
獨協医科大学埼玉医療センター産科婦人科講師
濱　田　佳　伸

（聞き手　池田志斈）

　開業医にも新型出生前診断が認可され、施行可能な施設が拡大すると聞いて
います。その実際についてご教示ください。
 ＜東京都勤務医＞

新型出生前診断

　池田　濱田先生、いわゆる新型出生
前診断について質問が来ているのです
が、この正式な検査名は何というので
しょうか。
　濱田　新型出生前診断と申しますの
は、正式には無侵襲的出生前遺伝学的
検査、Non invasive prenatal genetic 
testing、NIPT、皆様にはNIPTという
名称が広く通っています。
　池田　イメージとしては、無侵襲的
ということですので、以前から行われ
ている羊水穿刺のような侵襲的なもの
ではないというイメージですね。
　濱田　そうですね。あとでも述べま
すが、基本的には妊婦さんの血液で分
析するということで、羊水検査に比べ
ると侵襲度が低いといえます。
　池田　いわゆる一般採血でできると
いうことですね。

　濱田　はい。
　池田　どのような原理なのでしょう
か。
　濱田　DNAがありますが、DNAは
通常、細胞内の核に存在するわけです
が、血漿中に存在するDNA、cell free
（以下CF）、CF-DNAというものが存
在しています。妊娠中の母体血漿中の
CF-DNAには10％ぐらい胎児由来の
CF-DNAが含まれることがわかってき
ています。
　池田　どのように検査していくので
しょうか。
　濱田　CF-DNAは、アポトーシス
した細胞から血液中に放出された短い
DNA断片です。ちょっと原理的な話
になるのですが、次世代シーケンサー
によって一度に大量の短いDNA断片
のシーケンスが可能になったこと、ヒ

トの全ゲノム解析が完了したことで、
DNA断片の存在した部位、すなわち
染色体の判定が可能となったのです。
　母体血中のCF-DNAを網羅的にシー
ケンスすると、おのおのが何番染色体
に由来するものか同定できます。各染
色体のCF-DNAが全染色体のCF-DNA
に占める比率は、正常では一定なので
すが、胎児に染色体異常があると胎児
由来のその部分のCF-DNA量が変化し
て比率が変化します。この変化をとら
えれば胎児の染色体数の異常の有無を
判定できるのではないか。これがNIPT
の原理です。
　具体的な例をいいますと、母体血漿
中のCF-DNAのうち、胎児が21トリ
ソミーの場合、21番染色体に由来する
CF-DNAが約５％増加するといわれて
います。だいたい一般的には母体血中
の21番染色体に由来するCF-DNAは
1.5％といわれていて、胎児が21トリソ
ミーの場合は1.6％に増加します。この
変化を見て判定する。すなわち、21番
染色体に由来していると思われるCF- 
DNAが増えているというところで調
べていきます。
　池田　トータルするとわずかな変化
なのですね。
　濱田　はい。それで調べて、あとは
統計的に判定していきます。
　池田　例えば、妊婦さんがNIPTを
受けようと考えた際、どのような施設
に行ったらいいのか、何かわかる方法

があるのでしょうか。
　濱田　現時点でNIPTは臨床研究と
いうかたちで、日本医学会の認定を受
け登録された施設で行うという体制に
なっています。基本的にはNIPTコン
ソーシアムというホームページにアク
セスしていただければ実施施設のリス
トがご覧になれます。
　池田　そのコンソーシアムに入るた
めには何か条件とかあるのでしょうか。
　濱田　先ほど申しましたように、日
本医学会の認定を受け登録された施設
で行っているので、この登録を受ける
のに条件があります。これは2013年の
日本産科婦人科学会の母体血を用いた
新しい出生前遺伝学的検査に関する指
針ですが、検査を受ける妊婦さんに適
切な情報を提供して、十分な説明を行
った上で、受療者がその診療行為を受
けるか否かを決定することが原則です。
母体血を用いた新しい出生前遺伝学的
検査もこの原則にのっとって行われる
べき診療行為であるということになり
ます。
　それで、遺伝カウンセリングを必要
とする妊婦さんに対して、臨床遺伝学
の知識を備えた専門医が遺伝カウンセ
リングを適切に行う態勢が整うまでは、
このNIPTを広く一般産婦人科臨床に
導入すべきではない。遺伝カウンセリ
ングを適切に行う態勢が整ったとして
も、本検査を行う対象は客観的な理由
を有する妊婦さんに限るべきであると
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獨協医科大学埼玉医療センター産科婦人科講師
濱　田　佳　伸

