
赤ちゃんのDNA検査
“おなかの”

｢お母さんと赤ちゃんに安全で確実な検査を｣

一般財団法人医療情報推進機構

ー FDD-MB：母体血中の有核赤血球による胎児DNA診断ー



一般財団法人 医療情報推進機構
　代表理事　

母体と胎児に安全な出生前診断を目指して
血液中の有核赤血球の回収・ＤＮＡ分析システムの
開発に成功した FDD・MB 研究

　妊婦の血液中には、極微量の胎児の細胞が、妊娠初期から移行しています。母親の血液に紛れ込んでくる胎児の細
胞は、本来赤血球に分化するべき血液細胞であるが、核を持つため ( 従ってＤＮＡを持ち )ＮＲＢＣ(Nucleated Red 
Blood Cell 有核赤血球 ) と呼はれている。このＮＲＢＣが、何故、母体血中区存在するか、その理由については不明
であり、医科学的にも非常に興味深い。金沢医科大学の高林教授グループは、母体血中の出現する胎児のＮＲＢＣを、
無数の赤血球や臼血球から分離し、そのＤＮＡを調ベ、出生前の早い時期にＤＮＡ診断する技術を開発に成功しまし
た。金沢医科大学の中に作られた「ＦＤＤ-ＭＢ Ｃｅｎｔｅｒ」の名前は、Ｆｅｔａｌ( 胎児の )ＤＮＡ Ｄｉａｇｎｏ
ｓｉｓ（DNA 診断）－ＭＢ（from Maternal Blood：母体血）から来ていて、ＤＮＡ診断により出生前診断を行おうとする、
日本で最初の研究開発センターであり、高林教授はセンター長です。

　近年、女性の出産年齢が高くなり、高齢出産に関連して染色体の数的異常を持つ新生児が生まれる確率が高くなっ
ていることが知られています。従来から出生前診断は、羊水が増える妊娠１５～１８週位に妊婦の腹部に細い針を刺
し、羊水を吸い上げ、羊水中に浮かんでいる胎児の細胞について染色体診断を行ってきたが、この方法では、母子と
もに一定のリスクがありました。高林プロジェクトでは、妊娠８週位の初期に、母親の血液約１０ ml の中に混在す
る胎児のＮＲＢＣを回収し、診断するという方法であり、羊水穿刺に比べて安全、なおかつ妊婦の早い時期に診断結
果がわかるため、心理的負担、対応等が軽くすむという利点があります。しかしながら、母体血１ml 中に１コ程度と、
極僅かにしか存在しない標的細胞ＮＲＢＣを、共存する多くの母親由来の白血球 ( 数 100 万個 ml)、赤血球 ( 数 10 億
個 ml) や血小板 ( 数億個 ml) から、検出し回収するのは、「砂莫でダイヤモンドを探す」ほどに難しい技です。

　高林プロジェクトでは、以前から、国立成育医療研究センター、昭和大学や一般財団法人医療情報推進機構等と連
携し、研究協力など国内外の研究機関・企業との協力により、マイクロマニピュレータ搭載のＮＴＢＣ自動探索 · 回
收装置(写真)の自動化にも成功。この装置の精度を上げるべく、研究は現在もオールジャパン体制で進められてます。
回収した胎児の有核赤血球細胞からは、ＤＮＡを抽出することにより、染色体の数的異常だけではなく、いろんな角
度からのＤＮＡ分析により、遺伝病やその他の病気予測などが可能になります。

　このプロジェクトは、昨今の我が国の少子高齢化、隣国で実施されていた一人っ子政策や世界の高齢出産トレンド
などを反映し、「少数の子供を健康に、大事に生み育てる時代」にマッチした「時宜を得たプロジェクト」になって
います。高林プロジェクトは、この意味から国際的・社会的ニーズに合致し、グローバルにも展開できる事業である
と期待できるのです。すでに平成９年８月にデンマーク・コペンハーゲンで開催された第１５回国際産婦人科学会（Ｆ
ＩＧＯ９７、世界各国から 8,000 人の産婦人専門医が参加した大規模国際学術会議）に於いて、この高林教授の研究
発表が『最優秀賞』を受賞し話題となっています。さらに研究発展を続け近年では平成 22 年秋 ( 財 ) 石川県産業創
出支援機構主催の「革新的ベンチヤービジネスプランコンテストいしかわ」において FDD-MB Inc. は最優秀起業家賞
を受賞するなど、誠に時宜を得たというべきと言えます。ＦＤＤ-ＭＢは、一方で最先端技術を駆使した診断ですが、
人の技術と判断が重要であることから、認定技術者や研究者を金沢医科大学 FDD-MB Center で育てるユニークな「マ
イスター制度」も実施されています。



　FDD-MB とは母体の血液中１ｍｌに僅か１個程度 (１
億個に１つの割合)しか存在しない極微量の胎児細胞を、
確実に効果的に回収し、母子ともに安全な状態で胎児の
ＤＮＡ分析をする技術。

