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概要
　関節リウマチ患者の血中タンパク質を測定し、漢方薬「桂枝茯苓丸（けいしぶくりょうがん）」の効果があるかどう

かを予測するバイオマーカーを探索した。マーカー探索には知識発見手法を用い、その前処理とデータ変換を行う

アルゴリズムとしてCross DetectorとPeak Separability Analysis（PSA）を開発した。探索したバイオマーカー

候補は、血液中にあるタンパク質「ハプトグロビン」で、その遺伝的な組み合わせによって桂枝茯苓丸の治療効果

が異なることが判明した。
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24. おわりに

　本研究は、種々の治療方法に対する奏効患者予測マーカー

を見出すための有望なアプローチ法を提示するものである。

本稿のデータ解析手法は、奏効患者予測のみならず、診断、

治療、疾病予防などのバイオマーカー探索にも適用可能である。

　ライフサイエンス分野の技術的進展はすさまじく、従来型

と比べて桁外れの処理速度を持つ超高性能次世代型シーケンサー

が現実化し、質量分析技術の向上に伴いプロテオーム解析機

器の機能・性能は日進月歩である。近い将来、かつては手に

することができなかった膨大な情報が産出され、データ量が

指数関数的に増大し、情報の中から何らかの知識を見出す

KDDの重要性もさらに増していく。KDDではデータマイニン

グというキーワードのみが注目されている嫌いがあるが、誤っ

た、もしくは偏向したデータからでは正しい知識を発見でき

ないことは自明である。本研究のプロセスにおいて、ともす

れば単なるデータ加工と見られがちな前処理、データ変換こ

そが最も重要であると再認識した。これらは研究の目標と解

析に的確に合致させて処理する必要があり、成果の鍵を握る

といっても過言ではない。
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　バイオマーカーとは、さまざまな生理的な状態、疾患の病態

の変動や、種々の治療に対する反応などと相関する血液、尿、

組織などの生体試料から得られる何らかの客観的な指標である。

たとえば、血糖値やコレステロール値は、生活習慣病の指標と

なる代表的なバイオマーカーである。ゲノミクス、プロテオ

ミクス、メタボロミクスなどのいわゆるオミックス(-omics)

研究(1)の急速な発展に伴い、最近では現在の疾病罹患や病態診

断のみならず、将来における疾病罹患、今後の病態の変動・

予後、これから行う治療の反応性を予測することを目標とす

るバイオマーカー探索研究が活発に行われ、疾病予防や個別

化医療への応用が期待されている。オミックス研究は、何ら

かの生命現象を既知の知見や仮説から積み上げるのではなく、

大規模・網羅的にすべての遺伝子・タンパク質を解析して、

その結果を俯瞰することにより理論的には到達できなかった

ような知見を得ようとするものである。大量のデータから意

味のある結果を導き出すにはバイオインフォマティクス(2)技術

が必須となる。

　一方、漢方医学は数千年に及ぶ経験の積み重ねを集大成し

た体系的な治療学で、日本では１００以上の漢方製剤が医療用と

して認可されている。「冷え症」などの病気としての概念の

ないものや、「肩こり、のぼせ、イライラ」などのいわゆる不

定愁訴といった西洋医学での対処が難しい分野を中心に、漢方

薬の存在感が高まってきている。しかし、漢方薬のエビデンス 

(根拠) は西洋薬に比べまだまだ豊富とはいえず、科学的指標

が要求されている。

　今回、我々は富山大学、株式会社ツムラ、富山県立中央病院

との共同研究により、関節リウマチ患者における漢方薬「桂枝

茯苓丸 (けいしぶくりょうがん)」の奏効患者予測マーカーを

探索した。本稿では、マーカー探索の解析アルゴリズムを中心

に報告する。

2. 研究デザイン

（1）オミックス研究：生物の体の中にある分子全体を網羅的に調べる学問
（2）バイオインフォマティクス：応用数学、情報学、統計学、計算機科学などの技術応用よって生物学の問題を解こうとする学問であり、生物情報学とも言われる

（3）レスポンダー/ノンレスポンダー：薬物などの効果がある/ない患者

3. データ解析

（4）The R Project for Statistical Computing：http://www.r-project.org/

3.1 データ解析の概要
  本研究におけるバイオマーカー探索は、プロテインチップシ

ステムからのスペクトルデータを対象とする知識発見（KDD : 

Knowledge Discovery in Database）に他ならない。

KDDのプロセスは、図２に示すステップから構成される[３]。

(1) データ獲得：応用分野の性質を理解し、事前知識と必要な

　　データ、KDDの目標を同定する。

(２) データ選択：与えられたデータ集合からKDDに必要な目

　　標データセットを選択する。

(３) 前処理：目標データセットから、データをクリーンなもの

　　にするために、ノイズや異常値除去などの必要な前処理　

　　を行う。

(４) データ変換：前処理の終わったデータを、データマイニン

　　グのアルゴリズムが適用できるように変換する。

(５) データマイニング：興味のあるパターンを抽出し、分類ルー

　　ル、関連ルール、決定木、クラスターなどを得る。

(６) データ解釈と評価：抽出したパターンを解釈・評価して知

　　識を得る。

　KDDの対象とする問題領域に適応するように、各ステップ

で適切なデータ処理を行うことがKDDの重要なポイントであり、

ステップ(６)で十分な知識が得られなかった場合には、上記ス

テップを繰り返しながら漸次改善を進めることになる。

  KDDプロセスと照らし合わせたデータ解析フローを、図３

に示す。試行錯誤を重ねた結果、マススペクトルのデータ解

析に適応したアルゴリズムとして、ピーク情報を抽出する

Cross Detectorと、データ変換を行うPeak Separability 

Analysis(PSA)を開発した。

3.2 Cross Detector
　マススペクトルのデータ解析で、まず重点となるのがバイ

オマーカーの候補である波形上のピークを極力正しく抽出す

ることである。一般的なピーク抽出では、たとえばSN比が一

定値以上である等の条件に基づいて単一波形から抽出する方

法が用いられる。しかしマーカー探索では、複数の試料にわたっ

て特徴的なピークを抽出する必要があり、総体として捉えな

ければならない。そこで、図４に示すように、単一波形からピー

ク抽出とその信頼度を算出し、その情報を用いてピークのグルー

プ化を行う2ステップからなるCross Detector法を開発した。

　まず、各スペクトルそれぞれに対してピーク抽出を行なう

ステップでは、Fungらによって報告されているピーク検出手

法[４]を、パラメータを変化させて複数回実行する。実行後、

うち何回ピークとして検出されたかによって、各ピークに「ピー

クらしさ」を表す信頼度スコアを付与する。

　次に、複数のスペクトルに対してピークのグループ化処理

を行う(図５)。 軸を微小区間に分割し、それぞれの区間に

対しピーク密度RCPを式(1)によって算出する。

　ここで、I は微小区間、E(I)は I を包含し I の数倍広い区間、

Pi は区間 iに存在するすべてのスペクトルのピーク集合、Rp

はピークp の信頼度スコア、f ( r )は信頼度スコア r の変換関

数であり、必要に応じて適用する。その上で、RCPがある閾

値を超える隣接する微小区間を、複数のスペクトルでピーク

が存在する可能性が高いとみなし、ピーク領域とする。ピーク

領域を決定後、ピーク領域内でもっとも高い点を新しいピーク

として再定義し、各スペクトルが各々のピーク領域でただ１つの

ピークを持つようにする。１つのピーク領域内のピークグループ

を、ピーククラスターと呼ぶ。

3.3 Peak Separability Analysis
　前処理済みデータとしてピーク情報を算出後、次はデータ

マイニング実施に向けてデータを変換する必要がある。従来

の方法では、レスポンダーとノンレスポンダー間で統計的に

Intensityが異なるピークを選択するが、プロテインチップシ

ステムでは変動係数(CV: coefficient of variation)が２０%程

度あることから、より安定したマーカーを探索するには極力変

動を吸収したほうが望ましい。そこで、PSAでは治療反応性

による差異によらず、ピークトップの分割可能性に着目してピー

ク選抜を行う。

　PSAは、ピーククラスター中のピークトップが、垂直方向

に２つのグループに分割できるかどうかを判定する。図６に示

すような典型的な場合では、一方は比較的高い Intensityをも

つ明らかなピークからなる「ピークあり」グループで、他方は

小さなピークか、あるいはピークとは見なしにくいポイントか

らなる「ピークなし」グループになる。

　PSAは、以下の式により、Cross Detector によって得ら

れた各ピーククラスターについて、分割可能性を定量化する。

　ここで、Cはピーククラスター、nはC内のピーク数、

Pc;j,kはC中の jからk番目に高いピーク,VB(A,B)とVW(A,B)は

それぞれクラスAとBのクラス間分散、クラス内分散である。

PC ;1,iと PC ; i+1,nは、クラスターをあるIntensity境界で分割し

て得られる2つのピークグループである。式（２）で最大の分散比を

与える最もよいピーク分割が、最も互いに分離したグループを

生成する。最大分散比 SEPは、ピーククラスターの分割可能

性、すなわちクラスターのピークが２つのグループに分けられ

る程度を表す。そこで、分割可能性尺度が特定の閾値を越える

ピーククラスターを、適度に分離できるものとして選抜する。

また、もとの Intensity値は、最もよいピーク分割が得られた

Intensity閾値によって、「あり」「なし」という２値情報に

変換する。このように Intensity情報から粒度を落として２値

情報に変換することによって、ノイズや測定状況などによる変

動吸収を可能にした。

3.4 予測モデル構築
　４１例のうち、３２例を予測モデル構築の学習データとし、９例

をテストデータとした。予測モデル構築は、PSAによって選抜

したピーククラスターを対象として、統計解析システムR２.０.１(4)

を用いてレスポンダー/ノンレスポンダーを識別するDecision 

Treeを作成した(図７)。作成されたTreeは、m/z ９,２００のピー

クのみをスプリッターとして用いるものであった。

　桂枝茯苓丸による治療前の血漿を、富山大学附属病院では

１９例、富山県立中央病院では２２例の合計４１例を患者の同意を

得て採取し、桂枝茯苓丸１２週間投与後の有効／無効を予測す

るマーカーを探索した。有効/無効判定はアメリカリウマチ学

会基準のACRコアセット[1]を指標として行い、治療前の０週

目と比較して投与後１２週目で２０％以上の改善が認められた場

合を有効例、それに満たない例を無効例とした。

  血漿サンプルのプロテオームプロファイル取得には、SELDI

（surface-enhanced laser desorption/ionization）プロ

テインチップシステム[２]（バイオ・ラッド ラボラトリーズ社）

を使用した。当該システムは、金属製のプロテインチップと飛

行時間（time-of-flight）型の質量分析計を組み合わせたシス

テムで、生体試料中の微量タンパク質を網羅的に解析すること

ができるプロテオーム解析装置である。チップ表面に固定され

た化学官能基や分子を利用し、試料中に存在している特定の性

質を持つ分子をチップ上に捕捉、精製し、その後レーザー照射

を行うことで捕捉された分子の離脱、イオン化を行う。イオン

化された分子は電場によって加速され、小さい分子量のイオン

は速く、大きい分子量のイオンは遅く飛行することにより、測

定結果は図1に示すようなマススペクトルデータとして得られ

る。横軸は質量電荷比（m/z : mass-to-charge ratio）、縦

軸はイオン強度で、各ピークが特定のタンパク質・ペプチドに

相当する。本研究の目的は、桂枝茯苓丸の有効/無効で顕著な

差があるピークを探索し、レスポンダー／ノンレスポンダー(3)

を識別する奏効予測マーカーを見出すことである。

図1　プロテインチップシステム測定結果
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図７  学習データにおけるレスポンダー/ノンレスポンダーの識別

(A) Decision Tree(青：レスポンダー、灰色：ノンレスポンダー)       (B) m/z 9,200 あり（上段）と m/z 9,200なし（下段）の検体の典型的なスペクトル
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図８   9,200ありの患者におけるレスポンダー/ノンレスポンダーの識別