（聞き手　池田志斈）

　開業医にも新型出生前診断が認可され、施行可能な施設が拡大すると聞いて
います。その実際についてご教示ください。
 ＜東京都勤務医＞

新型出生前診断

　池田　濱田先生、いわゆる新型出生
前診断について質問が来ているのです
が、この正式な検査名は何というので
しょうか。
　濱田　新型出生前診断と申しますの
は、正式には無侵襲的出生前遺伝学的
検査、Non invasive prenatal genetic 
testing、NIPT、皆様にはNIPTという
名称が広く通っています。
　池田　イメージとしては、無侵襲的
ということですので、以前から行われ
ている羊水穿刺のような侵襲的なもの
ではないというイメージですね。
　濱田　そうですね。あとでも述べま
すが、基本的には妊婦さんの血液で分
析するということで、羊水検査に比べ
ると侵襲度が低いといえます。
　池田　いわゆる一般採血でできると
いうことですね。

　濱田　はい。
　池田　どのような原理なのでしょう
か。
　濱田　DNAがありますが、DNAは
通常、細胞内の核に存在するわけです
が、血漿中に存在するDNA、cell free
（以下CF）、CF-DNAというものが存
在しています。妊娠中の母体血漿中の
CF-DNAには10％ぐらい胎児由来の
CF-DNAが含まれることがわかってき
ています。
　池田　どのように検査していくので
しょうか。
　濱田　CF-DNAは、アポトーシス
した細胞から血液中に放出された短い
DNA断片です。ちょっと原理的な話
になるのですが、次世代シーケンサー
によって一度に大量の短いDNA断片
のシーケンスが可能になったこと、ヒ

トの全ゲノム解析が完了したことで、
DNA断片の存在した部位、すなわち
染色体の判定が可能となったのです。
　母体血中のCF-DNAを網羅的にシー
ケンスすると、おのおのが何番染色体
に由来するものか同定できます。各染
色体のCF-DNAが全染色体のCF-DNA
に占める比率は、正常では一定なので
すが、胎児に染色体異常があると胎児
由来のその部分のCF-DNA量が変化し
て比率が変化します。この変化をとら
えれば胎児の染色体数の異常の有無を
判定できるのではないか。これがNIPT
の原理です。
　具体的な例をいいますと、母体血漿
中のCF-DNAのうち、胎児が21トリ
ソミーの場合、21番染色体に由来する
CF-DNAが約５％増加するといわれて
います。だいたい一般的には母体血中
の21番染色体に由来するCF-DNAは
1.5％といわれていて、胎児が21トリソ
ミーの場合は1.6％に増加します。この
変化を見て判定する。すなわち、21番
染色体に由来していると思われるCF- 
DNAが増えているというところで調
べていきます。
　池田　トータルするとわずかな変化
なのですね。
　濱田　はい。それで調べて、あとは
統計的に判定していきます。
　池田　例えば、妊婦さんがNIPTを
受けようと考えた際、どのような施設
に行ったらいいのか、何かわかる方法

があるのでしょうか。
　濱田　現時点でNIPTは臨床研究と
いうかたちで、日本医学会の認定を受
け登録された施設で行うという体制に
なっています。基本的にはNIPTコン
ソーシアムというホームページにアク
セスしていただければ実施施設のリス
トがご覧になれます。
　池田　そのコンソーシアムに入るた
めには何か条件とかあるのでしょうか。
　濱田　先ほど申しましたように、日
本医学会の認定を受け登録された施設
で行っているので、この登録を受ける
のに条件があります。これは2013年の
日本産科婦人科学会の母体血を用いた
新しい出生前遺伝学的検査に関する指
針ですが、検査を受ける妊婦さんに適
切な情報を提供して、十分な説明を行
った上で、受療者がその診療行為を受
けるか否かを決定することが原則です。
母体血を用いた新しい出生前遺伝学的
検査もこの原則にのっとって行われる
べき診療行為であるということになり
ます。
　それで、遺伝カウンセリングを必要
とする妊婦さんに対して、臨床遺伝学
の知識を備えた専門医が遺伝カウンセ
リングを適切に行う態勢が整うまでは、
このNIPTを広く一般産婦人科臨床に
導入すべきではない。遺伝カウンセリ
ングを適切に行う態勢が整ったとして
も、本検査を行う対象は客観的な理由
を有する妊婦さんに限るべきであると