　欧米をはじめ世界の研究機関が多額の投資を以って研
究するも頓挫するなかで、金沢医科大学の高林研究グ

ループがその回収技術を確立する。

　独自に開発した画像解析システムや専用マニュピレー
ションによる細胞回収機能が国内外で高い評価を受け
る。（国際産婦人科学会優秀賞）この世界初の技術を事
業化することで、胎児の救命や早期治療の促進ばかりで
なく、赤ちゃんを育む女性の健康増進・疾病予防の効果
が見込まれ、医学・医療に先進的変革と経済効果をもた
らすことが期待される。

高林 晴夫教授【略歴】

1976.03 金沢大学医学部医学科卒業
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1988.04 スイスチューリッヒ大学医学部留学

1992.11 金沢医科大学産婦人科教室 助教授
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2008.09 金沢医科大学 FDD-MBセンター センター長

2014.03 金沢医科大学 FDD-MBセンター 特任教授

金沢医科大学 ＦＤＤ-ＭＢセンター長の高林晴夫博士（同大
学特任教授）が率いる研究チームの成果のほとんどは、ＦＤＤ
-ＭＢ株式会社（高林代表）が特許として保有。現在までの研
究費１０億円は、主に文科省や「ほくりく健康創造クラスター」
から提供され、今日の成果につながっている。

母体血による胎児有核赤血球ＤＮＡ診断
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FDD-MB・DNA診断とは
With FDD-MB, the DNA diagnosis.

FDD-MB 株式会社の位置づけ



NITP検査および羊水検査とFDD-MB検査のちがい
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母体血流

胎児由来
母体由来

． 断片の塩基配列を解読

．染色体毎に 断片の数を
カウント

GGCCCTGGGGACAGTCTCCAATCCACTGAGTCATCT 10番染色体 

GACACGGTGGAGCTCGGCCACACCAGGCCCAGCTGG 14番染色体 

ACAGTGGTGGGGCCCATCCCTGGGTGAGGCTCAGTT 21番染色体 
・ 
・ 
・ 
・ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 X Y 

正常 ダウン症候群

1.3％ 1.42％ 

【 断片の塩基配列】】

正常の場合、 番染色体の
割合は約 程度ですが、
ダウン症候群の場合、 番
染色体の割合が約 程度
に上昇します。

コンソーシアム 患者説明資料より引用

染色体番号

Comparison with other laboratory procedure.

FDD-MBNIPT羊水検査 絨毛検査

侵襲タイプ（母子リスク有） 無侵襲タイプ（母子リスク無）

出 生 前 診 断

0.50 % 1.5～2.0 % 0 % 0 %

100 % * 100 % *90～98% 50～99 %

Micromanipulation

妊娠 15～18 週
（+3週）

妊娠 11～14 週
（+2週） 妊娠 10 週以降 妊娠８週以降

検査種類

診断精度

検査方法

長　　所

短　　所

検査時期

流産リスク

妊婦の腹部より針を刺
し子宮内の羊水を採取
後、胎児細胞を培養し
診断

妊婦の腹部より針を
刺し（又は子宮頸部
に挿入）絨毛を採取
し、胎児細胞を分析

母体より採血し、母体
と胎児の DNA 断片を
比率で推測する

母体より採血し、そこ
から胎児有核赤血球を
探査・採取し、胎児の
ＤＮＡのみを分析する

確定診断である * 羊水検査より早く
検査が可能

流産リスクゼロ

流産リスク 流産リスク 流産リスク

流産リスクゼロ
確定診断である *

N
RBC Pick U

p

確定できず、スクリーニン
グとしての検査精度であ
る。陽性の場合は確定診断
の「羊水検査」を別途受診

*医学的表現においては確定診断をさす。

他の検査方法との比較



胎児と母体・有核赤血球について

胎児と母体

赤血球混入率
100,000,000 個

1

成人の赤血球と胎児の赤血球

●成人・小児の赤血球

内部はヘモグロビン 内部に細胞核がある

●胎児の赤血球

0.007mm
▼

▼
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About fetus and mother's body, NRBC
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採 血

分離

検体作成

顕微鏡画像撮影

画像認識による胎児細胞検出・回収 分析

FDD-MBの最新技術
New Technique of FDD-MB

細胞回収と分析の流れ FDD-MBFDD-MB



母体年齢とダウン症の発生率

出生前診断に関する女性の関心

　妊婦の血液から胎児の病気の有無をたやすく調べられ
る「新型出生前診断」（ＮＩＰＴ）で、３年前の導入以来、
検査で異常が確定して妊娠を続けるかどうか選択できた
人のうち９６．５％にあたる３３４人が中絶を選んでい
たことが分かった。検査を受けた女性は２万７６９６人
に上り、「命の選別」との指摘がある一方、利用が拡大し
ている実態が浮かんだ。
　新型出生前診断を実施している病院グループ「ＮＩＰ
Ｔコンソーシアム」が、加入する４４施設の昨年１２月
までの実績を集計した。　対象となっている疾患は、２
１トリソミー（ダウン症）、心臓疾患などを伴う１８トリ
ソミーと１３トリソミーの計３種類。いずれかで陽性反
応が出たのは全体の１．７％にあたる４６９人。このうち、
診断を確定するためその後に行った羊水検査で異常がな