 (A) Decision Tree(青：レスポンダー、灰色：ノンレスポンダー)    (B)  m/z 15,970 あり（上段）と m/z 15,970なし（下段）の検体の典型的なスペクトル

Node 1
N＝20

Terminal node 1 Terminal node 2

8 12

4 1 4 11

なし あり
m/z 15,970

30

20

10

0

30

20

10

0

9000   9100   9200   9300   9400   9500

A B

←  15,970

75.0%
（3/4）

　作成したDecision Treeの識別結果を表１に示す。学習デー

タでの正解率は６８.８%、感度は７５.０%、特異度は６５.０%であっ

た。テストデータによる検証では、Decision Treeによる予

測精度は正解率が６６.７%、感度が６０.０%、特異度が７５.０%で

あった。

　本研究での感度と特異度(5)は、桂枝茯苓丸のレスポンダーと

ノンレスポンダーを臨床診断において、信頼性の高い予測マー

カーとして使用するには十分高いとは言いがたい。しかしな

がら、漢方薬はレスポンダーに対しては劇的な効果を示すと

考えられているが、多くのノンレスポンダーが存在するために、

臨床試験において効果を確認することが難しい状況にある。

そこで、m/z ９,２００ありを「レスポンダーの可能性あり」の基

準とすることは、臨床試験を好結果に導く上での事前スクリー

ニングとなりうる可能性がある。

　また、さらに別のバイオマーカー候補発見を試み、参考解

析として全患者のうち m/z ９,２００ありの患者２０例でのみPSA

解析を行いDecision Tree を再作成した。新たなDecision 

Treeは、m/z １５,９７０ピークを唯一のスプリッターとするもの

であった（図８）。m/z １５,９７０ピークを有する場合のレスポン

ダー率は７３.３%であり、同ピークなしの場合の２０.０%より高い

数値を示した。また、m/z ９,２００なしのみの患者においては、

Decision Treeは生成されなかった。すべての m/z ９,２００なし

の患者で、m/z １５,９７０のピークが認められた。これらの結果は

血漿検体中の m/z９,２００および m/z１５,９７０ピークが存在する

ことが、桂枝茯苓丸に対して有効性を示す可能性が高いことの

指標となることを示唆するものである。m/z ９,２００とm/z１５,９７０

の２つのバイオマーカー候補を、２次元電気泳動法、酵素消化

法、およびLC-MS/MS(liquid chromatography- tandem 

mass spectrometry)を用いて同定したところ、ハプトグロ

ビンα1鎖（Hpα1）とハプトグロビンα２鎖（Hpα２）であっ

た。Hpは、感染、組織障害、悪性腫瘍により発現誘導される

急性期タンパク質の一種であり、ヘモグロビン結合能を有する

糖タンパク質である。Hpの多型はα鎖の違いに起因し、大き

く分けて3つの表現型、Hp 1-1、Hp ２-1、Hp ２-２となる。

m/z９,２００と m/z１５,９７０の有無の組み合わせは、Hp表現型の

遺伝的違いを直接示しており、Hp 1-1とHp ２-２の表現型は

“ノンレスポンダー”を、Hp ２-1の表現型は“レスポンダー”

を示す。すなわち、Hp遺伝子型が桂枝茯苓丸のレスポンダー

とノンレスポンダーを識別することができることを示唆するも

のである。

　なお、異なる医療施設(富山大学附属病院および富山県立中

央病院）、測定日の異なるデータセット間でクロスバリデーション

を行った結果、従来法であるピーク Intensityからの有意差検

定によるピーク選抜法に比較して、PSAは高い精度を示した。

PSA済みデータによるDecision Treeは、ピーク Intensity

解析に比較して予測精度が高く、再現性のよい結果を示した[５]。

データ　　　　正解率　　　　感度　　　　　特異度

学習データ
（n=32）

テストデータ
（n=9）

68.8%
（22/32）

75.0%
（9/12）

65.0%
（13/20）

66.7%
（6/9）

60.0%
（3/5）

表1  Decision Treeの識別結果

（1）

（2）

（5）感度と特異度：感度は陽性のものを正しく陽性と判定する割合、特異度は陰性のものを正しく陰性と判定する割合

RCP（I）=Σf（Rp）Σf（Rp）
p∈PI p∈PE（I）

SEP（C）=max
i∈［1,n-1］ VW(PC;1, i ,PC;i＋1,n)

VB(PC;1, i ,PC;i＋1,n)
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概要
　関節リウマチ患者の血中タンパク質を測定し、漢方薬「桂枝茯苓丸（けいしぶくりょうがん）」の効果があるかどう

かを予測するバイオマーカーを探索した。マーカー探索には知識発見手法を用い、その前処理とデータ変換を行う

アルゴリズムとしてCross DetectorとPeak Separability Analysis（PSA）を開発した。探索したバイオマーカー

候補は、血液中にあるタンパク質「ハプトグロビン」で、その遺伝的な組み合わせによって桂枝茯苓丸の治療効果

が異なることが判明した。

特
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特
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24. おわりに

　本研究は、種々の治療方法に対する奏効患者予測マーカー

を見出すための有望なアプローチ法を提示するものである。

本稿のデータ解析手法は、奏効患者予測のみならず、診断、

治療、疾病予防などのバイオマーカー探索にも適用可能である。

　ライフサイエンス分野の技術的進展はすさまじく、従来型

と比べて桁外れの処理速度を持つ超高性能次世代型シーケンサー

が現実化し、質量分析技術の向上に伴いプロテオーム解析機

器の機能・性能は日進月歩である。近い将来、かつては手に

することができなかった膨大な情報が産出され、データ量が

指数関数的に増大し、情報の中から何らかの知識を見出す

KDDの重要性もさらに増していく。KDDではデータマイニン

グというキーワードのみが注目されている嫌いがあるが、誤っ

た、もしくは偏向したデータからでは正しい知識を発見でき

ないことは自明である。本研究のプロセスにおいて、ともす

れば単なるデータ加工と見られがちな前処理、データ変換こ

そが最も重要であると再認識した。これらは研究の目標と解

析に的確に合致させて処理する必要があり、成果の鍵を握る

といっても過言ではない。

謝辞

　この研究は、文部科学省知的クラスター創成事業「とやま

医薬バイオクラスター」研究費により助成された。

　バイオマーカーとは、さまざまな生理的な状態、疾患の病態

の変動や、種々の治療に対する反応などと相関する血液、尿、

組織などの生体試料から得られる何らかの客観的な指標である。

たとえば、血糖値やコレステロール値は、生活習慣病の指標と

なる代表的なバイオマーカーである。ゲノミクス、プロテオ

ミクス、メタボロミクスなどのいわゆるオミックス(-omics)

研究(1)の急速な発展に伴い、最近では現在の疾病罹患や病態診

断のみならず、将来における疾病罹患、今後の病態の変動・

予後、これから行う治療の反応性を予測することを目標とす

るバイオマーカー探索研究が活発に行われ、疾病予防や個別

化医療への応用が期待されている。オミックス研究は、何ら

かの生命現象を既知の知見や仮説から積み上げるのではなく、

大規模・網羅的にすべての遺伝子・タンパク質を解析して、

その結果を俯瞰することにより理論的には到達できなかった

ような知見を得ようとするものである。大量のデータから意

味のある結果を導き出すにはバイオインフォマティクス(2)技術

が必須となる。

　一方、漢方医学は数千年に及ぶ経験の積み重ねを集大成し

た体系的な治療学で、日本では１００以上の漢方製剤が医療用と

して認可されている。「冷え症」などの病気としての概念の

ないものや、「肩こり、のぼせ、イライラ」などのいわゆる不

定愁訴といった西洋医学での対処が難しい分野を中心に、漢方

薬の存在感が高まってきている。しかし、漢方薬のエビデンス 

(根拠) は西洋薬に比べまだまだ豊富とはいえず、科学的指標

が要求されている。

　今回、我々は富山大学、株式会社ツムラ、富山県立中央病院

との共同研究により、関節リウマチ患者における漢方薬「桂枝

茯苓丸 (けいしぶくりょうがん)」の奏効患者予測マーカーを

探索した。本稿では、マーカー探索の解析アルゴリズムを中心

に報告する。

2. 研究デザイン

（1）オミックス研究：生物の体の中にある分子全体を網羅的に調べる学問
（2）バイオインフォマティクス：応用数学、情報学、統計学、計算機科学などの技術応用よって生物学の問題を解こうとする学問であり、生物情報学とも言われる

（3）レスポンダー/ノンレスポンダー：薬物などの効果がある/ない患者

3. データ解析

（4）The R Project for Statistical Computing：http://www.r-project.org/

3.1 データ解析の概要
  本研究におけるバイオマーカー探索は、プロテインチップシ

ステムからのスペクトルデータを対象とする知識発見（KDD : 