ドクターサロン63巻12月号（11 . 2019） （911）  1514 （910） ドクターサロン63巻12月号（11 . 2019）

1912本文.indd   15 2019/11/14   9:45



示されています。対象者は胎児超音波
検査で胎児が染色体数的異常を有する
可能性が示唆されたもの。要するに、
数的異常というのは21トリソミーや18
トリソミー、13トリソミーですね。あ
とは、母体血清マーカー検査でそのよ
うな異常を有する可能性が示唆された
もの。染色体のそういった数的異常を
有する胎児を妊娠した既往のあるもの、
高齢妊娠のもの、両親のいずれかが均
衡型ロバートソン転座を有していて、
胎児が13トリソミー、または21トリソ
ミーとなる可能性が示唆されるもの。
今はこういう対象で限定されているの
です。
　そして、このNIPTを行う施設が備
えるべき要件としては、産婦人科専門
医、小児科専門医がともに常時勤務し
ていること、医師以外の認定遺伝カウ
ンセラー、または遺伝看護専門職が在
籍していることが望ましい。そして、
この産婦人科医師、小児科医師は各科
の専門医であるとともに、どちらか一
方は日本人類遺伝学会の臨床遺伝専門
医の資格を有することを要することが
まずいわれています。
　そしてさらに、遺伝カウンセリング
態勢がしっかりしていること。検査施
行後の妊娠検査の観察を自施設におい
て続けることが可能であること。そし
て、NIPT後の絨毛検査や羊水検査な
どの侵襲を伴う胎児染色体検査を妊婦
さんの意向に応じて適切に施行するこ

とが可能であること。そして、侵襲を
伴う染色体検査を受けた後も、その後
の判断に対して適切なカウンセリング
を継続できる。出生後の医療やケアを
実施できる。これらが条件としていわ
れています。
　池田　それで安全性だとか倫理的な
ものを担保しているのですね。
　濱田　そうです。
　池田　もう一つ気になるところは、
NIPTをやって陽性になったとすると、
ある週数までには必ず羊水穿刺等を行
うことになるのでしょうか。
　濱田　現時点では臨床研究ですし、
陽性的中率という話になってくると、
年齢によっても差があります。陽性的
中率は、40歳の妊娠10週のときの21ト
リソミーの陽性的中率が95.2％、18ト
リソミーが66％、13トリソミーが20.3
％です。NIPTは非確定的検査ですの
で、陽性であったからといって、必ず
陽性というわけではありません。今の
日本では必ず羊水検査を行って、その
診断を確定させることが必要です。
　羊水検査は、実際に羊水の中に浮か
んでいる胎児の染色体を直接確認しま
すので、21トリソミー、18トリソミー、
13トリソミーに関しては、ほぼ100％
の確定的な結果が出ます。ですから、
NIPTで陽性と出た場合は羊水検査で
確定することが必要なのです。ただし、
羊水検査はいろいろな施設からの報告
があるのですが、やはり直接子宮に針

を刺す侵襲を伴う検査です。1/300ぐ
らいの確率で事故、流産、合併症など
が起こるといわれています。もっとも、
それが羊水検査そのものに由来するの
か、もともとそういうことが起こる時
期が一致していたかははっきりしませ
ん。
　池田　その辺はよく患者さんに説明
して、選択していただくということで
すね。
　濱田　はい。あともう一つ、陰性的
中率ですが、陰性的中率は例えば先ほ
どの40歳・10週のところですが、21ト
リソミーは陰性的中率、99.98％、18ト
リソミーは99.99％、13トリソミーも陰
性的中率は99.98％になっています。
　池田　例えば今ネットなどで見ても、
どうもコンソーシアムに入っていない
ような組織でNIPTを受けられるよう
なところもあるのです。今後はこのよ
うな施設がもしあるということになる
と、逆にNIPTを一般に広げていくの
かという話になるかと思うのですが、
どのような状態なのでしょうか。
　濱田　実は2019年３月に日本産科婦
人科学会から指針（案）が新たに出てい
まして、これをホームページにアップ
し、各会員から意見を募り、今検討し
ているところだと聞いているので、確
定された内容ではないことをご了承い
ただきたいのですが、実は2013年（平
成25年）４月、NIPTが初めて行われ
た当時は、全国で施設の数は15だった

