで
はない



Good BM et al. Organizing knowledge to enable personalization of medicine in cancer. 
Genome Biol. 2014 Aug 27;15(8):438. doi: 10.1186/s13059-014-0438-7.

臨床シークエンスのボトルネックも世界の常識

ゲノムの変異はぞ
ろぞろ（数百～数
百万）見つかるが、
その解釈と翻訳が
ボトルネック
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膨大な量の電子化知識の氾濫
人知・人力を超えた世界

• 米国NIHのPubMed（医学・生物系論
文の要旨データベース）上には2016
年までに2600万件の論文が登録され
ており、印刷物するとその厚さは富士
山の高さを超える（高度4km）。

• 2016年、がんに関する論文だけても
２０万報を超えた。

• 論文数は指数関数的に増えており、
2050年には大気圏外（高度100km）
に達する高さになる。

• 2015年、薬の特許件数は1500万件以
上。

40
00

m

論文
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英国COSMICデータベース

5,621,127のがんの変異情報が

26,038報の論文と人海戦術で紐づけさ

れている。

COSMIC v85, released 08-MAY-18

これをいちいち検索してい
るがん研究者達の現実

http://cancer.sanger.ac.uk/cosmic
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がんは進化する！
想像を超えた生体空間時間的多様性

再生不良性貧血のクローン進化、そして、骨髄異形成症候群へ

Yoshizato T, et al. Somatic Mutations and Clonal Hematopoiesis in Aplastic 
Anemia. New England J Medicine. 2015 Jul 2;373(1):35‐47. 

小川誠司教授
（京大医）提供

まるで歴史に
おける民族の
興亡のように、
クローンが進
化している！

がんの予防・
早期発見に示
唆を与える。

「人はいつか
らがんになる

のか」

（NHK「とと姉ちゃん」（「暮しの手帖」の創業者）で祖母の青柳滝子（大地真央）の罹る病気）
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がんの理解は人知を
超えている！

がんは想定外に複雑

「がんの理解はもはや一人では不可能」
Memorial Sloan‐Kettering Cancer Center President談
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Watsonは「読み」「理解し」
「推論」できるではないか！

なぜこれを使わずにいるのか？

ディープラーニングに象徴される機械学習技術

自然言語処理技術

２０１３年
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スピードが問題!

診断が困難な血液疾患は全遺伝子解析で

• 診断: AML-NOS 再発（急性骨髄性白血病ー特定不能）

(NOS: not otherwise specified：特定不能)
• 検体：再発時骨髄 (芽球 60%) vs 頬粘膜 DNA
• 全遺伝子解析で、病態に関係するかもしれない変異

(SNVs & INDELs)を同定。それをWatsonへ。
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Total 1631 variants
from ＢＭ

(Blast=60%)

Watson pipeline

144 variants

Basic
filter   

(-)segmental duplicate
(-)synonymous/5UTR/intergenic/(intronic)
(-)minimum MAF >= 0.02
(-)germ line

In-house pipeline

• VAF >=0.10
• Quality
• Time series
• Database 

registration     
[COSMIC, ICGC etc.]

• Functional impact

Reporting
Segment 1

1st CS Report

Reporting
Segment 2

Actionable
by Watson/manual

Definite driver Putative driver

3 
variants

2 
variants

2 variants2 
variants

Uncertain significance
Reporting
Segment 3
140 variants

臨床シーケンス解析のフロー
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全変異(ある患者サンプル)全変異(ある患者サンプル)

有害でない変異有害でない変異

ドライバー
変異

ドライバー
変異

薬剤標的変異薬剤標的変異

全変異(ある患者サンプル)

有害でない変異

ドライバー
変異

薬剤標的変異

1457

20

1

1477
⼈⼿

なぜWatson for Genomicsを導入しなければならなかったか
人の眼で変異の整理・解釈（キュレーション）は大変

10分以下

IBM Watson 
for Genomics

(Watson)

⼤量の論⽂・
データベース

（遺伝的個性・多様性）

2週間以上

論文の検索・解釈

医科研血液腫瘍内科の
専門医による自験例
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• Informative 
• Actionable
• Action

-承認薬
-臨床試験
-その他

73症例
29症例

8症例
4症例
2症例
2症例

全患者数 113*
 Myeloid 68

AML 27
MDS 22
MPN 13
CML 6

 Lymphoid 17
ALL 9
NHL 3
MM/PCL 4
CLL 1

 Others 28
ICUS 12
AA 5

etc.

