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アマゾン ウェブ サービス（AWS）を活用した
がんゲノム解析基盤

白石 友一
国立がん研究センター

研究所 ゲノム解析基盤開発分野

C U S - 2 0



国立がん研究センター＠築地

国立高度専門医療研究センターの
一つであり、日本におけるがん征圧
の中核拠点として、がんその他の
悪性新生物に対する診療、研究、
技術開発、治験、調査、政策提言、
人材育成、情報提供を行う。

From wikipedia

築地場外市場 公式ホームページより

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%82%AA%E6%80%A7%E8%85%AB%E7%98%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%BA%E7%99%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A0%94%E7%A9%B6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%BB%E9%A8%93


今日の話

• なぜ「がん研究」でクラウドが必要なのか？
• ゲノムシークエンス技術の発達により「ゲノム」がデジタルな情報になった。

• 「ゲノム解析」にはストレージ・計算リソースが必要。

• 我々のクラウドを使ったがんゲノム研究の取組について。
• 大規模全ゲノム解析計算基盤。

• Open Data on AWSを使った取り組み。



ゲノムとは

細胞の設計図！

Reference genome
（代表的なヒトのゲノム配列、約30億文字）

ヒトでは
常染色体：２２本
性染色体：２本



ゲノムの変異

• ゲノム変異
• ヒトの間では99.9%は同じ。

• 0.1%の違いが、人間の差異

（外見的な形質、病気のなりやすさ）に繋がる。

• ゲノム変異の種類
• 一塩基置換

• Insertion, Deletion

• Structural variation (大域的な変異）

5’ . . . T T C . . . 3’

T T T T C C A T C

Lys STOPArg

Lys

silent missense nonsense

一塩基置換の種類



がんはゲノムの病気である！

abnormal proliferation

後天的変異

全く同じゲノムをもつ細胞

passenger mutation 
（特に影響なし）

2nd driver mutation

driver mutation

cancerous cell

• chemicals
• radiation
• virus
• aging



遺伝性のがん

一般の方

生まれつきがんに
なりやすい方

ここからスタート！

ここからスタート！

細胞ががん化！既にdriver mutationが
生じている状態

“正常”なゲノム

Breast Cancer Association Consortium. 
N Engl J Med 2021;384:428-439.

ゲノム変異と乳がんのリスクの関係



シークエンサーによりゲノムがデジタルな情報に

A turning point in cancer
research: sequencing the
human genome,
Dulbecco, Science, 1986

https://www.genome.gov/about-genomics/fact-sheets/DNA-
Sequencing-Costs-Data

https://en.wikipedia.org/wiki/Re
nato_Dulbecco

Novaseq6000
（イルミナ社）

@HWI-ST1289:327:H8VFCADXX:1:1101:1247:2118 1:N:0:NNNNNN
CCATATATTTCTCCTAATGGTAGAAATATTTTACATAAAAGACTCTAGAAATGGGATGAGATCCATGGGTNAGGAGAATTTTAAAACAG
+
#1=DDFFFHHHHHJJJJJJIIJIIJJJIIJJJIIJJJJJJJJJIIJIIJGFBGIIFHI<FGHIJJIJJJG#-;CGHHCEHHH?DDFFFE
@HWI-ST1289:327:H8VFCADXX:1:1101:1121:2118 1:N:0:NNNNNN
ACATAATTCAACACCCAACAGCAGTGACTTTATCTTTCCACAAATCTACAAGTAGTAAGTTATCATACATNCAACATGGAATGTTGATC
+
#1=DDDFFHHHHHJJJJJJJJJJJEHHHIIJJJGJJJJJGGIJJJJIJHIFJHIHHIJJIJJJIJJJJJI#-;EHGHHHDFFFDEDEEE
@HWI-ST1289:327:H8VFCADXX:1:1101:1060:2119 1:N:0:NNNNNN
GTGTTTTACAAAAGAGGAACCGAAGACTCAGAAATGTTAAGTATCTTGTCTAACCTTTCACAGCTGTAGANGGCCAACATGGGGGGGCT

