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  論文題目 

Computational Framework for the Dissection of Cancer Genomic Architecture 
and its Association in Different Biomarkers (がんゲノム構造およびその複数

バイオマーカーの関連を解明するための計算論的アプローチ) 
                    

This thesis presents two separate chapters which encompass the genomic computational 

analysis of cancer biomarkers. The first chapter is split into two sections, which analyze 

the methodology of biomarker detection. The first study focuses on the current measures 

of biomarkers highlighting the interpretation, statistical and technical issues that may 

arise in current procedures (II.1).  The second section focuses on the identification 

and validation of long non-coding RNA biomarkers (II.2). In the final three sections, 

we discuss the machine-learning framework to recognize genomic associative links in 

breast cancer phenotypes.  

Specimen acquisition and analytical methods are fairly standardized in the biomarker 

measurements, yet the calculations in the data are still not fairly standardized giving 

the interpretation of the data a risk to subjectivity. The ability of high throughput 

‘omics’ platforms to profile a large number of analytes with rapid expansion of whole 

genome sequencing increases the logistical and calculation complexity of biomarker 

validation. Harnessing these new technologies and improved productivity in biomarker 

validation will depend on adopting systems-based approaches. This requires major changes 

in the organization in biomarker research which must be implemented in both the 

pre-analytical and clinical validation stages.   

Next generation sequencing, such as expressed RNA-seq, has transformed the field of 

human genetics by revealing the plethora of DNA sequence variants. The analysis of such 

data provides opportunities to determine which variants underlie the genetic basis of 

a disease phenotype. For instance, breast cancer (BC) statistics demonstrate that 

patients with estrogen receptors (ER+) or progesterone receptors (PR+) are 60% likely 

to respond to endocrine therapy with positive outcomes. Furthermore clinical research 

has exhibited potential benefits to treating HER2+ enriched patients with specific 

anti-HER2 therapy. For the remaining patients who cannot fall into these three categories, 

i.e. negatives against ER, PR, and HER2, are known as Triple Negative (TN) patients, for 

which the treatment methods exhibit poor results. TN patients possess an aggressive 

histological phenotype with limited treatment options and very poor prognosis after 

extant treatments and standard chemotherapeutic regimens. Since TN is labeled by clinical 

markers, there is an urgent need to classify the similarities of TN cases consistently 

with clinical phenotypes to distinguish a novel treatment regiment for these patients. 

There are many prognostic and predictive biomarkers in the form of Single Nucleotide 

Polymorphisms (SNPs) which have been detected through nontrivial associations with a 

disease phenotype and some other important clinical/environmental factors. The second 

chapter investigates these mutation-associative links to the breast cancer clinical 

phenotypes through various computational-approaches: frequent itemset mining (III.1), 

decision trees (III.2) and clustering (III.3). Frequent itemset mining (FIM) is a 

technique to identify conjunctive combinations of items (i.e. mutations) that are 

frequently associated together in given dataset. Decision tree is used to explain 

categorical response variables by given features. Methodologically, decision tree is to 

recursively split data based upon the predictors that best distinguish the response 

variable classes. Finally, we use a hierarchical clustering method to group patients using 

their features, based on a distance measure. Combining these three techniques, we develop 

a criterion to obtain the best possible split variable in gene-wise, mutation-wise and 

pathway-wise features. Since priori class phenotypic labels are given, we use this 

exploratory data analysis to investigate hidden patterns or grouping in the somatic data 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in breast cancer subtypes. 

Linking these mutations to its corresponding phenotypes will unravel the course of the 

normal cell to a diseased cell. In fact, knowledge of specific mutations correlated with 

cancer development and phenotypes has heightened importance and awareness of mutations 

in disease onset. In breast tissue, an AA to AG mutation in the BRCA1 gene creates a cryptic 

splice site that leads to a truncated protein, resulting in a breast tumor. Currently 

known variants are, however, huge, and 30,000+ different somatic mutations are identified 

for breast tumors. Thus various studies would be needed to identify the variants, which 

are significantly correlated to disease phenotype or susceptibility. Despite recent 

technological advances, necessary computational tools to identify clear associations are 

still lacking.  

We unravel the link of exonic somatic mutations and their combinations to clinical 

phenotypes, particularly those in TN patients to other clinical phenotypes. The 

pathway-wise features help associate the downstream effect of the somatic mutations in 

the development of the breast cancer. We identify the gene-wise mutation demonstrating 

the combination of TP53 & PIK3CA as significant, by computational methods alone, in 4.3% 

(9/208) of the general population of BC patients, exhibiting the TN patients with ER+/PR+ 

expressive phenotype. We believe this specific genomic pattern is critical to unravel 

the complexity of the somatic mutation influence in breast cancers and should warrant 

further investigation. 