シークエンス種別
 54遺伝⼦パネル 98症例
 4800遺伝⼦パネル 10症例
 全エクソーム/RNA 30症例

医科研血液腫瘍内科におけるパネル臨床シークエンス

(2015年７月から2016年11月の集計)

⾎液専⾨医による解釈
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医科研は現在、５日で全遺伝子解析・解釈結果を
患者さんに返している（2016年12月）

解釈者
（専門医）

ＷＥＴ

DRY 担当医

Pre-ＷＥＴ

（本業と兼業）

（本業と兼業）

day4

day3

Day1‐3

Day3‐4

Day1
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説明と
同意取得

検体採取

現在、全ゲノムシークエンスに基づき→3日と8時間



急性骨髄性白血病(AML)

人間ドックで白血球、好酸球増多を指摘された。

近医受診しAMLが疑われた。
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検査所見

2017/10/05 骨髄

NCC 165000/μl, MgK 0/μl
Blast 65.8%
FACS:CD13+, CD33+, HLA‐DR+, CD34 dim
FISH(FIP1L1‐PDGFRα):  99%
G‐band: 46, XY [20/20]

47

融合遺伝子が見つかる



ゲノム異常はこれだけか？
他に「悪たれ」はいないのか？

⇒

全ゲノムシークエンスでみるしかない！
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全ゲノムシークエンス解析 Turnaround times

day1 day2 day3 day4

day2 13:45〜
シークエンス開始
(Nextseq)

day3 12:00〜
Bioinfomatics

day4 12:30
解析結果
受け取り

day4 16:30
担当医に
結果報告

day1 9:00〜
ライブラリ調整開始
(Truseq Nano DNA LT )

day4 (3日と7時間30分)でWGS
の結果を担当医に報告。
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Watson for Genomicsが全部見ると！

やはり、それしかなかった！
（この解析は１０分）
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• AML症例の全ゲノムシークエンスを行い7488個の体細胞変異と108

個の構造異常を検出。

• このうち４番染色体長腕の欠失によるFIP1L1-PDGFRα融合遺伝子

を白血化に寄与するdriverの構造異常として検出。

(4q12領域に約48.76MBの欠失が観察された)

• FIP1L1はintron13にbreak pointがありPDGFRαはexon12に

breakpoint がある（Leukemia (2009) 23, 271–27）.

• 上記融合遺伝子に対してはimatinib（グリベック）などのTKIが有効と

考えられる。

サマリー
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52

臨床医の判断とWfGの結果が一致し、グリベックで奏功が得られている。



シークエンスをして解釈しなければこんなことに

東大医科研病院実例（血液腫瘍内科）

• Ph染色体陰性急性リンパ性白血病

Action候補:  1)Ph染色体陽性急性リンパ性白血病
2) 腎がん承認薬剤

• 急性骨髄性白血病再発

Action候補：慢性骨髄性白血病承認薬剤
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AIを用いたシステムの薬事規制上の位置づけ

「AI=プログラム＋データ」が薬機法の対象となるか

 医療機器該当性、膨大なデータと学習機能の評
価が課題

 同じ変異情報ファイルを入力しても、１月後には
データが増え、学習しているため、提示される結
果に変化がある（レストランのランク情報が変わる
のはあたりまえだが）。
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 21st Century Cures Act（2016年12月成立）
3060条で、医療機関の経営支援用ソフトや電子カルテなどのこれま
でも非医療機器とされていたものに加え、以下のものは医療機器で
はないことを明確化。
① 患者個人の医療情報やその他の医療情報（論文など）を表示・分析し、
② 医療関係者に診断、治療等の支援又は推奨（recommendation）の提示を行い、
③ かつ、医療上の判断を下す際に、当該推奨を最初から当てにすることのないよ

うに、医療関係者がそれらの推奨の根拠を独自にレビューすることができるよ
うにしているもの

④ ただし、画像診断情報や診断機器から信号の分析をするものを除く

※参考：医療機器該当性通知（平成26年11月14日付薬食監麻発1114第5号通知）

２）⑥患者の体重等のデータから麻酔薬の投与量を容易な検証ができない方法に
より 算出し、投与を支援するプログラム⇒医療機器該当
８）④添付文書の用法用量・使用上の注意や、治療指針、ガイドラインなど公知の

投与量の増減に対応する薬剤の投与量を提示するプログラム
⇒医療機器非該当

医療ソフトウェア規制に関する米国の動向
http://docs.house.gov/billsthisweek/20161128/CPRT‐114‐HPRT‐RU00‐SAHR34.pdf
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医療機器分野における AI の展開 – 各国の医療機器規制の対応状況