Knowledge Discovery in Database）に他ならない。

KDDのプロセスは、図２に示すステップから構成される[３]。

(1) データ獲得：応用分野の性質を理解し、事前知識と必要な

　　データ、KDDの目標を同定する。

(２) データ選択：与えられたデータ集合からKDDに必要な目

　　標データセットを選択する。

(３) 前処理：目標データセットから、データをクリーンなもの

　　にするために、ノイズや異常値除去などの必要な前処理　

　　を行う。

(４) データ変換：前処理の終わったデータを、データマイニン

　　グのアルゴリズムが適用できるように変換する。

(５) データマイニング：興味のあるパターンを抽出し、分類ルー

　　ル、関連ルール、決定木、クラスターなどを得る。

(６) データ解釈と評価：抽出したパターンを解釈・評価して知

　　識を得る。

　KDDの対象とする問題領域に適応するように、各ステップ

で適切なデータ処理を行うことがKDDの重要なポイントであり、

ステップ(６)で十分な知識が得られなかった場合には、上記ス

テップを繰り返しながら漸次改善を進めることになる。

  KDDプロセスと照らし合わせたデータ解析フローを、図３

に示す。試行錯誤を重ねた結果、マススペクトルのデータ解

析に適応したアルゴリズムとして、ピーク情報を抽出する

Cross Detectorと、データ変換を行うPeak Separability 

Analysis(PSA)を開発した。

3.2 Cross Detector
　マススペクトルのデータ解析で、まず重点となるのがバイ

オマーカーの候補である波形上のピークを極力正しく抽出す

ることである。一般的なピーク抽出では、たとえばSN比が一

定値以上である等の条件に基づいて単一波形から抽出する方

法が用いられる。しかしマーカー探索では、複数の試料にわたっ

て特徴的なピークを抽出する必要があり、総体として捉えな

ければならない。そこで、図４に示すように、単一波形からピー

ク抽出とその信頼度を算出し、その情報を用いてピークのグルー

プ化を行う2ステップからなるCross Detector法を開発した。

　まず、各スペクトルそれぞれに対してピーク抽出を行なう

ステップでは、Fungらによって報告されているピーク検出手

法[４]を、パラメータを変化させて複数回実行する。実行後、

うち何回ピークとして検出されたかによって、各ピークに「ピー

クらしさ」を表す信頼度スコアを付与する。

　次に、複数のスペクトルに対してピークのグループ化処理

を行う(図５)。 軸を微小区間に分割し、それぞれの区間に

対しピーク密度RCPを式(1)によって算出する。

　ここで、I は微小区間、E(I)は I を包含し I の数倍広い区間、

Pi は区間 iに存在するすべてのスペクトルのピーク集合、Rp

はピークp の信頼度スコア、f ( r )は信頼度スコア r の変換関

数であり、必要に応じて適用する。その上で、RCPがある閾

値を超える隣接する微小区間を、複数のスペクトルでピーク

が存在する可能性が高いとみなし、ピーク領域とする。ピーク

領域を決定後、ピーク領域内でもっとも高い点を新しいピーク

として再定義し、各スペクトルが各々のピーク領域でただ１つの

ピークを持つようにする。１つのピーク領域内のピークグループ

を、ピーククラスターと呼ぶ。

3.3 Peak Separability Analysis
　前処理済みデータとしてピーク情報を算出後、次はデータ

マイニング実施に向けてデータを変換する必要がある。従来

の方法では、レスポンダーとノンレスポンダー間で統計的に

Intensityが異なるピークを選択するが、プロテインチップシ

ステムでは変動係数(CV: coefficient of variation)が２０%程

度あることから、より安定したマーカーを探索するには極力変

動を吸収したほうが望ましい。そこで、PSAでは治療反応性

による差異によらず、ピークトップの分割可能性に着目してピー

ク選抜を行う。

　PSAは、ピーククラスター中のピークトップが、垂直方向

に２つのグループに分割できるかどうかを判定する。図６に示

すような典型的な場合では、一方は比較的高い Intensityをも

つ明らかなピークからなる「ピークあり」グループで、他方は

小さなピークか、あるいはピークとは見なしにくいポイントか

らなる「ピークなし」グループになる。

　PSAは、以下の式により、Cross Detector によって得ら

れた各ピーククラスターについて、分割可能性を定量化する。

　ここで、Cはピーククラスター、nはC内のピーク数、

Pc;j,kはC中の jからk番目に高いピーク,VB(A,B)とVW(A,B)は

それぞれクラスAとBのクラス間分散、クラス内分散である。

PC ;1,iと PC ; i+1,nは、クラスターをあるIntensity境界で分割し

て得られる2つのピークグループである。式（２）で最大の分散比を

与える最もよいピーク分割が、最も互いに分離したグループを

生成する。最大分散比 SEPは、ピーククラスターの分割可能

性、すなわちクラスターのピークが２つのグループに分けられ

る程度を表す。そこで、分割可能性尺度が特定の閾値を越える

ピーククラスターを、適度に分離できるものとして選抜する。

また、もとの Intensity値は、最もよいピーク分割が得られた

Intensity閾値によって、「あり」「なし」という２値情報に

変換する。このように Intensity情報から粒度を落として２値

情報に変換することによって、ノイズや測定状況などによる変

動吸収を可能にした。

3.4 予測モデル構築
　４１例のうち、３２例を予測モデル構築の学習データとし、９例

をテストデータとした。予測モデル構築は、PSAによって選抜

したピーククラスターを対象として、統計解析システムR２.０.１(4)

を用いてレスポンダー/ノンレスポンダーを識別するDecision 

Treeを作成した(図７)。作成されたTreeは、m/z ９,２００のピー

クのみをスプリッターとして用いるものであった。

　桂枝茯苓丸による治療前の血漿を、富山大学附属病院では

１９例、富山県立中央病院では２２例の合計４１例を患者の同意を

得て採取し、桂枝茯苓丸１２週間投与後の有効／無効を予測す

るマーカーを探索した。有効/無効判定はアメリカリウマチ学

会基準のACRコアセット[1]を指標として行い、治療前の０週

目と比較して投与後１２週目で２０％以上の改善が認められた場

合を有効例、それに満たない例を無効例とした。

  血漿サンプルのプロテオームプロファイル取得には、SELDI

（surface-enhanced laser desorption/ionization）プロ

テインチップシステム[２]（バイオ・ラッド ラボラトリーズ社）

を使用した。当該システムは、金属製のプロテインチップと飛

行時間（time-of-flight）型の質量分析計を組み合わせたシス

テムで、生体試料中の微量タンパク質を網羅的に解析すること

ができるプロテオーム解析装置である。チップ表面に固定され

た化学官能基や分子を利用し、試料中に存在している特定の性

質を持つ分子をチップ上に捕捉、精製し、その後レーザー照射

を行うことで捕捉された分子の離脱、イオン化を行う。イオン

化された分子は電場によって加速され、小さい分子量のイオン

は速く、大きい分子量のイオンは遅く飛行することにより、測

定結果は図1に示すようなマススペクトルデータとして得られ

る。横軸は質量電荷比（m/z : mass-to-charge ratio）、縦

軸はイオン強度で、各ピークが特定のタンパク質・ペプチドに

相当する。本研究の目的は、桂枝茯苓丸の有効/無効で顕著な

差があるピークを探索し、レスポンダー／ノンレスポンダー(3)

を識別する奏効予測マーカーを見出すことである。

図1　プロテインチップシステム測定結果
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図６　ピーク「あり」と「なし」

色部分はピーク領域
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図７  学習データにおけるレスポンダー/ノンレスポンダーの識別

(A) Decision Tree(青：レスポンダー、灰色：ノンレスポンダー)       (B) m/z 9,200 あり（上段）と m/z 9,200なし（下段）の検体の典型的なスペクトル

Node 1
N＝32

Terminal node 1 Terminal node 2

20 12

13 3 7 9

なし あり
m/z 9200

30

20

10

0

30

20

10

0

9000   9100   9200   9300   9400   9500

A B

←  9200

図８   9,200ありの患者におけるレスポンダー/ノンレスポンダーの識別

 (A) Decision Tree(青：レスポンダー、灰色：ノンレスポンダー)    (B)  m/z 15,970 あり（上段）と m/z 15,970なし（下段）の検体の典型的なスペクトル
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（3/4）

　作成したDecision Treeの識別結果を表１に示す。学習デー

タでの正解率は６８.８%、感度は７５.０%、特異度は６５.０%であっ

た。テストデータによる検証では、Decision Treeによる予

測精度は正解率が６６.７%、感度が６０.０%、特異度が７５.０%で

あった。

　本研究での感度と特異度(5)は、桂枝茯苓丸のレスポンダーと

ノンレスポンダーを臨床診断において、信頼性の高い予測マー

カーとして使用するには十分高いとは言いがたい。しかしな

がら、漢方薬はレスポンダーに対しては劇的な効果を示すと

考えられているが、多くのノンレスポンダーが存在するために、

臨床試験において効果を確認することが難しい状況にある。

そこで、m/z ９,２００ありを「レスポンダーの可能性あり」の基

準とすることは、臨床試験を好結果に導く上での事前スクリー

ニングとなりうる可能性がある。

　また、さらに別のバイオマーカー候補発見を試み、参考解

析として全患者のうち m/z ９,２００ありの患者２０例でのみPSA

解析を行いDecision Tree を再作成した。新たなDecision 

Treeは、m/z １５,９７０ピークを唯一のスプリッターとするもの

であった（図８）。m/z １５,９７０ピークを有する場合のレスポン

ダー率は７３.３%であり、同ピークなしの場合の２０.０%より高い

数値を示した。また、m/z ９,２００なしのみの患者においては、

Decision Treeは生成されなかった。すべての m/z ９,２００なし

の患者で、m/z １５,９７０のピークが認められた。これらの結果は

血漿検体中の m/z９,２００および m/z１５,９７０ピークが存在する

ことが、桂枝茯苓丸に対して有効性を示す可能性が高いことの

指標となることを示唆するものである。m/z ９,２００とm/z１５,９７０

の２つのバイオマーカー候補を、２次元電気泳動法、酵素消化

法、およびLC-MS/MS(liquid chromatography- tandem 

mass spectrometry)を用いて同定したところ、ハプトグロ

ビンα1鎖（Hpα1）とハプトグロビンα２鎖（Hpα２）であっ

た。Hpは、感染、組織障害、悪性腫瘍により発現誘導される

急性期タンパク質の一種であり、ヘモグロビン結合能を有する

糖タンパク質である。Hpの多型はα鎖の違いに起因し、大き

く分けて3つの表現型、Hp 1-1、Hp ２-1、Hp ２-２となる。

m/z９,２００と m/z１５,９７０の有無の組み合わせは、Hp表現型の

遺伝的違いを直接示しており、Hp 1-1とHp ２-２の表現型は

“ノンレスポンダー”を、Hp ２-1の表現型は“レスポンダー”

を示す。すなわち、Hp遺伝子型が桂枝茯苓丸のレスポンダー

とノンレスポンダーを識別することができることを示唆するも

のである。

　なお、異なる医療施設(富山大学附属病院および富山県立中

央病院）、測定日の異なるデータセット間でクロスバリデーション

を行った結果、従来法であるピーク Intensityからの有意差検

定によるピーク選抜法に比較して、PSAは高い精度を示した。

PSA済みデータによるDecision Treeは、ピーク Intensity

解析に比較して予測精度が高く、再現性のよい結果を示した[５]。

データ　　　　正解率　　　　感度　　　　　特異度

学習データ
（n=32）

テストデータ
（n=9）

68.8%
（22/32）

75.0%
（9/12）

65.0%
（13/20）

66.7%
（6/9）

60.0%
（3/5）

表1  Decision Treeの識別結果

（1）

（2）

（5）感度と特異度：感度は陽性のものを正しく陽性と判定する割合、特異度は陰性のものを正しく陰性と判定する割合

RCP（I）=Σf（Rp）Σf（Rp）
p∈PI p∈PE（I）

SEP（C）=max
i∈［1,n-1］ VW(PC;1, i ,PC;i＋1,n)

VB(PC;1, i ,PC;i＋1,n)
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概要
　関節リウマチ患者の血中タンパク質を測定し、漢方薬「桂枝茯苓丸（けいしぶくりょうがん）」の効果があるかどう

かを予測するバイオマーカーを探索した。マーカー探索には知識発見手法を用い、その前処理とデータ変換を行う

アルゴリズムとしてCross DetectorとPeak Separability Analysis（PSA）を開発した。探索したバイオマーカー

候補は、血液中にあるタンパク質「ハプトグロビン」で、その遺伝的な組み合わせによって桂枝茯苓丸の治療効果

が異なることが判明した。
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24. おわりに

　本研究は、種々の治療方法に対する奏効患者予測マーカー

を見出すための有望なアプローチ法を提示するものである。

本稿のデータ解析手法は、奏効患者予測のみならず、診断、

治療、疾病予防などのバイオマーカー探索にも適用可能である。

　ライフサイエンス分野の技術的進展はすさまじく、従来型

と比べて桁外れの処理速度を持つ超高性能次世代型シーケンサー

が現実化し、質量分析技術の向上に伴いプロテオーム解析機

器の機能・性能は日進月歩である。近い将来、かつては手に

することができなかった膨大な情報が産出され、データ量が

指数関数的に増大し、情報の中から何らかの知識を見出す

KDDの重要性もさらに増していく。KDDではデータマイニン

グというキーワードのみが注目されている嫌いがあるが、誤っ

た、もしくは偏向したデータからでは正しい知識を発見でき

ないことは自明である。本研究のプロセスにおいて、ともす

れば単なるデータ加工と見られがちな前処理、データ変換こ

そが最も重要であると再認識した。これらは研究の目標と解

析に的確に合致させて処理する必要があり、成果の鍵を握る

といっても過言ではない。

謝辞

　この研究は、文部科学省知的クラスター創成事業「とやま

医薬バイオクラスター」研究費により助成された。

　バイオマーカーとは、さまざまな生理的な状態、疾患の病態

の変動や、種々の治療に対する反応などと相関する血液、尿、

組織などの生体試料から得られる何らかの客観的な指標である。

たとえば、血糖値やコレステロール値は、生活習慣病の指標と

なる代表的なバイオマーカーである。ゲノミクス、プロテオ

ミクス、メタボロミクスなどのいわゆるオミックス(-omics)

研究(1)の急速な発展に伴い、最近では現在の疾病罹患や病態診

断のみならず、将来における疾病罹患、今後の病態の変動・

予後、これから行う治療の反応性を予測することを目標とす

るバイオマーカー探索研究が活発に行われ、疾病予防や個別

化医療への応用が期待されている。オミックス研究は、何ら

かの生命現象を既知の知見や仮説から積み上げるのではなく、

大規模・網羅的にすべての遺伝子・タンパク質を解析して、

その結果を俯瞰することにより理論的には到達できなかった

ような知見を得ようとするものである。大量のデータから意

味のある結果を導き出すにはバイオインフォマティクス(2)技術

が必須となる。

　一方、漢方医学は数千年に及ぶ経験の積み重ねを集大成し

た体系的な治療学で、日本では１００以上の漢方製剤が医療用と

して認可されている。「冷え症」などの病気としての概念の

ないものや、「肩こり、のぼせ、イライラ」などのいわゆる不

定愁訴といった西洋医学での対処が難しい分野を中心に、漢方

薬の存在感が高まってきている。しかし、漢方薬のエビデンス 

(根拠) は西洋薬に比べまだまだ豊富とはいえず、科学的指標

が要求されている。

　今回、我々は富山大学、株式会社ツムラ、富山県立中央病院

との共同研究により、関節リウマチ患者における漢方薬「桂枝

茯苓丸 (けいしぶくりょうがん)」の奏効患者予測マーカーを

探索した。本稿では、マーカー探索の解析アルゴリズムを中心

に報告する。

2. 研究デザイン

（1）オミックス研究：生物の体の中にある分子全体を網羅的に調べる学問
（2）バイオインフォマティクス：応用数学、情報学、統計学、計算機科学などの技術応用よって生物学の問題を解こうとする学問であり、生物情報学とも言われる