 

（続紙 ２ ）                            

 

（論文審査の結果の要旨） 

 

 生命科学では、ハイスループットと呼ばれる、短時間で大容量の測定が可能な技術が定着し

つつある。例えば、次世代シークエンサや細胞内の数万もの遺伝子の発現全体を一度に捉える

ことが可能な遺伝子発現の測定技術を挙げることができる。また、共通の研究課題の解決を目

指し、国際的に複数の研究グループが協力し、大規模な共同プロジェクトを行う事例も数多く

見られる。例えば、The Cancer Genome Atlas (TCGA)のように、多様な国・地域の様々ながん

患者のゲノム配列を決定しデータベースを構築するといった共同研究が挙げられる。このよう

に、生命科学では、大容量の実験データが多様な地点で得られる時代を迎えており、ビッグデ

ータと呼ばれる社会動向と相まって、計算機を利用し、このように実験的に得られた大規模大

量データを効率的に処理する技術の構築への期待が大きい。このような背景から、生命情報科

学（バイオインフォマティクス）と呼ばれる分野が 1990 年代に形成され、2000 年頃から急速に

進歩し、現在成熟期を迎えつつある。 

 バイオインフォマティクスの役割は主に２つある。I）幅広く獲得されたデータをまとめ、計

算機サーバに整理・格納することにより、これまで文献等を幅広く追ってきた特定の専門分野

の生命科学研究者のみならず、生命科学研究者一般に、専門知識をなるたけ容易に獲得可能に

することである。この研究の主な方向性は、データベース構築であり、データ収集・構造化が

中心となる。II）このようなデータベースの構築は実験データや知見の整理であり、生命科学

研究者の研究推進に貢献するものが、やや間接的な貢献である。一方、より直接的な貢献は、

生命科学実験に代わり、実験結果を予測可能な数理モデルの構築及び実装、さらには実際の予

測がもう１つの大きな役割である。この研究の方向性には、広く言えばデータ科学、具体的に

は、機械学習や統計科学を適切に発展・適用する必要がある。 

 本論文は、バイオインフォマティクスにより、がんの様々な側面への貢献を目論んだもので

ある。より具体的には、貢献は以下の２つにまとめることが出来る。 

 １）がん患者を同定するバイオマーカーを様々ながんに対して収集・整理・提示し、さらに、

バイオマーカーの１つである long non coding RNA (lncRNA)に対して、これまで実装されてき

た lncRNA 同定ソフトウェアや lncRNA のデータベース群をも整理しそれらの評価を行った。こ

の研究は、バイオインフォマティクスにおいて、上記 I）の方向性の研究である。バイオマーカ

ーは、特に臨床研究において現場の医師から研究者まで幅広く多数の専門家が多く携わり、ま

た利用してきた。この研究は、バイオマーカーを網羅的に整理し、まとめた最新の成果であり、

幅広いがん研究において有用かつ貴重な貢献である。 

 ２）特に乳がんに着目し、乳がん患者のクラス分けを遺伝子変異の観点から理解することを

試みた。より具体的には、乳がん患者は病理的あるいは遺伝子発現による分類から、主に３つ

のクラスに分類され、これらに分類し切れない患者は Triple negative (TN)と呼ばれている。

３つのクラスは、それぞれ異なるホルモンレセプターに関連し、すなわち、異なる治療法に関

係している。つまり、患者は、いずれかのクラスに分類されれば適切な治療が得られる。従っ

て、TN と判断された患者には適切な治療法が確立していない現状がある。そこで、計算機を使

い、遺伝子変異データに基づき患者を上記３つのクラスに分類する手法を構築し、この分類手

法により TN 患者をいずれかのクラスに分類できれば、治療法が確立していない TN 患者に適切

な治療を与えることが可能となる。本研究では、TCGA の乳がん患者データを用い、機械学習の

典型的な３つの手法、頻出パタンマイニング、決定木、階層型クラスタリングを適切に適用す

ることにより、遺伝子変異によりがん患者を既存クラスに分類する規則の発見を試みた。この

研究により、遺伝子変異により患者を各クラスに分類する規則を見出すとともに、既存クラス

に割当可能な TN 患者をも見出した。TCGA データは大規模とは言え、遺伝子変異は非常に限られ

るため、データ量はまだ十分とは言えない。今回の成果の確認あるいは発展のためには、今後

さらに多くのデータを使い検証する必要がある。しかし、この研究は、バイオインフォマティ

クスによるがん治療技術向上のための、新しい有望な試みである。 

 以上、本研究は、がん研究における、２つの異なる重要な側面、すなわちがん同定バイオマ

ーカーとがん患者の遺伝子変異に対して、バイオインフォマティクスにより貢献を目論んだ新



 

しい試みである。同時に、将来、計算機によるがん研究における大きな一歩と見なされること

が期待できる。具体的に、最新のバイオマーカーの知見をまとめるとともに、lncRNA 同定ソフ

トウェア及びデータベースの利用法と有用性をまとめた。また、乳がん患者を遺伝子変異によ

り既存クラスに分類する規則を構築した。これらにより、がんの分子機構解明等の研究の進展

はもちろん、臨床現場でのがん患者の治療に対しても有用な知見を提供する。 

 

 

よって、本論文は博士（薬科学）の学位論文として価値あるものと認める。また、平成２８年

８月２９日、論文内容とそれに関連した事項について試問を行った結果、合格と認めた。 
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