米国 EU 韓国 日本

医療機器規制
における AI の
扱い

（医療画像を扱
う機器を除く）

• The 21st Century 
Cures Act により、臨
床決定支援（clinical 
decision support：
CDS）ソフトウェアは医
療機器規制の対象か
ら除外されている。

• AI はCDS に該当し、
低リスクであるとの判
断。

• CE Mark 制度により、
低リスク製品は事業
者の自己責任と判
断により、市場への
投入が可能。

• AI は低リスク製品
(Class I) であり、事
業者の自主認証に
より対応。

• 2017年に政府が
ビッグ・データ、AI 
医療機器ガイドライ
ンを作成し、医療情
報を検索し治療オプ
ションを表示するソ
フトウェアは医療機
器には該当しないこ
とを明確化。

• AI は、医療機器か
ら除外されるソフト
ウェアに含まれる。

• 現行医薬品医療機
器等法では、人体
へのリスクがほとん
どない低リスクのソ
フトウェアは医療機
器プログラムの対象
から除外。

• しかし、AI が低リス
クソフトウェアとして
医療機器から除外
されるのかどうか明
確になっていない。

• 米、EU、韓国ではAI は低リスクのソフト
ウェアであり、医療機器規制の対象か
らは除外されている。その結果、市場
における製品展開が進んでいる。

？

医療機器のAI分野は各国がスピード感を持って展開を競っている領域。迅速
に市場展開できる環境を早期に整えないと、日本は国際競争に置いていかれ
る可能性がある。
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医薬品医療機器等法の体系

国際医療機器分類
（リスク分類）

医薬品医療機器等法

医療機器認証 事業者ライセンス

クラス分類 認証 製造販売業
販売業
貸与業

クラス IV
侵襲性が高く、生
命の危険に直結

する恐れ

高度管理医療機器
大臣承認 ＋ 認証

許可制
（一, 二、 三種）

許可制

クラス III 人体へのリスク
が比較的高い

クラス II 人体へのリスク
が比較的低い

管理医療機器 届出制
認証

クラス I 人体へのリスク
が極めて低い

一般医療機器 届出 ー
低リスクのプログ
ラムは医療機器か
ら除外

米、EU、韓国における AI (医療画像を扱わない診断支援ソフトウエア) の定義（クラス分類）
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がんゲノムに係る事例 ‐米国国立がん研究所NCI

58

がんゲノム知識データベース構築とゲノムデータ⼤規模解析への貢献

国⽴がん研究所（NCI）は、国⽴ヒトゲノム研究所（NHGRI）と共同で、がんゲノムアトラ
ス（TCGA）を作成した。
TCGAは、33種類の癌における重要なゲノム変化の包括的、多次元地図です。TCGAデータ
セットは、11,000⼈以上の患者の腫瘍組織と⼀致した正常組織を記述した2.5ペガバイトの
データであり、1000以上のがん研究に寄与している。

＜AWSを選択した理由＞
TCGAは、⾮常に⼤規模なゲノム改変のためにヒト組織を効果的に収集し、選択し、分析す
ることができるゲノムデータ解析パイプラインを作成した。

＜AWSの利点＞
クラウドプラットフォームの利⽤に際して、ダウンロード時間やストレージコストを気にす
ることなく、オンデマンドでゲノムデータを使⽤できるようになった。



がんゲノムに係る事例 ‐米国国立がん研究所NCI
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＜AWSを選んだ理由＞
全ゲノムPanCancer解析（PCAWG）研究は、
ICGCからの全ゲノム中の変異の共通パター
ンを同定する国際的な共同研究である。
1,100以上のユニークなICGCドナーに対応
する2,400以上の⼀貫して分析されたゲノム
が、Amazon S3でICGCデータ共有ポリシー
の対象となる資格を持つ研究者に⾃由に利⽤
できるようになった。これらのデータには、
参照ゲノムアラインメント、SNVおよび
indelコール、コピー数、および構造変異
コールが含まれる。このデータセットは、よ
り多くの癌患者からのデータを追加すること
によって拡張することが期待されている。

<AWSの利点>
世界最⼤の癌ゲノムデータコレクションを、
クラウド内で、研究者に提供することによっ
て、協⼒体制が強化され、がん患者の新しい
治療法の開発が加速される。
AWSクラウドでの運⽤によって、研究者は、
ストレージコストやダウンロード時間を気に
することなく、オンデマンドでデータを分析
できるようになった。

