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•  がんゲノム医療において，診療に役立つ情報を大規模に共有するための枠組みを提案する。	  
•  データベース中のすべてのデータを共有・公開することなく，診療に役立つ最小限のデータを，認証した相手と共有する。	

　背景と目的	

　データベース間の症例検索の実装	

1．がんのゲノム医療	  
	  

•  遺伝子解析の高速化と分子標的薬の登場などによって，が
ん組織の遺伝子変異に基づいて治療薬を選ぶ時代になった。	  

•  しかし現状では，検出される遺伝子変異の多くは，疾患や治
療薬との関連が未解明のため，十分に活用できていない。	  

2．症例データベースと検索	
	  

•  遺伝子変異，治療薬，効果・副作用の情報を蓄積し，検索で
きるようにすることで，同じ遺伝子変異が検出された他の患
者の治療に役立つと期待できる。	  

3．データベース間の連携	
	  

•  検索対象はできるだけ多くのデータであることが望ましい。	  
•  しかし現在，がんのゲノム医療のデータベースは複数のもの

が独立に構築されつつある。	  

•  様々な事情を考慮すると，これらのデータを１カ所に集約す
ることは容易ではない（Centralized型）。	  

•  そこで，各データベースの独立性を維持したまま，診療に役
立つ必要最小限のデータに限定したデータ共有の仕組みを
提案する（Federated型）。	

4．標準データ項目	
	  

•  各データベースに保存されているデータは項目も記述方法
も異なると考えられるので，標準データ項目を定義した。	  

•  希少疾患においてMatchmaker	  Exchange（MME）1)が類似の
仕組みを作っているため，この拡張として設計した。	  

•  各データベースが，保有しているデータを標準データ項目に
変換したデータベースを用意することで，検索が可能になる。	

5．類似症例の検索例	
	  

•  テスト用に50症例のデータセットを作成（遺伝子変異解析の
論文2)から抽出したため，薬剤に関する情報はない）。	  

•  症例同士の類似性を計算するソフトウェアを作成し，問い合
わせ症例に対して類似症例が得られることを確認した。	  
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【クエリの例例】
curl -XPOST -H 'Content-Type: application/vnd.ga4gh.matchmaker.v1.0+json' \
  -H 'Accept: application/vnd.ga4gh.matchmaker.v1.0+json' \
  -d '{"patient":{
       "id":"MO-10”,
       "contact": {"name": "***** *****",
                   "institution": "University of ***** Medical School",
                   "hrefs": [{"href": "mailto:*****@*****.edu"}]},
       "gender": "MALE”,
       "disorders": [{"id": "ICD-O-3T:44”}, {"id": "ICD-O-3M:8720/3”}],
       "sample": {"sampleType": {"label": "Solid tissue"},
       "ageWhenSampled": 912},
       "genomicFeatures": [{"type": {"label": "point_mutation"},
                            "gene": {"id": "NRAS"},
                            "presence": "yes",
                            "variant": {"referenceName": "1",
                                        "start": 182,
                                        "referenceBases": "T",
                                        "alternateBases": "A"}},
                           {"type": {"label": "copy_number_gain"},
                            "gene": {"id": "MYC"},
                            "presence": "yes",
                            "copyNumberRatio": 2.46}]
     }}' localhost:8000/match

問い合わせ
症例例

遺伝⼦子，変異異タ
イプによって類
似度度を計算し，
類似の症例例を回
答回答

類似症例例

⼥女女性，60代，脳腫瘍

塩基置換
 　APC,  c.C4079A
 　APC,  c.A4075T
 　KRAS,  c.G35C
 　NOTCH1,  c.A1478G
 　TP53,  c.G527A
コピー数変化
 　GAS6,  Gain
 　FLT3  Gain
 　CD274  Gain
 　SMAD4,  Loss

⼥女女性，50代，⼤大腸がん

塩基置換
 　APC,  c.A5083G
 　BRCA2,  c.A6347G
 　KRAS,  c.G35A
 　TP53,  c.A707G
コピー数変化
 　TERT,  Gain
 　MYC,  Gain
 　SMAD4,  Loss
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