（3）レスポンダー/ノンレスポンダー：薬物などの効果がある/ない患者

3. データ解析

（4）The R Project for Statistical Computing：http://www.r-project.org/

3.1 データ解析の概要
  本研究におけるバイオマーカー探索は、プロテインチップシ

ステムからのスペクトルデータを対象とする知識発見（KDD : 

Knowledge Discovery in Database）に他ならない。

KDDのプロセスは、図２に示すステップから構成される[３]。

(1) データ獲得：応用分野の性質を理解し、事前知識と必要な

　　データ、KDDの目標を同定する。

(２) データ選択：与えられたデータ集合からKDDに必要な目

　　標データセットを選択する。

(３) 前処理：目標データセットから、データをクリーンなもの

　　にするために、ノイズや異常値除去などの必要な前処理　

　　を行う。

(４) データ変換：前処理の終わったデータを、データマイニン

　　グのアルゴリズムが適用できるように変換する。

(５) データマイニング：興味のあるパターンを抽出し、分類ルー

　　ル、関連ルール、決定木、クラスターなどを得る。

(６) データ解釈と評価：抽出したパターンを解釈・評価して知

　　識を得る。

　KDDの対象とする問題領域に適応するように、各ステップ

で適切なデータ処理を行うことがKDDの重要なポイントであり、

ステップ(６)で十分な知識が得られなかった場合には、上記ス

テップを繰り返しながら漸次改善を進めることになる。

  KDDプロセスと照らし合わせたデータ解析フローを、図３

に示す。試行錯誤を重ねた結果、マススペクトルのデータ解

析に適応したアルゴリズムとして、ピーク情報を抽出する

Cross Detectorと、データ変換を行うPeak Separability 

Analysis(PSA)を開発した。

3.2 Cross Detector
　マススペクトルのデータ解析で、まず重点となるのがバイ

オマーカーの候補である波形上のピークを極力正しく抽出す

ることである。一般的なピーク抽出では、たとえばSN比が一

定値以上である等の条件に基づいて単一波形から抽出する方

法が用いられる。しかしマーカー探索では、複数の試料にわたっ

て特徴的なピークを抽出する必要があり、総体として捉えな

ければならない。そこで、図４に示すように、単一波形からピー

ク抽出とその信頼度を算出し、その情報を用いてピークのグルー

プ化を行う2ステップからなるCross Detector法を開発した。

　まず、各スペクトルそれぞれに対してピーク抽出を行なう

ステップでは、Fungらによって報告されているピーク検出手

法[４]を、パラメータを変化させて複数回実行する。実行後、

うち何回ピークとして検出されたかによって、各ピークに「ピー

クらしさ」を表す信頼度スコアを付与する。

　次に、複数のスペクトルに対してピークのグループ化処理

を行う(図５)。 軸を微小区間に分割し、それぞれの区間に

対しピーク密度RCPを式(1)によって算出する。

　ここで、I は微小区間、E(I)は I を包含し I の数倍広い区間、

Pi は区間 iに存在するすべてのスペクトルのピーク集合、Rp

はピークp の信頼度スコア、f ( r )は信頼度スコア r の変換関

数であり、必要に応じて適用する。その上で、RCPがある閾

値を超える隣接する微小区間を、複数のスペクトルでピーク

が存在する可能性が高いとみなし、ピーク領域とする。ピーク

領域を決定後、ピーク領域内でもっとも高い点を新しいピーク

として再定義し、各スペクトルが各々のピーク領域でただ１つの

ピークを持つようにする。１つのピーク領域内のピークグループ

を、ピーククラスターと呼ぶ。

3.3 Peak Separability Analysis
　前処理済みデータとしてピーク情報を算出後、次はデータ

マイニング実施に向けてデータを変換する必要がある。従来

の方法では、レスポンダーとノンレスポンダー間で統計的に

Intensityが異なるピークを選択するが、プロテインチップシ

ステムでは変動係数(CV: coefficient of variation)が２０%程

度あることから、より安定したマーカーを探索するには極力変

動を吸収したほうが望ましい。そこで、PSAでは治療反応性

による差異によらず、ピークトップの分割可能性に着目してピー

ク選抜を行う。

　PSAは、ピーククラスター中のピークトップが、垂直方向

に２つのグループに分割できるかどうかを判定する。図６に示

すような典型的な場合では、一方は比較的高い Intensityをも

つ明らかなピークからなる「ピークあり」グループで、他方は

小さなピークか、あるいはピークとは見なしにくいポイントか

らなる「ピークなし」グループになる。

　PSAは、以下の式により、Cross Detector によって得ら

れた各ピーククラスターについて、分割可能性を定量化する。

　ここで、Cはピーククラスター、nはC内のピーク数、

Pc;j,kはC中の jからk番目に高いピーク,VB(A,B)とVW(A,B)は

それぞれクラスAとBのクラス間分散、クラス内分散である。

PC ;1,iと PC ; i+1,nは、クラスターをあるIntensity境界で分割し

て得られる2つのピークグループである。式（２）で最大の分散比を

与える最もよいピーク分割が、最も互いに分離したグループを

生成する。最大分散比 SEPは、ピーククラスターの分割可能

性、すなわちクラスターのピークが２つのグループに分けられ

る程度を表す。そこで、分割可能性尺度が特定の閾値を越える

ピーククラスターを、適度に分離できるものとして選抜する。

また、もとの Intensity値は、最もよいピーク分割が得られた

Intensity閾値によって、「あり」「なし」という２値情報に

変換する。このように Intensity情報から粒度を落として２値

情報に変換することによって、ノイズや測定状況などによる変

動吸収を可能にした。

3.4 予測モデル構築
　４１例のうち、３２例を予測モデル構築の学習データとし、９例

をテストデータとした。予測モデル構築は、PSAによって選抜

したピーククラスターを対象として、統計解析システムR２.０.１(4)

を用いてレスポンダー/ノンレスポンダーを識別するDecision 

Treeを作成した(図７)。作成されたTreeは、m/z ９,２００のピー

クのみをスプリッターとして用いるものであった。

　桂枝茯苓丸による治療前の血漿を、富山大学附属病院では

１９例、富山県立中央病院では２２例の合計４１例を患者の同意を

得て採取し、桂枝茯苓丸１２週間投与後の有効／無効を予測す

るマーカーを探索した。有効/無効判定はアメリカリウマチ学

会基準のACRコアセット[1]を指標として行い、治療前の０週

目と比較して投与後１２週目で２０％以上の改善が認められた場

合を有効例、それに満たない例を無効例とした。

  血漿サンプルのプロテオームプロファイル取得には、SELDI

（surface-enhanced laser desorption/ionization）プロ

テインチップシステム[２]（バイオ・ラッド ラボラトリーズ社）

を使用した。当該システムは、金属製のプロテインチップと飛

行時間（time-of-flight）型の質量分析計を組み合わせたシス

テムで、生体試料中の微量タンパク質を網羅的に解析すること

ができるプロテオーム解析装置である。チップ表面に固定され

た化学官能基や分子を利用し、試料中に存在している特定の性

質を持つ分子をチップ上に捕捉、精製し、その後レーザー照射

を行うことで捕捉された分子の離脱、イオン化を行う。イオン

化された分子は電場によって加速され、小さい分子量のイオン

は速く、大きい分子量のイオンは遅く飛行することにより、測

定結果は図1に示すようなマススペクトルデータとして得られ

る。横軸は質量電荷比（m/z : mass-to-charge ratio）、縦

軸はイオン強度で、各ピークが特定のタンパク質・ペプチドに

相当する。本研究の目的は、桂枝茯苓丸の有効/無効で顕著な

差があるピークを探索し、レスポンダー／ノンレスポンダー(3)

を識別する奏効予測マーカーを見出すことである。

図1　プロテインチップシステム測定結果
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（3/4）

　作成したDecision Treeの識別結果を表１に示す。学習デー

タでの正解率は６８.８%、感度は７５.０%、特異度は６５.０%であっ

た。テストデータによる検証では、Decision Treeによる予

測精度は正解率が６６.７%、感度が６０.０%、特異度が７５.０%で

あった。

　本研究での感度と特異度(5)は、桂枝茯苓丸のレスポンダーと

ノンレスポンダーを臨床診断において、信頼性の高い予測マー

カーとして使用するには十分高いとは言いがたい。しかしな

がら、漢方薬はレスポンダーに対しては劇的な効果を示すと

考えられているが、多くのノンレスポンダーが存在するために、

臨床試験において効果を確認することが難しい状況にある。

そこで、m/z ９,２００ありを「レスポンダーの可能性あり」の基

準とすることは、臨床試験を好結果に導く上での事前スクリー

ニングとなりうる可能性がある。

　また、さらに別のバイオマーカー候補発見を試み、参考解

析として全患者のうち m/z ９,２００ありの患者２０例でのみPSA

解析を行いDecision Tree を再作成した。新たなDecision 

Treeは、m/z １５,９７０ピークを唯一のスプリッターとするもの

であった（図８）。m/z １５,９７０ピークを有する場合のレスポン

ダー率は７３.３%であり、同ピークなしの場合の２０.０%より高い

数値を示した。また、m/z ９,２００なしのみの患者においては、

Decision Treeは生成されなかった。すべての m/z ９,２００なし

の患者で、m/z １５,９７０のピークが認められた。これらの結果は

血漿検体中の m/z９,２００および m/z１５,９７０ピークが存在する

ことが、桂枝茯苓丸に対して有効性を示す可能性が高いことの

指標となることを示唆するものである。m/z ９,２００とm/z１５,９７０

の２つのバイオマーカー候補を、２次元電気泳動法、酵素消化

法、およびLC-MS/MS(liquid chromatography- tandem 

mass spectrometry)を用いて同定したところ、ハプトグロ

ビンα1鎖（Hpα1）とハプトグロビンα２鎖（Hpα２）であっ

た。Hpは、感染、組織障害、悪性腫瘍により発現誘導される

急性期タンパク質の一種であり、ヘモグロビン結合能を有する

糖タンパク質である。Hpの多型はα鎖の違いに起因し、大き

く分けて3つの表現型、Hp 1-1、Hp ２-1、Hp ２-２となる。

m/z９,２００と m/z１５,９７０の有無の組み合わせは、Hp表現型の

遺伝的違いを直接示しており、Hp 1-1とHp ２-２の表現型は

“ノンレスポンダー”を、Hp ２-1の表現型は“レスポンダー”

を示す。すなわち、Hp遺伝子型が桂枝茯苓丸のレスポンダー

とノンレスポンダーを識別することができることを示唆するも

のである。

　なお、異なる医療施設(富山大学附属病院および富山県立中

央病院）、測定日の異なるデータセット間でクロスバリデーション

を行った結果、従来法であるピーク Intensityからの有意差検

定によるピーク選抜法に比較して、PSAは高い精度を示した。

PSA済みデータによるDecision Treeは、ピーク Intensity

解析に比較して予測精度が高く、再現性のよい結果を示した[５]。

データ　　　　正解率　　　　感度　　　　　特異度

学習データ
（n=32）

テストデータ
（n=9）

68.8%
（22/32）

75.0%
（9/12）

65.0%
（13/20）

66.7%
（6/9）

60.0%
（3/5）

表1  Decision Treeの識別結果

（1）

（2）

（5）感度と特異度：感度は陽性のものを正しく陽性と判定する割合、特異度は陰性のものを正しく陰性と判定する割合

RCP（I）=Σf（Rp）Σf（Rp）
p∈PI p∈PE（I）

SEP（C）=max
i∈［1,n-1］ VW(PC;1, i ,PC;i＋1,n)