…

数十億~
数百億行

https://www.genome.gov/about-genomics/fact-sheets/DNA-Sequencing-Costs-Data
https://en.wikipedia.org/wiki/Renato_Dulbecco


ゲノム変異の見つけ方

Meyerson et al., Nature Reviews Genetics, 2010c

1. シークエンスの断片（75 ~ 150 bp）がそれぞれゲノム
上のどこに由来しているかを決める（アラインメント）。

2. 集中的にリファレンスゲノムとミスマッチが生じている
部分をスクリーニングする。

3. 「後天的変異」の場合には「がん部」と「非がん部」の
DNAを採取して、シークエンスを行う。

計算時間：１〜２日（16vCPU, 64GBくらい）
データ量：50GB ~ 200GB / human

スパコン＠東大医科研



がんゲノム医療

検体試料 シークエンス ゲノムデータ

情報解析患者ごとの変異と
その臨床的意義

エキスパートパネル



ゲノムデータの数は年々大きくなっている

2010 20202018201620142012

〜数百検体規模

〜数千検体規模

〜数百万検体規模

がん種ごとの個別の研究

• がん種横断的なデータ解析
• 国際的コンソーシアムの解析研究
• クラウドの利用開始

• 国家規模のプロジェクトの台頭
• 保険医療システムへの組み込み
• メガファーマの参入



世界・日本のゲノムプロジェクト

https://www.gov.uk/government/news/
matt-hancock-announces-ambition-to-
map-5-million-genomes

• Genomic Englandは今後５年間で500万人
の全ゲノムをシークエンスするプランを表明。 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

厚生労働省「全ゲノム解析等実行計画（第１版）」
2019年12月20日

10万人規模の患者（がん、希少疾患など）の
全遺伝情報（ゲノム）を網羅的に調べる。

https://www.gov.uk/government/news/matt-hancock-announces-ambition-to-map-5-million-genomes


クラウドを通じた解析モデル
“bring the analysis to the data”

データをダウンロードする必要がなくなり、誰もが大規模ゲノムデータに
アクセス可能に！（Democratize Genome Analysis!）

Data Bio-sphere; 
by Benedict Paten



Genome Cloud Platform

St. Jude Cloud
• 4,000検体以上の小児がん全ゲノムなど
• St. Jude + DNAnexusにより開発

Terra.bio
• ゲノムデータ、解析ワークフローが

整備された計算環境。



遺伝性腫瘍疑いの患者の全ゲノム解析

• 遺伝性腫瘍疑いの患者さんの全ゲノム解析
• 家族でもがんに発症した人がいる。
• 若くしてがんを発症した。
• 複数回、異なる部位のがんを発症した。
• 特殊なタイプのがん（両側性乳がんなど）。

• 時期
• 2020年4月から本格開始。

• 検体規模
• 約3,000人

• 目的
• 未知のがん遺伝子の発見。
• 新しいタイプの変異の発見。
• 遺伝カウンセリングの実施。
• 遺伝子異常に合わせた最適な治療。

国立研究開発法人日本医療研究開発機構
革新的がん医療実用化研究事業
臨床ゲノム情報統合データベース整備事業



達成しなければならないこと

• 短期間で解析インフラの構築・運用。
• 単年度の予算。

• 費用のできるだけの削減。

• セキュリティ・ガイドラインの遵守。
• 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン (厚生労働省)など

• テレワーク対応。



T社 AWS環境

Private subnet

解析実行用VPC

アマゾン ウェブ サービス（AWS)
AWS アジアパシフィック （東京） リージョン

Amazon Simple 
Storage Service 

(Amazon S3) bucket
Amazon Elastic 
Compute Cloud 
(Amazon EC2) 