のです。2017年（平成29年）度末は全
国で92に増加し、この４年間で全国で
５万2,490人の妊婦さんがNIPTを目的
とした遺伝カウンセリングを受け、そ
のうち４万8,643人がNIPTを受けるに
至っているという状況になっています。
　しかしながら、2016年（平成28年）
度後半から、この認定を受けていない
施設におけるNIPTの実施が、先ほど
先生もおっしゃられたように、明らか
になってきているのです。先ほどいい
ましたように、認定される施設に条件
がありますので、できる施設が増えた
とはいえ、やはり地域的な局在がある
のです。実際、受けたい、説明を聞き
たい、でもその地区の近くにはないの
でその検査が受けられない、話を聞く
のもちょっと難しいというのは、検討
すべき問題ではないかということにな
ってきました。もう一つはNIPTを行
った妊婦さんたちをフォローしていく
のはやはり産婦人科医ですので、その
かかわれる施設の範囲を広げようとい
う案が出ているのです。
　具体的には、基幹施設と連携施設と
いう２つの言葉がこの指針には出てき
ています。基幹施設というのは、先ほ
ど申しました現在登録が認可される施
設とほぼ同じ条件です。そして連携施
設の内容なのですが、産婦人科専門医
が常時勤務していることを要する。そ
して、小児科医師とは常時連携してお
り、必要に応じて小児科医師と面接す

ドクターサロン63巻12月号（11 . 2019） （913）  1716 （912） ドクターサロン63巻12月号（11 . 2019）

1912本文.indd   16-17 2019/11/14   9:45



示されています。対象者は胎児超音波
検査で胎児が染色体数的異常を有する
可能性が示唆されたもの。要するに、
数的異常というのは21トリソミーや18
トリソミー、13トリソミーですね。あ
とは、母体血清マーカー検査でそのよ
うな異常を有する可能性が示唆された
もの。染色体のそういった数的異常を
有する胎児を妊娠した既往のあるもの、
高齢妊娠のもの、両親のいずれかが均
衡型ロバートソン転座を有していて、
胎児が13トリソミー、または21トリソ
ミーとなる可能性が示唆されるもの。
今はこういう対象で限定されているの
です。
　そして、このNIPTを行う施設が備
えるべき要件としては、産婦人科専門
医、小児科専門医がともに常時勤務し
ていること、医師以外の認定遺伝カウ
ンセラー、または遺伝看護専門職が在
籍していることが望ましい。そして、
この産婦人科医師、小児科医師は各科
の専門医であるとともに、どちらか一
方は日本人類遺伝学会の臨床遺伝専門
医の資格を有することを要することが
まずいわれています。
　そしてさらに、遺伝カウンセリング
態勢がしっかりしていること。検査施
行後の妊娠検査の観察を自施設におい
て続けることが可能であること。そし
て、NIPT後の絨毛検査や羊水検査な
どの侵襲を伴う胎児染色体検査を妊婦
さんの意向に応じて適切に施行するこ

とが可能であること。そして、侵襲を
伴う染色体検査を受けた後も、その後
の判断に対して適切なカウンセリング
を継続できる。出生後の医療やケアを
実施できる。これらが条件としていわ
れています。
　池田　それで安全性だとか倫理的な
ものを担保しているのですね。
　濱田　そうです。
　池田　もう一つ気になるところは、
NIPTをやって陽性になったとすると、
ある週数までには必ず羊水穿刺等を行
うことになるのでしょうか。
　濱田　現時点では臨床研究ですし、
陽性的中率という話になってくると、
年齢によっても差があります。陽性的
中率は、40歳の妊娠10週のときの21ト
リソミーの陽性的中率が95.2％、18ト
リソミーが66％、13トリソミーが20.3
％です。NIPTは非確定的検査ですの
で、陽性であったからといって、必ず
陽性というわけではありません。今の
日本では必ず羊水検査を行って、その
診断を確定させることが必要です。
　羊水検査は、実際に羊水の中に浮か
んでいる胎児の染色体を直接確認しま
すので、21トリソミー、18トリソミー、
13トリソミーに関しては、ほぼ100％
の確定的な結果が出ます。ですから、
NIPTで陽性と出た場合は羊水検査で
確定することが必要なのです。ただし、
羊水検査はいろいろな施設からの報告
があるのですが、やはり直接子宮に針

を刺す侵襲を伴う検査です。1/300ぐ
らいの確率で事故、流産、合併症など
が起こるといわれています。もっとも、
それが羊水検査そのものに由来するの
か、もともとそういうことが起こる時
期が一致していたかははっきりしませ
ん。
　池田　その辺はよく患者さんに説明
して、選択していただくということで
すね。
　濱田　はい。あともう一つ、陰性的
中率ですが、陰性的中率は例えば先ほ
どの40歳・10週のところですが、21ト
リソミーは陰性的中率、99.98％、18ト
リソミーは99.99％、13トリソミーも陰
性的中率は99.98％になっています。
　池田　例えば今ネットなどで見ても、
どうもコンソーシアムに入っていない
ような組織でNIPTを受けられるよう
なところもあるのです。今後はこのよ
うな施設がもしあるということになる
と、逆にNIPTを一般に広げていくの
かという話になるかと思うのですが、
どのような状態なのでしょうか。
　濱田　実は2019年３月に日本産科婦
人科学会から指針（案）が新たに出てい
まして、これをホームページにアップ
し、各会員から意見を募り、今検討し
ているところだと聞いているので、確
定された内容ではないことをご了承い
ただきたいのですが、実は2013年（平
成25年）４月、NIPTが初めて行われ
た当時は、全国で施設の数は15だった