VB(PC;1, i ,PC;i＋1,n)
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概要
　関節リウマチ患者の血中タンパク質を測定し、漢方薬「桂枝茯苓丸（けいしぶくりょうがん）」の効果があるかどう

かを予測するバイオマーカーを探索した。マーカー探索には知識発見手法を用い、その前処理とデータ変換を行う

アルゴリズムとしてCross DetectorとPeak Separability Analysis（PSA）を開発した。探索したバイオマーカー

候補は、血液中にあるタンパク質「ハプトグロビン」で、その遺伝的な組み合わせによって桂枝茯苓丸の治療効果

が異なることが判明した。
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24. おわりに

　本研究は、種々の治療方法に対する奏効患者予測マーカー

を見出すための有望なアプローチ法を提示するものである。

本稿のデータ解析手法は、奏効患者予測のみならず、診断、

治療、疾病予防などのバイオマーカー探索にも適用可能である。

　ライフサイエンス分野の技術的進展はすさまじく、従来型

と比べて桁外れの処理速度を持つ超高性能次世代型シーケンサー

が現実化し、質量分析技術の向上に伴いプロテオーム解析機

器の機能・性能は日進月歩である。近い将来、かつては手に

することができなかった膨大な情報が産出され、データ量が

指数関数的に増大し、情報の中から何らかの知識を見出す

KDDの重要性もさらに増していく。KDDではデータマイニン

グというキーワードのみが注目されている嫌いがあるが、誤っ

た、もしくは偏向したデータからでは正しい知識を発見でき

ないことは自明である。本研究のプロセスにおいて、ともす

れば単なるデータ加工と見られがちな前処理、データ変換こ

そが最も重要であると再認識した。これらは研究の目標と解

析に的確に合致させて処理する必要があり、成果の鍵を握る

といっても過言ではない。

謝辞

　この研究は、文部科学省知的クラスター創成事業「とやま

医薬バイオクラスター」研究費により助成された。

　バイオマーカーとは、さまざまな生理的な状態、疾患の病態

の変動や、種々の治療に対する反応などと相関する血液、尿、

組織などの生体試料から得られる何らかの客観的な指標である。

たとえば、血糖値やコレステロール値は、生活習慣病の指標と

なる代表的なバイオマーカーである。ゲノミクス、プロテオ

ミクス、メタボロミクスなどのいわゆるオミックス(-omics)

研究(1)の急速な発展に伴い、最近では現在の疾病罹患や病態診

断のみならず、将来における疾病罹患、今後の病態の変動・

予後、これから行う治療の反応性を予測することを目標とす

るバイオマーカー探索研究が活発に行われ、疾病予防や個別

化医療への応用が期待されている。オミックス研究は、何ら

かの生命現象を既知の知見や仮説から積み上げるのではなく、

大規模・網羅的にすべての遺伝子・タンパク質を解析して、

その結果を俯瞰することにより理論的には到達できなかった

ような知見を得ようとするものである。大量のデータから意

味のある結果を導き出すにはバイオインフォマティクス(2)技術

が必須となる。

　一方、漢方医学は数千年に及ぶ経験の積み重ねを集大成し

た体系的な治療学で、日本では１００以上の漢方製剤が医療用と

して認可されている。「冷え症」などの病気としての概念の

ないものや、「肩こり、のぼせ、イライラ」などのいわゆる不

定愁訴といった西洋医学での対処が難しい分野を中心に、漢方

薬の存在感が高まってきている。しかし、漢方薬のエビデンス 

(根拠) は西洋薬に比べまだまだ豊富とはいえず、科学的指標

が要求されている。

　今回、我々は富山大学、株式会社ツムラ、富山県立中央病院

との共同研究により、関節リウマチ患者における漢方薬「桂枝

茯苓丸 (けいしぶくりょうがん)」の奏効患者予測マーカーを

探索した。本稿では、マーカー探索の解析アルゴリズムを中心

に報告する。

2. 研究デザイン

（1）オミックス研究：生物の体の中にある分子全体を網羅的に調べる学問
（2）バイオインフォマティクス：応用数学、情報学、統計学、計算機科学などの技術応用よって生物学の問題を解こうとする学問であり、生物情報学とも言われる

（3）レスポンダー/ノンレスポンダー：薬物などの効果がある/ない患者

3. データ解析

（4）The R Project for Statistical Computing：http://www.r-project.org/

3.1 データ解析の概要
  本研究におけるバイオマーカー探索は、プロテインチップシ

ステムからのスペクトルデータを対象とする知識発見（KDD : 

Knowledge Discovery in Database）に他ならない。

KDDのプロセスは、図２に示すステップから構成される[３]。

(1) データ獲得：応用分野の性質を理解し、事前知識と必要な

　　データ、KDDの目標を同定する。

(２) データ選択：与えられたデータ集合からKDDに必要な目

　　標データセットを選択する。

(３) 前処理：目標データセットから、データをクリーンなもの

　　にするために、ノイズや異常値除去などの必要な前処理　

　　を行う。

(４) データ変換：前処理の終わったデータを、データマイニン

　　グのアルゴリズムが適用できるように変換する。

(５) データマイニング：興味のあるパターンを抽出し、分類ルー

　　ル、関連ルール、決定木、クラスターなどを得る。

(６) データ解釈と評価：抽出したパターンを解釈・評価して知

　　識を得る。

　KDDの対象とする問題領域に適応するように、各ステップ

で適切なデータ処理を行うことがKDDの重要なポイントであり、

ステップ(６)で十分な知識が得られなかった場合には、上記ス

テップを繰り返しながら漸次改善を進めることになる。

  KDDプロセスと照らし合わせたデータ解析フローを、図３

に示す。試行錯誤を重ねた結果、マススペクトルのデータ解

析に適応したアルゴリズムとして、ピーク情報を抽出する

Cross Detectorと、データ変換を行うPeak Separability 

Analysis(PSA)を開発した。

3.2 Cross Detector
　マススペクトルのデータ解析で、まず重点となるのがバイ

オマーカーの候補である波形上のピークを極力正しく抽出す

ることである。一般的なピーク抽出では、たとえばSN比が一

定値以上である等の条件に基づいて単一波形から抽出する方

法が用いられる。しかしマーカー探索では、複数の試料にわたっ

て特徴的なピークを抽出する必要があり、総体として捉えな

ければならない。そこで、図４に示すように、単一波形からピー

ク抽出とその信頼度を算出し、その情報を用いてピークのグルー

プ化を行う2ステップからなるCross Detector法を開発した。

　まず、各スペクトルそれぞれに対してピーク抽出を行なう

ステップでは、Fungらによって報告されているピーク検出手

法[４]を、パラメータを変化させて複数回実行する。実行後、

うち何回ピークとして検出されたかによって、各ピークに「ピー

クらしさ」を表す信頼度スコアを付与する。

　次に、複数のスペクトルに対してピークのグループ化処理

を行う(図５)。 軸を微小区間に分割し、それぞれの区間に

対しピーク密度RCPを式(1)によって算出する。

　ここで、I は微小区間、E(I)は I を包含し I の数倍広い区間、

Pi は区間 iに存在するすべてのスペクトルのピーク集合、Rp

はピークp の信頼度スコア、f ( r )は信頼度スコア r の変換関

数であり、必要に応じて適用する。その上で、RCPがある閾

値を超える隣接する微小区間を、複数のスペクトルでピーク

が存在する可能性が高いとみなし、ピーク領域とする。ピーク

領域を決定後、ピーク領域内でもっとも高い点を新しいピーク

として再定義し、各スペクトルが各々のピーク領域でただ１つの

ピークを持つようにする。１つのピーク領域内のピークグループ

を、ピーククラスターと呼ぶ。

3.3 Peak Separability Analysis
　前処理済みデータとしてピーク情報を算出後、次はデータ

マイニング実施に向けてデータを変換する必要がある。従来

の方法では、レスポンダーとノンレスポンダー間で統計的に

Intensityが異なるピークを選択するが、プロテインチップシ

ステムでは変動係数(CV: coefficient of variation)が２０%程

度あることから、より安定したマーカーを探索するには極力変

動を吸収したほうが望ましい。そこで、PSAでは治療反応性

による差異によらず、ピークトップの分割可能性に着目してピー

ク選抜を行う。

　PSAは、ピーククラスター中のピークトップが、垂直方向

に２つのグループに分割できるかどうかを判定する。図６に示

すような典型的な場合では、一方は比較的高い Intensityをも

つ明らかなピークからなる「ピークあり」グループで、他方は

小さなピークか、あるいはピークとは見なしにくいポイントか

らなる「ピークなし」グループになる。

　PSAは、以下の式により、Cross Detector によって得ら

れた各ピーククラスターについて、分割可能性を定量化する。

　ここで、Cはピーククラスター、nはC内のピーク数、

Pc;j,kはC中の jからk番目に高いピーク,VB(A,B)とVW(A,B)は

それぞれクラスAとBのクラス間分散、クラス内分散である。

PC ;1,iと PC ; i+1,nは、クラスターをあるIntensity境界で分割し

て得られる2つのピークグループである。式（２）で最大の分散比を

与える最もよいピーク分割が、最も互いに分離したグループを

生成する。最大分散比 SEPは、ピーククラスターの分割可能

性、すなわちクラスターのピークが２つのグループに分けられ

る程度を表す。そこで、分割可能性尺度が特定の閾値を越える

ピーククラスターを、適度に分離できるものとして選抜する。

また、もとの Intensity値は、最もよいピーク分割が得られた

Intensity閾値によって、「あり」「なし」という２値情報に

変換する。このように Intensity情報から粒度を落として２値

情報に変換することによって、ノイズや測定状況などによる変

動吸収を可能にした。

3.4 予測モデル構築
　４１例のうち、３２例を予測モデル構築の学習データとし、９例

をテストデータとした。予測モデル構築は、PSAによって選抜

したピーククラスターを対象として、統計解析システムR２.０.１(4)

を用いてレスポンダー/ノンレスポンダーを識別するDecision 

Treeを作成した(図７)。作成されたTreeは、m/z ９,２００のピー

クのみをスプリッターとして用いるものであった。

　桂枝茯苓丸による治療前の血漿を、富山大学附属病院では

１９例、富山県立中央病院では２２例の合計４１例を患者の同意を

得て採取し、桂枝茯苓丸１２週間投与後の有効／無効を予測す

るマーカーを探索した。有効/無効判定はアメリカリウマチ学

会基準のACRコアセット[1]を指標として行い、治療前の０週

目と比較して投与後１２週目で２０％以上の改善が認められた場

合を有効例、それに満たない例を無効例とした。

  血漿サンプルのプロテオームプロファイル取得には、SELDI

（surface-enhanced laser desorption/ionization）プロ

テインチップシステム[２]（バイオ・ラッド ラボラトリーズ社）

を使用した。当該システムは、金属製のプロテインチップと飛

行時間（time-of-flight）型の質量分析計を組み合わせたシス

テムで、生体試料中の微量タンパク質を網羅的に解析すること

ができるプロテオーム解析装置である。チップ表面に固定され

た化学官能基や分子を利用し、試料中に存在している特定の性

質を持つ分子をチップ上に捕捉、精製し、その後レーザー照射

を行うことで捕捉された分子の離脱、イオン化を行う。イオン

化された分子は電場によって加速され、小さい分子量のイオン

は速く、大きい分子量のイオンは遅く飛行することにより、測

定結果は図1に示すようなマススペクトルデータとして得られ

る。横軸は質量電荷比（m/z : mass-to-charge ratio）、縦

軸はイオン強度で、各ピークが特定のタンパク質・ペプチドに

相当する。本研究の目的は、桂枝茯苓丸の有効/無効で顕著な

差があるピークを探索し、レスポンダー／ノンレスポンダー(3)

を識別する奏効予測マーカーを見出すことである。

図1　プロテインチップシステム測定結果
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　作成したDecision Treeの識別結果を表１に示す。学習デー