クロスアカウント
レプリケーション

T社

納品データアップロード bwa GATK

AWS Direct Connect

NCC オンプレ
計算環境

Amazon S3 bucket

NCC AWS環境

解析済みデータ

解析実行

NCC
バイオバンク

元シークエン
スデータ

検体試料

NCC

検体試料輸送

さらなる関連解析や
エキスパートパネルへ！

Amazon S3 bucket

クラウドを使った解析体制の超概要



定型解析パイプライン

• 解析パイプライン実行基盤環境：
• GCATWorkflowCloud (https://github.com/ncc-ccat-gap/GCATWorkflowCloud)

アラインメント

SNV, indel
変異検出

構造異常検出
１

Quality check

16 CPU, 64GiB
~12 hours, 200GB

8vCPU, 32GiB
~3 hours, 150GB

4vCPU, 16GiB
~24 hours, 100GB

構造異常検出
2

8vCPU, 16GiB
~3 hours, 40GB

8vCPU, 32GiB
~3 hours, 5GB

SNV, indel
のリスト

構造変異の
リスト１

構造変異の
リスト２

Quality 
check結果

アラインメント
結果

元シークエンス
データ

80GB /sample 25GB

5GB

0.2GB

0.2GB

0.1GB

https://github.com/ncc-ccat-gap/GCATWorkflowCloud


解析の最適化

• バッチジョブを使う。

• 各々のステップに合わせて最適な
インスタンスを選択する。

• スポットインスタンスを利用する。

• Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)
の利用量を事前に見積もっておく。
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On-Demand Extraction Transformation Load
(ETL) approach

VM
VM

VM

仮想マシン領域ストレージ領域

sequence data 1

sequence data 2

sequence data 3

analytical result 1

analytical result 2

analytical result 3

1. Virtual Machine (VM)が立ち上がる

3. VM上のdockerコンテナ
上で解析処理

4. 解析結果がVMから
ストレージに転送される

2.入力データがストレージ
からVMに転送される

5. VMが除去される

• Amazon S3
ポイント
• ストレージ始まり、ストレージ終わりであること。
• 仮想マシンが終わったら除去されること。
• Dockerを利用していること。
• マルチクラウドも可能。



AWSに特化したbatch job engine (ecsub)

• サーバーレスを使うことで制御のプロセスの必要性を排除。
• スポットインスタンスのインスタンスタイプ、アベイラビリティーゾーンの自動選択。
• ジョブの終了時にslackにメッセージを飛ばす。
• 閉域網で実行。 https://github.com/aokad/ecsub



Successive ETL as a Pipeline

VM

VM

VM

仮想マシン領域ストレージ領域

fastq 1

fastq 2

fastq 3

VM

VM

VM

fastq 1

fastq 2

fastq 3

bam 1

bam 2

bam 3

vcf 1

vcf 2

vcf 3

bam 1

bam 2

bam 3

bam 1

bam 2

bam 3

vcf 1

vcf 2

vcf 3



定型解析パイプライン
• 解析パイプライン実行基盤環境：
• GCATWorkflowCloud (https://github.com/ncc-ccat-gap/GCATWorkflowCloud)

アラインメント

SNV, indel
変異検出

構造異常検出
１

Quality 
check

m5.4xlarge
(16 vCPU, 64GiB)

~12 hours, EBS: 200GB
m5.2xlarge (8vCPU, 32GiB)
~3 hours, EBS: 150GB

m5.xlarge (4vCPU, 16GiB)
~24 hours, EBS: 100GB

構造異常検出
2

c5.2xlarge (8vCPU, 16GiB)
~3 hours, EBS: 40GB

m5.2xlarge (8vCPU, 32GiB)
~3 hours, EBS: 5GB

SNV, indel
のリスト

構造変異の
リスト１

構造変異の
リスト２

Quality 
check結果

アラインメント
結果

元シークエンス
データ

80GB /sample 25GB

5GB

0.2GB

0.2GB

0.1GB

https://github.com/ncc-ccat-gap/GCATWorkflowCloud


セキュリティへの取り組み

• 利用者、扱うデータの明確化

• 関連ガイドラインへの適合
• 3省2ガイドライン (医療情報を取り扱うシステム向けガイドライン)