かったのは３５人、流産・死産が７３人のほか、その後が不明の人などもいた。残り３４６人のうち３３４人が中絶した
のに対し、異常が分かっても妊娠を継続した女性が１２人いた。
　新型出生前診断は２０１３年４月、実施機関を日本医学会の認定施設に限定する臨床研究として開始された。３５歳以
上や染色体異常の子どもを産んだ経験のある妊婦らが対象。従来の羊水検査などより早い妊娠１０週前後からでき、検査
が原因の流産の危険性もないため関心を集めている。
　分析した関沢明彦・昭和大教授（産婦人科）は「想定よりも検査の精度が高いことが分かった。臨床研究の形で漫然と
続けることには批判もあり、今回の結果は（本格導入など）今後のあり方を見直す議論につながるだろう」と話す。
出典：毎日新聞 :2016 年ｖ4月 25 日 ( 月 )【千葉紀和】

＜新型出生前診断＞異常判明の９６％中絶　利用拡大

羊水検査しかしらなかった？

（出生前診断を聞いてから）安全なら受診したい

（DNA検査を聞いてから）是非受診したい

0 20 40 60 80 100

C

B

A 48%

79%
61%
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Interest of the woman about the prenatal diagnosis

%

検査に関する女性の関心

出典：兵庫医科大学病院 出産前診療外来 出典：プレジデントウーマン 2014/11 号より

３０歳

３５歳

４０歳

４４歳

妊婦年齢（検査時） ダウン症児の妊娠頻度

0.21%  (1/470 人 )

0.54%  (1/185 人 )

2.00%  (1/50 人 )

6.67%  (1/15 人 )



全世界で2000万件以上のニーズが見込める
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流産のリスク

羊水検査は、最近の出生前診断は国内で年間２万件以上
のニーズがある。これは妊婦の比率からいうと世界の先
進国のなかでは低い数字であるが、近年は少子化と晩婚
化が顕著になり、胎児DNA検査のニーズは急増している。

　一方で出産人口が日本の１０～２０倍の中国やインド、
及び先進国の間ではこの安全な胎児 DNA 検査に強い関
心が寄せられ、世界で約５００万件以上実施されている。
　国内外において胎児 DNA 分析検査に対するニーズが
急増する中で、世界の研究者から注目を集める同社の
FDD-MB 技術が普及すれば、全世界の１年間の出産件数
の１５％にあたる 2,000 万件以上のニーズが見込める。

382,351 
世界の１日

日本の１日

出 生 数

人

人002,934 

【市場規模は、基本的に [妊娠数 ×受診率 ×検査費用 ]で算出　　※2 年間稼働日数は、365×5/7 として算出】

１日：382,351人 × 15％ × 20万円 ＝ 約114.7億円
年間：約114.7億 × 260日 ＝ 約3兆円
日本：2,934人 × 15％ × 20万円 ＝ 約8,802万円／日

※1

※2

市場規模とニーズ
A market size and needs.
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▼FDD-MB技術の雑誌紹介記事

▼ 高林教授が主催するFDD-MB技術に
　 関するカンファレンス（毎年開催）

▼ 高林教授が主催するFDD-MB技術に
　 関するカンファレンス（毎年開催）

▼「革新的ベンチャービジネスコンテストいしかわ（2010.10.26）」
　最優秀賞の受賞を伝える記事

▼１９９７年コペンハーゲンで開催された第15回国際産婦人科学会（FIGO97、世界各国から8000人の
　産婦人科医が参加した大規模国際学会）に於いて、高林先生のFDD-MB理論が最優秀賞を受賞。

神原 秀記　博士

Charles R. Cantor, Ph.D

Dr. Usha P. Dave, Ph.D D.H.A

シングルセル（DNA・ゲノム）研究の世界的権
威。日本の化学者。日立製作所フェロー。東京
農工大学連携大学院教授、東京大学大学院
客員教授首都大学東京客員教授、南京大学
客員教授などを兼任。理学博士

FDD-M技術の国内外評価
Inside and outside the country evaluation 
for the FDD-MB technology.

NIPTで世界をリードするシーケノム社の創設
者で科学者。FDD-MB国際会議にも参画。

Chief Scientific Officer,
SEQUENNOM,INC.
San Diego ,CA USA

産婦人科学における世界的研究者で高林先
生と共にFDD-MB研究を推進してきた。
Consultant Medical Geneticist &  
Neuroscientist PG Research Guide of 
Mumbai University CSo & Exe. 
Director-Technical Operations Next 
Line Diagnostics, Mumbai,India



契約クリニック
Single Cell Analysis Technology
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検査機器・新型イメージ
Inspection equipment, new image
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