タでの正解率は６８.８%、感度は７５.０%、特異度は６５.０%であっ

た。テストデータによる検証では、Decision Treeによる予

測精度は正解率が６６.７%、感度が６０.０%、特異度が７５.０%で

あった。

　本研究での感度と特異度(5)は、桂枝茯苓丸のレスポンダーと

ノンレスポンダーを臨床診断において、信頼性の高い予測マー

カーとして使用するには十分高いとは言いがたい。しかしな

がら、漢方薬はレスポンダーに対しては劇的な効果を示すと

考えられているが、多くのノンレスポンダーが存在するために、

臨床試験において効果を確認することが難しい状況にある。

そこで、m/z ９,２００ありを「レスポンダーの可能性あり」の基

準とすることは、臨床試験を好結果に導く上での事前スクリー

ニングとなりうる可能性がある。

　また、さらに別のバイオマーカー候補発見を試み、参考解

析として全患者のうち m/z ９,２００ありの患者２０例でのみPSA

解析を行いDecision Tree を再作成した。新たなDecision 

Treeは、m/z １５,９７０ピークを唯一のスプリッターとするもの

であった（図８）。m/z １５,９７０ピークを有する場合のレスポン

ダー率は７３.３%であり、同ピークなしの場合の２０.０%より高い

数値を示した。また、m/z ９,２００なしのみの患者においては、

Decision Treeは生成されなかった。すべての m/z ９,２００なし

の患者で、m/z １５,９７０のピークが認められた。これらの結果は

血漿検体中の m/z９,２００および m/z１５,９７０ピークが存在する

ことが、桂枝茯苓丸に対して有効性を示す可能性が高いことの

指標となることを示唆するものである。m/z ９,２００とm/z１５,９７０

の２つのバイオマーカー候補を、２次元電気泳動法、酵素消化

法、およびLC-MS/MS(liquid chromatography- tandem 

mass spectrometry)を用いて同定したところ、ハプトグロ

ビンα1鎖（Hpα1）とハプトグロビンα２鎖（Hpα２）であっ

た。Hpは、感染、組織障害、悪性腫瘍により発現誘導される

急性期タンパク質の一種であり、ヘモグロビン結合能を有する

糖タンパク質である。Hpの多型はα鎖の違いに起因し、大き

く分けて3つの表現型、Hp 1-1、Hp ２-1、Hp ２-２となる。

m/z９,２００と m/z１５,９７０の有無の組み合わせは、Hp表現型の

遺伝的違いを直接示しており、Hp 1-1とHp ２-２の表現型は

“ノンレスポンダー”を、Hp ２-1の表現型は“レスポンダー”

を示す。すなわち、Hp遺伝子型が桂枝茯苓丸のレスポンダー

とノンレスポンダーを識別することができることを示唆するも

のである。

　なお、異なる医療施設(富山大学附属病院および富山県立中

央病院）、測定日の異なるデータセット間でクロスバリデーション

を行った結果、従来法であるピーク Intensityからの有意差検

定によるピーク選抜法に比較して、PSAは高い精度を示した。

PSA済みデータによるDecision Treeは、ピーク Intensity

解析に比較して予測精度が高く、再現性のよい結果を示した[５]。

データ　　　　正解率　　　　感度　　　　　特異度

学習データ
（n=32）

テストデータ
（n=9）

68.8%
（22/32）

75.0%
（9/12）

65.0%
（13/20）

66.7%
（6/9）

60.0%
（3/5）

表1  Decision Treeの識別結果

（1）

（2）

（5）感度と特異度：感度は陽性のものを正しく陽性と判定する割合、特異度は陰性のものを正しく陰性と判定する割合

RCP（I）=Σf（Rp）Σf（Rp）
p∈PI p∈PE（I）

SEP（C）=max
i∈［1,n-1］ VW(PC;1, i ,PC;i＋1,n)

VB(PC;1, i ,PC;i＋1,n)



78 79

82 83

80 81

プロテオーム解析によるバイオマーカー探索
Biomarker Discovery by Proteome Analysis

柴垣　ゆかり
SHIBAGAKI Yukari

尾山　卓也
OYAMA Takuya

村元　浩
MURAMOTO Hiroshi

1. はじめに

4. 結果
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概要
　関節リウマチ患者の血中タンパク質を測定し、漢方薬「桂枝茯苓丸（けいしぶくりょうがん）」の効果があるかどう

かを予測するバイオマーカーを探索した。マーカー探索には知識発見手法を用い、その前処理とデータ変換を行う

アルゴリズムとしてCross DetectorとPeak Separability Analysis（PSA）を開発した。探索したバイオマーカー

候補は、血液中にあるタンパク質「ハプトグロビン」で、その遺伝的な組み合わせによって桂枝茯苓丸の治療効果

が異なることが判明した。
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24. おわりに

　本研究は、種々の治療方法に対する奏効患者予測マーカー

を見出すための有望なアプローチ法を提示するものである。

本稿のデータ解析手法は、奏効患者予測のみならず、診断、

治療、疾病予防などのバイオマーカー探索にも適用可能である。

　ライフサイエンス分野の技術的進展はすさまじく、従来型

と比べて桁外れの処理速度を持つ超高性能次世代型シーケンサー

が現実化し、質量分析技術の向上に伴いプロテオーム解析機

器の機能・性能は日進月歩である。近い将来、かつては手に

することができなかった膨大な情報が産出され、データ量が

指数関数的に増大し、情報の中から何らかの知識を見出す

KDDの重要性もさらに増していく。KDDではデータマイニン

グというキーワードのみが注目されている嫌いがあるが、誤っ

た、もしくは偏向したデータからでは正しい知識を発見でき

ないことは自明である。本研究のプロセスにおいて、ともす

れば単なるデータ加工と見られがちな前処理、データ変換こ

そが最も重要であると再認識した。これらは研究の目標と解

析に的確に合致させて処理する必要があり、成果の鍵を握る

といっても過言ではない。

謝辞

　この研究は、文部科学省知的クラスター創成事業「とやま

医薬バイオクラスター」研究費により助成された。

　バイオマーカーとは、さまざまな生理的な状態、疾患の病態

の変動や、種々の治療に対する反応などと相関する血液、尿、

組織などの生体試料から得られる何らかの客観的な指標である。

たとえば、血糖値やコレステロール値は、生活習慣病の指標と

なる代表的なバイオマーカーである。ゲノミクス、プロテオ

ミクス、メタボロミクスなどのいわゆるオミックス(-omics)

研究(1)の急速な発展に伴い、最近では現在の疾病罹患や病態診

断のみならず、将来における疾病罹患、今後の病態の変動・

予後、これから行う治療の反応性を予測することを目標とす

るバイオマーカー探索研究が活発に行われ、疾病予防や個別

化医療への応用が期待されている。オミックス研究は、何ら

かの生命現象を既知の知見や仮説から積み上げるのではなく、

大規模・網羅的にすべての遺伝子・タンパク質を解析して、

その結果を俯瞰することにより理論的には到達できなかった

ような知見を得ようとするものである。大量のデータから意

味のある結果を導き出すにはバイオインフォマティクス(2)技術

が必須となる。

　一方、漢方医学は数千年に及ぶ経験の積み重ねを集大成し

た体系的な治療学で、日本では１００以上の漢方製剤が医療用と

して認可されている。「冷え症」などの病気としての概念の

ないものや、「肩こり、のぼせ、イライラ」などのいわゆる不

定愁訴といった西洋医学での対処が難しい分野を中心に、漢方

薬の存在感が高まってきている。しかし、漢方薬のエビデンス 

(根拠) は西洋薬に比べまだまだ豊富とはいえず、科学的指標

が要求されている。

　今回、我々は富山大学、株式会社ツムラ、富山県立中央病院

との共同研究により、関節リウマチ患者における漢方薬「桂枝

茯苓丸 (けいしぶくりょうがん)」の奏効患者予測マーカーを

探索した。本稿では、マーカー探索の解析アルゴリズムを中心

に報告する。

2. 研究デザイン

（1）オミックス研究：生物の体の中にある分子全体を網羅的に調べる学問
（2）バイオインフォマティクス：応用数学、情報学、統計学、計算機科学などの技術応用よって生物学の問題を解こうとする学問であり、生物情報学とも言われる

（3）レスポンダー/ノンレスポンダー：薬物などの効果がある/ない患者

3. データ解析

（4）The R Project for Statistical Computing：http://www.r-project.org/

3.1 データ解析の概要
  本研究におけるバイオマーカー探索は、プロテインチップシ

ステムからのスペクトルデータを対象とする知識発見（KDD : 