• NCC/C-CATセキュリティ運用規定

• シーケンスデータ受領環境の整備

• 運用環境の整備（テレワーク環境も整備）

• リスクと緊急時の対応方法整理



VPC１ (解析環境)

ログデータ

配列データ
fastq

配列データ
fastq

T社納品用
配列データ

定型解析
データ

T社
Amazon S3 bucket

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)Glacier

×

Bucket policy を用いた
閉じたアクセス

(外部アクセス不可)

① 受領後すぐに配列データ
をAmazon S3 Glacierに移動
※リプリケーション

Amazon S3/
Amazon S3 Glacierの対策
1. アクセスログの管理
2. 格納データの暗号化
3. バージョニング有効化
4. 配列データはmd5sumで

完全性を担保する

公共
データ

NCC 執務室

テレワーク
自宅

VDI経由
でアクセス

AWS Client VPN

VPC2 (解析管理環境)

Amazon WorkSpaces Linux

NCC 
Amazon S3 bucket

② データ受領
④ 定型解析実行
⑤ 実行状況確認

③ 解析実行準備
⑥ 各種ログ確認

※ファイルリスト
限定で許可

Local

(A)エラー対応
(B) 解析環境整備

・ワークフロー運用者

・ワークフロー検証者
・システム管理者

NCC 
Amazon S3 bucket

NCC 
Amazon S3 bucket

NCC 
Amazon S3 bucket

クラウドを活用した解析の流れ



タイムライン(実績)
月日 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

設計/検証 構築 解析実行(約4カ月)
9/22〜 〜1/23 オンプレ

へ結果DL

累積解析
サンプル数

2,823サンプル



プロジェクト専用クラウド
仮想デスクトップ環境

NCC
研究系端末 (※)

全ゲノム解析データを
画面越しに利活用

(ダウンロード不要)

遺伝性腫瘍
全ゲノム解析研究

プロジェクトデータ

仮想デスクトップ環境 (VDI) の構築



Private subnet

解析実行用VPC

Amazon EC2

シークエンス拠点

bwa GATK
元シークエンス

データ検体試料

医療施設

２次解析領域ポータルサイト

一次解析済みのデータの
閲覧・変異検出の検証用
の元データファイルを
閲覧できる環境。

変異データのまとめ
結果を閲覧するウェ
ブサイト。

患者レポート領域

患者さんのシークエンス
解析に基づくレポートの
生成・閲覧が可能な領域。

クラウドを使ったゲノム解析体制



Open Data on AWSを用いて
疾患関連ゲノム変異のスクリーニングを行う

• 公開されているRNA-seq
• 全部で464,786件(2019年 7月19日時点)

FASTQ

BAM

VCF

fastq-dump

iravnet

STAR

SRA

Storage service
Temporary launched 
virtual machines 

Alignment to the human 
reference genome

Identification of IRAVs

Download sequence data 
from public repositories

転写異常を引き起こすゲノム変異



大量RNA-seq解析のためのプラットフォーム

• マニュアル操作を介さず、自動でのジョブ投入
• 異常終了の通知機能。
• ジョブの履歴を簡易的なデータベースに蓄積、検索可能にする。
• １検体あたりの解析に約10~20円ほど。



知識の自律的な蓄積

• 「知識」が自律的に蓄積していくシステム。

仮想マシン 知識DB
ゲノムデータ
臨床情報

GitHub



まとめ

• ゲノム解析の流れ
• 生物実験 -> ソフトウェア -> インフラ

• あらゆる段階の自動化をはかり、ゲノム解析による医療・知識獲得を
加速化する必要がある。

• アカデミアの研究者だけではなく、産業界、様々な分野のエンジニア
の協力が必要。
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白石 友一

アマゾン ウェブ サービス（AWS）を活用した
がんゲノム解析基盤