のです。2017年（平成29年）度末は全
国で92に増加し、この４年間で全国で
５万2,490人の妊婦さんがNIPTを目的
とした遺伝カウンセリングを受け、そ
のうち４万8,643人がNIPTを受けるに
至っているという状況になっています。
　しかしながら、2016年（平成28年）
度後半から、この認定を受けていない
施設におけるNIPTの実施が、先ほど
先生もおっしゃられたように、明らか
になってきているのです。先ほどいい
ましたように、認定される施設に条件
がありますので、できる施設が増えた
とはいえ、やはり地域的な局在がある
のです。実際、受けたい、説明を聞き
たい、でもその地区の近くにはないの
でその検査が受けられない、話を聞く
のもちょっと難しいというのは、検討
すべき問題ではないかということにな
ってきました。もう一つはNIPTを行
った妊婦さんたちをフォローしていく
のはやはり産婦人科医ですので、その
かかわれる施設の範囲を広げようとい
う案が出ているのです。
　具体的には、基幹施設と連携施設と
いう２つの言葉がこの指針には出てき
ています。基幹施設というのは、先ほ
ど申しました現在登録が認可される施
設とほぼ同じ条件です。そして連携施
設の内容なのですが、産婦人科専門医
が常時勤務していることを要する。そ
して、小児科医師とは常時連携してお
り、必要に応じて小児科医師と面接す
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ることが可能であるということ。その
施設の産婦人科医師、産婦人科専門医
は臨床遺伝専門医であることが原則で
はあるけれども、臨床遺伝専門医でな
かったとしても、臨床遺伝に関する研
修を修了している先生がいれば連携施
設として認めようではないかというこ

とになってきたのです。ただ、現時点
でどういうところが載ってくるかはま
だ決まってはいないです。
　池田　今後の動向を見守っていく必
要がありますね。
　濱田　おっしゃるとおりです。
　池田　ありがとうございました。

泌尿器領域の抗加齢医学の最前線（Ⅲ）

川崎医科大学泌尿器科教授
永　井　　敦

（聞き手　大西　真）

勃起のアンチエイジング

　大西　永井先生、「勃起のアンチエ
イジング」というタイトルそのものに
ついて教えていただけますか。
　永井　たいへんおもしろいタイトル
だと思うのですが、男性は勃起機能を
保つことができれば健康で長生きでき
るという考え方です。すなわち、アン
チエイジングにつながるのです。いい
勃起をずっと保つことができれば、男
性のアンチエイジングにつながる、こ
ういったことを私はかねてから主張し
ています。この「勃起のアンチエイジ
ング」というタイトルには、この観点
に加えて、さらに勃起機能を衰えさせ
ないためにはどうすればよいのかとい
う意味も含まれていると思います。
　大西　男性の健康のバロメーターと
いうことでしょうか。
　永井　そうですね。
　大西　それでは、EDについて少し
詳しくお話しいただけますか。
　永井　EDという言葉は十分市民権
を得ていると思います。患者さんも外
来に来られて「先生、EDなんです」

といわれるぐらいになりました。ED
とは、erectile dysfunctionの略称です。
勃起障害、あるいは勃起不全と訳しま
す。
　大西　EDについてはいろいろなリ
スクファクターが知られていると思い
ますが、そのあたりを教えていただけ
ますか。
　永井　2018年に「ED診療ガイドラ
イン」第３版が出まして、その危険因
子として12項目が挙げられています。
１つ目に加齢があります。それから糖
尿病、肥満と運動不足、心血管疾患お
よび高血圧、喫煙、テストステロンの
低下、慢性腎臓病と下部尿路症状、神
経疾患、外傷および手術、心理的およ
び精神疾患的要素、薬剤、そして睡眠
時無呼吸症候群が挙げられています
（表）。
　大西　特に生活習慣が深く関係して
いるのですね。
　永井　そうですね。これらの危険因
子を見ていただければわかりますが、
けっこう寿命を縮める要因が含まれて
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