Knowledge Discovery in Database）に他ならない。

KDDのプロセスは、図２に示すステップから構成される[３]。

(1) データ獲得：応用分野の性質を理解し、事前知識と必要な

　　データ、KDDの目標を同定する。

(２) データ選択：与えられたデータ集合からKDDに必要な目

　　標データセットを選択する。

(３) 前処理：目標データセットから、データをクリーンなもの

　　にするために、ノイズや異常値除去などの必要な前処理　

　　を行う。

(４) データ変換：前処理の終わったデータを、データマイニン

　　グのアルゴリズムが適用できるように変換する。

(５) データマイニング：興味のあるパターンを抽出し、分類ルー

　　ル、関連ルール、決定木、クラスターなどを得る。

(６) データ解釈と評価：抽出したパターンを解釈・評価して知

　　識を得る。

　KDDの対象とする問題領域に適応するように、各ステップ

で適切なデータ処理を行うことがKDDの重要なポイントであり、

ステップ(６)で十分な知識が得られなかった場合には、上記ス

テップを繰り返しながら漸次改善を進めることになる。

  KDDプロセスと照らし合わせたデータ解析フローを、図３

に示す。試行錯誤を重ねた結果、マススペクトルのデータ解

析に適応したアルゴリズムとして、ピーク情報を抽出する

Cross Detectorと、データ変換を行うPeak Separability 

Analysis(PSA)を開発した。

3.2 Cross Detector
　マススペクトルのデータ解析で、まず重点となるのがバイ

オマーカーの候補である波形上のピークを極力正しく抽出す

ることである。一般的なピーク抽出では、たとえばSN比が一

定値以上である等の条件に基づいて単一波形から抽出する方

法が用いられる。しかしマーカー探索では、複数の試料にわたっ

て特徴的なピークを抽出する必要があり、総体として捉えな

ければならない。そこで、図４に示すように、単一波形からピー

ク抽出とその信頼度を算出し、その情報を用いてピークのグルー

プ化を行う2ステップからなるCross Detector法を開発した。

　まず、各スペクトルそれぞれに対してピーク抽出を行なう

ステップでは、Fungらによって報告されているピーク検出手

法[４]を、パラメータを変化させて複数回実行する。実行後、

うち何回ピークとして検出されたかによって、各ピークに「ピー

クらしさ」を表す信頼度スコアを付与する。

　次に、複数のスペクトルに対してピークのグループ化処理

を行う(図５)。 軸を微小区間に分割し、それぞれの区間に

対しピーク密度RCPを式(1)によって算出する。

　ここで、I は微小区間、E(I)は I を包含し I の数倍広い区間、

Pi は区間 iに存在するすべてのスペクトルのピーク集合、Rp

はピークp の信頼度スコア、f ( r )は信頼度スコア r の変換関

数であり、必要に応じて適用する。その上で、RCPがある閾

値を超える隣接する微小区間を、複数のスペクトルでピーク

が存在する可能性が高いとみなし、ピーク領域とする。ピーク

領域を決定後、ピーク領域内でもっとも高い点を新しいピーク

として再定義し、各スペクトルが各々のピーク領域でただ１つの

ピークを持つようにする。１つのピーク領域内のピークグループ

を、ピーククラスターと呼ぶ。

3.3 Peak Separability Analysis
　前処理済みデータとしてピーク情報を算出後、次はデータ

マイニング実施に向けてデータを変換する必要がある。従来

の方法では、レスポンダーとノンレスポンダー間で統計的に

Intensityが異なるピークを選択するが、プロテインチップシ

ステムでは変動係数(CV: coefficient of variation)が２０%程

度あることから、より安定したマーカーを探索するには極力変

動を吸収したほうが望ましい。そこで、PSAでは治療反応性

による差異によらず、ピークトップの分割可能性に着目してピー

ク選抜を行う。

　PSAは、ピーククラスター中のピークトップが、垂直方向

に２つのグループに分割できるかどうかを判定する。図６に示

すような典型的な場合では、一方は比較的高い Intensityをも

つ明らかなピークからなる「ピークあり」グループで、他方は

小さなピークか、あるいはピークとは見なしにくいポイントか

らなる「ピークなし」グループになる。

　PSAは、以下の式により、Cross Detector によって得ら

れた各ピーククラスターについて、分割可能性を定量化する。

　ここで、Cはピーククラスター、nはC内のピーク数、

Pc;j,kはC中の jからk番目に高いピーク,VB(A,B)とVW(A,B)は

それぞれクラスAとBのクラス間分散、クラス内分散である。

PC ;1,iと PC ; i+1,nは、クラスターをあるIntensity境界で分割し

て得られる2つのピークグループである。式（２）で最大の分散比を

与える最もよいピーク分割が、最も互いに分離したグループを

生成する。最大分散比 SEPは、ピーククラスターの分割可能

性、すなわちクラスターのピークが２つのグループに分けられ

る程度を表す。そこで、分割可能性尺度が特定の閾値を越える

ピーククラスターを、適度に分離できるものとして選抜する。

また、もとの Intensity値は、最もよいピーク分割が得られた

Intensity閾値によって、「あり」「なし」という２値情報に

変換する。このように Intensity情報から粒度を落として２値

情報に変換することによって、ノイズや測定状況などによる変

動吸収を可能にした。

3.4 予測モデル構築
　４１例のうち、３２例を予測モデル構築の学習データとし、９例

をテストデータとした。予測モデル構築は、PSAによって選抜

したピーククラスターを対象として、統計解析システムR２.０.１(4)

を用いてレスポンダー/ノンレスポンダーを識別するDecision 

Treeを作成した(図７)。作成されたTreeは、m/z ９,２００のピー

クのみをスプリッターとして用いるものであった。

　桂枝茯苓丸による治療前の血漿を、富山大学附属病院では

１９例、富山県立中央病院では２２例の合計４１例を患者の同意を

得て採取し、桂枝茯苓丸１２週間投与後の有効／無効を予測す

るマーカーを探索した。有効/無効判定はアメリカリウマチ学

会基準のACRコアセット[1]を指標として行い、治療前の０週

目と比較して投与後１２週目で２０％以上の改善が認められた場

合を有効例、それに満たない例を無効例とした。

  血漿サンプルのプロテオームプロファイル取得には、SELDI

（surface-enhanced laser desorption/ionization）プロ

テインチップシステム[２]（バイオ・ラッド ラボラトリーズ社）

を使用した。当該システムは、金属製のプロテインチップと飛

行時間（time-of-flight）型の質量分析計を組み合わせたシス

テムで、生体試料中の微量タンパク質を網羅的に解析すること

ができるプロテオーム解析装置である。チップ表面に固定され

た化学官能基や分子を利用し、試料中に存在している特定の性

質を持つ分子をチップ上に捕捉、精製し、その後レーザー照射

を行うことで捕捉された分子の離脱、イオン化を行う。イオン

化された分子は電場によって加速され、小さい分子量のイオン

は速く、大きい分子量のイオンは遅く飛行することにより、測

定結果は図1に示すようなマススペクトルデータとして得られ

る。横軸は質量電荷比（m/z : mass-to-charge ratio）、縦

軸はイオン強度で、各ピークが特定のタンパク質・ペプチドに

相当する。本研究の目的は、桂枝茯苓丸の有効/無効で顕著な

差があるピークを探索し、レスポンダー／ノンレスポンダー(3)

を識別する奏効予測マーカーを見出すことである。

図1　プロテインチップシステム測定結果
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Node 1
N＝20

Terminal node 1 Terminal node 2

8 12

4 1 4 11

なし あり
m/z 15,970

30

20

10

0

30

20

10

0

9000   9100   9200   9300   9400   9500

A B

←  15,970

75.0%
（3/4）

　作成したDecision Treeの識別結果を表１に示す。学習デー

タでの正解率は６８.８%、感度は７５.０%、特異度は６５.０%であっ

た。テストデータによる検証では、Decision Treeによる予

測精度は正解率が６６.７%、感度が６０.０%、特異度が７５.０%で

あった。

　本研究での感度と特異度(5)は、桂枝茯苓丸のレスポンダーと

ノンレスポンダーを臨床診断において、信頼性の高い予測マー

カーとして使用するには十分高いとは言いがたい。しかしな

がら、漢方薬はレスポンダーに対しては劇的な効果を示すと

考えられているが、多くのノンレスポンダーが存在するために、

臨床試験において効果を確認することが難しい状況にある。

そこで、m/z ９,２００ありを「レスポンダーの可能性あり」の基

準とすることは、臨床試験を好結果に導く上での事前スクリー

ニングとなりうる可能性がある。

　また、さらに別のバイオマーカー候補発見を試み、参考解

析として全患者のうち m/z ９,２００ありの患者２０例でのみPSA

解析を行いDecision Tree を再作成した。新たなDecision 

Treeは、m/z １５,９７０ピークを唯一のスプリッターとするもの

であった（図８）。m/z １５,９７０ピークを有する場合のレスポン

ダー率は７３.３%であり、同ピークなしの場合の２０.０%より高い

数値を示した。また、m/z ９,２００なしのみの患者においては、

Decision Treeは生成されなかった。すべての m/z ９,２００なし

の患者で、m/z １５,９７０のピークが認められた。これらの結果は

血漿検体中の m/z９,２００および m/z１５,９７０ピークが存在する

ことが、桂枝茯苓丸に対して有効性を示す可能性が高いことの

指標となることを示唆するものである。m/z ９,２００とm/z１５,９７０

の２つのバイオマーカー候補を、２次元電気泳動法、酵素消化

法、およびLC-MS/MS(liquid chromatography- tandem 

mass spectrometry)を用いて同定したところ、ハプトグロ

ビンα1鎖（Hpα1）とハプトグロビンα２鎖（Hpα２）であっ

た。Hpは、感染、組織障害、悪性腫瘍により発現誘導される

急性期タンパク質の一種であり、ヘモグロビン結合能を有する

糖タンパク質である。Hpの多型はα鎖の違いに起因し、大き

く分けて3つの表現型、Hp 1-1、Hp ２-1、Hp ２-２となる。

m/z９,２００と m/z１５,９７０の有無の組み合わせは、Hp表現型の

遺伝的違いを直接示しており、Hp 1-1とHp ２-２の表現型は

“ノンレスポンダー”を、Hp ２-1の表現型は“レスポンダー”

を示す。すなわち、Hp遺伝子型が桂枝茯苓丸のレスポンダー

とノンレスポンダーを識別することができることを示唆するも

のである。

　なお、異なる医療施設(富山大学附属病院および富山県立中

央病院）、測定日の異なるデータセット間でクロスバリデーション

を行った結果、従来法であるピーク Intensityからの有意差検

定によるピーク選抜法に比較して、PSAは高い精度を示した。

PSA済みデータによるDecision Treeは、ピーク Intensity

解析に比較して予測精度が高く、再現性のよい結果を示した[５]。

データ　　　　正解率　　　　感度　　　　　特異度

学習データ
（n=32）

テストデータ
（n=9）

68.8%
（22/32）

75.0%
（9/12）

65.0%
（13/20）

66.7%
（6/9）

60.0%
（3/5）

表1  Decision Treeの識別結果

（1）

（2）

（5）感度と特異度：感度は陽性のものを正しく陽性と判定する割合、特異度は陰性のものを正しく陰性と判定する割合

RCP（I）=Σf（Rp）Σf（Rp）
p∈PI p∈PE（I）

SEP（C）=max
i∈［1,n-1］ VW(PC;1, i ,PC;i＋1,n)

VB(PC;1, i ,PC;i＋1,n)
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概要
　関節リウマチ患者の血中タンパク質を測定し、漢方薬「桂枝茯苓丸（けいしぶくりょうがん）」の効果があるかどう

かを予測するバイオマーカーを探索した。マーカー探索には知識発見手法を用い、その前処理とデータ変換を行う

アルゴリズムとしてCross DetectorとPeak Separability Analysis（PSA）を開発した。探索したバイオマーカー

候補は、血液中にあるタンパク質「ハプトグロビン」で、その遺伝的な組み合わせによって桂枝茯苓丸の治療効果

が異なることが判明した。
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24. おわりに

　本研究は、種々の治療方法に対する奏効患者予測マーカー

を見出すための有望なアプローチ法を提示するものである。

本稿のデータ解析手法は、奏効患者予測のみならず、診断、

治療、疾病予防などのバイオマーカー探索にも適用可能である。

　ライフサイエンス分野の技術的進展はすさまじく、従来型

と比べて桁外れの処理速度を持つ超高性能次世代型シーケンサー

が現実化し、質量分析技術の向上に伴いプロテオーム解析機

器の機能・性能は日進月歩である。近い将来、かつては手に

することができなかった膨大な情報が産出され、データ量が

指数関数的に増大し、情報の中から何らかの知識を見出す

KDDの重要性もさらに増していく。KDDではデータマイニン

グというキーワードのみが注目されている嫌いがあるが、誤っ

た、もしくは偏向したデータからでは正しい知識を発見でき

ないことは自明である。本研究のプロセスにおいて、ともす

れば単なるデータ加工と見られがちな前処理、データ変換こ

そが最も重要であると再認識した。これらは研究の目標と解

析に的確に合致させて処理する必要があり、成果の鍵を握る

といっても過言ではない。
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　この研究は、文部科学省知的クラスター創成事業「とやま

医薬バイオクラスター」研究費により助成された。

　バイオマーカーとは、さまざまな生理的な状態、疾患の病態

の変動や、種々の治療に対する反応などと相関する血液、尿、

組織などの生体試料から得られる何らかの客観的な指標である。

たとえば、血糖値やコレステロール値は、生活習慣病の指標と

なる代表的なバイオマーカーである。ゲノミクス、プロテオ

ミクス、メタボロミクスなどのいわゆるオミックス(-omics)

研究(1)の急速な発展に伴い、最近では現在の疾病罹患や病態診

断のみならず、将来における疾病罹患、今後の病態の変動・

予後、これから行う治療の反応性を予測することを目標とす

るバイオマーカー探索研究が活発に行われ、疾病予防や個別

化医療への応用が期待されている。オミックス研究は、何ら

かの生命現象を既知の知見や仮説から積み上げるのではなく、

大規模・網羅的にすべての遺伝子・タンパク質を解析して、

その結果を俯瞰することにより理論的には到達できなかった

ような知見を得ようとするものである。大量のデータから意

味のある結果を導き出すにはバイオインフォマティクス(2)技術

が必須となる。

　一方、漢方医学は数千年に及ぶ経験の積み重ねを集大成し

た体系的な治療学で、日本では１００以上の漢方製剤が医療用と

して認可されている。「冷え症」などの病気としての概念の

ないものや、「肩こり、のぼせ、イライラ」などのいわゆる不

定愁訴といった西洋医学での対処が難しい分野を中心に、漢方

薬の存在感が高まってきている。しかし、漢方薬のエビデンス 

(根拠) は西洋薬に比べまだまだ豊富とはいえず、科学的指標

が要求されている。

　今回、我々は富山大学、株式会社ツムラ、富山県立中央病院

との共同研究により、関節リウマチ患者における漢方薬「桂枝

茯苓丸 (けいしぶくりょうがん)」の奏効患者予測マーカーを

探索した。本稿では、マーカー探索の解析アルゴリズムを中心

に報告する。

2. 研究デザイン

（1）オミックス研究：生物の体の中にある分子全体を網羅的に調べる学問
（2）バイオインフォマティクス：応用数学、情報学、統計学、計算機科学などの技術応用よって生物学の問題を解こうとする学問であり、生物情報学とも言われる