がんゲノム知識データベース構築とゲノムデータ⼤規模解析への貢献



がんゲノムに係る事例 ‐米国国立がん研究所様
NCI
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がんゲノム知識データベース構築とゲノムデータ⼤規模解析への貢献

＜AWSを選んだ理由＞
ICGCは、ICGCデータを分析するための低コストでスケーラブルなコ
ンピューティングソリューション(Amazon EC2)を導⼊するために
AWSと提携した。

<AWSの利点>
全ゲノムPanCancer（PCAWG）研究で作成された⽣データ、ゲノム
アラインメント、関連するメタデータ、ならびにICGCプロジェクトに
提出されたデータ、European Genome Archive（EGA）は、定期的
に収集され段階的にAmazon S3にアップロードされている。
※リポジトリのデータコンテンツの最新の要約が右側に提供されてい
る。
※ユーザーガイドには、AW  S上のICGCデータにアクセスして分析⽅
法の⼿順が段階的に説明されている。



がんゲノムに係る事例 ‐米国国立がん研究所NCI
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がんゲノム知識データベース構築とゲノムデータ⼤規模解析への貢献

コンプライアンス
AW  S上のICGCデータデータおよび関連する検索およびアクセスツールは、ICGCデータコーディ
ネーションセンター（DCC）によって管理されている。
読取りレベルのデータは管理された層にあり、 このデータにアクセス するために必要な解読キー
を取得するためには、ICGCデータアクセスコンプライアンスオフィス（DACO）への申請が必要
になる。

ワークフロー
PCAWGプロジェクトでは、BWA-Memを⽤いたアライメントのための標準化されたゲノム全体の
ワークフローが作成されている。
サンガー研究所、ブロード研究所、DKFZ /EMBLなどは、ユーザーが同じワークフローを使⽤して
データ分析できるようにする「ランチャー」AMIを介して、研究コミュニティにデータを提供して
いる。 現在、BWAアラインメントワークフローをサポートしているため、ユーザーはデータを
AWS S3にロードしたり、多数のVMを同時に起動したりして、データを並⾏して分析し、その結
果をS3に書き戻すことができる。



がんゲノムに係る事例 ‐米国Edico genome
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超⾼速解析
ヒト全ゲノムデータ解
析について、２５分で
従来の30倍のカバレッ
ジを達成した。

データストレージ
FASTQデータやBAMファイ
ルをリアルタイム圧縮して
ストレージ容量を410倍
抑えることができた。

コスト削減
80-100台分の従来のコン
ピューティングインスタ
ンを、１台のインスタン
スに置き換えた。

⾼精度なアルゴリズム開発
FDAの6Precision metrix
中５つのmetrixを達成する
⾼精度なゲノム解析アプリ
ケーションを開発できた。

全エクソーム解析や全ゲノム解析等の探索研究への貢献



がんゲノムに係る事例 ‐米国Edico genome
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Edico genome社は、 GenomeAmazon Web 
Services（AWS）クラウドの1,000の
Amazon EC2 F1インスタンスに展開された
DRAGEN TM Genome Pipelineを利⽤して、
1,000⼈分の⼩児のホールゲノムを2時間25分
で分析することができた。

＜AWSが選ばれた理由＞
AWSクラウドを利⽤することで、チームは
1,000個のフィールドプログラマブルゲートア
レイ（FPGA）対応のAmazon EC2 F1インス
タンスの複合コンピューティングパワーを同
時に引き出すことができるから。

＜F1インスタンスとS3＞
分析は、Amazon S3からDRAGEN Genome 
Pipelineが導⼊されたAmazon EC2 F1.2xlarge
インスタンスへの標準FASTQ形式の1,000デー
タファイルのストリーミングから始まりまった。

パイプラインはマッピング、整列、ソート、重
複マーキング、ハプロタイプバリアント呼び出
しで構成され、バリアント呼び出しフォーマッ
ト（VCF）ファイルが安全なAmazon S3バケッ
トに送り返されたら終了する。Amazon EC2 
F1インスタンスは、ザイリンクスのVirtex
UltraScale +フィールドプログラマブルゲート
アレイ（FPGA）を利⽤して、クラウド上で⼤規
模なパフォーマンスを実現している。

全エクソーム解析や全ゲノム解析等の探索研究への貢献
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• Harvard Medical School⽣物医学情報センター
のオーダーメイド医療研究室では、オーダーメ
イド医療 (個⼈の遺伝的特徴を基にした予防医
療)の実現を⽬指し遺伝⼦検査の臨床的価値の評
価モデルの作成を⾏っている。AWSによって、
１億⼈レベルの⼤量の仮想患者データを作成し、
罹患予測⽀援のための⼤規模患者集団の臨床シ
ミュレーションを⾏っている。

