
課題
• ゲノム医療への AI の応用：がんの早期発見やがん患者に対する最適な治療法の確立

• ゲノム配列の抽出と効果の予測：がんとの関連性が高い遺伝子の変異を抽出し、薬の効果に対する
医療的な意味を推測

ソリューション
• インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー：ディープラーニングや AI のワークロードに 

対する拡張性に優れたパフォーマンスを実現

• Theano：ディープラーニングのフレームワーク

導入効果
• 予防医療の実現 ： 患者の個々のゲノム情報とデータベース化された臨床ゲノム情報に対して

マシンラーニングを用いて関連性を解析

• がんの原因となる遺伝子変異の早期発見 ： 新規に提案されたアルゴリズムに対して、 ライブ
ラリーの数と種類が豊富で汎用性が高い CPU で効果的な治療薬を推測

概要
がん治療に代表される医療分野において、 ビッグデータや人工知能（AI）を活用した新しい取り
組みが始まっています。 京都大学 大学院 医学研究科 人間健康科学系専攻 ビッグデータ医科学
分野 教授の奥野恭史氏の研究室では、京都大学医学部附属病院の実臨床データを用いた医療
ビッグデータ解析と分子シミュレーション技術を通して、データ主導型個別化医療と予測医療の
実現を目指しています。

中でも最近、特に注目を集めているのがゲノム医療の分野です。 ゲノムとは、生物が生きていくた
めに必要な遺伝情報のことです。 ゲノムは DNA と呼ぶ物質からなり、A（アデニン）、G（グアニン）、
C（シトシン）、および T（チミン）の 4 種類の塩基で構成されています。 人間のゲノム（ヒトゲノム）
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Precision Medicine Initiative では、100万人以上のボランティアから
電子カルテ、遺伝情報、生活習慣データ、ならびに行動データなどを集め、
プライバシーを保護した上で、 研究者が広くアクセスできるようにしま
した。 これには、 従来型の医療から脱却し、 費用対効果を高めようとい
う狙いがありました。

また、 日本でも Precision Medicine の考え方が広まり、 2015 年には
国立がん研究センター東病院や静岡県立がんセンターなどで、遺伝情
報を用いた個別化医療が始まりました。 また、肺がんと消化器がんの患
者を対象に、 産学連携でがんの治験薬を見つけ出す 「SCRUM-Japan
（スクラム・ジャパン）」 と呼ばれる Precision Medicine のプロジェクト
も始まっています。

そして、2015 年 4 月からは京都大学医学部附属病院が、原発不明がん、
希少がん、 または標準治療不応のがんにかかった患者のがん組織から
抽出した DNA を次世代シーケンサーで解析し、がん関連の遺伝子変異
などを解析する 「OncoPrime （オンコプライム）」 を開始しています。
OncoPrime では、200 を超えるがん関連遺伝子で起こっている遺伝子
変異を一度に調べることができます。 現時点では、京都大学医学部附属
病院に加えて岡山大学病院、北海道大学病院、千葉大学病院の 4 施設
で受診が可能で、 東京医科歯科大学医学部附属病院や佐賀大学医学
部附属病院をはじめ、他の大学病院でも導入の準備や検討が進められ
ています。

マシンラーニングによる 
臨床ゲノム解析のための計算クラスター
ゲノム医療については、首相官邸の 「健康・医療戦略推進会議」 や厚生
労働省の 「ゲノム医療推進本部」、 そして、 日本医療研究開発機構
（AMED）の「ゲノム医療推進ワーキンググループ」 などで、プロジェクト
が進められています。

奥野氏の研究室では、 AMED が推進する「疾病克服に向けたゲノム医
療実現化プロジェクト」 に参画し、臨床現場で利活用される臨床ゲノム
情報統合データベースの研究を進めてきました。 そのうちの「臨床ゲノ
ム情報統合データベース整備事業」 では、 希少・難治性疾患、 がん、 感
染症、そして認知症およびその他の 4 領域において、ゲノム情報と疾患
特異性や臨床特性などの関連について日本人を対象とした検証を行い、
臨床や研究に活用できる臨床情報と遺伝情報を統合的に扱うデータ
ベースの整備を目指しています。

は約30億個の塩基対で構成され、直接働いている遺伝子の数は、約2万
個であることが知られています。 ヒトゲノムの DNA 配列については、
1990 年代にアメリカを中心とした国際共同研究で始まったヒトゲノム
解析計画で分析され、2003年には全塩基配列が確定しました。

ゲノム医療とは、人それぞれに異なるゲノム情報を分析しながら、患者
に合わせた個別治療を行うことです。 具体的には、遺伝子検査によるがん
の早期発見やがん患者に対する最適な治療法の確立、ならびに治療に
効果的かつ副作用の出にくい薬の判別などをいいます。 ゲノム医療には、
人の遺伝子情報を読み取り、解析する「シーケンサー」 という装置が欠
かせません。 大幅な技術革新によって、シーケンサーで高速かつ安価に
DNA 情報を読み取れるようになったことから、ゲノム医療への注目が高
まっています。 また、同時にゲノム情報を分析するコンピューターにも、
より大容量で高速な処理が求められるようになってきました。