（3）レスポンダー/ノンレスポンダー：薬物などの効果がある/ない患者

3. データ解析

（4）The R Project for Statistical Computing：http://www.r-project.org/

3.1 データ解析の概要
  本研究におけるバイオマーカー探索は、プロテインチップシ

ステムからのスペクトルデータを対象とする知識発見（KDD : 

Knowledge Discovery in Database）に他ならない。

KDDのプロセスは、図２に示すステップから構成される[３]。

(1) データ獲得：応用分野の性質を理解し、事前知識と必要な

　　データ、KDDの目標を同定する。

(２) データ選択：与えられたデータ集合からKDDに必要な目

　　標データセットを選択する。

(３) 前処理：目標データセットから、データをクリーンなもの

　　にするために、ノイズや異常値除去などの必要な前処理　

　　を行う。

(４) データ変換：前処理の終わったデータを、データマイニン

　　グのアルゴリズムが適用できるように変換する。

(５) データマイニング：興味のあるパターンを抽出し、分類ルー

　　ル、関連ルール、決定木、クラスターなどを得る。

(６) データ解釈と評価：抽出したパターンを解釈・評価して知

　　識を得る。

　KDDの対象とする問題領域に適応するように、各ステップ

で適切なデータ処理を行うことがKDDの重要なポイントであり、

ステップ(６)で十分な知識が得られなかった場合には、上記ス

テップを繰り返しながら漸次改善を進めることになる。

  KDDプロセスと照らし合わせたデータ解析フローを、図３

に示す。試行錯誤を重ねた結果、マススペクトルのデータ解

析に適応したアルゴリズムとして、ピーク情報を抽出する

Cross Detectorと、データ変換を行うPeak Separability 

Analysis(PSA)を開発した。

3.2 Cross Detector
　マススペクトルのデータ解析で、まず重点となるのがバイ

オマーカーの候補である波形上のピークを極力正しく抽出す

ることである。一般的なピーク抽出では、たとえばSN比が一

定値以上である等の条件に基づいて単一波形から抽出する方

法が用いられる。しかしマーカー探索では、複数の試料にわたっ

て特徴的なピークを抽出する必要があり、総体として捉えな

ければならない。そこで、図４に示すように、単一波形からピー

ク抽出とその信頼度を算出し、その情報を用いてピークのグルー

プ化を行う2ステップからなるCross Detector法を開発した。

　まず、各スペクトルそれぞれに対してピーク抽出を行なう

ステップでは、Fungらによって報告されているピーク検出手

法[４]を、パラメータを変化させて複数回実行する。実行後、

うち何回ピークとして検出されたかによって、各ピークに「ピー

クらしさ」を表す信頼度スコアを付与する。

　次に、複数のスペクトルに対してピークのグループ化処理

を行う(図５)。 軸を微小区間に分割し、それぞれの区間に

対しピーク密度RCPを式(1)によって算出する。

　ここで、I は微小区間、E(I)は I を包含し I の数倍広い区間、

Pi は区間 iに存在するすべてのスペクトルのピーク集合、Rp

はピークp の信頼度スコア、f ( r )は信頼度スコア r の変換関

数であり、必要に応じて適用する。その上で、RCPがある閾

値を超える隣接する微小区間を、複数のスペクトルでピーク

が存在する可能性が高いとみなし、ピーク領域とする。ピーク

領域を決定後、ピーク領域内でもっとも高い点を新しいピーク

として再定義し、各スペクトルが各々のピーク領域でただ１つの

ピークを持つようにする。１つのピーク領域内のピークグループ

を、ピーククラスターと呼ぶ。

3.3 Peak Separability Analysis
　前処理済みデータとしてピーク情報を算出後、次はデータ

マイニング実施に向けてデータを変換する必要がある。従来

の方法では、レスポンダーとノンレスポンダー間で統計的に

Intensityが異なるピークを選択するが、プロテインチップシ

ステムでは変動係数(CV: coefficient of variation)が２０%程

度あることから、より安定したマーカーを探索するには極力変

動を吸収したほうが望ましい。そこで、PSAでは治療反応性

による差異によらず、ピークトップの分割可能性に着目してピー

ク選抜を行う。

　PSAは、ピーククラスター中のピークトップが、垂直方向

に２つのグループに分割できるかどうかを判定する。図６に示

すような典型的な場合では、一方は比較的高い Intensityをも

つ明らかなピークからなる「ピークあり」グループで、他方は

小さなピークか、あるいはピークとは見なしにくいポイントか

らなる「ピークなし」グループになる。

　PSAは、以下の式により、Cross Detector によって得ら

れた各ピーククラスターについて、分割可能性を定量化する。

　ここで、Cはピーククラスター、nはC内のピーク数、

Pc;j,kはC中の jからk番目に高いピーク,VB(A,B)とVW(A,B)は

それぞれクラスAとBのクラス間分散、クラス内分散である。

PC ;1,iと PC ; i+1,nは、クラスターをあるIntensity境界で分割し

て得られる2つのピークグループである。式（２）で最大の分散比を

与える最もよいピーク分割が、最も互いに分離したグループを

生成する。最大分散比 SEPは、ピーククラスターの分割可能

性、すなわちクラスターのピークが２つのグループに分けられ

る程度を表す。そこで、分割可能性尺度が特定の閾値を越える

ピーククラスターを、適度に分離できるものとして選抜する。

また、もとの Intensity値は、最もよいピーク分割が得られた

Intensity閾値によって、「あり」「なし」という２値情報に

変換する。このように Intensity情報から粒度を落として２値

情報に変換することによって、ノイズや測定状況などによる変

動吸収を可能にした。

3.4 予測モデル構築
　４１例のうち、３２例を予測モデル構築の学習データとし、９例

をテストデータとした。予測モデル構築は、PSAによって選抜

したピーククラスターを対象として、統計解析システムR２.０.１(4)

を用いてレスポンダー/ノンレスポンダーを識別するDecision 

Treeを作成した(図７)。作成されたTreeは、m/z ９,２００のピー

クのみをスプリッターとして用いるものであった。

　桂枝茯苓丸による治療前の血漿を、富山大学附属病院では

１９例、富山県立中央病院では２２例の合計４１例を患者の同意を

得て採取し、桂枝茯苓丸１２週間投与後の有効／無効を予測す

るマーカーを探索した。有効/無効判定はアメリカリウマチ学

会基準のACRコアセット[1]を指標として行い、治療前の０週

目と比較して投与後１２週目で２０％以上の改善が認められた場

合を有効例、それに満たない例を無効例とした。

  血漿サンプルのプロテオームプロファイル取得には、SELDI

（surface-enhanced laser desorption/ionization）プロ

テインチップシステム[２]（バイオ・ラッド ラボラトリーズ社）

を使用した。当該システムは、金属製のプロテインチップと飛

行時間（time-of-flight）型の質量分析計を組み合わせたシス

テムで、生体試料中の微量タンパク質を網羅的に解析すること

ができるプロテオーム解析装置である。チップ表面に固定され

た化学官能基や分子を利用し、試料中に存在している特定の性

質を持つ分子をチップ上に捕捉、精製し、その後レーザー照射

を行うことで捕捉された分子の離脱、イオン化を行う。イオン

化された分子は電場によって加速され、小さい分子量のイオン

は速く、大きい分子量のイオンは遅く飛行することにより、測

定結果は図1に示すようなマススペクトルデータとして得られ

る。横軸は質量電荷比（m/z : mass-to-charge ratio）、縦

軸はイオン強度で、各ピークが特定のタンパク質・ペプチドに

相当する。本研究の目的は、桂枝茯苓丸の有効/無効で顕著な

差があるピークを探索し、レスポンダー／ノンレスポンダー(3)

を識別する奏効予測マーカーを見出すことである。

図1　プロテインチップシステム測定結果
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図７  学習データにおけるレスポンダー/ノンレスポンダーの識別

(A) Decision Tree(青：レスポンダー、灰色：ノンレスポンダー)       (B) m/z 9,200 あり（上段）と m/z 9,200なし（下段）の検体の典型的なスペクトル
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図８   9,200ありの患者におけるレスポンダー/ノンレスポンダーの識別

 (A) Decision Tree(青：レスポンダー、灰色：ノンレスポンダー)    (B)  m/z 15,970 あり（上段）と m/z 15,970なし（下段）の検体の典型的なスペクトル
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75.0%
（3/4）

　作成したDecision Treeの識別結果を表１に示す。学習デー

タでの正解率は６８.８%、感度は７５.０%、特異度は６５.０%であっ

た。テストデータによる検証では、Decision Treeによる予

測精度は正解率が６６.７%、感度が６０.０%、特異度が７５.０%で

あった。

　本研究での感度と特異度(5)は、桂枝茯苓丸のレスポンダーと

ノンレスポンダーを臨床診断において、信頼性の高い予測マー

カーとして使用するには十分高いとは言いがたい。しかしな

がら、漢方薬はレスポンダーに対しては劇的な効果を示すと

考えられているが、多くのノンレスポンダーが存在するために、

臨床試験において効果を確認することが難しい状況にある。

そこで、m/z ９,２００ありを「レスポンダーの可能性あり」の基

準とすることは、臨床試験を好結果に導く上での事前スクリー

ニングとなりうる可能性がある。

　また、さらに別のバイオマーカー候補発見を試み、参考解

析として全患者のうち m/z ９,２００ありの患者２０例でのみPSA

解析を行いDecision Tree を再作成した。新たなDecision 

Treeは、m/z １５,９７０ピークを唯一のスプリッターとするもの

であった（図８）。m/z １５,９７０ピークを有する場合のレスポン

ダー率は７３.３%であり、同ピークなしの場合の２０.０%より高い

数値を示した。また、m/z ９,２００なしのみの患者においては、

Decision Treeは生成されなかった。すべての m/z ９,２００なし

の患者で、m/z １５,９７０のピークが認められた。これらの結果は

血漿検体中の m/z９,２００および m/z１５,９７０ピークが存在する

ことが、桂枝茯苓丸に対して有効性を示す可能性が高いことの

指標となることを示唆するものである。m/z ９,２００とm/z１５,９７０

の２つのバイオマーカー候補を、２次元電気泳動法、酵素消化

法、およびLC-MS/MS(liquid chromatography- tandem 

mass spectrometry)を用いて同定したところ、ハプトグロ

ビンα1鎖（Hpα1）とハプトグロビンα２鎖（Hpα２）であっ

た。Hpは、感染、組織障害、悪性腫瘍により発現誘導される

急性期タンパク質の一種であり、ヘモグロビン結合能を有する

糖タンパク質である。Hpの多型はα鎖の違いに起因し、大き

く分けて3つの表現型、Hp 1-1、Hp ２-1、Hp ２-２となる。

m/z９,２００と m/z１５,９７０の有無の組み合わせは、Hp表現型の

遺伝的違いを直接示しており、Hp 1-1とHp ２-２の表現型は

“ノンレスポンダー”を、Hp ２-1の表現型は“レスポンダー”

を示す。すなわち、Hp遺伝子型が桂枝茯苓丸のレスポンダー

とノンレスポンダーを識別することができることを示唆するも

のである。

　なお、異なる医療施設(富山大学附属病院および富山県立中

央病院）、測定日の異なるデータセット間でクロスバリデーション

を行った結果、従来法であるピーク Intensityからの有意差検

定によるピーク選抜法に比較して、PSAは高い精度を示した。

PSA済みデータによるDecision Treeは、ピーク Intensity

解析に比較して予測精度が高く、再現性のよい結果を示した[５]。

データ　　　　正解率　　　　感度　　　　　特異度

学習データ
（n=32）

テストデータ
（n=9）

68.8%
（22/32）

75.0%
（9/12）

65.0%
（13/20）

66.7%
（6/9）

60.0%
（3/5）

表1  Decision Treeの識別結果

（1）

（2）

（5）感度と特異度：感度は陽性のものを正しく陽性と判定する割合、特異度は陰性のものを正しく陰性と判定する割合

RCP（I）=Σf（Rp）Σf（Rp）
p∈PI p∈PE（I）

SEP（C）=max
i∈［1,n-1］ VW(PC;1, i ,PC;i＋1,n)

VB(PC;1, i ,PC;i＋1,n)