＜AWSクラウドによって得られた効果＞
• モデリングに⼗分な量の患者データを⾒つける

ことは困難であったので、患者のアバター（“仮
想” 患者）データを作成した。遺伝⼦検査のた
めの異なるアバターデータセットを作成する際
に、効率的に操作・分析することができた。
AWSを利⽤することによって、実際の患者の特
徴に基づく1億⼈レベルの⼤量のアバターデータ
を作成することができた。

＜AWSの利点＞
Tonellato 博⼠によると「AWS ソリューションは、安定性、
強固性、柔軟性を持ちながら、適度な価格で提供されている。
お勧めするすべての要件が揃っている。」とのことでした。
実際に、 Amazon EC2 でシミュレーションを実施してから、
顧客にクラウドでの拡張性あるコンピューティング能⼒を提
供できるようになった。これは、開発者がウェブスケールの
コンピューティングを簡単に⾏えるように設計されている
Amazon EC2によって、クラウドへの計算能⼒の構築・供給
が数分で⾏えるようになったからとのことです。
また、Tonellato 博⼠は、「医師や病院で利⽤可能な遺伝⼦検
査の数は、絶え間なく増えています。その価格は⾼額な場合
もありますが、それよりも、どの検査がより良い患者ケアや
よい結果につながるかを確かめることに関⼼があります。こ
の研究によるモデルにより、FDA 認証と臨床⽤途の両⽅で積
極的に取り組み価値のある検査、プロトコル、試験を識別す
るタスクに通常かかる時間を劇的に短縮できると確信してい
ます。」と話している。

がんゲノムに係る事例 ‐米国ハーバード大学
全ゲノム解析等の結果を活かした遺伝⼦パネル検査の向上への貢献



パネル解析と全ゲノムシークエンス解析
あなたならどちらを選びますか？

（2015年の知見、もう昔話ですが）
本文中で 末期がん患者群におけるパネルとWGSによるactionable変異
の発見率の違いを議論している。

Laskin et al. (2015) Lessons learned from the application of whole-
genome analysis to the treatment of patients with advanced 
cancers. Cold Spring Harb Mol Case Stud 1:a000570. doi: 
10.1101/mcs.a000570
http://molecularcasestudies.cshlp.org/content/1/1/a000570.full
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【要旨】

• 末期のがん患者群に対して、WGSを用いた場合、78人中、55人においてactionableな
変異が見つかり、そのうち23人が実際にそれに基づく治療をうけた。

• 一方、同じ患者群に対してパネルをつかった場合、81人中、73%にinformativeだけれど
もactionable（治療には使えない）ではない変異がみつかり、それらの変異のmajority 
(55%)はTP53のものだった。また23%の患者群は、パネルではなにも見つからなかった。
パネルでは、結局actionにつながるものが見つからなかった。

ここでのactionable および informativeの定義は以下のようになっています。
“informative” : “identification of an interesting feature that may not have prognostic or therapeutic relevance at this time”
“actionable” : “identification of a potential target or risk factor that affects the treatment plan.”

Canada British Columbiaの
グループの2012～2014のstudy



がんゲノムではありませんが
遺伝子疾患についての話 － 50時間で新生児の全ゲノムシークエンスをして超早急に対応したプロ

ジェクトをしたDr. Stephen Kingsmoreの話

Dr. Stephen Kingsmoreの2017年5月の記事です。

https://www.rchsd.org/documents/2017/05/dr‐kingsmore‐article‐the‐journal‐of‐precision‐medicine.pdf
2ページ目の一番左のカラムで、

Q: Most of the clinicians we talk to wrestle with choosing between targeted panels and exome sequencing. For them, whole genome 
sequencing is simply out of the question, primarily due to lack of reimbursement and difficult in analyzing the results. What makes your 
program different?

という質問に対する答えの中で、

以下のように2020年までにexomeやpanelはoptimalでは、なくなるだろうと述べています。

At the Institute, we want to invest in core methods with at least a three‐year useful life.
I anticipate that exomes and targeted panels will no longer be optimal methods for rapid
pediatric diagnosis by 2020.
Also of great importance, the results of each whole genome sequence become a long‐term resource that can be referenced for future 
analysis and clinical interpretation. It’s exciting that our work will contribute to expanding the knowledge base of genetic diseases.
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