がん診療においては、ゲノムのタイプ（遺伝子型）を特定することに加え、
がんとの関連性が高いと思われる遺伝子の変異を抽出し、 そこから薬
の効果に対する医療的な意味を推測する必要があります。 その解釈が
できれば、個々の患者に合わせたがん治療が可能になります。 奥野氏の
研究室では、がんに関する世界中の論文を AI で学習し、患者のゲノム解
析の遺伝子情報と突き合わせることで、具体的ながんを特定し、効果的
な治療薬を特定する取り組みを進めています。 論文検索は大量にメモ
リーを消費するため、 大容量のメモリーにアクセス可能な CPU に優位
性がある分野です。 また、研究室では将来的にグラフ・コンボリューショ
ナル・ネットワーク（GCN）を論文検索にも適用する予定です。 GCN は
ディープラーニングで今最もホットな研究テーマの 1つですが、GPU の
最適化は進んでおらず、CPU 処理性能が GPU よりはるかに重要である
ことが、今回の検証でも明らかになりました。

がん治療は、一刻も早い対応開始が求められます。 その中で、コンピュー
ターや AI の活用は不可欠であり、インテル® Xeon® スケーラブル・プロ
セッサーや AI の分析に特化したインテルのフレームワークが、 がん治
療のためのゲノム解析に貢献しています。

Precision Medicine によりゲノム医療が加速
ゲノム医療が注目された背景には、2015 年の年頭に、アメリカのオバ
マ大統領（当時）が一般教書演説で発表した 「Precision Medicine （プ
レシジョン・メディシン）」 があります。 Precision Medicine は「精密医
療」 と訳され、遺伝情報、生活環境、ライフスタイルなどの違いを考慮し
て、患者に適した治療や予防方法を確立する新しい医療の考え方です。

図 2. 京大病院におけるゲノム医療の取り組み
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さらに、文部科学省の支援のもと理化学研究所が実施している「データ
プラットフォーム拠点形成事業」 の健康・医療およびライフサイエンス
統合型プラットフォームの構築プロジェクトにも参画し、 「医薬プロセ
ス最適化プラットフォーム」 の構築を手がけています。 この医薬プロセ
ス最適化プラットフォームとは、理化学研究所などが保有するタンパク
質やケミカルバイオロジー関連のデータと、 製薬企業などが保有する
基礎研究から臨床試験に至る創薬関連のデータや医療機関などが保
有する臨床データを統合したプラットフォームのことで、 これらを用い
て創薬の最適プロセスを提案するシステムの構築を目的としています。

一方、京都大学大学院医学研究科では、AMED の支援により理化学研
究所などと共同で実施している研究の一環として、マシンラーニングに
よる臨床ゲノム解析のための計算クラスターの導入を検討し、インテル® 
Xeon® スケーラブル・プロセッサーを搭載したサーバーと、AI に特化し
たインテルのフレームワークを調達しました。 このことについて、奥野氏
は「高精度の予測に基づく予防医療を実現するため、医療機関との連携
を通して蓄積された大規模データに対して、ディープラーニングやマシン
ラーニングをはじめとする AI の技術を駆使して解析し、 疾患の発症過
程を解明することを目指しています。 その中で、シーケンサーから得られ
た患者の個々のゲノム情報と、データベース化された臨床ゲノム情報に
対してマシンラーニングを用いて関連性を解析する計算クラスターと
して、インテル製品を採用しました」 と述べています。

汎用性が高く、ゲノム分析に適する CPU
近年、 AI 分野におけるディープラーニングやマシンラーニングの実用
化においては、 Graphics Processing Unit（GPU）の活用が注目され
ていますが、多様なデータを分析するライフサイエンスの研究分野にお
ける CPU の汎用性について、奥野氏は次のように主張しています。

「CPU は GPU に比べてプログラムが圧倒的に書きやすいのがメリット
です。 特に特定の用途に寄らないライフサイエンス分野では、CPU の使
い勝手が高く、安心感があります」

ゲノム医療の現場では、シーケンサーから取得した大量のゲノム情報か
ら、 医療現場で取得した患者のデータまで、 あらゆるデータに対して複
数の処理を施します。 GPU も CPU も各種のライブラリーは進化を遂げ
ていますが、現時点においてライブラリーの数と種類では、CPU に軍配
が上がります。 GPU の場合は、 画像認識のように特定の目的の処理で
は最大限のパフォーマンスを発揮するものの、 ゲノム医療では、 さまざ
まな局面での利用が想定され、チューンナップの要望は各所で発生しま

す。 こうしたケースに対して、ベンダーに依存することなく研究室内で柔
軟にコーディングできるのが CPU のメリットだと奥野氏は述べています。

インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサーによる 
ディープラーニングの検証
奥野氏の研究室では、 マシンラーニングによる臨床ゲノム解析のため
の計算クラスターを導入するに当たり、 CPU と GPU を利用したディー
プラーニングの検証を実施しました。 ゲノム医療での実用化に向けて同
研究室が実施したのは、ライフサイエンス向けディープラーニングの手
法の 1つとして知られる「DietNetworks（ダイエット・ネットワークス）」
を用いたがんの表現型の推定です。

DietNetworks とはその名が示すとおり、 パラメーターを減らして分析
しやすくする手法のことです。 ライフサイエンスの分野では、入力するパ
ラメーター（P）に対して、サンプル数（N）が極端に少ないという 「新 NP
問題」 と呼ばれる落とし穴が存在します。 がんの場合は、 入力する遺伝
子変異の数が 100 万のオーダーで大量にあるのに対して、 予測のため
のサンプル数はわずか１万ほどです。 このように、パラメーターに対して
サンプル数がはるかに少ないため、ディープラーニングでは 1 層目のパ
ラメーターが大量になり、重要なパラメーターが何かを決定することが
困難になります。 そこで、がん研究では AI でどの遺伝子変異ががんの原
因となるかを特定したい場合、 ディープラーニングの手法の1つとして
DietNetworks の利用が提唱されています。 この狙いは、 入力情報を
DietNetworks によって削減することで、がんの原因となる遺伝子変異
を見つけやすくすることです。

具体的には、入力情報を転置することで N と P の関係を逆転し、あらか
じめ別のネットワークを使ってエンコードして、パラメーターの数を絞り
込みます。 次に、エンコードされたデータを実際の入力値として利用し、
多層パーセプトロン（MLP）を用いたディープラーニングでがんの表現
型を予測します。 そして最終的に、 予測されたデータを再度デコードす
ることで遺伝子情報を元の状態に戻し、 がんの原因となる遺伝子を特
定するものです。 これによって、 入力値が多いことに起因する新 NP 問
題を回避することができ、問題はクリアになります。

今回の検証では、DietNetworks を利用して、約 31万個のパラメーター
を約 1,000 個まで絞り込み、ターゲットとなる 26 種類の表現型に対す
る相関を計算しました。 その結果、図 4 のように、GPU と CPU では大差
ないパフォーマンスが得られることを確認できました。 そして、 GPU で
なく CPU を採用するメリットについて、 国立研究開発法人理化学研究

図 3. 健康・医療データプラットフォーム事業
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所 科技ハブ産連本部 健康生き活き羅針盤リサーチコンプレックス推
進プログラム 融合研究推進グループ 健康羅針盤チーム テクニカルス
タッフの種石慶氏は次のように述べています。

「パフォーマンスでは GPU がやや上回りますが、思ったほどの差はあり
ません。 しかも、データ量が増えると、GPU ではアウトオブコアが発生し、
効率的な実行を行うためにはコードを書き換える必要があります。 今回
の検証では、 あえて GPU で分析できるデータ量にしていますが、 実際の
分析ではこれよりもはるかに大量のデータを扱うため、 DietNetworks
でのディープラーニングでは CPU が有効であることが分かります」

また、臨床面から見た DietNetworks を採用する意義について、種石氏
は次のように話しています。

「DietNetworks は、 原発不明のがん診断に有効です。 胃がんや肺がん
のように確定診断がある場合には、診療ガイドラインにより標準治療が
適用できますが、 原発不明のがんの場合、 治療方針が問題になります。
その際、がんの変異を調べることで原発部位が予測できれば、治療方針
の決定に役立ちます。 希少がんに対しても有効で、抗がん剤の中から有
効と思われる薬を選択するのにも、 関連を予測する DietNetworks が
役立ちます」

今回の検証作業では、Skylake マイクロアーキテクチャーを採用した最
新のインテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー搭載サーバーを8台
利用しました。 また、ディープラーニングのフレームワークには、オープン
ソースのライブラリーである Theano（セアノ）と Lasagne（ラザニア）
を採用し、 Theano については、 インテルによって最適化されたものを
使用しました。

このように、試験データでの検証を終えた現在では、臨床環境での予測
分析に DietNetworks を利用することが計画されています。 奥野氏の
研究室では、 今後も実用化に向けてディープラーニングやマシンラー
ニングの研究を進めていく予定です。

まとめ
医療分野におけるビッグデータの解析や AI による分析は、人間の判断
を支援する役割を担っています。 しかし、コンピューターの性能が向上し、
大量のデータを並列計算処理できるようになると、従来以上のデータが
出力されてくるでしょう。 その際、解釈のスピードも高めていかなければ、
AI で分析する意味がなくなってしまいます。 したがって、ビッグデータの
解析を予測につなげていくためには、 解釈の能力も AI で高めていく必
要があります。 そして、奥野氏は「今後は、現在よりはるかにスケールの
大きなデータ量を想定した研究開発が必要になってきます」 と話してい
ます。

図 4. マルチタスク GCN と DietNetwork の CPU と GPU における 
パフォーマンス比較
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図 5. DietNetwork の概念図
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